
横浜市若葉台地区センター平成１９年度事業計画及び収支予算

１施設の概要

２指定管理者

繩

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を把握しており、定年後の

余暇の過ごし方のお手伝いなどが重要な課題と考えています。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携も視野に運営したいと考えています。

繩 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。小中学校と

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若葉台スポー

ツ・文化村（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います。

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純|Ｈ１の年齢

屑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

と考えています。

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



④職員体制・情報保持について

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います。
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いただ
くことを実践します。

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

していますので、地区センターにつきましても同様に十分な対応をしたいと考えています。

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鞭務所内に設置し、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緊鄙茅に対応いたし実す。

（２）自主事業の実施について

若獲台は､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策があり、

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います。

４施設の運営に関する業務計画

（１）開館日数

３４６日（休館日：月１回の設備点検日、年末年始休館８日）

目標稼働率（利用可能枠数に対する稼働率）

中会議室３７％、料理室１１％、和室３９％、工芸室３２％、体育室７８％

人員配置

(2) 

(3) 

勤務体制

歴本：早番（8:45～１６:４５）２名、遅番（１３:15～21:15）２名

（館長、指導員、スタッフを含め４名でのローテーション制）

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

２１）４名補助スタッフ１名

コミュニティスタッフ（作業担当）（８：００～１１：00）２名

(4) 

Ｓ施設の管理に関する業務計画

（１）実施業務

人数

館長 １ 

指導貝 ２ 

1３ 

？】

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 ㈱ハリマピステム）

給湯ボイラー点検業務 再委託により実施（再委託先 ㈱ハリマピステム）

非常警報装瞳点検業務 再委託により実施（再委託先 ㈱ハリマピステム）

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

建築物定期点検業務

建築設備定期点検業務

再委託により実施（再委託先：㈱北沢建設）



(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

提案議様式３を利用

（詳細は別紙を参照．・・・ 提案響様式４を利用）

７収支について

く収支子算盤＞

旨定喬理

刺料金Ｉ収

閨耗品、Ｉiii品徴、図轤費

項目 予算額 備考

収入

指定管理料収入 39,375,000 協議の結果に基づく

利用料金収入 Ｌ868.000 
※平成１８年度提案時の考え方に基づいた

金額を計上しています。

その他収入 0 

合計 41,243,000 

支出

人件費 1,9780,000 ４(3)に基づき配魎

｡ＩＦ務費 3,056,000 消耗品、lili品費、図櫻費、リース料等

蛎業費 880,000 ６に基づき実施

管理費 15,655,000 ５に基づき実施、光熱水費、保守点検等

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

公租公課 1,000,000 消費税

事務経費 250,000 

合計 41,243,000 

収支計 ０ 



自主事業別計画書（平成19年度） (様式４）
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事業名 内容・目的 実施時）帆・回数

1.卓球教室 <参ﾉjⅡ対象小学生～一般》

当地区センターでは気軽に参加できる定藩した識座。卓

球は地区センターで身近に楽しめるスポーツの１つとな

っており、卓球教室はそのきっかけ作りとしますｂ

卓球マシンを使って打ち込み、そのフォームを先生に指

導してもらいまれ気軽lこ参加してもらうため

無料で定jUl開瞬としていまれ－人約150球

４月～３月

毎月第２二UIiR日

全11回

事業名 内容・目的 実iimI3ijUl・回数

2.からだいきいき講座

心とからだのリフレッシュ体ｌＷｂ

<参加対象一般成人〉

HiIlllg～fl盤閃li正をして元気に美しく～

`W盤のゆがみなどが女性の悩みである婦人病、厨こり腰

揃などを引き起こす原因になっているのは今やiiiil艇改

善をすることで健剛【と美容に繋がりまれ

音楽を取り入れリズミカルな動きも入り、リフレッシュ

するので、若い女性にもターゲットを当てていますも

4～６月

毎月第２．４(金）

全６回

ｴli業名 内容・目的 実mp時＃n.回数

3.からだいきいき諭座

腿Ⅱiii体操

<参1111対象－１Mt成人〉

脚腿～脳の衰えを予防する～

元々はli解１．体'1ｌｂと言われる健康体tﾖＬ手足のjmmbで

脳を刺激、活性化する。無理のない鋤きでfi･も鍛えるの

で高齢者向き。気長に続けて欲しい体tliで-れ

４月～6月（月）

全６回
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事業名 内容・目的 実iini守jUI・回数

4.からだいきいき31;座

３Ｂ体{;、

<参jln対象一般成人〉

liiI腿～楽しく無理なく体を作る～

ボール、ベルト、ベルダーの３Ｂの器具を使ってストレ

ッチｂ音楽に合わせて行うので、楽しいうちに筋や筋肉

を鍛えることができる。

９月

６回

｡『業名 内容・目的 実iim時ﾘ'１１．回数

ツテミテ座 <参力Ⅱ対象中学生以上ならどなたでも〉

平成１８年度より取り入れている鯛座笑うことが、元

気の元になるのは今や常H蕊病院でも取り入れているIま

どb若紫台高齢化にぴったりの楽しめる空ＩＭＬ

ｲi6浜市Hih員による落語愛好会の方々でお願しする。

５．７．９．１２月

全４回

｡｢業名 内容・目的 実施11籾Ijl・回数

6．おもちゃ病院 <参jJn沸腫幼児～小学生親子〉

洲11$の世代に、物を大切にする心を育てたい。と、企

画６

おもちゃを修理する過程を見守ってもらう。その中で、

物の大切さ、直ったときの感動感3M、機械工作の興味関

心等が芽生えてくれることを期待する｡ 

６月･１０月･12月・２月

10:00～14:00 

全４回

Z！｢業名 内容・目的 実l極l希j1i・回数

７.Ｅｎｊｏｙ Ｐａｒｔｙ 

美味しい紅茶の入れ方

<参jjn対象一般成人〉

紅茶も奥が深く今では多種類の紅茶が愛飲されている。

美味しい入ｵ1’1ｱのコツから、バリエーションを効かして

ロイヤルミルクティーなど、紅茶の楽しみ方を学ぶ

1２月

1回
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ｺﾄﾞ業名 内容・目的 実施時ｊ１ｊｌ・回数

8.ＥｎｊｏｙＰａｒｔｙ 

フルーツカッティング

<参力U対象一般］戊人〉

ホームパーティーは、子供がいても、大人だけでも、結

榊開くもので炎パーティーを楽しみ、おしゃれにもて

なす工夫のひとつとして、フルーツカッティングを

取り上げました。お弁当にも利用できます６

４月

１回

ｴ､業名 内容・目的 実､in射切・回数

9.ＥｎｊｏｙＰａｒｔｙ 

スウィーツ

<参jlU対象一般成人〉

エンジョイパーティーの最後はスウィーツを作る。

気軽につまめるお菓子を作る。

１０月～１２月

３回

］｢業翁 内容・目的 実施時，Ijl・回数

10.クレイアート <参力､ＧＩ象一般成人〉

色のついた特殊な粘土を使い作品を作る。

今回はマグネットから、最後に立体的な額に作品を入

れ、部屋のアクセサリーになるものを仕上げ楽しtjb

６月

全３回

型11業名 内容・目的 実lmnl寺！例・回数

11タティングレース <参加対象一般成人〉

とても繊細なレース。上等な趣味のひとつ。最近はレー

ス作品が見直され､広まっている。小さな'j物から

習い、レースの美しさを知り趣味の幅を広げる。

1０月

全５回
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事業名

内容・目的 実施時期・回数

12.会話術（コーチンクゥ

無口な旦那様、気むづかしい

子供たちと楽しい会話を！

<参加対象三m;U友人〉

コミュニケーション不足は、世の中ギクシヤクするも

と。少なくとも家族と、つまらない喧嘩や言い争いは避

けたいもの。ちょっとした会話のコツを習って楽しい毎

日を送ってもらいたい。

６月

全３回

事業名 内容・目的 実施時期・回数

13.男の遊び

ボトルシップ

<参i)Ⅱ対象一般成人男tlj

子供のころのプラモデル作りを思い出し、飾って

素敵なボトルシップを作る

９月

全２回

事業名 内容・目的 実】Mml制切・回数

14.男の遊び

皿回し

<参力１１弁r象一般成人男性〉

忘年会シーズンでは、余興といわれて困るもの。

見ても楽しいがやって楽しいⅢ回しを習う。

家庭でも楽しめる遊UL

1１月

全１回

事業名 内容・目的 実施時期・回数

15.男がする料理

－iii単だけど旨いが目標一

<参加対象高校生～一般男性〉

好評につき再開;擬夫婦共働きの男性、リタイアした

元気な男性が料理に関心があるとリクエストされまし

た。料理の基本を習い、家庭でも生かせるような、作っ

て美味しいものをメニューにliilえます。男性の苦手な地

域交流の一助になることもjUl侍します。

1０月

全３回
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ｴﾘi業名 内容・目的 実施時期・回数

16.秋の味覚どり芋ほり <参加対象特になし〉

地区センターから芋ほりの現場まで皆で散歩し、サツマ

イモを掘って、最後に蒸かしたものを皆で味わって楽し

みます６芋の掘り方も学びます６

若葉台の環境を生かした企画。自然が食に繋がっている

ことに改めて気づかされます。高齢者、家族連れに大変

喜ばれます６

1０月

１３：００～ 

全１回

馴藻名 内容・目的 実施時期・回数

17.グランドゴルフ大会 <参ｊｍ対象高齢者･一般〉

地域交流zjl業。若葉台には１０老人会があり、元気な高齢

者のグランドゴルフが盛んです。１０老人会に所属する

方々と、一般からの応募も合わせて大会を開き、ゲーム

と交流を楽しんでもらいます６

1１月

9:00～12:0０ 

全１回

１１喋名 内容・目的 実施時期・回数

１８からだの話処hlU【管理 <参加対象一般成人〉

地域に密着した病院の先生を;獺､iに迎え、生活習1,病

精神医学、予防医学をわかりやす-<習う。

、

５月

２回

Z1J業名 内容・目的 実施時期・回数

19.新春囲碁大会 <参加対象′｣学生～一般〉

日頃地区センターで囲碁を楽しんでいる方々が大勢いら

っしゃいます。大会を開き首位を競い、日頃の成果を出

して楽しんでもらいます６

女性や子どもも参力Uし、交流を図りまれ

地区センター恒例の事業となっております。

1月

1回



縁

耐
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１１『業2iZi 内容・目的 実施lI制01．回数

20.新派I洲(大会 <参）Ⅱ隣t象小学生～一mHj

囲鵬と並び日頃地区センターで将ＩＩＬを楽しむ方が多く、

大会を設けることによって、日頃の成果を出してもらい

楽しんでもらいますも′1,学生の参加も多く次'1:代交流も

図りま１も子どもにはテレビゲームとはjiIliう“人を相手

にす-る晋ながらのゲーム,,の楽しさを感じてもらいま

れ

１月

全１回

ﾕＩＦ業名 内容・目的 実､國嶬１Ｍ・回数

2L趣味工芸

クリスマス

<参jIIl対象一瞬

クリスマスにちなん燭l陥座を開き、家庭に持ち帰り、

クリスマスを楽しく過ごしてもらう一助とする。

1２月

全1回



平成19年度自主事業別計画書（ワンパクホリデー事業）
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事業名 内容・目的 実施ll制Ui・回数

22．ワンパク

わくわく広場腹話術

<参力Ⅱ対帛象どなたでも〉

２次元の世界に囲まれた中で、臨場感あふれる場を提供

し、楽しんでもらい、心を豊かにしてもらいたし％

H』繩i術の、不思議で楽しい世界を経験してもらう。

７月

全１回

薊R業名 内容・目的 実緬l制|i・回数

23．ワンパク

わくわく広場クリスマス

<参力１１対象どなたでも〉

お楽しみ会をして、クリスマスの雰囲気を楽しんでもら

つ

1２月

全１回

事業名 内容・目的 実imnI謙jljl・回数

24．レッツトライクッキング <参加対象２年以上の'１，学生〉

“ 

レッツトライクッキング”はiii単にできておいしいお

やつを作ります６

料理の面白さと食の大切さを習います､またグループを

縦割りにし、協働を通してそれぞれの立場役割を理解

し、協力する力を養いまれ

第１回マフィンを作る

第２回クリスマスにちなんだものを作る

第３回バレンタインにちなんだものを作る

８月・１２月･２月

全３回
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事業名 内容・目的 実施Ⅱ制帆・回数

25．ペットボトル大会 <参】jⅡ対象小学生親子･中学生〉

刊f少4F指導員会主催。ペットボトルでロケットを作り

実際に飛ばして飛距離を競い楽しみまれ

工作･科学･実験の興味を引き出し、その楽しさを体感し

てもらいますｂ親子のふれあいも持つことのできる

IH案となります６

7月

1回

ﾕＩＦ業名 内容・目的 実施Hi;ijm・回数

26.大Ｉ､大会 <参jIU対象小学生～一般〉

青少年指導員会主催

グループを作り大綱で回数を競う ０ 

さまざまな人と協力することを経験し、豊かな人間関係

を作る。大imで大人から子どもまで約２０名が気持ちを合

わせて一斉に飛83姿は壮大で迫力があり、ｍＩＩＫｌＩしまれ

1月

全1回

]I業名 内容・目的 実力1,1割り|・回数

27．スポーツチヤンバラ <参加対象幼児・'j学生〉

スボーツチヤンバラは剣道より二iﾖ経で娯楽性に富む、昔

よく遊んだチャンバラのスポーツ版。楽しみながら俊敏

性を養う。体と心のストレスを発散。今回は初めてであ

るので３回にしましたが、徐々に地域に普及させ地区セ

ンタゴ亘例の蕊膳にしたいと考えていますも

９月

全３回

醜業‘iZi 内容・目的 爽施Ⅱ判り1.回数



① 

￣ 

侭

緬

● 

￣ 

9/９ 

28．夏の工作

スクラップブッキング

<参iilﾛﾌﾞM象２年以上の小学生〉

大人のUﾋﾟｯＩＬで流行っているスクラップブッキン矢

飾りたい写真や、プレゼントしたい写真をきれいにレイ

アウトして、スクラップを作りますｂ素敵な一品になり

ます６

８月

全１回

｢業名 内容・目的 実施N靜切・回数

29．ストラップをつくろう (参ﾉjⅡ対象′j､学生３４F以上の親子〉

ビーズでストラップ、キーホルダーを作ります６

好評につき、再度開3鵬

５月

1回

ﾕＩＦ業ｺﾞｨﾆＩ 内容・目的 実施噸ｍ・回数

30．冬の工作 <参j】腺I象２fF以上の小学生》

特殊な紙Wili土で、クリスマスオーナメントを作りま寸乃

1２月

1回










