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平成２０年度 横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター事業計画書 

 

１ 施設管理に関する基本方針 

・施設の管理運営について 

１ 野外活動普及振興の拠点 

私たちは、横浜市全体のスポーツ（野外活動を含む）振興を担う公益法人として、野外活

動センターを単体施設として完結という視点ではなく、横浜市全体という面の視点からとら

え、青少年の健全育成を図るための野外活動の普及・振興の拠点としていきます。 
また、青少年団体などの多くの市民が、気軽に野外活動に親しむことで、自然や環境に関

する意識を高め、持続可能な循環型社会の形成に貢献できる事業も展開していきます。 
 
(1) 自然体験プログラムの提供 

自然体験を通じて自然を大切にする心を培うプログラム、集団生活を通して自主性・社

会性・協調性を養うプログラムなどを学校や地域の団体に提供することにより、青少年の

健全育成へ取り組んでいきます。 
 
(2) 施設や地域等で活躍できる人材育成 

市民への野外活動の普及・振興に向け、「横浜市野外活動指導者養成講座」修了生等に野

外活動事業を通して、私たちが培った技術と経験を伝え、レベルアップを図り、施設への

運営協力や、地域、学校等で活躍できる人材を育成します。 
 

２ 利用者サービスの向上とコストの縮減 

利用者志向に徹した日々の業務遂行の積み重ねの中から、市民の信頼を得ることができる

と考えます。市民が予約から利用までを気持ちよく行えるよう、常に創意工夫を心がけ、改

善意欲を持って施設運営を行います。 
一方、蓄積した経験・ノウハウの活用、専門知識を持った人材の効率的な配置及び本部機

能を含めた後方支援体制に加え、専門技術を要する各種業務については業務委託を行うこと

で、安全性・効率性を重視したコストバランスのとれた管理運営体制を構築します。 
また、利用者サービスの向上も含めて、全ての管理運営にＰＤＣＡサイクル（計画→実践

→評価→改善）を取り入れ、より利用者満足度の高い管理運営を行います。 
 
３ 教室事業と団体利用を両立 

教室事業については、市民が気軽に野外活動に親しむことができる事業や、青少年が自主

性や社会性、協調性を身につけられる事業を、利用団体の支障にならないようにバランスよ

く実施します。特に、平日や冬期においては、魅力ある教室事業を展開し、効果的な施設利

用を図ります。 
教室事業以外の自主事業（野外炊事用食材等）についても、利用者ニーズを踏まえ、積極

的に取組んでいきます。 
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・野外活動事業について 

１ 野外活動機会の提供 

これまでの経験やノウハウと「キャンプディレクター」「スポーツプログラマー」など資格

を持つ専門人材を生かし、市民の各世代に対応したプログラムを提供し、より多様で魅力あ

る野外活動事業を実施します。 
また、横浜市スポーツ情報センターと連携したインターネットのホームページや各種広報

媒体を活用して、野外活動センター情報やさまざまな魅力ある野外活動情報を発信します。

これにより、すでに野外活動に親しんでいる層はもとより、比較的関心の薄い層に対しても、

野外活動の普及・振興を図ります。 
 
２ 各種団体指導者のニーズの反映 

学校や青少年団体、青少年指導員、体育指導委員など利用団体指導者の要望等を積極的に

取り入れ、より質の高い野外活動事業を展開します。 
 
３ 人材育成事業の展開 

地域や学校で活躍ができる人材を育成するために、利用団体へのプログラム支援と教室の

企画・運営等の実践を通して、レベルアップが図れる場を提供します。 
また、各種団体、地域や学校へのＰＲを積極的に行い、育成した人材が指導者として活躍

できるようにコーディネートをします。 
 

４ これからの野外活動事業 

(1) 環境学習事業の展開 

これまで環境に配慮した野外活動事業を展開してきましたが、今後は環境学習的要素を

取り入れて、より一層市民の誰もが環境への関心を深められる事業を展開し、横浜市が進

める持続可能な循環型社会の形成に寄与していきます。 
(2) 幅広いスポーツ振興事業 

私たちはこれまでに培ってきた経験・ノウハウと様々な資格をもつ専門人材を最大限に

生かし、野外活動のみならず、市民の多様なニーズに対応したスポーツと野外活動の融合

した事業を展開し、新たなスポーツ層の開拓に貢献します。 
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・運営業務について 

１ 利用者から信頼される施設運営 

(1) ホスピタリティをもった対応 

入所から退所まで、全職員が蓄積した経験・ノウハウをもとに、利用者に対するきめ細か

なアドバイスや接客を実行するなど、ホスピタリティ（人に対する思いやりの心）をもって

運営にあたります。 
(2) 利用者満足度の高い施設運営 

市民ニーズや時代の要請を反映する仕組・手段として、利用者モニタリング等を実施し、

その評価を検討して、常に利用者満足度の高い施設運営につなげていきます。 

(3) 適正な個人情報管理 

私たちは、平成 12 年から横浜市条例に準拠した内部規程(個人情報の保護に関する規程)
を制定し、個人情報の保護に組織的に取り組んできました。今回の条例改正にともない、職

場内研修を充実させるとともに、委託業者との契約においても個人情報の保護を徹底する旨

を盛り込んでいます。また、今年度当初に「プライバシーマーク」の取得をします。 
(4) 透明性をもった施設運営 

指定管理者は、野外活動センターに投入される税金の使途を市民に対し説明する責任があ

ると考えます。私たちは、横浜市の条例に準拠した内部規程に基づき、個人情報の保護に最

大限配慮しつつ、ホームページで施設管理運営情報を公開します。 
 
２ 育成した人材を活用した運営 

育成した人材を、運営スタッフとして利用団体のプログラム支援等に活用し、多様な利用

者ニーズに対応した運営を行います。 
また、運営スタッフと職員との間で、定期的に「スタッフ会議」を開催し、利用団体の支

援に関して意思の疎通を十分に図り、円滑な施設運営を行います。 
 

３ 施設利用の促進方法 

(1) 利用団体への活動支援 

施設の利用にあたっては、専門知識を持った職員と運営スタッフが、利用団体の目的や特

性を理解した相談業務にあたるとともに、活動プログラムの支援を行い、継続的な利用を促

します。 
(2) 多角的な利用促進 

施設利用案内や野外活動教室の開催案内等について、インターネット、地域のケーブルテ

レビ等、多様なメディアを活用したＰＲを定期的に行います。 
(3) 三ツ沢公園の利用者へのＰＲ 

公園を訪れる市民に対し、気軽に立ち寄れるプログラム体験コーナーや、野外活動情報コ

ーナー等を提供するとともに、公園内で開催される各種スポーツ大会をＰＲの場として活用

し、利用促進につなげます。 
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・維持管理業務について 

１ ファシリティ・マネジメント体制の構築 

(1) 自助努力を重視した管理 

日常の施設設備の安全点検や館内清掃等については、適切な管理マニュアルのもと、施設

職員自らが行います。電気・機械設備に精通した技術専門職員や体育施設管理士による、施

設設備の劣化・老朽化に対する技術面での後方支援体制を強化します。 
(2) 施設設備情報のシステム化 

施設設備の修繕履歴等の各種情報をシステム化し、ファシリティ・マネジメント（建物の

効率的総合管理）体制を築くことで、故障・障害時の迅速・適切な対応を可能とさせるうえ、

横浜市の営繕計画執行に的確に協力することができます。また、この体制の構築により、計

画的な保全や迅速な修繕対応が可能となり、光熱水費や保守管理費等を含む、建物の生涯費

用を低減させ、設備機器等の長寿命化に貢献します。同時に、契約内容の見直し、新技法の

活用等、様々な取り組み・改善を行い、日常的なコスト縮減も図ります。 
ファシリティ・マネジメントの実施により縮減した財源は、備品の更新や小破修繕費等に

充当することにより、横浜市の財源負担を軽減していきます。 
 

２ 安全で快適な施設づくり 

(1) 安全・快適な施設管理 

利用者満足度を高めるために、施設環境空間の安全性・快適性について、ファシリティ・

マネジメント体制の中で相互に評価し、その推進に最大限の配慮をします。 
また、利用者・施設に万が一の事態が発生した場合に備え、危機管理体制マニュアルに則

り、定期的に訓練をすることで、安全な施設管理を遂行します。 
(2) 専門性を確保した管理 

警備や熱源設備の点検など、高い専門性を必要とする業務の遂行については、信頼のおけ

る専門業者を競争入札等により公正に選定のうえ業務委託を行うことで、より安全・安心な

施設管理を担保します。 
 
３ 環境にやさしい施設環境づくり 

(1) トータルコストに優れた施設 

常に、中長期的視点に立った経営的施設管理を行い、施設の長寿命化を図るとともに設備

の効率的な運転を確立し、省資源・省エネルギーを推進します。 
(2) 環境マネジメントの構築 

環境問題克服への取組みは、私たちの当然の責務です。そのために、横浜市が奨めている

「ヨコハマＧ３０」を積極的に取り組み、継続して施設の環境保全を図ります。 
(3) 省資源・省エネルギーの推進 

節水・節電の館内掲示を行うとともに、契約電力の見直しやグリーン購入の取り組みなど

環境に配慮した施設管理を行います。 
 

 



２ 施設管理に関する基本目標値 

・利用者数：野外炊事場などの日帰り利用施設を効率的に活用し、延べ利用者数１８，５６０人を

目指します。（平成 16 年度比６％、1,050 人増） 

・プログラム提供：利用団体の活動内容が充実し、利用促進に繋がるように野外料理のメニュ－を

１件、クラフトのメニューを１件、自然観察系のプログラムを１件、合計３件の新規プログラム

開発又は既存プログラムの改良を目指します。 

・野外活動教室：自然体験や集団活動体験を通して青少年の健全育成を図る目的を持った教室を 10

事業、家族で自然とのふれあいを楽しむための教室を４事業、大人が自然や野外活動に親しむた

めの教室を１事業、利用団体指導者等が野外活動技術や安全に関する技術を習得するための教室

を２事業、合計１７事業の実施を目指します。（平成 19 年度 15 事業） 

   

３ 実施体制・職員配置計画 

職 務 人数 

・所長統括責任者  １ 

・嘱託職員（指導員） 運営業務担当者 １ 

・嘱託職員（指導員） 管理業務担当者 １ 

・アルバイト  運営補助 ２ 

・運営スタッフ  運営サポート  

   

緊急時の連絡体制 

 

① 緊急時には、全職員及び委託業者が所長へ直接、連絡報告する体制とし、迅速な対応を行い

ます。 

② 所長は情報の確認、把握をしたうえで協会事務局（施設管理担当部署）へ報告します。 

③ 協会事務局は遅滞なく横浜市こども青少年局（所管課）へ連絡、報告します。 

 

 

 

職　員

体育協会事務局
施設運営担当課長

こども青少年局
　青少年育成課

アルバイト

横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センターの緊急連絡体系図

　火災報知器
　パッシブセンサー

夜間等不在時緊急連絡体制

警備会社（ｾｺﾑ）
ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ

体育協会事務局
施設運営部長

運営スタッフ所　長
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４ モニタリング（指定管理者）実施計画 

(1) 利用団体指導者・引率者 

頻度 

 利用団体の利用機会ごとに実施します。（全利用団体） 

方法 

 提供する施設・サービスについて、利用者満足度をはかるための５段階評価（２０問程度）と自

由記述の要望を質問紙（Ａ４用紙１枚）でお聞きします。質問紙は入所受付時に代表者へ渡し、退

所時の提出を依頼します。 

モニタリング項目 

 利用者満足度（利用時間帯、接客・利用者サービス、施設・設備の利便性及び快適性、提供する

プログラムの種類・内容・指導）とその理由及び要望。 

   

 (2) 団体利用者 

頻度 

 年２回／７月（夏休み中１週間）、１２月（２週間） 

方法 

 提供する施設・サービスについて、利用者満足度をはかるための３段階評価（１０問程度）と要

望を口答でお聞きします。質問は退所式前の空き時間に利用者へ個別に依頼します。 

モニタリング項目 

 施設・設備の利便性と快適性、総合的な満足度とその理由及び要望。 

 

 (3) 野外活動教室参加者 

頻度 

 事業の参加機会ごとに実施します。（全参加者） 

方法 

 提供する事業内容・サービスについて、利用者満足度をはかるための５段階評価（２０問程度）

と自由記述の要望を質問紙（Ａ４用紙１枚）でお聞きします。質問紙は参加対象に応じて、事前に

郵送、退所前の「ふりかえり」時間に記入するなどの方法で依頼します。 

モニタリング項目 

 利用者満足度（野外活動教室の時期・時間・回数・金額・種類・プログラム内容・指導内容）及

び要望 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 広報・利用促進実施計画 

１ 広報計画 

 

２ 利用促進計画 

(1) 学校への効果的な広報・利用促進計画 

小学校体験学習の目的やねらいに応じたモデルプランの研究と作成を行い、チラシを配布す

るなどの提案、説明をします。 

小学校体験学習や学校行事等で利用する全学校に対し、施設職員が学校に出向き、①施設の

説明、②プログラムの紹介やプレ体験、③「振り返りの会」などの事前及び事後学習の出前サ

ービスの提案をします。 

(2) 自主事業とプログラム提供の充実 

青少年や家族など広く市民を対象にした野外活動教室１７事業の開催により、新たに野外活

動を体験する人を増やし、利用促進につなげます。 

利用団体の利便性やサービスを向上させた各種物販、用具のレンタルなどの自主事業を展開

し、利用促進につなげます。 

新規プログラムの開発、参加人数や野外活動の経験値に合わせた既存プログラムの見直しに

より、多様な利用者層に対応した魅力あるプログラムを提供し、定期的に利用するリピーター

を増やす利用促進を図ります。 

(3) 平日の利用促進 

子育てグループ等を対象に、外遊びや室内レクリエーション、自然観察等の提供プログラム

を載せたチラシを２回配布し、平日の利用促進を図ります。 

公園を訪れる市民が、予約なしで利用できる体験コーナーの設置や三ツ沢公園セルフガイド

を配布し、施設に興味を持っていただくことで利用促進を図ります。 

 

方　　法 回数・数量

予約状況情報 ホームページの定期更新 週１回

利用案内、教室案内、プログラム紹介、公園
内の自然状況、野外教育・野外活動関連サ
イトのリンク先　他

ホームページの随時更新 随時

利用申込の利便性
申請書類等、利用の手引き等のダウンロー
ド、ホームページ上で教室の受付

随時

施設利用案内パンフレット・チラシ 500部×２回

教室チラシ 1,000部×15回

夏期利用抽選会の案内 「広報よこはま全市版」４月号掲載依頼 １回

教室案内
「広報よこはま区版」「みんなで育てるハマ
の子ども」「よこはま環境伝言板」掲載依頼

随時

「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」
の開催

野外活動体験・施設ＰＲコーナーの開設、利
用案内・教室チラシ等の配布

10月開催予定

陸上競技大会等でのＰＲ
施設利用案内パンフレット・チラシの配布に
よる合宿利用等のＰＲ

随時

市ＰＲボックス、各区役所情報コーナー、協
会管理施設などへの配布

広報媒体の活用

イベントでのＰＲ活動

インターネットによる情報配信

内　　容

パンフレット・チラシの配布
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６ プログラム提供実施計画 

１ プログラム内容 

(1) 豊富なプログラム提供 

利用者の多くが体験する野外炊事をはじめとして、野鳥や植物など自然観察、クラフト（工

作）等の創作活動、人との交流を目的とする集団活動など、豊富で魅力あるプログラムを提供

します。 

また、利用団体の対象年齢によりプログラム理解度や身体的能力は異なることから、対象年

齢に合わせた内容のプログラムを用意し、誰もが楽しむことができるプログラムを提供しま

す。 

(2) 新たなプログラム提供 

野外料理では、段ボール箱を使って簡単に作れる燻製料理や清涼感あふれる竹を流れるそう

めんなどのメニューを実施可能にします。 

また、身近な家庭用品等の廃材を再利用し、別の目的となるリユースクラフトのバリエーシ

ョンの紹介、公園で拾ってきた松ぼっくりやどんぐりを空き缶で焼く炭焼きなどのクラフトメ

ニューを継続して提供します。 

その他に、公園の樹木を生かしたどんぐりなどの木の実を観察する自然観察・環境学習プロ

グラムは、セルフガイドで誰でも気軽に楽しむことができるように提供します。 

(3) 展示コーナー等の充実 

一年を通して、プレイホールや食堂等にある既存の展示コーナーの更新及び玄関や廊下の壁

面等を活用した新規設置を随時行い、施設利用者のみでなく公園利用者にも開放し、多くの人

が四季折々の自然や環境保護への関心を持てるようにします。また、見るだけでなく、作って

遊べたり、触れたりできるクラフトなどの展示を行うことにより、次の利用時のプログラム計

画の参考になる利用促進を行います。 

● プログラム提供しているクラフト作品などを引き続き展示します。 

● 紙こま、竹とんぼ、おはじき、お手玉、ペットボトルクラフト（飛ばす、走らす）などで

遊べるコーナーを引き続き設置します。 

● 公園内の動物・植物の写真を、四季に合わせて引き続き展示します。 

● 展示スペースを使って、公園の自然とふれあう野外遊びを紹介します。 

 

２ プログラムの提供方法 

(1) 事前打ち合わせ 

学校利用や団体のプログラム活動については、要望や目的にあわせてコーディネートをし、

引率者が直接指導する場合には、実施方法もアドバイスしていきます。また、プログラム等の

相談のみでなく、行事が安全に円滑に実施できるように、食糧計画や、傷害保険などのマネジ

メントに関する相談も行います。 

(2) プログラム指導 

団体引率者の経験が豊富で、プログラムに関する資料等の提供のみで実施可能な場合には、

職員・運営スタッフは、必要物品の貸し出しなど管理上の支援を行います。 

団体が希望するプログラムの運営に専門的技術や経験が必要な場合には、職員・運営スタッ
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フが楽しく、安全にプログラム指導を行います。 

(3) プログラム内容の充実 

「こんなことがしたい」コーナーのコルクボードを受付横に設置して、プログラムを体験し

た子どもたちから意見や要望を書いたメモを貼ってもらいます。その結果や内容をもとに、既

存プログラムの改善や、新規プログラムを開発し、常に魅力あるプログラムを利用団体へ提供

します。 

 

３ スタッフ体制 

(1) 職員の指導体制 

プログラムの指導依頼が無い場合は、職員 1人が用具の貸し出し説明等を行うとともに待機

し、安全に配慮します。また、指導依頼が有る場合は、内容や利用団体の人数等に応じて職員

１～２人及び運営スタッフが指導にあたります。 

(2) 運営スタッフの育成 

運営スタッフには、横浜市野外活動指導者をはじめとする市民が登録する「野外活動支援ボ

ランティア」を活用し、利用団体へ充分なプログラム支援を行います。また、その育成は、指

導実践や教室事業でのマネジメント実践、運営スタッフ研修会等で、指導技術や安全、救急対

応などの研修を職員が行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 建物等の保守管理・補修実施計画 

１ 保守管理計画 

日常点検については、事務局設

備管理担当監修の点検マニュアル

を作成し、職員が各設備起動時及

び利用者清掃後の点検や補完清掃

時に実施し、法定点検や専門技術

を必要とする業務は専門業者へ委

託します。 

委託時には委託先責任者及び作

業担当者に対して、業務内容に関する業務仕様書により教育を行い、作業状況及び報告書のチェ

ックにより、業務の見直し改善を行います。これにより、施設の長寿命化に貢献できる効率的な

保守管理を行います。 

また、事務局に維持に関する相談や緊急対応を可能とする保全コールセンター機能を設け、「安

心」「快適」な施設運営をバックアップするとともに、効率的な職員配置を実現します。 

 

２ ファシリティマネジメントに基づく補修計画 

職員及び委託業者による施設点検において発見した不具合箇所や、補修等の履歴を施設設備デ

ータとし蓄積し、施設職員と事務局とで情報の共有化を図ります。この情報システムを活用して、

ホールの水銀灯交換などの年次保全計画及び熱源機器等の主要部品交換など、３～１０年間隔の

中長期保全計画の作成準備を進めます。 

 

３ 施設職員による補修計画 

施設の長寿命化を図るため、野外炊事場のかまどやテン

ト補修を年に 1 回行うなど、職員が行える補修等について

は計画的に、また、日常点検で発見した破損箇所は随時実

施します。 

 

４ 専門業者による補修計画 

職員が行う補修では対応できない専門的な技術を要する場合は、補修方法や内容について専門

業者と打ち合わせを行い、年間予算の範囲内で緊急性の高いものから実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

補修内容 回数

野外炊事場かまどもモルタル補強 年１回

野外炊事場テント修繕 適宜

薪小屋屋根等補修 適宜

業務名称 点検項目 点検内容 点検者 回数

建物 破損等 毎日

浴槽塩素注入器 塩素濃度検査 使用時

バコティンヒーター 作動点検 使用時

浴槽ろ過装置 作動点検 使用後

消防設備 外観・総合（法定） 年２回

高圧受変電設備 機能点検（法定） 年６回

太陽熱利用温水器 機能点検 年２回

バコティンヒーター 機能点検 年２回

浴槽循環装置 保守点検 年１回

日常点検 施設職員

定期点検 専門業者
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８ 清掃・外構植裁管理実施計画 

１ 清掃計画 

(1) 日常清掃 

開館時や利用者の利用前後に、職

員及び運営スタッフによる清掃と

チェックシートを使用した点検を

行います。特に浴室、厨房等につい

ては、洗浄・殺菌・消毒により常に

衛生的な状態を保ちます。 

また、利用者が使用した宿泊室や

浴室等については、次の利用のため

の清掃を利用者自身が行うことと

し、清掃や点検がしやすいように、

清掃方法をわかりやすく書いたカ

ードを清掃用具入れに掲示すると

ともに、引率者の点検シートを作成

し配布します。 

(2) 定期清掃 

日常清掃では対応できない、床ワ

ックスの清掃、消毒などについて

は、定期清掃として専門業者へ委託

します。委託にあたっては、施設職

員、事務局職員が定期的な検査と業

者との話し合いを行い、業務の改善

を継続していきます。 

(3) 寝具洗濯等 

就寝の際に使用するシーツにつ

いては毎回、その他の寝具について

は年間１回、専門業者へ委託してクリーニングをします。また、宿泊室の風通しを適宜行うこ

とで、常に利用者が衛生的に利用できるようにします。 

 

２ 外構植栽管理計画 

職員及び運営スタッフが低・中木の剪定、

除草、雨樋や排水溝の清掃を行い、病害虫

の発生等の早期発見に努めるとともに、高

木の剪定や消毒、施肥については専門業者

へ委託します。また、剪定の必要性については、植栽の種類により、その内容を委託業者ととも

に検討し見直しを図ります。 

 

【職員及び運営スタッフの清掃計画】
内　　　　　容

ごみ収集（ゴミ箱） 毎日
ホールの床除塵 毎日
食堂の床除塵 毎日
宿泊棟の床除塵 毎日
野外炊事場の除塵 毎日
事務所内の除塵 毎日
トイレ床除塵 毎日
トイレ等衛生消耗品の点検・補充 適宜 利用ごと
建物内、外構ごみ拾い 毎日
厨房室の床除塵 毎日
トイレ便器清掃 隔週
トイレ換気扇清掃 年３回 4･9･12月
野外炊事場テント洗浄 年２回 6・12月
厨房換気扇清掃 年４回 4･7･10･1月
厨房排水溝清掃 週１回
調理器具滅菌、除菌等 適宜 利用ごと
ガラス窓清掃 月１回
浴室浴槽・洗い場清掃 適宜 利用ごと
浴室浴槽・洗い場大掃除 月２回
脱衣所換気扇清掃 年２回 6・12月
暖房機フィルター 年３回 11・1・3月
照明器具清掃 年４回 4･7･10･1月
宿泊室高所埃除去 年４回 4･7･10･1月
食堂電気傘・高所埃除去 年２回 6・12月

【業者委託】
内　　　　　容

床ワックス（ホール、食堂、廊下等） 年９回
トイレ便器・手洗器 年９回
窓・網戸・サッシ 年６回 隔月
全館害虫駆除消毒 年２回 7・3月
受変電室設備清掃 年１回

【寝具洗濯計画】
内　　　　　容

毛布 年１回 7月
タオルケット（夏期のみ使用） 年１回 2月
ベットパット 年１回 3月
枕カバー（施設内で実施） 年２回 9・3月

回数

回数

回数

4・8･1月除く
毎月

【外構植栽管理計画】
　　内　容 実施者
除草 年３回 5・7・10月 職員等
中低木剪定 年１回 11月 職員等
高木剪定 年１回 11月 委託業者
樹木消毒 年１回 5月 委託業者
樹木施肥 年１回 委託業者
雨樋等点検・清掃 月１回 職員等

回数
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９ 保安・警備実施計画 

１ 施設の保安・警備体制 

(1) 日常の安全管理 

設備の不具合や危険箇所の日常点検を行うとともに、利用団体からのアンケートにも設備等

不具合情報の記入欄を設け、危険箇所を早期に発見し、修繕等の対応を迅速に行います。 

宿泊利用者には、入室の際に宿泊室の扉の裏にある避難経路図の確認と、非常用懐中電灯の

確認をし、非常時に安全な避難ができるよう、入所式で注意を促します。 

建物の正面玄関と炊事場側通用口にセンサーライトの防犯用品を設置し、不審者に警告を与

えられるようにします。 

刃物等の貸し出し物品については、日常点検で保管場所や数量等をチェックシートで保管状

態を確認し、事故発生の予防をします。 

(2) 宿直者の配置 

宿泊利用がある場合には、宿直者を１人配置し、消灯後の施錠確認や火の元確認、外部から

の緊急連絡、利用者の怪我や病気が発生した際の病院への連絡、火災時の１１９番通報や避難

誘導・初期消火活動の対応を行います。 

(3) 夜間等の警備体制 

閉館後及び休所日の警備については、警備業者へ委託して機械警備を行い、機械警備時に異

常が発生した場合には、緊急出動、適切な対応、速やかな所長への連絡等を徹底します。 

２ 緊急時の対応 

(1) 定期訓練の実施 

防火管理者は消防計画を策定し、職員間に周知徹底をするとともに、毎月一回の自主点検及

び毎年一回以上の消火・避難訓練を実施します。 

応急手当普及員有資格職員が、普通救命法やＡＥＤ（自動体外式除細動器）の取扱いについ

ての定期講習を開催し、傷病者発生の緊急時には全職員が適切な対応を行います。 

(2) マニュアルに基づく対応 

施設内外で緊急事態が発生した場合、職員は『危機管理マニュアル』（防災計画、不審物発

見時の対応、事故発生時の対応、心肺蘇生・自動体外式除細動器使用方法等）及び日頃の訓練

に基づき、利用者の応急処置や避難誘導等を実施し、安全を確保します。同時に、必要に応じ

て、警察・消防署、近隣病院への連絡や、事務局・所管局等への報告を遅滞なく行います。 

(3) 自然災害時の利用対応 

大規模な台風や地震などによる自然災害が発生した場合には、危機管理マニュアルに基づ

き、事務局に災害対策（警戒）本部を設け、情報を収集し、所管局に報告するとともに、施設

に対して災害応急対策実施の支援等を行います。開所時間外については、配備・動員計画（風

水害・地震配備体制）に基づき、施設の保全や緊急連絡が行える体制をとります。 

台風等の接近が予想される場合は、早めに団体の引率者との連絡を密にとり、中止か実施の

協議をし、事故に繋がらないように努めます。教室等の場合は、開催可否を事務局との協議に

より決定し、所管局へ報告します。開催中止の場合は、早急に参加者へ連絡するとともに、ホ

ームページ等にその旨を掲載します。 

 



１０ 自主事業実施計画 

１ 教室事業 

青少年の健全育成に貢献できる事業と、市民への野外活動の普及振興に繋がる事業を団体利用

とのバランスに配慮するとともに、平成 18・19 年度の実績や参加者モニタリング等の分析から、

全 17 事業を実施します。また、平日の午後には幼児を対象とした教室、日曜日の比較的利用さ

れていない時間帯には短時間のクラフトや野外炊事の教室を開催し、施設の利用促進を図りま

す。 

 

 (1) こどもを対象とした事業 

集団活動体験から社会性を身につけることを主な目的にした教室、自然や生き物と触れ合い

を通して自然への関心を高めることや、豊かな心を育む教室を１０事業開催します。 
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【教室一覧】 （税込み）
事業名 開催期間 対　　象 内　　容 人数 参加費（一人） 募集期間

Ａ　4月26日（土）　日帰り 72

Ｂ　4月29日（祝火）　日帰り 72

夏　5月21日・28日、6月4日・18
日・25日、7月2日　全6回　水曜日
14:30～16:30

25組
4月11日（金）
～21日（月）

秋　10月15日･22日･29日、11月
12日・19日・26日　全6回　水曜日
14:15～16:15

25組
9月11日（木）
～24日（水）

冬　1月21日･28日、2月4日・18
日･25日、3月4日　全6回　水曜日
14:00～16:00

25組
12月12日（金）
～22日（金）

三ツ沢キャンプ道場
①夏期事前研修会
②救命講習会

7月13日（日）
①10:00～14:00
②14:00～17:00

16歳以上で野外
活動に興味があ
る方

①野外炊事の実際
②心肺蘇生法講習
他

15
2,200円

①のみ　1,500円
②のみ　1,000円

5月10日（土）
～7月8日（火）

＜夏＞　8月15日（金）
18:30～20:30

40
7月13日（日）
～18日（金）

＜冬＞　2月8日（日）
17:00～19:00

40
1月12日（金）
～20日（火）

夏休み工作教室
夏の宿題編

8月19日（火）　9:00～12:00 小学生
公園の自然物を
使ったクラフト　他

60 700円
7月20日（日）
～25日（金）

お月見と団子作り 9月14日（日）　18:00～20:30
小学生以上（16歳
未満は保護者同
伴）

団子作り、月観察
（雲り雨天時：ミニ望
遠鏡作り）　他

40 1,000円
8月17日（日）
～22日（金）

わんぱくおてんば探検隊 9月23日（祝火）　10:00～15:30 小学校１・２年生
野外炊事、野外
ゲーム、クラフト　他

60 3,500円
8月16日（土）
～26日（火）

①　9月30日（火）　10:00～12:00 20

②　11月4日（火）　10:00～12:00 20

③　12月2日（火）　10:00～12:00 20

チャレンジパーク
10月25日（土）～26日（日）
1泊2日

小学校３～６年生
野外炊事、野外
ゲーム、アドベン
チャー活動、　他

64 6,800円
9月15日（月）
～25日（木）

Ａ　11月15日（土）　13:30～16:00 72

Ｂ　11月16日（日）　13:30～16:00 72

冬の工作教室
クリスマスオブジェ編

11月24日（祝月）　13:30～16:00 小学生以上
クリスマスオブジェ
作り　他

40 900円
10月18日（土）
～28日（火）

そばうち体験
Ａ　12月7日（日）　13:00～15:00
Ｂ　12月14日（日）　13:00～15:00

3歳以上で4人以
内のグループ

そば打ち　他 15組 1組　2,000円
11月16日（日）
～21日（金）

かがみもち作り 12月26日（金）　10:00～12:30 小学生以上
かがみもち作り、ク
ラフト　他

60 900円
11月16日（日）
～21日（金）

Ａ　1月17日（土）　10:00～15:30 72

Ｂ　1月18日（日）　10:00～15:30 72

Ａ　2月15日（日）　10:30～ 48

Ｂ　2月15日（日）　13:00～ 48

年長・小学校１～
3年生

30

小学校4年生～中
学生

30

ダンス指導研修会
ダンス指導法を学ぶ

日程未定　土曜日3回
10:00～12:00　※日程調整中

小・中学校教員
ダンス指導法を学
ぶ

30 2,500円 未定

未定チアリーディング体験 日程未定　　調整中
チアリーディング体
験

3,500円

12月11日（木）
～19日（金）

もちつき大会
3歳以上で4人以
内のグループ

もちつき　他
 700円

０～2歳100円
1月12日（月）
～20日（火）

もちつきと冬の遊び
保護者を含む8人
以内のグループ

もちつき、クラフト、
野外ゲーム　他

0～2歳児　300円
3歳～未就学児　1,000円

小学生以上　1,500円

8月21日（木）～31
日（日）、追加募集
②③のみ9月25日
（木）～10月3日
（金）、③のみ10月
23日（木）～11月5
日（水）

落ち葉焚きでやきいも大会
8人以内の保護者
を含む家族・グ
ループ

焼き芋、野外ゲーム
他

3歳以上　500円
0～2歳　100円

10月19日（日）
～24日（金）

プリザーブドフラワー教室
①ハロウィンアレンジ
②クリスマスアレンジ
③正月飾り

18歳以上

プリザーブドフラ
ワー作り（①ハロ
ウィンアレンジ、②ク
リスマスアレンジ、
③正月飾り）

1回　4,300円
2回　8,500円

3回　12,000円
託児　500円

月と星空観察
・夏編
・冬編

小学生以上（16歳
未満は保護者同
伴）

月と星の観察（雲り
雨天時：ミニプラネタ
リウム作り）　他

700円
未就学児　100円

3月11日（火）
～21日（金）

ふれあい親子クラブ
・夏みつけ隊
・秋みつけ隊
・冬みつけ隊

平成21･22年度に
入学する未就学
児と保護者

野外炊事、野外
ゲーム、クラフト　他

2人1組　4,500円
追加1名　1,500円

兄姉・弟妹（2～3歳）
1,000円

0～1歳児　200円

鉄板祭り
8人以内の保護者
を含む家族・グ
ループ

バーベキュー、野外
ゲーム（雨天時：クラ
フト）　他

0～2歳児　300円
3歳～未就学児　1,000円

小学生以上　1,500円
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【販売物品例】 （税込み）
内　　容 料金

食品ラップ ２２０円
アルミホイル １２０円
食品保存袋 ２７０円
虫除けスプレー ６００円
電池・単１：２個ﾊﾟｯｸ ２５０円
電池・単２：２個ﾊﾟｯｸ １８０円
電池・単３：４個ﾊﾟｯｸ ２５０円
食器洗い洗剤 ２２０円
クレンザー ２２０円
自動販売機（屋内設置１台） １２０～１５０円

(2) 家族を対象とした事業 

野外活動を楽しみながら自然への関心を高める教室を４事業開催します。 

(3) 大人が自然や文化活動に親しむ事業 

大人が自然や文化活動に親しむ教室を１事業開催します。 

(4) 指導者を対象とした事業 

利用団体をはじめ、野外活動指導者が活動技術や安全管理の技術を習得する研修会を２事業

開催します。 

 

２ 飲食事業 

(1) 食材販売 

グールプ毎に仕分けした食材を販売することに

より、団体引率者の食材を調達する労力を省くサ

ービスを行います。実施にあたっては、食肉販売

営業許可を得て行います。 

(2) 飲み物販売 

利用団体の注文に合わせて清涼飲料等を販売す

ることで、物品搬入にかかる労力を省くサービス

をします。 

 

３ 物販事業 

(1) 自動販売機の設置 

自動販売機を食堂に設置し、清涼飲料水等の販

売を行います。 

(2) 関連用品の販売 

野外炊事で必要な物品やアメニティー用品な 

ど、利用者の利便性の向上に繋がる用品を事務  

所で販売します。 

 

４ その他事業 

(1) プログラム物品のレンタル 

豊富なプログラム提供と利用者の利便性と利用促

進を図るため、活動に必要な用品を購入して有料で

貸し出します。 

(2) 公衆電話 

 緊急時の連絡や携帯電話を持たない子どもの利便性を図るため、コイン式公衆電話を設置し

ます。 

 

 

 

【販売食材例】
内　　容

はまっ子どうし（500ｍｌ）
はまっ子どうし（2000ｍｌ）
ジュース他
ポークカレーセット
チキンカレーセット
ビーフカレーセット
ホットドッグセット
焼きそばセット
バーベキューセット

（税込み）
料金

１１０円
２３０円
１２０円
２５０円
２４０円
２７０円
２３０円
２８０円
６８０円

もちつきセット １６０円
トン汁セット ２４０円
そば打ちセット ２４０円

【レンタル用品例】 （税込み）
内　　容 料金

火おこし器セット １００円／1台・1回
バーベキューコンロ ３００円／1台・1日
ダッチオーブン ２００円／1台・1日



１１収入計画 

１ 施設利用にかかる実費負担金収入計画 

 (1) プログラムにかかる材料費 

施設で提供するプログラムの

材料費は、利用者の利便性を考

え、施設で用意した材料や用具

等の実費相当分で設定します。

収入見込額は、過去の利用実績を基にした数量で積算します。 

(2) シーツ洗濯代 

宿泊者に供するシーツクリーニング代は、利用者が衛

生的に寝具を使用するため、業者とリース契約を行い、

実費相当分の金額で設定します。収入見込額は、利用者数の目標値を基に積算します。 

(3) 薪代 

野外炊事やキャンプファイア等の薪

代は、利用者の利便性を考え、施設で

用意した薪・丸太の実費相当分の金額

で設定します。収入見込額は、過去の

利用実績を基にした数量で積算しま

す。  

(4) 自主事業還元分 

 自主事業収益のうち、諸経費を差し引いた金額 945,000 円（税込）を施設利用にかかる実費

負担金収入に組み入れます。 

(5) 施設利用にかかる実費負担金総収入見込 

 (1)から(4)までの合算で 3,236,980 円（税込）を見込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎プログラムにかかる材料費 (税込み）

内容 単価 利用見込数
クラフト 100円／個 950個 90,000 円

コピー代 20円／枚 400枚 8,000 円
合計 153,000 円

収入見込額

円
キャンドルファイア用
ロウソク

800～1,600円／式 55,000

◎薪代　 (税込み）

内容

炊事用・キャンプ
ファイア用

400 円／束 1,300 束 520,000 円

キャンプファイア用
丸太

400 円／本 150 本 60,000 円

580,000 円

利用見込数単価 収入見込額

合計

◎シーツクリーニング代 (税込み）

270 円／枚 5,774 枚 1,558,980 円

単価 利用見込数 収入見込額
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２ 自主事業収入計画 

 (1) 教室事業 

 平成 20 年度は、平成 18・19 年

度の実績や参加者モニタリング

等の分析から 17 事業を開催しま

す。参加費は食事、材料費、保険

料等事業実施にかかる費用の実

費相当分で設定します。収入見込

額は、過去の実績を基に積算しま

す。 

 (2) 飲食事業 

利用者の利便性を図るため、野

外炊事で使用する食材や飲み物

等を販売します。提供する料金

は、仕入れ等の実費相当分の金額

で設定します。収入見込額は、販

売する品目を精査し、その販売予定数を基に積算します。 

 (3) 物販事業 

 利用者の利便性を図るため、自動販売機の設置、日常生活用

品・プログラムに必要な物品等を販売します。提供する料金は、

仕入れ等の実費相当分の金額で設定します。収入見込額は、販

売する品目を精査し、その販売予定数を基に積算します。 

 (4) その他 

利用者の利便性を図るため、コイン式電話を設置します。ま

た、平成 18・19 年度のモニタリングに基づき、バーベキュー

コンロやダッチオーブン等の貸出しをします。提供する料金

は、指定管理期間の５年間での減価償却を考慮した金額で設定

します。収入見込額は、提供予定数を基に積算します。 

 

(5) 自主事業総収入見込 

 (1)から(4)までの合算で 3,356,600 円（税込）を見込みます。 

 

 

 

 

 

◎その他事業収入 (税込み）

内容

ダッチオーブン 6,000 円

公衆電話等 1,100 円

合計 7,100 円

収入見込額

◎物販事業収入 (税込み）

内容

自動販売機 251,000 円

物品販売等収入 10,000 円

合計 261,000 円

収入見込額

◎飲食事業収入 (税込み）

内容

食材販売 498,300 円

飲料販売 48,000 円

合計 546,300 円

収入見込額

◎教室事業収入 (税込み）

鉄板祭り 300円～1,500円 144 184,200 円

チアーリーディング体験教室 3,500円 60 210,000 円

ダンス指導研修会 2,500円 90 225,000 円

ふれあい親子クラブ夏・秋・冬
みつけ隊

200円～4,500円 75 368,100 円

月と星空観察　夏・冬 100円～700円 80 56,000 円

お月見と団子作り 1,000円 40 40,000 円

夏休み工作教室 700円 60 42,000 円

わんぱくおてんば探検隊 3,500円 60 210,000 円

チャレンジパーク 6,800円 64 435,200 円

落ち葉焚きでやきいも大会 100円～500円 72 68,800 円

冬の工作教室 900円 40 36,000 円

ブリザードブドフラワー教室 4,300円～12,000円 20 265,400 円

そばうち体験 2,000円 30 60,000 円

かがみもち作り 900円 60 54,000 円

もちつきと冬の遊び 300円～1,500円 144 197,000 円

もちつき大会 100円～700円 72 67,200 円

三ッ沢キャンプ道場
普通救命講習会

1,000円～2,000円 15 23,300 円

2,542,200 円

収入見込額

合計

事業名 参加費
人数
組数
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１２支出計画 

１ 維持管理運営費用の支出計画 

(1) 人件費 

職員や繁忙期アルバイト等の人件費とします。 

(2) 修繕費 

小破修繕は、可能な限り職員やスタッフ等で補修し、対応できないものは専門業者に委託す

るなど、効率的な修繕を実施します。 

(3) 設備管理費・保安警備費 

設備管理費は、自家用電気工作物保安業務やボイラ保守点検、消防設備保守点検並びに機械

警備費を事業団管理施設で一括契約することにより、支出抑制を図ります。 

(4) 備品購入費・消耗品費 

消耗品は、余剰在庫を発生させない効率的な調達により、支出の抑制を図ります。 

(5) 外構・植栽管理費・廃棄物処理費 

施設から排出される廃棄物は、横浜市が「市役所ごみゼロ」で実施している「ルート回収」

や、市内野外活動施設等で一括契約をすることにより支出の削減を図ります。 

外構・植栽管理は、職員が自ら実施することで支出の抑制を図ります。 

(6) 広報・印刷製本費 

広報費は「広報よこはま」や「みんなで育てるハマの子ども」等の無料または安価で掲載で

きる広報誌や地域誌などの媒体を活用することで、広報にかかる経費を抑制します。 

印刷製本費は、施設の「利用の手引き」や「使用許可申請書」などを余剰印刷しないよう努

め、効率的な印刷により支出を抑制します。 

(7) 光熱水費・燃料費 

利用者の協力を得ながら、使用していない場所の電灯を消灯するなどの節電や節水に努め、

必要以外の光熱水費支出を抑制します。 

(8) 保険料 

 施設での万が一の事故に備えて、「施設賠償保険」や食事等による事故を担保する「製造物

責任保険」に加入します。保障内容は１事故に対し「身体障害賠償責任保険」は１億円、「財

物損壊賠償責任保険」は 3,000 万円、「生産物賠償責任保険」は１億円の内容で加入します。

(9) 使用料・賃借料 

 コピー・ファクシミリ兼用機の賃借料は、コピーを最小限度の使用に留め、支出の抑制に努

めます。またＡＥＤ（自動体外式除細動器）を配置し、緊急時に備えます。 

(10)委託料・謝金 

委託業務は必要最小限に留め、支出の抑制を図ります。また、繁忙期における運営スタッフ

については、効率的な配置をし、謝金の支出を最小限に抑制します。 

(11)その他 

シーツリース料や薪調達費は一括購入等のスケールメリットを生かし、支出を最小限に留め

ます。通信費は、市内事業所間をＩＰ電話化し、コストを抑えます。また、バックアップ体制

をとる事務局の間接事務費を維持管理運営費用の１%計上をします。 
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２ 自主事業の支出計画 

 (1) 教室事業 

 教室事業の支出は、過去の実績や平成 18・19 年度の参加者モニタリングに基づき、参加人

数や内容に沿った支出計画を作成し、執行します。 

(2) 飲食事業 

飲食事業の支出は、仕入れ業者からの見積もりを徴して販売品目の精査を行い、単価及び数

量を基に積算します。 

(3) 物販事業 

 物販事業の支出は、仕入れ業者からの見積もりを徴して販売品目の精査を行い、単価及び数

量を基に積算します。また、余剰在庫が発生しないように効率的な調達に努め、支出を抑制し

ます。なお、自動販売機の目的外使用料を横浜市に収めます。 

(4) その他 

平成 18・19 年度のモニタリングに基づき、ダッジオーブンやテーブルセット等のレンタル

物品事業を行い、指定管理期間の５年間での減価償却を考慮し、必要物品を調達します。また、

利用者の利便性を図るためのコイン式電話を設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１３収支予算書 

(1)収入　　　　※指定管理経費を除く。

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円、税抜き）

3,087

プログラムにかかる材料費等 クラフト、コピー　等 146

シーツ洗濯代 シーツ 1,489

薪代 炊事用薪、キャンプファイア用薪・丸太 552

その他 自主事業収益還元分 900

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円、税抜き）

3,087

23,382

26,469

※　指定管理経費（Ｂ）は税抜き処理の金額とする。

収入合計　　　　　       （Ａ）＋（Ｂ）

指定管理経費                （Ｂ）

項
　
　
　
　
目

(2)指定管理経費を含めた収入合計　　　　  　
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施設利用にかかる実費負担金収入 　（Ａ）

１　指定管理・収入の部（平成　２０　年度）　　

施設利用にかかる実費負担金収入　（Ａ）

収支予算書



 

積　算　内　訳
合計金額

（千円、税抜き）

26,469

・所長（固有）　１人　 17,700

・常勤職員（嘱託）　２人　　

・非常勤職員（アルバイト）　

・運営スタッフ（無給）

修繕費 小破修繕費 525

設備管理費
消防設備点検、グリストラップ洗浄、バコティンヒータ保守、
自家用電気工作物保安業務、浴槽濾過器保守　等

560

保安警備費 機械警備 477

備品購入費 ロッカー等 96

消耗品費 施設一般管理用品 300

外構・植栽管理費 園内植栽管理 200

廃棄物処理費 一般廃棄物・動植物性残さ処理 80

広報費 web保守管理　等 50

印刷製本費 広報印刷物　等 100

光熱水費 電気、ガス、水道 2,800

燃料費 ストーブ用燃料 100

保険料 施設賠償保険料 80

使用料・賃借料 コピー機リース、AEDレンタル料、ＮＨＫ受信料　等 370

公租公課費 契約用印紙　等 10

謝金 繁忙期スタッフ謝金 60

委託料 定期清掃・害虫駆除、水質検査　等 761

その他 通信運搬費、旅費 240

寝具クリーニング 140

シーツリース料 1,011

薪等原材料調達費 447

クラフト材料等調達費 100

間接事務費 262

人件費

項
　
　
　
　
目

収支予算書

２　指定管理・支出の部（平成　２０　年度）

① 維持管理運営費用
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内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円、税抜き）

3,191

教室事業 野外活動教室１７事業参加料 2,416

飲食事業
食材販売
飲料水販売

521

物販事業
自動販売機
物品販売

248

その他
公衆電話
レンタル物品

6

収支予算書

項
　
　
　
　
目

３　自主事業・収入の部（平成　20　年度）

② 自主事業による収入
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内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円、税抜き）

収支予算書

４　自主事業・支出の部（平成　２０　年度）

2,291

教室事業
野外活動教室１７事業
原材料、消耗品、保険料、報償費　等

1,856

飲食事業 食材調達費 351

物販事業
自動販売機目的外使用料@37,200
物販支出

48

その他 公衆電話基本料・通話料 36項
　
　
　
　
目

② 自主事業による経費
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