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１ 施設管理運営の基本的な考え方 

私たちは、この公共サービス基本法の「基本理念」のもと、野外活動センター３施設の役

割、関連行政施策及び重点課題を踏まえ、次のとおり３つの基本方針を定めました。この基

本方針の実現に向け、野外活動センター３施設の指定管理事業に取り組んでいきます。 

 

（１） 基本方針 

【基本方針１  共創・協働によって子ども・青少年を育む「成長空間」を創ります】 

私たちは、野外活動センター３施設において、ボランティアとの共創・協働を基調とし

た運営のもと、魅力ある野外活動事業や教室事業を展開し、子ども・青少年の自立を支援

していきます。 

これに加え、野外活動や共同生活を行う利用者が少ない時期には、子育てや困難を抱え

る若者の自立を支援するための「場」を積極的に提供していきます。 

私たちは、このような事業展開を通して、子ども・青少年の成長段階にあわせた「成長

空間」を創出し、「こども青少年プラン（後期計画）」の推進に貢献します。 

 

【基本方針２  施設を最大限に活用しその価値を高めます】 

私たちは、青少年野外活動センター条例で規定されている事業の推進を基本としながら、

野外活動や共同生活を行う利用者が少ない時期には、市民ニーズに応える魅力ある様々な

教室事業を展開していきます。 

これまでの管理運営の中で蓄積した経験・ノウハウや専門知識をもとに企画した子ども

から大人まで楽しめる教室事業の実施をはじめ、類似目的を有する他の公益法人や旅行業

者など多様な主体との事業連携、類似施設との事業連携など、魅力満載の教室事業を実施

し、利用者層を拡大することで施設の価値を一段と高めていきます。 

 

【基本方針３  「人」と「環境」に優しい運営を行います】 

私たちは、安全・安心・快適な施設環境の創出に向け、ミーティングや利用者との打合

せにおける安全対策の徹底、食の安全確保、施設・設備の日常点検、修繕履歴の記録、ユ

ニバーサルデザインを踏まえたサービスの提供などを確実に履行していきます。 

 また、地球環境に優しい施設管理を進めるとともに、「横浜市脱温暖化行動指針」に則し

た行動の実践、環境学習の実施などを通して、環境問題克服に向けた市民の自発的行動を

促していきます。 

 

 

（２） 施設管理運営の目標と計画方針 

【達成目標】 

達成目標及び中期的目標の指標について、野外活動センター３施設における活動の実施

状況を示す「産出指標」を設定します。 

 

指標項目 三ッ沢 くろがね こども自然 

実利用人数（人） １８，８８０ １７，４８８ ２１，５８４ 

延利用人数（人） ２５，０６０ ２０，２９６ ２９，８６２ 

実利用団体数（団体数） ７５９ １，１５０ ９２２ 
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【計画方針（５つの運営方針と１４のアクション】 

３つの「基本方針」に基づき、５の「運営方針」と 14 の「アクション（実施策）」を策

定しました。「運営方針」及び「アクション」を実行し、達成目標を目指します。 

 

運営方針１  子どもの成長段階にあわせた事業展開 

アクション（実施策） 

①子ども・青少年の自立支援 

②家庭・地域の子育て支援の推進 

 

運営方針２  市民との協働運営と多様な主体との事業連携 

アクション（実施策） 

③多様な主体と連携し魅力ある事業を推進 

④類似施設との事業連携 

⑤市民ボランティアの養成と共創の理念実現 

 

運営方針３  ３施設一体化を活かした運営 

アクション（実施策） 

⑥共同研究によるプログラム開発と連携事業の展開 

⑦効率的・効果的な業務委託と食材調達 

 

運営方針４  利用者目線に立った効率的な事業運営 

アクション（実施策） 

⑧来館者に優しいきめ細かなサービス 

⑨ネットワークを駆使したＰＲ活動 

⑩人材育成とコンプライアンス 

⑪ＰＤＣＡサイクルとモニタリング 

 

運営方針５  安全・安心・快適で地球環境に優しい施設管理 

アクション（実施策） 

⑫安全管理体制の強化 

⑬ライフサイクルコストの縮減 

⑭環境に配慮した取組の推進 
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２ 事業計画 

 

（１） 事業実施に関する基本的な考え方 

ア 野外活動の普及・振興のための取組 

野外活動を安全かつ効果的に実施するためには、指導技術や管理運営能力を有する指導

者（人）、多様で豊富な活動（プログラム）、そして安全性や快適性を確保した施設（フィ

ールド）の３つの要素が整っている必要があります。 

この３つの要素に裏打ちされた市民との協働を基調とした運営のもと、魅力ある野外活

動教室や、関係機関との連携・協働による事業などを積極的に展開し、子ども・青少年を

育む「成長空間」を創出していきます。 

教室事業や連携事業、各施設の魅力等は、インターネットや情報誌、フリーペーパーな

どを駆使して効率的・効果的なＰＲ活動を展開し、子ども・青少年の多様な体験機会を拡

大します。体験機会の拡大とともに、社会情勢の変化に伴い多様化する利用者ニーズに的

確に対応するため、利用者アンケート等のモニタリングを実施し、事業の改善につなげて

いきます。 

このような野外活動の普及・振興に向けた取組により、創造性、自主性、協調性、社会

性の習得や身体的活動の習慣づけを促し、心身ともに調和のとれた青少年の育成を図りま

す。 

 

イ 野外活動センター３施設の特長と連携 

野外活動センター３施設は、それぞれ横浜市中央部（神奈川区）、北部（青葉区）、西部

（旭区）に点在しています。３施設の所在区と隣接区を合わせると横浜市 18区中 12区と

なり、多くの市民の身近な施設として親しまれています。 

施設間の連絡や連携により情報を共有し、合同の職員会議などを通して施設運営に関す

る共通認識を図ります。それを土台にして、20年以上に及ぶ野外活動施設の運営において

培ったノウハウと当体育協会の総合力を活用し、３施設一体化のメリットを発揮した運営

を行います。 

 

（２） 計画的な事業展開について 

ア プログラム開発と実施計画 

（ア）野外活動センター３施設のプログラム開発と提供 

ａ 青少年の関連行政施策に対応したプログラム開発 

(a) こども青少年プラン（後期計画）推進のためのプログラム開発 

青少年が「自己肯定感を育み」、「社会性や自己選択力を身につける」機会や場と

するため、自然とふれあい、仲間と協力し合いながら多様な体験を積み重ねること

ができる野外活動プログラムを開発し、提供します。 

また、子育て家庭が気軽に利用できるよう、幼児から大人まで幅広い市民が体験

できる柔軟な提供を行います。 

(b) 子どもの体力向上を図るプログラム開発 

青少年の体力向上を図るため、自然の中で体を動かすことの楽しさを味わい、身

体的活動の習慣づけの機会となる野外活動プログラムを開発し、提供します。 

(c) 環境や食への興味・関心を引きだすプログラムの開発 

身近な自然にふれあうプログラムを通して、環境保全の行動のきっかけとなるよ

う、自然環境への気付きや共感が得られる工夫をしていきます。 
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また、野外炊事や野外ゲームを通して、日常の食生活を見つめる機会となるよう、

地産地消や食べ残しを少なくするといった学びの要素を組み込んでいきます。 

ｂ プログラム実施のための支援策 

(a) インターネットを活用したプログラム紹介 

ホームページでのプログラム紹介や活動の手引のダウンロードなど、いつでもプロ

グラムに関する情報が入手できる環境を常に整備し、利用団体の引率者が行うプログ

ラム計画・立案を支援します。 

(b) 事前打合せによる支援 

安全で楽しい野外活動を提供するため、団体引率者との事前打合せを実施し、目的

に合ったプログラムの紹介や安全対策などの助言・指導を行います。 

(c) プログラムの指導体制 

利用団体の依頼に応じて、危険を伴うナタを使った薪割りやキャンプファイアの井

桁組みなどは、職員やサポートスタッフが直接指導します。 

また、指導依頼がない場合においても、施設の備品・用具の貸出時には取扱いの助

言を行うほか、活動中は安全のための巡回を行います。 

(d) 利用者ニーズの反映 

利用者アンケートや利用実績に基づいた自己評価により、プログラムの見直しや開

発を行い、一層充実したプログラムの提供を行います。 

 

（イ）三ツ沢公園青少年野外活動センター 

野外炊事場やプレイホールなどの施設環境のほか、三ツ沢公園や豊顕寺市民の森の

自然を活用し、誰もが楽しく、そして安全に体験できる多様なプログラムの開発と提

供を行います。 

 

ａ バリエーション豊かな野外料理メニュー 

薪割り、火おこし、調理などの作業を通して、仲間との協力や生活技術の体験の機

会とするとともに、食への関心を深めるプログラムを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 周辺の自然環境を活かした自然観察 

樹木の種類が豊富な三ツ沢公園や豊顕寺市民の森の自然を活用し、子どもたちが身

近な横浜の自然とふれあう機会となる自然観察や環境教育のプログラムを提供します。 

 

 

 ■主な野外料理プログラム
プログラム 内　容

飯ごう炊飯 飯ごうでの炊飯とカレー・シチューなどを作ります。
バーベキュー 炭火をおこし、焼き網で肉や野菜などを焼きます。
鉄板焼き 肉や野菜を炒めたり、やきそばを作る鉄板料理です。
石窯料理 ピザやナンを本格的な石窯で作ります。
ダッチオーブン料理 密閉性の高い鉄鍋（ダッチオーブン）で多彩な料理を楽しみます。
ダンボールオーブン料理 ダンボール箱で作った簡易オーブンでピザやトーストを焼きます。
手打ちうどん 小麦粉を練って生地から作る、コシの強い手作りうどんです。
やきいも 公園の落葉を拾い集め、かまどで落葉焚きをしながら芋を焼きます。
カートンドック 牛乳パックを焼いて、簡単に作れるホットドッグです。
ねじりパン 木の枝にパンの生地を巻いて、炭火でこんがりと焼きます。
お菓子作り 飯ごうや炭火を使い、幼児から楽しめる簡単なおやつ作りです。
餅つき 蒸籠で餅米を蒸かし、臼と杵を使ってお餅をつくります。
鏡餅作り お餅つきをして、お正月に飾る鏡餅を作ります。
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ｃ 仲間と協力して楽しむ活動 

起伏に富んだ林や遊歩道、様々な広場を持つ公園のフィールドを活用し、仲間との

協力により課題を解決しながら自身を見つめ、他者への配慮や思いやりの心を育む機

会となる集団プログラムを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ 創造成を育む創作活動 

木の枝や竹などの自然物を使い、創造力豊かな発想で物作りをするプログラムを提

供します。工作用具をグループ内で共有するなど、仲間との協力関係を高める提供方

法の工夫をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ 体験・展示コーナー 

団体利用の自由時間や一般利用者向けのプログラムとして、いつでも体験・見学・

学習が可能な昔遊びコーナーやクラフト展示コーナー、季節の折り紙コーナー、三ツ

沢史跡コーナーなどを用意します。 

 

（ウ）くろがね青少年野外活動センター 

野外炊事施設や３つの広場など、くろがね特有の施設環境のほか、周辺の里山や田

園地帯の自然を活用し、多様なプログラムの開発と提供を行います。 

 

ａ バリエーション豊かな野外料理メニュー 

薪割り、火おこし、調理などの作業を通して、仲間との協力や生活技術の体験の機

 ■主な自然観察・環境教育プログラム
プログラム 内　容

公園自然観察ゲーム 公園内の樹木等の分布図を使い、楽しみながら観察します。
公園環境観察ゲーム 公園内の樹木等の生え方や傷みを調べ、環境について考えます。
星空観察 天体望遠鏡を使って、月や星座を観察し、知識を深めます。
池の生き物観察 池の生き物を採取して観察し、生態系について調べます。
ネイチャーゲーム 自然を題材にしたゲームを楽しみ、自然をみんなで分かち合います。

野鳥観察 双眼鏡や図鑑を使って公園の野鳥を観察します。

■主な集団プログラム
プログラム 内　容

ウォークラリー コマ地図を頼りに公園内を巡り、自然観察をしながらゴールします。
ハンターゲーム 森に隠した動物カードを仲間と協力して探し出すゲームです。
樹木ラリー 設問の樹木を探し出し、隠された宝を見つけるゲームです。
フォトラリー 写真を頼りに課題や関所をくぐり抜けてゴールするゲームです。
山賊ラリー 山賊に扮し、仲間と課題解決しながら持ち札の量を競うゲームです。
キャンプファイア 火を囲い、歌やゲーム、寸劇で夜のひと時を楽しみます。

キャンドルファイア キャンドルを囲い、歌やゲーム、寸劇で夜のひと時を楽しみます。

■主な創作活動
プログラム 内　容 料金（円）

紙ひもクラフト 運搬用の紙ひもを使ってコマ、カゴ、リースを作ります。 100
焼板 板を焼いて磨き、木目を浮き出させた後に絵などを書きます。 100
太陽の目 マクラメ糸のきれいな色を枝に巻きあげたアクセサリーです。 100
ブーメラン 紙パックを加工して作る、低学年でも楽しめる工作です。 50
木の実ペンダント 公園で木の実を拾い集め、木の台座に貼り付けます。 100
木の実モンスター 木の実に目、手、足をつけて、小さなモンスターを作ります。 100
和紙染め 和紙に色をつけ、思いがけない模様を楽しみながら作ります。 100
スライム 洗濯糊とホウ砂水溶液を合せてつくる感触遊びです。 100
プラネタリウム ボール紙で小さなプネタリウムを作り、天井に星を輝かせます。 400
ぐにゃ凧作り ビニール袋に竹ひごをつけ、凧を作ります。 100
写真たて 公園で拾った小枝を組み立て、思い出の写真を飾ります。 100
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会とするとともに、食への関心を深めるプログラム提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 周辺の自然環境を活かした自然観察 

周辺の里山や田園地帯の自然を活用し、子どもたちが横浜の自然や歴史にふれる機

会となる自然観察や環境教育プログラムを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 仲間と協力して楽しむ活動 

施設内の広場や起伏に富んだ里山の林や歩道などのフィールドを活用し、仲間との

協力により課題を解決しながら自身を見つめ、他者への配慮や思いやりの心を育む機

会となる集団プログラムを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ 創造成を育む創作活動 

木の枝や竹などの自然物を使い、創造力豊かな発想で物作りをするプログラムを提

供します。工作用具をグループ内で共有するなど、仲間との協力関係を高める提供方

法の工夫をします。 
 

■主な野外料理プログラム
プログラム名 内　容

飯ごう炊飯 飯ごうでの炊飯とカレー・シチューなどを作ります。
バーベキュー 炭火をおこし、焼き網で肉や野菜などを焼きます。
鉄板料理 薪の火で熱した鉄板で、焼きそばやお好み焼きを作ります。
カートンドッグ 牛乳パックにホイルで包んだパンを入れ、パックを燃やします。
流しソーメン 竹の樋にそうめんを流す、夏の人気メニューです。
手打ちうどん 小麦粉をこねて、薪の火で茹でる手打ちうどんです。
豚汁 野菜や肉を煮込んだ、温かい豚汁は冬の人気メニューです。
やきいも 拾い集めた枯葉の落ち葉焚きにサツマイモを入れて焼きます。
ダッチオーブン料理 鉄鍋型オーブンで、鳥の丸焼きや煮込みなどの料理を楽しみます。
石窯料理 本格的な石窯でピザやパンやホットスイーツ作りを楽しみます。
餅つき 蒸篭で餅米を蒸し、臼と杵を使ってお餅をつきます。

お菓子作り 焼く、茹でる、蒸す、冷やすなど、幼児から楽しめるお菓子作りです。

 ■主な自然観察・環境教育プログラム
プログラム 内　容

野鳥観察 施設周辺の裏山や川辺で双眼鏡を使って野鳥を観察します。
植物観察 施設周辺の裏山や川辺で樹木や草花の観察をします。
星の観察 望遠鏡や星座板を使って星空を観望します。
ネイチャーゲーム 身近な自然を題材にしたゲームで自然環境を学習します。
堆肥作り 落葉や野外炊事の生ごみから堆肥を作る過程を学習します。
里山の自然観察 隣接する里山ならではの植物や生物にふれるプログラムです。
古墳群ツアー 市が尾横穴古墳や稲荷前古墳をたどり、地域の歴史を学びます。

 ■主な集団プログラム
プログラム 内　容

キャンプファイア 丸太の火を囲み、出し物やゲームを楽しみながら交流します。
キャンドルファイア ロウソクの灯りを囲み、出し物やゲームを楽しむ室内プログラムです。
野外ゲーム 地形や敷地内の自然物を生かして楽しむ班対抗などのゲームです。
ウォークラリー コマ図のコースをたどりながら、課題を解決してゴールします。
ナイトハイク 裏山の小道を歩きながら、夜の自然や暗闇を感じます。
テント泊 仲間と協力してテントを組み立て、テントで宿泊します。
イニシアチブゲーム 仲間との協力により課題を達成し、コミュニケーション力を高めます。
さわやかスポーツ グラウンドゴルフやディスクゴルフなのどのニュースポーツです。
火おこし体験 マイギリ式の火おこし器で火だねをつくり火をおこします。
グラウンドスポーツ スポーツ広場でサッカーや野球などのスポーツを楽しみます。
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ｅ 体験・展示コーナー 

利用者が活動の空き時間に楽しむことができ、また、近隣の放課後児童や見学者が

気軽に利用することができる遊具やスポーツ用具、展示物、図書コーナーを用意しま

す。 

 

（エ）こども自然公園青少年野外活動センター 

施設内にある野外炊事場や多目的にプログラム展開ができる雨天集会棟の他、公園

内にある大池や田んぼなどの湿地帯、雑木林、アスレチック広場など多種多様な環境

を活用したプログラム開発と提供を行います。 

 

ａ バリエーション豊かな野外料理メニュー 

薪割り、火おこし、調理などの作業を通して、仲間との協力や生活技術の体験の機

会とするとともに、食への関心を深めるプログラム提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 周辺の自然環境を活かした自然観察 

公園内の池や雑木林、湿地などの自然環境を活用し、子どもたちが身近な横浜の自

然とふれあう機会となる自然観察や環境教育のプログラムを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

■主な創作活動
プログラム 内　容 料金（円）

木の実のペンダント 木の枝を輪切りにした台座に木の実や豆を貼り付けます。 100
焼き板 木の板を焼き焦がし、木目を生かして表札などを作ります。 100
小枝の写真たて 細い枝を紐で組み立て、小さな写真たてを作ります。 100
竹の箸作り 小刀を使い、竹を削って箸を作ります。 100
竹笛 篠竹に切り込みを入れ、リードをつけて鳴らす笛作りです。 50・100
竹の水鉄砲 細めの竹筒で作る水鉄砲は夏の人気メニューです。 100
洗濯ばさみクラフト 木の洗濯ばさみに紙や動眼を貼って虫や動物を作ります。 100
マカロニリース マカロニや木の実を使って作るクリスマスリースです。 200
藍染 輪ゴムで布を絞り、染料につけてすてきな模様をつけます。 500

紙コマ 紙製荷造りテープを心棒に巻きつけてコマを作ります。 100

 ■主な野外料理プログラム
プログラム 内　容

飯ごう炊飯 飯ごうでの炊飯とカレー・シチューなどを作ります。
バーベキュー 鉄板やバーベキューコンロで肉や野菜を焼きます。
餅つき 蒸篭で餅米を蒸かし、杵と臼で餅をつく伝統行事です。
石窯料理 耐火レンガを組んだ石窯で、ピザやパイなどを焼きます。
ダッジオーブン料理 鉄鍋でローストビーフやスコーンなどの料理を楽しみます。
ダンボールオーブン料理 ダンボール箱で作ったオーブンで、ピザやお菓子を焼きます。
手打ちうどん作り 小麦粉をこねて、のして、切る手作りうどんです。
焼き芋 公園内の枯葉で落ち葉炊きをして、芋を焼きます。
肉･あんまん作り 小麦粉から皮を作り、蒸篭で蒸かして作ります。
五平餅 炊いたごはんをつぶして、タレをつけながら焼きます。
みたらし団子 上新粉をこね、蒸かしあがった団子にタレをつけます。
白玉団子 白玉粉をこね、茹であがった団子にあんこなどを和えます。

手作りチョコ 湯煎したチョコレートを型に流し、成形をして作ります。

 ■主な自然観察・環境教育プログラム
プログラム 内　容

バードウォッチング 公園内の野鳥を双眼鏡を使って観察します。
水棲生物観察 公園内の池に生息する生物を、仕掛けで採取して観察します。
植物観察 公園内の樹木や草花を観察します。
ホタル観察 6・7月は、公園内でゲンジホタルを観察することができます。
星の観察 望遠鏡や星座板を使って星空を観望します。
ネイチャーゲーム 身近な自然を題材にしたゲームで自然環境を学習します。

昆虫観察 公園内に生息する昆虫を採取して観察します。
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ｃ 仲間と協力して楽しむ活動 

起伏に富んだ林や遊歩道、様々な広場を持つ公園のフィールドを活用し、仲間との

協力により課題を解決しながら自身を見つめ、他者への配慮や思いやりの心を育む機

会となる集団プログラムを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ 創造成を育む創作活動 

木の枝や竹などの自然物を使い、創造力豊かな発想で物作りをするプログラムを提

供します。工作用具をグループ内で共有するなど、仲間との協力関係を高める提供方

法の工夫をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ 体験・展示コーナー 

団体利用の自由時間や一般利用者向けのプログラムとして、いつでも体験できる竹

馬や竹ポックリなどの設置、見学や学習が可能な昆虫標本・クラフト見本・図書コー

ナーを用意します 
ｆ 周辺施設の活用 

こども自然公園内には、大規模なアスレチック遊具や小動物にふれあうことができ

るちびっこ動物園を利用者に紹介し、多種多様な野外活動の展開を提案します。 

 

イ 自主事業計画 

野外活動センター３施設で展開する各種の自主事業では、多種多様な野外活動を楽し

むことができる教室事業や飲食事業などのサービスの提供を積極的に行います。これら

の事業を通して、市民への野外活動の体験機会の拡大・充実及び利用する上での利便性

の向上を実現し、利用者の増大を図ります。 

 

（ア）野外活動センター３施設の教室事業 

青少年をはじめ、幼児から大人まで幅広い市民層を対象とした野外活動、スポーツ、

文化活動など多種多様な教室を積極的に展開し、野外活動の普及・振興を図ります。 

     
〈別表１ 自主事業一覧表〉 

 

 

■主な集団プログラム
プログラム 内　容

キャンプファイア 丸太の火を囲み、出し物やゲームを楽しみながら交流します。
キャンドルファイア ロウソクの灯りを囲み、出し物やゲームを楽しむ室内プログラムです。
ナイトウォークラリー 公園内の小道を歩きながら、夜の自然や暗闇を感じます。
ポイントラリー 公園内のポイントを探し、クイズに答える集団ゲームです。
ビンゴパーク ９分割した公園の地図を頼りに、隠されたポイントを探すゲームです。
ネイチャービンゴ 公園の中で自然の物を探し出すゲームです。

迷探偵ワワン 公園内を回り、仲間と協力して謎を解いていくゲームです。

 ■主な創作活動
プログラム 内    容 料金（円）

ペンダント 木の枝をスライスしたものに豆などを貼り付けます。 100
小枝の写真たて 枝を三角形に組合せ、イーゼル型の写真たてを作ります。 100～200
紙コマ 梱包用の紙紐を割り箸に巻いてコマを作ります。 100
森のボールペン 枝にドリルで穴をあけ、ボールペンの芯を差し込んで作ります。 200
マカロニリース マカロニなどを台紙に貼り、染色装飾をしてリースを作ります。 200
藍染 粉末の藍を使い、バンダナ３０枚を染色します。 17,000

葉脈のしおり 葉の葉脈だけを削り残し、ラミネート加工をして作ります。 50
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ａ 多種多様な教室事業の展開 

青少年が自然の中で遊ぶ体験、異年齢集団で過ごす機会、地域行事の参加、親子の

コミュニケーションの時間など減少している状況を踏まえ、少しでも多くの自然体験

の機会を提供し、心身ともに健やかな成長に貢献する教室事業を展開します。 

ｂ こども・青少年関連施策の具現化 

教室事業は、横浜市が策定する「こども・青少年」に関する施策を実現するための

取組を行います。施設職員は横浜市が目指す次世代を担う人づくりを理解・共有し、

企画やプログラム指導に専門性や経験・ノウハウを発揮しながら、直接的に市民へ働

きかけていきます。 
ｃ 公の施設としての教室設計 

教室事業は、次年度の学校利用日程が決定した後、青少年団体等の利用機会を制限

しない範囲で計画します。 

参加費については、受益者負担を原則としますが、可能な限りのコストダウンを図

り、市場価格と比較して安価で参加しやすい料金を設定します。 

ｄ 安心な実施体制 

教室スタッフは、所長を統括責任者とし、職員がプログラムやマネジメントの担当

ディレクターとして確実な計画と実施の役割を担います。 

班リーダーや本部リーダーについては、横浜市野外活動指導者など、日ごろ野外活

動施設等で指導している市民ボランティアスタッフの協力を得て配置します。 

内容や参加者の年齢等に応じて班構成し、職員とともにプログラムの進行や参加者

の指導・助言をします。 

ｅ 効果的で効率的な広報・ＰＲ活動 

「広報よこはま」や「いくはま」など公的な広報媒体のほか、写真等を掲載できる

チラシやホームページなどの特性を活かした広報を補完的に行うなど、コストを抑え

た効果的、効率的な広報・ＰＲを行います。 

ｆ 参加者目線の事業実施 

参加申込みの方法は、利便性が高いインターネットと往復はがきを基本とします。

申込み多数の場合は、横浜市民を優先し、厳正な抽選を行った上で、その結果を電子

メールや返信はがきで連絡します。 

全ての教室で、参加者へのモニタリングを実施します。年齢層や経験度などの基礎

項目のほか、プログラム内容や参加費などの満足度についてのデータをアンケート方

式で収集します。このデータを基に自己評価を行い、次年度の事業計画に反映させる

ＰＤＣＡマネジメントサイクルを実践します。 

ｇ 安心な保険加入 

参加者とボランティアスタッフには、日帰りの教室は行事参加型の傷害保険、宿泊

を伴う教室は国内旅行傷害保険に必ず加入します。 

 

（イ）野外炊事に便利な飲食事業 

野外炊事で人気のあるカレーなどの食材をセットにして販売します。また、単品の

食材や飲物などの販売も行い、利用者の利便性向上に取り組みます。 

食材の販売にあたっては、食品衛生法に基づき食品衛生責任者を１名配置し、食材

の適正な保管を徹底します。 

 

〈別表１ 自主事業一覧表〉 
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（ウ）利用者ニーズに対応した物販事業 

持参し忘れた日常生活用品や軍手などの活動用品を職員が事務所で販売し、利用者

の利便性を高めます。また、食堂に飲料の自動販売機を 1台設置します。 

 

〈別表１ 自主事業一覧表〉 

 

（エ）利便性を高めるその他事業 

野外料理のメニューを豊富にするダッジオーブンや石窯などのプログラム用品の

レンタルを行います。 

また、携帯電話を持たない子どもたちのために公衆電話を設置します。 

 
〈別表１ 自主事業一覧表〉 

 

（３） 利用者サービスの向上について 

ア 利用者サービス向上のための取組 

（ア）障がい者や高齢者が利用しやすい施設 

野外活動センター３施設を訪れたすべての利用者に満足いただけるよう、日々の改

善や工夫に励むほか、研修により職員個々人の意識やスキルを向上させます。 

ａ ユニバーサルデザインを踏まえたサービス提供 

市民の平等な利用を確保するためには、法令の遵守はもとより年齢や能力などにか

わりなく、全ての市民に使いやすい施設にするため、ロナルド・メイスが唱えたユニ

バーサルデザインの７原則を踏まえ、誰にでも平等なサービスを提供します。 

ｂ ユニバーサルデザインの実践 

全ての利用者にユニバーサルサービスを実践するとともに、利用者に公平でより良

いサービスを行うため、利用者から意見等をいただき、職員研修を通してサービスの

向上を図っていきます。 

ｃ 人権への配慮 

職員誰もが日頃の業務の中で差別的な言動や態度を決してとることがないよう、事

務局本部に人権啓発推進者を設置するとともに、委託先も含めて全職員を対象とした

人権研修を実施します。 

野外活動センター３施設では、人権研修を踏まえ、職員会議を利用して職場内研修

を定期的に実施します。 

 

（イ）利便性向上のための取組 

利用者本位のサービスを効率的・効果的に提供できるよう、サービス水準の向上に

向け、利用者の要望・意見を聴き、利用者本位の運営につなげていきます。 

ａ 利用者の生の声を収集 

ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる継続的な業務改善運動を行い、利用者満足度

の高いホスピタリティー溢れる施設運営を行います。 

施設を実際に利用した人たちに対し、アンケートを実施するほか、施設内では「ご

意見箱」を設置して自由に意見を投書できるようにするとともに、ホームページでも

意見を伝えられる体制とします。 

回収したアンケート結果は集計・分析を行い公開します。寄せられたご意見やご要

望については、速やかに職員間で話し合い本人に回答するとともにその結果を公表し

ます。 
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ｂ 快適性・利便性向上のための取組 

(a) ホスピタリティーあふれる対応 

職員研修計画に位置づけられている接遇研修をはじめ、「お客様接客マニュアル」

をもとに朝のミーティングにおいて、日常的に接遇に関するＯＪＴを実施します。

こうした取組をもとに、「施設の顔」に相応しいホスピタリティ・マインドに溢れ

た接客対応を実践していきます。 

(b) 利用手続きの簡素化 

新たに瞬時に申込みができるインターネットによる申請手続を導入し、利用者の

利便性を飛躍的に向上させます。 

ｃ 快適な施設利用のためのサービス提供 

薪・丸太やシーツなどの必需品及び自主事業で行う食材や物品の販売、プログラム

用品のレンタルなどは、受益者負担の原則を踏まえつつ、安価で質の高いサービス提

供を行うとともに利便性の向上を図る利用者支援を行います。 

 

(a) 利用にかかる必需品のサービス 

■オリジナルのクラフト 

野外活動３施設で提供するオリジナルのクラフトは、使用する材料や用具を

全て用意することにより、利用団体が準備する手間を省き、活動しやすい環境

を整えます。 

■快適な寝具提供のためのシーツ 

寝具を衛生的に利用するためのシーツについて

は、その洗濯をクリーニング業者に委託します。

利用期間中は１人につき 1枚の貸出しとします。 

■野外炊事やキャンプファイア用の薪・丸太 

野外炊事やキャンプファイアで使用す

る薪と丸太は、横浜市の水源である道志村

の水源涵養林の間伐材を使用します。間伐

材を使用することで、環境への影響と道志

村との関係継続に配慮します。 

(b) 自主事業で行う利便性の向上 

野外活動センター３施設において自主事業で行う利用者サービスは、モニタリン

グ結果や実績による見直しを行い、常に質の高いサービスを維持します。  

 

イ 広報活動・利用促進 

野外活動センター３施設の認知度を高めるため、チラシの作成や広報紙への掲載、イ

ンターネットの活用など、広報媒体を組み合わせることで効果的・効率的な広報を行う

とともに、利用者拡大のためのサービス提供を行い、利用促進を図ります。 

 

（ア）広報計画 

市民の視点に立った分かりやすい広報活動の展開に向け、次の考え方を基本に広報計

画を策定します。 

 

 

 

 

シーツ洗濯代 ２７０円

(税込)

 野外炊事用薪 ４００円

キャンプファイア用薪 ４００円

丸太 ４００円

(税込）

ア 計画的な広報活動の展開

イ 市民に分かりやすく、確実に情報が届く広報活動の推進

ウ 積極的な情報提供と各種広報媒体による効果的な情報の発信
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ａ 計画的な広報活動の展開 

事務局本部と野外活動センター３施設の広報担当者が教室や事業ごとの募集開始

時期や進捗状況を踏えながら、各種広報媒体を活用したタイムリーな情報発信や情報

紙への情報提供など、計画的な広報活動を展開します。 

 

ｂ 確実に情報が届く広報活動の推進 

(a) 横浜市広報印刷物「広報よこはま」の活用 

幼児や小学生以外の一般市民でも参加できる事業の参加者募集を行う際には、毎

月各区民に配布される「広報よこはま区版」を積極的に活用します。 

(b) 公共施設でのチラシ配布 

教室案内チラシやイベント案内チラシを作成し、区役所の情報コーナーや市内公

共施設などに設置されている横浜市ＰＲボックスなどで配布します。 

(c) 学校情報誌への掲載 

市立小・中学校全校生徒へ配布される情報紙「いくはま」に教室の案内や施設案

内を掲載し、新たな利用者の獲得を目指します。 

(d) フリーペーパーへの掲載 

横浜市内の駅や街頭で配布されるさまざまなフリーペーパーに野外活動情報を

掲載し、施設の認知度を高めるとともに新たな利用者の獲得を目指します。 

ｃ インターネット活用による積極的な情報提供 

横浜市のスポーツ情報サイト「ハマスポどっとコム」をはじめ、野外活動３施設の

ホームページに料金、利用時間、各種教室プログラム・イベント・休館日のご案内を

インターネットで配信し、その情報をタイムリーに更新します。 

ｄ 総合力を活かした広報 

(a) 加盟団体への周知 

当体育協会の 71の加盟団体のネットワークを活かし、学校体育団体・地域団体・

種目団体等に対し、施設パンフレットの配布や団体利用案内を行います。また、当

体育協会他部署から子ども向けイベント等の開催情報を入手し、それを加盟団体に

配布することで、特定多数への的を絞った広報活動を実施します。 

 

 ■月別年間広報計画

媒体 名称 発行元 春 夏 秋 冬

情報掲載

夏期抽選会

★ ★ ★ ★

SPORTSよこはま 横浜市体育協会

フリーぺーパー 各種発行者

印刷物の配布 施設リーフレット 野外活動３施設

★ ★ ★ ★

インターネット 施設ホームページ 野外活動３施設

ハマスポどっとコム 横浜市体育協会

関係機関 加盟団体 横浜市体育協会

近隣学校等 野外活動３施設 年間を通じて利用案内を適宜配布

年間を通じて利用案内・教室募集を適宜掲載

みんなで育てるハマのこども協議会いくはま

年間を通じて利用案内を随時配布

年間を通じて利用案内・教室募集を適宜掲載

教室募集の掲載依頼（4回／年）

年間を通じて各教室チラシを随時配布

教室案内「自然と遊ぼう」配布（4回／年）

年間を通じて随時配布

随時更新

広報よこはま(区版)
年間を通じて教室募集の掲載依頼

横浜市（区）

教室チラシ 野外活動３施設

随時更新
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(b) 学校を通じた周知 

学校利用を増やすため、横浜市教育委員会を通じ、学校へ体験学習研修会やプロ

グラム提案を含めた利用案内の送付を行い、体験学習を企画する教職員へのＰＲを

行います。 

 

（イ）利用促進計画 

ａ 利用日の拡大 

横浜市の承認を得た上で、年末年始（12月 28日及び１月４日）の利用を受け付け、

利用者の拡大を図ります。 

ｂ 「ハマハグ」への登録 

横浜市の「ハマハグ」事業に登録し、利用団体の少ない平日や空いている施設を活

用した子育て家庭の支援を行います。公園利用者などの授乳やおむつ交換の場所を提

供するほか、子育ての母親サークルの活動場所としての利用ＰＲや未就学児と母親を

対象とした教室の開催を積極的に展開し、利用促進を図ります。 

ｃ 放課後児童・生徒の居場所づくり 

放課後や利用予約が無く空いている施設を開放し、自由に遊ぶことができる場を児

童・生徒へ提供します。 

ｄ 当日受付が可能なプログラムを提供 

アスレチック遊具や広場など比較的空いている施設を活用し、対応が可能な場合に

は当日の受付を行います。特に、焼き芋など季節感があり、気軽に野外活動を楽しん

でいただけるプログラムを開発・提供し、利用促進につなげます。 

ｅ 野外活動教室による野外活動機会の提供 

団体や学校などの利用状況に合わせ、平日や週末などを有効に活用しつつ、一年を

通して青少年をはじめ、幼児、家族・グループを対象とした野外活動などの教室を積

極的に開催します。 

ｆ 家族・グループの利用促進 

団体の利用予約がない空き施設の有効活用を図るため、各施設の特徴を活かし、家

族・グループなどの一般利用を積極的に受入れ、効率的な施設利用を図ります。 

特に、こども自然公園野外活動センターでは、市民に広く野外活動体験機会の提供

を行うため、開所当初より家族・グループの宿泊利用日を設定していますが、横浜市

との協議のうえ引き続き実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 他機関との連携・協働について 

ア 小・中学校と連携した多様な体験機会の展開 

（ア）小学校体験学習の事前指導 

小学校４・５年生の体験学習前に職員が学校へ出向き、学校が行う「事前学習会」を

■家族・グループ利用の利用条件

施　　設　　名 利用形態 利用条件

三ツ沢公園・くろがね
野外活動センター

日帰り
団体利用の予約状況に応じて、2か月前から
受付ます。

こども自然公園
野外活動センター

宿泊
日帰り

5月の連休、8月のお盆休み、6・７・9・10・11月
の土・日曜日（1回）にあらかじめ設定します。
その他の月は、団体の利用状況に応じて2か
月前から受付けます。
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お手伝いします。「事前学習会」では、野外活動センターでの生活上の注意や野外炊事

で行う薪割りの指導を行い、子どもたちが安心して体験学習に参加し、効果的な学習と

なるように支援します。 

 

（イ）校外学習の支援 

野外活動センターの特長やプログラムを活用し、小・中学校の総合学習や行事などの

校外活動を連携・協働して実施します。 

 

（ウ）中学校の職業体験学習を受入れ 

中学校が実施する「職業体験学習」を積極的に受入れ、多様な人との交流や体験の場

と機会の提供を行います。 

 

イ 横浜市局・区との連携・協働による青少年育成 

（ア）「よこはま型若者自立塾」の活動をコーディネート 

こども青少年局とＮＰＯ法人ヒューマンフェローシップが協働で実施する「よこはま

型若者自立塾」の活動（「ジョブキャンプ」）を支援します。野外活動センターで展開す

るプログラムの提供・指導、周辺農家とのコーディネートなど、施設職員が積極的に関

わり、困難を抱える若者の自立支援の充実のための事業を連携・協働して行います。 

 

（イ）青少年指導員や体育指導委員との連携 

各区の「青少年指導員連絡協議会」や「体育指導委員連絡協議会」が実施する、区民

を対象とした地域の野外活動事業を積極的に支援します。野外活動センターでの活動支

援をはじめ、利用に支障のない範囲で派遣指導や野外活動用品の貸出を行うなど、地域

の野外活動の普及・振興を連携・協働して行います。 

 

ウ 公園施設との連携事業 

（ア）三ツ沢公園 

ａ 馬術練習場 

馬術練習場を管理運営する馬術協会と連携・協働し、馬のブラッシングなどのふれ

あい体験を小学校体験学習などにプログラム提供します。 

ｂ 平沼記念体育館 

平沼記念体育館と連携した夏休み合宿プランを少年スポーツ団体に提案し、相互の

利用促進を図ります。 

 

（イ）こども自然公園 

ａ 万騎が原ちびっこ動物園 

野毛山動物園の分園である「万騎が原ちびっこ動物園」と連携・協働し、『ちびっ

こ動物園お手伝いキャンプ』を夏休み期間中に２回開催します。動物園のバックヤー

ドでのお手伝いや、動物園職員とのふれあいの中で貴重な体験を得ることができる教

室を実施します。 

ｂ ＮＰＯ法人こども自然公園どろんこクラブ 

公園の雑木林や湿地を管理や農業体験や自然体験活動のプログラム提供を行って

いる「どろんこクラブ」と連携・協働し、自然体験活動のプログラムの共同開発や相

互の施設利用の紹介などを行います。 
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エ 財団法人横浜市青少年育成協会との相互連携 

財団法人横浜市青少年育成協会との間で、お互いの専門分野の経験・ノウハウを活かし、

青少年を取巻く現状の情報交換を定期的に行うほか、野外活動教室やボランティア研修会

などの青少年育成事業を連携・協働して実施します。 

 

オ 横浜市野島青少年研修センターと連携した野外活動の普及・振興 

野外活動センター３施設は、いずれも横浜市南部の区と隣接していません。横浜市全体

を面として捉えた野外活動の普及・振興を行うため、青少年の宿泊体験施設である野島青

少年研修センターと連携・協働し、プログラムの共同開発や施設の利用案内などを行いま

す。 

 

カ 各種指導者団体と協働した利用者支援 

利用団体へのキャンプファイア指導、野鳥観察や星空観望などの教室指導などについて

は、私たちが養成した横浜市野外活動指導者の任意団体である「横浜市野外活動指導者協

議会」や、公園で自然観察や星空観察を展開する指導者団体と連携・協働した利用者支援

を行います。 

 

キ 旅行業者との連携事業 

野外活動センター３施設では、野外活動センターでの野外活動に加え、青少年育成の関

連施設を活用した教室事業を展開するため、旅行業者を旅行企画・実施者とした事業提携

により実施します。 

 

ク 当体育協会の総合力を活かした事業展開 

当体育協会が指定管理者として管理運営するスポーツセンターの幼児や子どもを対象と

したスポーツ教室と連携し、イベントとして野外炊事や野外ゲームなどを展開する事業を

実施します。 

併せて、当体育協会の加盟団体と連携し、施設の利用案内の配布や合宿利用などの広報・

利用促進を行います。 
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３ 管理運営 

 

（１） 運営体制に関する基本的な考え方 

ア 効率的かつ安定的な運営体制の確立 

野外活動センター３施設において、必要 小限の職員体制と市民ボランティアとの協働

及び事務局本部のバックアップ体制により、安全で効率的な施設の管理運営体制を構築し

ます。 

 

（ア）責任者の配置と管理運営体制 

各野外活動センターには、統括責任者として

所長を配置します。所長は、管理運営の 高責

任者として施設管理・運営全般に精通するだけ

でなく、自然体験活動の普及・振興を推進する

能力に優れた者とします。 

施設の管理運営業務は、運営マニュアルに基

づいて全職員が行う体制とします。各業務の計

画や進捗状況は担当職員が管理し、所長が全責

任を持って迅速な対応をとるなど、現場第一主

義の実施体制を構築します。 

 

ａ 関連業務に精通した経験者・資格者の配置 

(a) 所長に求められる経験と資格 

所長には、施設管理・運営に精通し、指導力及び判断力を持った職員を配置しま

す。 

  ■主な取得資格 

 
 

(b) 各業務を担当する職員の配置 

各施設には、施設の修繕や経理などを担当する維持管理担当者１人、利用者支援

や広報・利用促進などを担当する運営担当者１人を配置します。所長が不在時の場

合は、各担当者が責任者を代行します。 

■主な取得資格 

 
 

(c) サポートスタッフ（アルバイト職員）の配置 

利用者への安全な活動支援や日常清掃など管理運営業務を行うアルバイト職員

を２人～３人配置します。このスタッフが、所長や業務担当者をサポートします。 

ｂ パートナースタッフ（市民ボランティア）との協働運営 

利用者へのプログラム指導補助をはじめ、野外活動教室の企画・実施、清掃や小破

修繕などの施設管理、学校や地域での派遣指導は、「横浜市野外活動指導者」や「野

外活動支援ボランティア」登録者の市民ボランティアと協働で行います。 

ｃ 利用状況に応じた柔軟な勤務シフト 

受付や清掃などの日常業務、小破修繕、プログラム指導などは、担当業務に関係な

く全職員で行います。そのために必要な勤務シフトは、利用団体の活動状況にあわせ

キャンプディレクター１級、防火管理者、食品衛生責任者、応急手当普及員 

キャンプインストラクター、応急手当普及員、上級救命講習・普通救命講習修了 

■各野外活動センターの管理運営体制

所 長

統括責任者

管理担当者 運営担当者

パートナー

スタッフ

委託業者

アシスタント

スタッフ
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て通常勤務、遅番勤務、宿直勤務、休日などを組み合わせ、効率的で緊急時にも対応

できる体制を整えます。 

 

（イ）高度な技術を有する専門業者への業務委託 

専門的な知識や技術を必要とする業務や時限的な業務については、計画的・効率的な

業務執行を図るため、実績と能力が高い専門事業者に委託します。 

 

（ウ）事務局本部による業務バックアップ体制 

事務局本部職員が、野外活動センター３施設の管理運営業務をサポートします。野外

活動施設を含めた公共スポーツ施設の共通業務を効率的に行うため、スケールメリット

を活かすことのできる業務を事務局本部が担い、一元的に施設の管理運営を行います。 

 

イ 人材育成 

（ア）総合的体系的な職員研修計画 

人材育成は、「職員こそが 大の経営

資産である」という方針のもとで、当

体育協会が作成した総合的、体系的な

研修計画に則って実施します。市民の

自然体験活動を支援するための専門的

なアドバイスや、利用者に満足してい

ただけるホスピタリティー溢れるサー

ビスを行うため、事務局本部や所長が

中心となって職場内研修や全体研修を

実施し、知識の獲得を通して経験に裏

打ちされた資質と能力を兼ね備えた人

材を育成します。 
 

ａ 職場内研修 

職員の指導技術や接遇などの業務水準の向上については、日々の業務の中で施設長

が中心となって行う職場内研修（ＯＪＴ）を活用します。 

ｂ 職員を育てる全体研修と外部研修 

人権や個人情報保護に関する研修については、毎年度、全職員を対象とした全体研

修会を実施し、ホスピタリティーやコンプライアンス意識の醸成に努めます。 

また、自然体験活動施設の職員として必要な、より専門的な野外活動などの知識・

技術の習得については、外部の研修会などに参加します。 

ｃ 自己啓発研修制度の導入 

職員の能力開発や意識改革の促進を目的に自発的・主体的に取り組める自己啓発研

修制度を活用し、より付加価値の高いサービスを提供できるよう自己研鑽を進めます。 

 

ウ 危機管理への対応 

（ア）野外活動は安全第一 

野外活動は、非日常的な環境の中で行われることから、普段の生活場面とは異なる様々

な危険因子が潜んでいます。野外活動の安全管理は、想定される危険因子をいち早く発

見し、移行・保有・回避・軽減するリスクコントロールを行うなど、安全に対する取組

を組織的に行い、安全・安心な快適空間を利用者に提供します。 

 ■研修体系
共通項目 対象者

個人情報保護研修 全職員
倫理・コンプライアンス研修 全職員
人権研修 全職員

マネジメント
所長マネジメント研修 所長
危機管理・リスクマネジメント研修 全職員

ビジネススキル
基本ビジネススキル研修 全職員
ビジネスマナー・接遇研修 全職員
公共サービス従事研修 全職員
新採用研修 新採用職員

専門
野外活動施設職員研修 野外施設職員
経理・文書・ＩＴ系研修 全職員
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（イ）通常時の管理体制及び緊急・救急体制 

利用者の安全確保を 優先とした安全対策の強化を基本とし、事故や自然災害等の緊

急時には迅速な対応ができるよう、横浜市や警察、消防など関係機関と連携した体制を

整えます。 

 

ａ 通常時（予防）の管理体制 

(a) スタッフと利用者の安全教育 

「ハインリッヒの法則」を肝に銘じ、日常業務の中で行う危険予知トレーニング

や専門研修を通して危険予知の維持向上を図ります。 

応急手当、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）使用を含む救命手当などの教育と訓練

を人材育成計画に基づき実施します。消防法で定められた避難誘導・消火訓練等は、

1年に 1回以上事前に所轄の消防署に届け出た上で行います。 

入所式でのオリエンテーションや個々のプログラム前に行う説明など、利用者に

直接指導する場面では、活動中に想定される危険因子と安全対策を分かりやすく説

明します。 

(b) ハードとソフトの徹底した安全管理 

野外炊事用の包丁・鍋やクラフト用のナイフなど活動用具については、日常点検

に併せて行う安全点検で危険因子の早期発見に努めます。発見した破損等について

は、迅速な修理や更新などにより、安全で安心な施設環境を維持します。 

日常点検チェックシートを用いて、建物・設備などの点検を行い、危険因子の早

期発見と予防管理体制をとります。 

ＡＥＤは、利用者の目につきやすい場所に設置し、設置を示すステッカーを張り

ます。職員が行う日常点検の際に、ＡＥＤ本体に表示されるＯＫマークを確認しま

す。定期点検や消耗品の補充等はリース先のセコム株式会社が行います。 

プログラムは、利用団体の特性に合わせた危険因子の洗い出しを提供機会ごとに

行うとともに、1年に 1回以上、定期的な見直しを行います。 

(c) 事故を未然に防ぐための安全対策 

プログラム提供や教室の指導中に、実際に起こってしまったケガ等の事故や「ヒ

ヤリ」「ハッ」とする場面があります。こうした事例を「ヒヤリ・ハット集」とし

て蓄積し、それに対する安全対策を立て、マニュアル化します。 

利用前の打合せや当日の活動前には、私たちが蓄積した経験やノウハウを活かし

た安全対策を引率指導者と共に行います。 

(d) その他事件・事故等の防止対策 

食器や厨房の調理器具は、十分に洗浄し滅菌庫で保管します。厨房や食堂の衛生

管理については、福祉保健センターの定期的な検査・指導に基づき必要な改善を行

います。 

入所式において、洗面所に用意してある石鹸での手洗いとうがいの励行を呼び掛

けます。重篤な感染症の発生が国内または県内で認められた場合には、注意喚起を

さらに徹底するとともに、手指の消毒液の設置や宿泊室の換気時間を増やすなどの

対策を実施します。 

盗難や不法侵入を防止するとともに、侵入事件が発生した場合に備え、玄関や窓

などに監視カメラ（くろがね・こども自然公園）またはセンサーライト（三ツ沢公

園・こども自然公園）を設置します。 

また、各宿泊室のカギは、利用団体の引率責任者へ一括して貸出します（三ツ沢
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公園・こども自然公園）。外出時や就寝時には必ず施錠し、防犯に努めるよう助言

します。 

ｂ 事故発生時の適切な対応 

利用にあたっては、利用の手引や団体の引率指導者との事前の打合せ会において、

緊急時の役割分担や対応策を確認します。負傷者や急病人がでた場合は、応急処置マ

ニュアルにより適切かつ迅速な対応を行うとともに、横浜市こども青少年局及び事務

局本部に遅滞なく報告します。 

宿泊利用の夜間に負傷者や急病者がでたときは、宿直職員がいつでも対応します。

利用団体の引率責任者には、打合せのときに宿直室の場所や呼出方法を必ず伝えてお

きます。 

当体育協会主催の教室参加者については、負傷者や急病者の救命手当、病院への付

添など職員が責任を持って対応します。 

ｃ 災害発生時の体制と対応 

火災、地震等の自然災害が発生した場合もしくは重大な被害が生ずるおそれがある

場合は、まず利用者の安全確保のための迅速な対応をします。 

事務局本部では、危機管理基本マニュアルに基づく災害対策（警戒）本部を設け、

情報の収集分析と負傷者対応等の指示を的確に行います。収集した情報は、横浜市へ

報告するとともに、当体育協会の緊急連絡体制により協会関係各部への伝達を正確に

行います。 

なお、横浜市防災計画等に基づき、災害発生時の「他都市応援職員等の宿泊施設」

としての受入れは、積極的に協力します。 

(a) 災害発生時の体制 

消防法に基づき、所長を総括責任者とする自衛消防隊を組織し、火災発生時の役

割分担を明確にした体制を整えます。自衛消防隊組織については、防災計画書を所

轄消防署に届け出ます。火災等の災害が発生した場合は、日ごろの訓練に従い、利

用団体の引率指導者と共に避難誘導を行います。 

入所式のオリエンテーションで、避難経路や避難場所を必ず利用者に直接説明し

ます。さらに、宿泊室に移動した際、各部屋に掲出してある避難経路図を確認し、

入所後の 初の活動として避難訓練を実施するよう助言します。 

(b) 地震発生時の体制と対応 

大規模地震災害の「警戒宣言」が発令された場合または震度５以上の地震が発生

した場合は、危機管理基本マニュアルに基づき、事務局本部に災害対策本部を設置

します。また、震災対応マニュアルにより緊急配備体制を発動し、発震時の初期対

応や情報収集を行います。 

野外活動センター３施設の事務所には、緊急警報対応の放送端末機を設置し、常

に緊急地震速報を受信できるようにします。速報から発生までは数秒であるため、

揺れを感じたら先ず机の下などに隠れ、揺れが収まってから避難するよう、入所式

のオリエンテーションで利用者に直接説明します。 

(c) その他の自然災害発生時の体制と対応 

大雨、洪水、暴風または落雷に関する気象情報が発表されたような場合には、危

機管理基本マニュアルに基づき、事務局本部に災害対策警戒本部を設置します。 

気象情報等は、インターネットやラジオ等で日常的に注意して収集します。これ

らの情報を職員、スタッフで共有し、災害時対応マニュアルに基づいた利用者の安

全確保を図る体制とします。 

来所中やこれから来所する利用団体に対しては、随時、引率責任者に正確な気象
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情報を提供し、活動の切り上げや中止、早期退所などの対応を相談します。 

 (d) 建物内外の点検と非常食の備蓄 

地震や台風が発生した際は、直ちに建物内外の壁や屋根などの目視点検を行い、

被害状況を確認します。被害の有無に関わらず、横浜市こども青少年局及び事務局

本部にその結果を速やかに報告します。 

災害によるライフラインの停止に備え、各施設宿泊定員分の乾パン･飲料水を備

蓄します。 

 

（ウ）危機管理体制と補償体制 

危機管理体制の構築と平常時の予防的管理により、事故、事件、災害など、利用者の

生命、財産に被害を及ぼす緊急事態を未然に防止します。万一発生した場合には、被害

を 小限に抑えるための対策を行います。 

 

ａ 本部と一体となった危機管理体制の確立 

(a) あらゆる事態を想定した危機管理体制 

重大な事故や事件、健康危機など緊急時には、施設だけでなく、当体育協会全体

の問題として捉え、組織的な管理体制で対応します。 

(b) 危機兆候の情報収集 

危機の発生兆候は、事務局本部や当体育協会の管理施設が国、県、市からの通知

やメディア、専門機関等からの情報を早期に収集し、協会内ネットワークで共有し

ます。事態の推移を見極めながら、情報の信頼性、予想される影響度を考慮して、

必要に応じた緊急時の対応に切り替えていきます。 

(c) 安全管理上必須となる資格 

所長には防火管理者講習の受講者を配置します。そのほかに、応急手当普及員な

ど施設管理上必要となる資格の取得、講習会受講をした者を配置する体制とし、安

全管理を確かなものにします。 

(d) 委託業者 

施設の管理業務を代行する委託業者は、事故、事件、災害等が発生した場合、所

長に直接連絡する体制とし、迅速で確実な対応を求めます。 

ｂ 保険による万全の補償体制 

万が一、施設管理運営上の不備などに起因した利用者の負傷等に備え、各種保険に

よる補償体制を整えるほか、法的係争について相談する顧問弁護士を確保します。 

財団法人横浜市体育協会 危機管理体制図

連絡・調整

連絡・調整

警察・消防機関

神奈川県警察

横浜市消防局

横浜市関係局情報提供

横浜市体育協会

三ツ沢公園

くろがね

こども自然公園

野外活動センター

後
方
支
援

体育協会事務局

◎事務局職員の応援要員の派遣

◎関係機関との連絡・調整業務の支援

◎施設の保全・復旧作業の支援

業務指示

事業所関係機関

こども青少年局

神奈川・青葉・旭
警察署・消防署通報・連絡・

情報提供
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(a) 賠償責任保険の加入 

建物や建築物などの設備構造上の欠陥あるいは管理上の不備等に起因して、利用

者に身体的傷害や財物損壊を与えた場合に備え、賠償責任保険に加入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 傷害保険の加入 

ボランティアスタッフの業務中のケガ、野外活動教室事業のケガに備え、傷害保

険に加入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 個人情報保護に対する取組 

（ア）法令以上の厳格な個人情報保護体制 

法の適用を受ける個人情報取扱事業者としてプライバシーマークを認定取得していま

す。今後も、この要求事項に適合した個人情報保護措置を講じていきます。 

 

（イ）安全・安心を担保する情報管理対策 

個人情報取扱事業者として、次に掲げた総合的かつ詳細な情報管理対策を今後も継続

して実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険種類 保険内容 賠償限度額

施設賠償責任保険
施設側の瑕疵により、利用者に対す
る身体及び物品等に損害が発生し
た場合の賠償保険

対人：１人につき１億円
　　　　１事故につき１億円
　　　　期間中１億円
対物：１事故につき1億円
　　　　期間中1億円

生産物賠償責任保険

施設で販売する食材など、提供する
生産物の瑕疵により、利用者に対す
る身体及び物品等に損害が発生し
た場合の賠償保険

対人：１人につき１億円
　　　　１事故につき１億円
　　　　期間中１億円
対物：１事故につき1億円
　　　　期間中1億円

■加入する賠償責任保険

保険種類 保険内容 賠償限度額

普通傷害保険
スタッフが活動中にけがをした場合
に対応する傷害保険

スポーツ・
レクリエーション保険

日帰りで行う野外活動教室の事前
説明会で参加者がけがをした場合
に対応する傷害保険

国内旅行傷害保険
宿泊の野外活動教室で参加者がけ
がをした場合に対応する傷害保険

■加入する傷害保険

死亡・後遺障害：１人につき３５０万円
入院保険金：１人１日４，５００円
通院保険金：１人１日３，０００円

□ 法令に準拠した個人情報保護方針の策定及び公表

□ 「横浜市個人情報の保護に関する条例」「同条例施行規則」に対応した当体育協会独自の

個人情報保護規定等の制定及び公表

□ 個人情報の特定及び利用目的の明確化

□ 個人情報保護事務局 、個人情報保護内部監査事務局の設置

□ 個人情報保護管理責任者 、個人情報保護監査責任者 の選任

□ 個人情報保管場所への入退出の管理／盗難予防対策／情報機器の施錠・固定化・持ち出し

禁止

□ 認証アクセス管理／情報の暗号化／不要データの廃棄・完全消去／不正ソフトの使用禁止

□ 教育研修の徹底と個人情報保護・文書管理マニュアル整備

□ 委託先への個人情報保護審査

□ 個人情報保護に関する相談窓口の設置と適切・迅速な対応
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（ウ）個人情報保護活動の徹底 

厳格な個人情報保護体制のもとで具体的に情報管理対策を講じるのは、職員一人ひと

りです。私たちは、全職員に対し年１回、事務局本部主催の研修会又は外部機関による

研修会に参加することを義務づけているほか、野外活動センター３施設を含む各施設の

朝礼等において定期的に個人情報保護について注意を喚起しています。 

 

（２） 施設の維持管理について 

ア 施設の維持管理について 

（ア）修繕体制 

ａ ファシリティ・マネジメント体制 

施設設備の 適化を実現するために、野外活動センター３施設を効率的に管理サポ

ートする体制（ファシリティ・マネジメント＝ＦＭ）を推進します。 

ＦＭ体制を今後より一層強化し、野外活動センター３施設の長寿命化やライフサイ

クルコストの縮減に寄与します。 

ｂ 修繕計画 

(a) ＦＭ体制による長期修繕計画 

野外活動センター３施設の修繕計画は、修繕履歴や設備部品の更新時期をＦＭシ

ステムにより蓄積したデータを有効に活用して策定します。中・長期的予防保全の

観点も含めた修繕計画を横浜市に提出し、対応を協議・調整することにより、「安

全性」「快適性」の確保とコストの縮減を両立させていきます。 

(b) 職員による修繕 

施設の長寿命化を図るため、野外炊事場のカマドやテントなどの簡易な補修は、

計画的に職員が行います。また、日常点検で発見した破損や故障箇所についても、

できる限り職員が修繕を行い、修繕費用を縮減します。 

(c) 専門業者による修繕 

職員では対応できない専門的な技術を要する修繕は、修繕方法や内容について事

務局本部の設備課や専門業者と打合せを行い、年間予算の範囲内で緊急性の高いも

のから実施します。 

 

 

 

 

 

（イ）日常点検、定期点検（法定点検・自主点検）体制 

横浜市が策定した「維持保全の手引」に基づき、公共施設の長寿命化を図るため、毎

日の日常点検を確実に行い、設備機器の小さな変化に常に目を配ります。また、専門的

な資格が必要となる法定点検は信頼できる市内業者と契約し、設備維持に万全な体制を

整えます。 

ａ 職員による日常点検と緊急時点検の徹底 

設備機器については職員が所定の点検表を使用して、適宜、点検を実施します。こ

れにより事故を未然に防ぐほか、早期の故障発見に努め、経費の縮減に寄与します。 

台風や地震などの発生直後には、緊急の臨時点検を実施します。点検項目は、原則

日常点検と同様とし、重大な故障等が起きた場合には、速やかに事務局本部及び横浜

市こども青少年局へ報告します。 

 

■年間修繕予定
施　設 内　容

三ッ沢公園 ２階廊下壁補修、外壁補修、廊下継ぎ目補修、その他緊急修繕
くろがね トイレ排水管洗浄、その他緊急修繕
こども自然公園 排煙装置グリスアップ、ボイラー安全弁交換、その他緊急修繕
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ｂ 専門業者による定期点検の実施 

横浜市の策定した「維持保全の手引き」及び「施設管理者点検マニュアル」に則り、

法定点検及び機能維持点検（自主点検）を信頼ある専門業者へ委託します。消防設備

などの法定点検は、法令等を遵守した業務仕様書に基づいて点検を実施し、不具合が

ある場合は早急に修繕を実施します。このように積極的に予防保全に努めることによ

り、安全な施設を維持します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）清掃計画 

ａ 利用者による清掃 

教育施設の基本姿勢として、また社会奉仕活動のプログラムの一環として、利用者

には原則、宿泊室や浴室など利用した場所を清掃していただきます。清掃方法は子ど

もでも理解できるよう図示するほか、引率者に点検用紙を渡し、責任をもって実施し

ていただきます。複数の団体が宿泊する場合は、あらかじめ清掃の分担を決めて行っ

ていただきます。 

ｂ 職員による清掃 

(a) 日常清掃 

共用場所の清掃や利用者による清掃後の補完清掃は、職員が日常清掃として行い

ます。日常清掃は、毎日実施する日常点検と併せて実施し、効率的に行います。 

特にトイレ、洗面所、浴室などの水場回りは、利用機会ごとに汚れをチェックし、

必要に応じた清掃を行います。（浴室は１週間に１回以上） 

また、チェックシートを活用することにより、その日の実施状況が確実に職員間

で引継ぎが行われ、衛生的な環境を維持します。 

(b) 定期清掃 

普段、日常清掃では行わない場所の清掃を職員が年間計画を立て、自ら実施しま

す。清掃作業は、利用状況をみながら清掃する場所や人数を設定するゾーニングで

効率的・効果的に行います。 

 

■職員による日常点検
点検項目 点検内容 回数 三ツ沢 くろがね こども

建物、設備関係 破損、不具合等 毎日 ○ ○ ○
野外炊事場 ゴミ、消火確認等 毎日 ○ ○ ○
アスレチック遊具 破損、不具合等 毎日 － ○ －
エレベーター 作動点検 毎日 － － ○
厨房機器・食器保管庫 作動点検 使用時 ○ ○ ○
ボイラー 作動点検 使用時 ○ － ○
浴槽濾過装置 作動点検 使用時 ○ － ○
浴槽塩素注入器 塩素濃度検査 使用時 ○ － ○

■専門業者による定期点検（年間回数）
点検項目 点検内容 回数 三ツ沢 くろがね こども

消防設備 法定点検 2回 ○ ○ ○
自家用電気工作物 法定点検 6回 ○ － ○
自動給水装置 法定点検 1回 － － ○
ばい煙測定 法定点検 1回 － － ○
エレベーター 法定・保守点検 4回 － － ○
ボイラー 保守点検 2回 ○ － ○
浴槽濾過装置 保守点検 1回 ○ － ○
浴槽塩素注入器 保守点検 1回 － － ○
アスレチック遊具 保守点検 3回 － － －
受水槽、給水ポンプ 保守点検 1回 － － ○
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ｃ 専門業者による清掃 

床面のワックス掛けや害虫駆除などについては、専門業者に委託し、原則毎月１回

の施設点検日に実施します。委託をする専門業者は横浜市の有資格者名簿登録業者の

中から、指名競争入札により選定することで安価でかつ公正な取引を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ 快適で衛生的な宿泊環境の維持 

宿泊室の利用後は、窓を開けて風通しするなど寝具を乾燥させ、衛生的な宿泊環境

を維持します。毛布やベッドパットなどのクリーニングは、年１回専門業者によるク

リーニングを実施します。 

トイレットペーパーや石鹸等の消耗品については、日常点検で確認し、交換や補充

をします。 

ｅ 公衆浴場施設としての衛生環境の維持 

公衆浴場法に基づく横浜市レジオネラ症防止対策指導要綱に従って、点検、清掃、

水質検査等を行い、常に清潔な状態を保ちます。 

 

（エ）外構・植栽計画 

ａ 職員による外構・植栽管理 

職員の日常点検に組入れた清掃やパートナースタッフとの協働による作業により、

外構・植栽を管理します。施設の周辺には樹木や草木などが多いため、歩道・階段や

スロープなどのこまめな落ち葉清掃、計画的な除草や樹木剪定及び雨どいや排水溝の

点検・清掃を行います。 

ｂ 専門業者による外構・植栽管理 

高木の剪定、広範囲な除草、施肥、消毒など専門的な技術が必要となった場合には、

市内の信頼できる業者に委託をして実施します。 

樹木の消毒は、横浜市の指導により、殺虫剤など農薬の使用を極力控えるとともに、

使用時は横浜市北部公園事務所や近隣住民と協議のうえ実施します。 

くろがね野外活動センターのグラウンドは、鶴見川の調整池となっているため、専

門業者による排水溝の汚泥引抜き清掃を定期的に行います。 

 

 

■専門業者による定期清掃予定（年間回数）
場　所 三ツ沢 くろがね こども

床面ワックス 7回 10回 8回
トイレ・洗面所 6回 － 4回
窓ガラス・網戸・サッシ 6回 3回 4回
浴室 － － 3回
宿泊室（高所） － － 3回
空調機 － － 2回
全館害虫駆除 2回 3回 3回
受水槽清掃 － － 1回
受変電室設備清掃 1回 － 1回

■職員による定期清掃予定（年間回数）
点検項目 点検内容 回数 三ツ沢 くろがね こども

宿泊室 高所、照明、空調機等 3回 ○ ○ ○
トイレ 便器、照明、換気扇等 6回 ○ ○ ○
厨房 調理機器、照明、換気扇等 6回 ○ ○ ○
浴室（シャワー室） 浴槽、鏡、換気扇、風呂桶等 6回 ○ ○ ○
食堂 高所、照明等 3回 ○ ○ ○
ホール・雨天集会場 高所、照明等 3回 ○ - ○
野外炊事場 高所、テント、照明 3回 ○ ○ ○
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（オ）保安警備体制 

ａ 宿泊利用時の対応 

宿泊利用時のプログラム活動は午後９時までとし、その後、入浴や就寝準備を済ま

せ、午後 10時に消灯する基本時間を設定します。引率者のミーティングは食堂を午後

11時まで開放します。 

宿直職員は、消灯時間にあわせ、玄関や廊下の窓などの施錠、厨房や喫煙場所、野

外炊事場などの火の元確認、建物の周囲の不審物及び不審者の確認を行います。 

ｂ 閉所後及び休所日の対応 

宿泊利用のない日の閉所後から翌日の開所まで及び休所日の無人となる時間帯は、

警備会社に機械警備を委託します。侵入や火災等の異常はパッシブセンサーが感知し、

異常の内容によって警備会社の警備員が現場に急行又は消防署、警察署に通報します。 

警備会社から所長又はその他の職員に緊急連絡し、その後の対応を引き継ぎ、安全

管理に空白のない体制とします。 

 

イ 環境への配慮 

（ア）さまざまな取組 

野外活動センターの管理運営を通して、「横浜市脱温暖化行動方針（CO-DO30）」や「横

浜 G30プラン」への取り組みを積極的に行います。 

 

（イ）利用者と行う環境への取組 

ａ チャレンジ 25 の推進 

政府が主導する温室効果ガス削減の取組「チャレンジ 25」キャンペーンに参加しま

す。温室効果ガス排出量 25％削減のために野外活動センターができる実践例や横浜市

の取組をパネル展示で紹介するなど市民に積極的に伝えていきます。 

ｂ ゴミの減量化 

環境教育の一環として、利用者には原則、ゴミの持ち帰りを依頼します。持ち帰る

ことが困難なゴミは、横浜市のルート回収に参加して再利用を行い、併せて費用の縮

減を行います。 

生ゴミはコンポストを活用し、堆肥として再生させ、ゴミの発生抑制を図ります。 

ｃ 二酸化炭素削減目標の設定 

平成 23年度の二酸化炭素排出量削減目標は、「電気、水道、ガス、灯油等の燃料の

使用量」における二酸化炭素排出量を毎年１％ずつ削減することを目標とします。 

野外活動センターで使用した毎月の電気量や燃料消費量をＣＯ₂排出量へ換算し、

「見える化」することで、子どもたちを中心とする利用者へもわかりやすく省エネ意

識を浸透させます。 

■年間ＣＯ₂排出量の目標値：９９，５１０kg（３施設合計） 

ｄ グリーン電力の購入 

市民参加のイベントや教室事業などの照明にグリーン電力を使用し、自然エネルギ

ーの普及に貢献しながら地球温暖化防止に取り組みます。 

ｅ 緑のカーテンや水打ち 

建物の南側の日なたには、ゴーヤーや朝顔などのつる植物を栽培し、環境に配慮し

た「緑のカーテン」として清涼感を演出するほか環境教育にも役立てます。種まきな

どの作業は、教室の参加者と行います。 

また、雨水をバケツに貯めておき、利用者の協力を得て夕方に建物の周りを打ち水

します。 
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ｆ 剪定枝や落ち葉の有効活用 

植栽管理で発生した剪定枝は、キャンプファイアで使うトーチ棒やプログラムで行

うクラフトの材料として再利用します。また、落ち葉は乾燥させ、焼き芋用のたき火

の材料として使用するほか、堆肥としても再利用します。 

ｇ 高効率照明器具への変更 

照明器具の更新時には、高効率照明器具（蛍光球や LED ライト）の採用により、省

エネルギー化を図ります。また、照明器具の長寿命化により交換費用、交換の人件費、

廃棄処分費を削減します。 

 

（３） モニタリング 

ア モニタリングの実施 

（ア）PDCA マネジメントサイクルの適正な運用 

事業内容を継続的な改善するために、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに則り、計画か

ら実践、評価、そして改善というプロセスを経て、さらに次の計画に反映させることに

より、業務水準の向上に繋げます。 

 

（イ）事業報告書の作成及び所管局への報告 

共通業務の基準に則り、業務水準の維持と安全対策等の向上のために、定められた時

期毎の報告書を作成し、所定期間内に速やかに横浜市こども青少年局へ提出します。 

所管局との連絡会を毎月 1回開催し、事業報告書に基づいた詳細な説明や運営上の課

題を協議するなどの業務改善を行います。 

横浜市へ提出した報告書類は、施設内でも閲覧できるようにし、透明性のある運営を

保持します。 

 

（ウ）利用者の要望や苦情を収集する仕組 

さまざまな手段により利用者の生の声を収集し、施設運営に反映させます。利用者か

ら要望や苦情があった場合は、担当職員が所長に報告し、職員・スタッフ間で話し合い、

速やかに回答します。これら要望や苦情とその結果や対応策は原則、個人情報を除き、

施設内やホームページで公表します。 

ａ 利用者アンケートの実施 

利用の終了後には、施設サービスや管理状況などの満足度をアンケート形式で回答

していただき、業務や事業の改善活動のデータとして活用します。結果は職員がデー

タとして集計し、所管局へ報告します。 

また、教室参加者に対しても同様に、プログラムや指導方法などの満足度をアンケ

ート形式で調査します。 

ｂ ご意見箱の設置 

利用者からのご意見・ご要望等をいつでも自由に記入できるよう、施設内に「ご意

見箱」を設置します。いただいたご意見・ご要望に対しては、統括管理責任者である

所長が責任を持って迅速に回答し、施設内掲示板やホームページ内で公表し、具体的

な業務改善を図ります。 

当体育協会ホームページからも、施設への要望や質問を受け付けます。 

ｃ ご意見ダイヤルの案内 

横浜市のコールセンターに設置されているご意見ダイヤルを積極的にＰＲします。

利用者等からの意見や要望があった場合は迅速に対応するとともに、ご意見ダイヤル

の内容やその結果を館内に掲示します。 
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（エ）セルフモニタリング 

ａ 事業評価シートを活用した進行管理 

施設運営収入や自主事業収入、利用者人数などの目標値及び事業計画内容を着実に

実行するために、各施設では事業評価シートを用いた進行管理を行います。 

ｂ 野外施設長会の開催 

業務水準の維持向上のため、定期的に当体育協会が管理運営する野外活動３施設及

び少年自然の家（南伊豆臨海学園、赤城林間学園）の施設長と事務局本部による会議

を行います。会議では、連絡事項を伝達して情報共有をはかるだけでなく、各施設で

起きた事例や問題を題材に話し合い、共通課題の解決に向けた検討を行います。 

ｃ 事業評価会の実施 

所長と事務局本部とで「事業評価会」を四半期毎に実施し、各施設で作成した事業

評価シートに基づいた執行状況のチェックを行い業務改善につなげていきます。 

ｄ 事業執行拡大会議の開催 

上記事業評価会の結果をもとに、当体育協会役職員をメンバーとした「事業執行拡

大会議」を開催し、組織全体として野外活動センター３施設の業務改善を図ります。 

 

（４） 収支計画について 

ア 収支計画とコスト削減について 

（ア）効率性を重視したコスト削減 

経年劣化が激しい野外活動センター３施設の建物や設備の適切な維持管理のため、計

画的な修繕による長寿命化と経費節減を図ります。その一方で、利用者増による施設運

営収入と自主事業収入を確保することにより、指定管理料の抑制に努めます。 

 

ａ 利用者１人当たりの経費の削減 

安定的で効率的な管理運営の指標として、利用者１人当りの指定管理料負担額を算

出し、毎年度の削減努力により、その段階的な縮減を図ります。 

■指定管理料に対する利用者（延べ）１人当たりの支出額 

 三ツ沢９６６円  くろがね１，１１１円  こども自然９１８円 

ｂ 中長期的な修繕・保全計画に基づくライフサイクルコストの削減 

当体育協会独自のファシリティ・マネジメント体制により、効率的な修繕の実施と

建物の長寿命化によるライフサイクルコストの縮減を図ります。利用者が野外活動セ

ンター３施設を安全・安心・快適に利用できるよう、「計画的な修繕」「不具合の早期

発見」を基本とし、利用者のことを第一に考えた積極的な修繕を実施していきます。 

ｃ 安全コストの確保と効率化による経費縮減 

個人情報保護を含めた安心・安全のための危機管理関連経費や、衛生面に必要な費

用、野外活動等に必要な用具に係る費用については、十分に確保します。その他の経

費については、無駄を省き、 小のコストで 大の効果を実現します 

(a) 職員やサポートスタッフによる小破修繕 

野外炊事場のカマド補修や外壁補修・塗装など、日常点検時に発見する建物や設

備の小破修繕については、職員が補修作業を行うことにより、修繕費の縮減を図り

ます。 

(b) 競争入札や長期契約による委託コストの縮減 

経理規程や契約規程に基づいて、競争入札を実施します。競争入札を実施するこ

とでより安価で適切な業者を選定し、経費縮減につなげていきます。 

業務委託契約等の契約期間は、原則として１年ですが、継続的に契約することで
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スケールメリットが生まれる機械警備やシーツクリーニングなどの業務について

は、指定管理期間を限度とした長期契約を締結します。また、コピー機などのリー

ス期間が満了した物品は、その状態が良好であれば再リースするなど、契約金額と

ともに事務管理コストの縮減を図ります。 

(c)効率性の高い機器の導入 

事務局本部と野外活動センター3 施設間に光回線を使用したＩＰ（インターネッ

ト回線利用）電話を導入し、通信費の経費縮減を図ります。 

職員の日常の省エネ行動に加え、宿泊室の空調機温度の適正化や白熱電球のＬＥ

Ｄ電球への変更など、省エネルギーの取り組みを実施します。 

私たち体育協会が行う備品管理は、会計システムと連動したファシリティー・マ

ネジメントシステムを活用するとともに、バーコードによる備品管理を行い管理コ

ストの縮減を図ります。 

 

（イ）実績に基づいた収入計画 

過去の実績データに基づき、利用にかかる料金や自主事業の収入及び管理運営経費等

を算出しました。収入計画の積算根拠となる各年度の目標利用者数は、天候等の自然環

境の影響を受けやすい特性を考慮し、平成 19 年度から 21 年度までの利用実績の平均値

に 1％を各年度に加算しました。 

 

（ウ）無駄を削ぎ落とした支出計画 

施設運営支出及び自主事業支出は、管理運営実績と経験を活かし、すべての経費を見

直すとともに、精一杯無駄を削ぎ落とす支出計画を立てています。 

 

（エ）収支予算書 

   

〈別表２ 各施設平成 23年度収支予算書〉 



（１）教室事業
事業名 開催期間 対　　象 内　　容 人数 参加費（一人） 募集期間

Ⅰ期4月5日･12日･19
日･26日、5月10日･17
日･24日、31日、6月7
日・14日・21日・28日・7
月5日・12日　　全14回
火曜日　10:30～12:00

16
3月1日（火）
～3月31日（木）
電話先着順

Ⅱ期9月6日･13日･20
日・27日、10月4日･12
日･18日・25日、11月1
日・8日・15日・22日・29
日　　全13回　火曜日
10:30～12:00

16
8月1日（月）
～8月31日（水）
電話先着順

Ⅲ期12月6日･13日・20
日、1月11日･17日･24
日・31日、2月7日・14
日・21日・28日、3月7
日、14日　　全13回　火
曜日　10:30～12:00

16

11月1日（火）
～11月27日（日）

電話先着順

Ａ　4月24日（日）
10:00～15:00

72

Ｂ　4月29日（金祝）
10:00～15:00

72

指導者研修会
5月15日（日）
9:00～13:00

18歳以上で野外活
動に興味がある方

野外活動のプログラム
展開

20 1,000円

救急救命講習会
5月15日（日）
14:00～17:00

16歳以上で野外活
動に興味がある方

心肺蘇生法、野外活動
で起こりやすいケガの処
置、危険予知トレーニン
グ　他

8 1,600円

チャレンジパーク
5月21日（土）～22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 6,000円
4月11日（月）
～25日（日）

夏　6月22日・29日、7月
6日･13日　全4回　　水
曜日　14:30～16:30

25組
5月13日（金）
～29日（日）

秋　10月26日・11月2
日・9日・16日　全4回
水曜日　14:30～16:30

25組
9月16日（金）
～26日（月）

冬　2月8日･15日・22
日、3月1日　全4回　　水
曜日　14:30～16:30

25組
1月4日（水）
～15日（日）

①　7月10日（日）
13:30～20:30

①バーベキュー、肝だ
めし、花火、クラフト

②　9月11日（日）
17:00～20:00

②お月見と団子作り

③　11月13日（日）
13:00～16:00

③クリスマスキャンドル
作り

④　12月18日（日）
10:00～13:30

④もちつきとお正月飾り
づくり

①年中・年長 20

②小学校１～3年
生

20

夏休み自由研究教室
8月18日（木）
10:00～12:30

小学生

１・２年生：公園の自然
物を使ったクラフト
３～６年生：公園の自然
観察による自由研究

60 700円
7月1日（金）
～17日（日）

平成２３年度　横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター　「自主事業一覧表」

50

中学生以上　6,000円
小学生　5,000円

3歳～未就学児　3,500円
 0～2歳児　500円

5月23日（月）
～6月6日（月）

4月11日（月）
～5月8日（日）
電話先着

バーベキュー、野外
ゲーム（雨天時：クラフ
ト）　他

小学生以上　1,700円
3歳～未就学児　1,100円

0～2歳児　300円

5,500円

3月14日（月）
～28日（月）

初心者のための
太極拳入門

18歳以上の初心者 入門、初級の太極拳

鉄板祭り
8人以内の保護者
を含む家族・グ
ループ

季節体験
ワイワイ家族クラブ

2人1組　4,000円
追加1名　1,500円
0～2歳児　500円

夏秋冬一括10,000円

家族・グループ

〈別表　１〉

チアリーディング教室

8月3日・10日・17日・24
日・31日
①11:00～12:30　　②
13:30～15:00
9月7日・14日・21日・28
日・10月5日･12日
①13:30～15:00　　②
16:30～18:00
全11回　水曜日（祝月）

チアリーディング体験
※最終回10/16（スポー
ツレクリエーションフェス
ティバル）で発表会

15,000円
衣装（Ｔｼｬﾂﾕﾆﾌｫｰﾑ）代込

み

6月11日（土）
～27日（月）

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24･25年度に
入学する未就学児
と保護者

野外炊事、自然観察
ゲーム、クラフト　他



わんぱくおてんば探検隊
9月23日（祝金）
10:00～15:30

小学校１・２年生
野外炊事、探検ゲー
ム、クラフト　他

60 3,000円
8月13日（土）
～22日（月）

スポーツレクリエーション
フェスティバル２０１１

10月16日（日）
10:00～15:30

横浜市民
焼きいも、野外ゲーム、
クラフト、チアリーディン
グ発表会　他

120

焼きいも　500円
クラフト　100円

焼きトウモロコシ　150円
焼きりんご　250円

9月13日（月）
～22日（木）

Ａ　10月29日（土）
13:30～16:00

72

Ｂ　10月30日（日）
13:30～16:00

72

あったかエコキャンプ
12月4日（土）～5日（日）
1泊2日

小学校３～６年生
キャンドルクラフト、キャ
ンドルファイア、エコ料
理　他

50
6,000円

日帰り　800円
10月11日（月）
～31日（月）

プリザーブドフラワー教室
12月６日（火）
10:00～12:00

16歳以上 クリスマスリース作り 15
4,500円

託児保育　500円
11月11日（金）
～25日（金）

Ａ　12月10日（土）
13:00～15:00

16組

Ｂ　12月11日（日）
13:00～15:00

16組

幼児のためのサッカー教
室

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　　木曜日
15:20～16:20

年中・年長児
横浜ＦＣ巡回コーチによ
るサッカー指導

20 14,000円
11月24日（木）
～12月13日（火）

トールペイント教室
1月18日（水）
10:00～12:00

16歳以上 花柄エコバッグ作り 15
2,000円

託児保育　500円
12月11日（日）
～24日（土）

もちつきと冬の遊び
1月29日（日）
10:30～15:30

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

72
小学生以上　1,500円

3歳～未就学児　1,000円
0～2歳児　300円

12月16日（金）
～27日（火）

料理教室
2月1日（月）
10:00～12:00

16歳以上 中国の家庭料理 15 2,000円
1月4日（水）
～15日（日）

9月24日（土）
～30日（金）

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

焼きいも、野外ゲーム、
クラフト　他

3歳以上　500円
0～2歳　100円

そばうち体験
3歳以上で4人以内
のグループ

そば打ち 1組　2,500円
11月11日（金）
～14日（月）



（２）飲食事業 （税込み）

内　　容 料　金 単位 備　考

はまっ子どうし（500ｍｌ） １１０円 １本 事務所販売

はまっ子どうし（2000ｍｌ） ２３０円 １本 事務所販売

ポークカレーライスセット ２６０円 １人分 予約販売

ビーフカレーライスセット ２８０円 １人分 予約販売

チキンカレーライスセット ２５０円 １人分 予約販売

ホットドッグセット ２３０円 １人分 予約販売

焼きそばセット ２９０円 １人分 予約販売

バーベキューセット ６８０円 １人分 予約販売

もち基本セット １６０円 １人分 予約販売

トン汁基本セット ２５０円 １人分 予約販売

そばうちセット ２００円 １人分 予約販売

ねじりパン １００円 １人分 予約販売

クッキー １００円 1人分 予約販売

ピザ基本セット ５２０円 1枚分 予約販売

サラダ油 ６００円 １本 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

焼き肉のたれ（甘口・辛口） ６００円 １本 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

塩コショウ ３４０円 １本 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

きな粉（１０人分）　 １５０円 １袋 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

つぶあん（２０人分） ７５０円 １袋 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

しょう油（１．８Ｌ） ５８０円 １本 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

砂糖（１ｋｇ） ３２０円 １袋 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

だし入りみそ（１ｋｇ） ４３０円 １袋 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

米（０,８合） ６０円 １人分 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

もち米（１ｋｇ） ８７０円 1袋 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

ジュース（200ｍｌ）ｵﾚﾝｼﾞ・ﾘﾝｺﾞ ８０円 １本 予約販売

ジュース（200ｍｌ）ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ １１０円 １本 予約販売

ミニパック飲料（200ｍｌ）牛乳 ９０円 １本 予約販売

紙パック飲料（1000ｍｌ）
果汁20～30％

１７０円 １本 予約販売

紙パック飲料（1000ｍｌ）
果汁100％

２６０円 １本 予約販売

缶飲料（190ｍｌ）お茶類 ７０円 １本 予約販売

缶飲料（190ｍｌ）ジュース類 １００円 １本 予約販売

缶飲料（250ｍｌ）ジュース類 ９０円 １本 予約販売

缶飲料（340ｍｌ）お茶類 ８０円 １本 予約販売

ペットボトル飲料（500ｍｌ） １３０円 １本 予約販売

プリン ８０円 １個 予約販売

ゼリー ８０円 １個 予約販売

果物 時価 応相談 予約販売

※利用打ち合わせ時に商品説明を行い、利用の7日前までに注文を受け付けます。

　　（キャンセル、食数変更は３日前まで無料受付）

※利用団体の班構成に応じた仕分けをして提供します。



（３）物販事業 （税込み）

内　　容 料　金 単位 備　考

ビニール傘 ２６０円 １本 事務所販売

ライター １００円 １個 事務所販売

軍手 ５０円 １組 事務所販売

食品ラップ ２２０円 １個 事務所販売

アルミホイル １２０円 １個 事務所販売

食品保存袋（大） ３００円 １個 事務所販売

虫除けシート ３８０円 １個 事務所販売

電池・単１：２個ﾊﾟｯｸ ２５０円 １セット 事務所販売

電池・単２：２個ﾊﾟｯｸ １８０円 １セット 事務所販売

電池・単３：４個ﾊﾟｯｸ ２５０円 １セット 事務所販売

食器洗い洗剤 ２２０円 １個 事務所販売

クレンザー ２２０円 １個 事務所販売

カイロ　　ミニ ２０円 １枚 事務所販売

炭　　３ｋｇ ３５０円 １箱 事務所販売

着火剤　　３０ｇ ６０円 １個 事務所販売

スポンジ ５０円 １個 事務所販売

写真プリント ５０円 １枚 事務所販売

割り箸 ２０円 １膳 事務所販売

ゴミ袋（45ﾘｯﾄﾙ） １０円 １枚 事務所販売

虫除けスプレー ６００円 １本 事務所販売

革手袋 ２００円 １組 事務所販売

蚊取り線香 ５０円 １個 事務所販売

蚊取りマット ２０円 １枚 事務所販売

紙コップ(中） １００円 10個 事務所販売

紙コップ（大） １５０円 10個 事務所販売

携帯用ボディソープ ５０円 1個 事務所販売

携帯用シャンプー ５０円 1個 事務所販売

箱ティッシュ １００円 １箱 事務所販売

自動販売機（屋内設置１台） １２０～１５０円 １本

（４）その他事業 （税込み）

内　　容 料　金 単位 備　考

火おこし器セット １００円 １回

バーベキューコンロ ３００円 １日

ダッチオーブン ３００円 １日

そばうち道具セット ５０円 １組

石窯 １，０００円 １台

段ボールオーブン １００円 １台

ドライヤー １，０００円 １台 1団体１泊につき

物干しハンガー ５０円 １つ

洗濯ロープ ５０円 1本



（１）教室事業
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5日（火）　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1日（火）
～15日（火）

Ａ　４月１６日（土）
9:30～13:00

肉まんづくり 42

Ｂ　５月３日（火祝）
9:30～13:00

どんどん焼き 42

Ｃ　６月１８日（土）
9:30～13:00

ダッチオーブンクッキン
グ

42

Ｄ　7月２日（土）
9:30～13:00

ナンとスペシャルカレー
作り

42

Ｅ　８月２０日（土）
9:30～13:00

皮なしウインナー作り 42

Ｆ　９月３日（土）
9:30～13:00

ダッジオーブンクッキン
グ２

42

Ｇ　９月２３日（金祝）
9:30～13:00

さつまいもづくし 42

Ｈ　１０月８日（土）
9:30～13:00

粉もの商売 42

Ｉ　１１月５日（土）
9:30～13:00

秋刀魚まつり 42
9月19日（月）
～10月3日（月）

Ｊ　１２月３日（土）
9:30～13:00

手打ちうどん作り 42
10月12日（水）
～26日（水）

Ｋ　１２月２３日（金祝）
9:30～13:00

手作りピザ 42

Ｌ　１月７日（土）
9:30～13:00

餅つき 42

Ｍ　２月４日（土）
9:30～13:00

ダッジオーブンクッキン
グ３

42
11月21日（月）
～12/5日（月）

Ｎ　３月３日（土）
9:30～13:00

ひなまつり 42
12月19日（月）
～1月5日（木）

Ⅰ期　4月18日・25日、5
月9日・16日・23日・30
日、6月6日・13日・20
日・27日　全10回　月曜
日　15:00～16:00

20
2月21日（月）
～3月7日（月）

Ⅱ期　9月・26日、10月3
日・17日・24日・31日、
11月7日・14日・21日・28
日、12月5日　全１０回
月曜日　16:00～16:45

20
8月9日（火）
～23日（火）

Ⅲ期　1月16日・23日・
30日、2月6日・13日・20
日・27日、3月5日・12
日・19日　全10回　月曜
日　16:00～16:45

20
11月28日（月）
～12月12日（月）

Ⅰ期　4月23日、5月14
日・28日、6月11日・25
日、7月9日　全６回　土
曜日　9:30～11:30

30
3月1日（火）
～15日（火）

Ⅱ期　10月1日・15日・
29日、11月12日・26日、
12月10日　全６回　土曜
日　9:30～11:30

30
8月15日（月）
～29日（月）

Ⅲ期　1月14日・28日、2
月11日・25日、3月10
日・24日　全６回　土曜
日　9:30～11:30

30
12月1日（木）
～15日（木）

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30
3回目に要綱配
布・電話受付

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　他アウトドアスポーツクラブ

小学生2年～6年生

平成２３年度　横浜市くろがね青少年野外活動センター　「自主事業一覧表」

2月28日（月）
～14日（月）

5月2日（月）
～16日（月）

7月4日（月）
～18日（月）

8月8日（月）
～22日（月）

小・中学生とその
家族

高校生以上　1,100円
小・中学生　900円
未就学児　500円

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

11月７日（月）
～21日（月）

フットサルクラブ 幼児
フットサルを中心にした
幼児スポーツ教室

Ⅰ期10回　5,000円
Ⅱ期10回　5,000円
Ⅲ期10回　5,000円

おいしいファミリー（１４企
画）

〈別表　１〉



Ａ　4月29日（金祝）～30
日（土）
1泊2日

55
3月16日（水）
～30日（水）

Ｂ　9月17日（土）～18日
（日）
1泊2日

55
8月3日（水）
～17日（水）

Ⅰ期　5月11日･18日･25
日、6月1日･8日･15日･
22日・29日、7月6日・13
日　全10回　水曜日
10:00～11:30

25
3月14日（月）
～28日（月）

Ⅱ期　9月14日・21日・
28日、10月5日･12日･19
日･26日、11月2日・9日・
16日　全10回　水曜日
10:00～11:30

25
7月22日（金）
～8月5日（金）

Ⅲ期　1月11日･18日・25
日、2月1日・8日･15日・
22日・29日、3月7日・14
日　全10回　水曜日
10:00～11:30

25
11月10日（木）
～24日（木）

Ⅰ期　5月11日・25日、6
月8日・22日、7月6日
全5回　水曜日　14:15～
16:15

50
3月25日（金）
～4月8日（金）

Ⅱ期　9月28日、10月12
日・26日、11月9日・30
日　全５回　水曜日
14:15～16:15

50
8月15日（月）
～22日（月）

Ⅲ期　1月11日・25日、2
月8日・22日、3月7日
全５回　水曜日　14:15
～16:15

50
11月18日（金）
～12月2日（金）

Ａ　5月21日（土）
9:30～12:30

20
4月6日（水）
～20日（水）

Ｂ　7月30日（土）
9:30～12:30

20
6月14日（火）
～28日（火）

Ｃ　10月22日（土）
9:30～12:30

20
9月8日（木）
～22日（木）

Ｄ　11月6日（日）
9:30～12:30

20
9月21日（水）
～10月5日（水）

Ｅ　1月22日（日）
9:30～12:30

20
12月8日（木）
～22日（木）

Ｆ　3月17日（土）
9:30～12:30

20
2月3日（金）
～17日（金）

かんたん！アウトドアテク
ニック
（指導者研修）

6月26日（日）
日帰り

利用団体指導者
子ども会学童指導
者　ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ等

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7日（土）
～6月4日（土）
＊電話申込

Ａ　7月16日（土）
9:30～12:30

20
6月1日（水）
～15日（水）

Ｂ　12月18日（日）
9:30～12:30

20
11月3日（木）
～17日（木）

Ｃ　2月18日（土）
9:30～12:30

20
1月4日（水）
～18日（水）

Ａ　7月23日（土）
9:30～13:00

50

Ｂ　8月7日（日）
9:30～13:00

50

真夏のデイキャンプ
8月１日（月）
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16日（木）
～30日（木）

森森アウトドアクラブ（全４
回）

①8月12日（金）～13日
（土）　１泊２日
②11月3日（祝木）
③1月9日（祝月）
④3月20日（祝火）
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24日（金）
～7月8日（金）

ヨガ入門 １６歳以上
健康増進のための初歩
的なヨガ

さわやかファミリーキャン
プ　Ａ ・Ｂ

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

小学生とその家族
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

4,500円

6月1日（水）
～15日（水）

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

みんなで流しソーメン 小学生とその家族
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）

子どもカヤック教室 小学2年～6年生 カヌー教室 2,000円



横浜元気!!スポーツ・レクリ
エーションフェスティバル２
０１１

10月10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～

駄菓子１０円～
当日受付

あったかエコキャンプⅡ（３
施設）

１月９日（月祝）
10:00～15:30

小学１年～６年生 餅つきとエコクラフト 50
参加者　3,000円

保護者(ｵﾌﾟｼｮﾝ)　700円
シリーズ一括

冬くろキャンプ（仮）
２月２５日（土）～２６日
（日）
１泊２日

小学３年～６年生
（友達か兄弟のペ
ア）

野外炊事、イニシアティ
ブゲーム、キャンドル
ファイア　ほか

36 1組　9,100円
12月26日（月）
～1月16日（日）



（２）飲食事業 （税込み）

内　　容 料　金 単位 備　考

はまっ子どうし（500ｍｌ） １１０円 １本 事務所販売

はまっ子どうし（2000ｍｌ） ２３０円 １本 事務所販売

ポークカレーライスセット ２６０円 １人分 予約販売

ビーフカレーライスセット ２８０円 １人分 予約販売

チキンカレーライスセット ２５０円 １人分 予約販売

ホットドッグセット ２３０円 １人分 予約販売

焼きそばセット ２９０円 １人分 予約販売

バーベキューセット ６８０円 １人分 予約販売

もち基本セット １６０円 １人分 予約販売

トン汁基本セット ２５０円 １人分 予約販売

ピザセット ５２０円 1枚分 予約販売

サラダ油 ６００円 １本 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

サラダ油（小） １５０円 １本 事務所販売

カレールー（１００ｇ） ２５０円 １箱 事務所販売

焼き肉のたれ（甘口・辛口） ６００円 １本 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

塩コショウ ３４０円 １本 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

きな粉（１０人分）　 １５０円 １袋 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

つぶあん（２０人分） ７５０円 １袋 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

しょう油（１．８Ｌ） ５８０円 １本 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

砂糖（１ｋｇ） ３２０円 １袋 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

だし入りみそ（１ｋｇ） ４３０円 １袋 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

米（０,８合） ６０円 １人分 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

もち米（１kg） ８７０円 １袋 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

紙パックジュース（200ｍｌ）ｵﾚﾝｼﾞ・ﾘﾝｺﾞ ８０円 １本 予約販売

紙パックジュース（200ｍｌ）ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ １１０円 １本 予約販売

ミニパック飲料（200ｍｌ）牛乳 ９０円 １本 予約販売

紙パック飲料（1000ｍｌ）
果汁20～30％

１７０円 １本 予約販売

紙パック飲料（1000ｍｌ）
果汁100％

２６０円 １本 予約販売

缶飲料（190ｍｌ）お茶類 ７０円 １本 予約販売

缶飲料（190ｍｌ）ジュース類 １００円 １本 予約販売

缶飲料（250ｍｌ）ジュース類 ９０円 １本 予約販売

缶飲料（340ｍｌ）お茶類 ８０円 １本 予約販売

ペットボトル飲料（500ｍｌ） １３０円 １本 予約販売

プリン ８０円 １個 予約販売

ゼリー ８０円 １個 予約販売

果物 時価 応相談 予約販売

※利用打ち合わせ時に商品説明を行い、利用の7日前までに注文を受け付けます。

　　（キャンセル、食数変更は３日前まで無料受付）

※利用団体の班構成に応じた仕分けをして提供します。



（３）物販事業
（税込み）

内　　容 料　金 単位 備　考

軍手 ４０円 １双 事務所販売

ビニール傘 ２００円 １本 事務所販売

ライター １００円 １個 事務所販売

マッチ ４０円 １個 事務所販売

食品ラップ １５０円 １個 事務所販売

アルミホイル １５０円 １個 事務所販売

虫除けスプレー ６００円 １個 事務所販売

電池・単１：２個ﾊﾟｯｸ ２５０円 １セット 事務所販売

電池・単２：２個ﾊﾟｯｸ １８０円 １セット 事務所販売

電池・単３：４個ﾊﾟｯｸ ２５０円 １セット 事務所販売

食器洗い洗剤 １５０円 １個 事務所販売

クレンザー １５０円 １個 事務所販売

カイロ　　ミニ ２０円 １枚 事務所販売

カイロ　　ミニ貼るタイプ ３０円 １枚 事務所販売

炭　　３ｋｇ ４００円 １箱 事務所販売

着火剤　　３０ｇ ６０円 １個 事務所販売

オガライト ２００円 １本 事務所販売

ろうそく ２０円 １本 事務所販売

蚊取り線香 ４０円 １巻 事務所販売

蚊取りマット ２０円 １枚 事務所販売

カセットガス １５０円 １本 事務所販売

石灰 １００円 １ｋｇ 事務所販売

ポリ袋（４５リットル） ２０円 １袋 事務所販売

自動販売機（屋外設置１台） １００～１５０円 １本

（４）その他事業 （税込み）

内　　容 料　金 単位 備　考

火おこし器セット １００円 １回

ダッチオーブン ３００円 １日 付属品含む

カセットコンロ １００円 １日 本体のみ

バーベキューコンロ ５００円 １日

焙煎コーヒーセット ５００円 １日

テーブル ３００円 １日 家族向け

椅子 １００円 １日 家族向け

ワンタッチテント ５００円 １日

薪ストーブ ５００円 １日

流しそーめん台（1本） ５００円 １日 約１０名対応

石窯 １，０００円 １日



（１）教室事業
事業名 開催期間 対　　象 内　　容 人数 参加費（一人） 募集期間

春　4月8日・15日・22
日、5月6日・13日・20
日・27日　全7回　金曜
日　10:00～11:30

20
一括申し込み　2,800円

1回　500円
3月15日(火）～
電話受付・先着順

秋　9月2日・9日・30日、
10月7日・14日・21日・28
日、11月4日・11日・18
日・25日、12月2日・9
日・16日　全14回　金曜
日　10:00～11:30

20
一括申し込み　5,600円

1回　500円
8月15日（月）～
電話受付・先着順

そよかぜクラブ

4月13日・20日・27日、5
月11日・18日・25日　全
６回　水曜日　14:00～
16:00

平成24・25年に小
学校に入学する未
就学児とその保護
者

おやつ作り、自然遊び、
工作　他

20組
小学生以上　3,500円

3歳～未就学児　2,500円
0～2歳児　500円

2月15日(金）
～3月4日(金）

体験学習指導者研修会
4月24日（日）
9:30～15:30

小学校体験学習担
当教諭

施設見学、野外炊事、
クラフト　他

20 1,500円
電話にて実施の4
日前まで

ファミリーミュージカルキャ
ンプ

4月29日（祝金）～30日
（土）　1泊2日
12:30～11:30

保護者を含む8名
以内の家族または
グループ

ミュージカル鑑賞、バー
ベキュー、工作　他

18組

中学生以上　7,000円
小学生　6,200円

3歳～未就学児　3,600円
0～2歳児　500円

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ鑑賞のみ　2,500円
（0～2歳児無料）

3月15日(火）
～4月5日(火）

こどもデイキャンプ
5月21日（土）　9:00～
15:30

小学3～4年生
野外炊事、野外ゲーム
他

64 3,000円
3月15日(火）
～4月5日(火）

ファミリークッキング（仮
称）

5月28日、6月25日、7月
22日　全3回　土曜日
10:00～14:00

保護者を含む8名
以内の家族または
グループ

ダッチオーブン料理、流
しそうめん、バーベ
キュー

50名

中学生以上　5,000円
小学生　4,000円

3歳～未就学児　3,000円
0～2歳児　500円

4月15日(金）
～5月6日(金）

夏　6月4日、7月2日、8
月6日、9月3日　全4回
土曜日　10:00～12:00

15組
4月15日（金）
～5月6日(金）

秋　10月1日、11月5日、
12月3日、1月7日　全4
回　土曜日　10:00～
12:00

15組
8月15（月）
～9月5日(月）

アウトドアクッキング教室
ダッジオーブンを楽しも
う！

7月16日、9月10日、10
月15日、11月12日　全4
回　土曜日　9:30～
15:00

16歳以上
ダッジオーブンを使った
ロースト料理、煮込み料
理、炊き込み料理　他

20
一活申込　6,500円

小学生以上 1,800円
未就学児　900円

5月13日(金）～
電話受付・先着順

Ａ　7月26日（火）～28日
(水）　1泊2日
13:00～11:00

16

Ｂ　8月2日（火）～3日
（水）　1泊2日
13:00～11:00

16

Ⅰ期　9月7日・14日・21
日・28日、10月5日･12
日　全6回　水曜日　１
4:00～16:00

25組
7月15日(金）
～8月5日(金）

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

25組
9月15日(木）
～10月6日(木）

Ⅲ期　1月11日･18日・
25日、2月1日･8日･15
日　全6回　水曜日　１
4:00～16:00

25組
11月15日(火）
～12月6(火）

スポーツレクリエーション
フェスティバル２０１1

10月10日（祝月）　日帰
り（9:30～15:30）

横浜市民
飯ごう炊飯、焼きいも、
工作　他

150

飯ごう炊飯　350円
焼きいも　100円

クラフト　80～150円
8月12日（金）
～9月2日（金）

団体指導者研修会
10月16日（日）　9:30～
15:30

利用団体指導者、
地域指導者

自然観察、環境教育、
救命手当　党

20 1,000円
電話にて実施の2
日前まで

自然大好きクラブ

かぜのこクラブ

平成24・25年に小
学校に入学する未
就学児とその保護
者

おやつ作り、自然遊び、
工作　他

小学4～6年生

小学生以上　3,500円
3歳～未就学児　2,500円

0～2歳児　500円

5月13日（金）
～6月3日(金）

4,000円
ちびっこ動物園のお手
伝い体験、夜の公園観
察、野外炊事　他

〈別表　１〉

平成２３年度　横浜市こども自然公園青少年野外活動センター　「自主事業一覧表」

自然観察、自然遊び、
工作　他

小学生以上　2,700円
3歳～未就学児　1,300円

0～2歳児　500円

ちびっこ動物園お手伝い
キャンプ

ヨガ入門コース 18歳以上 入門的なヨガ

小学生とその家族



①10月23日（日）　9:00
～15:30

②11月3日（祝木）　9:00
～15:30

ほのぼのファミリーキャン
プ

10月29日（土）～30日
（日）　1泊2日
12:30～15:30

保護者を含む８名
以内の家族または
グループ

語り部を囲む夜、野外
炊事、クラフト、野外
ゲーム　他

18組

中学生以上　5,200円
小学生　4,800円

3歳～未就学児　3,500円
0～2歳児　500円

9月15日(木）
～10月6日(木）

巣箱を作ろう！
11月26日（土）　9:00～
15:30

保護者を含む8人
以内の家族または
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

巣箱作り、バードウオッ
チング　他

6組
１組につき　3,200円

巣箱追加1個　1,000円
10月14日(金）
～11月4日(金）

Ａ　12月4日（日）　9:30
～11:30

20

Ｂ　12月4日（日）　13:00
～15:00

20

もちもちデイキャンプ
12月1１日(日）　9:00～
15:30

保護者を含む8人
以内の家族または
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

もちつき、工作　他 63

中学生以上　2,000円
小学生　1,800円

3歳～未就学児　1,400円
0～2歳児　300円

10月1４日(金）
～11月4日（金）

のし餅づくり
12月25日(日）
Ａ9:00～12:00
Ｂ13:00～16:00

保護者を含む6人
以内の家族または
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

もちつき、のしもちづくり
各

16組
1組　　3,000円

11月14日（月）
～12月5日（月）

手打ちうどんを作ろう！
1月15日(土）　9:00～
14:00

保護者を含む8人
以内の家族または
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

手打ちうどん作り 63

中学生以上　1,600円
小学生　1,400円

3歳～未就学児　1,000円
0～2歳児　300円

11月15日（火）
～12月6日（火）

わくわくキャンプ
2月18日（土）～19日
（日）　1泊2日
10:30～15:30

小学校3～6年生
野外炊事、イニシアチブ
ゲーム　他

48 6,500円
12月15日（木）
～1月12日（木）

どきどきディキャンプ
3月3日（土）　9:00～
15:30

小学1～2年生
野外炊事、野外ゲーム
他

64 3,000円
1月13日（金）
～2月3日（金）

ダッジオーブンで楽しむ野
外料理

3月10日(土）　9:00～
14:00

保護者を含む8人
以内の家族または
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ダッジオーブンを使った
野外料理

48

中学生以上　2,200円
小学生　2,000円

3歳～未就学児　1,000円
0～2歳児　300円

1月13日（金）
～2月3日（金）

あったかエコキャンプ
3月17日（土）～18日
(日）　1泊2日
10:30～15:30

小学校3～6年生
野外炊事、自然観察
他

50 6,000円 シリーズ一括

10月14日(金）
～11月4日（金）

9月13日(火）
～10月4日(火）

キャンドル教室 小学3年生以上 キャンドル作り

事前申し込み
700円

当日申し込み
1,200円

どきどきワンツーキャンプ 小学1～2年生
カレー作り、お菓子作
り、野外ゲーム　他

64 6,000円



（２）飲食事業 （税込み）

内　　容 料金 単位 備　考

はまっ子どうし（500ｍｌ） １１０円 １本 予約販売

はまっ子どうし（2000ｍｌ） ２３０円 １本 予約販売

ポークカレーライスセット ２６０円 １人分 予約販売

ビーフカレーライスセット ２８０円 １人分 予約販売

チキンカレーライスセット ２５０円 １人分 予約販売

ホットドッグセット ２３０円 １人分 予約販売

焼きそばセット ２９０円 １人分 予約販売

バーベキューセット ６８０円 １人分 予約販売

もち基本セット １６０円 １人分 予約販売

トン汁基本セット ２５０円 １人分 予約販売

手打ちうどん基本セット １００円 １人分 予約販売

ピザセット ５２０円 1枚分 予約販売

サラダ油 ６００円 １本 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

焼き肉のたれ（甘口・辛口） ６００円 １本 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

塩コショウ ３４０円 １本 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

きな粉（１０人分）　 １５０円 １袋 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

つぶあん（２０人分） ７５０円 １袋 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

しょう油（１．８Ｌ） ５８０円 １本 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

砂糖（１ｋｇ） ３２０円 １袋 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

だし入りみそ（１ｋｇ） ４３０円 １袋 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

米（０,８合） ６０円 １人分 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

もち米（１kg） ８７０円 1袋 予約販売、単品ｵﾌﾟｼｮﾝ

紙パックジュース（200ｍｌ）ｵﾚﾝｼﾞ・ﾘﾝｺﾞ ８０円 １本 予約販売

紙パックジュース（200ｍｌ）ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ １１０円 １本 予約販売

ミニパック飲料（200ｍｌ）牛乳 ９０円 １本 予約販売

紙パック飲料（1000ｍｌ）
果汁20～30％

１７０円 １本 予約販売

紙パック飲料（1000ｍｌ）
果汁100％

２６０円 １本 予約販売

缶飲料（190ｍｌ）お茶類 ７０円 １本 予約販売

缶飲料（190ｍｌ）ジュース類 １００円 １本 予約販売

缶飲料（250ｍｌ）ジュース類 ９０円 １本 予約販売

缶飲料（340ｍｌ）お茶類 ８０円 １本 予約販売

ペットボトル飲料（500ｍｌ） １３０円 １本 予約販売

プリン ８０円 １個 予約販売

ゼリー ８０円 １個 予約販売

果物 時価 応相談 予約販売

※利用打ち合わせ時に商品説明を行い、利用の7日前までに注文を受け付けます。

　　（キャンセル、食数変更は３日前まで無料受付）

※利用団体の班構成に応じた仕分けをして提供します。



（３）物販事業 （税込み）

内　　容 料金 単位 備　考

軍手 ４０円 １双 事務所販売

軍手（子供用） １３０円 １双 事務所販売

皮手袋 １，１００円 １双 事務所販売

ビニールカッパ ２６０円 １個 事務所販売

ビニール傘 ２６０円 ２個 事務所販売

タオル １６０円 １本 事務所販売

歯ブラシセット ３８０円 １個 事務所販売

歯ブラシセット（子供用） ４２０円 １個 事務所販売

歯ブラシ単品 １５０円 １個 事務所販売

歯ブラシ単品（子供用） ２００円 １個 事務所販売

シャンプーリンスセット（小） ３００円 １個 事務所販売

食品ラップ ２２０円 １個 事務所販売

アルミホイル １２０円 １個 事務所販売

食品保存袋（大） ３００円 １個 事務所販売

食品保存袋（中） ２７０円 １個 事務所販売

虫除けスプレー ６００円 １個 事務所販売

虫除けシート ３８０円 １個 事務所販売

食器洗い洗剤 ２２０円 １個 事務所販売

クレンザー ２２０円 １個 事務所販売

カイロ　　ミニ ２０円 １枚 事務所販売

カイロ　　ミニ貼るタイプ ３０円 １枚 事務所販売

着火剤　　３０ｇ ６０円 １個 事務所販売

単一電池 ２５０円 ２本 事務所販売

単二電池 １８０円 ２本 事務所販売

単三電池 ２５０円 ４本 事務所販売

炭（６ｋｇ） ７００円 １包 事務所販売

炭（３ｋｇ） ３５０円 １包 事務所販売

蚊取りﾏｯﾄ ２０円 １枚 事務所販売

自動販売機（屋内設置１台） １００～１５０円 １本

（４）その他事業 （税込み）

内　　容 料金 単位 備　考

テーブルセット ２００円 １日

ダッチオーブン ３００円 １日

釣竿 ２００円 １日

観察セット １００円 １日

ストレッチマット 50円 1回



〈別表　２〉

(1)収入

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

3,496,000

プログラムにかかる材料費等 クラフト代等 161,000

シーツ洗濯代 シーツクリーニング代 1,332,000

薪代 野外炊事用薪・キャンプファイア用薪・丸太代 610,000

光熱水費 一般利用者実費負担 58,000

自主事業収益還元 1,335,000

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

3,496,000

23,323,000

26,819,000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　　　　  　

横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター

利用にかかる料金収入    （Ａ）

１　指定管理・収入の部（平成　２３　年度）　　

利用にかかる料金収入　　　　（Ａ）

収支予算書



積　算　内　訳
合計金額

（円、税抜き）

26,819,000

所長１人・常勤職員２人（18,343,000）

（給料、手当、福利厚生費、退職給付引当金）

アルバイト２人（1,200,000）

設備管理費
消防設備点検、バコティンヒーター保守点検、浴槽濾過機保
守点検、自家用電気工作物保安業務、グリストラップ清掃
等

352,000

保安警備費 機械警備 455,000

外構・植栽管理費 植栽管理 143,000

廃棄物処理費 一般廃棄物、横浜市ルート回収費　等 86,000

旅費交通費 職員・スタッフ旅費交通費 38,000

通信運搬費 電話、郵送　等 181,000

備品購入費 活動用具　等 142,000

消耗品費 事務用品、衛生用品　等 285,000

修繕費 小破修繕 238,000

印刷製本費 使用許可書印刷　等 47,000

広告費 利用案内広告 20,000

燃料費 灯油 57,000

光熱水費 電気代・ガス代・ガス代 2,331,000

使用料・賃借料 職員シーツ、コピー機、ＡＥＤレンタル、ＮＨＫ受信料　等 128,000

保険料 施設賠償保険　等 10,000

支払手数料 毛布クリーニング　等 153,000

公租公課費 印紙、事業所税　等 50,000

報償費 夏期運営スタッフ謝金 10,000

委託料 定期清掃・害虫駆除、水質検査　等 590,000

間接事務費 事務局管理経費 424,000

材料費等 プログラム材料 114,000

シーツ代 シーツレンタル 930,000

薪代 薪代、運搬費 492,000

収支予算書

人件費

項
　
　
　
　
目

２　指定管理・支出の部（平成　２３　年度）

① 維持管理運営費用

19,543,000

横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター



内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

4,627,000

教室事業
教室参加費の９５％
子ども対象6教室、親子・家族対象6教室、一般対象4教室、
指導者講習会2教室、市民対象1教室

3,045,000

飲食事業 食材・飲料代 1,139,000

物販事業 販売物品代・自動販売機手数料 314,000

その他 物品ﾚﾝﾀﾙ代・公衆電話使用料・派遣指導料　等 129,000

横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター

収支予算書

項
　
　
　
　
目

３　自主事業・収入の部（平成　２３　年度）

② 自主事業による収入



内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

4,627,000

教室事業 全１９教室のスタッフ謝金・食材費・消耗品費・保険料等 2,321,000

飲食事業 食材・飲料等の原材料費 763,000

物販事業
物販販売の購入
自動販売機の電気代、行政財産目的外使用料

136,000

その他
レンタル用品の購入
公衆電話使用料

72,000

指定管理事業還元 1,335,000

項
　
　
　
　
目

４　自主事業・支出の部（平成　２３　年度）

② 自主事業による経費

横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター

収支予算書



〈別表　２〉

(1)収入

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

2,443,000

プログラムにかかる材料費等 クラフト代等 117,000

シーツ洗濯代 シーツクリーニング代 588,000

薪代 野外炊事用薪・キャンプファイア用薪・丸太代 433,000

光熱水費 一般利用者実費負担 66,000

自主事業収益還元 1,239,000

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

2,443,000

21,484,000

23,927,000

横浜市くろがね青少年野外活動センター

１　指定管理・収入の部（平成　２３　年度）　　

利用にかかる料金収入　　　　（Ａ）

収支予算書

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）



積　算　内　訳
合計金額

（円、税抜き）

23,927,000

所長１人・常勤職員２人（18,343,000）

（給料、手当、福利厚生費、退職給付引当金）

アルバイト２人（1,200,000）

設備管理費 消防設備点検、アスレチック遊具保守点検　等 145,000

保安警備費 機械警備、監視カメラ 580,000

外構・植栽管理費 植栽管理、グリストラップ・調整池清掃 286,000

廃棄物処理費 一般廃棄物、横浜市ルート回収費　等 45,000

旅費交通費 職員・スタッフ旅費交通費 48,000

通信運搬費 電話、郵送　等 191,000

備品購入費 活動用具　等 96,000

消耗品費 事務用品、衛生用品　等 286,000

修繕費 小破修繕 96,000

印刷製本費 使用許可書印刷　等 48,000

広告費 利用案内広告 20,000

燃料費 灯油 9,000

光熱水費 電気代・ガス代・ガス代 949,000

使用料・賃借料 職員シーツ、コピー機、ＡＥＤレンタル、ＮＨＫ受信料　等 129,000

保険料 施設賠償保険　等 10,000

支払手数料 毛布クリーニング　等 81,000

公租公課費 印紙、事業所税　等 39,000

報償費 夏期運営スタッフ謝金 9,000

委託料 定期清掃・害虫駆除　等 131,000

間接事務費 事務局管理経費 346,000

材料費等 プログラム材料 82,000

シーツ代 シーツレンタル 411,000

薪代 薪代、運搬費 347,000

収支予算書

人件費

項
　
　
　
　
目

２　指定管理・支出の部（平成　２３　年度）

① 維持管理運営費用

19,543,000

横浜市くろがね青少年野外活動センター



内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

4,687,000

教室事業
教室参加費の９５％
子ども対象6教室、親子・家族対象6教室、一般対象1教室、
指導者講習会1教室、市民対象1教室、地域対象1教室

3,904,000

飲食事業 食材・飲料代 517,000

物販事業 販売物品代・自動販売機手数料 200,000

その他 物品ﾚﾝﾀﾙ代・公衆電話使用料・派遣指導料　等 66,000項
　
　
　
　
目

３　自主事業・収入の部（平成　２３　年度）

② 自主事業による収入

横浜市くろがね青少年野外活動センター

収支予算書



内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

4,687,000

教室事業 全１６教室のスタッフ謝金・食材費・消耗品費・保険料等 2,930,000

飲食事業 食材・飲料等の原材料費 362,000

物販事業
物販販売の購入
自動販売機の電気代、行政財産目的外使用料

102,000

その他
レンタル用品の購入
公衆電話使用料

54,000

指定管理事業還元 1,239,000

項
　
　
　
　
目

４　自主事業・支出の部（平成　２３　年度）

② 自主事業による経費

横浜市くろがね青少年野外活動センター

収支予算書



〈別表　２〉

(1)収入

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

5,202,000

プログラムにかかる材料費等 クラフト代等 226,000

シーツ洗濯代 シーツクリーニング代 1,936,000

薪代 野外炊事用薪・キャンプファイア用薪・丸太代 801,000

光熱水費 一般利用者実費負担 396,000

自主事業収益還元 1,843,000

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

5,202,000

26,124,000

31,326,000

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

１　指定管理・収入の部（平成　２３　年度）　　

利用にかかる料金収入　　　　（Ａ）

収支予算書

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）



積　算　内　訳
合計金額

（円、税抜き）

31,326,000

所長１人・常勤職員２人（18,414,000）

（給料、手当、福利厚生費、退職給付引当金）

アルバイト３人（1,429,000）

設備管理費
消防設備点検、バコティンヒーター保守点検、浴槽濾過機保
守点検、自家用電気工作物保安業務、エレベーター保守点
検、自動給水装置保守点検　等

904,000

保安警備費 機械警備、監視カメラ 742,000

外構・植栽管理費 植栽管理 285,000

廃棄物処理費 一般廃棄物、横浜市ルート回収費　等 116,000

旅費交通費 職員・スタッフ旅費交通費 38,000

通信運搬費 電話、郵送　等 257,000

備品購入費 活動用具　等 276,000

消耗品費 事務用品、衛生用品　等 529,000

修繕費 小破修繕 380,000

印刷製本費 使用許可書印刷　等 47,000

広告費 利用案内広告 20,000

燃料費 灯油 9,000

光熱水費 電気代・ガス代・ガス代 3,665,000

使用料・賃借料 職員シーツ、コピー機、ＡＥＤレンタル、ＮＨＫ受信料　等 135,000

保険料 施設賠償保険　等 16,000

支払手数料 毛布クリーニング　等 364,000

公租公課費 印紙、事業所税　等 50,000

報償費 夏期運営スタッフ謝金 9,000

委託料 定期清掃・害虫駆除、水質検査、ばい煙測定　等 889,000

間接事務費 事務局管理経費 588,000

材料費等 プログラム材料 160,000

シーツ代 シーツレンタル 1,352,000

薪代 薪代、運搬費 652,000

収支予算書

人件費

項
　
　
　
　
目

２　指定管理・支出の部（平成　２３　年度）

① 維持管理運営費用

19,843,000

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター



内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

5,937,000

教室事業
教室参加費の９５％
子ども対象6教室、親子・家族対象12教室、一般対象2教室、
指導者講習会2教室、市民対象1教室

3,800,000

飲食事業 食材・飲料代 1,624,000

物販事業 販売物品代・自動販売機手数料 493,000

その他 物品ﾚﾝﾀﾙ代・公衆電話使用料・派遣指導料　等 20,000項
　
　
　
　
目

３　自主事業・収入の部（平成　２３　年度）

② 自主事業による収入

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

収支予算書



内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

5,937,000

教室事業 全２３教室のスタッフ謝金・食材費・消耗品費・保険料等 2,786,000

飲食事業 食材・飲料等の原材料費 1,138,000

物販事業
物販販売の購入
自動販売機の電気代、行政財産目的外使用料

152,000

その他
レンタル用品の購入
公衆電話使用料

18,000

指定管理事業還元 1,843,000

項
　
　
　
　
目

４　自主事業・支出の部（平成　２３　年度）

② 自主事業による経費

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

収支予算書
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