
若葉台地区センター平成１８年度事業計画及び収支予算

１施設の概要

２指定管理者

※以下の項目は、提案轡から変更のあった場合は必ずその内容を書くようにしてください。

３指定管理に係る考え方

（１）管理運営について

①ニーズ等の把握について

若葉台は既に少子高齢化が始まっており、近い将来顕著となることは間違いないと把握してお

り、定年後の余暇の過ごし方のお手伝いなどを考えていきたいと思っております。また地区セン
ターを活動の場所としているサークル等が100団体以上もあるといった現状を踏まえ、地域の文

化祭、体育祭等、またコミュニティカレッジわかば等との連擁も視野に運営したいと考えており
ます。

②サービスの提供について

若者から高齢者まで年齢に関係なく、地域のどなたでも気軽に気持ちよく利用していただき、
「仲間づくり」や「ふれあい」を深めるためのお手伝いをしたいと考えております.小中学校５
校連動した学校開放によるスポーツや文化活動の育成、住民によるスポーツ公園の施設管理や各
種競技大会、文化祭等の開催をすることで、住民がこれらの施設を部分的とはいえ、自主的に管
理、運営をしながら独自のまちづくりを進めるといった特徴を持って活動しているＶＯＳＣと連
携をとって、有効なサービスを提供することも有効と考えております。

③施設の経営について

地域との連携を第一に考えます。幸いにして管理センターは、ショッピングタウンわかば、地

元自治会、管理組合等の各種行事にはほとんどといっていいほど関わっておりますので、それら
の代表者で構成される地区センター運営委員会と連携し、子供からお年寄りまでの広範囲の年齢
層を対象とした行事を企画立案し、地元住民の方々に喜んでいただける運営を目指していきたい
と考えております。

④職員体制・情報保持について

施設名 横浜市若葉台地区センター

所在地 横浜市旭区若葉台三丁目４番２号

榊造・規模 鉄筋コンクリート造、地上１３階建、１．２階部分

敷地・廷床面積 専有面積1,589㎡

開館日 平成１８年４月１日

法人名 財団法人若葉台管理センター

所在地 横浜市旭区若葉台三丁目５番２号

代表者 理事長本田勝

設立年月日 昭和５３年９月２６日

指定期間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで



行政の施設とはいえ、民間会社と同様の接客、サービスを心がけ、実践したいと考えておりま  
す。したがいまして、来館者にはしっかりとした挨拶でお迎えし、気持ちよく満足してお帰り願  
いたいと考えております。  

また管理センターは、平成17年4月にプライバシーポリシーを宣言し、徹底的な対応を実施  
しておりますので、地区センターにつきましても十分な対応をしたいと考えております。  

⑤緊急時対策について  

管理センターは、当初から24時間常駐の防災センターを事務所内に設置し、若葉台全体をし  
っかりと管理しておりますので、地区センターも同様に安心できるものと考えております。   

（2）自主事業の実施について  

若葉台は、高齢化社会の到来を目先に控え、交通の不便さも併せ持っているといった背景があり、   
連合自治会等の関連諸団体等と連携をとりながら、またいろいろな分野で活躍されているお住まい   
の方たちを講師に迎え、幅広い年齢層を対象とした企画が可能と考えております。  

4 施設の運営に関する業務計画  

（1）開館日数  

345日（休館日：月1回の設備点検日、年末年始休館8日）   

（2）目標稼働率（利用可能枠数に対する稼働率）   ※利用料金収入算出表を参考に記入  

中会議室 52％、料理室12％、和室48％、工芸室 48％、体育室 59％  

（3）人員配置  

項  目   人 数   備  考   

館 長   1  

指導員   2  

補助指導員   

コミュニティスタッフ   12  

コミュニティスタッフ（作業担当）   2  

（4）勤務体制  

基本：早番（8：45～16：45）2名、遅番（13：15～21：15）2名  

（館長、補助指導員を含め4名でのローテーション制）  

コミュニティスタッフは12名体制。午前（9～13）4名、午後（13～17）4名■、夜間（17～  

21）4名  

コミュニティスタッフ（作業担当）（8：30～11：30）2名  

5 施設の管理に関する業務計画  

（1）実施業務  

業務内容   実 施 者   

清掃業務   再委託により実施（再委託先：㈱明光社  ）   

空調設備保守管理業務   再委託により実施（再委託先：㈱ハリマビステム）   

自動ドア保守点検業務   再委託により実施（再委託先：㈱神奈川ナプコ ）   

害虫駆除業務   （財）若葉台管理センター  



（2）緊急時対策  

緊急連絡網  

（3）防犯・防災に関する事項  

館長を防火管理者として防災計画を旭消防署に届出済  

6 自主事業に関する業務計画  

（1） 自主事業の概要  

（詳細は別紙を参照 ・・・・  提案書 様式4を利用）  

（円）  7 収支について  

＜収支予算書＞  

項  目   予 算 額   備  考   

収 入   

指定管理料収入   38，925，000  協議の結果に基づく   

利用料金収入   1，868，000  ※提案時の考え方に基づき記入   

そ の 他 収 入   0  協賛金収入、自動販売機収入等   

合 計   40，793，000  

支 出   

人件費   20，404，000  4（3）に基づき配置   

事務費   2，530，000  消耗品など   

事業費   880，000  6に基づき実施   

管理費   15，255，000  5に基づき実施、その他光熱水費等   

ニーズ対応費   622，000  運営委員会、利用者のニーズにより実施   

事務経費   1，102，000  租税公課等   

合 計   40，793，000  



（様式4）  

自主事業別計画書  

事業名   ‘目的・内容等   実施時期・回数   

リフレッシュ体  6回   

換   

目的・内容   実施時期・回数   

健脳体操   高齢者向き、手先足先の運動で脳に刺激を与える。   9～11月 6回   

目的・内容   実施時期・回数   
3B体換   演歌などの曲に合わせて楽しみながら体を鍛える。高齢者  5～7月  6回  

向き   

事業名   ・目的・内容等   実施時期・回数   

外国料理   5回シリーズ。各国の家庭料理を作り、味わいながら、国  4～8月  
際交流を図る   各1回計5回   

事業名   
目的・内容等   時期・回数   

寄席   気軽に笑って楽しめる場を設け、地域の方々に地区セン   5～1月   4回  
ターを身近に感じてもらう。  

「笑い」が免疫力を高めるのは、今や常識。定期的に開  

き、定着させたい。   

事業名   目的・内容等   施時期・回数   

テープ／レコー   優雅にテーブルを飾り、もてなしを楽しみ、マナーや祭事  5～12月   
ディネイト   の豆知識を学ぶ。   5回  



（様式4）  

目的・内容等   実施時期・回数   
グランドゴルフ   若葉台老人クラブのグランドゴルフ同好会を中心に大会を  10月、1回  

行う。   

目的・内容等   時期・回数   

男の料理教室   料理の基本を習うと共に、地域交流のきっかけとする。   1～3月 3回   

目的・内容等   実施時期・回数   

卓球教室   卓球マシンを使って習う。   4～3月、11回   

事業名   目的・内容等   時期・回数   

新春囲碁大会   趣味の囲碁を通して交流を図る。最近は女性の参加者も多  1月、1回  
く、交流を深めるきっかけになる。   

容 実施時期・回数   

新春将棋大会   

事業名   

趣味の将棋を通して交流を図る。小学生の参加もあり、対  1月、1回  
目的・内等  

戦を楽しんでいる。  

／   

目的・内容等   実施時期・回数   

芋ほり   若葉台特有の地域性をいかし、近隣の畑まで散歩し、芋ほ  10月、1回  

りをして季節を感じる。  



（様式4）  

自主事業別計画書  

事業名   目的・内容等   実施時期・回数   

本格的パンつく  3回  
り   ヽ■   

目的・内容等   実施時期・回数   

本格的パンつく  

事業名  

3回  
り   フ   

事業名   月的・内容等   施時期・回数   

浴衣を着ましょ  自分で浴衣を着られるようにする。日本文化の継軋夏祭  7月、1回   
う（夏祭り）   りに当てて、地域事業を盛り上げる一助とする。   

事業名   目的・内容等   時期・回数   

快眠枕を作ろう  自分に合った枕を作る。快眠を考えるきっかけとする   10月   1回   

目的・内容等   施時期・回数   

エコゾオリを作  布を引き裂いて作る。スリッパの変わりに室内履きとして  5～7月、6回   
ろう   利用すると気持ちがいい。   

目的・内容等   実施時期・回数   

高齢者向き美容  高齢者がおしやれをすることで元気になる。若い気   9～11月、5回  



（様式4）  

自主事業別計画書  

事業名   目的・内容等   実施時期・回数   

エコクラフト   丈夫な紙製紐を使ってバッグなどを作る   6月 5回   

事業名   目的・内容等   時期・回数   

歴史講座   横浜から地元までの歴史を紐解き、学ぶ   11・12月  
3回   

目的・内容等   時期・回数   

クリスマス   祭事に関係するものを記念として作る   12月  1回   

目的・内容等   時期・回数   

働く女性の身だ  これから就職する女性、働く女性が、爽やかに活動できる  12～1月   
しなみ   基本を学ぶ。   3回   

事業名   目的・内容等   実施時期・回数   

趣味工芸   タイムリーに企画し、ニーズに応えるようなものを企画   2月  3回  

（未定）   

事業名   目的・内容等   実施時期・回数   

おもちや病院   壊れたおもちゃを治す。物の大切さと治す工程の面白さ、  6～2月 4回  
興味を引き出す。  



（様式4）  

自主事業別計  画蕃（ワンバクホリディ）   
目的・内容等   時期・回数   

レッツトライ   料理の楽しさを味わい、講座を通して、友達の幅を広げ   6～2月   
クッキング   る。食育。   各1回×4回  

わくわく広場  臨場感あふれる楽しさを味わう。   
腹話術  

7月   1回  

わくわく広場   臨場感あふれる楽しさを味わう。地元のボランティアサー  8月  1回   

人形劇   クルに行ってもらう。  

わくわく広場  クリスマスという祭事を楽しむお楽しみ会とする   12月   1回   

クリスマス  

時期・回数   

目的・内容等  実施   
バラ   れ体を動かす楽しさ、気持ちよさを味わう   

事業名   目的・内容等   実施時期・回数   

夏の工作   作る喜びを味わえるようなものを企画   8月  1回  



（様式4）  

自主事業別計画書（ワンバクホリディ）  
目的・内容等   

バレンタイン  ビーズなどでストラップをつくり、プレゼントにする   2月   

ストラップ  

容 ・回数   事業名  目的・内等  実施時期  ちびっ子集まれ  元気に駆けずり回れる場を提供。家では出来ない遊びを楽  10月  1回  
しむ   

目的・内容等   時期・回数   

ペットボトルロ  未定、1回   
ケット大会   

目的・内容等   時期・回数   

大縄大会   大縄跳びの回数を競う。   未定、1回   

事業名   目的・内容等   実施時期・回数  










	若葉台地区センター平成１８年度事業計画及び収支予算
	別紙.pdf
	自主事業別計画書




