
（様式１０）

(単位：円）
当初予算額

（A）
補正額（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

39,423,000 0 39,423,000 39,423,000 0
1,868,000 0 1,868,000 2,067,230 -199,230
800,000 0 800,000 1,616,900 -816,900
400,000 0 400,000 566,407 -166,407

印刷代 0 0 181,831
自動販売機手数料 0 0 0 258,297
その他（　コピー機　） 0 0 0 119,970
その他（資源ゴミ　　） 0 0 0 4,409
その他（再発行　　　） 0 0 0 1,900

42,491,000 0 42,491,000 43,673,537 -1,182,537 0

当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

人件費 20,155,000 0 20,155,000 20,069,565 85,435
館長・指導員 9,200,000 0 9,200,000 9,000,000 200,000
スタッフ 9,220,000 0 9,220,000 9,129,419 90,581
健康保険料 500,000 0 500,000 479,576 20,424
厚生年金保険料 760,000 0 760,000 1,079,273 -319,273
児童手当拠出金 15,000 0 15,000 13,380 1,620
健康診断費 300,000 0 300,000 250,293 49,707

0 0 0 -49,200 49,200
160,000 0 160,000 166,824 -6,824

0 0 0 0 0
事務費 2,810,000 0 2,810,000 4,210,908 -1,400,908

旅費 30,000 0 30,000 23,290 6,710
消耗品費 710,000 0 710,000 977,755 -267,755
会議費 30,000 0 30,000 13,205 16,795
印刷製本費 30,000 0 30,000 10,395 19,605
通信費 250,000 0 250,000 277,255 -27,255
使用料及び賃借料 40,000 0 40,000 39,000 1,000
備品購入費 400,000 0 400,000 1,624,875 -1,224,875
図書購入費 400,000 0 400,000 443,323 -43,323
施設賠償責任保険 15,000 0 15,000 11,780 3,220
職員等研修費 0 0 0 0
振込手数料 15,000 0 15,000 5,250 9,750
リース料 650,000 0 650,000 522,824 127,176
手数料 60,000 0 60,000 52,500 7,500
地域協力費 30,000 0 30,000 29,000 1,000
その他 150,000 0 150,000 180,456 -30,456

事業費 1,553,000 0 1,553,000 2,175,586 -622,586
自主事業費 1,283,000 1,283,000 1,867,399 -584,399
わんぱくホリデー 270,000 270,000 308,187 -38,187

管理費 14,551,000 0 14,551,000 12,820,523 1,730,477
光熱水費 7,800,000 0 7,800,000 6,762,457 1,037,543

電気料金 2,700,000 0 2,700,000 1,935,571 764,429
ガス料金 4,700,000 0 4,700,000 4,411,963 288,037
水道料金 400,000 0 400,000 414,923 -14,923

清掃費 504,000 0 504,000 464,324 39,676
修繕費 550,000 0 550,000 830,550 -280,550
設備保全費 697,000 0 697,000 672,264 24,736

空調設備保守 290,000 0 290,000 286,230 3,770
給湯ボイラー保守 38,000 0 38,000 37,800 200
自動ドア保守 76,000 0 76,000 75,600 400
非常放送設備保守 25,000 0 25,000 24,150 850
害虫駆除 68,000 0 68,000 71,284 -3,284
その他保全費 0 0 0 19,950 -19,950
建築設備定期点検 200,000 0 200,000 157,250 42,750

共益費 5,000,000 0 5,000,000 4,090,928 909,072
公租公課 1,000,000 0 1,000,000 1,133,900 -133,900
事務経費 1,800,000 0 1,800,000 1,800,000 0
ニーズ対応費 622,000 0 622,000 652,799 -30,799

42,491,000 0 42,491,000 42,863,281 -372,281

0 0 0 810,256 -810,256

自主事業収入

科目

雑入

利用料金収入

通勤手当

平成24年度収支決算書
収入の部

収入合計

雇用保険料
労災保険料

差引

支出合計

科目

指定管理料

支出の部



（様式１０）



施設名　若葉台地区センター

　　　　            　平成２４年度利用料金収入実績

部屋利用料 キャンセル料 領収金額合計

４月 295,060 0 295,060

５月 162,540 3,360 165,900

６月 129,450 240 129,690

７月 188,240 2,820 191,060

８月 170,690 2,490 173,180

９月 207,730 1,200 208,930

１０月 109,080 720 109,800

１１月 104,740 1,620 106,360

１２月 144,910 1,140 146,050

１月 184,220 3450 187,670

２月 167,680 570 168,250

３月 152,674 3000 155,674

合計 2,017,014 20,610 2,037,624

説明

部屋利用料＋キャンセル料＝領収金額合計

＊部屋利用料・・・部屋の利用に対する収受金額



平成24年度地区センター利用状況（団体+個人利用） 施設名 若葉台地区センター

前年度 前年比(%)

男性 女性 合計（Ａ） 幼児 小学生 中学生 高校生 大学生等 一般(男性) 一般(女性)
65歳以上
（男性）

65歳以上
（女性）

合計 合計（Ｂ） Ａ/Ｂ

　４月 29 3,621 3,233 6,854 182 805 409 147 98 802 1,681 1,809 921 6,854 6,455 106.2%
　５月 30 3,777 3,461 7,238 182 571 361 184 140 875 1,884 2,096 945 7,238 6,824 106.1%
　６月 29 3,469 3,643 7,112 277 507 220 220 120 869 2,042 1,866 991 7,112 7,353 96.7%
　７月 27 3,884 4,013 7,897 331 1,005 304 363 153 840 2,010 1,959 932 7,897 6,602 119.6%
　８月 26 4,302 3,395 7,697 361 1,116 387 338 146 899 1,536 2,032 882 7,697 6,404 120.2%
　９月 26 3,811 3,888 7,699 362 722 277 316 103 857 1,935 2,116 1,011 7,699 6,724 114.5%

上半期計 177 22,864 21,633 44,497 1,695 4,726 1,958 1,568 760 5,142 11,088 11,878 5,682 44,497 40,362 110.2%

１０月 30 3,951 4,058 8,009 358 654 255 376 75 844 2,213 2,230 1,004 8,009 7,127 112.4%
１１月 18 2,295 2,354 4,649 108 368 161 197 50 507 1,233 1,354 671 4,649 7,125 65.2%
１２月 12 1,102 1,254 2,356 76 250 90 77 15 341 691 493 323 2,356 5,912 39.9%
　１月 26 2,435 2,950 5,385 186 408 131 175 114 688 1,633 1,198 852 5,385 5,100 105.6%
　２月 27 2,667 3,620 6,287 335 438 86 184 99 823 1,809 1,279 1,234 6,287 6,920 90.9%
　３月 30 2,780 3,566 6,346 289 950 198 211 61 690 1,726 1,320 901 6,346 7,546 84.1%

下半期計 143 15,230 17,802 33,032 1,352 3,068 921 1,220 414 3,893 9,305 7,874 4,985 33,032 39,730 83.1%

年間合計 320 38,094 39,435 77,529 3,047 7,794 2,879 2,788 1,174 9,035 20,393 19,752 10,667 77,529 80,092 96.8%

区内 区外 市外 合計 体育室 レクホール 図書貸出冊数

４月 6,056 668 130 6,854 1,799 1,871
５月 6,265 813 160 7,238 1,907 2,044
６月 6,276 768 68 7,112 1,921 1,813
７月 6,967 819 111 7,897 1,831 1,930
８月 6,789 728 180 7,697 1,465 2,309
９月 6,778 816 105 7,699 1,640 2,104

上半期計 39,131 4,612 754 44,497 10,563 12,071

１０月 7,063 848 98 8,009 2,199 1,913
１１月 4,096 457 96 4,649 1,201 0
１２月 2,108 217 31 2,356 744 551
１月 4,582 731 72 5,385 1,541 1,518
２月 5,476 692 119 6,287 2,061 1,668
３月 5,454 709 183 6,346 2,011 1,908

下半期計 28,779 3,654 599 33,032 9,757 7,558

年間合計 67,910 8,266 1,353 77,529 20,320 19,629

※部屋稼働率の対象は，会議室・和室・工芸室・料理室・体育室・グループ室等団体が利用する部屋とする。

月別
開館日数
（日）

入館者数（人） 利用層別利用数(人)

月別
居住区別利用数(人) その他利用数



（様式８）

施設名　　　　横浜市若葉台地区センター

年月日 内容 対応結果

1 5月9日

ロビーでパソコンを使いたいがインターネッ
トはできますか。

ロビーでパソコンをご利用になることはでき
ますがインターネットは繋がっておりませ
ん。　　会議室と工芸室は使用できる事は
お伝えした。

2 6月25日

卓球ネットが古い。　　貼り方をきちんとして
欲しい。

ネットの整理を実施。紐の補修、新しいネッ
トとの交換を実施した。　　　　個人利用の
際はスタッフが張りなおす等の内容を掲示
した。

3 6月25日

新しい卓球台が汚れている。 プロの方に手入れ方法をお聞きし掲示し
た。　また　倉庫１に卓球台用の雑巾（マイ
クロファイバー）を用意、設置した。

4 8月31日

体育室個人利用の方より体育室の熱中症
対策として、扇風機の貸出・スポットエアコ
ンの取扱また非常口の開放等にについて
団体利用と同様にしてほしいというご意見
がありました。

依頼内容を検討し即日対応を実施した。
①扇風機については要望があれば貸出し
を実施。　②スポットエアコンについては体
育室横のロビーに固定設置し自由に使用
できるよう対応した。　③非常口の開放につ
いては駐車場の車の通行がある為、個人
利用時の開放は危険である為、非常口横
のダンパーサッシの開放角度の拡大の実
施による通風の改善を図るよう改修工事を
実施した。（８月２１日実施済み）

5 1月31日

確定申告の用紙は置いていないのか。そ
のくらいはサービスで置いておくべきだ。

税務所とは直接の関係がないので難しい。
たまたま証明発行コーナーの戸籍課の方
がいたので次回出張の時に持参することを
約束してくれた。昨年同じ質問があったので
税務署に問い合わせたところ税務署の出
張所があるのでそこを利用して欲しと言わ
れた。今後の課題と考える。

6

7

8

9

10

11

10

 苦情対応状況報告



（様式９）

施設名　　横浜市若葉台地区センター　　　　

実施時期 内　　容 効　　果

1 ２４・１１・１

「エレベーター工事の為、12～3末までロ
ビーが使えなくなるのは不便を感じる、従
来どうり待合せや憩いの場として利用でき
るように会議室をロビー扱いにできない
か。」という提案あり。

「工事の安全を図りながらなるべくご利用
できるよう開放します、会議室のロビー扱
いはできませんが、空きスペースの有効活
用は検討いたします。」の掲示を実施した。
また、11/1～のロビーの閉鎖を工事日程
の変更により閉館前日の11/18（日）まで可
能にした。

2 ２４・１・２４

休館中（エレベーター工事）に図書室蔵書
点検を行い併せて書庫整理、棚の配置換
えをし、明るく広いスペースを確保できた。

閲覧場所に近い書庫の本を探す人が見づ
らいとの意見もあったので解消され好評

3 25・3・20

部屋申し込みを今年度より一斉抽選とし、1
年をかけて問題点を検討し、できる限りの
合理化を図り申し込みしやすいように進め
てきた。

利用者には意見が反映され、時間の短縮
化も図られ好評。

サービス向上及び経費節減努力事項報告　



（様式12Ａ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 施設名

募集人数
延参加
人数

委託料支
出総額

参加費負
担総額

総経費
徴収の
有無

参加費用
１回1講師
当たり

1教室講師
謝金額

一般
金環日食を撮って記録に残
そう 5月13日 1 １０名 ８名 5,218 9,000 14,218 有 1,000 10000 10000 創立30周年記念事業

一般男性 男の料理　台所デビュー 5月18日　6月１日・15日 3 １６名 ４４名 39,006 32,000 71,006 有 2,000 6,666 19,999 助手6000円

一般 塩麹を使いこなす 6月28日 1 16名 16名 5,784 12,800 18,584 有 800 8,000 8,000

一般
からだいきいき講座　リフ
レッシュ体操中級 4月～7月 9 60名 405名 -64,080 180,000 115,920 有 3,000 10,000 90,000

中学生以
上の女性 自分で着るゆかた 7月22日　28日 2 10名 10名 14,930 3,500 18,430 有 500 8,000 16,000

一般
からだいきいき講座　リフ
レッシュ体操上級 4月～7月 13 60名 620名 -102,560 270,000 167,440 有 4,500 10,000 130,000

一般男性
野菜を使った手軽にできるフレ
ンチ 8月4日 1 16名 11名 12,254 15,600 27,854 有 1,200 11,111 11,111

一般 手打ちうどんにチャレンジ 9月1・8日 2 12名 21名 12,299 19,200 31,499 有 1,600 9,000 18,000

一般男性
男の料理ステップアップ編
レパートリーを増やそう 9月7・21日 2 16名 25名 112,879 19,500 132,379 有 1,500 8,000 16,000

一般 スポーツ吹矢にチャレンジ 9月5・19日　10月3日 3 20名 40名 7,675 21,600 29,275 有 1,200 8,000 24,000

一般 手軽にはじめるピラティス 4/18～7/4 6 10名 49名 28,060 20,000 48,060 有 2,000 7,000 42,000

一般
手軽にはじめるピラティス
（第２期） 8/6～10/15 8 10名 61名 33,540 30,000 63,540 有 3,000 7,000 56,000

どなたでも 秋の味覚　おいも掘り 10月28日 1 40名 33名 25,581 12,000 37,581 有 300 0 0 いも代一株200円

一般 包丁とぎ 6月9日・11月13日 2 各16名 30名 18,950 9,600 28,550 有 300 8,000 12,000 助手4000円

一般 そば打ち道場 11月7・14日 2 12名 23名 20,157 24,000 44,157 有 2,000 9,000 24,000 助手3000円

一般
フルーツ＆ベジタブルカー
ビング 11月17日　12月15・22日 3 10名 20名 15,336 12,600 27,936 有 1,800 6,666 20,000

一般 ビニール袋で作る手作りみそ １月８日 1 24名 23名 7,192 19,200 26,392 有 800 8,000 8,000
小学生～一

般 新春将棋大会 1月26日 1 40名 35名 24,659 17,500 42,159 有 500 11,021 11,021
小学生～

一般 新春囲碁大会 1月27日 1 48名 45名 20,884 22,500 43,384 有 500 5,510 5,510
中学生～

一般
チョットヨッテミテ座　笑って
元気寄席 5・7・9・1月 4 各40名 97名 32,000 32,000 無 4,000 8,000 演者２名

一般 生活を楽しむクラフト 6・10・2月 4 各10名 25名 23,832 11,500 35,332 有 500 6,682 26,680

一般 写経で美しい文字を ６月～11月 6 20名 104名 700 50,000 50,700 有 2,500 6,666 40,000

一般 リフレッシュ体操上級後期 9月～2月 18 60名 813名 -188,160 420,000 231,840 有 7,000 10,000 180,000

一般 リフレッシュ体操中級後期 9月～2月 12 60名 436名 -70,440 225,000 154,560 有 4,500 10,000 120,000

若葉台地区センター

開催時期

平成24年度　自主事業報告

備考
（共催団体・その他）

参加人員 自主事業経費

募集対象 事業名　　（教室名） 回数

１人当たり参加費 講師謝礼



（様式12Ａ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 施設名

募集人数
延参加
人数

委託料支
出総額

参加費負
担総額

総経費
徴収の
有無

参加費用
１回1講師
当たり

1教室講師
謝金額

若葉台地区センター

開催時期

平成24年度　自主事業報告

備考
（共催団体・その他）

参加人員 自主事業経費

募集対象 事業名　　（教室名） 回数

１人当たり参加費 講師謝礼

小学生～一
般 卓球教室 4月～3月 11 各20名 216名 108,050 0 108,050 無 7,000 7,000

一般 写経で美しい文字をＰａｒｔ2 9月～3月 6 20名 85名 1,243 50,000 51,243 有 2,500 6,682 40,093

どなたでも 八重樫東講演会 2月11日 1 200名 150名 141,850 0 141,850 無 111,370 111,370

どなたでも

第2回地区センターまつり
エジョえじょフェスタ 2月15・16日 2 特になし 514名 45,637 0 45,637 無 0

一般 グランドゴルフ大会 10月16日 1 80名 80名 27,823 0 27,823 無 0

0

127 0 0 360,299 1,507,100 1,867,399 45,500 303,374 1,044,784

※自主事業に要した総経費は、運営委託費（自主事業費から充当した額と、参加者負担費から充当した額の合計となります。

合計



 

 

（様式５） 

平成２４年度 委託内容一覧 

                                                施設名 横浜市若葉台地区センター   

 NO   委託期間        委 託 内 容     金   額      業  者  名 

１ 
2012/4/1～ 

2013/3/31

清掃業務 502,950 円/年 ㈱明光社 

２ 
2012/4/1～ 

2013/3/31

空調機等・非常警報装置  

給湯ボイラー・加湿器点検 

348,180 円/年 ㈱ﾊﾘﾏﾋﾞｽﾃﾑ 

３ 

2012/4/1～ 

2013/3/31

自動ドア保守点検    75,600 円/年  ㈱神奈川ﾅﾌﾞｺ 

４ 

2012/4/1～ 

2013/3/31

リソグラフ（ＲＰ３１０） 

 

52,500 円/年 

 

㈱ユニマット 

  ライフ 

５ 

2012/4/1～ 

2013/3/31

レンタルモップ、エアータオル 

消臭剤、レンタルマット 

  14,511 円/月 

 

㈱ユニマット 

クリーンライフ 

６ 

2011/9/1～ 

2016/8/31

東芝 STUDIO２５５ 

(コインラック付き) 

8,505 円/月 

+ 保守料金 

(利用枚数による) 

 東横システム㈱ 

 

７ 

2011/10/1～ 

2016/9/31

東芝 STUDIO２５４０C 

 （複合機）事務室用 

14,994 円／月 

+ 保守料金 

(利用枚数による) 

 東横システム㈱ 

 

８ 
2007/9/1～ 

2013/8/31

ＡＥＤのリース契約    5,145 円／月 

 

セコム（株） 

９ 

2012/4/1～ 

2013/3/31

建築設備定期点検 152,250/円 北沢建設㈱ 

１０ 

2012/4/1～ 

2013/3/31

害虫駆除 67,784/円 

 

アペックス消毒 

 



 

 

（様式６） 

平成２４年度 修繕一覧 

                                                施設名 横浜市若葉台地区センター  

 NO   修繕年月日        修  繕  箇  所     金   額      業  者  名 

 1 平成２４年 

６月２５日 

体育館防球ネット補修工事 

 

53,970 円 ㈱ライテック 

２ 平成２４年 

７月１９日 

ボイラー補給水管更新工事 142,800 円 ㈱ハスミ 

３ 

 

平成２４年 

８月２３日 

ダンパーサッシ改修工事 48,825 円 (株)ライテック 

４ 

 

平成２４年 

８月３１日 

自動ドア装置部品交換工事 283,500 円 (株)神奈川ナブコ 

 ５ 平成２４年 

１１月２７日 

自動ドア装置部品交換工事 旭区負担 (株)神奈川ナブコ 

６ 平成２４年 

１２月２７日 

襖紙張替作業 58,170 円 日亜建設(株) 

７ 平成２４年 

３月２５日 

空調機用加湿ポンプ内部  

部品交換 

19,000 円 

 

㈱ハリマビステム 

８ 平成２５年 

３月２５日 

トイレ ロータンクボール 

タップ交換工事 

8,900 円 ㈱ハリマビステム 

９ 平成２５年 

３月２５日 

 本館バルブ漏水修理 

  

26,250 円 ㈱ハスミ 

10 平成２５年 

３月２５日 

モップ洗い漏水修理 76,650 円 ㈱ハスミ 

 

11  平成２５年  

 ３月２５日  

 排煙錠取替工事 16,590 円  ㈱ライテック 



 

 

12 平成２５年 

３月２５日 

 エリミネーター交換 90,000 円 ㈱ハリマビステム 

 



 

 

（様式７） 

施設名 横浜市若葉台地区センター   

    平成 24 年度 備品一覧 
                                                     税抜き金額を記入する 

NO 品    名 形状･その他 単  価
購 入 廃 棄 

増減 
数 年月日 数 年月日 

1 パソコン ライフブックＡＨ 97,950 2 Ｈ24.6.1   増 

2 車いす マツナガ ＡＲ ＪＡ寄贈 1 Ｈ24.10.26   増 

3 テープデッキ ＴＡＳＣＡＭ 市負担 1 H24.12.19   増 

4 アンプ ＰＡ９１６ 市負担 1 H24.12.19   増 

5 チューナー ＷＴ９０４Ｈ 市負担 1 H24.12.19   増 

 6 映写機  不明   1 H25.1.12 減 

7 車いす  不明   1 H25.1.12 減 

8 テレビ  不明   1 H25.1.12 減 

9 テーブル 大 不明   2 H25.1.12 減 

10 卓球台  不明   2 H25.1.12 減 

11 ノートパソコン ＮＥＣ 167,000   2 H25.1.12 減 

12 ノートパソコン ＳＯＮＹ 249,800   1 H25.1.16 減 

13 デスクパソコン 富士通 149,100   3 H25.1.12 減 

14 テープデッキ ＭＺ１１ 不明   1 H25.1.12 減 

15 アンプ ＷＡ７４０ 不明   1 H25.1.12 減 

16 チューナー ＷＴ８７０ 不明   1 H25.1.12 減 



 

 

17 フラップテーブル Ｚ型 天板付 36,000 1 H25.3.26   増 

18 システムテーブル 90Ｘ70 57,200 2 H25.3.26   増 

19 ティアテーブル ＣＰＷＡ１０ 67,000 4 H25.3.26   増 

20 木製傾斜文庫本棚 ７段 267,885 1 H25.3.26   増 

21 木製傾斜文庫本棚 ４段 142,115 1 H25.3.26   増 

22 合板傾斜文庫本棚 ５段 93,000 1 H25.3.26   増 

23 タ二コ－移動台 ＴＸ-ＭＴ-１２０ 36,477 1 H25.3.26   増 

24 長机  不明   11 H25.3.29 減 

25 長テーブル  不明   6 H25.3.29 減 

 

※ 平成 24 年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。 



横浜市若葉台地区センター委員会会則

(設 置 )

第 1条 本会を横浜市若葉台地区センター委員会 (以下 「委員会」 とい う。)と 称 し、

事務所を横浜市若葉台地区センター (以下 「センター」とい う。)内 に置 く。

(目  的 )

第 2条 委員会は、センターの運営に際 し、その効果的な活用を通 じて、地域住民の自

主的な活動 と相互交流を深め、地域コミュニティーの形成を促進することを目的

とする。

(事 業 )

第 3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行 う。

(1)セ ンターの自主事業及びイベン トの企画並びに実施

｀° (2)セ ンター利用者の要望等の反映

(3)そ の他 目的達成に必要な事項

(組 織 )

第 4条 委員会は、センターを利用する地域の次の組織機関を代表する委員をもつ

て組織する。

(1) 若葉台連合 自治会           2名

(2) 若葉台地区青少年指導員連絡協議会   1名

(3) スポーツ推進委員           1名

(4) 若葉台地区社会福祉協議会       1名

(5) NPO法 人若葉台スポーツ 0文化クラブ 1名

(6)旭 区老人クラブ連合会若葉台支部    1名

(7)若 葉台管理センター          1名



(委員の任期 )

第 5条 委員の任期は、 1年 とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期終了後の委員は、後任者が選任 されるまで、その職務を行 うものとする。

(役 員 )

第 6条 委員会に、次の役員を置 く。

(1)会 長   1名

(2) 副会長   1名

(3)総 務   1名

(役員の職務 )

第 7条 会長は、委員を代表 し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐 し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

｀°3 総務は、委員会の庶務をつかさどる。

(役員会 )

第 8条 委員会の中に役員会を置 くことができる。

2 役員会は、第 6条の役員をもつて構成する。

3 役員会は、会長が招集 し、随時開催する。

4 役員会は、会長が提案する事項を審議 し,緊急を要する事項については、

役員会で決定する。

(役員の選出)

第 9条 会長、副会長は、委員の中から互選により選出する。

2 総務は、委員の中から会長が委嘱する。

(会 議 )

第 10条 委員会の会長は、会議を随時開催 し、次の事項を審議する。

(1)予算及び決算



(2)事業計画

(3)会則の改廃

(4)そ の他、会長が付議する事項

2 会議は、会長が招集 し、議長 となる。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもつて決 し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。

4 センター職員は、会議に出席 し、意見を述べることができる。

(協議事項 )

第 11条 センターは、地方 自治法第 244条に定める公の施設であるので、施設の

適切な運営を期するため、運営に関する重要な事項は、横浜市等の関係行政

機関と協議する。

(利用者会議 )

第 1ヽ・2条 会長は、必要に応 じてセンター利用者の意見を聞くため、利用者会議を

開催する。

(会 計 )

第 13条 委員会の経費は、財団法人若葉台管理センターから配布 される予算をもつ

てあてる。

2 委員会の会計年度は、毎年 4月 1日 に始ま り翌年 3月 31日 に終わる。

(会則の改正 )

第 14条  この会則は、委員定数の過半数をもつて改正することができる。

(委 任 )

第 15条  この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。



付 夕lll

この会則は、

この会則は、

この会則は、

この会則は、

この会則は、

この会則は、

平成 7年 4月 1

平成 11年 11

平成 13年 7月

平成 14年 4月

平成 18年 4月

平成 19年 5月

日か ら施行す る。

月 26日 か ら施行す る。

15日 か ら施行す る。

1日 か ら施行す る。

1日 か ら施行す る。

26日 か ら施行す る。



施設名　　      若葉台地区センター　　　　　　　　　　　　　　　　
地区センター委員会開催状況

平成２４年　第１回若葉台地区センター委員会　

日　程 平成２４年５月２７日(日）　１０時００分～１１時５０分

場　所 地区センター会議室

出席者
委員長・副委員長・委員4名・館長・副館長2名　管理センター課長補佐　　

【議題】

①新センター委員の紹介（会長・副会長選出）　　②平成２３年度利用状況及び事業
報告　　　③平成２４年度事業報告について　　　④大規模修繕について　　　⑤若葉
台地区センター創立三十周年記念事業について　　　⑥平成２４年度利用者会議に
ついて　　　⑦その他

【意見等】

上記項目の説明
委員より・・・旧西中図書室の開館（6/2）、専門書・百科事典・古書が多く地区セン
ターと棲み分けをする
第１回利用者会議日程6/16（土）　10：00～12：00

平成２４年　第２回若葉台地区センター委員会　

日　程 平成２５年３月１６日(日）　１５時００分～１６時３０分

場　所 地区センター会議室

出席者
委員長・副委員長・委員5名・館長・副館長2名　管理センター課長補佐

【議題】

①地区センター開設30周年記念事業総括　会計報告　　②平成25年度スタッフ募集
結果　　　　③平成25年度事業計画について　④平成25年度減免団体・優先利用団
体　⑤大規模修繕　⑥平成25年度利用者会議日程の決定・センター委員選出・第1
回センター委員会日程の決定　⑦その他

【意見等】

上記項目の説明
平成２５年度第１回センター委員会日程　6/1（土）15：00～17：00
平成２５年度第１回利用者会議日程　6/15（土）10：00～12：00に決定

利用者会議開催状況

日　程 平成２４年６月１６日(土）　１０時００分～１１時５０分

場　所 地区センター会議室

出席者

委員長・副委員長・委員3名・館長・副館長2名　管理センター課長補佐　　利用団体（４６団体・５４名）

【議題】

①平成２４年度地区センター新委員の紹介　　②平成２３年度利用状況及び事業報
告　　　③平成２４年度事業計画　　④大規模修繕　　⑤センターまつり　　⑥質疑応
答・情報交換

【意見等】

・エレベーター設備設置工事（11月予定）　　・体育室音響装置更新工事（6月現地調
査）　　地区センターまつり平成２５年２月１６日・１７日予定
第１回地区センターまつり説明会１０月２３日予定



（様式１１）

実施内容 金　　額 備　　考

利用者の要望・劣化の為

利用者の要望為

利用者の要望・劣化の為

利用者の要望・劣化の為

利用者の要望為

合計 652,799円

6

7

1 和室畳表替

3

4

5

105,630円

施設名　横浜市若葉台地区センター

平成２４年度 ニーズ対応費使途一覧

児童図書2

スタッキングチェアー　Ｗ・Ｇ

スタッキングチェアー　ピンク

麻雀卓セット

93660円

320250円

49,239円

84,020円



一般財団法人若葉台まちづくりセンター財務規程

（昭和５９年４月１日施行）

改正 昭和６３年３月２５日 平成２５年４月 1 日

平成２２年 1 月 1 日

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この規程は、別に定めるものを除き、一般財団法人若葉台まちづくりセンター（以

下「センター」という。）の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条 この規程において、事務局長、総務課長とは、センター処務規程第５条に定める

事務局長、総務課長をいう。

（経理の原則）

第３条 会計は事業の経営成績及び財務状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並

びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて計上し、企業会計の原則に従って経理し

なければならない。

（会計の区分）

第４条 会計は、公益目的事業会計、収益目的会計及び法人会計に区分して経理するもの

とする。

２ 前項に定める会計のほか、必要あるときは、理事会の議決を経て特別会計を設けるこ

とができる。

（年度の所属区分）

第５条 収益及び費用の発生並びに資産、負債及び資本の増減又は異動に関する会計取引

は、その原因である事実が発生した会計年度において処理しなければならない。ただし、

これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度とする

ことができる。

（会計年度）

第６条 会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

（善管注意義務）

第７条 この規程に基づいて、金銭、物品、その他の資産を取り扱う者は、善良な管理者

としての注意を払わなければならない。

第２章 帳簿及び勘定科目

（会計帳簿）

第８条 会計帳簿は、主要簿及び補助簿とする。

２ 主要簿は、総勘定元帳及び金銭出納帳とする。

３ 補助簿は、各勘定の内訳明細簿とする。



（会計伝票）

第９条 会計に関する取引きは、すべて会計伝票により処理するものとする。

２ 会計伝票は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票の３種類とする。

（勘定科目）

第１０条 各会計における勘定科目の設定、区分、配列及び分類基準は、理事長が別に定

める。

（帳簿の照合）

第１１条 主要簿、補助簿その他相互に関連する帳簿は、随時照合しなければならない。

（帳簿の更新）

第１２条 会計帳簿は、原則として会計年度ごとに更新するものとする。

（伝票の発行）

第１３条 会計伝票は、取引発生の証拠となる書類に基づいて、遅滞なく発行しなければ

ならない。

２ 会計伝票は、勘定科目ごとに１伝票とする。ただし、必要があるときは、２科目以上

又は２件以上を集合することができる。

（科目の振替）

第１４条 整理済の科目に誤りを発見したとき又はその他必要が生じたときは、振替伝票

によって処理しなければならない。

（伝票の整理）

第１５条 会計伝票は、会計別に一連番号をつけて整理しなければならない。

２ 前項に規定する番号は、会計年度ごとに更新するものとする。

（伝票等の保管）

第１６条 総務課長は、会計伝票、証拠書類を一括して日付を追って編集し、保管しなけ

ればならない。

第３章 金銭

（金銭の範囲）

第１７条 この規程において金銭とは、現金及び預金並びに小切手、郵便為替証書等で金

銭に代わるべきものをいう。

２ 公社債、債券などの有価証券等は、金銭に準ずるものとして取扱う。 
（取引金融機関の指定）

第１８条 センターが取引を行う金融機関（以下「取引金融機関」という。）は、理事長が

指定する。

２ 取引金融機関との取引に使用する公印は、理事長が定める。

（金銭の出納及び保管）

第１９条 金銭の出納及び保管は、会計責任者が行うものとする。

２ 会計責任者は、事務局長とする。



３ 金銭の出納は、すべて所定の手続によって発行した会計伝票に基づいて行わなければ

ならない。

４ 金銭は、すべて取引金融機関に預け入れる等の確実な方法により、保管しなければな

らない。

（金銭の収納）

第２０条 収納した金銭は、原則として当日中に取引金融機関に預け入れるものとし、こ

れを支払いに充当してはならない。

（委託による収納手続）

第２１条 金銭の収納事務を取引金融機関に委託した場合の収納手続は、それぞれの委託

契約の定めるところによる。

（小口現金）

第２２条 総務課長は、小口の支払い等にあてるため、理事長が別に定める現金を保管す

ることができる。

２ 小口現金は、毎月末日及び不足の都度精算を行い補てんするものとする。

（請求書及び領収書の発行）

第２３条 金銭を収入しようとするときは、請求書（第１号様式）を発行しなければなら

ない。

２ 金銭を収納したときは、領収書を発行しなければならない。ただし、銀行振込の場合

で、相手先と特約したときは、領収書を発行しないものとする。

３ 銀行振込以外の方法により収納する場合の領収書の発行は、会計責任者以外の者が行

ってはならない。

４ 請求書及び領収書の用紙には、一連の番号を付し会計責任者が整理保管するものとす

る。 
（金銭の在高照合）

第２４条 会計責任者は、現金については毎日、預金については、毎月末取引金融機関に

よる残高証明書により、それぞれの在高を関係帳簿と照合しなければならない。

（預金の運用）

第２５条 取引金融機関に対する預金は、できる限り資金効率を高めるよう運用しなけれ

ばならない。

（資金の借入）

第２６条 資金の借入れは、理事長がこれを行うものとする。

（収入伝票の発行）

第２７条 収納事務の委託を受けた金融機関及び取引金融機関の預金口座に振り込まれた

納入金があるときは、収入伝票を発行しなければならない。

（支出命令）

第２８条 支出命令は、事務局長が支出伝票に決裁することにより行う。 



２ 支出命令は、第６０条に規定する執行伺に適合するか否かを調査し、かつ、支払義務

が発生していることを確認して行わなければならない。

３ 資金前渡、概算払、前金払及び部分払をする場合においては、その旨、支出伝票に表

示しなければならない。

（支払の方法）

第２９条 支払は、原則として取引金融機関の発行する小切手又は銀行振込の方法により

行う。 
（振込依頼書の発行）

第３０条 銀行振込の方法により支払いをしようとするときは、振込依頼書を取引金融機

関に送付しなければならない。

２ 前項の振込依頼書の内容を変更しようとするときは、変更依頼書により取引金融機関

に通知しなければならない。

（領収書の受取）

第３１条 金銭の支払いをしたときは、領収書を受け取らなければならない。ただし、領

収書を受け取ることが困難である場合は支払証明書をもって、これに代えることができ

る。 
２ 銀行振込の方法により支払いを行う場合で、相手方と特約してあるときは、振込依頼

銀行の振込依頼受取書をもって領収書に代えることができる。

（支出伝票の添付書類）

第３２条 支出伝票には、請求書その他支払いを証明する書類を添付しなければならない。

ただし、特別の事由により添付できない場合には、その旨伝票に付記するものとする。

（資金前渡）

第３３条 次の各号に掲げる経費については、その資金を前渡することができる。

（１）謝礼金又はこれに類する経費

（２）講習会、打合会等に要する経費

（３）小口現金

（４）前３号に掲げるもののほか、理事長が特に必要と認めた経費

２ 資金前渡は、理事長が特に認める場合を除き、同一経費については、前回の前渡金の

精算が終了した後でなければこれを受けることはできない。

（前渡金の流用禁止）

第３４条 資金前渡を受けた者は、前渡金をその目的以外に使用してはならない。

（概算払）

第３５条 次に掲げる経費は、概算払をすることができる。

（１）宿泊を必要とする旅行に要する経費

（２）訴訟に要する経費

（３）前２号に掲げるもののほか、理事長が特に必要と認めた経費



（前渡金及び概算払の精算）

第３６条 前条及び第３３条の支出目的を終了したときは、速やかに精算を行い、残余金

がある場合は、直ちに返納しなければならない。

（前金払）

第３７条 次の各号に掲げる経費は、前金払をすることができる。

（１）前金で支払をしなければ契約し難い請負、購入又は借入れに要する経費

（２）保険料

（３）負担金、交付金及び委託費

（４）前３号に掲げるもののほか、理事長が特に必要と認めた経費

（部分払）

第３８条 工事、製造その他の請負契約又は物件の購入契約において定めがある場合は、

その完成前又は完納前に、既成部分又は既納部分に応じて、その代価の一部を支払うこ

とができる。

２ 前項の規定により行う部分払の額は、次の各号に定める額を超えない額とする。

（１）工事・製造その他の請負については、出来高検査に基づいては、その既成部分に対

する代価の 90 パーセントに相当する額

（２）物件の購入については、既納部分に対する代価に相当する額

（立替払）

第３９条 緊急かつ予期しなかった経費を立替払いした者は、帰社又は支払い後５日以内

に、証拠書類を添えて立替金を請求することができる。

２ 前項に定める立替金の額は、１万円を限度とする。

（過誤払に係る支払金の取扱）

第４０条 過誤払した金銭を戻し入れする場合は、当該支出科目に戻し入れなければなら

ない。

（預り金の整理区分）

第４１条 預り金は、他の収入と明確に区分して整理しなければならない。

（現金又は有価証券の受入れ） 
第４２条 現金を預るときは、当該現金と引換えに、納入者に対し預り証を交付しなけれ

ばならない。

（預り金の出納）

第４３条 預り金の出納は、本章に定めるところに準じて処理しなければならない。

第４章 物品

（物品の範囲）

第４４条 物品とは、次の各号に掲げる物をいう。

（１）消耗品及び消耗備品

通常の方法による短期間の使用により、その性質又は形状を失うことにより使用に



耐えなくなるもの及び耐用年数１年未満又は取得価格１０万円未満のもので、比較的

長期にわたって使用に耐えるものをいう。

（２）印紙切手類

（物品の出納及び管理）

第４５条 物品の収納及び管理は、総務課長が行うものとする。

（調達）

第４６条 物品の調達に際しては、常に市場価格を調査し、低廉な価格で確保するよう努

めなければならない。

（受入れ及び払出しの手続）

第４７条 印紙切手類の受入れ又は払出しは、印紙切手類出納簿に記入して行うものとす

る。 
（保管）

第４８条 総務課長は、受け入れた物品を適当な場所に、品名、形状等の別に整理して保

管しなければならない。

（不用品の処分）

第４９条 総務課長は、物品のうち不用品を発見したときは、その市場価格等を調査し、

事務局長の承認を得て売却しなければならない。ただし、売却してもその価格が売却費

用を償うことができないと認められる物、買受人のない物その他売却を不適当と認める

ものについては、事務局長の承認を得て廃棄処分にすることができる。 
第５章 固定資産

（固定資産の種類）

第５０条 固定資産は、これを次のとおり分類する。

（１）基本財産

土地

（２）その他固定資産

土地、建物、構築物、設備造作、車両運搬具、工具器具備品、電話加入権、ソフト

ウエア、投資有価証券、長期貸付金、預け保証金、出資金、長期未収金、その他の

繰延資産

（固定資産の管理）

第５１条 固定資産は、事務局長が管理する

（取得価額）

第５２条 固定資産の取得価額は、次の各号に定めるところによる。

（１）購入によるものは、購入に要した価額及びその付帯費

（２）工事又は製造によるものは、工事又は製造に要した直接費及び間接費の合計額

（３）交換によるものは、交換のための提供した資産の帳簿価額に交換差額を加算又は控

除した額



（４）無償で譲受けたものその他前３号によるもの以外のものは適正な評価額

（登記又は登録）

第５３条 登記又は登録を要する資産を取得したときは、遅滞なく、その手続を行わなけ

ればならない。

（損害保険）

第５４条 火災等により損害を受けるおそれのある有形固定資産は、原則として適時適正

な額により損害保険を付さなければならない。

（不用固定資産の処分手続）

第５５条 不用固定資産の処分手続は、第４９条に規定する不用品処分の例により行うも

のとする。

（帳簿整理）

第５６条 事務局長は、固定資産台帳を備え付け、資産の増減及び異動を整理し、常にそ

の状況を明らかにしなければならない。

（償却方法）

第５７条 減価償却は、定額法及び定率法により行うものとする。

２ 固定資産の耐用年数、償却率及び残存価額は、減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に規定するところによる。

第６章 予算及び決算

（予算の作成）

第５８条 事務局長は、毎年 3 月２０日までに新事業年度の事業計画及び予算の原案を作成

して理事長に提出しなければならない。

（執行計画）

第５９条 事務局長は、予算の計画的執行を図るため、毎四半期毎に収支予算の執行計画表

を作成し、業務の円滑な運営を図らなければならない。

（執行伺）

第６０条 収入又は支出を伴う事業を執行しようとするときは、あらかじめ、目的、用途、

金額、所属年度、収入又は支出科目その他の執行内容を明記した執行伺により、事務決裁

規程に基づき決裁を受けなければならない。

（決算）

第６１条 決算は年１回とし、第６条に定める会計年度を期間とする。

（経理状況報告）

第６２条 事務局長は、毎月末日をもって合計残高試算表を翌月２０日までに作成し、必要

に応じて理事長に提出しなければならない。

（帳簿の締切り）

第６３条 事務局長は、決算整理の手続きが終了したときは、各勘定の締切りを行わなけ

ればならない。



（諸表の作成）

第６４条 事務局長は、毎年５月２０日までに、次に掲げる書類を作成し、理事長に提出し

なければならない。

（１）事業報告

（２）事業報告の付属明細書

（３）貸借対照表

（４）損益計算書（正味財産増減計算書）

（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の付属明細書

第７章 契約

（契約書の作成）

第６５条 売買、請負その他の契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項のうち必要

なものを記載した契約書を作成しなければならない。

（１）契約の目的

（２）契約金額

（３）工期

（４）契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

（５）監督及び検査

（６）履行遅滞その他債務不履行の場合における違約金

（７）危険負担

（８）かし担保責任

（９）契約の解除条件

（10）契約に関する紛争の解決方法

（11）その他必要な事項

（契約書作成の省略）

第６６条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する契約書の作成を省略する

ことができる。この場合においては、前条の契約書の記載事項に準じて必要な事項を記載

した請書（工事請書の場合は第２号様式）又は見積書を提出させなければならない。

（１）２００万円未満のものについて、契約を締結するとき。ただし、２００万円未満５０

万円以上については請書とし、５０万円未満であっても工事保証期間が２年を越えるも

のについては請書とする。

（２）物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入し、そのものを引取るとき。

（３）物品を購入する場合において、直ちに現品の検収ができるもの

（４）その他理事長が特に認めるもの

（過怠金）

第６７条 契約の相手方の責に帰すべき理由による契約の履行遅滞に対しては、契約金額に

つき年１４．６パーセントの割合に相当する額の過怠金を徴する。ただし、天災地変等に



よりやむを得ないと認められるときはこの限りでない。

（指名競争入札）

第６８条 契約の締結を指名競争入札の方法で行う場合においては、「神奈川県工事等指名

業者選定基準」に準じて入札者を指名するものとする。

２ 入札の指名は、別に定める工事指名業者選定委員会（以下「指名委員会」という。）に

おいて決定する。

（予定価格及び最低制限価格）

第６９条 入札にあたっては、入札する事項、価格を当該事項に関する仕様書、設計書等に

よって予定し、その予定価格を決定するものとする。ただし、工事の請負にかかるものに

ついては、原則として予定価格とともに最低制限価格を設定しなければならない。

２ 予定価格は、入札する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定

期間継続して行う製造、修理、売買等の契約の場合においては、単価についてその予定価

格を定めることができる。

３ 最低制限価格は、原則として予定金額の８割５分以上をもって定めるものとする。ただ

し、建築物、構築物、または宅地造成などの完成、修繕等を目的としない契約又は理事長

が特に認める場合については、入札執行権者の承認を得て最低制限価格を定めないことが

できる。

４ 第１項から第３項にかかわらず、次の各号に掲げる契約については、予定価格の作成

を省略することができる。

（１）委託契約：人材派遣会社との契約、コンピューターソフトシステム作成・変更契約、

タクシー利用契約、複写機使用・保守契約、社屋維持に係る契約で予算金額が２５０

万円以下の契約、弁護士・司法書士・公認会計士との契約、その他これらに類する契

約

（２）工事契約等：予算金額が２５０万円以下の工事、若しくは製造を請け負わせ、又は

予算金額が１００万円以下の物件の売買をするとき

（３）その他の契約：消耗品等物品購入契約、リース契約、その他理事長が特に認めた契

約

（落札者の決定）

第７０条 入札においては、次の各号のいずれかに該当する者をもって落札者とする。

（１）工事の請負、物品の製造、購入等については、予定価格以内であって最低価格の入

札をした者。ただし、最低制限価格を設けた工事の入札については、その制限価格を

下らない最低価格の入札をした者

（２）物品の売払いについては、予定価格以上であって、最高価格の入札をした者

（随意契約）

第７１条 次の各号に掲げる場合は、随意契約によることができる。

（１）不動産及び物品の売買、賃借、その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適さ



ないとき

（２）緊急の必要により、競争入札に付することができないとき

（３）競争入札に付することが不利と認められるとき

（４）時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込のあるとき

（５）競争入札に付し入札者がないとき、又再度の入札に付し落札者がないとき

（６）落札者が契約を締結しないとき

（７）第６９条第 4 項第 2 号に該当するとき

（８）指名委員会において随意契約によることが決したとき。ただし、２５０万円以上

５００万円未満の場合

（９）前各号に定めるもののほか、理事長が特に必要と認めたとき

（随意契約の方法）

第７２条 契約の締結を随意契約の方法によって行う場合においては、なるべく２者以上

から見積書をとることとし、その選定業者数は予算金額に応じて別に定める。ただし、

２者以上から見積書をとることが事実上根拠のない契約、指名委員会において１者のみ

の随意契約を決定した場合又は５００万円以上であっても、施工業者が特定され指名委

員会に諮り理事長が認めたものについては１者以上とすることができる。この場合、執

行伺い等にその理由を明記することにより省略できる。

２ 前項の規定にかかわらず、新聞、雑誌、専売品等で、いずれの業者においても販売価

格に相違がないもの及び理事長が特に認めるものについては、見積書をとることを省略

することができる。

３ 契約の締結を随時契約の方法によって行う場合の予定価格については、第 69 条の規定

に準じるものとする

４ 第１項の規定にかかわらず、予算金額が工事にあっては１００万円未満その他にあっ

ては５０万円未満のものについては、１人以上とすることができる。

第８章 雑則

（委任）

第７３条 この規程の施行に必要な帳簿の様式等定めのない事項については、理事長の定

めるところによる。

附 則

１ この規程は、昭和５９年４月 1 日から施行する。

２ 財団法人若葉台管理センター経理規程（昭和５４年 4 月 1 日施行）（以下「旧規程」と

いう。）は廃止する。

３ 旧規程により行われた手続きその他の行為は、この規程により行われたものとみなす。

附 則

この規程は、昭和６３年３月２５日から施行する。

附 則



この規程は、平成２２年１月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成２５年４月1日から施行する。



一般財団法人若葉台まちづくりセンター就業規則

（若葉台地区センター常勤職員用）

（平成１８年４月１日施行）

改正 平成２０年４月１日 平成２５年４月１日

第１章 総則

（目的）

第１条 この規則は、一般財団法人若葉台まちづくりセンター（以下「センター」という。）

と職員が相互信頼の上に立ち、秩序を維持し業務の円滑な運営を図り、もってセンター

の発展並びに職員の地位及び労働条件の向上を図ることを目的として定める。センター

及び職員はこの規則を遵守し、ともに協力してセンターの社会的使命を達成することに

努めなければならない。

２ 職員の労働条件、就業などに関する事項は、この規則及び関係諸規程のほか、労働 基

準法（以下「労基法」という。）その他の法令の定めるところによる。

（適用の範囲）

第２条 この規則は、次の職員に適用する。その他の職員については別に定めるところ に

よる。

(１) 若葉台地区センタ－館長

(２) 若葉台地区センタ－副館長

（規則遵守の義務）

第３条 センターは、この規則に基づく労働条件により職員を就業させる義務を負い、職員

の国籍、信条、性別、社会的身分を理由として、不合理な差別的取扱いをしてはならな

い。

２ 職員は、勤務に際しては職務上の責任を自覚し、誠実にこれを遂行しなければなら な

い。

第２章 採用

（採用）

第４条 職員は理事長が選考し、任命する。

２ 前項の選考は、職務を遂行するために必要な能力、適性などを判定して行う。

３ センターが管理する若葉台地区センターの運営委員会は、当該施設の職員を採用する場

合には、採用すべき職員を推薦することができる。

（選考時の提出書類）

第５条 センターに採用を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。

(１) 所定用紙に自筆したもの

  (２) 写真（３ヶ月以内に撮影したもの）

（採用時の提出書類）



第６条 新たに採用された者は、センターの指定する日時までに、次の書類を提出

しなければならない。ただし、選考の際、既に提出してあるものはこの限りではな

い。

(１) 自筆の履歴書（３ヶ月以内に撮影した写真貼付）

(２) 住民票記載事項の証明書

  (３) 誓約書

  (４) 通勤の方法

  (５) 前職のあった者は、厚生年金被保険者証及び雇用保険被保険者証

  (６) 給与所得の扶養控除申告書

  (７) 採用の年に給与所得のあった者は、源泉徴収票

  (８) 健康保険被扶養者届

  (９) その他センターが必要とする書類

（労働条件の明示）

第７条 センターは、職員の採用にあたっては、雇入通知書を交付することにより、

労働時間、賃金などにかかわる諸労働条件を明示する。

（記載事項の変更届）

第８条 職員は、第６条の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度速やか

に文書をもって届けなければならない。

第３章 勤務

第１節 勤務時間、休憩時間及び休日

（勤務時間）

第９条 職員の所定労働時間、各日の始業及び終業時刻は次のとおりとする。

(１) 所定労働時間

若葉台地区センタ－館長及び副館長

月曜日から土曜日 １日７時間

日曜日、祝日及び休日 １日７時間３０分

１週５日勤務

(２) 始業及び終業時刻 若葉台地区センタ－館長及び副館長

曜 日 勤務形態 始業時刻 終業時刻

早番 8時45分 16時45分月曜日から

土曜日まで 遅番 13時15分 21時15分

日曜日・祝日 8時45分 17時15分

（休憩時間）

第１０条 休憩時間は１時間とする。



２ 休憩時間は自由に利用することができる。

（休日）

第１１条 休日は、次のとおりとする。

  (１) 若葉台地区センタ－館長及び副館長

ア １週に２日センターがあらかじめ定める日

イ １２月２８、２９、３０、３１日、１月１、２、３、４日

ウ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する祝日及び

休日に勤務した場合は、別にセンターが定める日

エ その他センターが休日と定めた日

（休日の振替）

第１２条 センターは、業務の都合その他必要ある場合は、前条の休日を他の日に振り替え

ることがある。

２ 休日を振り替える場合は、原則として前４週間、後８週間でセンターが指定する日。た

だし、休日は、４週間を通じ８日を下回ることはない。

（育児時間）

第１３条 生後満１年に達しない乳児を育てる職員が、あらかじめ、申し出た場合は、休

憩時間のほかに、１日につき２回、それぞれ３０分の育児時間を与える。

２ 前項の時間は、無給とする。

（介護時間）

第１３条の２ 要介護状態にある対象家族を介護する職員があらかじめ申し出た場合は休

憩時間の他に、連続する３月の期間で、１日につき２回、それぞれ３０分の介護時 間

を与える。

２ 前項の対象家族とは、配偶者、父母、子及び配偶者の父母をいう。

３ 介護時間は、無給とする。

（非常時の時間外及び休日労働）

第１４条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、労

基法３３条の手続きを経て、所定の勤務時間を延長し、または所定の休日に勤務させるこ

とができる。

第２節 事業所外勤務及び出張

（事業所外勤務及び出張）

第１５条 センターは、業務上の必要がある場合は、事業所外勤務または出張勤務を命じる

ことがある。

２ 職員がセンターの任務をおびて、所定労働時間の全部または一部につき、事業所外また

は出張で勤務する場合は、あらかじめ、別段の指示をしない限り第９条に定める所定労働

時間を勤務したものとみなす。

３ 前項の業務の遂行につき、必要とされる労働時間が第９条に定める所定労働時間を 越

えることが通常の場合は、労使による協定を締結して、当該業務の遂行に通常必要 とす



る労働時間を定める。

４ 前項の規定により、勤務する職員は、当該協定により定めた労働時間を勤務したも の

とみなす。

５ 出張旅費に関する事項については、第４章の規定による。

第３節 出勤、退出、遅刻、早退等

（出勤及び退出）

第１６条 職員は、始業時刻に仕事が開始できるように出勤し、終業時刻以降は特別の指

示のない限り遅滞なく退出しなければならない。

（遅刻及び早退）

第１７条 始業時刻後に出勤した者は遅刻、終業時刻前に退出した者は早退とし、賃金

の支払については、第４章の規定による。

（遅刻、早退、外出等の手続）

第１８条 職員が、遅刻、早退、私用外出、その他不就労の場合は、所定の手続により事 前

に所属長（若葉台地区センタ－館長については、センター事務局長、副館長については

館長。以下同じ。）の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由により事前

に承認を得られなかった場合は、事後速やかに届け出て承認を得なければならない。

（欠勤手続）

第１９条 職員が、病気その他やむを得ない理由で欠勤するときは、その具体的事由と予

定日数を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、あ ら

かじめ届け出ることができないときは、欠勤した日から３日以内に届け出て、 承認

を得なければならない。

（診断書の提出）

第２０条 職員が、私傷病により連続１０日以上欠勤するときは、医師の診断書を所属長

に提出しなければならない。

（公民権の行使）

第２１条 職員が、勤務時間中に公民としての権利を行使し、公の職務を執行するときは、

事前に所属長に届け出なければならない。

２ センターは、前項の権利の行使または職務の執行に支障のない範囲において、その時刻

を変更させることがある。

第４節 休暇

（休暇の種類）

第２２条 センターの定める休暇の種類は、次のとおりとする。

(１) 年次有給休暇

(２) 夏季有給休暇

(３) 病気有給休暇

(４) 特別有給休暇

(５) 介護休暇



(６) その他センターが指定した休暇

（年次有給休暇）

第２３条 職員の年次有給休暇年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

２ 年次有給休暇年度の初日に在職する者に２０日の年次有給休暇を与える。休暇の翌 年

度への繰越加算は、２０日を限度としてこれを認める。

３ 年度の途中で採用された者の年次有給休暇は、次のとおりとする。

採用月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３

休暇日数 １８ １７ １６ １５ １３ １２ １０ ８ ７ ５ ３ １

４ 年次有給休暇は、１日を単位として取得しなければならない。ただし、センターが必要

と認めるときは、半日を単位として取得することができる。

（夏季有給休暇）

第23条の２ 職員が６月１日から９月３０日までの間に勤務する場合は、１日を単位と

して２日の範囲内で夏季有給休暇を与える。

２ 年度の途中で採用されたものの夏季有給休暇は、次のとおりとする。

採用日 ４／2～７／３１ ８／１～９／３０

休暇日数 ２日 １日

３ 夏季有給休暇は、１日を単位として取得しなければならない。ただし、センターが必要

と認めるときは、半日を単位として取得することができる。

（病気有給休暇）

第23条の３ 職員が、負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがや

むを得ないと認められる場合は、２０日の範囲内で病気有給休暇を与える。

２ 病気有給休暇は、１日を単位とする。

３ 職員は、病気有給休暇を取得する場合には、理由を添えてセンターに届出なければなら

ない。

４ 前項の届出には医師の診断書を添付しなければならない。ただし、３日以内の場合は、

診断書をその事実が判明するものに替えることができる。

（特別有給休暇）

第２４条 次の各号の一に該当する場合は、請求により連続した特別有給休暇を与える。

ただし、生計を一にする姻族及び継父母のときは、血族に準ずるものとする。

  (１) 配偶者または血族の父母が死亡したとき。 ７日

  (２) 血族の子が死亡したとき。 ５日

  (３) 血族の祖父母又は兄弟姉妹が死亡したとき。 ３日

  (４) 姻族の父母が死亡したとき。 ３日

  (５) 血族の孫、おじまたはおばが死亡したとき。 １日

  (６) 姻族の子、祖父母、兄弟姉妹、おじまたはおばが死亡したとき。 １日

（介護休暇）

第25条 負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、２週間以上の期間にわたり

職員の家族が常時介護を必要とする状態にある場合で、職員が当該家族を介護する必要

があり、かつ、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、６０日の期間

を限度として介護休暇を与える。

２ 前項の家族とは次の各号の者とする。

(１) 配偶者（事実上の婚姻関係と同様にあるものを含む）

(２) 父母（養父母を含む）

(３) 子（養子を含む）

(４) 配偶者の父母（養父母を含む）

(５) 職員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫

３ 介護休暇は１日を単位とし、連続した期間とする。



４ 介護休暇は、特別の事情がない限り、対象家族１人につき１回限りとする。

５ 介護休暇を取得した期間には、賃金を支給しない。

第４章 賃金

（賃金の締切日及び支払日）

第26条 賃金は、毎月１６日に、その月の全額を支払う。

２ 当日が休日または金融機関の休業日に当たる場合は、前項に定める支給日前の休日また

は金融機関の休業日でない日に順次繰り上げて支払う。

（賃金の支払及び控除）

第27条 賃金は、その全額を通貨で直接職員にその内訳を示して支払う。ただし、法令 に

定められたものなどは控除する。また、賃金は本人の申出により預金口座振込に よ

り支払うことができる。

（日割計算の日数）

第28条 この規則で定める日割計算の場合の日数は、その月の労働日をもってする。

（平均賃金）

第29条 この規則で用いる平均賃金の算出方法は、労基法第１２条に定めるところによる。

（賃金控除）

第30条 賃金の一部を控除する場合は、第３２条に定める基本給を日割又は時間割計算

でこれを控除して行う。

（端数計算）

第31条 賃金の支給に際し、その集計の結果に１円未満の端数を生じた場合は、その端

数金額を切り捨てる。

（賃金の分類）

第32条 賃金を次のとおり分類する。

(1) 基本給

(2) 通勤手当

（基本給の対象となる労働）

第33条 基本給は、１ヶ月（暦月）の就業に対して支給する。

（退職または死亡した月の基本給）

第34条 職員が退職または死亡した場合は、その月分の基本給は辞令日（または死亡当日）

までを日割計算して支給する。ただし、欠勤のため基本給を支給しないときを除く。

（基本給の額）

第35条 基本給の額は、別表１のとおりとする。

（欠勤した場合の計算）

第36条 職員が欠勤した場合は、基本給を日割計算した日額に欠勤日数を乗じた額を控

除して支給する。

（遅刻、早退、私用外出等の場合の計算）

第37条 所定労働時間の一部を休業した場合は、その時間に対する賃金は支給しない。

ただし、この規則で別に定めるときはその規程による。

２ 控除のための計算単位は、３０分をもって１単位とする。

（月度の中途の採用及び休復職の取扱い）

第38条 職員が、月度の中途より採用又は休復職した場合は、基本給計算上、採用または復

職前及び休職後の所定労働日を欠勤したものとみなし、第３７条に準じて取り扱う。



（通勤手当）

第39条 通勤手当は、合理的かつ経済的な方法によるものとする。その額については別

に定めるものとする。

（賞与）

第40条 賞与の支給率、支給基準日については、その都度理事長が決定する。

（旅費）

第41条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計

算する。

ただし、業務の都合または天災その他やむを得ない事由でこれによって旅行し難いと

きには、その現によった経路及び方法によって計算する。

第５章 服務規律

（服務の原則）

第42条 職員は、この規則のほか、センターの規則及び業務上の命令を遵守し、風紀、秩序

の維持及び能率の向上に務め、お互いに人格を尊重し、並びに誠実に勤務しなければな

らない。

（遵守事項）

第43条 職員は、勤務にあたり次の事項を守らなければならない。

(１) 自己の職務は、正確かつ迅速に処理し、常にその効率化を図ること。

(２) 業務の遂行に当たっては、センターの方針を尊重し、常に、同僚と互いに助け合い

円滑な運営を期すること。

(３) 消耗品は常に節約し、備品及び帳票類は丁寧に取り扱い、その保管には十分注意す

ること。

(４) 不正不義の行為により、センターの信用を傷つけ、またはセンター全体の不名誉と

なるような行為をしないこと。

(５) センターの施設、事務機器などをみだりに使用したり、許可なく私用に用いないこ

と。

(６) センターの許可なく自家用車で通勤し、または業務に用いないこと。

(７) 勤務時間中は、定められた業務に専念し、みだりに職場を離れ、または他の者の業

務を妨げないこと。

(８) センターの許可なく施設内など敷地内で宗教活動、政治活動など業務に関係のない

活動を行わないこと。

(９) センターの許可なく施設内など敷地内で、業務に関係のない集会、文書掲示または

配付、放送などの行為をしないこと。

(１０) その他センターが定める諸規程、センターの通達及び通知事項を守ること。

（人事異動）

第44条 センターは、職員に対して、職場または職務の変更その他人事上の異動を

命ずることがある。



（雇用期間）

第45条 職員の雇用期間は、採用日から当該年度の末日までとする。ただし、５年度を

限度として更新を妨げない。

２ 前項の規定にかかわらず６５歳に達した場合には、次年度以降の更新は行わないも の

とする。

（雇用更新期間の延長）

第46条 前条の規定にかかわらず、理事長が認めた場合に限り、後任者が選任される

まで２年度を限度として雇用更新期間を延長することができる。

（退職）

第47条 職員が、次の各号の一に該当する場合は退職とする。

(１) 退職を願い出て、承認されたとき。

  (２) 死亡したとき。

（解雇）

第48条 職員が、次の各号の一に該当する場合は解雇する。

  (１) 勤務成績が不良で職員としての適格性を欠くとき。

  (２) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、またはこれに耐えないとき。

  (３) 業務の都合により廃職または過員を生じたとき。

  (４) センター運営上著しく不適当とみられる事実があるとき。

  (５) 法令またはセンター諸規程に違反したとき。

第６章 研修

（研修）

第49条 センターは、センターの業務に関する職員の知識、技能などの向上を

図るために必要な研修を行う。

２ 職員は、センターの行う研修を進んで受けなければならない。

第７章 安全及び衛生

（安全の確保）

第50条 センターは安全確保及び災害防止に努めるものとする。

（安全の心得）

第51条 職員は、安全担当者その他の関係者の指示に従い、安全維持及び災害の防止に

努めなければならない。

（衛生の確保）

第52条 センターは、職員の保健衛生に関する事項につき注意を払い、職員の健康

の維持増進を図ることに努めるものとする。



（衛生の心得）

第53条 職員は、常に衛生担当者その他の関係者の指示に従い、保健及び衛生に関す

る事項を守り、健康維持増進に努めなければならない。

（健康診断）

第54条 センターは、次の健康診断を実施する。

(１) 定期健康診断

年１回定期的に実施する。

  (２) 臨時健康診断

伝染病が発生し、若しくは発生する恐れがあるとき、または特に必要と認められたと

きは、臨時に健康診断を行うことがある。

（健康診断の結果処理）

第55条 センターは、健康診断の結果に基づき、就業の場所または業務の転換、勤

務時間の短縮、その他職員の健康維持に必要な措置を命ずることがある。この場合、

職員はこれに従わなければならない。

附 則

（施行期日）

１ この規則は平成２０年４月１日から施行する。

（旧規則の廃止）

２ この規則の施行に伴い、（財）若葉台管理センター就業規則（（若葉台地区センター常勤

職員用）平成１８年４月１日施行）は廃止する。

（規則の改廃）

３ この規則の改廃は、理事長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は平成２５年４月１日から施行する。

別表１

常勤職員用就業規則第３５条（基本給の額）

職 種 採用時期 基本給

若葉台地区センター館長 平成２０年 4月 1日 ２２０，０００円

若葉台地区センター副館長 平成２０年４月１日 １９０，０００円



一般財団法人若葉台まちづくりセンター就業規則

（若葉台地区センター時給職員用）

（平成１８年４月１日施行）

改正 平成２０年４月１日 平成２５年４月１日

第１章 総則

（目的）

第１条 この規則は、一般財団法人若葉台まちづくりセンター（以下「センター」と

いう。）と職員が相互信頼の上に立ち、秩序を維持し業務の円滑な運営を図り、

もって若葉台地区センターの発展並びに職員の地位及び労働条件の向上を図る

ことを目的として定める。センター及び職員は、この規則を遵守し、ともに協力

して若葉台地区センターの社会的使命を達成することに努めなければならない。

２ 職員の労働条件、就業などに関する事項は、この規則及び関係諸規程のほか、 労

働基準法（以下「労基法」という。）その他法令の定めるところによる。

（適用の範囲）

第２条 この規則は、次の職員に適用する。その他の職員については別に定める

ところによる。

(1)  若葉台地区センタ－コミュニティスタッフ

(2)  若葉台地区センタ－コミュニティスタッフ作業担当

（規則遵守の義務）

第３条 センターは、この規則に基づく労働条件により職員を就業させる義務を負い、

職員の国籍、信条、性別、社会的身分を理由として、不合理な差別的取扱いをし

てはならない。

２ 職員は、勤務に際しては職務上の責任を自覚し、誠実にこれを遂行しなければな

らない。

第２章 採用

（採用）

第４条 職員は理事長が選考し、任命する。

２ 前項の選考は、職務を遂行するために必要な能力、適性などを判定して行う。

３ センターが管理する若葉台地区センターの運営委員会は、当該施設の職員を採用

する場合には、採用すべき職員を推薦することができる。

（選考時の提出書類）

第５条 若葉台地区センターに採用を希望する者は、次の書類を提出しなければなら

ない。



(1) 所定用紙に自筆したもの

  (2) 写真（３ヶ月以内に撮影したもの）

（採用時の提出書類）

第６条 新たに採用された者は、センターの指定する日時までに、次の書類

を提出しなければならない。ただし、選考の際、既に提出してあるものはこの限

りではない。

(1) 自筆の履歴書（３ケ月以内に撮影した写真貼付）

  (2) 誓約書

  (3) 通勤の方法

  (4) その他センターが必要とする書類

（労働条件の明示）

第７条 センターは、職員の採用にあたっては、雇入通知書を交付することにより、

労働時間、賃金などにかかわる諸労働条件を明示する。

（記載事項の変更届）

第８条 職員は、第６条の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度

速やかに文書をもって届けなければならない。

第３章 勤務

第１節 勤務時間、休憩時間及び休日

（勤務時間）

第９条 職員の労働日及び労働時間は次のとおりとする。ただし、若葉台地区センタ

ー館長は、必要に応じ勤務日を増減し、勤務時間を変更することができる。

(1) 労働日及び労働時間

ア 若葉台地区センターコミュニティスタッフ

１日４時間、１週７日勤務、隔週勤務

イ 若葉台地区センターコミュニティスタッフ作業担当

１日３時間、１週７日勤務、隔週勤務

(2) 始業及び終業時刻

ア 若葉台地区センターコミュニティスタッフ

時間帯 始業時刻 終業時刻

Ａ 時間帯 ９時 １３時



Ｂ 時間帯 １３時 １７時

Ｃ 時間帯 １７時 ２１時

イ 若葉台地区センタ－コミュニティスタッフ作業担当

始業時刻 終業時刻

８時３０分 １１時３０分

（休日）

第１０条 休日は、次のとおりとする。

ア １２月２８、２９、３０、３１日、１月１、２、３、４日

イ その他管理センターが休日と定めた日

（休日の振替）

第１１条 センターは、業務の都合その他必要あるときは、前条の休日を他の日に振

り替えることがある。

２ 休日を振り替える場合は、原則として１週間以内の特定日を振替休日として 指

定する。ただし、休日は、４週間を通じ４日を下回ることはない。

（非常時の時間外及び休日労働）

第１２条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、

労基法３３条の手続きを経て、所定の勤務時間を延長し、または所定の休日に勤

務させることができる。

第２節 出勤、退出、遅刻、早退等

（出勤及び退出）

第１３条 職員は、始業時刻に仕事が開始できるように出勤し、終業時刻以降は特

別の指示のない限り遅滞なく退出しなければならない。

（遅刻及び早退）

第１４条 始業時刻後に出勤した者は遅刻、終業時刻前に退出したものは早退とし、

賃金の支払については、第４章の規定による。

（遅刻、早退、外出等の手続）

第１５条 職員が、遅刻、早退、私用外出、その他不就労の場合は、所定の手続に よ

り事前に若葉台地区センタ－館長の承認を得なければならない。ただし、やむ得

ない理由により事前に承認を得られなかった場合は、事後速やかに届け出て承認

を得なければならない。

（欠勤手続）

第１６条 職員が、病気その他やむを得ない理由で欠勤するときは、その具体的事



由と予定日数を、あらかじめ若葉台地区センター館長に届け出て承認を得なけれ

ばならない。

ただし、あらかじめ届け出ることができないときは、欠勤した日から３日以内

に届け出て、承認を得なければならない。

（診断書の提出）

第１７条 職員が、私傷病により連続１０日以上欠勤するときは、医師の診断書を

若葉台地区センター館長に提出しなければならない。

第３節 休暇

（休暇の種類）

第１８条 センターの定める休暇の種類は、次のとおりとする。

(1) 年次有給休暇

  (2) その他センターが指定した休暇

（年次有給休暇）

第１９条 職員の年次有給休暇年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとす

る。

２ 年次有給休暇年度の初日に在職する者に、次の表により年次有給休暇を与え

る。

雇用更新年数週所定

労働日数

１年間の所定労

働日数 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

５日以上 ２１７日上 １０日 １１日 １２日 １４日   16日

４日 １６９～２１６日 ７日 ８日 ９日 １０日   12日

３日 １２１～１６８日 ５日 ６日 ６日 ７日 ９日

２日 ７３～１２０日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日

１日 ４８～ ７２日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日

３ 年度の途中で採用された者の年次有給休暇は、前項の表により計算する。

４ 年次有給休暇は、１日を単位として取得しなければならない。

第４章 賃金

（賃金の締切日及び支払日）

第２０条 賃金は毎月末日に締め切り、翌月16日に前月分の全額を支払う。

２ 当日が休日または金融機関の休業日に当たる場合は、前項に定める支給日前の休

日または金融機関の休業日でない日に順次繰り上げて支払う。

（賃金の支払及び控除）

第21条 賃金は、その全額を通貨で直接職員にその内訳を示して支払う。ただし、

法令に定められたものなどは控除する。また、賃金は労働基準法の手続きを



経て、本人の申出により預金口座振込により支払うことができる。

（平均賃金）

第22条 この規則で用いる平均賃金の算出方法は、労基法第１２条に定めるところ

による。

（賃金控除）

第23条 賃金の一部を控除する場合においては、時間割計算でこれを控除して行

う。

（端数計算）

第24条 賃金の支給に際し、その集計の結果に１円未満の端数を生じた場合は、

その端数金額を切り捨てる。

（賃金の分類）

第25条 賃金を次のとおり分類する。

(1) 時間給

(2) 通勤手当

（時間給の額）

第26条 時間給の額は、別表のとおりとする。

（通勤手当）

第27条 通勤手当は、合理的かつ経済的な方法によるものとし、別に定めるもの

とする。

第５章 服務規律

（服務の原則）

第28条 職員は、この規則のほか、センターの規則及び業務上の命令を遵守し、風

紀、秩序の維持及び能率の向上に務め、お互いに人格を尊重し、並びに誠実に勤

務しなければならない。

（遵守事項）

第29条 職員は、勤務にあたり次の事項を守らなければならない。

(1) 自己の職務は、正確かつ迅速に処理し、常にその効率化を図ること。

  (2) 業務の遂行にあたっては、センターの方針を尊重し、常に同僚と互いに助け

合い円滑な運営を期すること。

  (3) 消耗品は常に節約し、備品及び帳票類は丁寧に取り扱い、その保管には 十

分注意すること。

  (4) 不正不義の行為により、センターの信用を傷つけ、またはセンター全体の不

名誉となるような行為をしないこと。

  (5) センターの施設、事務機器などをみだりに使用したり、許可なく私用に用い

ないこと。



  (6) センターの許可なく自家用車で通勤し、または業務に用いないこと。

  (7) 勤務時間中は、定められた業務に専念し、みだりに職場を離れ、または他

の者の業務を妨げないこと。

  (8) センターの許可なく施設内など敷地内で宗教活動、政治活動など業務に関係

のない活動を行わないこと。

  (9) センターの許可なく施設内など敷地内で、業務に関係のない集会、文書掲示

または配付、放送などの行為をしないこと。

  (10) その他センターが定める諸規則、センターの通達及び通知事項を守ること。

（雇用期間）

第30条 職員の雇用期間は、採用日から当該年度の末日までとする。ただし、若葉

台地区センタ－コミュニティスタッフ作業担当は、５年度を限度として 更新

を妨げない。また、若葉台地区センタ－コミュニティスタッフ（作業担当を除く）

は、２年度を限度として更新することができる。

２ 前項の規定にかかわらず６５歳に達した場合には、次年度以降の更新は行わ な

いものとする。

３ 前１、２項の規定にかかわらず、若葉台地区センターコミュニティスタッフにつ

いて、公募による応募者がいない等の場合、健康でかつ適正があると理事長が認め

たときはこの限りではない。

（退職）

第31条 職員が、次の各号の一に該当する場合は退職とする。

(1) 退職を願い出て、承認されたとき。

  (2) 死亡したとき。

（解雇）

第32条 職員が次の各号の一に該当する場合は解雇する。この場合においては

３０日前までに予告をするか、または平均賃金の３０日分の予告手当を支払う。

  (1) 勤務成績が不良で職員としての適格性を欠くとき。

  (2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、またはこれに耐えないとき。

  (3) 業務の都合により廃職または過員を生じたとき。

  (4) センター運営上著しく不適当とみられる事実があるとき。

  (5) 法令またはセンター諸規程に違反したとき。

２ 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った場合にはその日数を短縮する。

第６章 研修

（研修）

第33条 センターは、センターの業務に関する職員の知識、技能などの向上を図る

ために必要な研修を行う。

２ 職員は、センターの行う研修を進んで受けなければならない。



第７章 安全及び衛生

（安全の確保）

第34条 センターは安全確保及び災害防止に努めるものとする。

（安全の心得）

第35条 職員は、安全担当者その他の関係者の指示に従い、安全維持及び災害の

防止に努めなければならない。

（衛生の確保）

第36条 センターは、職員の保健衛生に関する事項につき注意を払い、職員の健康

の維持増進を図ることに努めるものとする。

（衛生の心得）

第37条 職員は、常に衛生担当者その他の関係者の指示に従い、保健及び衛生に

関する事項を守り、健康維持増進に努めなければならない。

（健康診断）

第38条 センターは、次の健康診断を実施する。

(1) 定期健康診断

年１回定期的に実施する。

  (2) 臨時健康診断

伝染病が発生し、若しくは発生する恐れがあるとき、または特に必要と認め

られたときは、臨時に健康診断を行うことがある。

（健康診断の結果処理）

第39条 センターは、健康診断の結果に基づき、就業の場所または業務の転換、勤

務時間の短縮、その他職員の健康維持に必要な措置を命ずることがある。この場

合職員はこれに従わなければならない。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

（旧規則の廃止）

２ この規則の施行に伴い、（財）若葉台管理センター就業規則（（若葉台地区セン

ター時給職員用）平成１８年４月１日施行）は廃止する。

（規則の改廃）

３ この規則の改廃は、理事長が定める。

附 則

（施行期日）



１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。



別表

時給職員用就業規則第２６条（時間給の額）

スタッフ 作業担当

施設名

９時～１７時 １７時～２１時 ８時 30 分～11 時 30 分

若葉台地区センタ

ー
８５０円 ８９０円 ９９０円



平成24年度 アンケート集計結果

回答数   70団 体

1.設備・備品
ほ しい

件数 害1合

イ ある
７
′ 25%

口 特にない ０
乙

民
υ 75%

合 計 69 100%

・ バ ドミン トンネットが老朽化 していて大きな穴が空いている。替えて欲 しい。
・ 正座できないとき、かがめないときの小物置きの台として小椅子を利用することがあ

る。同様の小椅子がもう一脚あると助かる。

'カ ウンター (カ ウント表示 )

・ 体育室にエアコンを設置 して欲 しい。
・ カラーコピー機
・ バ ドミン トンネット
・ 卓球とバ ドミントンの仕切 リネッ トで上の方のネッ トを細かい網にして欲 しいです。
・ 碁盤、碁石の増量。
・ ワイ ドサイズのスクリーン
・ 体育室は熱が籠 りやすいので涼 しくなる方法をお願いします。
・ 会議室の机の補強をして欲 しい。机が揺れて楽器が弾きづらく目が回る。
・ A面 ・B面 を区切るネットの上の方のマスロが大きいので卓球の球が通 り抜けてしまうの

で細かいのにして欲 しい。
・ 譜面台 10台
・ バ ドミントンネッ トの穴あき・ネットの目が粗い
・ フットサルゴールがほしい。
・ 謡曲見台を2～3台購入 してほしい。
・ 各調理台にまな板と包丁を 1セ ットづつ増 してほしい。
・ バ ドミントンネッ トの穴あきやぶれあり。



して欲 しい場所
件数 害1合

イ ある
０
乙 31%

口 特 にな い
７
ノ

И
十 69%

合 計
０
０

公
υ 10011

具体 に

a 全体 0

b 会議室 3 ・イスを片付けて利用 しているが椅子が重 く、机の上に乗せるのに苦
労 している。

・会議室の机のぐらつきを直 して欲 しい。
・テーブルにがたつきあり。

c 工芸室
う
０ ・パッチワーク作業で机が高 く作業 しづらい。椅子の高いものを何脚

か用意 してほしい。
・机の軽量化
・汚れた大きいバケツは処分 した方がいいのではないか。

d 和室
＾
υ ・畳を変えてほしい。衣類に付 く。

・畳が傷んでイグサのかけらが服につく。表替えをして欲 しい。

・定期的に畳の表替えをしていると聞いたがどのくらいの間隔か。畳
のささくれが洋服についてなかなか取れない。

・早めにクーラーを入れて欲 しい。
・空調 しても暑 く通気性を考えて欲 しい。
・照明の明るさを.希望。

e料 0

f
Ｏ
υ ・体育室倉庫の ドアス トッパーをシッカリしたものを付けて欲 しい。

・備品 (ネ ット入れ)箱が上段にあり取 り出しにくい。危険な時もあ
る。
・エアコンは必要。
・新卓球台のネットの不具合の改善をお願いします。
・シャワーの利用。制約が多く実際には利用できないのが現実です。
もう少 し利用 しやす くできないものか。

・倉庫にある卓球台のネットを張 りやす くして欲 しい。

・バ ドミン トンコー トと卓球の境の網をバ ドミントンコー トにかから
ないようにして欲 しい。

・体育室は熱がこもるので空調を付けて欲 しい。
・卓球のネットを新 しいのにして欲 しい。卓球台もいつも汚れていて

個人の (特 に中学生)扱いがよくない。バ ドミントンのところで卓球
のラケットで遊んでいるのをよく見かける。
・0部分の照明が暗い
・仕切 リネッ トの上半分の目が粗い
バ ドミン トンコー トとコー トの間に隙間がない。

g ロ ビー 0
トイレ 玄関



2.申 し込み方法
に して

件 数 割 合

イ 良い う
０

う
０ 61%

口 まあ良い
０
４ 22%

ハ  護善 9 17%

合 計 541    100%

会当日に関 して

イ 受付   | И
，

口 会計   1   2
ハ 抽選 7

二 その他 7

・ 動向状況がつかめたら廃止にしてほしい。
・ キャンセルが出来ないとのことだが何が起きるかわからないのでせめて何日か前までの

期限を設けてOKに して欲 しい。
・ 事前予約用紙を複写式にして欲 しい。手元に何も残らないので提出したか不安になる。
・ 代表者に伝言のため写 しがあると尚可。
・ 自分の手元に書類控えがないため不安。複写が欲 しい。
・ 予約申し込み時に申し込みが入っているか否かを確認できるようにできないか。その時

点で避ければ抽選となる枠も減 ります。利用者側に不利になることはないと思います。

・ 2か月前に予約 して毎回抽選 しなければならず前の予約の方が月日を間違えずに取れてい
い。予約をした時の控えがないため不安になる。

・確定できる時間帯、部屋を希望 したので1か 月分を1回 の手間で予約できて助かる。
・ 2か月先の申し込みはありがたい。
・計画が立てやす くなった。
・ 月に―度なので気が楽になった。
.教室が決まっているので取 りやす くなった。
.申 し込み日が一定 していると予定が立てやす くてよい。
・事前予約の予約時期が早 くなり予定が立てずらいのにキャンセルができないのは厳 しい
'仕事で抽選会に参加できない。
・ 以前のように毎回申込に来なくてもよく、一か月分まとめて予約できてよい。
・ 月一度回利用なので以前に比べて却つて煩雑になった。
・現在これが良いのか判断できない。他の利用者の声を知 りたい。
・事前予約方法がまだ分かりずらい。

・ まだ慣れないせいかもたついている。大部分のグループは確定 しているので抽選グルー
プについて待つ時間を考えてほしい。

・ 抽選会場がわからなかった。マイクを使うか表示 してほしい。
・全体の時間がかかりすぎと思う。
・ 受付が済み抽選までの時間が長いような気がする。短縮 して欲 しい。
・抽選会当日は時間がかかりすぎる。
'提出を忘れやすいので抽選日に出せるようにして欲 しい。 (月 1回 の利用者には面倒に

なった)

・ 抽選時間を15分 か20分 に始めて欲 しい (提出した日の控えをもらえないか)

・ 9時半を待たずに15分 くらいに開始できると思 う。早 く始めて欲 しい。
・ 申し込み状況が19日 の午後にでもホームページかセンターの掲示でわかるように出来な

いか。そうすれば抽選となる人だけが20日 の9時半に地区センターに集まればよくなる。
多くの方が9時半に集まらなくてもよくなる。また、申し込みをし料金を支払う期間をた
とえば20日 21日 中などと期間を設定すれば地区センターも人員を20日 の朝に集中して確
保する必要がなくなると思う。

・
抽選に外れた場合空いている日を選ぶために待ち時間が長すぎる。もっと早 く終われる
ようにして欲 しい。

・ 抽選会は昼行うため働いているものは参加できない。
・ 抽選の時にもっと優 しく接することを希望 します。会計も混むので応当日の方がよい。
・ 2回 目は混雑もなくスムーズでよかったでり。



・ 教室を複数回利用する者にとつて手続きが楽になった。
・ 今のところ2回、事前予約 した分が全て取ることができスムーズで助かる。
・ スムーズに進行 してよい。
・ 抽選会に地区センター職員の代理抽選できないか。
・ 抽選時間を9時 20分にしてほしい。
・ 一回目は込み合つたので対応のスピー ドアップしてほしい。
・ 一回目より二回目がスムーズになった。今後もより流れが改善されると期待する。
・ 抽選会の日も会議室の利用できないか。抽選を会議室外でできないか。



3.自 主事業・図書
⑤図書室・図書購入、貸出等での意見、要望

・新刊はみんな早く読みたいと思うので新刊のみ貸出期間をもう少し短くして欲しい。
・ 芸術関係の本 を増や して欲 しい。

⑥ 自主事業 ・ワンパク事業に関 して行て欲 しい事業、要望
・ 各地区センター毎に力を入れるスポーツが振 り分けられているのか。若葉台は卓球やス

トレッチ関係に集中しているようだがソフトバレーを自主事業でやつてもらえないだろ
うか。

4.そ の他  気付 いた点 ・要望
・ いつも好感度がよく気持ちよく使つている。
・ いつも使いやす く配慮 してもらっている。
・ 利用時間が短い。長 くして欲 しい。
・ 一か月ごとに抽選 して欲 しい。
・ 利用日の1年間決定 している時は1年間の契約にして欲 しい。
・ 部屋数を増や して欲 しい。地下ロビーを部屋にしたらどうか。
・ 来館者が多くて大変かと思いますが受付の方が笑顔で挨拶 してくれるといいと思 う。
・ 体育室のモップがいつも汚れている。
・ 駐車場の確保が難 しいならば、わかば駐車場の無料時間を3時間にしてほしい。
・ 正午から利用 していますが、数分前に開けていただき有難い。
・ 子供のプレイルームが地下で窓も小さく息苦 しい、災害時の対応はどうしているのか。
・ 8月 は月・水・金の 9時～ 15時体育室が個人利用で予約ができません、空きをつくつ

てほしい。月・水・金の個人利用は 8月 夏休みを考慮 しているのか?



平成  24年  4月  22日
(提 出先 )

横浜市長 林 文子殿
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団体名  (財)若葉台管理センター

責任者職氏名 理事長 綱島
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に従い、横浜市の個人情報を取 り扱 う事務に従事する者に

対 し、個人情報の適正な取扱い並びに条例に基づく罰則の

内容及び民事上の責任についての研修を実施 しましたので

別紙 (全 1枚 )の とお り提出いたします。
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