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世田谷区立区砧民会館の指定管理者の指定 

 

 

１ 施設名称及び指定管理者の候補者名等 

  施設名称 施設所在地 
指定管理者の候補者名 

及び所在地 

世田谷区立 

砧区民会館 

世田谷区成城六丁目２番１
号 

株式会社世田谷サービス公社 

世田谷区太子堂三丁目２５番９号 

 

２ 指定期間 

５年間（平成３１年（2019年）４月１日～平成３６年（2024年）３月３１日） 

 

３ 選定経緯等 

（１）選定経緯 

選定にあたっては、条例施行規則および指定管理者選定委員会設置要綱に基

づき選定委員会を設置した。選定委員会において、指定管理者による自己評価、

区（施設所管課）による評価の結果等を踏まえ、選定方法についての審議を行

った結果、当該施設については指定管理者制度を継続し、公募による選定が適

していると判断した。平成３０年５月７日から６月１３日までの期間で公募を

し、３社から提案書類の申請があった。 

    今回の選定にあたっては、公募要項の中で施設運営の考え方について「世田

谷区では、教育、文化、産業および経済の振興を図り区民の福祉を増進させる

ことを目的に世田谷区立区民会館（以下「区民会館」という。）を設置していま

す。また、区民会館は、各地域の特性を踏まえながら、教育・文化等の事業を

実施するとともに、自主的な活動の場を提供することをとおして、区民の文化

活動のニーズに合った施設運営を行うことが求められています。」と示している。

この考え方および「世田谷区立区民会館指定管理者選定審査基準」に基づき審

査した。 

    第１次審査では、施設等の管理実績、運営管理体制、個人情報保護、雇用計

画、研修計画、利用料金、収支計画、施設事業計画、サービス改善の取組み、

過去３年間の経営状況・事業状況、喫茶コーナー運営等について書類審査をし、

審査基準点となる７割を超えていたため、３社を第１次審査通過者とした。 

第２次審査では、組織の管理・運営体制、サービス改善の取組み、雇用・研

修計画、収支計画、施設事業計画等について、第１次審査通過者によるプレゼ

ンテーションおよび選定委員によるヒアリングを実施し、審査した。 

    上記、第１次審査、第２次審査を総合的に判断し、最終審査において指定管

理者の候補者を選定した。 
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（２）選定委員会開催状況 

    第１回選定委員会 平成３０年４月１１日（選定方法の審議） 

    第２回選定委員会 平成３０年４月２４日（審査項目及び審査方法の審議） 

    第３回選定委員会 平成３０年６月２９日 

            （第２次審査：プレゼンテーションおよびヒアリング審査） 

    第４回選定委員会 平成３０年７月 ６日（最終審査） 

 

（３）選定委員会の構成 

氏  名 役 職 ・ 所 属 等 

○  境  新一 成城大学教授 

  綾野 康子 東京税理士会世田谷支部 

  塩田 尚人 健康文化研究所代表 

  細越 淳二 国士舘大学教授 

水野 貞 
烏山地域町会自治会連合会会長 

（任期：平成３０年４月１１日～平成３０年４月２０日） 

宮﨑 春代 

砧地域町会・自治会連合会会長 

（任期：平成３０年（2018年）４月２３日～平成３２年（2020

年）３月３１日） 

志賀 毅一 地域行政部長 

岩元 浩一 玉川総合支所長 

  ※「○」は委員長 

 

４ 選定結果 

  条例第７条第３項に規定する審査基準に基づき、事業計画書等の審査、財務審査
及びヒアリングの結果を総合的に評価した結果、「適格」であるとの評価を受け、株
式会社世田谷サービス公社を指定管理者の候補者として選定した。 

詳細については、別紙「選定結果表」を参照。 

 

５ 選定理由 

  選定団体は、指定管理者として区内の複数の公共施設を運営してきており、豊富

な実績とノウハウを有している。 

  経営基盤（過去３年間の経営状況・事業状況）については、「団体の経営状況は良

好で長期的な安定経営が大いに期待できる」という評価であった。 

  評価項目の中の「地域交流や貢献」および「区内雇用・高齢者、障害者雇用」で、

高い評価を得ている。特に事業企画の提案では、これまでの管理運営実績を基に、

砧区民会館においても地域・文化交流、異業種・異文化交流、地域・事業者交流を

コンセプトにした地域住民と一体となった企画を提案しており、地域交流、地域活

動の活性化が期待できる。 
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  また、危機管理体制の提案として、「避難訓練プラスコンサート」の取組み実績に

ついても評価を得ている。 

  以上のことから、指定管理者の候補者として最も適している。 
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別紙 

選定結果表 

 

１ 申請団体 

団体名・代表者 所在地 

株式会社世田谷サービス公社 

代表取締役 田中 茂 

世田谷区太子堂三丁目２５番９号 

社会福祉法人奉優会 

理事長 香取 眞惠子 

世田谷区駒沢一丁目４番１５号真井ビル 

アクティオ株式会社 

代表取締役社長 鈴木 悟 

目黒区下目黒一丁目１番１１号目黒東洋

ビル４階 

 

２ 評価結果 

（１）第１次審査 

 

 

 

 

 

 

 

評価項目 配点 
株式会社世田谷

サービス公社 

社会福祉法人 

奉優会 

アクティオ 

株式会社 

書
類
審
査 

１．施設等の管理実績 ２１ ２１ １３ ２１ 

２．運営管理体制 １６８ １５０ １２３ １３４ 

３．個人情報保護 ３５ ３３ ２７ ３３ 

４．雇用計画 ３５ ３３ ２９ ２４ 

５．研修計画 ４２ ４２ ４２ ４２ 

６．利用料金 ２１ ２１ １９ ２１ 

７．収支計画 ７０ ４８ ３４ ６２ 

８．施設事業計画 １１２ ８０ ７２ ９４ 

９．サービス改善の取組 ７７ ５５ ５７ ６３ 

１０．経営基盤（過去３年

の経営状況及び事業状況） 
７０ ７０ ４９ ７０ 

１１．喫茶コーナー運営 ４９ ２３ ３３ ２５ 

合計 ７００ ５７６ ４９８ ５８９ 

審査基準点（配点合計の７０％） ４９０ 
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（２）第２次審査 

 

（３）最終審査 

 

 

評価項目 配点 
株式会社世田谷

サービス公社 

社会福祉法人 

奉優会 

アクティオ 

株式会社 

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
・
ヒ
ア
リ
ン
グ 

１．組織の管理・運営体制 ３５ ２９ ２４ ３１ 

２．サービス改善の取組 ７０ ５７ ５６ ５０ 

３．雇用・研修計画 ３５ ３２ ２８ ２３ 

４．収支計画 ７０ ３４ ４４ ４５ 

５．施設事業計画等 １０５ ６９ ７４ ６４ 

６．ヒアリング評価 ３５ ２６ ２２ １７ 

合計 ３５０ ２４７ ２４８ ２３０ 

 審査基準点（配点合計の７０％） ２４５ 

 配点 
株式会社世田谷

サービス公社 

社会福祉法人 

奉優会 

アクティオ 

株式会社 

第１次審査 ７００ ５７６ ４９８ ５８９ 

第２次審査 ３５０ ２４７ ２４８ ２３０ 

第１次審査・第２次審査合計 １０５０ ８２３ ７４６ ８１９ 

総合評価 第１位 第３位 第２位 


