施設

【名称】
西宮市立留守家庭児童育成センター
（春風、小松、北夙川、樋ノ口、北六甲台）
【所在地】
西宮市上甲子園３丁目８番39号外

【名称】
西宮市立夙川留守家庭児童育成センター
【所在地】
西宮市久出ケ谷町８番４号

【名称】
西宮市立深津留守家庭児童育成センター
【所在地】
西宮市深津町５番22号

【名称】
西宮市立甲陽園留守家庭児童育成センター
【所在地】
西宮市甲陽園本庄町１番72号

選定方法／応募者数

非公募

1

1

2

指定候補者として選定した団体

選定理由(選定委員会の意見)

選定経過及び非公募の場合はその理由

問合せ先

〔選定委員会開催〕
市民サービスの向上及び効果的・効率的
第１回委員会 平成30年 ８月 ８日
運営を図るという指定管理者制度の目的を
第２回委員会 平成30年 10月 12日
踏まえた評価基準を設定し、団体概要・財
第３回委員会 平成30年 10月 22日
【名称】
務状況、管理運営事業の方針並びに実施計
第４回委員会 平成30年 11月 16日
社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 画、収支計画等について、書類審査を行っ
育成センター課
【所在地】
た。
(0798)35-3206
【非公募の理由】
西宮市染殿町８番17号
その結果、左記団体は当該事業の豊富な
左記団体は、一度公募により指定された指定管理者であ
実績から、安心かつ安定した管理運営、利
り、現在の管理・運営等に問題がないと認められることか
用者支援が期待できることから、指定候補
ら、安定的・継続的な管理運営を確保するため、公募によら
者として妥当であると判断し、選定した。
ずに選定（再指定）することが妥当であると判断した。

市民サービスの向上及び効果的・効率的 【募集要項の配布】
運営を図るという指定管理者制度の目的を
平成30年10月19日～11月１日
踏まえた評価基準を設定し、団体概要・財 【申請書類提出期間】
【名称】
務状況、管理運営事業の方針並びに実施計
平成30年10月19日～11月１日
企業組合労協センター事業団
画、収支計画等について、書類審査を行っ
【所在地】
た。
〔選定委員会開催〕
東京都豊島区東池袋１－44－３池袋
その結果、左記団体は当該事業の豊富な
第１回委員会 平成30年 ８月
ＩＳＰタマビル
実績から、安心かつ安定した管理運営、利
第２回委員会 平成30年 10月
用者支援が期待できることから、指定候補
第３回委員会 平成30年 10月
者として妥当であると判断し、選定した。
第４回委員会 平成30年 11月

市民サービスの向上及び効果的・効率的
運営を図るという指定管理者制度の目的を
踏まえた評価基準を設定し、団体概要・財
【名称】
務状況、管理運営事業の方針並びに実施計
シダックス大新東ヒューマンサービ 画、収支計画等について、書類審査とヒア
ス株式会社
リングを行った。
【所在地】
その結果、左記団体は当該事業の他自治
東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地 体での実績があり、また、マニュアル化の
３
徹底や研修内容も充実しており、安心かつ
安定した管理運営、利用者支援が期待でき
ることから、指定候補者として妥当である
と判断し、選定した。

育成センター課
(0798)35-3206
８日
12日
22日
16日

【募集要項の配布】
平成30年７月10日～８月３日
【質疑の受付】
平成30年７月10日～７月20日
【申請書類提出期間】
平成30年７月30日～８月３日
〔選定委員会開催〕
第１回委員会 平成30年
第２回委員会 平成30年
第３回委員会 平成30年
第４回委員会 平成30年

８月
10月
10月
11月

【募集要項の配布】
市民サービスの向上及び効果的・効率的
平成30年７月10日～８月３日
運営を図るという指定管理者制度の目的を 【質疑の受付】
踏まえた評価基準を設定し、書類審査とヒ
平成30年７月10日～７月20日
【名称】
アリングを実施し、総合的に評価した結
【申請書類提出期間】
社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 果、左記の団体が総合評点で最も優れてい
平成30年７月30日～８月３日
【所在地】
た。
西宮市染殿町８番17号
特に、「子育て関連事業の運営実績」や 〔選定委員会開催〕
「資金収支計画」などの項目において、他
第１回委員会 平成30年 ８月
団体より評価が高かった。
第２回委員会 平成30年 10月
第３回委員会 平成30年 10月
第４回委員会 平成30年 11月

育成センター課
(0798)35-3206
８日
12日
22日
16日

育成センター課
(0798)35-3206
８日
12日
22日
16日

施設

【名称】
西宮市立大社留守家庭児童育成センター
【所在地】
西宮市桜谷町９番７号

【名称】
西宮市立苦楽園留守家庭児童育成センター
【所在地】
西宮市苦楽園二番町18番12号

【名称】
西宮市立香櫨園地域子育て支援施設
【所在地】
西宮市中浜町３番32号

【名称】
西宮市立北山学園
【所在地】
西宮市甲山町53番地

選定方法／応募者数

3

1

2

非公募

指定候補者として選定した団体

選定理由(選定委員会の意見)

選定経過及び非公募の場合はその理由

【募集要項の配布】
市民サービスの向上及び効果的・効率的
平成30年７月10日～８月３日
運営を図るという指定管理者制度の目的を 【質疑の受付】
踏まえ評価基準を設定し、書類審査とヒア
平成30年７月10日～７月20日
【名称】
リングを実施し、総合的に評価した結果、 【申請書類提出期間】
企業組合労協センター事業団
左記の団体が総合評点で最も優れていた。
平成30年７月30日～８月３日
【所在地】
特に、「プライバシー保護についての基
東京都豊島区東池袋１－44－３池袋
本的な考え方」や「アレルギーのある児童 〔選定委員会開催〕
ＩＳＰタマビル
への対応」「事故防止・事故が起こったと
第１回委員会 平成30年 ８月
きの対応」などの項目において、他団体よ
第２回委員会 平成30年 10月
り評価が高かった。
第３回委員会 平成30年 10月
第４回委員会 平成30年 11月

市民サービスの向上及び効果的・効率的
運営を図るという指定管理者制度の目的を
踏まえた評価基準を設定し、団体概要・財
【名称】
務状況、管理運営事業の方針並びに実施計
シダックス大新東ヒューマンサービ 画、収支計画等について、書類審査とヒア
ス株式会社
リングを行った。
【所在地】
その結果、左記団体は当該事業の他自治
東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地 体での実績があり、また、マニュアル化の
３
徹底や研修内容も充実しており、安心かつ
安定した管理運営、利用者支援が期待でき
ることから、指定候補者として妥当である
と判断し、選定した。

８月
10月
10月
11月

【募集要項の配布】
市民サービスの向上及び効果的・効率的
平成30年７月10日～８月３日
運営を図るという指定管理者制度の目的を
【質疑の受付】
踏まえた評価基準を設定し、書類審査とヒ
平成30年７月10日～７月20日
【名称】
アリングを実施し、総合的に評価した結
【申請書類提出期間】
社会福祉法人 神戸ＹＭＣＡ福祉会 果、左記の団体が総合評点で最も優れてい
平成30年７月30日～８月３日
【所在地】
た。
神戸市西区学園西町5-4
特に、「子育て関連事業の運営実績」や
〔選定委員会開催〕
「資金収支計画」などの項目において、他
第１回委員会 平成30年 ８月
団体より評価が高かった。
第２回委員会 平成30年 10月
第３回委員会 平成30年 10月

【名称】
社会福祉法人甲山福祉センター
【所在地】
西宮市甲山町53番地

市民サービスの向上及び効果的・効率的
運営を図るという指定管理者制度の目的を
踏まえた評価基準を設定し、団体概要・財
務状況、管理運営事業の方針並びに実施計
画、収支計画等について、書類審査を行っ
た。
その結果、左記団体は当該事業の豊富な
実績から、安心かつ安定した管理運営、利
用者支援が期待できることから、指定候補
者として妥当であると判断し、選定した。

育成センター課
(0798)35-3206
８日
12日
22日
16日

【募集要項の配布】
平成30年７月10日～８月３日
【質疑の受付】
平成30年７月10日～７月20日
【申請書類提出期間】
平成30年７月30日～８月３日
〔選定委員会開催〕
第１回委員会 平成30年
第２回委員会 平成30年
第３回委員会 平成30年
第４回委員会 平成30年

〔選定委員会開催〕
第１回委員会 平成30年
第２回委員会 平成30年
第３回委員会 平成30年

８月
10月
10月

問合せ先

育成センター課
(0798)35-3206
８日
12日
22日
16日

子育て総合
センター
(0798)39-1521
８日
12日
22日

８日
12日
22日

【非公募の理由】
北山学園は創設時より左記法人の所有地を無償で借り受
け、管理運営を委託してきたところであるが、左記法人は４
８年間の実績において保護者からの信頼も厚く、長年に渡る
医療・福祉の分野での実績から職員は十分な専門性と経験を
有しており、事業の運営体制からも適当であり、非公募とし
た。

発達支援課
(0798)65-1936

