
2021年2月18日

事　　業　　名 備考

　竹の子まつり 11：00～13：00
竹の子ごはんと竹の子味噌汁セット500円（先着100名）

　子どもまつり・親子そば打ち
10：00～12：00　そば打ち参加費1,000円/組
（要予約10組　大人と子どもペアお子さん追加の場合は
1人500円）　　　　10：30～14：00

　七夕まつり
見学　短冊書き自由
10：00～15：00　折り紙教室　参加費100円
14：00～15：00　童謡を中心としたジャズの鑑賞会。
参加費1人100円

9月25日 (土） 竹とうろうまつり(お月見)
17：00～20：00
参加費100円　(雨天の場合9月26日(日)　　お月見団子　１パッ
ク250円

　美食会
11：30受付　12：00～14：00
輪島塗の器に盛り付けた石川県の特産品(魚/調味料等)と地元横浜
の野菜を使った料理を参加者に提供します(調理は石川県輪島からの
調理人と運営スタッフ)　　要予約20名　1人3,000円

10月18日 (月） 十三夜 十三夜の飾りつけを楽しんでもらう

11月21日 (日) 横溝屋敷で新そばを味わいませんか 11：30～13：00
参加費500円先着50人

12月6日 （日） 収穫祭
11：00～13：00
もち１パック300円　　餅つき参加費100円（小学生以上要予約5
名）

1月7日 （金） 七草がゆ 11：00～13：00（受付は10：30～）
七草がゆ1杯100円

2月2日 (水） 豆まき 15：00～15：30 (先着500人）
年男年女豆まき希望者（要予約5名）　参加費1000円

3月3日 (水） ひなまつり
10：30～14：00
お抹茶お菓子付500円　雛あられ小学生以下無料配布
（先着100名）

＜稲作　五郎兵衛教室＞　　

●　稲作コース

5月16日 (日） 　説明会 9時30分受付開始（雨天実施）

　6月5日 (土） 　田おこし 9時30分集合（雨天実施）

　6月6日 (日） 　田植え 9時30分集合（雨天実施）（荒天延期）

　草取り 9時30分集合（雨天実施）

8月10日 (日） 　網掛け・かかし作り 9時30分集合（雨天実施）

10月11日 (日） 稲刈り・稲干し　　 9時30分集合（雨天の場合18日（日）

10月30日 (土） 稲こき（脱穀） 9時30分集合（雨天の場合翌８日）
※稲刈り・稲干しが10月18日実施の場合は11月14日（土）

12月5日 （日） 収穫祭 9時30分集合　（雨天実施）

※　日程は変更になることがあります。最新情報はホームページ等でご確認ください。　

7月中旬

10月17日（日）

2021年度[令和3年度]

　　 　　　　　みその公園「横溝屋敷」 行事予定

日にち

4月18日（日）

5月5日（祝）

7月4日（日）



収　　入

科　　目 金　額 　　　　　内　　　　容

横浜市管理経費 13,059,000

（消費税） 1,305,900

行　事　収　入　等 300,000

寄　　付　　金 100,000     運営協力金他

前年度繰越金 300,000

収　入　計 15,064,900

支　　出

科　　目 金　額 内訳

人件費 8,800,000 3,600,000 職員賃金

100,000 職員交通費

600,000 労災保険料・雇用保険料・厚生費等

4,300,000 アルバイト賃金　

200,000 アルバイト交通費

管理費 4,114,900 750,000 庭園整備費

1,100,000 機械警備費、防犯カメラリース代金

100,000 修繕費

300,000 通信費（インターネット、ケーブルテレビ費）

120,000 経理代行費

900,000 事務・消耗品費（コピー機リース料、燃料費含）

100,000 備品費

100,000 渉外費

100,000 会議費

100,000 旅費交通費

100,000 雑費

344,900 予備費

事業費　　　　 800,000 500,000 行事費

300,000 五郎兵衛教室（稲作）費

保険料　　　　 450,000 火災保険等

公課費 900,000 消費税・事業税

支　出　計 15,064,900

当期収支差額 0

前期収支差額

次期収支差額

内　　　　容

 みその公園「横溝屋敷」　2021年度(令和3年度)　予算

市管理費　



・庭園内草むしり　・主屋、展示品清掃　・施肥　・主屋、外トイレ清掃　・池清掃

・田んぼ周辺草むしり　　・竹林清掃　　・こいのぼり五月人形出す　　・ポンプ小屋点検

・駐車場及び周辺清掃　　・蔵清掃　　・一部障子貼り　・スタッフ研修　　　・各ガラス清掃

・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　・主屋、外トイレ清掃　・ポンプ小屋点検

・田んぼの草刈り　・畑の種まき　　・垣根の刈込み　　・こいのぼり・五月人形の片付け　・竹林清掃　

・駐車場及び周辺清掃　　・蔵清掃　　・田おこし　　・田んぼ周辺草刈り　・草取表門　・下水路清掃

・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・主屋、外トイレ清掃　・庭の水撒き

・植木の剪定　　・蔵掃除　　・早苗とり、田植え　　・生垣刈込み　・一部障子貼り　・ポンプ小屋点検

・池洗浄（業者）　・七夕短冊準備、飾付け　・七夕飾り付け　・梅干し作り　・蔵前側溝掃除

・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・七夕飾り　　・主屋、外トイレ清掃

・水田の管理　　・駐車場及び周辺清掃　　・ザリガニ駆除　　・ポンプ小屋点検　　・梅干し作り

・蔵清掃　・庭園の水撒き　・スタッフ人権研修　・アジサイ手入　・田んぼ草取

・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・庭園水まき　　・竹林草とり　　・ポンプ小屋点検　

・駐車場及び周辺清掃　・蔵清掃　・水田の水やり　・ザリガニ駆除　・ｼｿｼﾞｭｰｽ作り　　・水田管理

・防災訓練　・外トイレ清掃　・消防点検　・主屋、外トイレ清掃　・網かけ　・田んぼ草刈り・かかし作り

・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・蔵清掃　　・落ち葉清掃　　・水田管理　

・駐車場及び周辺清掃　　・各種、種取り　　　・竹とうろうまつりの竹準備　・竹切り　　・障子絵貼り

・主屋、外トイレ清掃　・庭園水撒き　・田んぼ水抜き　　・ポンプ小屋点検　　・田んぼ水抜き

・庭園内草むしり　・池清掃　　・主屋、展示品の清掃　　・花の手入れ　　・落ち葉清掃　・ポンプ小屋点検

・植木、花等植替え　　・駐車場及び周辺清掃　　・蔵清掃　　・竹林の清掃　・畑の手入れ

・柿の木剪定　　・主屋、外トイレ清掃　　・稲刈り　・稲干し　・一部障子貼り　・お月見飾り付け

・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・蔵清掃　　・駐車場及び周辺清掃

・主屋、外トイレ清掃　　　　・落葉掃き・清掃　　・脱穀　　・一部障子貼り　・小ボウキ用の藁すぐり

・ポンプ小屋点検　　・消火栓　　・放水銃の清掃/点検　　・落ち葉清掃　・サルスベリ剪定

・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・蔵清掃　　・春の花の種植え　・ポンプ小屋点検

・新年飾り付け　　・大掃除　　・主屋、外トイレ清掃・落葉掃き・清掃　・大掃除のとき業者池清掃

・収穫祭の準備、片付け　　・一部障子張り　　・門松作り　　・スタッフ人権研修　　・落ち葉清掃

・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・庭掃き清掃　　・駐車場周辺掃除

・植木施肥　・蔵清掃　・池清掃(業者)　・小ボウキ用の藁すぐり　・ポンプ小屋点検　・主屋屋根掃除

・七草とり、準備　　・防災訓練　　・主屋、外トイレの清掃　　・一部障子張り　　・消防点検

庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・蔵清掃　　・植木施肥　　・ポンプ小屋点検

・雛人形出す　　・樹木冬肥　　・駐車場及び周辺清掃　　・庭掃き清掃　・小ボウキ用の藁すぐり

・主屋、外トイレ清掃　　・豆まきの準備　　・一部障子張り

・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・庭掃き清掃

・雛人形の片付け　　・駐車場及び周辺清掃　　・主屋外トイレの清掃

・畑の手入れ

４月 苗作り

５月 田おこし、あぜ作り、施肥

６月 田植え

　７月　～　８月 草とり、水補給　　７月～８月　毎日　水管理

８月下旬 網かけ　　かかし立て

１０月上旬 稲刈り、　稲干し

１0月下旬 稲こき、　脱穀、　精米

１２月上旬 収穫祭

８月

みその公園「横溝屋敷」 令和3年度公園管理作業計画書

４月

５月

６月

７月

３月

　　　稲作　（五郎兵衛教室）

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月



 

みその公園「横溝屋敷」提案事業実施協議書 

提案事業実施計画一覧（無料自主事業含む） 
事業名 内容（募集人数・一人当たりの参加費） 新

規 
実施時期 回

数 

十三夜 十三夜の飾りつけ 鑑賞自由  10 月 1 
     
 
提案事業実施計画一覧（有料自主事業含む） 

事業名 内容（募集人数・一人当たりの参加費） 新

規 
実施

時期 
回

数 
自主事業予算額 

総経費 収入 

五郎兵衛稲作教室 
親子稲作体験 
親子で田植えから収穫までを体験 
50 人＠2,000 円（全 8 回で） 

 
5 月~ 
12 月 

8 300,000 円 100,000 円 

竹の子まつり 
竹の子ご飯と味噌汁セット（100 人＠500
円） 

 4 月 1 100,000 円 50,000 円 

子どもまつり 
親子そば打ち 

親子そば打ち体験（親子ペア 20 組＠1000
円）縁日 ＠100 円 

 5 月 1 80,000 円 50,000 円 

ジャズ演奏会 
親子を対象にしたジャズ演奏会 
（100 名＠100 円） 

〇 5 月 1 10,000 円 10,000 円 

美食会 

輪島塗の器に盛り付けた石川県の特産品(魚/
調味料等)と地元横浜の野菜を使った料理を

参加者に提供します(調理は石川県輪島から

の調理人と運営スタッフ)  要予約 20 名 

1 人 3,000 円 （20 名@3,000 円） 

〇 6 月 1 60,000 円 60,000 円 

七夕まつり 
七夕飾り短冊記入見学自由  
折り紙教室（@100 円） 

 7 月 1 30,000 円 10,000 円 

お月見 
竹とうろうまつり 

500 個の竹とうろうとお月見の会 
参加費@100 円 お月見団子 1 パック 100 円 

 9 月 1 150,000 円 80,000 円 

横溝屋敷で新そば

を味わいませんか 
新そば試食会 
50 人＠500 円 

 11 月 1 30,000 円 25,000 円 

収穫祭 
お餅つき体験、餅試食会 
餅つき 10 名@100 円 餅 1 パック 200 円 

 12 月 1 180,000 円 50,000 円 

七草がゆ 
七草がゆの試食会 
七草がゆ 1 杯 100 円 

 1 月 1 50,000 円 40,000 円 

豆まき 
豆まきの会 年男・年女 5 名@1000 円 
豆・お菓子・野菜などを年男/年女が撒く 

 2 月 1 30,000 円 5,000 円 

ひなまつり 
江戸時代からのひな人形展示・琴鑑賞  
抹茶・お菓子付き@500 円 ひなあられ配布  

 3 月 1 40,000 円 30,000 円 

 


	2021年度(R3)事業計画書(行事予定)
	2021年度(令和03年度)みその公園「横溝屋敷」予算
	R03年度予算案

	2021年度(令和03年度)公園管理作業計画書
	2021年度(令和03年度)作業計画書

	2021年度公園提案事業実施協議書
	2021年度第三者委託協議書



