
平成２２年度 横浜市くろがね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（野外炊事用食材販売等）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」などの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、地域の総合型スポーツクラブなど利用

団体指導者の意見・要望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・健康と野外活動

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。 
 (3) ＪＯＢ ＣＡＭＰの運営支援 

 横浜市や運営団体と連携し、引きこもりの青年を対象としたよこはま型若者自立塾「Ｊ

ＯＢ ＣＡＭＰ」を積極的に支援します。利用にあたっては近隣農家や地域に働きかけ、利

用期間中に実施する活動の相談や調整を行い、参加者の多くが働くことの喜びを実感でき

る体験活動のコーディネートを行います。 
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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。その結果、平成 20 年度に「プラ

イバシーマーク」を取得し、規程に基づいた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。平成 22 年度には「プラ

イバシーマーク」を更新します。 
(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、職員は運営スタッフに対してＯＪＴを行い、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

性を理解した事前の相談業務にあたるとともに、利用当日においてはプログラム運営の支援

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、公共施設などへの

チラシ配布、地域のケーブルテレビやＦＭ局の活用等、多様なメディアを活用したＰＲを定

期的、または時宜を計って行います。 
(3) イベント開催等によるＰＲ 

桜の開花情報や四季の草花、豊かな自然の移り変わりなど、多くの市民が自然や野外活動

センターに親しみを持っていただけるようホームページで紹介します。 
また、ＰＲコーナーや情報スペース等で、施設内容や利用方法、実施可能なプログラムの

周知を図り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」の積極的な取り組みを引き続き行い、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・節暖房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組

みなど環境に配慮した施設管理を行います。 
 

 

 

4 



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１６，４６０人を

目指します。（平成 16 年度比 10％、1,496 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、野外料理メニュ－、ク

ラフト、野外プログラム、自然体験プログラムの新規開発を各 1 件行います。また既存のプログ

ラムについても、見直しや改良を行います。 

・野外活動教室：集団での野外プログラムを通して児童に豊かな心を育む機会を与え健全育成を図

る目的の教室を４事業、家族で自然とのふれあいを楽しむための教室を７事業、大人が健康増進

のためのスポーツを日常的に楽しむ機会とする教室を２事業、幼児と親が野外での集団活動に親

しみ情操教育の機会となる教室を 1 事業、野外活動に携わる指導者の技術の向上を目的とした教

室を１事業、地域の高齢者が元気にスポーツに親しむ機会とするゲートボール大会を１事業、合

計１６事業を実施します。（平成２１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  ３ 

・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

横浜市くろがね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に、感想や５段階評価（２０項目）・

意見・要望をアンケート用紙（Ａ４用紙１枚・両面）で聞きます。用紙は入所受付時に引率者へ渡

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・設備の利便性と快適性、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（夏期の内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項目）と要望

を口答で聞き挙手にて回答いただきます。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・家族対象事業は家族に１枚） 

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（１４項目）と

意見・感想・要望を記述するアンケート用紙（Ａ４用紙１枚程度）でお聞きします。 

閉会前に記入いただき（子どもの事業の場合は事前に発送し保護者が記入）回収します。 

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。 
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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 

施設や施設周辺の環境を活かした活動プログラムの研究とモデルプランの作成を行い、効果

的な校外学習の機会を提供できる旨のＰＲを、近隣の小学校などに対して行います。 

(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などの教室１６事業を開催し、野外活動未

経験者を掘り起こし、野外活動の普及振興と施設の利用促進の機会とします。 

利用団体の要望に応えるために各種物品販売、用具のレンタルなどの自主事業を展開し、利

便性やサービスを向上させることにより、利用者満足度の向上と利用促進を図ります。 

新規プログラムの開発や既存プログラムの改善により、参加人数や経験値に合った魅力ある

プログラムを提供しながら、リピーターや定期利用者を増やすための利用促進を図ります。 

(3) 平日の利用促進 

子育てサークル、高齢者サークルを対象に、外遊びや軽スポーツ、自然観察プログラムなど

のＰＲをし、平日の利用促進を図ります。 

施設に立ち寄った市民が予約無しでも遊べる様に遊具等の各種物品を用意するとともに、ア

スレチックを案内するなど、施設に好感・興味を持ってもらい次の利用につながるような働き

方　　法 回数・数量

予約状況情報 ホームページの随時更新 随時

利用案内、教室案内、プログラム紹介、施設
周辺の自然状況、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、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 １回

教室チラシ（複合・単一） 1,000部×１２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、エ
リアのケーブルテレビやFM局に放送依頼

随時

施設利用者や教室事業・体育協会イベント
や地域イベントでのPR

利用団体や個人利用者、教室参加者、その
他イベントなどでのチラシ等の配布

随時

横浜元気!!スポーツ・レクリエーション・フェス
ティバルでのPR

野外活動プログラムや施設ＰＲコーナーを開
設、野外活動の体感、チラシ等の配布

10月開催予定

近隣小学校へのＰＲ 学校長へ依頼し各学級へのチラシ配布 随時

はまっ子ふれあいスクールや放課後キッズ
クラブへのＰＲ

各代表へ依頼し、メンバーへチラシ配布

総合型スポーツクラブへのＰＲ
鉄小・あざみ野第一小学校区に設立する２総
合型スポーツクラブで、チラシ配布

H22．２月に両クラ
ブ設立

内　　容

パンフレット・チラシの配布

市ＰＲボックス、各区役所情報コーナー、市内
公共施設等への配布

広報媒体の活用

近隣学校等へのＰＲ活動

イベントでのＰＲ活動

インターネットによる情報配信
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かけをします。 

 (4) 派遣指導 

学校、学童保育、はまっ子ふれあいスクール、放課後キッズクラブ、地域等の依頼に応じて

野外活動や室内レクリエーション、クラフトなどの施設外派遣指導サービスを行い地域に貢献

すると共に、野外活動の普及振興及び施設のＰＲを図り、施設の利用につなげます。 

(5) 地域サ－クルへの利用提供 

  青少年団体や学校に利用される見込みのない平日の空き日については、地域のゲートボール

や健康体操サークル、母親サークル、スポーツサークルなどの一般利用に提供し、施設の有効

利用及び地域との連携を図ります。 

(6) 横浜元気!!スポーツ・レクリエーションフェスティバル 

横浜元気!!スポーツ・レクリエーションフェスティバル実行委員会が全市的に開催するイベ

ントに参画し、広く市民に野外活動と施設のＰＲを図ります。経費については自主事業の収支

差額を充て、市民に還元します。 
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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 

野外炊事やテンティング、キャンプファイア等のキャンプ活動、動植物などの自然観察活動、

クラフト等の創作活動、人との交流や協力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、年齢による理解度や難易度などを考慮し、発達段階に合わせた各種プログラムを提供

します。 

(2) 新たなプログラム提供 

石窯やダッジオーブン、ダンボールオーブンや簡易燻製器を使用し、手軽でお洒落で美味し

い野外料理メニューを開発し、提供します。 

また、さわやかスポーツの用具を充実させ、誰もが気軽にスポーツ活動を楽しめる場としま

す。 

(3) 展示コーナー等の充実 

展示コーナーにおいてクラフト作品例、プログラム例、周辺・自然環境などの写真を展示す

ることにより、施設の野外活動に対する取り組みの紹介を行い、利用者に施設に対する理解を

深めていただきながら新たなプログラムの発見、実施につなげます。 

● 木の実のペンダントや木の枝の写真たてなどを継続して展示します。 

● 紙こま、竹馬、竹ぽっくり、竹とんぼ、おはじき、お手玉で遊べるコーナーを時節に応じ

て開設します。 

● 生ごみの堆肥化サイクルの写真や、簡易ろ過装置の展示を継続します。 

● 施設内や周辺で観察される動植物の写真を時季に合わせて展示します。 

 

２ プログラムの提供方法 

(1) 事前打ち合わせ 

利用団体の要望や目的にあわせてプログラムの運営方法や指導方法のアドバイスをします。

また、プログラム相談のみではなく、行事が円滑に実施できるように食材計画や、安全に関す

るアドバイスも行います。 

(2) プログラム指導 

団体がプログラム運営の知識・技術を擁しない場合には、職員・スタッフが的確なプログラ

ム指導を行います。 

団体指導者の経験が豊富で、自力でのプログラム運営が可能な場合には、職員・スタッフは

必要最小限の説明と物品貸出しなどの管理上の支援を行います。 

 (3) 安全な活動をするための研修会の開催 

団体の引率者へ、野外炊事やテント設営などのプログラム体験ができる研修会を自主事業で

開催します。また、用具取扱いや衛生に関しての説明を取り入れながら、団体が実施するにあ

たり安全で楽しいプログラムを参加者に提供できるように図ります。 

(4) プログラム内容の充実 

意見箱を引き続き設置し、広く利用者ニーズを掘り起こします。これにより、既存プログラ

ムの改善や新規プログラムの開発を行い、魅力あるプログラムを利用団体へ提供します。また、
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要望の内容とそれに対する回答や取組みについて掲示をします。 

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。 
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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

ータとして蓄積し、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、屋外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等、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

は定期的に、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。 

 

 

 

 

 

 

 

業務名称 点検項目 点検内容 点検者 回数

建物外観 破損等 毎日

アスレチック 破損等 毎日

バコティンヒーター 作動点検 使用時

消防設備 外観・総合（法定） 年２回

バコティンヒーター 機能点検 年２回

アスレチック 保守点検 年３回

グリストラップ引抜 保守点検 年１回

定期点検 専門業者

日常点検 施設職員

補修内容 回数

野外炊事場かまどモルタル補強 年１回

野外炊事場イス・テーブル補修 年１回

張り出しテント支柱ペンキ塗り 年１回

グラウンド・キャンプ広場・アスレ
チック広場階段手すり補修

適宜

修繕内容

研修室換気扇修繕

野外炊事場かまど修理

管理棟トイレ・シャワー等配水管洗浄
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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。特にシャワー室、トイレ

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

シャワー室等については、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

ックス清掃、消毒、害虫駆除などに

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除草、雨水枡や排

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、グリストラップ清掃、

高木の剪定や樹木消毒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。 

 

【外構植栽管理計画】
　　内　容 実施者
芝刈り 月１回 5～11月 職員等
花壇等の植栽 年３回 職員等
除草 年１回 7月 委託業者
高木剪定 年１回 2月 委託業者
さくら枝抜き 年１回 2月 委託業者
樹木消毒 年１回 5月 委託業者
裏山散策路除草 年３回 職員
雨水枡等点検 月１回 職員
遊水地枡・側溝 年１回 2月 委託業者

回数

【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
食堂・台所の床除塵 毎日
宿泊室の床除塵 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
スポーツ広場除塵 毎日
キャンプ広場の除塵 毎日
アスレチック広場の除塵 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
野外炊事場張り出しテント洗浄 年２回 6・12月
台所換気扇清掃 年４回 4･7･10･1月
台所排水溝清掃 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
シャワー室清掃 適宜 利用ごと
シャワー室大掃除 月２回
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 回数

床ワックス（食堂・廊下等） 年10回 8・2月除く
窓ガラス・網戸・サッシ清掃 年３回 5･9･1月
全館害虫駆除消毒 年３回 4･7･10月

【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 9月
ベットパット 年１回 2月
枕カバー（施設内で実施） 年２回 9・3月

回数

回数

12 



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壁にある避難経路図の確認をし、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。 

建物の正面玄関と宿泊室外側通路に防犯カメラを設置し、宿泊利用時の夕方から翌朝まで録

画を行い、防犯及び不審者の侵入等の被害があった場合に備えます。 

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１回の自主点検及

び毎年１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。 
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１０ 自主事業実施計画 

１ 教室事業 

 

 

【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

ゲートボール大会
4月2日（金）
日帰り

旧鉄小学校区の
老人会

ゲートボール親善試合
6

ﾁｰﾑ
1ﾁｰﾑ　1,500円

3月2日（火）
～16日（火）

Ⅰ期　4月24日、5月15日・29日、6
月12日・26日、7月10日　全６回
土曜日　9:30～11:30

48
3月1日（月）
～15日（月）

Ⅱ期　10月2日・16日・30日、11月
13日・27日、12月11日　全６回
土曜日　9:30～11:30

48
8月16日（月）
～30日（月）

Ⅲ期　1月15日・29日、2月12日・
26日、3月12日・26日　全６回　土
曜日　9:30～11:30

48
12月1日（水）
～15日（水）

各期最終日の家族イベント 参加者の家族 スポーツゲーム 各32

Ａ　5月1日（土）～2日（日祝）
1泊2日

55
3月17日（水）
～31日（水）

Ｂ　9月18日（土）～19日（日）
1泊2日

55
8月4日（水）
～18日（水）

Ⅰ期　5月6日･13日・20日・27日、
6月3日･10日･17日･24日、7月1
日・8日　全10回　木曜日 10:00～
11:30

25
3月15日（月）
～29日（月）

Ⅱ期　9月16日･30日、10月7日･
14日･21日・28日、11月4日･11日･
18日・25日　全10回　木曜日
 10:00～11:30

25
7月30日（金）

～8月13日（金）

Ⅲ期　1月13日・20日・27日、2月3
日･10日・17日・24日、3月3日･10
日・17日　全10回　木曜日
10:00～11:30

25
11月１8日（木）

～12月2日（木）

Ⅰ期　5月12日･19日･26日、6月2
日･9日･16日･23日・30日、7月7
日・14日　全10回　水曜日
10:00～11:30

25
3月15日（月）
～29日（月）

Ⅱ期　9月22日・29日、10月6日･
13日･20日･27日、11月10日・17
日・24日、12月1日　全10回　水曜
日　10:00～11:30

25
7月30日（金）

～8月13日（金）

Ⅲ期　1月12日･19日・26日、2月2
日・9日･16日・23日、3月2日・9
日・16日　全10回　水曜日
10:00～11:30

25
11月１1日（木）

～25日（木）

Ⅰ期　5月12日・26日、6月9日・23
日、7月7日　全5回　水曜日
14:15～16:15

50
3月26日（金）

～4月9日（金）

Ⅱ期　9月29日、10月13日・27日、
11月10日・24日　全５回　水曜日
14:15～16:15

50
8月16日（月）
～23日（月）

Ⅲ期　1月12日・26日、2月9日・23
日、3月9日　全５回　水曜日
14:15～16:15

50
11月19日（金）

～12月3日（金）

Ａ　5月22日（土）
　　9:30～12:30

20
4月7日（水）
～21日（水）

Ｂ　7月31日（土）
　　9:30～12:30

20
6月15日（火）
～29日（火）

Ｃ　10月23日（土）
　　9:30～12:30

20
9月9日（木）
～23日（木）

Ｄ　11月7日（日）
　　9:30～12:30

20
9月22日（水）

～10月6日（水）

Ｅ　1月23日（日）
　　9:30～12:30

20
12月9日（木）
～23日（木）

Ｆ　3月19日（土）
　　9:30～12:30

20
2月4日（金）
～18日（金）

キャンプマスター入門 6月27日（日）　日帰り
利用団体指導者
及び引率者

キャンプの計画と運
営、野外炊事、テン
ティング、クラフト他

15 1,000円
5月8日（土）

～6月5日（土）
＊電話申込

さわやかファミリーキャンプ
小学生とその家
族

アウトドアスポーツクラブ

5,000円

家族イベント
小学生以上　800円

3歳～未就学児　500円
0～2歳児　300円

小学生2年～6年生

サッカー、タグラグ
ビーを中心とした集
団でのスポーツ活
動　他

ヨガ入門 １６歳以上
健康増進のための
初歩的なヨガ

4,500円

すくすくアウトドアクラブ　
4～6歳児（幼稚園
年中・年長相当）
と保護者

野遊び、クラフト、集
団ゲーム、おやつ作
り　他

2人1組　5,000円
1人追加　2,500円

対象年齢以外のお子様
の参加については別途

お問合せ下さい

子どもカヤック教室 小学2年～6年生 カヌー教室 2,000円

太極拳教室　 １６歳以上 入門、初級の太極拳 4,500円

テント生活、野外炊
事、キャンプファイ
ア、クラフト　他

小学生以上　4,500円
3歳～未就学児　3,500

円
0～2歳児　500円
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青少年の健全育成や子育てに貢献できる事業と、市民への野外活動の普及振興のための事業

を、一般利用者とのバランスに配慮しながら全１６事業を実施します。平日にはスポーツ習慣化

や健康増進のための大人を対象とした健康教室や、子育て支援のための幼児と母親対象の教室、

土・日曜日の比較的利用されていない時間帯には数時間で楽しめる野外料理やスポーツなどの教

室を開催し、施設の有効活用と利用促進を図ります。 

(1) こどもを対象とした事業 

児童が集団での野外活動プログラムを通して自然や仲間とふれあいながら、豊かな心を育み

社会性を身につけることを目的にした教室を４事業開催します。 

(2) 家族を対象とした事業 

子どもを含む家族が、野外活動を楽しみながら自然への関心を持つ機会となる教室を７事業

開催します。 

(3) 大人が自然やスポーツに親しむ事業 

大人がスポーツに親しみながら、生活にスポーツを取り入れ健康増進を図るための教室を２

事業開催します。 

 (4) 幼児と親が野外活動を楽しむ教室 

   幼児と親が、他の親子と協力し合いながら野外活動プログラムを楽しみ、豊かな情緒・情操

を培う機会となる教室を１事業開催します。 

事業名 開催期間 対　　象 内　　容 人数 参加費（一人） 募集期間

Ａ　7月3日（土）
　　9:30～13:00

段ボールクッカーで
燻製作り

42
5月17日（月）
～31日（月）

Ｂ　8月21日（土）
　　9:30～13:00

皮なしウインナー作
り

42
7月5日（月）
～19日（月）

Ｃ　9月4日（土）
　　9:30～13:00

ダッジオーブンクッ
キング

42
7月19日（月）

～8月2日（月）

Ａ　7月17日（土）
　　9:30～12:30

20
6月2日（水）
～16日（水）

Ｂ　12月19日（日）
　　9:30～12:30

20
11月4日（木）
～18日（木）

Ｃ　2月19日（土）
　　9:30～12:30

20
1月4日（火）
～18日（火）

Ａ　7月24日（土）
　　9:30～13:00

50

Ｂ　8月8日（日）
　　9:30～13:00

50

真夏のデイキャンプ 8月1日（日）　日帰り 小学４年～６年生

イニシアチブゲー
ム、フィールドゲー
ム、野外炊事、クラ
フト 他

48 3,000円
6月10日（木）
～24日（木）

森森アウトドアクラブ

①8月13日(金)～14日（土）１泊２
日
②11月3日（祝水）
③1月10日（祝月）
④3月21日（祝月）
　全4回

小学1年～3年生

テント生活、野外炊
事、四季の野遊び、
野外ゲーム、クラフ
ト　他

48 16,000円
6月26日（金）

～7月10日（金）

スポーツレクリエーション
フェスティバル２０１０

10月11日（祝月）
　日帰り

横浜市民
伝承遊び、クラフト、
さわやかスポーツ、
駄菓子屋さん　他

フリー クラフト　100円 当日受付

Ａ　11月20日（土）
　　9:30～12:30

40

Ｂ　12月4日（土）
　　9:30～12:30

40

Ａ　12月23日（祝木）
　　9:30～13:00

手打ちうどん作りと
冬の外遊び

42
11月8日（月）
～22日（月）

Ｂ　1月8日（土）
　　9:30～13:00

おもちつきと正月遊
び

42
11月22日（月）

～12月6日（月）

Ｃ　2月5日（土）
　　9:30～13:00

ダッジオーブンクッ
キング

42
12月13日（月）

～27日（月）

小学生以上　1,000円
3歳～未就学児　700円

0～2歳児　300円

10月13日（水）
～27日（水）

家族で焼こう
手作りピザ

保護者を含む6人
以内の小学生の
家族またはグ
ループ

ピザ生地作り、石窯
でのピザ焼き　他

高校生以上　1,100円
（①～③一括3,000円）
3歳～中学生　900円

（①～③一括2,400円）
0～2歳　500円

夏のおいしいファミリー
Ａなんでも燻製祭り
Ｂやっぱり
　　　自家製ソーセージ
Ｃ挑戦！ダッジオーブン

小・中学生と
その家族

高校生以上　1,100円
（①～③一括3,000円）
3歳～中学生　900円

（①～③一括2,400円）
0～2歳　500円

みんなで流しソーメン
小学生とその家
族

冬のおいしいファミリー
Ａ作ろう
　あったか手打ちうどん
Ｂみんなでおもちつき
Ｃ挑戦！ダッジオーブン

小・中学生と
その家族

親子カヤック教室
小学生と保護者
の
ペア

カヌー教室 １組　4,000円

流しそうめん、竹の
箸づくり　他

小学生以上　1,100円
（3歳～未就学児　1,000

円
0～2歳児　300円）

6月1日（火）
～15日（火）
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(5) 利用団体指導者研修事業 

施設利用団体の指導者やリーダーが、安全で楽しい野外活動を企画・運営するためのノウハ

ウを学ぶ機会として、研修会を１事業開催します。 

(6) 地域貢献事業 

地域の高齢者が元気にスポーツに親しむ機会となるよう、近隣地域の老人会ゲートボールチ

ームを対象にしたゲートボール大会を１事業開催します。 

 

２ 飲食事業 

(1) 食材販売 

利用団体への食材調達や、グループ毎の材料仕分

けなどのサービスにより、団体引率者の食材運搬や

仕分けの負担を軽減するメリットを提供します。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 

団体の注文に合わせて清涼飲料等を調達するこ

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 

自動販売機を玄関脇に設置し、屋内・屋外両利用

者に対し、茶・コーヒー飲料・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) 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。 

(2) 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。 

 

 

 

 

【販売食材例】 （税込み）
内　　容 料金

はまっ子どうし（500ｍｌ） １１０円
はまっ子どうし（2000ｍｌ） ２３０円
ジュース他 ８０円～
ポークカレーセット ２６０円
チキンカレーセット ２５０円
ビーフカレーセット ２８０円
ホットドッグセット ２３０円
焼きそばセット ２９０円
バーベキューセット ６８０円
もち基本セット １６０円
トン汁セット ２５０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式・１回

ダッチオーブン ３００円／1台・1日

バーベキューコンロ ５００円／1台・1日

カセットコンロ １００円／1台・1日

焙煎コーヒーセット ５００円／1台・1日

テーブル（ファミリー用） ３００円／1台・1日

椅子（ファミリー用） １００円／1脚・1日

マキストーブ ５００円／1台・1日

ワンタッチテント ５００円／1張・1日

流しそうめん台 ５００円／1本・1日

石窯セット １０００円／1式・1日

【販売物品例】 （税込み）

内　　容 料金

軍手 ４０円

ビニール傘 ２００円

ライター １００円

マッチ ４０円

食品ラップ １５０円

アルミホイル １５０円

虫除けスプレー ６００円

食器洗い洗剤 １５０円

クレンザー １５０円

炭　　３ｋｇ ４００円

オガライト ２００円

ろうそく ２０円

蚊取り線香 ４０円

蚊取りマット ２０円

カセットコンロガス １５０円

石灰 １００円
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１１収入計画 

１ 施設利用にかかる実費負担収入計画 

(1) プログラムにかかる料金 

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 1,113,000 円（税込）を利用にかかる料金収

入に組み入れます。 

(5) 利用にかかる料金総収入見込 

(1)から(4)までの合算で 2,126,100 円（税込）を見込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎薪代　 (税込み）

内容

炊事用・キャンプ
ファイア用

400円／束 870 束 348,000 円

キャンプファイア用
丸太

400円／本 40 本 16,000 円

364,000 円

収入見込額

合計

利用見込数単価

◎シーツクリーニング代 (税込み）

270 円／枚 2,000 枚 540,000 円

単価 利用見込数 収入見込額

◎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 50円～200円／個 970個 102,500 円

藍染め 500円／人 10人 5,000 円

コピー 20円／枚 ８０枚 1,600 円

合計 109,100 円

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 22 年度は、過去の実績

や参加者モニタリング等の分

析から 16 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、

引き続き、流しそうめんセットや石窯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 4,648,150 円（税込）を見込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎その他事業収入 (税込み）

内容

レンタル物品 52,000 円

公衆電話等 2,100 円

合計 54,100 円

収入見込額

◎飲食事業収入 (税込み）

内容

食材販売 418,500 円

合計 418,500 円

収入見込額

◎教室事業事業収入 (税込み）

ゲートボール大会 1チーム1,500円 6 9,000 円

アウトドアスポーツクラブ　（3期） 300円～5,000円 240 789,900 円

ヨガ教室　（3期） 4,500円 75 337,500 円

太極拳教室　（3期） 4,500円 75 337,500 円

さわやかファミリーキャンプ　(2回） 500円～4,500円 110 454,000 円

すくすくアウトドアクラブ　（3期） 300円～2,500円 150 357,300 円

キャンプマスター入門 1,000円 15 15,000 円

みんなで流しソーメン　(2回） 300円～1,100円 100 105,200 円

森森アウトドアクラブ 16,000円 48 768,000 円

家族で焼こう手作りピザ　(2回） 300円～1,000円 80 77,400 円

親子カヤック教室　(3回） 1組4,000円 30 120,000 円

子どもカヤック教室　（6回） 2,000円 120 240,000 円

真夏のディキャンプ 3,000円 48 144,000 円

夏のおいしいファミリー 300円～1,100円 126 118,200 円

冬のおいしいファミリー 300円～1,100円 126 118,200 円

横浜スポーツ・レクリエーションフェスティバル 10～100円 300 30,000 円

4,021,200 円

収入見込額

合計

事業名 参加費
人数
組数

◎物販事業収入 (税込み）

内容

自動販売機 117,600 円

物品販売収入 36,750 円

合計 154,350 円

収入見込額
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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、ボイラー保守点検、消防設備保守点検並びに機械警備費を協会管理施設で一

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、市内野外活動施設で一括契約をすることにより支出の削減を図ります。 

外溝・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（近隣各区版）」や地域のケーブルテレビ・ＦＭ局等、無料で掲載

や放送ができるメディアを活用することで、広報にかかる経費を抑制します。 

印刷製本費は、「利用の手引き」や「使用許可申請書類」などの余剰のない効率的な印刷に

努め、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、不使用場所の消灯などの節電や節水、過剰な冷暖房の抑制に努め、

必要以外の光熱水費と燃料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、コストを抑制します。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%を計上します。 
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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、過去の実績や参加者モニタリング結果を反映させた参加人数や内容に基

づいた事業計画を作成し、実行していきます。 

(2) 飲食事業 

飲食事業の支出は、仕入れ業者から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。 

(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。 

(3) その他 

平成 21 年度に引き続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ま

す。レンタル品は、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。 
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(1)収入　　　　※指定管理経費を除く。

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

2,028,000

プログラムにかかる材料費等
クラフト
コピー　他

104,000

シーツ洗濯代 シーツ 516,000

薪代
炊事用薪
キャンプファイア用薪・丸太

348,000

その他 自主事業収益還元分 1,060,000

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

2,028,000

21,540,000

23,568,000

※　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）

(2)指定管理経費を含めた収入合計　　　　  　

利用にかかる料金収入    （Ａ）

１　指定管理・収入の部（平成　２２　年度）　　

施設利用にかかる実費負担収入（Ａ）



 

 

 

 

 

 

 

 

積　算　内　訳
合計金額

（円、税抜き）

23,568,000

所長（固有）１人

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）

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
等

400,000

保安警備費 機械警備・監視カメラリース料 580,000

外構・植栽管理費 施設内植栽・遊水池管理　等 700,000

廃棄物処理費 一般廃棄物・動植物性残さ処理　等 40,000

報償費 繁忙期スタッフ謝金 35,000

旅費交通費 職員出張交通費 60,000

消耗品費 事務用品、衛生用品　等 489,000

燃料費 ボイラ・ストーブ用燃料 160,000

修繕費 小破修繕費 400,000

通信運搬費 電話代、郵送代　等 200,000

支払手数料 寝具クリーニング　等 100,000

保険料 施設賠償保険料 20,000

使用料・賃借料 コピー機リース料、AEDレンタル料、ＮＨＫ受信料　等 220,000

委託料 定期清掃・害虫駆除、遊戯施設保守　等 400,000

原材料費 補修資材　等 50,000

備品購入費 プログラム用具、収納庫　等 350,000

公租公課費 契約用印紙　等 40,000

電気代 400,000

水道代 380,000

ガス代 70,000

雑費 事務局間接事務費 233,000

材料費等 クラフト材料等調達費 84,000

シーツ代 シーツリース料 350,000

薪代 薪等原材料調達費 257,000

人件費

項
　
　
　
　
目

２　指定管理・支出の部（平成　２２　年度）

① 維持管理運営費用

17,550,000
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内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

4,422,000

教室事業 野外活動教室１６事業参加料 3,824,000

飲食事業 食材・飲料販売 399,000

物販事業
自動販売機
物品販売

147,000

その他
公衆電話
レンタル物品

52,000項
　
　
　
　
目

３　自主事業・収入の部（平成　２２　年度）

② 自主事業による収入
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内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

3,362,000

教室事業
野外活動教室１６事業
原材料、消耗品、保険料、報償費　等

2,909,000

飲食事業 食材・飲料調達費 289,000

物販事業
自動販売機目的外使用料（@35,429）・電気代
販売物品調達費

116,000

その他
公衆電話基本料・通話料
レンタル物品調達費

48,000項
　
　
　
　
目

４　自主事業・支出の部（平成　２２　年度）

② 自主事業による経費

 


