
横浜市市沢地区センター平成１９年度事業計画及び収支予算

１施設の概要勺

２指定管理者

… 

※以下の項目は、提案瞥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

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ｂ

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いつでも誰でも的碗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変化する時代と多犠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

緑

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

栂造・規模 鉄筋コンクリート造地上２階建

敬地・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



を四半期毎に行い、必要に応じた対策を講じます。

②清掃、設備点検、保守管理等の管理饗、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,plan,do)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

面談し、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、コ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股です。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。

鰊，

（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・商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

鰊

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６日、顛気設備点検日２日／

建築物点検１日、建築設備点検１日）

目標稼働率（利用可能枠数に対する稼働率）

小会議室21.6％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60.3％

(2) 



(3)人員配置

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

Ｓ施設の管理に関する業務計画

（１）実施業務

(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

６自主事業に関する業務計画

（１）自主事業の概要

提案書様式３を利用

（詳細は別紙を参照・・・． 提案書様式４を利用）

項目 人数 備考

館長 １ 

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 楕光社）

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）

建築物点検 再委託により実施（再委託先：未定）

建築股備点検 再委託により実施（再委託先：未定）



７収支について(円）

＜収支予算書＞

項目 予算額 備考

収入

指定管理料収入 -33,729,000 協議の結果に基づく

利用料金収入 2,400,000 ※提案時の考え方に基づき記入

雑収入 120,000 自動販売機手数料

合計 36,249,000 

支出

人件澱 19,583,000 ４(3)に基づき配極

事務澱 1,820.000 消耗品など

事業澱 800,000 6に基づき実施

管理饗 10,406,000 5に基づき実施、その他光熱水餐等

ニーズ対応澱 840,000 運営委員会、利用者のニーズにより実施

事務経澱 2,800,000 租税公課等

合計 36,249,000 

収支計 ０ 



平成19年度自主事業計画書

開催時期(回数）

’ 
？ 

鰊

鰊

￣ 

講座名 目的・内容 開催時期(回数）

１ おもちゃの病院
子供たちの大切な友逮をドクターと一緒に観察し､その成り立ちを知る｡ド
クターが経験と智恵を生かし復元させてくれる｡年4回のおもちゃの鋼院。

４月、１０月

２ 季節の和菓子
人気の季節の和菓子作り購座｡普段は食ぺるだけの和菓子｡自分で作つ
てみると新しい発見があるものです｡そんな和菓子作りを体駁してみません
か゜

春､夏4,5,6月
秋､冬9,10,11月

３ らくーなヨガ辮座
ヨガIEP33年の鱒師による､無理しない頑張らない､辛くない何歳からでも始
められるヨガ講座

４月から月１回（1０
回）

４ ラッピング辮座
さまざまな則り物に対応するラッピングアレンジ｡風呂敷で包むことによっ
て､ビニール袋などの包装を減らすこともできます｡顔塊へのやさしい気配
りにもなる実塵唾庫舎

５月(２回）

５ 母の日のプレゼント作り いつも頑扱っているお母さんへ日ごろの感酎を込めてプレゼント作り。 ５月(１回）

６ 
ふれあい事業１周年記
念ｲベント

指定管理者有隣堂になって1年の記念行nF･俳優五代商之さんを迎えて
｢思いやりとコミニュケーション｣についてのお話｡演技休日ARDあり。

６月(１回）

７ 父の日親子でピザ作り 父の日8己念｡お父さんとの共同f'三案でおいしいピザを作りましょう。 ６月(１回）

８ 
シルバーアクセサリーを作りま
しよう

世界にたった1つしかない自分だけのシルバーアクセサリーを手作りしま
しよう。

６月～(3回）

９ 
共侭事業ブルガリアの手芸
識座

岡学のため日本で学んでいる学生による母国の文化を紹介していただき、
外国人と交流する鱒座｡ブルガリアの手芸を教えていただきます。 ６月頃(１回）

1０ 
夏休みの工作｢お父さんのた
めのポイントアップ｣辮座

お父さんのポイントをアップさせるための購座｡帰ったら子供たちから尊敬
される｢よく飛ぶ紙飛行機作り」

７月(１回）

1１ 
みんな大好きスウィーツ
講座

子供も大人も大好きなスウィーツ｡手作りならではのフレッシュな材料を
使ったお菓子のおいしさを体験していただく実醸正座言

７月(3回）

1２ 英語で楽しいﾘﾄﾐｯｸ
親子で体を動かしながら自然に英語に親しむ｡みんなと一緒に歌､踊り、
お仕率(ｸﾗﾌﾄ)を通して楽しみながら英昭を学ぶ、

７月(8回）

1３ 
わん

工作
ばく講座/楽しい算数

作って遊んで､手と頭フル回転で算数カアップ ８月(２回）

1４ ボイストレーニング露座
もっと歌を楽しみたい｡もっと気持ちよく歌いたい｡という方にボイストレーニ
ング｡ポイントレッスン津座晉

８月(5回）

1５ 
わんぱくドッジボール大会
＆ランチ

市沢地区センター恒例のドッジボール大会とﾗンチ ９月、３月(２回）

1６ 
協働事業わが国のおも
てなし料理

岡学のため日本で学んでいる学生または留学生OBによる各国の代衷的
家庭料理を習う｡食をi､しての国際交流が目的｡横浜国際学生会館との餌
働率案。

9月（１回）

1７ 地域の歴史識座 自分の町を新たに知るための露座 10月(3回）

1８ お月見コンサート
中秋の名月の出を待ちながら､和楽器の音色に浸るひと時を｡お団子もあ
ります

10月（１回）

1９ 
二胡(中国胡弓)で癒しの滴
葵を奏でましょう

人、の声に近い美しい音色｡東洋のヴィオリンとも筒われる二胡を直接手
に触れ､基礎から学ぶ体験鋼座。

10月（3回）

2０ 人形陶芸 粘土からi且かみのある表１W豊かな人形連が挺生。 11月(3回）



平成19年度自主事業計画書

釦
鋼
回
回
国
囹
鯛
狐

綴

綴

辮座名 目的・内容 開催時期(回数）

２１ ポーセリアンアート
自分のための自分で作るテーブルウエアー｡真っ白な陶器をキャンパスに
いろいろなﾃｸﾆｯｸで絵付けする新しいﾀｲﾌﾟのホピーで索敏な食器作り
をす為溢血一

11月(２回）

2２ 
わんぱく事業
｢凧作りに挑戦」

お正月の遊びに凧掲げはﾋﾟｯﾀﾘです｡自分で作った凧が大空に上がった
感激を体駁していただく鷹墜

12月（１回）

2３ 
ﾉ《

ツ

ﾝで作るクリスマスプー 本物みたいなパンでできたブーツ｡お菓子を入れてプレゼントしたら､絶対
に恋ぱｵ1るｸﾘｽﾏｽならではのパン作り

12月(１回）

2４ クリスマスコンサート 楽しい楽器演奏とサンタさんからクリスマスプレゼント 12月（１回）

2５ 
格安フラワーアレンジメン
ト

毎回テーマに沿ってのアレンジをしていただきます｡1000円以下でも索敵
なフラワーアレンジメントにきっとT町足いただける鷹座です□ 

１月～３月(5回）

2６ 健康枕作り 横浜マイスターによる健康枕作りの辮座 1月

2７ ｢バレンタイン友チョコ作り」
今や仲のいい友連同士でチヨ=レートの交換をする友チョコが流行ってい
ます゜お友達にあつと画わせるチョコレート作りましょう

2月（１回）

2８ ひな祭りお雛様作り 誰でもできる木目込みの可愛いお蝕概作り｡体験露座 2月（１回）

2９ 親子で参加｢料理教室」
親子で楽しく料理作り｡家では忙しいお母さんの仕事を－紺に体験しましょ
つ

３月(１回）

3０ 
和紙を使ったおしゃれな
はがき作り

普通のはがきを和紙でアレンジ｡季節を感じる素敵なはがきに大変身 ３月(２回）






