
平成２１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）櫛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した教室事業を実

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、

陣がい児（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、すぺての面において「ＰＤＣＡサイクル（計画→実

践→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。

■１日喫茶室は、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プの設立や活動、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（１日幼児体操室）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２１年度の数値目標は吹のとおりとします。

・廷利用者数215,340人
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（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。

■陣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オーキングマップを区民と協働で作成することを検討

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。

■陣がい児・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。

■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、地域の中で活曜できるように育成していきます。
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（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・PASMO）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。

■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)、新聞折り込みやインターネット、地域のケ

ープルテレピ等、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。

■プライバシーマークを取得したことで、より一層の安心・安全な情報管理を行います。

■基本時間外での自主事業を引き続き実施します。

月～金蝿日：２１時から２３時まで、士・日暇・祝日：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。

■ファシリティマネジメント（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の検討、節電・節水の館内掲示

等により、光熱水費を縮減するほか、「グリーン職入」や「Ｇ３０」に対して積極的に取り組む

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

~、

…､） 

･利用者数 215,340人

･スポーツ教室延べ参加者数 62,100人

･利用料金収入 16,010千円（税抜き）



３実施体制・職員配置計画

人数

緊急時の連絡体制

浜Tfmﾛスポーツセョ

繩 市民活力推進局

管理･事薬責任者 事案運営担当者

財団法人横浜市体育協会車涜周 魔iiii繍蝋繭圏ifii

麓巨零三ｺijI
管理迺舞担当電 サポートスタッフ

火災租知魁
パッシブセンサー

トレーニング童
アシスタントスタッフ

事案運営担当者旭区役所 所長
讐腫会社

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。

ﾄﾞ… 

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 １ 

･事業運営担当者 ２ 

･サポートスタッフ

・トレーニング室アシ

スタントスタッフ



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。

■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、ポール、シヤトル、タオル、ギムニクボー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。

■引き続きシェイプアップをテーマとした、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。

～、
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５モニタリング（指定管理者）実施計画

御
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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、年２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・設備の利便性及び快適性

情報提供等

、

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。

頻度：体育指導委員連絡協議会や区体育協会へ前期、後期にわけ各１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。



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｢広報よこはま区版｣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「広報よ

こはま区版」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検討し､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）新聞折込やポスティング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、旭区全域に配布します。特に川島町、左近山、市沢町、

本宿町など半径１kmの徒歩圏内に重点を置いたポステイングやこれまで来館者が少なかっ

た地域への周知も実施します。

■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、ポイントカードの導入を

検討するなど､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）その他

■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､ケープルテレピに取り上

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し、施設のＰＲを行

います。

■スポーツセンターへの交通手段で利用される乗合バスに広告を掲載します。

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

動させたウォ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足を

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）を区内

各所や関係団体に配布し､スポーツセンターの認知度･理解度を高めて利用促進を図ります。

＝駒、、

…､ 



７スポーツ教室実施計画

平成21年度紋室実施計画

繩

繩

IhL 教室名 種別 対象 託児 曜日 区分 会場
年間
回数

募集人
数

参加料 期 備考

１ 卓球(午前中） 定持 虜 【１６色以上） 金 Ａ 第１ ４０ 7０ OｐＯＯ ４ 

２ ブニンゲ卓琿 定再 風 女 Ｉ１Ｒ血しq⑭ 木 Ｆ 繭１ 4０ 4２ OｐＯＯ ４ 

３ （ :ミントン(’F繭中） 定毎 貝 I1Rp以凹 火 Ａ 館１ 4０ 6６ 8.000 ４ 

４ ﾌﾞニンゲバ gﾐントン 定掬 貝 116塑以上） 水 Ｆ 笛２ 4０ 3３ 8.000 ４ 

５ 臣拳 定拘 日 116坦以上） 金 Ｃ 鰯２ 4０ 7５ 4０００ ４ 

６ :めてのダンススポーツ 定測 且 １１６歯l;l上） 木 Ａ 第３ 4０ 5０ 4.500 ４ 

７ グススポーツ初級 定掬 日 I16Ha以上） 火 ０ 篇２ 4０ 100 4.500 ４ 

８ ダンススポーツ中級 _定掬 身 116型以上） 木 Ｂ 第２ 4０ 100 4.500 ４ 

、１ ばつ ろつ健康 定測 ■ 齢 日(８０垣し｣上） 水 Ａ 鷹１ 4０ 1００ 2.500 ４ 

1０ 女性 HR尿 定掬 汝 (１ B皮以上） 木 Ｂ 第１ 4０ 100 3.000 ４ 

1１１ ビギ トーフラダンス 定打 【１６■以上） 火 Ｃ 第３ 4０ 5０ 4,500 ４ 

1２１ いきＩ ､き侭魔力ＵＰ 定円 高齢 日(so観以上） 虫 Ａ 第２ 4０ 7０ 2.500 ４ 
1３ ガ 定JＵ １１６白以上） ＊ 木 Ｃ 筋３ 4０ 4０ 40000 ４ 
1４ ピラティス 定其 ●■■ロ 3女 １６ｍ以上） 水 Ｆ 第３ 4０ 3０ 4.000 ４ 新規
1５ 転倒骨折予防 定月 】 N的 Ｂ(８ｓ四以上） 火 Ａ 第３ 4０ ３５ 2β0０ ４ 
1６ スポーツリハビリ 定其 ■■■■ ３女(１８聾以上） 火 ◎ 4０ 1５ 2,000 ４ 

1７ いつ 旨でも侭屠致室(木囚曰） 定１１ Ⅱ B齢宥(65皮以上） 木 Ａ ４０ 1５ 2.500 ４ 
1８ いつ Eでも倒匿教室(金曜日） 定jｌ 】 、６４５(６８堂Cl上） 金 Ａ 4０ 1５ 2５００ ４ 
1９ 幼児 仁換 定ｊＵ 。 ～６由男女 水 、 第１ ３０ 7０ 2.500 ３ 
2０ ジュニアフットサル 定灘 ' ､１～4年男女 水 Ｅ 鱒１ ３０ 4０ 4.000 ３ 
2１ 藤 子リトミック 定輔 ＰⅢ■ ･４坦坦と侵囮岩 木 Ｂ 釘３ 3０ 30組 3.500 ３ 

藤 子ｲ本操 定掬 、。 ･３１QPL保田君 金 Ｂ 第２ ３０ ４５組 3.500 ３ 
虹 児ヒッブホップ 定打 。 ～６世国女 金 、 篤３ ３０ ３５ 4pOO ３ 

2４ ジユニアヒップホップ ＿定凋 ､学生男女 金 Ｅ ３０ 4０ 4ｐＯＯ ３ 
ジュニアスポーツ 定凋 』 ､学1～４年生男女 ± Ａ 第２ 3０ 5０ 2ｐＯＯ ３ 

2619 写真(デジカメ） 定凋 』 ]女（ Bｎ以上） 木 ◎ 研修 1５ 2０ 3DO０ ３ 
2７１ 団康マージャン教室 定】 ； 』 】女（ 巳旦以上） 火 Ａ 研修 4０ 4０ 5.000 ４１ 新規
281 シーズン･カルチャー･プログラム 歪１ 』 ]女（ 6蝿以上） 土 Ａ 研修 4０ 2０ 5POO ４１ i肝規
エンジョイハッスル 話序? ； 、O者 i60厘以上） 月 ◎ 第２ 3３ 5０ 250 

幼児プレ体百 q寺】 ４ ～ｅ飯}男女 月 、 第２ 3３ 3０ 250 
3１ ひよことにわとり 特Ｉ ２ ～Ｓ胆`児と保匝者 火 、 露２ 4４ 50組 350 
エンジョイバスケットボール 特Ｉ ９ l女(１６，以上） 土 Ｆ 節１ 4８ 6０ 500 

3３ ヨガ 特】 ９ I女(１６塵以上） 月 Ａ 筋３ ３１ 4０ 400 新規
3４ エアロＩ 『ケス木曜日 特Ｉ ９ l女(１８四以上） 木 Ａ 鰯２ 4９ 7０ 400 

ステッラ rエアロビクス 特】 男女(１６璽以上） 金 Ａ 第３ 4８ 3０ 400 
３６ リズムZ ﾋﾞクシング 特】 男女(１６in以上） ± Ａ 第３ 4７ 4０ 400 新規
３７ ダンス' 【－ティー ｲﾍﾂ 摩 男女(１６唾以上） 木 ０ 第１ ４ 200 500 

ﾉﾉｽふｵLあいサッカー通子 ｲﾍﾂ ３～５厘厘と俣璽者 ± Ａ 篇Ｉ １ 25組 1.500 
３９ ミニバラ ヒケットクｕニック ｲﾍﾞﾝ 小字生男女 ± Ａ 節１ ２ 6０ 1ｐＯＯ E斤規
4０ 頓Hビベイスターズうきうき浪子野球 ｲﾍﾞﾝ ４～６段狸と塵圃宥 ± ◎ 節１ １ 50組 1.500 新規

◇横浜市j､スポーツセンター

－．．．■石。尼11包里

定期敏璽…事WI申込みの敏室
特別敬重…60値当日申込みの敏璽

･定期は1期の●加料

．特別､イベントは１回のら加料



８建物等の保守管理・補修実施計画

１ファシリテイマネジメント（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砿認することで、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、コートプ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

策定を支援する。

=鏑、

…、）



・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。

ｓ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

作成に稲極的に協力します。

日常・定期保守点検針園

岬

旭Ｓｃ 平成２１年度修繕実施計画

(… 

※実施項目はあくまでも予定であるため．虞更若しくは別件での修紺執行の可飽性あり．
※緊急性が生じた俎合は、予定時期に関わらず早急に対処することがある。

虫蘭名秤 且依対な ｎ枚内⑥（代安的なもの） 周期

日市点検
・68旬

■・桓壇■
Ｗ 

ロ■｡ｎ台。■勉守②凹旦Ｔ方迫に上昌二孕跡nF■⑧②空
■・毎台 ■■ ２回/日

■■抓担

み、￣コダhロー貝

■幻■■

＊隙■垈田

血気■和担専

駐扮＊囲むわ■

昇降機

中央堕犯■■

■笛・外揖句

その他

InEhDop 

自家用■気エfF物

エレベーター

沮水ヒーター

自助ドア

■四・分迂色写のロ■及び■宕・損■写の■検

Ｇ■0f■■及び■ﾛ0伏囚坤の足助茂・速丘中の点検

冷囚＊ｊＬＵｐ及び出ロ■■・圧力年の■仇

ファンコイルユニットや迅已色からの■■｡復■写の■検

ポンプ・＊■句の■ｐ・毎■及び外几・作口伏田の■検

ドア田用■に1sけるロゼ・■■句の点検

■■■甸臣■印の■食・■官等の■伯

は■柾・ルーフドレンヰの■食・■■等の■技

■｡■■■の目■■技

①句U化殴■②ご■■日＠大貝■匂匝■④⑭＝己■Ｅ■⑭ご
ｎ■日⑤Eﾛ■灯⑦幼い■位■⑥■■何句について谷田邑令
に基づき虫検を実鉋

①受ば肢■⑦凪■蚊■①邸抱囚己■Ｔ■⑪■■DbD9■等に
ついて谷田溢令にＢづ白．外■・ぬ⑭徳ｔＨ・tDn且検等を
皮■

①復歓宜②かご①妓俎＠ビット可における．■丘威敏．安
凸医■･町宙対威印について各■笙令にろづ白ｎ枚を寅泊

①＊1$②バーナー日仏＠瓦豆８８圧④安白■Ｅ句のｎ枚・凶
臣・項旧及びn句釘■写を実施

①エンジン■曰＠日9力■■■③■■■LB■⑳スイッチ■に
ついて．■田辺度．■且回■･センサー等の■快■＆を実
■ 

負託
車台

１回/月

２回/年

６回/年

１回/月

２回/年

3回/年

実魔事項

項目 内容
爽魎予定時期

トイレ・シャワー室

末函り替え
劣化・汚れが著しく、衛生的にも見た目にも、
思い。 ５月

ラの

エ事

交換 劣化力甦行し、映りが遍く、映らないことも
ある．また．受付坦所へのカメラを迫１J］ フ月

体育璽床波面塗膣
汚れ防止加エ鈎駿の耐久性力腫下し、劣化.

汚れが目立ってきたため。
１０月

体育空風の改修
劣化が追行しドアノブ部分などがﾛh醤Hして

朋閉に支障をきたすため。
１２月

トレーニング機器
長年使用されているトレーニング樋麗'二ついて

消鞄《－ツの交換や作動砿四・修紺を行う。
随時

その他J1魎修DＢ 随時発生する故障簿に対して対応する． 随時



ｇ清掃・外構植栽管理実施計画

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情婦亭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

…恩、

※体育室フローリングの定期済栂は、表面飽装工率を実施するために年１回としていますｂ

２外#1.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。

案遍
名称

対象 滴掃内容 周期

日常

清掃

ホール

更衣・ｼｬﾜｰ宮

トイレ

卒厨室

体育室

トレニヵ･童

■物外部

毎朝の除巨清掃及び定期的なごみ拾い写

定期的な除皮、ごみ拾い及び水回りの段四・消毒涜播

定湖的な除■･ごみ拾い．衝生餌盟済HB及び斯生用廃品
の衙充

毎朝の除■渚播及び定期的なごみ拾い等

毎朝の除■涜梱及び定期的なごみ拾い等

毎ｍの除庄済柵及び定期的な凶且清掃qP

毎朝のごみ拾い．蕗ち薫済掴及び定期的な輯い政情冊

駆貝
6回/日
程度

定期
病栂

床（通常）

床（はく砥）

体百室
フローリング

ガラス・魚

水質校正（簡易）

水Ｈ検五（全項目）

換気■・ガラリ清掃

シャワー室砂田

空■フィルター

呑虫臣陣

貯水柏

晏白E2buD

ほうき等で除■し、廃剤を用いてポリッシャーを掛け．
乾いてからワックスを■布する．

ワックス宕柵を行っている部分について．ワックスをは
<怠し．保匝剤を笛布してワックスを■漣する．

ヒールマーク写の汚れを専用治剤を使用して拭舎取る．

洗剤にて汚れを落とし、水切りをして拭き取る．

途定に定められた１０項目についての検査を頁砲する．

匿定'二定められた２６項目についての枚玉を実函する．

付H1した壊導を除去し遭正な換気飽力を虹扮する．

暁剤にて汚れを蕗とし、水切りをして拭き取る．

水洗いもしくはNp8ｋ機写にてnkをおとす．

水回りを中心に官虫を四陣する．

u､低盛令に】Bづく．水槽内済冊．

晏逗室・キューピクル内の除臣及び拭き清掃．

委庇
案者

12回/年

１回/年

１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 ７月 ８月 11月 １月 作虫内容 回数

人力除草 ０ ｡ 人力により抜き取り除草を行う。 3回

人力亙刈 。 ｡ ｡ 
人力にて総革の根を残して地上鰯の
み除草する。

3回

中低木國定 ０ 
育成条件を良くし、蕊観を保つよう
に沮定する．

1回

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

1回

。 ０ 害虫が発生する前に防除する。 3回

中低木B園HＢ 。
乾燥汚泥肥料を使用し、飽肥穴を掴
り埋める．

1回

高木剪定

高木蕊剤nk布

０ 

０ ０ 

０ 
育成条件を良くし、美観を保つよう
に週定する。

害虫が発生する前に防除する。

常脚・落葉
樹各1回

高木施肥 ｡ 
乾燥汚i尼EB料を使用し、施肥穴を掴
U埋める。

1回

植栽管理霊駈内容



１ｏ保安・警備実施計画

１日常の安全管理体制

■原則１～２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・救護等のすぺ

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。

ﾄﾞ､蕊!'、

２夜間・休館日等の警備体制

■専門性と効率化の観点から業

者へ委託し、機械及び巡回響備を

実施することにより、安全な施設

運営を担保します。

■異常時は、原則として所属長に

通報する体制とし、施設への急行

と原状回復等の対応にあたりま

す。

３自然災害等における対応

■大規模地震等による自然災害

岬

により、施設に重大な被害が生じた場合などは、事務局に災害対策（瞥戒）本部を設け、

情報収集するとともに、施設の災害応急対策の実施に対する支援等を行います。また、災

害応急対策活動を行うため、状況に応じた配備体制をとり、災害時対応を万全にします。

施設閉館時は､所属長若しくは予め指定する所属職員が施設に急行し､施設内外の状況把

握と、被災者や災害対策関係者の受け入れに対応します。

■台風の接近が予想される場合は、利用者の来・退館時の安全確保を考え、早急に教室等の

開催可否を事務局との協議により決定します.特に大雨時は雨漏り等の発生の恐れがあるた

め、雨量や近隣地域の気象・災害情報には注意を払い、状況に応じて早めに対応します。ま

た､テニスコートは遊水池の役割を果たしているため､荒天時を想定して日頃から側溝等の

ゴミや雑草などを除去するように心掛けます。

百IＩ 坊法 晏庇内容

柤楓
旨衝

鵲

只常時
対応

不堕■入に対する■戒及び■卸並びに火輿の予防のために必兵な．廊外■＆
■価．伍官油巳知伯．飴61＄知日．■血色如但ニロｎ．忘用マグネットスイッ
子筍．■伍但■の期末＄知固を政■する．

スポーツセンターにおいて只常＄■が兜生したことを感知した時は．砥用３
ｏ分以内に鶴⑮昼■をセンターに色行させ．＄■の肛巴を行い必只かつ通切
な扮丘をとるものとする．また．■白車田受託右は＄虫田の拘定する■へ只
常卒Ｂの兄生を■伯するとともに．後日すみやかに＊故についての６６台谷を
担出すろ．

巡回讐白

■白担自貝によるセンター迅回■■の内容は．次のとおりとする．
（１）■虹の予防・臼巳及び凹巴⑭明への速絡
（２）センター２k地内でのはいかい者・不■■・泪伏右匂の見兄・処■
（３）■のある泡・扉・シャッター筍の胞且の点０k．随田及び処■
（４）金庫・心庫及び楓宙宜の施錠の点検・盛田及び処回
(Ｓ）便所その他．人の氾伏可飽な培所の且検・■浬乃ぴ処回
（６）火貝の早期見旦・初日I消化・拡大陣止、江凹毎■田への迫絡
(フ）ガス柱及びガス■具0,国枚・飽田及び佃■
（８）＊近の蛇ロ及び西木の点検・堕田及び処■
（９）不必兵な■何の痢灯
(10）■草鱒による火災の危険防止
(11）卯常＄＄兜生時の処■

警備霧廃内容



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～金畷日までの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。

平成２１年度教室事業計画

へ、

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・物品販売各卒業の租麺・料金一覧表

…、

教室名 梱別 対象 暇曰 区分 会塙 参加料 年間回数 募集人数

リラックスﾖーガ 特別 16趣以上 火 深夜 第３ 500 4３ 4０ 

フットサルタイム 特別 16歳以上 水 深夜 第１ 500 4４ 5０ 

ナイトエアロビクス 特別 16通以上 金 深夜 第３ 500 4７ 4０ 

おはよう太極拳 特別 小学生以上 土 早朝 第３ 300 4７ 4０ 

□白宇画趣(基本時閣外教室）

種類 二分 内容 単位 金額
トレーニングナイト定期券 架夜 トレーニング室1ヶ月 1枚 1.500 

定期券･回数券販売計画

貸出物品名称・規格 白田■笹
(円／回）

卓球ラケット
シェイクノ、ンド

ペンホノレター

5０／ 

】０／

〃Ｋドミニグトニクラケ功ト 00／ 

バレーボール
４号

6■Ｆ■ 

jＯ／ 

7０／１ 固

バスケットボール
５号

６ｆ十

７９斗

ﾌﾟ0／（ 

jＯ〆

7０〆

因

プット勺ナ｣しボー｣し ﾖ０／ 

体育館用シューズ

２２－０□、

２２．５ｃ、

２３．０ｃｍ 

２３．５、

２４．０ｃｍ 

２４．５ロ、

２５．０ｃｍ 

２５．５ｃ、

２６－０ｃｍ 

２６．５ｃ、

２７．０ｃｍ 

２７．５ｃ、

２８－０に、

，９－、、、

0０〆

0０／ 

00／ 

0０／ 

00／ 

0０／ 

00〆

00／足

0０／足

0０／足

00／足

CＯ／足

00／足

0０／足

→■r元イ▼ ＭｎノＣＤ′ＴＡＰＥ揮月剤FbmTR IＤＯ／宮Ｐ

コピー樋他用 1０／枚

販売物品名称・規格 販兜価格
(円）

バドミントン
'《

'《

ごミン

ｆミン

､ンシャ

､ンシャ

､ﾉレ（

､ノレ【

唖習 可

河

BOO／燗
]5０／Ｕ刊1

■Ｔｍ HI1 使XＫ－ｊし（３ス‘ 7-. 吠令牙 科 ,1０／Ｈ面

4Ｙシズ ヒーノレカノ《－ 1００／（Fｉ 

インディアカ
】Jﾘｵ月日ｔ

スゾ＜アヨjﾘｵ月

フェイテーフ｢ロ弓 テクター（大１００ｲ同ﾉｋｌＤ〕

,３００／８円

BOO／ｎ日

]9０／勇専

ディスクゴルフ

イヴフマーラグイ 、（犬〕

ＺＫ－ﾉレキャッ ､ライト（中〕

R、（小）

１１００／2日

M１Ｏ／ｎ円

〕8０〆個
キ｣Ｌニワソフトジム ｎ－Ｒ４１Ｆｉ 】0０／０円

勺フト｣し スボーツタ又ﾄﾉﾚ ﾗ0０／巾豆



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、災害時に飲料水を碓保するべく、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）各種安全購習会の開催

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)イペント

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。

繩
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。

御



１２収入計画

１施設運営収入

（１）利用料金収入の考え方

■賞切利用……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、２１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６．７５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・土癩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

２１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・士噸無料開放・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４０教室（定期・特別）行います。既存教室は平成２０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）広告事業収入の考え方

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、ホームページのバナー広告、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。

￣､、

…、

２自主事業収入

トレーニング室利用者や教室事業への参加者は前年度の実績に基づいて算出しています。

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）修糟費

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、手厚くすぺき委託と、削減すぺ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稲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､各使用型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’Ｐ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

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

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。

(immmm、

綱
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