
感染拡大防止対策（安全注意喚起の掲示、非接触検温器、消毒液、手洗い石鹸の配置、遊具の撤去

トレイス用来館名簿、遊具の撤去）をしっかりたてたうえで管理運営に努めてまいりました。

幸い、この面では来園・来館頂いた皆様の協力もいただき所期の結果が得られたと感じております。

　一方、計画していた伝承行事、各イベントの多くが前年度と同様に延期、中止を余儀なくされ

残念な年度となりました。

　しかし、いつもどおりで変わらない自然の営み、季節の移ろいがあり、これを求めて公園を訪れ

る方々も数多くあり本郷ふじやま公園の魅力を再発見する機会でもありました。

継続事業の「花のある公園」は６年目を迎え、この数年の間に植樹した牡丹、芍薬、ミツマタ、

ミツバツツジ、サツキツツジ等々それぞれに成長し、開花し、輝きを増してきました。今年は

薬草園のお茶の木も新しく植え替えました。

また近隣の小学生たちと協働して作り上げたミックス花壇もチューリップ、ムスカリ、ハナニラ、

ミニスイセンなど　７種類もの草花が昨年同様に咲き揃い新たな出会いの場となりました。

伝承行事やイベントが少しでも今までと同様に行えるよう願い新しい年度に臨んでまいります。

各事業の詳細については下記に記載した通りであります。

伝承行事及びイベント(事務局）

◇ 花見の会 中止（ソシアルディスタンス確保困難）

◇ 5月人形飾り、鯉幟掲揚と呈茶会 ５月人形飾り、鯉幟掲揚 実施 呈茶会 中止

◇ 梅林整備　梅実の収穫と梅干しづくり 実施

◇ わんこソーメン流しと七夕飾り 七夕飾り　実施

わんこソーメン流し 中止（ソシアルディスタンス確保困難）

◇ 月見の会と月見飾り（農園、園内産物で盛飾り） 実施

◇ 第３回にぎわい座出前寄席(にぎわい座共催）  令和3年11月に延期し、参加人数５０名に

半減し実施

◇ 第8回能舞・能管コンサート 令和４年４月に延期し、参加人数４０名に

半減し実施

◇ 区民祭（１１月初旬）への参加 中止

◇ 第３回ふじやま茶会 令和４年１１月以降に延期

◇ 散策路を巡るポイントラリー（１２月上旬予定） 中止（ソシアルディスタンス確保困難）

◇ 年末餅つき会 中止（ソシアルディスタンス確保困難）

◇ 門松とミニ正月飾りつくり 実施

◇ 七草粥と正月遊び 中止（３密回避）、繭玉かざり　実施

◇ 雛飾りと呈茶会 雛飾り　実施　呈茶会（３蜜回避）

令和3年度事業報告

令和３年度は指定管理者第三期（２０１６年～２０２１年･･･新型コロナウイルス感染症拡大の為

１年延長）の 終年となる節目の年でありました。



◇ 各事業部会の主事業

広報部会 広報誌「ふじやまだより」発行・ホームページ更新管理、メディア対応

ウエブアクセシビリティー立上げ（令和４年３月より運用へ移行）

古民家歴史部会 ・旧小岩井家古文書公開講座　中止

・旧小岩井家文書　海防編刊行

・歴史探訪(横浜市周辺探訪）３回回開催　

里山部会 ・４月　オープン竹林整備－竹林で若竹の間伐 　中止

・１月～２月小学生炭焼体験教室－竹材の窯詰、窯出　中止

・本郷中学校、西本郷中学校２年生職場体験実習（竹の間伐と竹炭材料加工）中止

・一般企業（信光社他）新入社員竹林整備研修受入れ　 中止

工作棟部会 ・各体験教室ー11教室ローテーション開催　２３回実施

・竹細工愛好会（竹細工のスキルアップ研修会）

農芸部会 ・１１月予定収穫祭  ふじやま鍋、焼き芋、芋掘り体験、　中止

・七草粥、収穫祭用野菜栽培

・花壇、牡丹園の管理、江戸変化朝顔栽培･種子の無料配布・園内採取実生苗の

　　　　　　　　　　　　　無料配布

クリーンアップ部会・主屋の定期清掃（毎月第一、第三火曜日）２４回実施

囲炉裏焚き ・いろり焚きと昔ばなし　主屋のいろり端で毎月開催　中止

その他の事業

◇ 熱中症対策　：　ミストシャワー３基稼働、冷水器の設置、ソルトタブレット常備

◇ 竹林活動エリアでの対応（近隣自治会へのどんど焼き、七夕、流しそうめん、竹工作用竹材の提供）

◇ 小学３年生社会科「昔のくらし」港南台第２小、さわの里小、上郷小、洋光台第４小、本郷小 ５校受入れ

◇ 「竹について学ぶ」出前授業　本郷台小５年生　　１月 　　　　　　　　　　　　１０月～３月

◇ 消防訓練及び消防設備点検（1月26日文化財防火デー・栄消防署共催）

◇ 外部研修会参加

◇ ・森づくり活動現場見学会　４月　(環境活動支援センター）２名

・果樹（柿、梅、キンカン他）剪定講習会　９月　（南部公園緑地事務所　於：ふじやま公園内）９名

・区民利用施設交流会　　１０月 （さかえ区民活動センター）　２名

・公園樹木点検研修　　１１月 (公園緑地管理課) ２名

・栄区内愛護会及び森づくり活動団体等の交流会　１月 (区政推進課) ２名

・森づくり活動団体安全管理研修（通信受講）　３月 (環境活動支援センター) １名

・刈払い機取り扱い講習会　７月、１１月 (林業・木材製造業労働災害防止協会) ２名



第３号議案

科　　　　目

 I　　経常収入の部
　　１　前期繰越差額 15,953 15,953
　　２　指定管理費 14,426,500 14,426,500
　　３　事業収入(物販） 50,000 67,652
　　４　事業収入(イベント） 450,000 116,901
　　５　雑収入 10,000 0
　　６　利息 6 14,952,459 6 14,627,012

　　　経常収入の合計

 II　経常支出の部
　　１　事業費
　　　  　事務局 795,000 287,947
           広報部会 100,000 43,010
　　　　　古民家歴史部会 100,000 9,855
　　　　　里山部会 100,000 98,929
　　　　　工作棟部会 100,000 64,663
　　　　　農芸部会 100,000 98,957
　　　　　クリーンアップ部会 100,000 1,395,000 41,373 644,734
　　２　管理費
　　     事務局人件費
　　　　    給与 7,100,000 7,119,600
　　　　　  交通費 293,000 307,120
　　　　　　労災保険料 23,000 7,416,000 20,548 7,447,268
         アルバイト賃金 300,000 345,425
         スタッフ教育訓練 150,000 98,950
         アルバイト、 スタッフ教育訓 30,000 480,000 7,840 452,215
　　　　管理諸費
　　　　　　　械警備費 762,000 761,640
　　　　　　　トイレ清掃費 570,000 552,345
　　　　　　　レンタル料 90,000 98,739
　　　　　　　植栽整備費 350,000 1,772,000 406,106 1,818,830
　　  　  水道光熱費 30,000 23,330
　　       修繕費 150,000 156,730
　　　　   リース料(印刷機） 671,000 670,032
　　　　   リース料(防犯カメラ） 60,000 66,308
　　　　　 レンタル料（AED） 85,000 84,480
　　　  　 保守費（ あんしんパック 63,000 62,040
　　　  　, 通信費 330,000 319,913
　　　　　発送配達費 30,000 10,665
　　　  　 旅費交通費 30,000 26,344
　　  　   会議費 30,000 3,290
　　　  　 支払い手数料 100,000 95,650
　　    　  事務用消耗品費　 250,000 285,303
　　　  　 消耗品費　 350,000 401,734
　　　　　 什器備品 150,000 311,458
　　　　　 災害対策費 100,000 41,580
　　　　　 広告宣伝費 100,000 165,000
　　　　　 図書費 30,000 16,763
　　　  　 雑費　 10,459 2,569,459 11,700 2,752,320
　　３　保険料 470,000 470,000 465,460 465,460
　　４　消費税 750,000 750,000 816,200 816,200
　　５　法人税、住民税及び事業税 100,000 100,000 94,400 94,400
　　６　寄付金 118,652 118,652
　 　   経常支出の合計 14,610,079
　  　  経常収支の差額 16,933

令和3年度収支計算書

決　　　算予　　　算
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