
平成２０年度横浜市旭スポーツセンター事業計画書

１施設管理に関する基本方針

１施設の管理運営について

（１）地域におけるスポーツ普及・振興の拠点

■スポーツセンターを地域におけるスポーツの普及・振興の拠点ととらえ、全ての区民にと

って、スポーツに親しみ、喜びを体験できる施設となるように運営します。

■地域住民や地域団体を施設の運営業務やスポーツ事業のスタッフとして積極的に活用し、

地域に根ざしたスポーツセンター運営を行っていきます。

（２）様々なニーズに対応した事業

誰でも気軽にできるスポーツから、子どもの体力向上や高齢者の健康づくりなど専門的知識

に基づいたスポーツまで、様々なニーズに応える事業を実施します。

（３）スポーツ教室の考え方

■高齢者の健康体力づくり教室や転倒骨折予防教室などの介護予防を目指L(た教室事業を実

施します。

■運動に興味がない方も気軽に運動に親しめるよう、旭区グリーンロードなどを活用したウ

ォーキングやハイキングなどを取り入れた教室・イベントを開催します。

■従来福祉保健センター等から依頼を受け実施しているスポーツリハビリ教室を定例化し、

障がい児（者）の方も気軽に安心して参加できる教室を開催します。

（４）施設の管理・運営の考え方

■事業の実施や接客応対、設備管理等、すべての面において「ＰＤＣＡサイクル（計画一実

践一評価→改善)」を実現し、各種サービス及び管理運営内容の質を向上させます。

■利用者アンケートや外部組織による評価等を踏まえ、今までに培った経験を生かした内容

の点検と創意工夫により顧客満足度を高めます。

■各種自動販売機の設置やスポーツ用具の貸出・販売等を行います。

■人員の適正配置により常に最適な職員体制を敷くことに加え、本部事務局からのバックア

ップ体制により、これを補完します。

■専門技術を要する各種業務については業務委託を行い、安全性・効率`性を優先します。

■自主事業による収益は、還元収入として施設運営収入に項目立てし、相対的に指定管理経

費の縮減を図ります。また、協議により施設の修繕費として充当することも検討します。

■旧喫茶室は、区体育協会事務局として活用し、区体育協会をはじめ体育指導委員などと連

携し地域活動団体の交流スペースとするほか、総合型地域スポーツクラブの設立や活動、指

導者・推進者の育成など、地域スポーツの支援活動の拠点として有効活用します。

■休憩談話室（旧幼児体操室）は、託児サービスのスペースとして活用します。

２スポーツ振興について

（１）スポーツ振興に関する目標

生涯スポーツ社会の実現に向けて、スポーツに親しんでいる層はもとよりスポーツや健康に

は比較的関心の薄い層も興味を持つことができる、多様で魅力あるスポーツ事業を実施します。

そのために、平成２０年度の数値目標は次のとおりとします。
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・推定実利用者数割合２．５０％

・延利用者数179,200人

・実利用者数４，５００人

（２）区政運営方針をとらえたスポーツ振興事業

■高齢者健康教室や転倒骨折予防などの介護予防を目的とした教室事業を実施します。

■障がい者の方が地域で安心して生活が営め、社会参加の促進を図るため、地域の方々と交

流が図れるスポーツイベントなどを開催します。

■「旭区子育て広場運営事業」と連動し、スポーツを通し親子のふれあいを高め、健やかに

子育てができるよう２歳児から展開する親子体操教室や親子リトミック教室を始めとした幼

児を対象に教室を実施します。

■子育て世代の積極的なスポーツ参加を促すため、ヨーガ教室などに託児サービス事業を設

け展開します。

■旭スポーツセンターを拠点としたウォーキングマップを区民と協働で作成します。併せて、

防犯パトロールの拠点と位置づけ、地域の防犯につながるナイトウォーキングなどのイベン

トを地域団体と連携し実施します。

（３）関係団体との協力・連携

■区体育指導委員連絡協議会、区青少年指導員協議会、区体育協会や加盟の種目団体と協働

し、区民の健康づくりやスポーツの振興を推進します。／

■体育指導委員や青少年指導員が行う市民に対するスポーツ活動中の事故防止の啓発活動や

地域におけるスポーツ・レクリエーション活動に、専門知識を有する施設職員が協力してい

きます。

■横浜市の種目団体や区体育協会の加盟団体などの指導者を活用し、各種目の普及・振興の

場としてスポーツ実施者の拡大を図ります。

■障がい児・者対象の事業を、地域のボランティア団体等と連携し実施します｡．

（４）地域指導者の育成と活用

横浜市が実施する｢市民健康・体力つくり指導者養成講座｣修了生を健康づくり教室の補助指

導者として積極的に活用し、地域で指導できる人材を育成します。

（５）スポーツ情報の充実

区役所やスポーツ関連施設・団体、横浜市スポーツ情報センターと緊密に連携をとり、スポ

ーツセンターでイベントや教室、指導者、施設等のスポーツ情報を積極的に提供していきます。

３運営業務について

（１）区民に愛着のもたれる施設づくり

■きめ細かな接遇応対とアドバイスを実行することで、利用者の潜在的な要望が顕在化する

前に適切な対応を素早く行います。

■アンケート等のモニタリングにより、多角的に利用者のニーズを察知し、新しい教室やサ

ービスなどを施設運営に反映させます。

■全職員がインカムを携帯し、迅速な対応で利用者へのサービスと安全性の向上を図ります。

■救命救急講習会や熱中症予防講習会など地域社会へ貢献できる事業（講習会等）を積極的

に実施します。
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■区民がスポーツセンターを身近に感じられるよう、地域の方々をアルバイトスタッフと

して採用するとともに、地域の中で活躍できるように育成していきます。

（２）誰もが気軽に利用できる施設づくり

■サービス介助士資格取得者を中心に、全ての利用者が満足できる運営を実現します。

■スポーツ医科学センター・区福祉保健センターとの連携強化や健康運動指導士などの専

門的資格を持つ職員の配置により、高齢者や疾病のある方など、誰もが安心して利用でき

る施設づくりをします。

■施設の利用料金及び各種教室参加料の当日支払い制度を引き続き行います。，

■利用料金の支払いにおいて、引き続き電子マネー（Suica）による支払いを可能とします。

■教室のインターネット申し込みについて、引き続き実施しますが

～■区民の様々な生活スタイルに対応したトレーニングプログラムを提供します。

■スポーツ全般に関する相談業務を実施し、スポーツ活動継続への支援を行います。

■スポーツセンターの認知度・理解度を高めるとともに事業周知を図るために施設職員が編

集・発行する機関誌（旭スポーツセンター新聞（仮称))、新聞折り込みやインターネット、

地域のケーブルテレビ等、多様なメディアを活用した広報を定期的に行います。

■スポーツイベントを開催し、潜在的利用者層への認知度を高めます:，

■適正な情報管理による安心・安全な施設を目指し、プライバシーマークを取得します。

■基本時間外での自主事業を引き続き実施します。

月～金曜日：２１時から２３時まで

士．日曜・祝日：朝７時３０分から９時まで／

４維持管理業務について

■頻繁に施設内巡回ができる人員体制とし、管理マニュアルに基づき、日常の施設設備の安

全点検や運転監視及び館内清掃を万全にします。

■「体育施設管理士」資格取得者や、本部事務局に常駐する電気・機械設備技術専門職員に

より、施設設備の劣化・老朽化・故障に善処するとともに、法令点検等を的確に実施します。

■ファシリテイマネジメント（ＦＭ）体制を築くことで、修繕履歴や日常点検記録、設備保

守記録、光熱水費支出推移等の各種情報を、事務局を含めた管理施設全体で一元管理化し、

主として以下の事項に役立てます。’

・年次保全・中長期保全の各計画の策定と横浜市の営繕計画執行に対する協力

・将来起こりうる各種修繕への適切・迅速な対応

・施設の「安全性」「快適性」の確保とライフサイクルコストの縮減の両立

■利用者・施設に万が一の事態が発生した場合に備え、危機管理マニュアルに則り、定期的

に訓練します。

■定期清掃や警備、機械設備の点検など、専門性を必要とする業務については、競争入札等

により実績・信頼性の高い業者を選定のうえ業務委託を行うことで遂行し、業務終了後の検

収を万全にすることで､確実な遂行を担保します。

■待機電力の節減、トイレ照明等への人感知センサーの導入、節電・節水の館内掲示等によ

り、光熱水費を縮減するほか、「グリーン購入」や「Ｇ３０」に対して積極的に取り組みこと

で、環境保全に貢献します。
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２施設管理に関する基本目標値

柄

繩

「

･利用者数179,200人

･実利用者数４，５００人

､推定実利用者数割合2.50％

･スポーツ教室延べ参加者数56,100人

･利用料金収入15,843千円（税抜き）



３実施体制・職員配置計画

緊急時の連絡体制

ﾛスポーッセニ

(綴鬮辮､、

緊急時には、全職員が所長へ直接、連絡・報告する体制とし、情報伝達速度を速め、迅速な対応

を図ります。所長不在時は、管理・事業責任者が職務を代行します。

スポーツ教室指導者や託児ボランティアについても、緊急時において職員への連絡、利用者（教

室参加者）の安全確保、避難誘導といった初期対応実施者となるよう、常日頃から緊急時対応の指

導を行います。〆､P､、

職務 人数 氏名 経歴・有する資格等

･所長（責任者）

･管理・事業責任者

１ 

１ 

･管理運営担当者

･事業運営担当者

１ 

２ 

．サポートスタッフ １２人程度

・トレーニング室アシ

スタントスタッフ

６人程度



４利用者支援実施計画

１施設のサービス向上

■館内の職員間で迅速かつ円滑な連絡により、利用者個々や時々に最適な対応を行い、利用者

サービスの向上を図ります。

■館内放送では、エントランスホールにやすらぎの音楽を流し、落ち着いた雰囲気を作り出す

ことでくつろぎの空間を演出します。また、体育室内には、区分終了案内や水分補給の注意、

季節により熱中症予防を喚起する張り紙掲示や放送などを定期的に行います。

■体育室の倉庫内では、様々な器具・機材が存在することから安全管理のためにも、職員が使

用器具をフロアまで搬出します。利用団体の種目や利用方法によって、ネットの高さや設置場

所が異なることから、フロアでの設置は利用者の方にお願いします。ただし、設置方法がわか

らない時や女性だけのグループで器具の移動が困難な時などは、職員が丁寧に対応します。

■専用の大型ロッカーやシューズロッカー用のレンタルロッカーの貸し出しを行います。

■シューズやラケット、ボール、シャトルなどスポーツ用品のレンタルや消耗品の販売を行い

ます。

■スポーツ教室参加者対象に託児サービスを休憩談話室（旧幼児体操室）で実施します。

２窓ロ・情報コーナー

■施設の利用料金や教室の参加料は、利用（参加）当日の支払いを可能とします。

■施設の利用料金の事前支払いを希望される場合は、当体育協会が管理するスポーツセンター

であればどこでも、受領が可能となるようにします。

■サークル同士の交流が図れるよう、情報提供等を行います。

３トレーニング室での利用者支援

■初めての方もトレーニング室を気軽に利用できるよう、初回利用者に対して健康調査の問診

及びトレーニング機器の説明を行います。また、年齢とトレーニングの目的から運動強度が算

出できる基礎的なトレーニングメニューを提供します。

■ウェイトトレーニングや腰痛・肩こり予防などをテーマに、実技講習会を開催します。

■形態測定と簡易な体力測定（上体起こし．握力・立ち幅跳び・棒反応・閉眼片足立ち・体前

屈・全身持久力など）を個人別（予約制）に開催し、測定結果を元に個人個人の健康・体力・

目的に応じた最適なプログラムを作成します。

■事前予約制による「健康体力相談』を実施します。

■近年の生活習慣病予備群への運動指導を中心に生活習Ｉ慣の改善に向け、一次予防に重点をお

いた個別支援プログラムを作成します。

'mmmm、
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５モニタリング（指定管理者）実施計画

/…、

/霞､駒、

頻度：随時実施

方法：施設利用者へ紙面による意見用紙

モニタリング項目：意見欄、利用者サービス、施設・設備の利便』性及び`快適性（満足度)、

改善点等

頻度：スポーツ教室開催中の各期１回実施

イベントについては、随時開催中に各１回実施

方法：教室参加者へ紙面によるアンケート

モニタリング項目：スポーツ教室の時間・回数・金額・種目・指導内容等

頻度：団体・個人利用者に、四半期に各1回程度実施

方法：団体・個人利用者に紙面によるアンケート

モニタリング項目：開館時間、接客・利用者サービス、施設・設備の利便剛性及び`快適性、

情報提供等

頻度：体育指導委員連絡協議会や区体育協会へ前期、後期にわけ年２回実施

方法：面接法又は質問紙法のアンケート

モニタリング項目：事業計画に対しての運営状況及び業務状況への評価及び意見

頻度：随時実施

方法：外部による相対的評価としてインターネットを利用したアンケート

モニタリング項目：総合的な項目、利用状況、施設・設備の利便`性及び`快適`性（満足度)、

改善点等

■各モニタリングの結果を踏まえ､施設職員と事務局所管部署による評価を行い､四半期に－度｢事

業評価会」を開催します。これらの評価結果をもとに、次の四半期の事業目標を設定し業務水準

を高めます。

■団体･個人利用に対するアンケートについては、四半期に各１回程度のアンケートを実施します。

アンケートについては、施設毎の各期の事業目標に対して具体的に項目を絞り、目標に対しての

評価とその結果に対しての総合的評価を項目に加えて実施します。



６広報・利用促進実施計画

１広報プラン

（１）広報よこはま区版の活用

■スポーツ教室やイベントの開催については必ず「広報区よこはま版」へ掲載を依頼するほ

か、冬期（１２月から２月）は利用者数の減少が見られることから、この時期には「広報区

版」に健康づくりに関する記事（職員が作成）の掲載を依頼するなど、施設ＰＲにも努めま

す。

（２）インターネットの活用

■ホームページでは施設料金、開館時間、各種教室プログラム・イベント・休館日の案内を

インターネットで配信するとともに､携帯電話端末への配信も行い手軽に情報を得ることが

できるようにします。

■トレーニング室や駐車場の混雑状況をホームページにより情報提供をします。

（３）新聞折込などの各戸配布物の活用

■スポーツ教室の開催要項やスポーツセンターの施設案内が掲載されているチラシを作成

し、新聞折込等により年４回程度、配布します。特に川島町、左近山、市沢町、本宿町など

半径１kmの徒歩圏内を重点に置くとともに､これまで来館者が少なかった地域への周知にも

努めます。

■情報誌等に切り取り式のトレーニング室無料利用券を付けたり、ポイントカードなどを導

入するなど、新規利用の開拓と継続利用促進を図ります。トレーニング室無料券の配布やポ

イントカードなどの導入に際しては区役所との協議の上、実施します。

■タウン誌に健康関連記事の原稿提供や広告出稿をスポーツ教室の募集時期にあわせて定

期的に行います。

（４）ケーブルテレビの活用

スポーツセンター主催事業の開催時や区民大会時に取材依頼し､ケーブルテレビに取り上げ

られることで、施設に関する情報発信とともに地域密着度をアピールすることで、施設のＰＲ

を行います。

２利用促進プラン

■地域に出向き運動指導や健康相談・講座等を行い施設のＰＲを行います。

■スポーツセンターを発着点とした旭区のグリーンロード（４つのお散歩コース）などと連

動させたウオーキングイベント等の開催やスポーツセンターを中心とした最寄り駅から施

設までの詳細案内図（地図）を作成しリーフレットに付帯させ、ウオーキングイベントへの

活用や区内各所への配布により、徒歩圏内でありながら、これまでスポーツセンターに運ぶ

ことのなかった方々への認知度を高め、来館を促します。‐

■トレーニング室の器具を女性に人気のある最新機器や高齢者にも使い易い機種にリニュ

ーアルし幅広い年齢層が利用できるようにします。

■リーフレットを始めとする利用案内や施設発行機関誌（旭スポーツセンター新聞（仮称)）

を区内声所や関係団体に配布し､ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰの認知度･理解度を高める利用促進を図
ります。

('綴蕊、

繩



７スポーツ教室実施計画

平成20年度教室実施計画

'鶴鰄!、

･定期は1期の参加料

･特別、イペントは１回の参加料
＊･･･託児付教室
定期教室･･･事前申込の教室｡導入からまとめまで
各期通したプログラム内容を提供します。
特別教室…開催当曰に申込をする教室｡気軽に参
加できます。

/… 

Nｑ 教室名 狸別 対象 託児 曜日 区分 会墹
年間

回数

募集人
数

参加料 期 備考

１ 卓球(午前中） 定斑 男女(16歳I I上） 金 Ａ 第才 ﾉﾘ0 7０ 6,000 ４ 

２ イブニング卓球 定期 男女(16歳Ｉ l上） 木 Ｆ 第１ ４０ 4２ 6.000 ４ 

３ バドミントン(午前Ｅ .） 寵19 男女(16鰻Ｉ I上） 火 Ａ 第１ 4０ ６６ ” ４ 

４ イブニングバドミンﾄン 定獅 男女(16歳Ｉ 1上） 水 Ｆ 第２ 4０ ３３ 8.000 ４ 

５ 太極拳 忘再 男女(16鰻Ｉ l上） 金 Ｃ 第２ 4０ ７５ 4．０００ ４ 

６ はじめて（､ダンススポーツ 定測 男女(16歳」 I上） 水 Ａ 第３ 4０ 5０ 4`500 ４ 

７ ダンススフ (－シ初級 声H１ 男女(16歳I 1上） 火 Ｃ 第２ 4０ 1００ 4.500 ４ 

８ ダンススフ ミーッ中級 定測 男女(16蟻以上） 木 Ｂ 第２ 4０ 1００ 4５００ ４ 

９ はつらつＩ HE塵 定劉 高齢者(60歳以上） 水 Ａ 第１ 4０ 1００ 2.500 ４ 

1０ 女件偲歴 定測 女性(16歳以上） 水 Ｂ 第１ 4０ 1００ 、 ４ 

1１ ビギナーフラダンス 字111 男女(1６ 紐以上） 火 Ｃ 第３ 4０ 5０ 4.500 ４ 

1２ いきいき健康力ＵＰ 定側 男女(原 ﾖ1160歳以上） 金 Ａ 第２ 4０ 7０ 、 ４ 

1３ ﾖーガ 守斑 男女(1６ 講以上） ＊ 木 Ｃ 第３ 4０ 4０ 4.000 ４ 

1４ 身につく役立つ護身術 定)9 男女･親子 水 Ｆ 第３ 4０ 3５ 4.000 ４ 

1５ 副骨折予防 定測 嵩齢者(65歳以上） 火 Ａ 第３ 4０ 3５ 、 ４ 

1６ スフ ﾐーツリハビリ 定懸 男女(16鑓以上） 火 Ｃ 研修 4０ 1５ 2,000 ４ 

1７ いつ主で土0橇魑教窒(木嘱曰） 定jlj 高齢者(65歳以上） 木 Ａ 研修 4０ 1５ 2.500 ４ 

1８ いつま． ご±.ｌ園h田F発しまｒ占号旧息ロ〕 定馬 泪5肝局番(６５月Ⅲ以上） 金 Ａ 4０ 1５ 2.500 ４ 

1９ 自演予防 定測 男女(20歳以上） 土 Ａ 第３ ４０ 3０ 3．０００ ４ 

2０ 幼児体 曇 定測 4～6歳男女 水 、 第１ 3０ 7０ ００ ３ 

2１ ジュニアフットサル 字Hｊ 小1～４年男女 水 Ｅ 第１ 3０ 4０ 4.000 ３ 

2２ 親子リトミック 字H１ ＱＯａｔ弟1口し厚R莅ヨ号 ＊ 木 Ｂ 第３ 3０ ３０魅 3.500 ３ 

2３ 親子体操 定卿 ２．３歳児と保瞳者 金 Ｂ 第２ 3０ 45粁 、 ３ 

2４ 幼児ヒップホップ 定ｊＵ 4～6蟻男女 金 、 第３ 3０ ３５ 4.000 ３ 

2５ ジュニアヒップホップ 定測 小1～４年罫 女 金 Ｅ 第３ 3０ 4０ 4.000 ３ 

2６ ジュニアスポーツ 壼卿 小1～４年写 女 ± Ａ 第２ 3０ 5０ ２０００ ３ 

2７ 写亙(デジカメ） 定)9 男女(１ i歳以上） 金 Ｃ 研修 ９ 2０ 30000 ３ 新規

2８ エンジョイハッスル 特月Ｉ 60歳以上） 月 Ｃ 第２ 3３ 5０ 250 

2９ 幼児プレ体育 特月Ｉ 4～6麓 男女 月 ， 第２ 3３ 3０ 200 

3０ ひよこと 二わとり 特月Ｉ ２～５麓1尺と俣講者 火 、 第２ 4４ 50組 350 

３１ エンジョイバスケットボール 特月１ 農 女(16磯｣ L上） 土 Ｆ 第１ 4８ 6０ 500 

3２ エアロビクス月曜日 特月（ 犀 女(16磯Ｉ 1上） 月 Ａ 第３ ３３ 4０ 400 

3３ エアロビクス木曜日 特月 蕊 女(16鰻Ｉ I上） 木 Ａ 簾２ ４９ 7０ 400 

3４ ステップエアロビクス 特月 塚 左（１６：缶Ｉ 1上） 葡与 Ａ 第３ 4８ 3０ 400 

３５ ダンスパーティー ｲﾍﾂ 自學 野 女(16麓以上） 水 Ａ 第１ ３ 110 1.000 新規

3６ 横浜FマIﾉﾉｽふれあいサッカー親子 ｲベン ３～５観児と保護者 木 Ｂ 第１ １ 25組 11500 

3７ 横浜Fマリノスふれあいサッカー女性 ｲﾍﾂ 女性(16歳以上） 木 Ｂ 第１ ３ 3０ 1.000 

◇カロスポーツセンター



８建物等の保守管理・補修実施計画

１ファシリティマネジメント（ＦＭ）体制

(1)日常点検

■チェックシートに基づいて職員自らが実施します。

■設備起動時等に設備機器の正常作動を確認します。

■安全及び美観の維持を目的として、毎日最低２回の建物の目視点検を実施します。

■特に壁面･屋根等の鉄部の錆の進行が激しいため、これによる破損が進行しないように

注視します。

■各点検・記録結果を点検表に記載し、所属職員全員が内容を確認することで、緊急時対

応を万全にします。そのうえでＦＭデータベースに登録し、将来の修繕や清掃等の実施計

画の基礎材料とします。

■点検の結果、異常が発覚した場合は、速やかに復旧に向けて応急処置をするとともに、

事務局施設管理担当及び市・区に対して報告し、総合的な判断に基づいて善処します‘

■光熱水需給状況についてもＦＭデータベースに定時登録し、省エネ、省資源化に活用し

ます。

■テニスコートについては、コートブラシを使って定期的に整地を行い、ネットや関係備

品に破損等が発生した場合は早急に修理します。

（２）定期点検

■法定及び自主点検を信頼ある専門業者へ業務委託し､関係法令や業界指導要領等に基づ

いた建物・設備の性能評価及び予防保全を実施します。

■点検の結果発覚した不具合箇所や消耗品交換等の指摘に対しては、早急に修繕・更新計

画を策定し、所轄局区との調整や予算額の見極めを通したうえで適切に修繕を実施しま

す。

■委託業務の結果に対しては､職員が委託先の責任者及び作業担当者に対して業務仕様書

により指導・監督を行います。また、委託業者との間で施行に関する打合せを随時行い、

施行上の問題点を洗い出すことにより、継続的な業務水準の維持向上を図ります。

■上記点検結果や作業評価等をＦＭデータベースに登録し､将来の委託業務や修繕業務の

実施計画の基礎材料とします。

２修繕実施体制

■修繕実施に際しては、事務局施設管理担当の助言のもとで年次修繕計画を作成し、年間

施設利用予定等を考慮して、効率的なスケジュールにより実施していきます。

■設備機器等に重大な不具合が発生した場合は、速やかに復旧に向けて対応するととも

に、事務局施設管理担当及び市・区に対して報告します。

■「修繕対応マニュアル」等に基づき、施工業者の選定・見積書徴収・チェック・検収・

記録整理等の施工管理サイクルを行います。

■事務局施設管理担当は、次の事項を担います。

．「保全コールセンター」として位置づけ、施設での保全管理に関する日常的相談や施設

設備の劣化・老朽化対策、設備故障時の緊急対応などの技術的支援を行う。

・法令による施設点検の実施を統括し、施設設備状態の診断を主導することで、修繕計画

/…、

/鶴1m、



策定を支援する。

・上記により収集した設備等基礎データを収集し、横浜市の長期保全更新計画の作成を応

援する。

.「各施設の修繕事例」や「新しい施設管理技術の手法等」などに常に精通するように心

掛け、必要に応じて事業所に対する定期的な研修会を開催し、施設職員の管理能力・修

繕対応能力を高める。

３横浜市の長期保全更新計画策定・修繕実施への協力

日常の管理上の問題点や委託･修繕実施結果を整理よくまとめ、必要に応じて横浜市に対して

管理上の記録等を速やかに提示するなどして、市の施設・設備機器に関する長期保全更新計画の

作成に積極的に協力します。

日常・定期保守点検計画

/輔､､,、

平成２０年度修繕実施計画旭Ｓｃ/繍鰄、

※実施項目はあくまでも予定であるため、変更若しくは別件での修緒執行の可能性あり画
※緊急性が生じた場合は、予定時期に関わらず早忽に対処することがある。

巣務名称 点検対象 点検内容（代衰的なもの） 実施者 周期

日常点検
･保守

連疫・ｂ２械放
ql等

目視・田曰・接腫ｺﾘのHnBな方I蚤による点ｈｍＵ興粛の1８

■・報告
嵐ロ ２回/日

煙U､孤祖

旺孤ｊ・■u刀困【
ぬ

過熱源樫器

冷I､沮樋饗

空気潤和機等

蛤i撚水iOi生楓間

昇降U2

中央監視装画

連箪・外構等

その他

消防触備

自家用冠気エ作物

エレペーター

温』ｋヒーター

自助ドア

§q明・分乏竺再の目視及び同旨・１ＭU尊の卓↑●

各租８１)､Ｉ閲及び燃規状悪導の超ｌｊｍ・辺転中の点櫨

命;且水入りロ及び出ロ温度・圧力耳の点検

ファンコィルュニフトや退凪樋からのE１日・忍､h等の魚１．１

ポンプ・水槽､『の風Ｅｌ・掴Pb及び外見・作DlMkj兄の点検

ドア開閉8\における貝目・掘助耳の貞伯

nK掴むI即裟団巧の曰食・貝日匂の貞愉

陸屋根・ルーフドレン簿の腐食・■裂尊の点検

衛生ｌｎｐ９ﾘlの目視点I食

0J)i月化股uB②避琵闘旦⑦火災籍知股侶９０非常密撮股旧⑤遍

町隠只⑥Ⅸ幻XT⑦防１１k厘12,⑧1,口灯毎について各授'云令

に基づき点検を妻施

⑪受冠股旧②配宜１２，②非粛用晃互taIq④石乏池ＩＲＩ旧等に

ついて各櫨j去令に基づき外Nl・ぬ輝低l几・始肋貞倹等を

翼施

(1)蘭厩室②かご③采鳩④ピット耳におＩ１ろ．荷重賊ＯＡ安

全稜Ⅱ、面１回対策可について各祖法令に基づき点1白を安胞

①本体②バーナー間係③耳空間係④安全薯■ﾛﾘの点検・囚

８Ｎ・ノ月隔及び肋作肛厘可を寅駈

11)エンジン醤■②ｎカ部壇匝②射御部接■④スイッチ類に

ついて、湖閉速度．互気回路、センサー等の点検飼璽を実

魔

晏託
業者

１回/月

２回/年

６回/年

１回/月

２回/年

３回/年

実施事項

項目 内容
実施予定時期

事務室監視モニター
テレビ取替

劣化が進行し、映りが悪く、映らないことも

ある ｡ 

５月

街灯増設
防犯目的と夜間は駐輸場側が暗く、安心して

自転車を駐輸できないため。
７月

トイレ・シャワー室

床弧り替え

劣化・汚れが著しく、117生的にも見た目にも、

悪い.
１０月

体育室床表面塗装 汚れ防止加エ塗装の耐久性が低下し、劣化.

汚れが目立ってきたため。
１０月

トレーニング樋器
長年使用されているトレーニング擬器につい、

消耗パーツの交換や作動確腿・修鰭を行う。
随時

その他小破修陪 随時発生する故障等に対して対応する。 随時



ｇ清掃・外構植裁管理実施計画

１清掃

次に掲げる事項について､職員による日常清掃及び清掃事業者に対する委託清掃(水質検査）

により行います。また、テニスコートについては、職員による整地実施のほかに、原則として

利用者に利用後の清掃等を依頼し、利用者間で気持ちよく使えるようにします。

日常・定期清掃内容

/驫鰄'１

外構・植栽の管理

次の事項について日常的にチェックし、破損や不具合があった場合は早急に修復します。

・マンホールや点字ブロックの浮きやはがれ

・スロープ、手すり等の破損の有無

・地盤沈下

･雨7ｋ，磐１－七Ｍ十スワ已＋J感コイ 植栽管理委託内容

２ 

〆驍､、

･雨水溝における泥土やゴ

ミの詰まり

・日常的な植栽点検や建物

周囲の落ち葉清掃

３植栽の剪定作業

高所作業による危険性・安全

性と高度な専門性が求められる

ことから、公正な選定のもとで

業者を選び委託することで実施

します。
※実施月は予定であり、変更があり得る。

業務
名称

対象 i官掃内容 実施者 周期

日常

清掃

ホール

更衣・ｼｬﾜｰ室

トイレ

事務室

体育室

ﾙｰﾆﾝｸﾞ室

建物外部

毎朝の除■清掃及び定期的なごみ拾い等

定期的な除匝、ごみ拾い及び水回りの殺菌・消毒済掃

定期的な除■･ごみ拾い．衛生陶鴎活掃及び衛生消耗品

の補充

毎朝の除■清掃及び定期的なごみ拾い等

毎朝の除凪清掃及び定期的なごみ拾い等

毎朝の除座iR柵及び定期的な響具清掃等

毎朝のごみ拾い、落ち葉清掃及び定期的な吸い殻清掃

MiL員
６回/日

程度

定期
清掃

床（通常）

床（はく陸）

体育室
フローリング

ガラス・鐘

水質検査（簡易）

水質検査（全項目）

換気扇・ガラリ清掃

シャワー壷壁面

空四フィルター

害虫亜除

貯水槽

受庇電、■

ほうき等で除囚し、洗剤を用いてポリヅシャーを掛け、
乾いてからワックスを塗布する．

ワックス淌掃を行っている部分について、ワックスをは
〈、&し．保皿剤を塗布してワックスを盛装する．

ヒールマーク等の汚れを専用溶剤を使用して拭き取る。

洗剤にて汚れを落とし、水切りをして拭き取る．

法定に定められた１０項目についての検査を実施する。

法定に定められた２６項目についての検査を実施する。

付落した壊等を除去し適正な換気能力を維持する。

洗剤にて汚れを落とし、水切りをして拭き取る。

水洗いもしくは掃除樫等にて竣をおとす。

水回りを中心に害虫を駆除する。

閥係法令に基づく、水柏内清掃．

受電室・キユーピクル内の除臣及び拭き滴IHI．

委託
菓者

12回/年

１回/年

２回/年

４回/年

１回/年

１回/年

１回/年

１２回/年

12回/年

２回/年

１回/年

１回/年

６月 フ月 ８月 1１月 １月 作案内容 回数

人力除草 ０ ０ ０ 人力により抜き取り除草を行う． 3回

人力草ﾒリ ０ 。 。
人力'二て雑草の根を残して地上部の
み除草する。

3回

中低木剪定 ０ 
育成条件を良くし、美観を保つよう
に選定する`，

1回

中低木刈込 ０ 
病害虫などに対する抵抗力を高め、
美観を保つように選定する。

1回

中低木薬剤散布 。 。 ０ 害虫が発生する前に防除する。 3回

中低木施肥 。
乾燥汚泥肥料を使用し、施肥穴を掴
り埋める。

1回

高木剪定

高木薬剤散布

。

０ ０ 

。
育成条件を良くし、美観を保つよう
に選定する`，

害虫が発生する前に防除する。

常緑・落葉
樹各1回

商木施肥 ０ 
乾燥汚泥肥料を使用し、施肥穴を掴
り埋める。

１回



１０保安・警備実施計画

日常の安全管理体制

■原則’～２時間ごとに施設内巡回点検を実施し、業務日誌等を通じて結果内容を全職員

が定期的に確認することで、緊急対応を万全にします。

■巡回時に異常事態に遭遇した場合は、インカムを使って事務室へ連絡し、全職員が瞬時

に事態の把握ができるようにするほか、応急手当や物品の保護などを適切に行います。

■非常事態への備えとして、次の事項を行います。

．「危機管理マニュアル」や「消防計画」に基づく年２回以上の定期訓練

・毎月１回以上の関連設備等の自主点検

・職員会議等での安全管理に関する職員間の共通理解及び通報・避難誘導・救護等のすべ

てに対応できる体制とその反復訓練の実施

・緊急連絡先一覧表の事務所内掲示

・外部教室指導者に対する避難誘導等の対応指導

■重大事件・事故が生じた場合は、まず第一に利用者の安全を確保し、続いて警察・消防

署等へ緊急連絡及び区と事務局への状況報告を遅滞なく行います。

■次の事項を実践することで、施設内外での安全確保と事故未然防止を強化します。

・１６歳未満利用者の、１９時以降の保護者同伴要請、及び送迎がない場合の利用の拒否。

・小学生対象教室の開始時間について、小学校の終業時間を踏まえ、ゆとりをもって参加

できるような時間に設定。

・教室に際して加入する保険について、参加者の行き帰りの途上における事故にも対応。

■樹木剪定・清掃・修繕等の実施に際しては、安全第一に実施することに主眼を置き、利

用者や歩行者の安全確保を最優先し、人的災害が一切発生しないように徹底します。

１ 

/，銅､、

議篭l;篝
２ 

/11M轆、

３ 

賢Ｎ I方法 委IFE内容

機械
警備

殴囮

機器

異常時

対応

不法侵入に対する2F戒及び盗睡並びに火災の予防のために必要な．赤外線忠

知佃．超音波＄知樋、脇厩惑知冊、霞⑪ご知樋．広・窓用マグネットスイッ

チ等．冒報橿圏の岨末感知Ｗを段団する。

スポーツセンターにおいて貝欺事國が発生したことを感知した８９は．原jｕ３
０分以内'二緊已要貝をセンターにＢ行させ．事囲の虹ｌＥを行い必要かつ適切

な柵因をとるものとする．また．釘■哀務受託巷は＄黛団の指定する者へ貝
然事田の発生を四鰭するとともに．ＩＡＢすみやかに事故'二ついての報告谷を
提出する。

巡回警備

蟹田担当■によるセンターj低回宮伯の内容は、次のとおりとする。
（１）遭箆の予防・発見及び図保但田への迎絡
（２）センター敷地内でのはいかい行・不審君・潜伏石等の発見・処面
（３）ＥＲのある恵・囚・シャッター等の箆錠の点検・破厘及び処匝

（４）金肛・谷印及び樋密室の施艮の点検・砥厘及び処置
（５）便所その他．人の潜伏可能な泪所の点検・矼配及び処置
（６）火災の早期発見・初期ｉｎ化・拡大防止及び田係６９８８への迎絡

(フ）ガス栓及びガス脇具の点検・碗iE及び処置

（８）水道の蛇口及び渇水の点検・賊lE及び処田
（９）不必要な電灯のjFl灯

(１０）煙草筍による火災の危険防止

(11）非常事圀見生時の処固

警備委託内容



１１自主事業実施計画

１基本開館時間以外の事業

引き続き、月曜日～金曜日までの５日間は２１時から２３時まで、士・日・祝日は早朝（７時

３０分から）それぞれ開館時間を拡大し、トレーニング室利用・体育室の貸室・自主事業等を行

うことで利用の拡大を図ります。

'繩

２利便性向上につながる事業

レンタル用具・スポーツ用具の販売を行います。

貸出物品・物品販売各事業の種類・料金一覧表

'鰯'、

教室名 種別 対象 曜日 区分 会場 参加料 年間回数 募集人数

体育技能向上教室 定期 小4～6年 土 早朝 第２ 1,000 1期(5回） 1５ 

リラックスヨーガ 特別 １６歳以上 火 深夜 第３ 500 4４ 4０ 

フットサルタイム 特別 １６歳以上 水 深夜 第１ 500 4８ 5０ 

ナイトエアロビクス’ 特別 １６歳以上 金 深夜 第３ 500 4８ 4０ 

おはよう太極拳 ／ 特別 小学生以上 土 早朝 第３ 200 4８ 4０ 

シーズンフットサル大会 特別 １６歳以上 金 深夜 第１ 9,000 年4回 8チーム

□自主事業(基本時間外教室）

種類 区分 内容 単位 金額
トレーニングナイト定期券 深夜 トレーニング室1ヶ月 1枚 1,500 

声期券･同数券服宗計西Ｔ

貸出物品名称・規格 貸出価格
(円／回）

卓球ラケット i毒詩缶ﾃﾞﾆ、
5０／本

5０／本
’ベドニント、ノニハテ､リトＩ 1００／本

バレーボール
；４号。

５－号

5０／イ問

5０／燗

バスケットボール
５号
６号

７号

5０／欄

5０／イ因

5０／燗
フヅトサルボール 5０／（周

体育館用シューズ

，，＿ｎＦＴＴＵ 

２２．５ＥＩｎ 

’創一ｎＦ、

，円一Ｒｒｍ

９４－ｎＦ、

２４．５ｃ、
,Ｒｎ『､、

，昌一局【､、

，ＲｎｎＴｕ 

，Ｒ－ＦｉｆＴＴＵ 

２７．０（、

２７－Ｒｎｌｌ 

２８．Ｏｃｎｌ 

９９－ｎＦ、

1００／厚

1００／旱

1００／旱

1００／是

1００／扉

100／足
1００／扉

1００／旱

1００／是
1００／旱

1００／是

1００／足
1００／旱

1００〆早
厚ブス 51Ｔｌ 綱 1００／鼎lU
弓＆ノカイテ 1ｍ／『 )/TAPFイボ用可il脂Ｐ 200／告＄

コピー槻備用 1０／枚

販売物品名称・規格 販売価格
(円）

バドミントン
ﾉく
り■■q

ﾉﾍﾞ ン一ン寺吝「ミチ、』か、 ｚＺヱヱ上｣し_」
、ンシャトル（蕊劃 ＋ 柵-ラー偶

童画？ kボーノ 〆（３スター・急t今･同 ） ２１０／イ因

ダンス ヒーノレカノ<_ 1００／（回

インディアカ
聖lHf跳一_－－－－－－－－－－－－_______．

今書翠蝉己亨万才二~T提111miF｢天ｎ丁~．
』｜… 一一二／フ⑤・ｍＬ０ ３０９ 

▲ ２ 

… 

ディスクゴルフ 蕊Z:襄珪芸1,ﾐﾆ]亜)ﾆﾆﾆﾆﾆ：
IRD（'｣､） 

JJOpL-ZL--
-900___だら_＿闇
880／個



３その他の事業

（１）自動販売機

清涼飲料水の販売と併せて栄養補助食品や軽食などの販売により、利用者の利便性の向上を

図ります。また、災害時に飲料水を確保するべく、所長判断で自動販売機内の飲料などを被災

者に無料で配布できる「ライフラインベンダー機種」を設置することができるように、設置ベ

ンダー業者と調整していきます。

（２）各種安全講習会の開催

スポーツセンター利用者・区民・地域指導者等を対象に、スポーツに関する講習会等を開催

します。また､施設にＡＥＤが設置されていることを区民に周知し、ＡＥＤの啓発を行います。

（３）イベント

各種体力測定やストレッチ体操など簡単に誰でも参加でき、世代間が交流できるイベント

（さわやかスポーツイベント、地域交流イベントなど）を開催します。

('露懸､’
４自主事業収入における還元方策

自主事業における収益部分は、還元収入として施設運営収入に項目立てし、相対的に指定管理

経費の縮減を図ります。

/祷彌、



１２収入計画

１施設運営収入

（１）利用料金収入の考え方

■貸切利用……団体利用コマ数（推定）×利用料単価×実収入率

当スポーツセンターの過去の利用実績統計を参考に、２０年度の諸室ごとに利用区分

別、平日・士休日別の利用コマ数を求め、稼働率と減免利用の割合を想定して算出してい

ます。

■体育室個人利用・・・個人利用人数（推定）×平均個人利用単価

1コマあたりの利用者数を、約６．６１人とし、これに個人利用コマ数を乗じ年度の個人

利用人数を算出しています。

平均個人利用単価は、〔個人利用総収入〕／〔総個人利用者数〕で算出しています。

なお、個人利用には、大人・中学生以下・土曜無料開放と様々な利用料形態があること

から、平均単価を採用しています。

■トレーニング室個人利用・・・トレーニング室利用人数（推定）×平均利用単価

トレーニング室の１日利用者数を平日・士休日別に算出し、過去４年間の増加率を基に

２０年度のトレーニング室利用人数を算出しています。

平均利用単価は、〔トレーニング室利用総収入〕／〔総利用者数〕で算出しています。

トレーニング室利用には、大人・中学生以下・土曜無料開放・回数券など、料金形態が

複雑なことから、平均単価を採用しています。

（２）スポーツ教室事業収入（基本開館時間内）の考え方

スポーツ教室は３７教室（定期・特別）行います。既存教室は平成１９年度参加平均人数

を考慮し、積算定員を算出しています。

（３）駐車場事業収入（基本開館時間内）の考え方

現在、利用者の約４人につき１台の割合で利用（乗用車利用割合）されており、また、そ

の平均駐車料金単価(駐車料金/駐車台数)は約２８５円となります。そこで、過去のデータか

ら、乗用車で来所する利用割合を求め、年間延べ利用者予測値を当該利用割合で除し、駐車

場利用予測台数を求めます。当該台数に上記平均単価を乗じ、想定収入を算定しています。

（４）広告業務収入の考え方

玄関マットを利用した広告や体育館内外の壁面や年間約２０万枚を予定しているチラシへ

の広告、自動販売機の前面広告など、地元企業を含め、スポーツ用品メーカーや販売店等へ

積極的な営業を行います。

/…､’ 

/燕9,、

２自主事業収入

トレーニング室利用者やエアロビクス事業への参加者は、半径２ｋｍ圏の成人人口から、通

常参加率（1.7%）や深夜帯事業であることを加味した減衰率(10%)を乗じて算出しています。

物販・レンタル類似施設での過去の利用人数と売上実績から、それぞれ商品・貸出品別に、

利用者一人あたりの売上単価を積算したうえで算定しています。

託児事業収入については、年間利用者予測をたて、これに１回あたりの利用単価を乗じて求め

ています。



１３支出計画

１支出に関する主な考え方

事務局をフルに活用したバックアップ体制や､契約等において管理運営する他施設との連携

によるスケールメリットを生かした運営により、維持管理運営費用の縮減を図ります。

（１）人件費

非常時における事務局のバックアップ体制のもと、最適と考えられる人員を配置します。

（２）修繕費

過去の修繕実績から、通常の修繕に十分対応できる予算を設定します。

（３）設備管理費・保安警備費・外構植栽管理費

単に委託経費を削減するのではなく、委託内容の見直し、方法の検討等を実施することに

より、手厚くすべき委託と、削減すべき委託を見極めます。

（４）備品購入費・消耗品費

体育用品等の備品や筆記用具等消耗品の購入にあたっては､利用者への利便`性向上につな

がる更新･購入を基本とし、グリーン購入をすすめるとともに積極的にリサイクル品の購入

をすすめます。また、在庫管理を徹底して支出の縮減を図ります。さらに、事務局と施設間

の事務連絡等は、電子メールを活用し、紙の無駄をなくすとともに効率性を高めます。

（５）広報費・印刷製本費

年間２０万部程度の新聞折込広告等や施設案内リーフレットのほか、インターネットを活

用して効率・経済的な広報活動を実施します。

（６）光熱水費・通信運搬費

契約内容の継続的見直しや待機電力の節減をはじめ､各使用量について日々の検針により

常に把握･確認することで無駄を省くことに努めます。また､利用者数の増加に比例させず、

光熱水費を一定に保ちます。

事務局や管理施設にＩＰ電話を導入していますが、引き続き通信費の縮減にも努めます。

（７）廃棄物処理費用

現在同様、横浜市の推進する「Ｇ３０」のルート回収に参加し、ごみの減量化を図るとと

もに、裏紙を出さないことを前提とした上での裏紙使用（印刷）を徹底します。

（８）使用料及び賃借料

教室実施による施設利用料やトレーニング機器・コピー機器リース料を支出します。

（９）謝金

スポーツ教室の指導謝金のほか､スポーツセンター運営への外部有識者としての評価を受

けるために、大学教授等による月１回のミーティングを実施し、報償費として支出します。

（10)間接事務費

バックアップ体制をとる事務局の管理費を補填するため、「間接事務費割合（２%）＝事務

局管理費÷（受託施設総事業費一再委託料)」に基づき、維持管理運営費用の２％を間接事務

費として計上しています。

２自主事業支出の考え方

自主事業にともなう消耗品等の経費は別途算出しており、維持管理運営費用とは分離し、自

主事業の独立`性を明確化します。

'彌囎、

/認､、



ｇ清掃・外構植裁管理実施計画

１清掃

次に掲げる事項について､職員による日常清掃及び清掃事業者に対する委託清掃(水質検査）

により行います。また、テニスコートについては、職員による整地実施のほかに、原則として

利用者に利用後の清掃等を依頼し、利用者間で気持ちよく使えるようにします。

日常・定期清掃内容

/驫鰄'１

外構・植栽の管理

次の事項について日常的にチェックし、破損や不具合があった場合は早急に修復します。

・マンホールや点字ブロックの浮きやはがれ

・スロープ、手すり等の破損の有無

・地盤沈下

･雨7ｋ，磐１－七Ｍ十スワ已＋J感コイ 植栽管理委託内容

２ 

〆驍､、

･雨水溝における泥土やゴ

ミの詰まり

・日常的な植栽点検や建物

周囲の落ち葉清掃

３植栽の剪定作業

高所作業による危険性・安全

性と高度な専門性が求められる

ことから、公正な選定のもとで

業者を選び委託することで実施

します。
※実施月は予定であり、変更があり得る。

業務
名称

対象 i官掃内容 実施者 周期

日常

清掃

ホール

更衣・ｼｬﾜｰ室

トイレ

事務室

体育室

ﾙｰﾆﾝｸﾞ室

建物外部

毎朝の除■清掃及び定期的なごみ拾い等

定期的な除匝、ごみ拾い及び水回りの殺菌・消毒済掃

定期的な除■･ごみ拾い．衛生陶鴎活掃及び衛生消耗品

の補充

毎朝の除■清掃及び定期的なごみ拾い等

毎朝の除凪清掃及び定期的なごみ拾い等

毎朝の除座iR柵及び定期的な響具清掃等

毎朝のごみ拾い、落ち葉清掃及び定期的な吸い殻清掃

MiL員
６回/日

程度

定期
清掃

床（通常）

床（はく陸）

体育室
フローリング

ガラス・鐘

水質検査（簡易）

水質検査（全項目）

換気扇・ガラリ清掃

シャワー壷壁面

空四フィルター

害虫亜除

貯水槽

受庇電、■

ほうき等で除囚し、洗剤を用いてポリヅシャーを掛け、
乾いてからワックスを塗布する．

ワックス淌掃を行っている部分について、ワックスをは
〈、&し．保皿剤を塗布してワックスを盛装する．

ヒールマーク等の汚れを専用溶剤を使用して拭き取る。

洗剤にて汚れを落とし、水切りをして拭き取る．

法定に定められた１０項目についての検査を実施する。

法定に定められた２６項目についての検査を実施する。

付落した壊等を除去し適正な換気能力を維持する。

洗剤にて汚れを落とし、水切りをして拭き取る。

水洗いもしくは掃除樫等にて竣をおとす。

水回りを中心に害虫を駆除する。

閥係法令に基づく、水柏内清掃．

受電室・キユーピクル内の除臣及び拭き滴IHI．

委託
菓者

12回/年

１回/年

２回/年

４回/年

１回/年

１回/年

１回/年

１２回/年

12回/年

２回/年

１回/年

１回/年

６月 フ月 ８月 1１月 １月 作案内容 回数

人力除草 ０ ０ ０ 人力により抜き取り除草を行う． 3回

人力草ﾒリ ０ 。 。
人力'二て雑草の根を残して地上部の
み除草する。

3回

中低木剪定 ０ 
育成条件を良くし、美観を保つよう
に選定する`，

1回

中低木刈込 ０ 
病害虫などに対する抵抗力を高め、
美観を保つように選定する。

1回

中低木薬剤散布 。 。 ０ 害虫が発生する前に防除する。 3回

中低木施肥 。
乾燥汚泥肥料を使用し、施肥穴を掴
り埋める。

1回

高木剪定

高木薬剤散布

。

０ ０ 

。
育成条件を良くし、美観を保つよう
に選定する`，

害虫が発生する前に防除する。

常緑・落葉
樹各1回

商木施肥 ０ 
乾燥汚泥肥料を使用し、施肥穴を掴
り埋める。

１回
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