
第83号議案 

   指定管理者の指定の件（神戸市立灘図書館ほか） 

 次のとおり地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第３項に規定する

指定管理者を指定する。 

   令和２年11月 27日提出 

                    神戸市長 久   元   喜   造   

公の施設の名称 指定管理者 指定期間 

神戸市立灘図書

館 

東京都文京区大 ３丁目１番１号 

神戸新聞・ＴＲＣグループ 

代表者 株式会社図書館流通センター 

      代表取締役  細川 博史 

令和３年

４月１日

から令和

８年３月

31日まで  

神戸市立三宮図

書館 

神戸市立名谷図

書館 

東京都調布市調布ヶ丘３丁目６番地３ 

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会

社 

代表取締役 関口 昌太朗 

 

理     由  

神戸市立灘図書館等の指定管理者の指定をするに当たり，議会の議決を経る必

要があるため。 



神戸市立灘図書館の指定管理者の指定について 

 

１．公の施設の名称  

神戸市立灘図書館 

２．指定管理者 

東京都文京区大塚三丁目１番１号 

神戸新聞・ＴＲＣグループ 

（代表者）株式会社図書館流通センター 代表取締役 細川 博史 

３．指定期間 

令和３年４月１日～令和８年３月31日 

４．令和３年度予定額  

51,099千円 

５．債務負担行為   

期間：令和２年度～令和７年度  限度額：255,495千円 

６．選定までのスケジュール 

   提案書類受付期限 令和２年９月８日（火） 

選定評価委員会  令和２年９月16日（水） 

７．選定理由 

応募団体の概要、施設の管理運営体制、サービス内容については、図書館の設置目的、社会的使命を

果たすために、どのような方針、組織、人員配置等をもって当該施設を運営し、事業を企画・実施して

いくのかということについて提案をいただいた。 

候補者は、図書館の業務内容に対し深い理解を有しており、安定的な施設管理運営が期待されるとと

もに、地域や地元団体等との連携事業や、子どもに対する読書奨励などの提案について高い評価を獲得

した。 

次点者の提案は、組織体制・人員配置体制等で高い評価を得たが、現指定管理者でもある候補者が、

これまでの実績評価による加算点を獲得するなど、総合的に高い評価を得た。 

以上について評価した結果、候補者の提案が、次点者の提案に比べて総合的に優れているという結論

を得た。 

 

参 考 資 料 



８．評価基準・評価結果 

審査項目 配点 候補者 次点者 

応募者に関する項目 
・財務状況 

・事業実績  等 
15 15.00 10.00 

施設の運営に関する項目 

・公立図書館業務についての考え方 

・体制と人員配置 

・資質向上策 

・施設環境維持、安全管理 

30 24.67 28.33 

サービス内容に関する項目 

・業務内容の把握 

・読書奨励と地域連携 

・子どもサービス 

・サービス向上、利用促進 

・個人情報保護 

35 29.67 31.00 

収支計画  20 14.90 15.00 

現指定管理者への実績評価加算 
直近3年間の評価が連続してAA以上 

→総得点の3％加算 
3％ 2.53 － 

合 計  100 86.77 84.33 

９．応募団体（五十音順） 

・神戸新聞・TRCグループ 

・シダックス大新東ヒューマンサービス 株式会社 

 

〔施設の概要〕 

（１）設立趣旨 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に

供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする  

（２）所在地  神戸市灘区永手町４丁目２番１号 フォレスタ六甲２階 

（３）占有面積  約1,120㎡  

（４）施設内容 一般書コーナー、児童書コーナー、ＹＡコーナー、視聴覚コーナー、多目的コ

ーナー、新聞・雑誌コーナー 等 

 閲覧席数60席、スツール・ソファ等19席、子どもの調べ学習席12席 

（５）開館時間  平    日  午前10 時～午後８時  

日曜・祝休日  午前10 時～午後６時  

（６）休館日  月曜日（ただし、祝日・休日の場合は開館し，直後の平日を休館日とする）  

年末年始  12 月29 日から１月３日までの間  

蔵書点検期間（毎年７日以内） 

市長が特に必要があると認める日 



神戸市立三宮図書館の指定管理者の指定について 

 

１．公の施設の名称 

神戸市立三宮図書館 

２．指定管理者 

東京都文京区大塚三丁目１番１号 

神戸新聞・ＴＲＣグループ 

（代表者）株式会社図書館流通センター 代表取締役 細川 博史 

３．指定期間 

令和３年４月１日～令和８年３月31日   

４．令和３年度予定額 

66,099千円 

５．債務負担行為 

期間：令和２年度～令和７年度  限度額：330,495千円 

６．選定までのスケジュール 

   提案書類受付期限 令和２年９月８日（火） 

選定評価委員会  令和２年９月16日（水） 

７．選定理由 

応募団体の概要、施設の管理運営体制、サービス内容については、図書館の設置目的、社会的使命を

果たすために、どのような方針、組織、人員配置等をもって当該施設を運営し、事業を企画・実施して

いくのかということについて提案をいただいた。 

候補者は、図書館の業務内容に対し深い理解を有しており、安定的な施設管理運営が期待されるとと

もに、三宮図書館に求められる役割を理解し、デザインクリエイティブセンター神戸への移転後も、効

果的な図書館サービスの提供や利用者の誘引について提案がなされていた。 

以上について総合的に評価した結果、候補者の提案が、指定管理者候補者としての業務遂行能力を有

するものであるという結論を得た。 

参 考 資 料 



８．評価基準・評価結果 

審査項目 配点 候補者 

応募者に関する項目 
・財務状況 

・事業実績  等 
15 15.00 

施設の運営に関する項目 

・公立図書館業務についての考え方 

・体制と人員配置 

・資質向上策 

・施設環境維持、安全管理 

30 25.67 

サービス内容に関する項目 

・業務内容の把握 

・読書奨励と地域連携 

・子どもサービス 

・サービス向上、利用促進 

・個人情報保護 

35 28.00 

収支計画  20 15.00 

合 計  100 83.67 

９．応募団体 

・神戸新聞・TRCグループ 

 

〔施設の概要〕 

（１）設立趣旨 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に

供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする  

（２）所在地  中央区雲井通５丁目１番２号 勤労会館１階 

 （都心三宮再整備に伴い、令和４年度に現在の場所からデザイン・クリエイテ

ィブセンター神戸（KIITO）に仮移転する予定） 

（３）占有面積  約606㎡ 

（４）施設内容 一般書コーナー、児童書コーナー、ＹＡコーナー、ビジネス支援コーナー、新

聞・雑誌コーナー、オンラインデータベース 等 

 閲覧席数35席、スツール・ソファ25席、公衆用無線LAN席6席 

（５）開館時間  平    日  午前10 時～午後９時  

日曜・祝休日  午前10 時～午後６時  

（６）休館日  月曜日（ただし、祝日・休日の場合は開館し，直後の平日を休館日とする）  

年末年始  12 月29 日から１月３日までの間  

蔵書点検期間（毎年７日以内） 

市長が特に必要があると認める日 

 

 



神戸市立名谷図書館の指定管理者の指定について 

 

１．公の施設の名称  

神戸市立名谷図書館 

２．指定管理者   

東京都調布市調布ヶ丘３丁目６番地３  

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社  代表取締役 関口 昌太朗 

３．指定期間   

令和３年４月１日～令和８年３月31日  

４．令和３年度予定額  

53,803千円 

５．債務負担行為   

期間：令和２年度～令和７年度  限度額：269,015千円  

６．選定までのスケジュール 

   提案書類受付期限 令和２年９月８日（火） 

選定評価委員会  令和２年９月16日（水） 

７．選定理由 

   応募団体の概要、施設の管理運営体制、サービス内容については、図書館の設置目的、社会的使命を

果たすために、どのような方針、組織、人員配置等をもって当該施設を運営し、事業を企画・実施して

いくのかということについて提案をいただいた。 

候補者は、図書館の業務内容に対し深い理解を有しており、多様な利用者ニーズに対応した図書館サ

ービスの提供が期待されるとともに、新設館において予想される繁忙対策についても、手厚い人員配置

と、利用状況に応じた柔軟な対応を行う提案が高く評価された。 

次点者の提案は、活動拠点が市内にあるという点、既存の他館との人員の融通などについて評価を得

たが、求められる水準のサービスを、安定して供給できる組織体制、人員配置であるかという点につい

て、候補者の提案をより高く評価した。 

以上について評価した結果、候補者の提案が、次点者の提案に比べて総合的に優れているという結論

を得た。 

 

参 考 資 料 



８．評価基準・評価結果 

審査項目 配点 候補者 次点者 

応募者に関する項目 
・財務状況 

・事業実績  等 
15 10.00 15.00 

施設の運営に関する項目 

・公立図書館業務についての考え方 

・体制と人員配置 

・資質向上策 

・施設環境維持、安全管理 

30 28.33 23.67 

サービス内容に関する項目 

・業務内容の把握 

・読書奨励と地域連携 

・子どもサービス 

・サービス向上、利用促進 

・個人情報保護 

35 31.33 29.00 

収支計画  20 15.00 14.90 

合 計  100 84.67 82.57 

９．応募団体（五十音順） 

・神戸新聞・TRCグループ 

・シダックス大新東ヒューマンサービス 株式会社 

〔施設の概要〕   

（１）設立趣旨 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に

供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする  

（２）所在地  神戸市須磨区中落合２丁目２番４号 大丸須磨店４階 

（３）開館予定日  令和３年３月24日（予定） 

（４）占有面積  約1,300㎡  

（５）施設内容 一般書コーナー、児童書コーナー、ＹＡコーナー、雑誌コーナー、グループ学

習室、おはなしの部屋、寝ころびスペース、新聞閲覧コーナー、キッズコーナ

ー、オンラインデータベース、書籍消毒器、公衆用無線LAN 等 

※新聞閲覧コーナー、キッズコーナーはオープンスペースに設置し、飲食可

能・休館日も開放 

閲覧席数約120席（約30席は座席管理システムによる予約制） 

（６）開館時間  平    日  午前10 時～午後８時  

日曜・祝休日  午前10 時～午後６時  

（７）休館日  毎週の休館日 第１月曜日と第1月曜日以外の週の火曜日 

      第１月曜日が休日の場合はその翌日以降の最初の平日が休館日 

年末年始    12 月29 日から１月３日までの間  

蔵書点検期間（毎年７日以内） 

市長が特に必要があると認める日 


