施設

【名称】
西宮市立瓦林留守家庭児童育成センター
【所在地】
西宮市瓦林町２６番１９号

【名称】
西宮市立広田留守家庭児童育成センター
【所在地】
西宮市愛宕山７番２４号

【名称】
西宮市立今津留守家庭児童育成センター
【所在地】
西宮市今津二葉町４番１０号

【名称】
西宮市立用海留守家庭児童育成センター
【所在地】
西宮市用海町３番５４号

選定方法／応募者数

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

２

【募集要項の配布】
令和元年５月２７日～７月１９日
市民サービスの向上及び効果的・効率的
【質疑の受付】
運営を図るという指定管理者制度の目的を
令和元年５月２７日～６月１９日
踏まえ評価基準を設定し、書類審査とヒア
【団体名】
【申請書類提出期間】
リングを実施し、総合的に評価した結果、
社会福祉法人西宮市社会福祉協議会
令和元年７月８日～７月１９日
左記の団体が総合評点で最も優れていた。
【所在地】
特に、「関係機関との連携」「年間カリ
西宮市染殿町８番１７号
〔選定委員会開催〕
キュラム・行事計画について」「利用児童
第１回委員会 令和元年８月７日
の健康管理」などの項目において、他団体
第２回委員会 令和元年１０月２日
より評価が高かった。
第３回委員会 令和元年１０月９日
第４回委員会 令和元年１０月１１日

育成センター課
(0798)35-3206

２

【募集要項の配布】
令和元年５月２７日～７月１９日
市民サービスの向上及び効果的・効率的
【質疑の受付】
運営を図るという指定管理者制度の目的を
令和元年５月２７日～６月１９日
踏まえ評価基準を設定し、書類審査とヒア
【団体名】
【申請書類提出期間】
リングを実施し、総合的に評価した結果、
社会福祉法人西宮市社会福祉協議会
令和元年７月８日～７月１９日
左記の団体が総合評点で最も優れていた。
【所在地】
特に、「関係機関との連携」「年間カリ
西宮市染殿町８番１７号
〔選定委員会開催〕
キュラム・行事計画について」「利用児童
第１回委員会 令和元年８月７日
の健康管理」などの項目において、他団体
第２回委員会 令和元年１０月２日
より評価が高かった。
第３回委員会 令和元年１０月９日
第４回委員会 令和元年１０月１１日

育成センター課
(0798)35-3206

２

【募集要項の配布】
令和元年５月２７日～７月１９日
市民サービスの向上及び効果的・効率的
【質疑の受付】
運営を図るという指定管理者制度の目的を
令和元年５月２７日～６月１９日
踏まえ評価基準を設定し、書類審査とヒア
【団体名】
【申請書類提出期間】
リングを実施し、総合的に評価した結果、
社会福祉法人西宮市社会福祉協議会
令和元年７月８日～７月１９日
左記の団体が総合評点で最も優れていた。
【所在地】
特に、「関係機関との連携」「年間カリ
西宮市染殿町８番１７号
〔選定委員会開催〕
キュラム・行事計画について」「利用児童
第１回委員会 令和元年８月７日
の健康管理」などの項目において、他団体
第２回委員会 令和元年１０月２日
より評価が高かった。
第３回委員会 令和元年１０月９日
第４回委員会 令和元年１０月１１日

育成センター課
(0798)35-3206

２

【募集要項の配布】
市民サービスの向上及び効果的・効率的
令和元年５月２７日～７月１９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
令和元年５月２７日～６月１９日
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】
左記の団体が総合評点で最も優れていた。
令和元年７月８日～７月１９日
特に、「関係機関との連携」「年間カリ
キュラム・行事計画について」「保護者等 〔選定委員会開催〕
からの要望、苦情に対する対応と方法」な
第１回委員会 令和元年８月７日
どの項目において、他団体より評価が高
第２回委員会 令和元年１０月２日
かった。
第３回委員会 令和元年１０月９日
第４回委員会 令和元年１０月１１日

育成センター課
(0798)35-3206

【団体名】
社会福祉法人神戸ＹМＣＡ福祉会
【所在地】
神戸市西区学園西町五丁目４番

施設

【名称】
西宮市立浜脇留守家庭児童育成センター
【所在地】
西宮市浜脇町５番４８号

【名称】
西宮市立平木留守家庭児童育成センター
【所在地】
西宮市平木町４番１号

【名称】
西宮市立津門留守家庭児童育成センター
【所在地】
西宮市津門呉羽町５番１３号

【名称】
西宮市立瓦木留守家庭児童育成センター
【所在地】
西宮市大屋町１０番２０号

選定方法／応募者数

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

２

【団体名】
社会福祉法人神戸ＹМＣＡ福祉会
【所在地】
神戸市西区学園西町五丁目４番

【募集要項の配布】
市民サービスの向上及び効果的・効率的
令和元年５月２７日～７月１９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
令和元年５月２７日～６月１９日
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】
左記の団体が総合評点で最も優れていた。
令和元年７月８日～７月１９日
特に、「関係機関との連携」「年間カリ
キュラム・行事計画について」「保護者等 〔選定委員会開催〕
からの要望、苦情に対する対応と方法」な
第１回委員会 令和元年８月７日
どの項目において、他団体より評価が高
第２回委員会 令和元年１０月２日
かった。
第３回委員会 令和元年１０月９日
第４回委員会 令和元年１０月１１日

育成センター課
(0798)35-3206

２

【募集要項の配布】
市民サービスの向上及び効果的・効率的
令和元年５月２７日～７月１９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
令和元年５月２７日～６月１９日
【団体名】
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】
株式会社日本デイケアセンター
左記の団体が総合評点で最も優れていた。
令和元年７月８日～７月１９日
【所在地】
特に、「留守家庭児童育成センターの役
東京都千代田区神田猿楽町二丁目２
割」や「児童を健全に育成するための管理 〔選定委員会開催〕
番３号
運営方針」「発達障害が疑われる児童への
第１回委員会 令和元年８月７日
援助方針」などの項目において、他団体よ
第２回委員会 令和元年１０月２日
り評価が高かった。
第３回委員会 令和元年１０月９日
第４回委員会 令和元年１０月１１日

育成センター課
(0798)35-3206

１

【募集要項の配布】
市民サービスの向上及び効果的・効率的
令和元年５月２７日～７月１９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、団体概要・財
令和元年５月２７日～６月１９日
【団体名】
務状況、管理運営事業の方針並びに実施計
【申請書類提出期間】
ライクアカデミー株式会社
画、収支計画等について、書類審査とヒア
令和元年７月８日～７月１９日
【所在地】
リングを行った。
東京都品川区西五反田一丁目１番８
その結果、左記団体は当該事業の他自治
〔選定委員会開催〕
号
体での実績があり、また、保育に関するマ
第１回委員会 令和元年８月７日
ニュアルも充実しており、安定した管理運
第２回委員会 令和元年１０月２日
営が期待できることから、指定候補者とし
第３回委員会 令和元年１０月９日
て妥当であると判断し、選定した。
第４回委員会 令和元年１０月１１日

育成センター課
(0798)35-3206

１

【募集要項の配布】
市民サービスの向上及び効果的・効率的
令和元年５月２７日～７月１９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、団体概要・財
令和元年５月２７日～６月１９日
【団体名】
務状況、管理運営事業の方針並びに実施計
【申請書類提出期間】
ライクアカデミー株式会社
画、収支計画等について、書類審査とヒア
令和元年７月８日～７月１９日
【所在地】
リングを行った。
東京都品川区西五反田一丁目１番８
その結果、左記団体は当該事業の他自治
〔選定委員会開催〕
号
体での実績があり、また、保育に関するマ
第１回委員会 令和元年８月７日
ニュアルも充実しており、安定した管理運
第２回委員会 令和元年１０月２日
営が期待できることから、指定候補者とし
第３回委員会 令和元年１０月９日
て妥当であると判断し、選定した。
第４回委員会 令和元年１０月１１日

育成センター課
(0798)35-3206

施設

【名称】
西宮市立塩瀬児童センター
【所在地】
西宮市名塩新町１番地

【名称】
西宮市立山口児童センター
【所在地】
西宮市山口町下山口４丁目１番８号

【名称】
西宮市立鳴尾北留守家庭児童育成センター
西宮市立生瀬留守家庭児童育成センター
【所在地】
西宮市学文殿町２丁目２番７号
西宮市生瀬町２丁目２６番２４号

【名称】
西宮市立高須西留守家庭児童育成センター
【所在地】
西宮市高須町２丁目１番５２号

選定方法／応募者数

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

１

【募集要項の配布】
令和元年５月２７日～７月１９日
団体の概要・財務状況等、管理運営事業 【質疑の受付】
方針、当該施設管理運営事業実施計画、収
令和元年５月２７日～６月２８日
【団体名】
支計画について審議を行った。
【申請書類提出期間】
社会福祉法人西宮市社会福祉事業団
市民サービスの向上及び効果的・効率的
令和元年７月８日～７月１９日
【所在地】
な管理運営を図るという指定管理制度の目
西宮市上甲子園五丁目７番２１号
的を踏まえ、審査基準等を設定し、評価し 〔選定委員会開催〕
た結果、指定候補者として妥当であると判
第１回委員会 令和元年８月７日
断した。
第２回委員会 令和元年１０月２日
第３回委員会 令和元年１０月９日
第４回委員会 令和元年１０月１１日

子育て総合
センター
(0798)39-1521

１

【募集要項の配布】
令和元年５月２７日～７月１９日
団体の概要・財務状況等、管理運営事業 【質疑の受付】
方針、当該施設管理運営事業実施計画、収
令和元年５月２７日～６月２８日
【団体名】
支計画について審議を行った。
【申請書類提出期間】
社会福祉法人西宮市社会福祉事業団
市民サービスの向上及び効果的・効率的
令和元年７月８日～７月１９日
【所在地】
な管理運営を図るという指定管理制度の目
西宮市上甲子園五丁目７番２１号
的を踏まえ、審査基準等を設定し、評価し 〔選定委員会開催〕
た結果、指定候補者として妥当であると判
第１回委員会 令和元年８月７日
断した。
第２回委員会 令和元年１０月２日
第３回委員会 令和元年１０月９日
第４回委員会 令和元年１０月１１日

子育て総合
センター
(0798)39-1521

非公募

〔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 令和元年８月７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 令和元年１０月２日
踏まえた評価基準を設定し、団体概要・財
第３回委員会 令和元年１０月９日
【団体名】
務状況、管理運営事業の方針並びに実施計
第４回委員会 令和元年１０月１１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。

非公募

〔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 令和元年８月７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 令和元年１０月２日
踏まえた評価基準を設定し、団体概要・財
第３回委員会 令和元年１０月９日
務状況、管理運営事業の方針並びに実施計
第４回委員会 令和元年１０月１１日
画、収支計画等について、書類審査を行っ
育成センター課
た。
(0798)35-3206
【非公募の理由】
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。

【団体名】
株式会社セリオ
【所在地】
大阪市北区堂島一丁目５番１７号

施設

【名称】
西宮市立高木留守家庭児童育成センター
西宮市立高木北留守家庭児童育成センター
西宮市立高木北地域子育て支援施設
【所在地】
西宮市高木西町２５番２７号
西宮市薬師町７番５号
西宮市薬師町７番５号

選定方法／応募者数

非公募

指定候補者として選定した団体

【団体名】
株式会社セリオ
【所在地】
大阪市北区堂島一丁目５番１７号

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 令和元年８月７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 令和元年１０月２日
踏まえた評価基準を設定し、団体概要・財
育成センター課
第３回委員会 令和元年１０月９日
務状況、管理運営事業の方針並びに実施計
(0798)35-3206
第４回委員会 令和元年１０月１１日
画、収支計画等について、書類審査を行っ
た。
子育て総合
【非公募の理由】
その結果、左記団体は当該事業の豊富な
センター
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
(0798)39-1521
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。

