
 
 

２－３ 今後、市民の運営参加をすすめるお考えはありますか。

１．ある ２．ない 

42（３７％） 73（６３％） 

 具体的に

5 市民活動センター 横浜市 1 現在、市民活動団体、学識経験者による運営協議会を設置し運営参加を進めてい
る。

6 横浜女性フォーラム 横浜市 1 事業企画への参加、評議会の開催

7 フォーラムよこはま 横浜市 1 事業企画への参加、評議会の開催

16 社会福祉センターホ
ール

横浜市 2 日常の中で市民の意見を伺いながら運営していきます。あわせてボランティアセン
ターについては意見を聞きながら既に運営しています。

25 潮田地区センター 横浜市 1
区民施設利用協会は市民が参加している。また地区センター運営委員会に市民が参
加している。

26 神之木地区センター 横浜市  現在区民利用施設協会に市民が参加している。また、地区センター運営委員会にも
市民が参加している。その他利用者会議を開催している

29 藤棚地区センター 横浜市  地区センター委員会があり、現在すでに参加している

30 野毛地区センター 横浜市 1 現在、運営委員会を設置している

31 竹之丸地区センター 横浜市 1 現在もセンター運営委員会を設置している

32 南地区センター 横浜市  すでに区民利用施設協会に、市民が参加している。

33 永田地区センター 横浜市  現在、南区区民利用施設協会に市民が参加している

34 港南地区センター 横浜市  現在区民施設利用協会に市民が参加している。また、地区センター運営委員会に参
加している

36 初音ヶ丘地区センタ
ー

横浜市  現在、区民利用施設協会及び運営委員会に市民が参加している

38 若葉台地区センター 横浜市 1 現在区民利用施設協会に市民が参加している。また、地区センター運営委員会

39 白根地区センター 横浜市 1 現在区民利用施設協会に市民が参加している。

41 杉田地区センター 横浜市 2 すでに市民参加で運営されている

42 釜利谷地区センター 横浜市  すでに運営委員会に市民が参加している。また、利用者会議に市民が参加してい
る。

43 六浦地区センター 横浜市  現在、区民利用施設協会に市民が参加している。また、地区センター運営委員会に
参加している。

44 菊名地区センター 横浜市 1 地区センター運営委員会で地元代表の意見を徴している

45 篠原地区センター 横浜市 1 区民施設利用協会および篠原地区センター運営委員会で地元関係者、利用者代表な
どが参加し、意見等を館の運営に反映させている

46 長津田地区センター 横浜市  
現在区民利用施設協会に市民が参加している。また、地区センター委員会には地元
の区民が参加しその方向性を定めている。

47 中山地区センター 横浜市  
現在区民利用施設協会に市民が参加している。また、運営を検討する委員会にも市
民が参加している。

48 藤が丘地区センター 横浜市 2 現在、区民利用施設協会に市民が参加している。また、地区センター運営委員会に
市民が参加している。

49 奈良地区センター 横浜市  

現在、次の通り市民参加を行っている。 1.区民利用施設協会への市民参加 2.奈
良地区センター運営委員会への市民参加 3.市民（地域住民）がコミュニティスタ
ッフとして地区センター業務に従事（市民参加）している 4.利用者会議（利用者
交流会）開催による市民参加

50 中川西地区センター 横浜市  現在、区民利用施設協会に市民が参加している。また、地区センター運営委員会に
参加している。

51 仲町台地区センター 横浜市 1 現在、区民施設利用協会に市民参加している。また、地区センター運営員会にｓん
かしている。

52 東戸塚地区センター 横浜市 1 コミュニティスタッフへの採用 利用者会議

53 舞岡地区センター 横浜市 1 既に学校関係、PTA代表を含め地元市民が70％以上参加している。コミュニティス
タッフへの採用。利用団体代表者会議への参加

55 豊田地区センター 横浜市 1 既にセンター運営委員会に市民参加が定着している。

56 立場地区センター 横浜市 3 参加している（運営委員会委員、区民利用施設協会理事）
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57 中川地区センター 横浜市  区民利用施設協会に市民が参加している。また、地区センター運営委員会にも参加
している。

58

瀬谷地区センター
（地区センターと老
人福祉センターの複
合施設）

横浜市 1 市民が参加している区民利用施設協会が管理運営している

59 阿久和地区センター 横浜市 1 1.センターの運営は、主に市民で構成される運営委員会と連携を取って進めてい
る。 2.コミュニティースタッフとして市民が就業し、運営に係わっている。

63 宮前市民館 川崎市 1 現在市民館運営審議会を設置しています

64 麻生市民館 川崎市 1 現在、市民館運営審議会への市民参加を制度化している（市民公募）

68 市民プラザ 川崎市 1 理事会に市民代表が参加しており、今後も継続

80 中央公民館 平塚市 1 現在でも利用団体及び市内各種団体より選出された運営委員会により，管理，運
営，事業等について意見を求め実施している。

81 花水公民館 平塚市 1
現在各団体より選出された公民館運営委員会から運営上の意見も求めている。利用
団体連絡会等の運営委員への選出も考えていきたい。

82 横内公民館 平塚市 1
現在でも利用団体及び各種団体より選出された運営委員会により，事業について意
見を求め実施している。

83 大神公民館 平塚市 2 但し 事業については地域内各種団体より選出された運営委員で決定実施してい
る。

93 鎌倉生涯学習センタ
ー

鎌倉市 1 現在検討中。

105 市民会館 小田原市 1 新しいホール完成後 市民参加の運営方法が見つかれば･･･。

110 市民文化会館 茅ヶ崎市 1 理事会-財団の運営に関する重要な事項の議決/評議員会-理事長の諮問について調
査審議し、又は意見を建議する/企画委員会-自主事業についての意見聴取 各年3回

114 相模台公民館 相模原市 1 設置時から、公民館運営審議会、公民館専門部等で住民参加による運営を行ってい
る

115 麻溝公民館 相模原市 1 設置時より公民館運営審議会、公民館専門部等で住民参加の運営を行っている

116 大沼公民館 相模原市 1 設置時より、公民館運営審議会、公民館専門部等で住民参加の運営を行っている

119
三浦市勤労市民セン
ター 三浦市 1 利用者からの意見の随時取り入れていきたい。

123 文化会館 秦野市 1 公募市民の参加

128 女性センター 厚木市 1 将来的に検討

129 文化会館 厚木市 1 事業展開をする場合市民ボランティアを募る

132
コミュニティセンタ
ー(中央林間会館) 大和市 1

現在でも市民の運営参加は行われているが、委員選出区分を見直すなどして更に市
民の運営参加の幅を広げて行く

133 コミュニティセンタ
ー(深見中会館) 大和市 1 現在でも市民の運営参加は行われているが、委員選出区分を見直すなどして更に市

民の運営参加の幅を広げて行く

137 中央公民館 海老名市 2 市民企画講座やフェアの開催

142
えびな市民活動サポ
ートセンター 海老名市 1 団体等への委託

146 小松原コミュニティ
センター 座間市 1 各種団体から選出されているが巾広く考え、一般市民の運営参加も考えている。

151 文化センター 南足柄市 2 注記：文化会館事業協会理事会の理事は市民で構成し運用に関し意見を聞いてい
る。

152 中央公民館 綾瀬市 1 市民ボランティアによる成人学級企画運営委員

154 福祉会館 綾瀬市 1 綾瀬市保健福祉サービス委員会に諮り、意見をいただき、検討していく。

163 生涯学習センター 二宮町 2 注記：文芸は二宮町文化施設等振興会協会。

165 中井町井ノ口公民館 中井町 2 注記：現在は上記設問回答「委員の構成」2,3で入っている。

185 宮下会館 湯河原町 1 地元自治会に管理を委託の予定

２－４ 管理はどこが行っていますか。

１．自治体 ２．委託している 

65（４８％） 71（５２％） 
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 委託先名

2 神奈川県立かながわ労働プラザ 神奈川県 2 （財）神奈川県労働福祉協会

5 市民活動センター 横浜市 2 （社）横浜ボランティア協会

6 横浜女性フォーラム 横浜市 2 （財）横浜市女性協会

7 フォーラムよこはま 横浜市 2 財団法人 横浜市女性協会

16 社会福祉センターホール 横浜市 2 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

17 吉野町市民プラザ 横浜市 2 （財）横浜市芸術文化振興財団（管理運営受託）

18 岩間市民プラザ 横浜市 2 （財）横浜市芸術文化振興財団（管理運営受託）

19 旭区民文化センター「サンハート」 横浜市 2
（財）横浜市芸術文化振興財団（委託内容としては「管理
運営」となっています。）

20 港南区民文化センター「ひまわりの郷」 横浜市 2 （財）横浜市芸術文化振興財団（委託内容としては「管理
運営」となっています。）

21 青葉区民文化センター「フィリアホール」 横浜市 2 東急マーチャンダイジング＆マネージメント

22 泉区民文化センター「テアトルフォンテ」 横浜市 2
（財）横浜市芸術文化振興財団（委託内容としては「管理
運営」となっています。）

23 栄区民文化センター「リリス」 横浜市 2 （財）横浜市芸術文化振興財団（委託内容としては「管理
運営」となっています。）

26 神之木地区センター 横浜市 2 神奈川区区民利用施設協会

28 西地区センター 横浜市 2 西区区民利用施設協会

30 野毛地区センター 横浜市 2 中区区民利用施設協会

31 竹之丸地区センター 横浜市 2 中区区民利用施設協会

32 南地区センター 横浜市 2 南区区民利用施設協会

33 永田地区センター 横浜市 2 南区区民利用施設協会

34 港南地区センター 横浜市 2 港南区区民施設利用協会

35 永谷地区センター 横浜市 2 港南区区民施設利用協会

36 初音ヶ丘地区センター 横浜市 2 保土ヶ谷区区民施設利用協会

38 若葉台地区センター 横浜市 2 旭区区民利用施設協会

39 白根地区センター 横浜市 2 旭区区民利用施設協会

41 杉田地区センター 横浜市 2 磯子区区民利用施設協会

42 釜利谷地区センター 横浜市 2 金沢区区民利用施設協会

44 菊名地区センター 横浜市 2 港北区区民利用施設協会

45 篠原地区センター 横浜市 2 港北区区民利用施設協会

46 長津田地区センター 横浜市 2 緑区区民利用施設協会

47 中山地区センター 横浜市 2 緑区区民利用施設協会

48 藤が丘地区センター 横浜市 2 青葉区区民利用施設協会

49 奈良地区センター 横浜市 2 青葉区区民利用施設協会

50 中川西地区センター 横浜市 2 都築区区民利用施設協会

51 仲町台地区センター 横浜市 2 都築区区民施設利用協会

52 東戸塚地区センター 横浜市 2 戸塚区区民利用施設協会

53 舞岡地区センター 横浜市 2 戸塚区区民利用施設協会

54 本郷地区センター 横浜市 2 栄区区民利用施設協会

55 豊田地区センター 横浜市 2 栄区区民利用施設協会

56 立場地区センター 横浜市 2 泉区区民利用施設協会

57 中川地区センター 横浜市 2 泉区区民利用施設協会

58 瀬谷地区センター（地区センターと老人福祉
センターの複合施設）

横浜市 2 瀬谷区区民利用施設協会

59 阿久和地区センター 横浜市 2 瀬谷区区民利用施設協会

65 中小企業・婦人会館 川崎市 2 （財）川崎市中小企業・婦人会館

66 男女共同参画センター 川崎市 2 （財）川崎市中小企業・婦人会館
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67 生活文化館（てくのかわさき） 川崎市 2 （財）川崎市まちづくり公社

68 市民プラザ 川崎市 3 その他（（財）川崎市指定都市記念事業公社

69 総合自治会館 川崎市 2 （財）川崎市市民自治財団

70 国際交流センター 川崎市 2 （財）川崎市国際交流協会

71 市民活動センター 横須賀市 2 特別非営利活動法人 YMCAよこすかコミュニティサポート

72 勤労福祉会館（ヴェルクよこすか） 横須賀市 2 横須賀市都市施設公社

75 文化会館 横須賀市 2 横須賀芸術文化財団

89 レイウエル鎌倉 鎌倉市 2 社団法人鎌倉市勤労福祉サービスセンタ（14.10.01予定）

94 市民活動センター 藤沢市 2 特定非営利活動法人。市民活動推進連絡会。

101 社会福祉センター 小田原市 2 小田原社会福祉協議会

102 いきがいふれあいセンター”いそしぎ” 小田原市 2 小田原市シルバー人材センター

105 市民会館 小田原市 2 (財)小田原市公益事業協会

106 茅ヶ崎市民活動サポートセンター 茅ヶ崎市 2 茅ヶ崎市民活動サポートセンター管理運営委員会

110 市民文化会館 茅ヶ崎市 2 茅ヶ崎市文化振興財団

118 青少年会館 三浦市 1 註：夜間及び休日は「三浦市シルバー人材センター」

119 三浦市勤労市民センター 三浦市 2 (社)三浦市シルバー人材センター

132 コミュニティセンター(中央林間会館) 大和市 2 コミュニティセンター管理運営委員会

133 コミュニティセンター(深見中会館) 大和市 2 コミュニティセンター管理運営委員会

136 総合福祉会館 海老名市 2 社会福祉法人海老名市社会福祉協議会

138 勝瀬文化センター 海老名市 2 管理運営委員会

139 柏ヶ谷コミュニティセンター 海老名市 2 管理運営委員会

140 杉久保コミュニティセンター 海老名市 2 管理運営委員会

141 中新田コミュニティセンター 海老名市 2 管理運営委員会

143 市民文化会館 座間市 2 財団法人 座間市スポーツ・文化振興財団

146 小松原コミュニティセンター 座間市 2 管理運営委員会

154 福祉会館 綾瀬市 2 社会福祉法人綾瀬市社会福祉協議会

163 生涯学習センター 二宮町 2 管理運営は二宮町文化施設等振興協会

174 福祉会館 開成町 2 開成町福祉会館協議会

２－５ 警備は委託していますか。

１．委託している ２．委託していない 

128（９３％） 10（７％） 

 委託先名

1 神奈川県立かながわ県民サポ
ートセンター

神奈川県 1 総合管理業務委託会社

2 神奈川県立かながわ労働プラ
ザ

神奈川県 1 AFマネジメント（株）

3
神奈川県立かながわ女性セン
ター 神奈川県 1 （有）シンエイサービス

4 神奈川県立地球市民かながわ
プラザ 神奈川県 1 （株）三光ビルサービス社

5 市民活動センター 横浜市 1 京浜警備保障（株）

6 横浜女性フォーラム 横浜市 1 昼間：神奈川ビルサービス（株）  夜間：（株）国際連邦警備保障

7 フォーラムよこはま 横浜市 1 三菱ビルマネジメント株式会社

8 鶴見公会堂 横浜市 1 ツルミフーガ1管理組合

9 開港記念会館 横浜市 1 京浜クリナップ興業

14 青葉公会堂 横浜市 1 セコム株式会社（機械設備）

15 職能開発総合センター 横浜市 1 横浜市シルバー人材センター
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16 社会福祉センターホール 横浜市 1 国際警備株式会社

17 吉野町市民プラザ 横浜市 1 総合警備保障（株）

18 岩間市民プラザ 横浜市 1 セコム（株）

19 旭区民文化センター「サンハ
ート」

横浜市 1 相鉄企業（株）

20 港南区民文化センター「ひま
わりの郷」

横浜市 1 横浜市住宅供給公社

21
青葉区民文化センター「フィ
リアホール」 横浜市 1 東急電鉄株式会社

22 泉区民文化センター「テアト
ルフォンテ」 横浜市 1 相鉄企業（株）

23 栄区民文化センター「リリ
ス」

横浜市 1 本郷台駅前県市等合同施設管理組合

26 神之木地区センター 横浜市 1 （株）国際連邦警備保障

28 西地区センター 横浜市 1 相鉄企業株式会社

29 藤棚地区センター 横浜市 1 東西興業（株）

30 野毛地区センター 横浜市 1 ちぇるる野毛管理組合

31 竹之丸地区センター 横浜市 1 ニットービスコム（株）

32 南地区センター 横浜市 1 京浜サービス（株）

33 永田地区センター 横浜市 1 ニットウビスコム（株）

36 初音ヶ丘地区センター 横浜市 1 セコム

38 若葉台地区センター 横浜市 1 若葉台管理センター

39 白根地区センター 横浜市 1 セコム（株）

41 杉田地区センター 横浜市 1
当館は、京急杉田駅に隣接するプララの（複合ビル、とうきゅうストア、
5Ｆ以上マンション）4Ｆに位置し、開館中はプララＩ都市開発の警備にお
願いし、閉館後はセコムの警備です。

42 釜利谷地区センター 横浜市 1 セコム

43 六浦地区センター 横浜市 1 国際警備（株）

45 篠原地区センター 横浜市 1 神奈川警備保障

46 長津田地区センター 横浜市 1 セコム

47 中山地区センター 横浜市 1 ＡＦマネジメント（株警備）

48 藤が丘地区センター 横浜市 1 総合警備保障（株）

49 奈良地区センター 横浜市 1 （株）特別警備保障

50 中川西地区センター 横浜市 1 セコム

51 仲町台地区センター 横浜市 1 セコム

52 東戸塚地区センター 横浜市 1 総合警備保障

53 舞岡地区センター 横浜市 1 民間警備会社

55 豊田地区センター 横浜市 1 （株）国際連邦警備保障

56 立場地区センター 横浜市 1 ＫＫ国際連邦警備保障

57 中川地区センター 横浜市 1 国際警備保障（株）

58
瀬谷地区センター（地区セン
ターと老人福祉センターの複
合施設）

横浜市 1 共立管財（株）電気機械設備運転・保守管理党建物総合管理）

59 阿久和地区センター 横浜市 1 国際警備保障

61 教育文化会館大師分館（プラ
ザ大師）

川崎市 1 綜合警備保障（機械警備）

62 高津市民館 川崎市 1 株式会社シーエスジー

63 宮前市民館 川崎市 1 セコム

64 麻生市民館 川崎市 1 綜合警備株式会社

65 中小企業・婦人会館 川崎市 1 東急ファシリティーサービス

66 男女共同参画センター 川崎市 1 入札により決定した業者

生活文化館（てくのかわさ
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67 き） 川崎市 1 （財）川崎市まちづくり公社

68 市民プラザ 川崎市 1 東急ファシリティサービス（株）

69 総合自治会館 川崎市 1 セコム（株）

70 国際交流センター 川崎市 1 東京ビジネスサービス株式会社

71 市民活動センター 横須賀市 1 （株）アラコム

72 勤労福祉会館（ヴェルクよこ
すか）

横須賀市 1 総合警備保障

73 逸見公民館 横須賀市 1 警備会社

75 文化会館 横須賀市 1 アラコム株式会社（夜間警備のみ。昼間は財団が雇用した守衛が常駐して
いる）

80 中央公民館 平塚市 1 （X

1 平塚市 1 団）

1 平塚市 1 団）
1平塚市1団）1平塚市1団）1平塚市1



 
目次 ／ 次へ 

140 杉久保コミュニティセンター 海老名市 1 民間警備会社

141 中新田コミュニティセンター 海老名市 1 民間警備会社

142
えびな市民活動サポートセン
ター 海老名市 1 綜合警備保障（株）

143 市民文化会館 座間市 1 日産セキュリティサービス

145 座間市公民館 座間市 1 綜合警備保障

146 小松原コミュニティセンター 座間市 1 （株）特別警備保障

149 中部公民館 南足柄市 1 セコム（株）：夜間のみ

150 南足柄市女性センター 南足柄市 1 綜合警備保障(株)

151 文化センター 南足柄市 1 綜合警備保障(株)

152 中央公民館 綾瀬市 1 相模警備保障（株）

153 南部ふれあい館 綾瀬市 1 （株）ネイチャー

154 福祉会館 綾瀬市 1 綜合警備保障（株）

157 六分文化福祉会館 寒川町 1 綜合警備保障(株)

158 公民館 寒川町 1 綜合警備保障(株)

161 ふれあい会館 大磯町 1 セコム

162 社会福祉センター 二宮町 1 ※夜間警備

163 生涯学習センター 二宮町 1 セコム

168
そうわ会館（中央公民館）：
会館H11/1/05 大井町 1 セコム

170 文化センター（ホール施設と
の総合文化施設） 松田町 1 セコム

172 中央公民館 山北町 1 セコム（機器警備）

174 福祉会館 開成町 1 綜合警備保障（夜間警備システムによる）

176 公民館 箱根町 1 全日警（事務所のみ）

179 仙石原公民館 箱根町 1 綜合警備保障

187 文化会館 愛川町 2 (株)サンエーサンクス

188 半原公民館 愛川町 1 綜合警備保障

191 生涯学習センター 津久井町 1 セコム

192 文化福祉会館 津久井町 1 綜合警備保障(株)
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