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③ 出席者  委員 18人 事務局 4名 

④ 内 容  令和元年度事業報告、令和 2 年度事業計画、利用状況等説明、

意見交換  

 

４ 横浜市寿生活館の管理運営（公益目的事業 3） 

横浜市から第３期(平成 28 年度～令和２年度までの 5 年間)指定管理を受託し、

住居のない方及び地域住民の方の福祉の向上を目的に、生活相談支援を行う他、地

域活動や交流の場として多くの方の利用に供しました。運営に当たっては、地元代

表、学識経験者、行政等で構成した寿生活館運営委員会と協議のうえ管理運営を行

いました。 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策では、公衆衛生保持のため必要な施設で

あるとの位置づけから、昨年 4 月から 5 月のセンター休館時も、閉館時間の繰り

上げ、事業の一部の休止措置を講じ、開館しました。利用者には検温、マスクの着

用、手指の消毒などに御協力をお願いしております。 
また、本年 1月には、横浜市から第 4期（令和 3年度～7年度までの 5年間）の

指定管理を受託しました。 

（生活館の閉館時間等状況） 
4 月 9 日～6 月 30 日：午後 5 時で閉館 
7 月 1 日～令和 3 年 1 月 11 日：午後 9 時で閉館（通常通り） 
1 月 12 日～3 月 24 日：午後 8 時で閉館  
 
(1) 寿生活館運営委員会の開催 
① 第 1回  10月６日 生活館 2階会議室 

協議事項 

ア 令和元年度年度事業報告及び収支決算報告 

イ 令和２年度収支予算 

ウ 令和３年度予算に関する要望事項 
② 第 2回  未開催（感染拡大防止のため） 

 
(2) 事業内容 

① 施設の管理・運営 

【３階】 

 ア 児童ホール 

地区内外の児童のため、積み木、跳び箱、マット運動、卓球等の遊びの場を

提供しました。また、３月に床の改修工事を実施しました。 

開室時間 

開室日数 

休室 

午前 9時～午後 9時（土日は午後 5時まで） 

295日 

月曜日、祝日および 12月 29日～1月 3日 
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延利用者 

 

児童 5,171人（1日平均約   18人） 

大人 2,882人（1日平均約   10人） 

 

 イ 女性子ども室 

女性及び子ども達の交流を目的に、テレビ観賞、読書や会話を楽しむ場の提

供をします。また、おやつやパンづくり等の利用に供しました。 

開室時間 

開室日数 

休室 

延利用者 

午前 9時～午後 9時（土日は午後 5時まで） 

295日 

月曜日、祝日および 12月 29日～1月 3日 

児童 4,964人（1日平均約 17人） 

大人 2,725人（1日平均約  9人） 

 

ウ 児童図書室 

各種図書 1,700冊を備え、読書の場を提供しました。その他にも工作やゲー

ム等を楽しむ場を提供しました。 

開室時間 

開室日数 

休室 

延利用者 

 

午前 9時～午後 9時（土日は午後 5時まで） 

295日 

月曜日、祝日および 12月 29日～1月 3日 

児童 4,569人（1日平均 15人） 

大人 2,713人（1日平均 9人） 

 
【４階】 

 エ 会議室 

地域の各種団体の打合せ、識字学校や、AA(＊)等の利用に供しました。 
利用時間 

利用回数 

休室 

延利用者 

午前 9時～午後 9時（土日は午後 5時まで） 

55回 

月曜日、祝日および 12月 29日～1月 3日 

428人（1回平均 8人） 

＊ＡＡ（アルコホーリクス・アノニマス）とは、アルコール依存症から回復

するために助け合う共同体 

 

オ 集会室(娯楽室) 

液晶テレビ 1台を設置し、地域住民・施設利用者の憩いの場・交流の場とし

ての利用に供しました。 

開室時間 

開室日数 

休室 

延利用者 

午前 9時～午後 9時（土日は午後 5時まで） 

295日 

月曜日、祝日および 12月 29日～1月 3日 

35,235人（1日平均 119人） 

 

 カ 洗濯室 

全自動洗濯機 3台、ガス乾燥機 2台を設置し、自由な使用に供しました。 
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開室時間 

開室日数 

休室予定 

延利用者 

午前 9時～午後 9時（土日は午後 5時まで） 

295日 

月曜日、祝日および 12月 29日～1月 3日 

18,779人（1日平均 64人） 

 

キ シャワー室 

ガス湯沸機 2台、シャワー器 2台を設置し、自由な使用に供しました。 

開室時間 

開室日数 

休室 

延利用者 

午前 9時～午後 9時（土日は午後 5時まで） 

295日 

月曜日、祝日および 12月 29日～1月 3日 

19,908人（1日平均 67人） 

 

 ク 湯沸室(炊事場) 

流し台 1台、調理台 1台、ガスコンロ 2台を設置し、施設利用者の台所とし

て自由な使用に供しました。 

開室時間 

開室日数 

休室 

延利用者 

午前 9時～午後 9時（土日は午後 5時まで） 

295日 

月曜日、祝日および 12月 29日～1月 3日 

34,122人（1日平均 116人） 

 

② 利用者交流事業（えがお倶楽部）の実施 

   生活館利用者の交流の場としてスタートした「えがお倶楽部」の事業の一環

として、生活館利用者の茶話会（利用者ミーティング）は、利用者の方々と相

談して、毎月事業内容を決めて実施しました。 

元年度から始めた食事作りは好評でしたが、感染防止のため休止しました。  

 

③ 高齢者事業及び文化事業（スマイル事業）の実施 

高齢者事業及び文化事業は、参加者が楽しみながらコミュニケーションをと

れるメニューを工夫し、地域の中の居場所のひとつとして、または社会参加活

動の場として、気軽に参加できるようにしていきました。 

また、昨年度より生活館４階会議室にて、月に１回「生活館サロン(お楽し

み会)」として、3階学童保育と連携して、オセロやコマ回しなどのゲーム大会

を行う異年齢交流事業を実施しましたが、今年度は感染拡大防止のため子ども

との交流事業は開催を見合せました。 

【交流事業及び高齢者・文化事業の実施結果】 

 

事業区分 

 

プログラム名 

年間実施

回数（回） 

延べ利用

者(人) 

利用者交流会事業 えがお倶楽部（茶話会）  ４回 143人 

高齢者事業 囲碁・将棋の日  休止  ― 
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アレンジボウリング  ９回  166人 

映画クラブ  休止  ― 

映画会  休止  ― 

うたごえ大会  休止  ― 

お花見   休止  ― 

ことぶき散歩  ２回   ８人 

バスハイク   休止 ―  

生活館サロン（お楽しみ会）  休止  ― 

輪投げの時間 ８回   140人 

文化事業 ことぶき作品展  １回 910人 

計  24回 1,367人 

 

④ 施設の維持管理 

利用者の方々に安心・安全に施設を利用していただくため実施しました。 

【設備点検清掃等関係】 

清掃、簡易専用水道検査、貯水槽洗浄および水質検査、一般廃棄物処理 

消防用設備、ガス乾燥機保守、害虫駆除等 

【修繕工事】  

   3 階床張り替え工事（市で実施）、揚水ポンプ更新工事等 
 

５ 仕事チャレンジアシスト事業（公益目的事業 4） 
中区役所から受託している事業で、中区の生活保護受給者等の方々に対し、

生活リズム、勤労意欲の維持・向上のため、就労体験や地域貢献事業及び生

活・社会面の講義などのプログラムを実施することで、就労意欲を喚起し、

「仕事チャレンジ講座」への受講が可能かの見極めを行いました。 

なお、感染拡大防止の観点から４月から６月までは、週1回の活動といた

しました。 

［仕事チャレンジ講座］ 

社会福祉法人神奈川県匡済会が中区役所から受託し、実施している事業。

自立のために就職や増収を目指している生活保護受給者及び生活困窮者の

方を対象に、2か月間講座の中で、生活訓練・社会訓練・技能習得訓練を行

っています。 

 
(1) 業務内容 

① 清掃活動 

地区内（道路、公園、公衆トイレ、施設等）清掃、粗大ごみ収集等 

② 修繕等 

交流センター、生活館など施設内備品等 
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