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本村スポーツ会館平成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

<總顯、

３指定管理に係る考え方

（１）管理運営について

本村スポーツ会館は、誰もが気持ちよく利用できるよう、公平・公正に運営管理を行ってま

いります。また、利用者へのサービスの提供は、良好な接客態度と併せて施設全体のもつイメー

ジが明るく、気軽に立ち寄ることのできる雰囲気に努めてまいります。

スポーツ活動を通じてふれあいや各世代間の交流を深めながら健康の増進を図ることや生活習慣

病を予防すること等がコミュニティの形成につながるものと考えております。これらを念頭に置き、

地域の運営委員会や体育指導貝連絡協議会、青少年指導員連絡協議会、老人会、子供会、レクリエー

ション協会等の各菰団体と述携を図り管理運営に反映していきたいと考えております｡また、利用者

会議をI)N催したり、アンケートを実施してニーズの把握に努めたりするなど、以後の運営に反映して

いきたいと考えております。

施設のハード面では、竣工から２０年以上が経過し老築化に伴う補修等の増加が予想されま

すが､スポーツ設備や用具の艘備･充実を図り､気持ちよく利用できるよう努力してまいります。

本村スポーツ会館では、卓球教室やバトミントン教室を毎月１回開催し、新しいサークル団

体の育成に取り組んでまいります。また、会員を募集している団体を把握し、個人から入会希望
があればその団体を紹介する等、活動の場を必要とする個人に対し相談・調整を行ってまいりま

す。

柄

（２）自主事業の実施について

自主事業の実施にあたっては、地域の声を十分反映させるために、運営委員会と協議のう

え、企両、立案し実施できるようにしてまいります。本村スポーツ会館では、２３年間の歴史

の中で数多くのスポーツ団体が育成され､現在では同菰目の団体相互で試合や合同練習を行う

など地域住民の交流が活発に行われており、毎月ほぼ１００％近く利用されております。

自主事業終了後は、グループとしてサークル活動が自立できるよう支援してまいります。

また､地域の方々とスポーツ会館利用者の交流促進とスポーツ活動の普及及び村スポーツ会館
をＰＲするために、「本村スポーツ会館桜まつり」を年に１回開他し、小学生からお年寄りま

で幅広い世代の方々が参加すると同時に地元の町内会、老人会、婦人会、体育指導員、瀞少年

施設名 横浜市本村スポーツ会館

所在地 旭区本村町１５番地

柵造・規模 鉄骨造平屋建

敷地・延床面積 専有面積500㎡

lN1館日 昭和５８年８月８日

法人名 横浜市旭区区民利用施投協会

所在地 横浜市旭区鶴ヶ峰本町一丁目１６番1号

代表者 会長佐々木明男

波立年月日 平成７年４月１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



指導員等の各団体の方々がボランティアとして運営に参加し､各団体相互の懇親を深めると共
にスポーツ会館への理解を深める機会となっております。

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）

(2)目標稼働率（利用可能枠数に対する稼働率）

現在９４％の高い実績をふまえ、さらなる稼動率の向上を目指してまいります。

(3)人員配置

勤務体制

コミュニティスタッフは６名体制。午前（9:00～13:00）１名、午後（13:00～１７:00）１名、

夜間（17:00～21:00）１名

(4) 

５施設の管理に関する業務計画

（１）実施業務

緊急時対策

職員・運営委員の緊急連絡網を作成し、緊急時の即応体制を図っていくと共に区民利用施設協

会・区役所との連絡体制も明確にしていきます。また、医療、警察、消防の各機関と連携が保て

るようにいたします。

(2) 

防犯・防災に関する事項
本村スポーツ会館では、開館前、閉館後の外回りをはじめ、開館中についても、館内の巡回を

積極的に行ってまいります。又、所轄の警察との連携を図ってまいります。

防災対策については、地震、風水害など事前情報を的確に把握し、台風などの進路が本村スポ

ーツ会館に影響を及ぼす恐れのあるときは、区役所と協議のうえ、臨時に閉館し、利用者などを

早めに帰宅させる等、人的被害が生じないよう安全の確保を図ってまいります。また、地震等が

発生した場合は、速やかな対応がとれるよう毎年１回訓練を実施してまいります。

(3) 

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．・・・）

項目 人数 備考

コミュニティスタッフ ６ 

業務内容 実施者

建築設備点検 再委託により実施（委託先：北沢建設(閑）

警備業務 再委託により実施（委託先 ㈱国際連邦警備保障）

清掃業務（床清掃他） 再委託により実施（委託先 (槻東和メンテナンス〔新〕）

消防設備保守管理業務 再委託により実施（委託先 ㈱君津防災

害虫駆除保守業務 再委託により実施（委託先：㈱東和メンテナンス〔新］）



(円）７収支について

＜収支予算書＞

冊議の籍呆に斑

Ｖ色

項目 予算額 備考

収入

指定管理料収入 8,494,000 協議の結果に基づく

合計 8,494,000 

支出

人件費 4,163,000 ４(3)に基づき配置

IIi:務費 617,000 諸費・消耗品など

事業費 120,000 ６に基づき実施

管理謎 2.885,000 ５に基づき実施、その他光熱水鍵等

事務経澱 709,000 租税公課等

合計 8,494,000 

収支計 ０ 



Ｐ 

自主事業計画書(平成19年度） (様式3）

i引体宅Ｚ６

く単位:円〉

1／１ 

事業名

①募集対象

②募集人数

③一人当たり参
加餐

、実施時測

⑤回数

自主事業予算額

総経費

収入

委託料 参加費

支出

講師謝金 材料費 その他

さわやかスポーツ

①一般･高齢者

②30名

③０ 

④4～3月

⑤12回

０ 0 0 0 ０ 0 

子どもスポーツ教室

①一般

②30名

③0 

④4～3月

⑤12回

30,000 30,000 0 30,000 ０ ０ 

バトミントン教室

①一般

②20名

③0 

④4～3月

⑤12回

30,000 30,000 ０ 30,000 0 ０ 

いきいき体操

①高齢者

②50名

③０ 

④4～3月

⑤12回

60,000 60,000 ０ 60,000 ０ 0 

軒j､救急救命講習

①一般

②3０ 

③0 

④５月、１
0月

2回

0 0 0 ０ ０ 0 

合計 120,000 120,000 0 120,000 ０ 0 

<#､顕、

(､､:､、



本村スポーツ会館自主事業別計画書(平成19年度） (様式4）

綱

(,､､､、

1／２ 

ﾘﾄﾞ業名 目的･内容 実施時期・回数

Ｌさわやか

スポーツ

<参加対象一般〉

商齢者のための健康体操とソフトバレー等により、楽しみな
がら体力づくりの普及を目的として、旭スポーツセンターと

共催していきます。スポーツ会館としては、身近に健康体操
と経スポーツができる機会の提供、個人で自由に参加できる
場と位置づけて、毎月１回の開催を計画していきます。

４月～３月

１２回

''1F業名 目的･内容 実施時期・回数

2.子ども

スポーツ教室

<参加対象小学生〉

地元の卓球クラブの方々が講師をつとめ、小学生を対象に気
楽に参加でき、スポーツに親しむ機会の提供と初心者から上
級者までの要望に応える技術指導の場を提供します。スポー
ツ会館としては、運動を通してこども達の健康の維持と体力
の1W強及び、スポーツの普及を支援します。

４月～３月

１２回

事業名 目的･内容 実施時期・回数

3.バトミントン

教室

<参加対象一般〉

地元のバトミントンクラブの方々が講師をつとめ、初心者か
ら｣二級者までだれでも気楽に参加でき、スポーツに親しむ機
会の提供と利用者の要望に応える技術指導の場を提供します．
スポーツ会館としては、運動を通して健康を維持し、生活習
慣病の予防を支援します。

４月～３月

１２回

蛎業名 目的･内容 実施時期・回数

4.いきいき体操
<参加対象高齢者〉

高齢の方々が気軽に参加できる健康体操教室として、楽しみ
ながら運動に親しみ、体力づくりと健康の維持、及び、生活
習慣病の予防を支援します。スポーツ会館としては、身近に
健康体操ができる機会の提供、個人で自由に参加できる場と
位腫づけて、毎月１回の開催を計画していきます。

４月～３月

１２回
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2/２ 

事業名 目的･内容 実施時期・回数

５.普通救急救命

講座

<参加対象一般〉

心肺蘇生法、AED操作法等の基本的な救命の実践講座です。梢
防暑と共催し、いざという時に役立つ救命の知識を習得しま
す。スポーツ中や家庭での不慮の事故への対応策を身に蒜
ける機会を提供します。

５月、１０月

２回




