
横浜市市沢地区センター平成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

３指定管理に係る考え方

（１）管理運営について

運営への反映の考え方

①地域住民のための憩いの場、集いの場の公平・公正な提供と共に、地域の核としての自覚の

もとに、お客様本位の接客サービス、知的サービスの提供を行います。

②明日を担う子供たちや子育てをするお母様方が孤立しないよう、自主事業による子育て支援

サービス、お母様の勉強会などの推進をいたします。

③特に高齢化が進行するこの地域では、高齢者にやさしい、憩いの場の提供や「実践介護セミ

ナー」などの自主事業による啓蒙活動、サービスの充実を心がけてまいります。

サービスの提供に関する基本的な考え方

「自分以外はすべてお客様」をモットーに、地域の皆様が自由に、公平に、快適に利用できる

サービスを提供し、地域の皆様の自主的活動と相互の交流が実現できる環境づくりをいたします。

①お年寄りからお子様まで気楽にご利用いただけるよう、相手の立場に立ったご案内をいたし

ます。

②不慣れなお客様にも懇切丁寧なご案内をし、リピーターになっていただけるよう努力いたし

ます。

③いつでも誰でも的確で親身なご案内ができるよう、館長以下スタッフ全員に実地教育を行な

います。

④声かけの励行や笑顔の接客で明るい雰囲気づくりにつとめます。

指定期間中の経営に関する基本的方針について

①地区センターと弊社の経営資源を最大限に活用し、効率的な経営を目指します。

②変化する時代と多様化する市民ニーズをとらえ、「お客さま満足度100％のサービス」の提供
をいたします。

③地区センター運営における最高水準の仕事を目指して、絶えざる研究・努力を行います。

効率的運営のための具体的な計画について

①年度事業計画を策定し、「お客さま満足度･経費予実・自主事業計画･施設稼働率等」の評価

を四半期毎に行い、必要に応じた対策を講じます。

施設名 横浜市市沢地区センター

所在地 横浜市旭区市沢町９番地

構造・規模 鉄筋コンクリート造地上２階建

敷地・延床面積 3,238㎡・１，７３７㎡

開館日 平成１３年１２月７日

法人名 株式会社有隣堂

所在地 横浜市中区伊勢佐木町１丁目４番地１

代表者 代表取締役社長松信裕

創業年月日 明治４２年１２月１３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



②清掃、設備点検、保守管理等の管理費、消耗品購入等の事務費については、市内業者様へ優

先的に見積依頼をし、廉価で質の高いサービスを提供する業者様に発注をする予定でおりま

す。

③市民ニーズの多様化、変化のスピードに対応するためＰDCAの管理サイクルから、

ＳTPD(see,think,plam,｡。)の管理サイクルへ移行し、あらゆるニーズに迅速に対応するマネ
ジメントを実施いたします。

④職員としてのスキルアップを目的とした「目標管理制度」を導入します。年度初に各職員と

面麟し、役割とその期待値を共有化するとともに、個々に業務目標を掲げ、その進捗状況と

評価を四半期に一度レビューすることにより、業務品質の向上を目指します。

職員の配置

①地区センター支援部門は、組織変更に伴ない、主に「公共サービス事業室」が行います。

②コミュニティスタッフは地域の方から採用し､地域の多くの方々に経験していただきます。

コミュニティスタッフ自身が交流の場と考えてもらえるようにしたいと考えております。

③弊社の司書と読者アドバイザーが１回/月、スタッフを教育することでサポート体制を図り

ます。

職員の研修計画

①「100%お客様満足の接客」を目指すために業務上必要とされる知識や技術を実務の中で習得

してもらうための研修を徹底いたします。

②企画立案については横浜市で行っている人材養成講座も活用し、質の高い人材を育てます。

③採用後の研修は、館長・指導員に対しては目標管理制度による面談を行い、仕事の棚卸を四

半期毎に行います。又コミュニティスタッフに対しては、サービスの質を落とさないよう指

導員は１回/週のコミュニケーションミーティングを行うことで、＝ミュニティスタッフ全

員のレベルアップとモチベーションの維持を図ります。

緊急時対策について

地区センターは多くの市民に利用していただく施設です。利用者が安心して、また楽しく過ご

せるように、利用者の安全を第一に考えた管理・運営をいたします。

（２）自主事業の実施について

弊社の地区センター運営コンセプト「地域住民のための、地域住民による、地域住民が主役の

地区センター」のもと、共に集い・交流し・学び・感動し・高めあう自主事業を計画します。

そして、バラエティーに富んだ自主事業の展開を行い、幅広い年齢層の住民の皆様の健康増進、

生きがいの創造、学習意欲の向上を図り、この地域の皆様のいきいきとした交流の核となる地区
センターを目指します。

１．より多くの住民の皆様が参加できる、参加したくなる自主事業

２．住民の皆様のパワーを活かした自主事業

３．自主活動促進につながる自主事業

４．ノウハウやネットワークを活かした自主事業

５．地域の皆様のご要望を積極的に取り入れ、共に作る自主事業

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６日、電気設備点検日２日）

目標稼働率（利用可能枠数に対する稼働率）

小会議室２１６％中会議室28.8％音楽室67.5％料理室13.5％和室９％工芸室33.3％

体育室603％

(2) 

(3)人員配置

項目 人数 備考

館長 １ 



勤務体制

職員（館長を含め３名でのローテーション制）

基本：早番（8:45～16:45）１名、遅番（13:15～21:15）１名、通し（8:45～17:15）１名

(4) 

コミュニティスタッフ（隔週勤務で１４名体制）

午前（9:00～13:00）４名、午後（13:00～17:00）４名、夜間（17:00～21:00）４名

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）実施業務一

(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（現在講習受iiMill1）として３月３０１１に防災計画を旭消防署に届出予定

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・・・・提案譜様式４を利用）

副館長 ２ 

コミュニティスタッフ（午前・午後・夜間担当） １２ 

コミュニティスタッフ（美化担当） ２ 

業務内容 実施者

警備業務 再委託により実施(再委託先:清光社）

清掃業務 再委託により実施(再委託先 清光社）

空調設備保守管理業務 再委託により実施(再委託先:清光社）



７収支について(円）

＜ 

●● 

項目 予算額 備考

収入

指定管理料収入 33,2790000 協議の結果に基づく

利用料金収入 2,5200000 ※提案時の考え方に基づき毘入

合計 3537990000 

収安子hK轡＞

支出

人件費 20,9360000 ４(3)に基づき配置

事務費 20197,000 消耗品など

事業費 800,000 ６に基づき実施

管理費
90711,000 

５に基づき実施、その他光熱,k費等

ニーズ対応費 840,000 運営委員会、利用者のニーズにより実施

事務経費 10315,000 租税公課等

合計 35,799,000 

収支計 ０ 



横浜市市沢地区センター

平成18年度事業計画書

￣￣ 



平成18年度自主事業計画書(目的･内容）

指定管理者㈱右隣堂

８ 

Ⅲ 

>」
Ｍ｜ 

F■ 

講座名 目的・内容 開催時期

１ グリーティングｲペント
新年度から管理運営をさせていただく指定管理者から地域の皆様へ
のご挨拶をさせていただくイベント｡ロピーコンサーﾄﾚ理念唾塞が
柱｡来塙者プレゼントもご用意いたします。

４月１日(±）

２ ハーブ＆アロマテラピー生活

ハーブとアロマテラピーの入門鱗座｡暮らしの中で利用できる方法を
実践で学ぶ｡食事や飲料､健康法､窪塵疾癖､リラクゼーシヨン.衛
生.美容などのテーマを各回設定する｡家庭に持ち帰り.ハーブ＆ア
ロマを取り入れた習慣を身に着けていただくことが目的。

①アロマスプレー:５月13日
②ｱﾛﾏｸﾘｰﾑ:11月1８
日

３ わんぱくおやつ作り
自分のおやつは自分で作る､実践鱗座｡お菓子作りや料理が初めて
の子でも参加できる内容｡緊材を自分で加エして､なるべく手間を掛
けて本当の手作りの味を体験する

①５月14日（日）
②７月29日(日）

４ 快適なカラダ作り
朝目覚めてから､お布団の中でカラダを作り､一日を気持ちよくスター
ﾄする｡毎日快適に過ごすカラダ作りのための鱗座です。

①５月21日～８月20日の原
lWl毎月第３日曜日②１０
月15日～２月4日(１月を除
く)毎月1回･全4回計8回

呼吸法

呼吸法を身に付けることによって.生命力が強化されます｡肉体の自
然治竃能力を高め､精神をプラス思考に､仕事の上でも能力を磨く、
これらに共通して必要なことはまず｢呼吸を落ち着かせる｣ことを体験
で学びます。

夏:７月2日秋:10月22日
冬:11月26日容:３月4日

８ 身近な風景を描く
技法･画法･画材にこだわらずに､野外の身近な風景をF6からF4のス
ケッチブックに描く｡季節ごとの風景を切り取る｡対象の見方･構図.
バランスを中心に指導｡鱗義と野外での実習を１日で行う。

春:５月６日(土）
夏:８月26日(土）

秋:11月11日(土）

７ 

眼とメガネの知議と、
10崖若返る?1メガネのおしゃれ鱗

座

普段あまり意職していない眼の健康について､専門家による旗義を
通じてあらためて考えるきっかけとなることが目的。自分の顔(骨
格)、年齢､用途に合せた10銭若返るおしゃれなメガネの選び方につ
いても学ぶ。

４月26日(水）

８ メンタルヘルス餌座
心理学に基づいて客観的に自分を見ることにより､広い視野で物事を
捉えられるようになる｡現実(リアル)の世界を受け止め､本当に正し
い判断能力を取り戻したい。

①ﾒ”ﾙﾍﾙｽ入門
:7,8月'二各1回

②介&且ｶｳ:'ｾﾙｸﾞ
:２月．３月に各１回

親子でおもいつきU遊ぼう！

個人投資をはじめる前に

親子遊び､エ作､紙芝居､人形劇､パネルシアター､子育て井戸靖会
雄など､お遊びを通して､親子のふれあいとカラダを動かす習慣を体
験･提案する腕座｡各回毎にメインのテーマを設定(初回はバラバ
ルーン遊び)。

老後漬金'二ついて前向きに､今から考えたい｡何をどう用意(準備)す
るのか｡投資とは何か｡さまざまな金融商品｡投資の前に知っておく
べきとを学ぶ｡まず何から情報を得られるのかを学ぶ｡リスク管理や
資産配分から､投資をはじめるための基礎の基礎知職を学ぶ。

６月から12月まで､８月を除
<毎月第１木曜日･全6回

６月１６日(金)夜間'二１回

１１ 身近な自然を知る

自分の住む町かどで見つけることのできる草花､樹木.島､昆虫など
の生物を探しながら、自然観察の基本を学び､季節や町の移り変わ
りを感じる。自分たちの暮らしとその周りに生きる生物との関わりを者
える。

初夏から春まで全5回

1２ 風景写真を撮る
撮影の基本技術を座学とﾌｨｰﾙﾄﾞ実践で学ぶ｡風景写真撮影のポ
イントを学ぶ｡鱗評会で作品のアドバイス｡ｶﾒﾗを持って出かけたく
なる.これから写真を楽しむための入門編

秋と春に各1回

1３ 
ふれあい事業
みんなの七夕コンサート

七夕のお供えをしながらの演奏鑑賞自然素材の民族楽器の演奏の
鑑賞とワークシヨツプ(案)｡季節にちなんだ行事としての位画づけ.地
域での各世代間の交流を目的とした企画

７月上旬に１回

1４ 男の基本料理

とにかくまず食べられるものを作れるようになる｡iUI単なメニューから
料理の基本を実践で学ぶ｡すると本格的に凝りだし簡単なメニューの
中にも.ちょっとこだわり始めたりして｡堂々と男の料理を家族に供す
る｡みんな驚く｡そんなストーリーの男の料理教室。

７月以降､隔月で全4回

1５ 
協働事業

わが国のおもてなし料理

留学のため日本で学んでいる学生または留学生ＯＢによる各国の代
表的家庭料理を習う｡食を通しての国際交流が目的｡横浜国際学生
開館との協働事巣。

秋以降.年1回



本を買ってやってみようと思ったけどわからない｡という方を想定し、
文谷作成の基本から､PCを触りながら学んでいただきます。

スキルアップ臓座
はじめてのパソコンワード

６月下旬に2回

やっぱり本を買って自分でやってみようと思ったけどわからない｡とい
う方向けに.基本操作からPCを触っていただきながら学んでいただき
ます。

スキルアップ麟塵
はじめてのエクセル

７月下旬に2回

掃除をはじめ.木エ･曰８２大エ水周り､左官､内装などプロの技街
や使用する製品や使用法などを学び家庭で実践する｡各回毎にテー
マを殴定書

８月以降､毎月全4回プロから学ぶ家庭の技

ピンホール式のプラネタリウムを作る｡星座のとおりたくさんの孔を投
影筒(シリンダー)にあけ近球を入れて塁を映し出す｡天体の位置や
日周運動などをプラネタリウムの製作を通して学べます。

わんぱく事業
プラネタリウムを作ろう

２月下旬に1回

飛行樋が空を飛ぶ原理､基本的な構造について体験を通して学ぶ。
プロペラ､シヤフトペアリングなど部品の名前や役目を作りながら理
解する｡｢どうして飛ぶのだろう？どうやったらもっと上手く飛ばせるの
だろう？｣と興味をもち深く考えてもらうきっかけになる臓座。

わんぱく卒案
飛べ！ヘリコプター

夏休みに1回

わんぱく事案
やってみよう1理科実験

体験を通じて科学の楽しさを学んでもらうことが目的｡実験とエ作の
臓座｡夏休みの自由研究にも一役。

夏休みに2回

妊婦の方､または小さい子をお持ちのお母さん対象の企画｡胎教もし
くは情操教育のため､お母さんはリラクゼーションのため､楽しい音楽
とお話の会です。

ママと小さい子のためのコンサー
ト

７月以降､１回

スモーカー製作､チップの種園と用法､素材との相性､阻製にすると
美味なもの､難しいもの､変わったものを実隠に鷺穣する｡俎製にし
たいものを持参するも可。

週末は畑製作り！ １１月頃､１回.」

水､食料､鎚料､トイレ､医痕､衣料､情報､装備など震災直後から３
日間生き延びる技術と装備.日ごろからの心構えを学ぶ｡近気､ガス
など一切の燃料を必要とせず､家族分の食材を煮炊きしたり.焼いた
りの澗理ができるｿｰﾗｰｸｯカーのデモンストレーションを実践。

災害対策麟座
匡災サバイバル＆自然エネル
ギー利用

９月上旬に1回

地区センターにたくさんの人(普段利用する方･しない方すべて)に訪
れてもらい.地域交流の場を提供する｡コンサートとその他催しで､来
館者に何かの形でプレゼントすることが目的。

ふれあい卒巣
クリスマスコンサート

１２月上旬に1回

化学囲味料などを一切使用せず､無添加素材のみで､すっきり旨い
醤油ラーメンを作る｡スープ､タレの作り方を基本に､チヤーシュウ､メ
ンマの下栫えも実習で学び､戯食する。

男の基本料理籍添加ラーメンを
作る

９月に1回

厄
鱗み聞かせのポイントを学び､近い将来には近隣のケアプラザなどで
お年寄りにお鯖を聞いてもらう｡地域の子供と高齢者の世代交流が
目的。

わんぱく事業
お鱈し間かせ隊

１月から毎月１回

ﾍﾟｯﾄのマナーと賎｡自分とﾍﾟｯﾄが快適に外出を楽しむために､周り
にも迷感を掛けたくない｡幼年期から最期を看取るまでの食事や運動
などの健康管理､琿境の整衝､日常の膜やケアを飼い主(親)の責任
として.愛犬(パートナー)との楽しい思い出を作るために必要なこと
キ学ぶロ

ﾍﾟｯﾄの験とケア １０月頃.犬･猫各1回ＯＢ 

２９ 

参加人数により幾つかのチームを結成｡リーグ戦で試合
を行う｡全試合終了後､スタッフ手作りの昼食(ｶﾚｰ､豚
汁､おにぎりなど)。好評につき継続。

わんぱく事案(継続）
ドッヂボール＆ランチ

秋以降､年２回予定

ﾄ｡’ 
お月見の季節に合せた演奏鰭賞。日本の伝統楽器の演奏｡季節に
ちなんだ行事としての位置づけ､地域での各世代間の交流を目的とし
た企画雪

ふれあい率案
お月見コンサート

１０月の満月に開催

新しい年は手作りのお節りで迎えたい｡昔は各家庭で作っていた正月
飾りを入手可能な素材を使い自作します。

お正月のお飾りを作る １２月中旬.１回

親子参加型｡歌やダンス､クラフトやお賭しを楽しみながら自然と英語
と仲良くなることが目的｡幼児英語への関心が高く､反面多数参加が
困建なため､かつ内容が好評なため継続。

英扇で楽しいﾘﾄﾐｯｸ(継続） 10月～１月の毎月２回予定

車に準しむためのケームでI江なく．字ひ肴えなから目鰯Yの呈魑余、宜

物連鎖､生物の多様性などについて体験できるネイチヤーボード。
フィールドワークの経験が豊富な開発者を麟師に､楽しみながら学び

ネイチヤーボードで自然を学ぶ １０月頃.２回予定

昆虫たちが各支度をしている森で、どんぐりや松ぼっくりなどの木の

実や木の枝を拾います｡甲や触覚､角や手足にぴったりの素材を組
み合わせると､今にも動き出しそうなカブトムシやコガネムシなどの出
キトｈ《Ⅱ

森で拾った木の実で皀虫を作る １１月頃､１回

■玉｜’＿ 

協働事業
中国語購座入門

簡単な日常会話から､最低限必要な旅行中国語を､学びます。
横浜国際学生全館との協働事柔。

秋と冬に各1回･計2回




