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様式7（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

1984年5月5日に「横浜こども科学館」として設立された洋光台の科学館は、2014年5月5日、30歳の
誕生日を迎えました。この間、1988年1月23日に入館者100万人、2003年7月31日に入館者500万
人の節目を経て、2008年4月1日には、ネーミングライツの制度が導入され、以後「はまぎん こども宇
宙科学館」の愛称で親しまれてきています。 
 現在この科学館は、日本で最大の政令指定都市である横浜市の科学館として、３つの性格を備える
ことをめざして努力しています。 

第一は、「みつける科学館」という性格です。 
わが国では「三つ子の魂百まで」と言い慣わされ、幼い頃に芽生え育まれた「魂」は一生の宝物になっ
て行くという考え方があります。物事に関する知識や事柄を処理する方法は成長してからでも身につく
けれども、「こころやセンス」は、子どもの頃に発見し大切に育てることが肝要です。それはスポーツや芸
術でもそうですが、科学館が育もうとしている「科学」の分野でも真理です。その「こころやセンス」には、
「知りたい心」（好奇心）、「挑みたい心」（冒険心）、「創りたい心」（匠の心）の三つがあると言われます。  
まだ明確には習慣や関心が十分には分化を遂げていない人生の初期の時代に、すべての子どもたち
の「魂」の中に、貴重な「三つの心・センス」の萌芽を発見するチャンスを提供したいというのが、「みつ
ける科学館」の意味するところです。科学館で出会うさまざまな展示物、科学・工作教室、催しを通じて、
すべての子どもたちが「センス」に気づくための助力を惜しまない──これが「みつける科学館」としての
スタッフが心がけている大切な着眼点です。

科学館がめざす第二の性格は、「つなぐ科学館」ということです。 
それは、「子ども」と「科学」をキーワードの中核に据えて、家族・家庭と学校・地域に日常的なつながり
を創り上げる大切な仕事です。たとえばある子どもが「ナスにヘタがあって、キュウリにヘタがないのはな
ぜ？」と母親に訊きました。この子どもの疑問には、植物の進化の歴史における重要な事実が内在して
います。実はその母親は、「そんなくだらないことを考えないで算数の宿題をやりなさい」と答えたのです
が、これは子どもの日常のあらゆる瞬間に輝いている自然と生き物の魅力を、子どもと共に楽しむ絶好
のチャンスを放棄したのです。 
朝起床してから夜就寝するまで、不断に生じている子どもと自然・生き物との関わりは、親と子のつなが
りを魅力あるものにする強力な触媒になるはずです。親子で訪れる科学館、教師・友人とともに訪れる
科学館で、子どもたち自身の抱く疑問を懸け橋とする知的なネットワークを創り上げること──科学館
はそのお手伝いを一生懸命に行います。 
 今では、毎日のように宇宙飛行士から地球の写真が送られてきます。その当たり前のような姿は、地
球そのものが宇宙に浮かぶ天体であること、私たちの地球での日常を、宇宙が貫いていることを雄弁に
語っています。言い換えれば日常を貫いているからこそ、「科学」が人々を「つなぐ」大事な契機を与え
てくれていると言えましょう。科学館は「つなぎの広場」なのです。 

第三の性格は「あつまる科学館」ということです。 
横浜市では、そのすべての区の学校で、今日も科学館の催しに目を向ける協力がされています。洋光
台を直近として、磯子区の人々の暖かいご声援をいただき、知的レべルの非常に高いシニアの方々が、
惜しみないボランティアの力を寄せられています。この恵まれた環境のおかげで、科学館には多くの子
どもたちが雪崩れ込んで来ます。横浜の地域の力、学校の力、家庭の力が、未来から預かった大切な
子どもたちを育てるために結集されているのです。科学館は、まさに子どもたちが「あつまる場」であると
ともに、横浜の街づくりの力が「あつまる場」として機能していかなければなりません。 

「横浜こども科学館」は、このように、「みつける科学館」「つなぐ科学館」「あつまる科学館」を旗印に掲
げて、日本一の政令指定都市「横浜」にふさわしい日本一の科学館をめざして邁進していきます。 

横浜こども科学館 館長 的川 泰宣 

はじめに 
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様式7（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

はじめに 

安定感と最先端を追及します。 

現在、横浜こども科学館は、株式会社コングレと株式会社NTTファシリティーズの2社共同事業体（以
下当共同事業体という。）で運営しています。横浜こども科学館全体の運営についてはコングレが、 
施設の維持管理についてはNTTファシリティーズがそれぞれ担当し、「安定感のある運営管理」を自負
しております。 
当共同事業体にとって2期目となる次の5年間は、安定感に加えて「最先端の情報の提供と体験」を 
テーマに取り組みたいと考えています。
強い絆を持つJAXAと、今まで以上に密な連携を取ることによって、日本国内の他の科学館ではまね
のできない最先端の科学館を目指します。

政府全体の宇宙開発利用を技術で支える中核的実施機関と位置付けられ、同分野の基礎

研究から開発・利用に至るまで一貫して行っています。 

的川館長が名誉教授を務めており、全面的な協力を得て、最先端の情報を提供します。 

【連携体制】 

新潟県立自然科学館 神戸市立青少年科学館 

横浜こども科学館 

【パートナー】 

パートナーシップ 

指
導 

報
告

連
携 

ネーミングライツスポンサー

共同開催 
（イベント）

共同研究 

その他大学 

他 

その他類似施設の実績 

展示協力 

2

コングレ・NTTファシリティーズ
共同事業体 

日本科学未来館 

ロボスクエアすみだ水族館 

新江ノ島水族館 



様式7（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

ア．役割、課題に対する考え方

「横浜市子ども・子育て支援事業計画」が考え方の柱です。 

１．基本方針 
（１）施設管理運営の基本的な考え方

ア．役割、課題に対する考え方

横浜市は、「横浜市子ども・子育て支援事業計画」において、次の3つの施策分野と9つの基本施策
により計画を推進し、青少年の育成に取り組まれています。 

子ども・青少年が様々な力を育み、健やかに育つ環境を 
つくる。 

出産・子育てがしやすく、子育てが楽しいと思える環境を
つくる。 

自助・共助・公助の意識を大切にし、社会全体で子ども・
青少年を育てる環境をつくる。 

①青少年を取り巻く現状と課題

また、横浜こども科学館条例第1条では「科学に関する資料及び装置の展示等を行うことにより、

青少年の科学に関する知識の啓発を図り、もって創造性豊かな青少年の育成に寄与する」と書

かれています。 

したがって、横浜こども科学館は、科学を通して「学齢期から青年期までの子ども・青少年の育成

施策の推進」に大きな役割を果たすべき施設であると位置づけられます。 

私どもは、横浜市が抱えている青少年を取り巻く現状と課題を抽出し、横浜こども科学館としての

役割を果たすことによって、課題の解決に協力してまいります。 

 世帯当たりの子どもの数の減少、単身世帯の増加といった家族のあり方の変化、地域での

つながりの希薄化などにより、子ども・青少年と人とのつながりや支え合いが減ってきていま

す。家族以外の人に叱られたり、ほめられたりする機会もなくなってきているのではないで

しょうか。これらが原因で、本来地域社会で日常的に学んできた社会性などの基礎能力が

低下しています。

 情報化社会の進展により、親子が触れ合う時間の減少、有害なサイトへのアクセスなどに

より、子どもたちへの生活・行動等への影響が懸念されているとともに、犯罪被害などの

問題も顕在化しています。

 いじめ、不登校、ひきこもり、経済的困窮、養育環境における課題など、様々な困難に直面

している子ども・青少年に対して、自己肯定感を持ち、自分らしさを発揮し、社会で自らの

生き方を切り拓いていく力を身に付けられるよう、それぞれの状況に応じた切れ目ない

支援を行う必要があります。

子ども・青少年への支援 

子育て家庭への支援 

社会全体での支援 

私どもは、現在横浜市における青少年を取り巻く現状と課題を以下の通りと考えております。

（１）施設管理運営の基本的な考え方
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様式7（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

１．基本方針 

社会性を育む場を提供します。 

近年、子どもの体験活動の場や機会が減少していますが、体験活動を通じて成功や失敗、思い
通りにいかないことに向き合あう経験を重ねたり、様々な文化・知識・考え方に触れて興味・ 
関心を広げ、自主性や自己選択力を育みます。 

青少年育成に取り組む関係機関や地域との連携を強化します。 

核家族化が進んでいることに加えて、地域における人間関係が希薄になっていることから、社会
生活に必要な基礎能力が低下しています。横浜こども科学館では関係機関や地域と連携し、 
子どもたちに適切な支援ができる人材を育成します。 

地域における多世代交流や住民活動を活性化させます。 

小中学生・高校生等が地域の様々な活動に参加する機会を増やし、子ども・青少年の育成と 
地域全体の活力の向上につなげます。 

前述した課題に対して、横浜こども科学館として科学を通じて何ができるかを考え、課題解決
に向けた取り組みを積極的に行ってまいります。

横浜市こども青少年局とともに課題の解決を推進します。 

子どもが本来持つ能力『こども力』（遊び、熱中、驚嘆、好奇心、質問、挑戦、創造など）を引き
伸ばすための活動と、活動を通じて思いやりや公共心、倫理観なども養えるよう総合的な取り 
組みを行っていきます。 

社会生活を行う上で必要な教養のほか、大人（社会人）として地域社会で様々な人々と関わり
をもつ上で基礎となる能力「行動」「思考」「協力・調和」の社会人基礎力や、基礎学力、専門 
知識など様々なスキルや能力を組み合わせ、状況に応じて適切に対応できる「おとな力」を 
養い、強化するための機会を創造します。 

「こども力」 

「おとな力」 

「おやこ力」 

一番身近であり一番大切な人間関係である親と子。親と子が共に学んだり、体験したり、感動 
したりすることで一緒に成長し、身につけていく力を「おやこ力」と考えます。 
横浜こども科学館では、親子が共に体験、活動する機会を拡大していきます。 
楽しく信頼できる親子関係を「核」として、親と子がそれぞれに活躍することで地域や社会の力を
上げることにもつなげていきます。 

（１）施設管理運営の基本的な考え方

ア．役割、課題に対する考え方

横浜市こども青少年局との連携を密にし、現在横浜市が抱える子どもや青少年に関する課題に
ついて解決するため施策を立案、実施してまいります。 

こども力、おとな力、おやこ力を育みます。 

②役割
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様式7（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

イ．管理運営に関する考え方

「横浜市子ども・子育て支援事業計画」における「学齢期から青年期までの子ども・青少年の育成施
策の推進」を踏まえた管理運営を徹底します。 

すべては子ども・青少年のために 

１．基本方針 

安心・安全を最優先します。 

私どもは、公共施設を預かる立場を認識・理解し、来館者に安心して施設を利用していただける

よう、安全を第一に考えた運営を行ってきました。 

これは、設備の点検やリスク管理の徹底といった維持管理に特化したものではなく、横浜こども

科学館の運営の全てにおいて、安心・安全を最優先するということです。 

私どもはこの考え方を運営する全ての施設において徹底しており、これまで全施設において大き

な事故もなく運営してまいりました。 

今後も変わることなく、安心・安全を最優先した運営を行ってまいります。 

（１）施設管理運営の基本的な考え方

イ．管理運営に関する考え方

 多様な人と関わり合うとともに、様々な活動、文化、自然に触れる企画・教室を増やし、子ど

も・青少年が豊かな体験を通して、自ら社会性や進路を選択する力を身に付ける機会を

提供します。

 学齢期においては、子どもたちの健全な育成を図るため、学校・地域と連携・協力し、様々な

体験・交流の企画・教室を提供します。

 青少年の成長の支援、社会参画に向かう力の育成をするため、中学生・高校生に向けた仲

間や異世代との交流、社会参加プログラム等の充実を図ります。

平等・公平を徹底します。 

私どもは指定管理者として多くの公共施設の運営実績があり、平等・公平な施設の運営につい

ての知識と理解、そして経験を持っています。 

これらの実績と経験を十分に活用し、横浜こども科学館を「すべての人に開かれた施設」として

捉え、平等に受け入れ、公平に扱う運営を行ってまいります。 

年齢や性別等、来館者の条件に関係なく誰もが等しくサービス（来館や活動参
加）を受けられるような運営を行います。 

来館者や参加者の立場や状況等に応じたサービスを提供することで満足度の 
高い効果的な運営を行います。 

平等 

公平 

子ども・青少年が自らの生き方を考えられるような自主性を大切にします。 

 みつける・つなぐ・あつまる科学館。 

『みつける・つなぐ・あつまる科学館』を大方針に掲げ、日本一の科学館を目指します。 

①管理・運営方針
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様式7（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

１．基本方針 

 青少年の地域活動拠点として、また地域との連携により、青少年を取り巻く困難やリスクの
早期発見・早期支援に取り組みます。

 いじめ・不登校・ひきこもり・経済的困窮・養育環境における課題等、困難を抱える子ども・
青少年を取り巻く様々な課題に対し、行政・地域・関係機関等と連携し解決に取り組みます。

 「横浜市中期4か年計画2014 ｰ 2017 人も企業も輝く横浜へ」に述べられていますが、
横浜こども科学館においては、ボランティア会の活動は、素晴らしく、エネルギッシュで、
新しい教室・企画がたくさん生まれています。

 多くのシニアの方が活躍することは、活力のある地域社会を実現することになり、また、
子ども・青少年の健全な育成にもつながります。

子ども・青少年を取り巻く課題に対し、科学館としての役割を全うします。 

シニアの活躍による活力ある地域社会の実現を目指します。

（１）施設管理運営の基本的な考え方

イ．管理運営に関する考え方

開館時間・入館料・入場料（宇宙劇場）・定期入館料につきましては、現状維持とします。

入館料 

宇宙劇場入場料 

大人（高校生以上） 小・中学生 乳・幼児

個人 400円 200円 ―

団体(有料30名以上) 360円 160円 ―

定期入館料 800円 400円

※毎週土曜日は、小・中・高校生は無料

大人（高校生以上） 小・中学生 4歳以上

個人 600円 300円 300円

団体(有料30名以上) 540円 240円 240円

営業時間：９：３０～１７：００　（7/18～8/31：９：００～１７：００）

②営業時間・料金
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様式8（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

（２）施設管理運営の５年間の目標と計画方針

ア．目標について１．基本方針 

ア．目標について

5年間で入館者数160万人を達成

展示の一部入替や、講座・教室の充実によって、過去最高（5年間計）の入館者数獲得を必ず 
達成します。 

2016年度は、2015年度の見込み入館者数を若干上回る無理のない数字からスタートし、 
2020年度は330,000人の入場者を目指します。 

2015年度の見込みである対入館者比率56.1％を維持します。 

（２)施設運営管理の5年間の目標と計画方針

入館者数 

 プラネタリウム入場者数 

①指定期間中の達成目標

年度 年度

2011年度 2016年度

2012年度 2017年度

2013年度 2018年度

2014年度 2019年度

2015年度
（見込み）

2020年度

計 計

入館者数

1,365,973

246,218

233,406

287,864

295,485

303,000

325,000

330,000

1,600,000

入館者数

310,000

315,000

320,000

年度 入場者数
対入館者
比率

年度 入場者数
対入館者
比率

2011年度 127,709 51.9% 2016年度 175,000 56.5%

2012年度 130,915 56.1% 2017年度 178,000 56.5%

2013年度 153,346 53.3% 2018年度 180,000 56.3%

2014年度 131,077 44.4% 2019年度 183,000 56.3%

2015年度
（見込み）

170,000 56.1% 2020年度 186,000 56.4%

計 713,047 52.2% 計 902,000 56.4%
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様式8（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

１．基本方針 

 科学に関する体験講座や教室の開催 

開催数と参加人数で日本一を目指します。 

（２）施設管理運営の５年間の目標と計画方針

ア．目標について

平日の来館者増を目指します。 

入館者目標を達成するためには、平日の来館者数を増やすことが必要です。地下2階の展示
物の改装、幼児向けの読み聞かせ教室の開催などを開催し、未就学児童の来館を促進します。 

私どもは、次期以降（2021年度以降）につきましても、指定管理者として横浜こども科学館の管
理運営を担当させていただきたいと考えております。
まず中期的な数値目標につきましては、館としてのキャパシティーには限りがあるため、年間
350,000人程度とします。
私どもが数値の目標よりも重要視したいのが、横浜こども科学館の「科学館」としての機能の進化
です。
横浜市が掲げる「未来のまちづくり戦略」の中では、「活力ある都市を実現してゆくため未来を担
うこどもや若者の育成をはじめ、女性、シニア等のあらゆる人の力を引きだします。」ということが
方向性として強調されています。
横浜こども科学館における主役は、もちろん子どもたちですが、その子どもたちを囲む大人（男
性・女性・父親・母親）、青少年、シニアなどの全世代に対する貢献ができないかということを常
に考えてまいります。
中期的な目標として次の通り取り組みます。

 小学生の放課後の居場所として充実させるための科学館の活用

 グローバル人材の育成をするための理数教育の実施

 横浜サイエンスフロンティア高校の中高一貫教育へのサポート

 キャリア教育推進のための科学館の提供

 子育て女性の再就職やシニア世代への雇用機会の提供

 地域貢献や社会参画への支援として、ボランティア組織の拡大とシステム化

 科学を切り口とした健康づくりの教育

②中期的目標

年度 開催数 参加人数 年度 開催数 参加人数

2011年度 157 2,359 2016年度 800 13,000

2012年度 192 2,727 2017年度 1,100 19,000

2013年度 339 5,471 2018年度 1,100 19,000

2014年度 405 6,676 2019年度 1,100 19,000

2015年度
（見込み）

516 8,420 2020年度 1,100 19,000

計 1,609 25,653 計 5,200 89,000
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様式8（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

イ．計画方針について

１．基本方針 

大々的な展示物のリニューアルや、企画展の見直しを柱とし、さまざまな施策を実行します。 

ソフト・ハードの両面の充実をはかります。

3フロアの展示物をリニューアルします。 

５階 
JAXA、宇宙フォーラム等との連携による映像をコンテンツとした展示を 
展開します。 

４階 
2015年度の改修に引き続き、のこり半分のスペースは東京理科大学との
連携による「普遍的な原理・原則（物理を中心）」をテーマとした展示を 
展開します。 

地下２階 ロボットBe-2すべり台等を活かし未就学児を対象とした展示を展開します。

（２）施設管理運営の５年間の目標と計画方針

イ．計画方針について

展示解説のサインを見直します。 

現状の展示物に関する解説のサインは、単なるハードの説明になっていますが、それだけでは見

る人の興味を引きません。 

科学的な原理や身近な生活の中でどのように利用されているか、また何年生のどの学習項目で

習ったものなのかなど、身近な話題を取り入れ、見る人の興味を引く内容にします。 

「応用する力」 
同じ原理の身の回り品
を紹介することで、理
解を深め親しみを持た
せます。 「深耕する力」 

学校の学習項目と紐
付け、習った後でも習
う前でも学習の理解を
深めます。 

「考える力」 
展示物の遊び方を説
明し、「なぜこうなる
の？」と考える手助け
をします。 「理解する力」 

展示の原理をわかりや
すく面白く説明し、仕
組みを理解できる解
説文にします。 

解説文の説明項目を増やし、理解度を深める手助けをします 

※具体的な変更例は20～21ページに記載します

①展示物の充実

②展示解説の充実
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様式8（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

１．基本方針 

１階のインフォメーションまわりを変更します。 

インフォメーションを含めたエントランスまわりの見直しを実施します。
インフォメーション横にサイネージを設置して、各種教室、工作メニュー、プラネタリウムの番組な
どの情報を集約し、来館者の利便性を高めます。

（２）施設管理運営の５年間の目標と計画方針

イ．計画方針について

③ インフォメーション機能の充実
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様式8（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

１．基本方針 

休憩室をさらに快適な空間に変更します。

（２）施設管理運営の５年間の目標と計画方針

イ．計画方針について

【変更のイメージ】 

地下1階の休憩室の雰囲気が暗く、机や椅子も動かしづらいため、団体対応時には不便です。
そこで今後は設備・備品の入れ替えを行い、子どもたちをはじめ家族がくつろげるやわらかい
雰囲気に改善します。

④ 休憩室の充実

もしも、の際の休憩には 
事務所スペースも提供します Column 

横浜こども科学館には、遠足の子どもたちが多く訪れます。 
ある日、幼稚園卒園のお別れ遠足でやってきた子どもたち
の元気な歓声でいっぱいになる中、急に具合が悪くなった
お子様がいらっしゃいました。先生と保護者の方からイン
フォメーションにご相談があり、事務所の和室にご案内し
て休んでいただいたところ、すっかり元気になって帰られ
ました。後日、右のようなお礼状をいただきました。

休憩スペースは改善しても、引き続きこういったフレキシ
ブルな対応を行っていきます。 
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様式8（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

１．基本方針 

特別企画展は、小・中・高校生が長期で休みになるGW、夏休み、冬休み、春休みの年４回開
催します。「みつける科学館」「つなぐ科学館」「あつまる科学館」という３つの性格を踏まえ、それ
ぞれのシーズンに応じたテーマ設定を基本とします。加えて、科学的な新発見やロケットの打ち
上げなど、その時の科学館を取り巻く情勢にふさわしいタイムリーなテーマも取り入れます。

特別企画展は年4回、それぞれテーマを決めて開催します。

（２）施設管理運営の５年間の目標と計画方針

イ．計画方針について

春休みの基本テーマは「幼児」です。 
2月～3月は幼稚園・保育園児のお別れ遠足で科学館の利用があり、
他の時期と比較すると未就学児が多く来館するため、春休み期間中
は未就学児とその保護者を対象とした企画を実施します。 
保護者と一緒に参加でき、簡単にできる工作教室や、触れて感じる
ことができる展示を行い、子どもたちの感性を刺激し、初めて科学に
触れる場を提供します。 

GWの基本テーマは「ファミリー」です。 
ゴールデンウィークは、家族で来館する傾向が強いため、子どもだけ
でなく、保護者も一緒に家族全員で楽しみながら科学に触れることが
できる企画展を展開します。工作やワークシートなど、保護者も考え
ることができる展示やワークショップを実施することで、家族・家庭の
中で科学の話題が挙がるきっかけの場を提供します。 

春休み 

GW 

夏休み 

夏休みの基本テーマは「自由研究」です。 
夏休み期間中は夏休みの宿題として提出する工作の需要が高いた
め、横浜市小学校理科研究会の先生にヒアリングを行った結果も踏
まえ、「ものづくり」をテーマとした工作中心の企画を実施します。 
また、科学・理科好きな子どもたちだけではなく、苦手意識を持つ子
どもたちも多数来館するため、夏のお祭りの雰囲気を演出し、楽しみ
ながら工作に触れる機会を提供します。 

冬休み 

冬休みの基本テーマは「学術」です。 
冬休みは、春休み・GW・夏休みと違い、比較的落ち着いた時期とな
ります。そこで、今までの横浜こども科学館の企画展を通して、科学
に親しんできた子どもたち・保護者に対して、学術的な要素を深めた
展示を行い、一歩進んだ内容の企画展を展開します。 

※特別企画展の内容は、22～23ページに記載しています。

 「幼児」 

「ファミリー」 

「自由研究」 

「学術」 

⑤ 特別企画展の充実
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着実に深い知識が身につく 

参加者が 
ステップアップを図って
いける教室を開催

（基礎、中級、上級など） 

様式9（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

（１）事業実施に関する基本的な考え方

ア．科学体験の普及・振興のための考え方や方針について 
２．事業計画 

ア．科学体験の普及・振興のための考え方や方針について

「より広く・より深く」をテーマに科学体験の普及・振興に貢献します。 

普及・振興のために、横浜こども科学館単体ではなく、行政機関、研究・教育機関、民間企業、 
学校と連携し、新たな取り組みを展開します。また、既存事業については拡大や見直しを図ります。 

横浜市、横浜銀行、JAXA、JAMSTEC、理化学研究所、横浜市立大学、横浜国立大学、 
慶應義塾大学と連携し、研究者による最先端の科学イベントを実施します。 

日頃、子どもたちが研究者と直接話す機会はほとんどありません。
協力関係にある機関の方々を招へいし、多くの子どもたちと会話をしてもらう機会をつくります。
子どもたちにとって研究者がより身近な存在になり、科学館への関心が高まります。

最新情報を得ることができるイベントを開催します。 

② 科学に関する体験講座や教室等の開催

ステップアップがポイントです。

従来どおり、科学に関する体験講座や教室を継続して開催しますが、内容をさらに見直し、 
回数や階級（基礎、中級、上級など）を充実させます。体験講座や教室は、物理、化学、生物、
地学の領域に分類し、領域ごとに実施します。 

来館者と研究者の距離を近づけます。

教える力が身につく 
教える側もレベルアップする 

「ジュニア(中学生）」が、下級生
を「教える教室」を開催 

（１）事業実施に関する基本的な考え方

①科学に関する専門知識や最新情報イベントの開催

考え方 

③ 出前教室の開催

科学教育への支援で、子どもたちの興味を広げます。

従来どおり、継続して出前教室を実施します。
科学に興味を持ってもらうことが目的ですが、プログラムの充実を図り、今まで横浜こども科学館
に来たことがない子どもたちへの集客を狙います。
また、対象を幼稚園にも広げ、そのためのプログラムも開発します。
なお、出前教室は、横浜市教育委員会、横浜市小学校理科研究会、横浜市こども青少年局等
と連携して実施します。

※出前教室の内容は、33ページに記載しております。
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様式9（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 

④ プラネタリムを使用したイベントの開催

プラネタリウムは、「本ものの天文学」への入り口です。

（１）事業実施に関する基本的な考え方

ア．科学体験の普及・振興のための考え方や方針について

プラネタリウムの役割は、ただ単に星を眺めるだけでなく、星に関する知識を得て本ものの天文
学を学ぶきっかけづくりをすることであると、私どもは考えます。
いわばプラネタリウムは本ものの天文学への入り口です。
天文学により親しんでもらうために、投影・解説に併行して、さまざまなイベントを開催します。

 楽しく学べる番組の選定

 プラネタリウムと星空観測会とのコラボ企画

 市内の高校生が制作投影を行う「青春プラネタリウム」の開催継続

→参加校を徐々に増やす予定。（2015年度は６校）

 市内の中学生が制作投影を行う「青春プラネタリウム（ジュニア）」を新規開催

 来館者からのアイデアによる番組制作

※詳細は26ページで記載します

プラネタリウム企画例 

横浜こども科学館と一緒に大きくなろうね 
Column 

横浜こども科学館30周年を記念して、小学生の男の子が
一日館長に任命されました。 
テープカット、的川館長との館内巡回、工作教室のアシス
タントを務めるなど、忙しい一日を過ごし、大満足の様子
でした。

彼は、その後洋光台サイエンスクラブに入会し、様々な 
教室に参加していくうちに科学への関心が高まり、学校で
自ら科学クラブを立ち上げました。今では友達に科学手品
や実験などを披露していると、うれしそうに話してくれま
した。 

横浜こども科学館は彼のような小さなファンに支えられて
います。そんな子供たちと一緒に私たちも成長したいと
願っています。 

一日館長任命式 

テープカット
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様式9（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 

15 

（１）事業実施に関する基本的な考え方

ア．科学体験の普及・振興のための考え方や方針について

メディアとの連携の実績

■はやぶさ２ 打ち上げ中継イベント

 TBS「ひるおび」

 TBS「あさチャン！」

 NHK 「ニュース7」

 J:COM「デイリーよこはま」

【2014年12月3日】 

■従業員の紹介

朝日新聞「華麗な人」 

【2015年3月19日】 

日本テレビ「元気のアプリ」 

【2013年4月23日】 

■その他イベント取材

イプシロン打ち上げが中継されました
NHK「ひるまえほっと」、テレビ神奈川他

【2013年8月23日他】 

TV東京の岡田監督ドキュメンタリー番組で
「星とみらいの学校」が紹介されました 

【2015年5月23日他】 

⑤ メディアとの連携

一人でも多くの方に知っていただけるよう、広報の間口を広げます。

市民の方に対して横浜こども科学館への認知度を上げるためには、テレビ・ラジオ・新聞といった
メディアの力は絶大です。
科学の普及のためには、一人でも多くの方に横浜こども科学館のことを知ってもらう必要がありま
すので、従来以上にメディアと連携した広報活動を強化します。また館だけでなく、そこで働く従
業員を取り上げてもらうことにより、従業員のモチベーションも上がり、横浜こども科学館の活性化
につながります。
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様式9（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

 

 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA)、国立研究開発法人海洋研究開発

機構（JAMSTEC)、国立研究開発法人理化学研究所などの研究機関と、ＭＯＵ

（Memorandum of Understanding）を締結して、研究機関のアウトリーチ活動の場として横浜

こども科学館を利用していただき、科学館側では、最先端の研究の情報提供や講師派遣

などに協力を要請します。

イ．科学に関する専門知識や最新の情報の取得のための具体策

旬なイベントをどこよりも早く実施します。 

２．事業計画 

「イプシロンロケットを知ろう！ 
～森田先生に聞いてみよう～」 

イプシロンロケット打ち上げ前に、プロジェクトマネージャーのJAXA森田

泰弘教授を招いてのトークイベントを開催。

JAXA森田泰弘教授 

 横浜国立大学、横浜市立大学、慶應義塾大学など市内にキャンパスを持つ大学の 研究

室に横浜こども科学館を調査対象の場として提供し、共同研究を実施します。

また、一般市民を対象としたアウトリーチ活動を積極的に行っている研究室と協働で、洋光

台サイエンスクラブなどの教室を開催します。

JAMSTEC藤倉克則氏（海洋生物多様性研究 

分野長）を招いて、サザエの歯舌（しぜつ）などの 

観察教室を開催。 

 ＩＨＩ、Appleなど横浜市に研究施設工場を持つ企業と連携し、最新技術を紹介します。

上記の他に、Apple横浜研究所の見学ツアーやエデュケーショナルロボット「Romo」教室など

も実施する予定です。 

（１）事業実施に関する基本的な考え方

イ．科学に関する専門知識や最新の情報の取得のための具体策

実施例 
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様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

（２）計画的な事業展開について

ア．指定事業の実施計画について２．事業計画 

ア．指定事業の実施計画について

１－（２）－イの計画方針に基づき、実施計画を立案します。 

① 常設展示の運営

3フロアの展示物をリニューアルします。

５階 
JAXA、宇宙フォーラム等との連携による映像をコンテンツとした展示を 
展開します。 

【５階案：宇宙のフロア】 

【ヴァーチャルリアリティ（VR）の技術を用いた体験型の展示】 

立体映像の景色が見える「オキュラス」（ヘッドマウントディスプレイ）を装着し、VRが体験できる 
アトラクションです。

 その場でジャンプすると加速度センサが認識し、横浜こども科学館前→洋光台上空→ランド
マークタワー→国際宇宙ステーション→月→土星→太陽系→銀河系と距離が離れていく様
子が体感できます。

（２）計画的な事業展開について
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様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 
（２）計画的な事業展開について

ア．指定事業の実施計画について

４階 
2015年度の改修に引き続き、のこり半分のスペースは東京理科大学との
連携による「普遍的な原理・原則（物理を中心）」をテーマとした展示を展
開します。 

【４階案：物理のフロア】 

【二項分布実験機】 
等間隔に釘が打ち込まれた板の上から小球
を転がすと、下部には小球がどのように分布
して溜まるかを視覚的に体感できる展示です。
小球は下部中央に多くたまり、両端にいくほ
ど少なくなります。最上段の中央の釘にぶつ
かった小球が2段目以降のそれぞれの釘ま
で落下する経路の個数は二項係数で表すこ
とができます。つまり小球は、中央部が一番
多い分布となり、左右対称の山型の二項分
布に近づいていきます。 

【サイクロイド滑り台】 
直線状、円弧状、サイクロイド曲線状、楕円弧状の4種類の傾斜を持つ同じ高さの滑り台です。
体験者には、各滑り台の最高地点からボールを同時に転がすと、どのボールが一番早く地面
に到達するかを考えます。 
直線状の傾斜部分が距離としては一番短いですが、最も早く到達するのはサイクロイド曲線状
の滑り台で、過去に「最速降下問題」として17～18世紀の数学者によって研究されました。 

【パラボラアンテナ】 

衛星放送などを受信するパラボラ
アンテナの形状は、回転放物面と
呼ばれ、回転軸と平行に入射した
光や電波をすべてその焦点に集め
ます。その焦点の位置を確認する
ためには中心軸が地面に垂直にな
るようにパラボラを設置します。パラ
ボラの上からピンポンの球を落とす
と、どこから落としてもすべて焦点に
集まります。
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様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 
（２）計画的な事業展開について

ア．指定事業の実施計画について

地下２階 ロボットBe-2すべり台等を活かし未就学児を対象とした展示を展開します。

【地下２階案：親子のフロア】 

３～4歳を対象とした既存の 

ロボットを生かした展示です。

ロボットのまわりに多数のゴムボー

ルをいれ、まわりにはゴムボール

鉄砲を配置します。

ロボットを遊具代わりにして遊んだ

り、鉄砲でロボットの的を狙ったり、

ボールを投げたりして遊びます。

すべてやわらかい素材を使用して

いるため、当たっても、転んでも

安全です。

熱気球の周りに、ビーチをイメージ 

した広場を作ります。 

靴をぬいでくつろいで遊んでいた 

だけます。 

すべてやわらかい素材を使用します 

ので、転んでも安全です。 

未就学児童もしくはそれ以下の年齢の

方を対象とした展示です。 
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2階 「熱気球」 
現状解説文 

様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 

展示解説のサインを見直します。 

（２）計画的な事業展開について

ア．指定事業の実施計画について

■身近な例
「応用する力」
同じ原理の身の回り
品を紹介することで、
理解を深め親しみを
持たせます。

■関連単元
「深耕する力」
学校の学習項目と紐
付け、習った後でも習
う前でも学習の理解
を深めます。

■○○してみよう
「考える力」
展示物の遊び方を説
明し、「なぜこうなる
の？」と考える手助け
をします。

■なぜだろう
「理解する力」
展示の原理をわかり
やすく面白く説明し、
仕組みを理解できる
解説文にします。

解説の項目を増やし、より詳細に記載することで段階的に理解力を後押しします。 

また、解説文と項目のイメージを統一し、すべての展示物への理解度の底上げを図ります。 

わかりやすく面白い内容に変更し、科学を身近に感じられるような解説にします。 

【現状の解説項目】 
■遊び方 ■問いかけ ■展示の原理 などが展示物によってバラバラに記載されている

【項目変更案】 
全ての展示物の解説項目を統一します 

※以下は変更案です

■考えてみよう
なぜ熱気球が上がるのかな？仕組みを考えてみよう。 

■なぜだろう
地下2階の熱気球の基地には電気ヒーターが取り付けられていて、
気球の中に熱い空気が送り込まれるようになっています。熱い空
気は軽いので気球の上の方にたまり、冷たい重い空気を気球の中
から追い出します。
気球の中が暖められて、周りの空気との温度差が十分に大きくな
ると、これが浮力となって気球は浮き上がります。
上まで上がった気球は今度はまわりの空気で次第に冷やされて
重くなり、浮力が小さくなってやがて下降を始めます。

■身近な例
お風呂のお湯

■関連単元
小学校3年生
「ものの温度と体積」

変更案 
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様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 
（２）計画的な事業展開について

ア．指定事業の実施計画について

■ためしてみよう
車輪をいきおいよく回した後、車輪を持ったまま台に
乗ってみよう。どんな変化がおきるかな？  

■なぜだろう
回転している車輪には、その軸の向きを保とうとする
働きがあります。回転軸に向きを変えようとする力が
働くとその力に反発するような力が生まれます。
このような現象を「ジャイロ効果」といい、この力が
体を伝わって台を回転させます。

■身近な例
コマ、自転車

■関連単元
小学校5年生 「振り子の動き」
小学校6年生 「てこの動き」
中学校3年生 「運動とエネルギー」

変更案 

３階 「手まわしジャイロ」 
 現状解説文 

4階 「光のハープ」 
 現状解説文 

■ためしてみよう
手を出してみよう。どんな変化がおきるかな？ 

その仕組みも考えてみよう。 

■なぜだろう
丸テーブルと丸天井の間に、3オクターブ分の目に
見えない赤外線の弦が貼られています。
この弦の1本1本に赤外線センサーとシンセサイザー
がセットされていて、弦の赤外線を手で遮るとセン
サーが作動して、シンセサイザーがその弦の音を出
します。

■身近な例
自動ドア、リモコン

■関連単元
小学校3年生 「光の性質」

変更案 
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様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 

② 企画展の実施

特別企画展は年4回テーマを設定します。

（２）計画的な事業展開について

ア．指定事業の実施計画について

■2015年度実施企画展案 「はじめてのかがく（仮）」
未就学児とその保護者を対象とし、簡単な工作や展示を実施。 

  身近に潜む「なぜ？」の意識が芽生える。 
疑問に対してわかりやすく説明できるよう、自然や季節など暮らしに 
関する題材とする。 

 【工作・展示例（案）】 
●触って楽しめる展示物
●親子で参加できる工作教室
●絵本の読み聞かせ など 

■2016年度以降実施企画展案 「できるかな？パズル展（仮）」
横浜こども科学館が所有するパズルや知恵の輪などを展示し、自分 
で考え行動する力を培う企画展を実施。想像力・表現力を育むため 
に、組み立てができる教材を多数配置し、ものを創る「匠のこころ」を 
養う。 
そのほか、館内の展示を利用したクイズラリーなど家族で一緒に考え 
て楽しめる企画も実施する。 

【展示・企画例】 
●レゴブロック、アーテックブロックの展示
●館内クイズラリー など 

春休み 

テーマ：「幼児」

１－（２）－イー⑤で述べたとおり、来館者が増える連休期間に特別企画展を実施し、来館者の
科学への興味促進、満足度向上、再来館促進を目指します。
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様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 
（２）計画的な事業展開について

ア．指定事業の実施計画について

■2016度実施企画展案 「親子でワークショップを楽しもう（仮）」
年代別に難易度を設定した科学に関するワークショップを多数用意 
し、家族で科学に親しめるように工夫する。 
大人も夢中になれる工作教室や、未就学児と保護者が一緒になっ 
て体験できる教室などの他、スタンプラリーや家族向けのサイエンス 
ショーなど実施し、大人から子どもまで科学を楽しめる企画展とする。

【ワークショップ例（案）】 
●はんだごてを使用してのラジオ作り
●ホバークラフト作成
●混ぜるだけでできるバスボム作り

■2016年度以降実施企画展案 「知ろう！探そう！惑星展（仮）」
  国立天文台と連携し、日本や世界で行われている惑星探査の最新 
情報や、太陽・水星・金星・地球・月・火星などのほか、太陽系外の 
惑星に関しても紹介する。 
探査を行っている探査 機や望遠鏡についても解説し、「はやぶさ2」 
の現状や応援メッセージを募集し展示する。 

【企画案】 
●専用ソフトを使用し、親子で未発見の惑星を探索
●国立天文台やJAXAから講師を招きトークイベント

GW 

テーマ： 「ファミリー」
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様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 
（２）計画的な事業展開について

ア．指定事業の実施計画について

■2016年度実施企画展案

「工作いっぱい！自由研究フェスティバル2016（仮）」 

事前・当日申込みの工作教室を多数用意する他、工作キットの販 

売も行い子どもたちの夏休みの宿題をサポートする。 

教室の内容は工作をメインとするが、植物の観察や現役の小学校 

理科教諭による実験を交えた科学教室など、年齢層に合わせた企 

画を展開する。 

また、お祭り（日本の祭り・海外のフェスティバル）の雰囲気を演出し、 

にぎわいをつくる。 

【教室・催事例（案）】 

●傘でつくるプラネタリウム

●スーパーボール作成

●きせかえ万華鏡作成

●ペットボトルで作る水ロケット

夏休み 

テーマ： 「自由研究」
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様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 
（２）計画的な事業展開について

ア．指定事業の実施計画について

■2015年度実施企画展 「けんびきょうをのぞいてみよう！（仮）」
宇宙のような広いマクロの世界とは反対のミクロの世界にスポットを当
て、その世界ならではの新しい発見を紹介して、身近にある科学の
不思議を体感する。
電子顕微鏡を数台展示し、顕微鏡の仕組みや歴史を紹介するとと
もに、実際に使用して経験することにより電子顕微鏡の利点を学ぶ。
顕微鏡が作成できる工作教室も開催し、顕微鏡の仕組みや動植物
の細胞の観察を通して構造を学び、知識を深める。

【企画案】 
●来館者が持ち込んだサンプルを観察
●スマートフォンを利用した顕微鏡作成のワークショップ

■2016年度以降実施企画展案 「世界の果て展（仮）」
JAXA、JAMSTEC協力のもと「世界の果て」をテーマに、宇宙の果て
や海の底など、人類が知りうる「世界の果て」を紹介する。
国立天文台、極地研究所にも協力を依頼し、太陽系の果てや地球
の北極・南極なども紹介し、身近な環境と比較することで、我々が生
活する環境と他の環境との違いを学び、地球環境についても考える。

  【企画案】 
●南極昭和基地との中継

冬休み 

テーマ：「学術」
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様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 

③ プラネタリウムの番組制作と投影

（２）計画的な事業展開について

ア．指定事業の実施計画について

プラネタリウム機械操作練習   

 市内高校生によるプラネタリウム番組制作投影を行う『青春プラネタリウム※』を継続して実
施し、参加校を増やします。
※実施実績については、下記をご参照ください。

 中学生が制作投影を行う『青春プラネタリウム（ジュニア）」を開催します。
 来館者からアイデアを募集し、番組の制作に反映します。
 学習投影の充実を図ります。
 小学校の校庭の風景をプラネタリウムドームに投影し、自分たちの小学校から星空を眺めると
いうイベントを実施します。

 自主製作オート番組の制作を行います。（幼児団体向番組、ヒーリング番組等）
 平日のプラネタリウム番組のラインナップの充実を図ります。
 プラネタリウムドームに投影された星空を背景に、自分自身のプレゼンテーションができるよう
なコンテストを実施します。（歌、楽器演奏、パフォーマンスなど）

『青春プラネタリウム※』実施実績 

プラネタリウムの役割を理解し、こどもたちが天文学を学ぶきっかけになるよう、投影と解説以外
の活動も積極的に行います

発表会当日プラネタリウム改札業務を担当 

 引きこもりや、不登校児童対策として、関係するNPO法人等と連携をとり、出前星空観察会や

出前天文教室等を実施します。

 天文関係の絵本の読み聞かせを行います。

 年間を通して天文の知識が学習できるようにシリーズ化した天文教室を開催します。

【プラネタリウムを離れた天文学習】 

開催日 参加校 延べ観覧者数

2011年度 2011年12月24日 3校 178人

2012年度 2013年3月20日 3校 645人

2013年度 2014年3月15日 6校 885人

2014年度 2014年12月20日 4校 645人

2015年度 2015年12月19日（予定） 5校
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様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 

④ 科学に関する体験講座や教室などの開催

（２）計画的な事業展開について

ア．指定事業の実施計画について

 科学工作教室 

【ビー玉まんげきょう】 

【バードコール】  

【にじいろステンドグラス】  

【ハニーキャンドル】 

体験講座や教室の内容や実施体制をさらに充実させるとともに、実施回数を増やします。

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

科学工作教室 300回 300回 300回 300回 300回

PC教室 200回 200回 200回 200回 200回

洋光台サイエンスクラブ 300回 600回 600回 600回 600回

星空観察会 12回 12回 12回 12回 12回

開催回数計 812回 1,112回 1,112回 1,112回 1,112回

参加人数 13,000名 19,000名 19,000名 19,000名 19,000名

開催予定数 

大きなビー玉をはめ込み、周りの景色を映し出す万華鏡を作成 

木材にネジを差し込み、鳥の鳴き声のような音を出す“バード
コール”を作成

偏光板にセロテープを貼り付け、ステンドグラスのように見える 
パネルを作成 

蜜蝋を用いてオリジナルのキャンドルを作成 

以下はその内容案です 
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様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 

「くるくるアニメ」完成イメージ 「カチカチ振り子」完成イメージ 「小さな万華鏡」完成イメージ 

（２）計画的な事業展開について

ア．指定事業の実施計画について

シニア向け講座、教室など

【大人の工作教室、天文教室、実験教室、健康講座】 

天文教室 

【プラネタリウムと星空観察会】 

ロボット教室

【ブロックロボットでプログラミングに挑戦！ レゴNXT初級①（基本操作）】 
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様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 

⑥ 学校教育機関や他の青少年施設などとの連携事業の実施

（２）計画的な事業展開について

ア．指定事業の実施計画について

 横浜市理科教育研究会と連携して、科学工作教室、天文教室、星空観察会、夏休み特別

企画（じっくり！理科先生の自由研究お助け隊）などのイベントを実施します。

 横浜市各区の定例研修会場としての利用促進を図り、科学館の従業員との交流を図ります。

 横浜市幼稚園協会と連携し、幼稚園教諭対象の工作教室の勉強会を開催します。

 横浜市内青少年施設、野外活動センターなどと連携し、星空観察会や天文教室等を

共同で開催します。

⑦ 科学や宇宙に関する情報収集と提供

⑧ 他施設のイベント、科学体験プログラムの情報収集と提供

 パートナー、連携先であるJAXA、JAMSTEC、理化学研究所、大学などから定期的に最新の

情報が入るようなしくみを構築します。

 横浜こども科学館の事業課の連携担当者が情報収集の担当となり、情報収集に努めます。

 トークイベントなどのネット中継やトークイベント等のアーカイブシステムを設置し、横浜こども

科学館のＨＰを強化します。

 定期入館券会員、洋光台サイエンスクラブ会員に対して、メールマガジンの配信を実施

します。

 自然科学領域施設と相互にイベントチラシなどを配架します。

 全国科学館連携協議会加盟科学館、指定都市科学館などの科学体験プログラムや
企画展などを、横浜こども科学館のHP上のリンクから確認できるようにします。

⑤ 図書館機能の設置

よみきかせ えほんでかがく かんたん工作 つくるんぱ 

 最新情報、新発見など科学に関する書籍・雑誌を幅広く取り揃えます。

 『館長コーナー』を設置し、館長おすすめの書籍を配架します。

 科学の最新情報、新発見などの情報掲示板を設置します。

 読み聞かせ教室と工作教室のコラボイベントを開催します。
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様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

洋光台サイエンスクラブ 

人としての成長 科学の知識向上 

科学館 

スタッフ

ボランティア 

地域 

企業 

市民 

団体 

連携・協力 

レクチャー／サポート

学校 

 （高校・大学） 

２．事業計画 

イ．自主事業の実施計画について

バラエティー豊かな事業を展開します。 

① 洋光台サイエンスクラブ

（２）計画的な事業展開について

イ．自主事業の実施計画について

洋光台サイエンスクラブは会員制（有料）の科学クラブです。
横浜こども科学館では、毎年会員を募集し、会員の方限定の工作教室や実験教室、天文教室
を開催しています。
カリキュラムの充実を図るとともに、会員数・教室の開催数・参加人数を増やし、科学の普及に
貢献してまいります。

取り組み 

 物理、化学、生物、地学の領域に分け、それぞれに応じた教室を開催します。
 未就学児向けの親子で参加できる教室を開催します。
 一般の教室と同様に、中学生が下級生を教える教室を開催します。
 運営は横浜こども科学館スタッフが中心となり、ボランティアや市民団体、県内の高校や大
学などの学校、企業と連携、協力して運営し、地域全体で人材の育成を支援します。

 さまざまな世代の人々と触れあえるような場を提供し、また家庭や学校では得ることのできな
い非日常の経験や理数教育を実践することにより、論理的思考や問題解決力などのスキル
を同時に身につけられるよう取り組みます。

来年度以降の開催予定 

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

会員数 720名 2,000名 4,000名 4,000名 4,000名 4,000名

教室開催回数 100回 300回 600回 600回 600回 600回

参加人数 2,000名 6,000名 12,000名 12,000名 12,000名 12,000名
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様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 

② イベントの開催

 横浜市、横浜銀行との連携事業 

小学生とその保護者を対象としたトークイベント 

実施実績：「はまぎんキッズ・サイエンス」 

 JAXA、JAMSTECとの連携事業 

研究者を講師に招いての科学教室やトークイベント 

実施実績：特別教室の開催 
宇宙飛行士訓練 

大学との連携事業 

研究室との共同研究や最新研究の発表の場として活用 
科学サークルなどの活動の一環として科学教室の開催 

実施実績：ヴァーチャルリアリティ展示物の映像コンテンツ開発 
特別教室の開催 

（２）計画的な事業展開について

イ．自主事業の実施計画について

横浜市やネーミングライツスポンサーである横浜銀行、研究・教育機関、行政、企業、大学など
と連携した事業をタイムリーに実施します。また地域の協力を得て、横浜市内の他施設でも
イベントを実施します。
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言葉だけで図形を 
伝える訓練 

その場にある道具を利用して、 

いかに氷が溶けないようにするか

をチームで考える訓練 

リーダーシップやフォロワーシップ、

アイデアなどをみる

ホワイトジグソーパズルで
集中力や根気を見る



様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 

星と未来の学校 

音楽・美術・スポーツ・ものづくり・科学・宇宙活動など、さまざまな分野の第一線の 
担い手を招き、宇宙を視座とする立場を貫きながら対談授業を行い、科学のセンス、
命への感性を育む学校を継続して開催します。 

実施実績：講師 松本零士氏(漫画家）、小川三夫氏（宮大工） 
橋本勇夫氏（オルゴール作曲家）、服部克久氏（作編曲家） 
岡田武史氏（サッカー元日本代表監督） 

 企業との連携事業 

科学に関連する企業と連携して実施します。 

実施実績： 

（２）計画的な事業展開について

イ．自主事業の実施計画について

尾西食品 
「まなぼう！たべよう！ 
よこはま宇宙食展」 

ドイツ文化センター、ドイツ大使館 
「ドイツ×日本 
ふれてかんじる！さんすう展」 
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横浜に関連のある施設でのイベントの実施 

実施実績： 
「みなとみらいで星空観察会」 パシフィコ横浜 
「中央図書館が宇宙になる！」横浜市中央図書館 
 プラネタリウム新番組の無料試写会「プラネタリウムの夕べ」 

地域との連携事業 

「宇宙へ届けるハーモニー 
～オルゴールとはやぶさ～」 

「星とみらいの空想工房 
大工さんになってみよう！」 



様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 

③ 出前教室

出前教室「お金が消える？！マジックボックスをつくろう」 

2015年度出前教室_科学工作プログラム（一例） 

「ブーメランを作ろう」 「ウキ浮きボールを作ろう」 「シャボン・フレームをつくろう」 

（２）計画的な事業展開について

イ．自主事業の実施計画について

出前教室は、横浜市こども青少年局、横浜市教育委員会、横浜市小学校理科研究会と
連携して実施します。プログラムの充実を図り、科学教育への支援はもちろんのこと、今まで
横浜こども科学館に来たことがない子どもたちの集客を狙います。
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様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 

④ ミュージアムショップ

⑤ コスモカフェ

（２）計画的な事業展開について

イ．自主事業の実施計画について

横浜こども科学館のミュージアムショップは、来館の思い出となるお土産の販売や、来館者の利
便性向上のために不可欠であるだけではなく、来館者との大切なコミュニケーションツールである
と捉え、商品の品揃えや接客サービスなどについて日々の改善を行います。
販売商品の選定は来館者からの要望に敏感に反応することはもちろんですが、科学知識普及
のために専門家の意見を取り入れたり、館職員が各フロア現場で体感した思いを吸い上るなどし
て、随時見直しを図ります。
また、催事と連動しての関連商品販売などを行い、いつでも科学館体験を思い出せる物を販売
することで、再来館を促進します。

来館者の 
要望 

専門家の 
知識 

館職員の 
体験 

商品 来館者 

コスモカフェでは単に空腹を満たす軽食を提供するだけではなく、休息時にも肌で科学を感じて
ほしいと考えています。
2015年度からは宇宙と星をテーマにした自家製天然酵母の「星パン屋」と提携し、月替わりでパ
ンを販売しており、今後も継続・強化します。
また、飲食スペースのリニューアルも随時見直しを行い、満足度向上に努めます。

【星パン屋のパン一例】 

ホットなカレーの
「太陽のほっぺ」

土星をイメージした 
「土星フラフープ」 

星雲をイメージした 
「星雲ロール」 

カフェスペース メニュー例
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様式10（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２．事業計画 

ウ．改修後の２階フロアーの有効活用に向けたアイデアについて

改修の目的を理解し、有効に活用します。 

（２）計画的な事業展開について

ウ．改修後の2階フロアーの有効活用に向けたアイデアについて

改修対象箇所は、それぞれコンピューター室、研修室という名称ですが、目的・用途が明確でな
い場所でした。改修後は、多目的スペースと名称を変更し、科学の普及・振興のために、主に 
セミナーや各種教室として使用します。

① 多目的スペース①
 実験教室をはじめとしたイベント会場

土日： 洋光台サイエンスクラブなどの化学領域の教室を開催（夏休みを除く）

平日： 学校団体向け化学領域の教室などの開催

未就学児を対象した親子化学教室、セミナーなどを開催 

シニア向け化学領域の教室、セミナーなどの開催

② 多目的スペース②
 工作教室をはじめとしたイベント会場

土日： 洋光台サイエンスクラブなどの教室を開催（夏休みを除く）

平日： 学校団体向け科学工作教室などの開催

未就学児を対象した親子工作教室、セミナーなどを開催 

シニア向け工作教室、セミナーなどの開催

③ その他の活用（両多目的スペース）
 企画展などの会場

 地域自治会などの会議場・生涯学習の貸会場

 利用団体の臨時休憩場所

 ロケット打ち上げなどの中継を行うサテライト会場

 横浜市小学校理科研究会などの研修会場

35



様式11（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２ 事業計画  

来館者が安全に安心して快適に施設を利用できるように、環境整備の改善を行い、更なる利便性や 
館内サービスの向上を図ります。 
これまで以上に楽しみながら学ぶことの出来る設備の充実を目指し、フロアや展示物の改修を 
進めます。 

来館者目線で展示物の改善を進め、充実した設備の中で学べる環境をつくる 

①入館待ち時間の改善
2014年は繁忙期の開館時間の変更と券売機増設を実施しました。今後も入館待ち時間の短縮に
継続して取り組みます。

繁忙期である夏季期間に開館時間を30分早めることで、入館待ち列を解消することが出来ました。
また、人気であるプラネタリウムの初回上映時間（10:00～）までに時間の余裕を作ることで、来館者
は焦らずに館内を楽しめるようになりました。 

 
それまで3台であった券売機を4台に増設し、最長1時間であった待ち時間を半分以下に削減す
ることが出来ました。  

通常開館時間 9:30～17:00 

夏季期間（夏休み期間 7月18日～8月31日） 9:00～17:00 

②展示フロアの改修及び照明、レイアウト・サイン計画・展示物解説の見直しなどを行う

展示物の解説の見直しを1年目に実施します。解説文に統一性を持たせ、より理解を深め新しい
学びのきっかけをつくります。

③展示フロア解説ツアーの実施 （ボランティア会協力）

●科学館早わかりコース（1時間程度）  休日に実施 
●科学館じっくり解説コース（2時間程度）  休日に実施
●学校団体解説コース（1時間程度)

Column 科学を身近に 

（3）利用者サービス向上について

ア．利用者サービス向上のための取組

ア．利用者サービス向上のための取組

（3）利用者サービス向上について

開館時間の変更 

 券売機増設 

 統一のイメージ 

ある日、来館者の親子からプラズマの展示物についての詳細を尋ねられました。 
インタープリターは、学術知識を難しい言葉で説明するよりも、より身近に感じてほしいと
思い、プラズマの仕組みを電子レンジを例に解説したところ、「とてもわかりやすくて面白
い！夏休み研究の発表にします。」とお子様が大変喜んでくれました。
このように科学と暮らしを繋げることで、科学に対して興味を持ち理解を深めてもらえた
経験から、新しい解説の切り口を考えるきっかけとなった出来事でした。

身近な暮らしとのつながりや、学校での履行学年に配慮した解説に統一します。 
※21～22ページに記載しています
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④フロアの改修および展示物の更新

宇宙のフロア 

５階 

物理のフロア 

４階 

宇宙トレーニングの 
部屋 

３階 

宇宙研究の部屋 
多目的スペース 

２階 

エントランス

１階 

休憩室 

地下1階 

親子の部屋 
特別展示の部屋 

地下2階 

■展示物を映像に変更
映像にすることで内容が容易に変更可能となるため、複数回 
の来館にも飽きられないよう最新の情報に更新します 

■2015年にビーコロ装置導入
体験型展示物は学びに重要な役割を果たすと考え導入。 
今後はビーコロ装置のワークショップスペースを設置し、自由 
な発想力を楽しんでもらいます。 
■東京理科大学と連携し展示を再構成
「普遍的な原理原則」をテーマに、難解な数学を活用した 
展示物で理解を後押しします 

■アテンド方法の検討
荷物置き場を設置するなど利便性の向上を図ります 

■多目的スペース①
主に化学実験室として使用するため、防火対策を施し、横浜 
こども科学館だからこそできるプログラムを実施します 
■多目的スペース②
教室、セミナーの会場を増設し学びの機会を増やします 

■情報の発信方法を整理、見直し
実験、工作と展示空間を有効活用します 
■横浜市からのお知らせ、PRの発信
来館者にとって必要な情報をわかりやすく伝えます 

■椅子、テーブルの更新
長時間でも快適に滞在できるよう、フロアをリニューアルします 

■親子の部屋
ロボットBe-2滑り台などを活かし、子ども（未就学児）専用
展示室として再整備します
■特別展示室
高さと広さを活かし広々した空間の中で特別企画展や教室を
実施できるよう、学びの環境を整備します

利用者目線でのフロアの改修、展示物の更新を実施します。

２ 事業計画  

様式11（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

37

（3）利用者サービス向上について

ア．利用者サービス向上のための取組



要望や苦情への対応は、ただ単に受け止めるだけではなく、公共施設の運営管理者としての
説明責任を果たし、運営の現場に反映させ、同じことを繰り返し発生させないよう、また一層の
サービスの向上やより快適な環境を提供できるよう、継続的な改善を進めることが重要です。
サービスの基本は、研修内容やマニュアルが全てではなく、来館者の声を施設運営に反映して
要望に応えることです。私どもでは苦情や要望に対して説明責任を果たしていきます。
また、苦情・要望処理報告書を作成し、市担当部局へ提出いたします。

※要望や苦情等が発生した時の処理の手順と体制

⑤来館者の声を現場に反映する仕組み作り

初期対応 

来館者 

  ・本人から口頭で ・「お客様の声」
  ・現場アンケート ・TEL、FAX、MAIL

・主催者との打合せ時  ・セールス時
など 

要望 
苦情 

横浜こども科学館 

各従業員 

即時対応の判断・指示 

副館長 

対応指示 
検討・改善提案指示 

対応策の施設内 
およびHP掲示 

全従業員 
施設 

可能な限り対応策のフィードバック 

横浜市 

責任者・関係者 
対策会議 

事例を積み上げ 
今後の運営に反映 

1次報告 

最終報告 

２ 事業計画  

様式11（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 
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（3）利用者サービス向上について

ア．利用者サービス向上のための取組



対象を段階的に把握し、それぞれに効果的な広報を打ち出すことで、横浜こども科学館の知名
度、影響力、来館動機を強化します。

来館者にはパンフレット・定期入館券案内・ 
特別企画展のお知らせ・当日のタイムスケ 
ジュール表・催事案内フライヤーをワンセッ 
トにしてお渡ししています。
当日の行動に役立ていただくと同時に、再来
館を促進します。また、催事や教室へ積極的
に参加できるよう、ポスターなどの館内掲示
を強化します。

横浜市内の全小学生、幼稚園児へチラシを配布します。その場で読む子ども向けの内容だけで
はなく、同伴者である保護者も意識して内容の充実化を図ります。 

WEBによる情報発信の更なる強化をします。 
• 館長が執筆する科学に関する記事や、横浜こども科学館イベント情報、科学に関する最新情
報などを中心とした会員向けのメールマガジンを発行します。

• 検索サイトのキーワード検索で、検索結果の1ページ目に横浜こども科学館が表示されるよう
に対策を練ります。

来館満足度を向上させ、来館の利用動機の幅を広げていきます 

これまで実施してきたＨＰリニューアル、検索エンジン対策、プレスリリースの強化、学校・幼稚園へ
のチラシ配布等の継続・強化を図り、利用促進活動につなげます。 

① 広報活動

配布物セット 

チラシ

来館者へ発信 

地域へ発信 

 WEBによる発信 

２ 事業計画  
（3）利用者サービス向上について

イ．広報活動・利用促進について

様式11（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

イ．広報活動・利用促進について
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学術顧問（物理、化学、生物、地学）を迎え、来館者から寄せられる多岐にわたる質問に 
ついて速やかに回答し公開できる体制を構築します。 

 

 

 

 

科学的体験活動に関する情報や宇宙以外の科学情報について、「本物志向の情報」をインター
ネットや紙面などの媒体を通してわかりやすい形で発信します。
はまぎんキッズ・サイエンスなどのトークイベントの様子をYouTubeなどで配信し、抽選から漏れた
方も平等に視聴できるようにアーカイブ化を実施します。

日常生活の中で実践できる科学に関するワークショップ（家庭サイエンス）の充実を図り、活動の
機会を館外に設けられるような企画を実施し、より一層の科学への興味が深まるようにします。 

 

科学に関心のある子どもたちの着実な掘り起しを行うべく「洋光台サイエンスクラブ 
年度末発表会」等を開催します。 

②利用促進活動

ネーミングライツスポンサーと連動した独自のブランドイメージをつくります

 来館者対応の充実 

 情報の館外発信 

ワークショップ

 人材の掘り起し 

様式11（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２ 事業計画  

来館者 
インター
プリター

学術 
顧問 

質問 

対応 

不明点を質問 

指導 

直接回答 

●来館者

どんな質問に対してもインタープリターや各分野の専門家の学術顧問が明確に回答しますので、

素直な「なぜ？」に対して「そうなんだ」と理解することができます。科学に対するハードルが

下がり、気軽に質問をすることもでき、自ら考える力をも養えます。

●インタープリター

来館者と直接触れ合うインタープリターには子どもならではの不意の質問が多く寄せられます。

もしわからない事があっても、その場で曖昧に答えずに一度持ち帰り、学術顧問に指導を仰ぎ、

正確に回答します。このくり返しはインタープリター自身の新たな知識習得につながります。

また、知識の蓄積により自信を持って対応することができ、これまで以上に来館者へ自発的に

接するようになります。

●学術顧問

質問の積み重ねにより新たな視点を発見することができます。横浜こども科学館のノウハウを

体系化し、次世代育成につなげることができます。
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（3）利用者サービス向上について

イ．広報活動・利用促進について



様式12（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２ 事業計画  
（4）地域や他機関等との連携・協働について

ア 地域との連携・協働について

横浜こども科学館は公共施設としての機能を維持し、地域活性化へ積極的に参加します。そのた
めに、地域環境に関心が高く知識や経験が豊富な地元の人材の活用を図り、館外活動を推進す
るなど地域密着型の事業の充実を図ります。

わたしの街の科学館

① 地域行政（地元自治会等）と連携・協働し、事業の開催・参加を強化

洋光台プレイパーク 

洋光台駅前公園盆踊り 
カラフルスライム出展

健民運動会 プラネタリウムの夕べ 

ア 地域との連携・協働について

（4）地域や他機関等との連携・協働について

地域と一緒に

●洋光台サイエンスクラブ（洋光台まちづくり協議会との共同事業）
事業開始10週年を迎える2016年度以降もプラネタリウムとともに科学館の重点事業として、
取り組みに特化します。
2017年度には政令指定都市の科学館でNo.1となる【教室開催600回】【会員4,000名】
【定員12,000名】を目指します。

●洋光台駅前プレイパーク（主催：洋光台まちづくり協議会）との連携
2014年度は延べ23回参加し、今後も積極的に取り組み地域振興に貢献します。

●その他地域連携事業（洋光台地区自治会、商店会など）
・夏祭り  ・プラネタリウムの夕べ  ・ハロウィンin洋光台  ・健民運動会
・キャンドルナイト＠洋光台2014 等
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横浜こども科学館の立地地域を越えて、活動の範囲を広げます。 
●こども科学探検隊 ●横浜読書百貨展  ●親子の水道教室
●磯子の風をフルートに乗せて ●こどもアドベンチャー2014
●いそごこどもエコフェスタ2014
●こどもサイエンスフェスティバル（大和大会、相模原大会、藤沢大会）
●その他：京急ハグ・クミ・パーク（京急百貨店） など

 
幼稚園教諭工作研修会（3回開催）「ガラクタ工作教室」のレクチャーを実施します。

 
ボランティア活動は、単なる「参加の場」にとどまらず、それまでの経験・知識をフルに
発揮してもらい、青少年の学び・成長に結びつく教室等を展開します。

② 磯子区幼稚園

③ ボランティア会の活動を強化します（シニアパワーの発揮 横浜市中期4か年計画）

親子の水道教室 横浜読書百貨展 

３Dプリンター作品 はやぶさ ３Dプリンター本体 

おとなの工作教室 

様式12（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２ 事業計画  
（4）地域や他機関等との連携・協働について

ア 地域との連携・協働について

 行政（横浜市、磯子区、市施設、県、その他）と一緒に 
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学校、青少年関係団体、研究機関や企業との連携は、さまざまな形態による科学的知識の習得
や科学的体験活動を幅広く実践することができます。 
研究機関や関連企業は科学教育のノウハウがあり、一般の人々が科学とふれ合い楽しめる活動を
創りだすことができるため、協業して特色のある事業の展開をします。 

実績 

様式12（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

 科学館ならではの取組で知識探究心を刺激します 

① 学校連携・共働

●出前教室
2012年度 14校
2013年度 31校
2014年度 28校

●夏休み自由研究お助け隊
2014年度 3回

●中学校職業体験学習受入
2012年度 8校
2013年度 10校
2014年度 14校

●博物館実習大学生受入

２ 事業計画  
（4）地域や他機関等との連携・協働について

イ 学校、青少年関係団体や企業等との連携・協働について

イ 学校、青少年関係団体や企業等との連携・協働について

横浜市教育委員会、横浜市小学校理科研究会との連携を強化します。
理科授業に活用できる科学的な体験活動資料や映像資料など、ライブラリーとしての機能の
充実を図ります。

その他 
●教員社会体験研修受入
●磯子区幼稚園教諭・保育士工作研修
●大学社会貢献活動受入

43



様式12（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

■青少年関係団体
●ボーイスカウト横浜市連合会
●ガールスカウト横浜市連絡協議会
●横浜市海洋少年団
●横浜市健民少年団
●横浜市子ども連絡協議会

■青少年育成に関係するNPO法人
●おもしろ科学探検工房
●神奈川県環境学習リーダー会
●子ども・宇宙・未来の会   など 

■研究・教育機関
●JAXA
●JAMSTEC
●理化学研究所
●横浜市立大学
●慶應義塾大学

など 

■横浜市内博物館施設
●横浜市こども植物園
●横浜自然観察の森

  など 

■企業など
地域内企業研究所などとイベント開催 
研究所視察の実施 

横浜 
こども科学館 

洋光台 
SC 

② 青少年関係団体との連携・協働

地域に根差した様々な団体と連携・協働することで、科学館という枠を飛び越えてあらゆる分野
から地域の発展に貢献し、子どもの成長の支援が可能です。
科学の学びの場から生活の場までフォローアップします。

NPO法人おもしろ科学探検工房 

NPO法人 神奈川県環境学習リーダー会 

子ども・宇宙・未来の会 

JAXA川口淳一郎先生_ 
はまぎん キッズサイエンス 

JAMSTEC 藤倉克則先生 
サイエンスクラブ 特別教室
「深海生物の食べ物を知ろう」

２ 事業計画  
（4）地域や他機関等との連携・協働について

イ 学校、青少年関係団体や企業等との連携・協働について

 連携・協働する団体例 
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ネーミングライツスポンサーは「科学館の応援団」です。スポンサー名を愛称に取り入れることで、
様々な場面でのバックアップが期待でき、円滑で活発な施設運営が実現できます。

株式会社 横浜銀行（現ネーミングライツスポンサー） 
●工作教室であった「はまぎん キッズサイエンス」を2014年度よりトークイベント企画に変更し、
6回開催。応募者5,102名 参加者1,951名(従来は、工作教室を年2回程度実施）

●星とみらいの学校
2回開催  応募者480名 参加者283名

●2014年2月 開館30周年記念としてスペースシミュレータの寄贈
●2015年3月 宇宙劇場バリアフリー化工事に伴う車椅子昇降車の寄贈

③ ネーミングライツスポンサーとの連携

第3回 星とみらいの学校 
宇宙へ届けるハーモニー 
～オルゴールとはやぶさ～ 

橋本勇夫先生 

第4回 星とみらいの学校 
「メロディーのうまれるところ」 

服部克久先生 

車いす昇降機 

はまぎんキッズ・サイエンストークイベント 
中村智樹先生 

開館30周年記念 
テープカットセレモニー

スペースシュミレーター

これまでの事例

ネーミングライツスポンサーとの連携強化による成果

様式12（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

２ 事業計画  
（4）地域や他機関等との連携・協働について

イ 学校、青少年関係団体や企業等との連携・協働について
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様式13（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

ア．効率的かつ安定的な運営体制の考え方について

経験豊富な従業員が、引き続き横浜こども科学館運営に力を尽くします。
加えて、あらたに学術顧問をお迎えして、企画内容の充実を図ります。

３．管理運営 （１）運営体制に関する基本的な考え方について
ア 効率的かつ安定的な運営体制の考え方について

これまでの経験とノウハウを活かして日本一の科学館へ！

企画教室(5名） 

総務・経理 (1名) 

アテンダント(13名）

ボランティア 
コーディネーター (1名)

清掃 

警備 

設備 

■連携事業、展示・イベ
ント、講座・セミナー、
プラネタリウムの解説
などに関わる管轄

的川泰宜 

横浜市こども青年局青少年育成課 

コ
ン
グ
レ 

 
 

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ 

協力 

地
元
協
力
企
業 

協力 

助言 

ア
ド
バ
イ
ザ
ー 

天文(4名） 

メンテナンス (1名)

＜学術顧問＞ 
物理  化学 
生物  地学 

N 
T 
T 

広報・会員・ＨＰ（3名） 

連携(2名） 

■体験講座・
教室へのアド
バイス・協力

横浜こども科学館 

■維持管理業務責任者

■館全体の
運営の統括

青山剛三 

■広報業務責任者

櫻井英雄 

大胡陽子 

弓削田法子 

荻村高志 

（１）運営体制に関する基本的な考え方について

① 管理運営体制

館長 

副館長 事業課長 

運営課長 

広報課長 

施設管理課長 

■受付・案内、展示解説、

ショップ、喫茶の運営

全般と総務・経理を管轄
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３．管理運営 

様式13（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

宇宙航空研究開発機構（JAXA）名誉教授、NPO法人「子ど
も・宇宙・未来の会」（KU-MA）名誉会長、日本宇宙少年団
（YAC）顧問、日本学術会議連携会員、国際宇宙教育会議日本
代表。東京大学大学院博士課程修了。東京大学宇宙航空研究所、
宇宙科学研究所教授・鹿児島宇宙空間観測所長・対外協力室長、
JAXA執行役を経て横浜こども科学館館長。工学博士。 

長年にわたり、子どもたちへの科学教育にも尽力しており、
「宇宙教育の父」と言われる存在。 
講演会の実施や蔵書の提供に加えて、横浜こども科学館のス
タッフやボランティアとも積極的にかかわり、横浜こども科学
館の顔として活躍している。

館長は、的川泰宜が引き続き務めます 

（１）運営体制に関する基本的な考え方について
ア 効率的かつ安定的な運営体制の考え方について

サイエンスコミュニケーターの育成・スキルアップのために

ボランティアスタッフとの協働 

私どもが立ち上げた横浜こども科学館ボランティア組織は、シニア層を中心とした積極的な参加
により、現在ではスタッフ数が約50名と大きく成長し、教室の運営協力などで活躍しています。 
これまで実務で科学に関わってこられた人材がボランティアとして多数活動しており、科学知識
豊富な『サイエンスコミュニケーター』の一員として、いまや横浜こども科学館にとって、なくてはな
らない存在となっています。 

二期目には、これまでの企画教室担当（インタープリター）５名に加えて、外部から学術顧問 
4名を迎えます。様々な分野の専門家である学術顧問を加えたチームを構成することで、 
インタープリター自身の力を伸ばしていきます。
これまではスタッフの企画で体験講座や実験教室を行ってきました。今後は専門家のアドバイス
を受けて、物理・化学・生物・地学などの領域のプログラムを新たに開発することで、より充実した
体験講座を行うことが可能となります。
二期目初年度にあたる2016年度を準備期間と位置づけ、あらたな講座や教室の開発を行い
ます。そして、2017年度から体験講座や実験教室の数を増やしていきます。

インタープリターは、科学の理解を深めてもらう『サイエンスコミュニケーター』として重要な役割を
担っています。私どもはインタープリターに対して、各種研修会への参加を奨励しています。プラ
ネタリウム研修会への参加や他施設視察研修などを通じて、インタープリター同士のネットワーク
構築や、最新情報の収集を行うことにより、常に進化する科学館をめざしています。

より充実した体験講座や実験教室の実現に向けた教育 

外部研修へ積極的に参加
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３．管理運営 

様式13（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

 年度末にすべての職員と個人面談を行い、希望職種、要望等のヒアリングを行っています。

 個人のスキルと要望に合わせたキャリアアップを積極的に実施しています。

 月1回、各セクションごとにミーティングを実施しています。個々で課題を抱えるのではなく、
同じ業務を行うメンバーでの話し合いの機会を持つことで、それぞれの課題を共通認識とし、
様々なアイデアが生まれ、問題を解決することができます。その結果として、チーム全体の
力が向上することにもつながっています。

 上長は、新人とのコミュニケーションを密にするよう心掛けています。出退勤時などに、自ら
気軽に声をかけて、話しやすい雰囲気を作っています。また、極力現場の巡回も行い、現場
の状況を把握するとともに、困ったことがあったらその場ですぐに報告できるような環境づくり
を行っています。積極的にコミュニケーションを取ることで、職員にとっても雰囲気のよい職場
となり、定着率アップにもつながっています。

（１）運営体制に関する基本的な考え方について
ア 効率的かつ安定的な運営体制の考え方について

よい人材がよい科学館を作ります 

よい職場環境を作るために 

スタッフのキャリアアップの推進

 新任従業員全員に対して、アテンダント業務（受付・案内、展示解説、ショップ、喫茶）研修を
行っています。全員が接客の基本業務を理解し、おもてなし力を持つとともに、繁忙時におけ
るマルチジョブでの業務応援体制を確立しています。

 コングレには社内に複数の接遇講師が在籍しています。定期的に接遇フォローアップ研修や
接遇チェックを実施します。

来館者サービス向上への取組み 
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３．管理運営 

さまざまな施設での運営業務における人材確保の実績を基に「①多くの応募者からよい資質を
持った人を厳選し」 「②よい研修を施し」 「③職員の意欲を維持・向上させる」ことをお約束しま
す。

② 人材育成について

 人材育成は3段階に分けて行い、横浜こども科学館にふさわしい人材を育成します 

様式13（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

（１）運営体制に関する基本的な考え方について
ア 効率的かつ安定的な運営体制の考え方について

採用時の基本研修例 

フォローアップ研修例

外部研修例 

よい土壌と種を選ぶ＝ 
    よい人材の採用 

Step 2 Step 1 

土壌・種 

Step 3 

栄 
養 

こまめに水を与える＝ 
    継続的な研修の徹底とフィードバック 

定期的に栄養を与え維持＝ 
   従事者のモラール維持 

栄
養
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様式13（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

全ての余白を0 カッコと数字は全角、
その他の英数字は半角

イ．危機管理及び個人情報保護の取組について

 安心・安全を最優先にした運営 

３．管理運営 

施設を取り巻く危機にはさまざまな内容があります。
どのような内容であるか速やかに判断して、状況に
応じて最善の緊急処置を講じるとともに、利用者
の被害を最小限にとどめ、迅速に対応します。そ
のためには、予想される非常事態の適切な予知と、
それに基づく平常時からの準備、また、緊急事態
が発生した場合の状況の把握、連絡調整、初期
の緊急処置の教育を事前に行うとともに、事前・事
後の対処に万全を期す体制づくりに引き続き取り
組みます。 

科学館の特徴や利用者の来館状況や行動などの予測を踏まえ、平時から予防に取り組みます。 

●日常の巡回による、危険箇所の発見と処置
館内及び周辺敷地内の危険箇所の把握や、施設内で発生する恐れがある潜在的なリス
クを把握するとともに、ハザードマップなどを作成し、日ごろから職員全員でリスク情報を
共有しています。そのうえで、巡回や作業時における安全管理を徹底します。

●24時間365日警備員または機械警備による監視

警備員の巡回や監視カメラ、機械警備等による監視により、火災・防犯・危険物・毒物の
持込み、および不審物の発見等、安全確保を図ります。

想定される危機に対して、①危機管理行動マニュアル、②災害時など
行動マニュアル、③個人情報保護マニュアルを整備しています。また、
研修や勉強会を通じ、類似事例などの発生状況および原因や対策の 
分析内容等を学習しながら、随時ブラッシュアップと改善に努めます。 各種管理マニュアル 

高 

損害の大きさ 災害等の発生頻度 

災害の発生頻度 

小 

低 

損
害
の
大
き
さ

大 地 震 

風水害 

津波・高潮 

竜巻・強風 

放 火 

テ ロ

危険物爆発 

雷 害 

火 災 

情報漏えい 

盗難・強盗 

停 電 

設備故障 

風評被害 

感染症 

電磁波 不審者 

不審物 

雪 害 

自然災害 

人的災害 その他 

事 故 

リスク ＝ × 

凡 例 

ケガ・風邪

（１）運営体制に関する基本的な考え方について
イ 危機管理及び個人情報保護の取組について

予防対策 

危機管理マニュアルの策定 

シニアの活躍による活力ある地域社会の実現を目指します。

危機管理行動
マニュアル

状況とケース別の危機発生時の対応方法
①管理部課との連携方法
②スタッフの役割分担、指示命令体系(避難誘導・救急措置・救助方法・事後対策)
③報告手順、被害状況把握、再発防止策等を記載し、研修・訓練等を通じスタッフへの周知徹底。
他の事例からの教訓や技術革新・利用形態の変化、運用に不具合が発生した場合、行政機関・専門機関から
の改善指導・新しい法令の制定・改正があった場合には、速やかに見直し追加により運用。

災害時行動
マニュアル

①統括維持管理責任者の指示命令の下で、予測される災害発生等緊急事態(火災・地震・台風･豪雨・不審
者・不審物)について、施設管理責任者と調整し、具体的な行動指針として策定。
②警報・注意報等の発令情報及び自然災害・気象等に関する情報収集に努め、利用者の安全確保を基準に
適切な施設・設備・事業等の停止・休止・利用制限等の安全措置に対する迅速な行動を実施。

個人情報保護
マニュアル

利用者の個人情報を取り扱う際には個人の権利利益を侵害することのない取扱いの規定
　「組織的」・「技術的」・「人的」・「物理的」な「情報安全管理４つの対策」に基づいた個人情報の取扱い。
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様式13（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

３．管理運営 

人的災害の
予防策

処理状況
の評価

物理的
予防対策

施策的
予防対策

緊急処置

原因解明

予測防御

発災

状況分析

人的災害の
予防策

処理状況
の評価

物理的
予防対策

施策的
予防対策

緊急処置

原因解明

予測防御

発災

状況分析

人的災害の予防には右図の管理サイクルにより災害発生
を未然に防ぐ事を前提とし、万が一発生した場合は速やか
な処置を行います。予防監視体制を整え、定期安全点
検・防災訓練など隣接施設および管理部課と連携した活
動を展開します。 

①危機管理行動マニュアル、②災害時など行動マニュアル、
③個人情報保護マニュアルを整備していることに加えて、
私どもが策定した「業務マニュアル」を準備しています。また、
これらの内容は、安全研修(教育)・訓練・職場ミーティング
等を通じ全スタッフへ周知徹底します。他の事例からの
教訓や利用形態の変化などで運用に不具合が発生した場
合、行政機関等からの改善指導の他、法令の制定・改正が
あった場合は、速やかに見直し・追加を行い実効性の高い
「業務マニュアル」として運用します。

●日常業務から想定される安全措置の再確認事項

維持管理業務では各々スタッフが、業務補完しあえる協業体制を構築します。防犯のみならず、
防災・緊急事態の発生に際しては横浜市と連携し、迅速かつ適切な対応を行います。不審者・
不審物の対応は、様々な人々が出入りする施設である事を考慮し、特に混雑時はお客様の安
全面を最優先した人員配置、及び環境を整えます。不審者を発見した場合は速やかに事務室
に連絡し、適切な処置を講じます。ただし施設や備品類を壊しているなど緊急の場合は、１次 
対応として複数スタッフにより制止します。  

防犯対策

火災対策

地震に備える

台風・豪雨・大雪等に備える

●施設内の定期・不定期巡回による犯罪やイタズラ等の抑止
効果の向上

●警察等の「不審者情報」サイト等の活用
●近隣交番とのコミュニケーション

（不審者情報やパトロール要請等）
●来館者への挨拶や声がけなど、日ごろの積極的コミュニケー
ション

●大金や貴重品は持込まない、ロッカーには鍵をかけるなどの
注意喚起

●落下、転倒などの危険箇所の確認と対策実施
●緊急地震速報の活用
●火気使用場所の整理整頓
●シャッター・エレベーター等の定期点検実施
●崩落、落下危険箇所の早期修繕
●非常用品の点検、補充
●防災情報メールサービスなどの情報チェック
と対策実施

●防災訓練への協働参加、火災発生時の対応行動訓練
●消防設備の定期点検の確実実施
●消火器、消火栓、火災報知機の操作方法習得
●原則、施設内火気使用禁止
●火元周辺・建物周辺に可燃物を置かない
●喫煙所の適宜チェック実施
●燃料・薬品の定められた使用保管の徹底

●飛散し易い物や倒れ易いい物の事前撤去や移動
●植栽、工作物等の養生や補強の実施
●早期帰宅の呼びかけなどによる被災回避
●施設利用制限、周知
●防災情報メールサービスなどの情報チェック
と対策実施

防犯対策

火災対策

地震に備える

台風・豪雨・大雪等に備える

●施設内の定期・不定期巡回による犯罪やイタズラ等の抑止
効果の向上

●警察等の「不審者情報」サイト等の活用
●近隣交番とのコミュニケーション

（不審者情報やパトロール要請等）
●来館者への挨拶や声がけなど、日ごろの積極的コミュニケー
ション

●大金や貴重品は持込まない、ロッカーには鍵をかけるなどの
注意喚起

●落下、転倒などの危険箇所の確認と対策実施
●緊急地震速報の活用
●火気使用場所の整理整頓
●シャッター・エレベーター等の定期点検実施
●崩落、落下危険箇所の早期修繕
●非常用品の点検、補充
●防災情報メールサービスなどの情報チェック
と対策実施

●防災訓練への協同参加、火災発生時の対応行動訓練
●消防設備の定期点検の確実実施
●消火器、消火栓、火災報知機の操作方法習得
●原則、施設内火気使用禁止
●火元周辺・建物周辺に可燃物を置かない
●喫煙所の適宜チェック実施
●燃料・薬品の定められた使用保管の徹底

●飛散し易い物や倒れ易い物の事前撤去や移動
●植栽、工作物等の養生や補強の実施
●早期帰宅の呼びかけなどによる被災回避
●施設利用制限、周知
●防災情報メールサービスなどの情報チェック
と対策実施

防犯対策

火災対策

地震に備える

台風・豪雨・大雪等に備える

●施設内の定期・不定期巡回による犯罪やイタズラ等の抑止
効果の向上

●警察等の「不審者情報」サイト等の活用
●近隣交番とのコミュニケーション

（不審者情報やパトロール要請等）
●来館者への挨拶や声がけなど、日ごろの積極的コミュニケー
ション

●大金や貴重品は持込まない、ロッカーには鍵をかけるなどの
注意喚起

●落下、転倒などの危険箇所の確認と対策実施
●緊急地震速報の活用
●火気使用場所の整理整頓
●シャッター・エレベーター等の定期点検実施
●崩落、落下危険箇所の早期修繕
●非常用品の点検、補充
●防災情報メールサービスなどの情報チェック
と対策実施

●防災訓練への協働参加、火災発生時の対応行動訓練
●消防設備の定期点検の確実実施
●消火器、消火栓、火災報知機の操作方法習得
●原則、施設内火気使用禁止
●火元周辺・建物周辺に可燃物を置かない
●喫煙所の適宜チェック実施
●燃料・薬品の定められた使用保管の徹底

●飛散し易い物や倒れ易いい物の事前撤去や移動
●植栽、工作物等の養生や補強の実施
●早期帰宅の呼びかけなどによる被災回避
●施設利用制限、周知
●防災情報メールサービスなどの情報チェック
と対策実施

防犯対策

火災対策

地震に備える

台風・豪雨・大雪等に備える

●施設内の定期・不定期巡回による犯罪やイタズラ等の抑止
効果の向上

●警察等の「不審者情報」サイト等の活用
●近隣交番とのコミュニケーション

（不審者情報やパトロール要請等）
●来館者への挨拶や声がけなど、日ごろの積極的コミュニケー
ション

●大金や貴重品は持込まない、ロッカーには鍵をかけるなどの
注意喚起

●落下、転倒などの危険箇所の確認と対策実施
●緊急地震速報の活用
●火気使用場所の整理整頓
●シャッター・エレベーター等の定期点検実施
●崩落、落下危険箇所の早期修繕
●非常用品の点検、補充
●防災情報メールサービスなどの情報チェック
と対策実施

●防災訓練への協同参加、火災発生時の対応行動訓練
●消防設備の定期点検の確実実施
●消火器、消火栓、火災報知機の操作方法習得
●原則、施設内火気使用禁止
●火元周辺・建物周辺に可燃物を置かない
●喫煙所の適宜チェック実施
●燃料・薬品の定められた使用保管の徹底

●飛散し易い物や倒れ易い物の事前撤去や移動
●植栽、工作物等の養生や補強の実施
●早期帰宅の呼びかけなどによる被災回避
●施設利用制限、周知
●防災情報メールサービスなどの情報チェック
と対策実施

（１）運営体制に関する基本的な考え方について
イ 危機管理及び個人情報保護の取組について

日常時の安全管理について 

 災害発生による緊急事態の予見回避義務（予測されることへの事前対応）に基づいた日常
的な予防保全対策

 警報・注意報などの発令情報及び自然災害・気象などに関する情報収集
 お客様の安全確保を最優先にした確実な避難誘導（避難経路の確認・応急処置など）

緊急時の基本行動 
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様式13（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

３．管理運営 

 

横浜市こども青少年局青少年育成課 

横浜こども 

科学館 

監督 

指示 
報告 

連絡 

磯子警察署 

磯子消防署 

横浜市保健所 

近隣病院 

交通機関 

報道機関 

協力 

連携 

情報 

提供 

◆現場確認
◆状況把握
◆対応・処置

2次災害防止

副館長（施設運営統括） 
（防火管理者） 

各部署 職員 

対応班 救出救護班 避難誘導班 状況連絡班 

安全 

確保 

保護 

要請 

近隣施設 

連絡 

（株）コングレ 

（株）NTTファシリティーズ 
南関東支店・本社 

連絡 

応援 

来館者 

■連絡体制図

敷地・建物が大規模であることから、緊急事態が発生した場合でも、その情報伝達に死角が生じや
すいことを考慮し、平常時および緊急事態発生時における役割分担を明確にした防災組織を確立
しています。また、平常時における定期結果報告等のチェック及び定期防災訓練により、全従業員
が役割を常に意識をしています。 
平常時から、救急・消防、警察、病院、ライフライン関係などの関係各機関などへの緊急要請・連
絡調整および受け入れ体制を整備します。 
連絡体制は、従業員に周知徹底させ、速やかに関係各方面に連絡ができるような仕組みにしてい
ます。 

火災時に初期消火活動が行えるよう所定の位置に各種資機材を備えます。
また、緊急避難時の水道やトイレ等の給排水、飲料水等の確保に努めます。
降雪時や路面凍結時には、来館者の歩行や移動に支障がないよう、除雪や安全誘導・表示
を行います。

来館者が安全に避難するための手段を確保し、防火扉の確実な稼動、エレベーターの安全停
止や電気・ガス、空調、AV機器等の動作による危険防止策など、危機管理マニュアルに基づ
き、の対応を行います。

万が一停電した時には、来館者に運転再開状況の説明を行うとともに、電源の復旧と各設備・
機器類の初期設定を迅速に行います。

●緊急時の体制

●建物・設備機器の対応

●清掃・衛生管理等環境衛生の対応

（１）運営体制に関する基本的な考え方について
イ 危機管理及び個人情報保護の取組について

役割分担と連絡体制、地域との密接な連携 
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様式13（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

３．管理運営 

私どもは災害・事故発生時の被害や損失を最小限に抑えるための意識醸成の取組や訓練を 
今後も継続的に実施します。 
また、普通救命講習（心肺蘇生法、止血法、体位管理、応急措置、AED講習など）を全職員が 
受講し、不慮の事故に備えます。職員全員が実用できる知識とより確かな技術を習得し、緊急 
時の対応力を高めています。館内の数か所にAEDを設置し、緊急時に備えています。 

消防訓練 

私どもは、徹底した事故防止対策を行っています。しかし万が一の事態に備えて 
施設賠償責任保険（指定管理者特約条項付き・保険金額１億円以上）へ加入しています。 
また、近年大きな問題として取りあげられている情報漏洩に備えて、個人情報漏洩賠償保険 
にも加入しています。 

救急救命措置（心肺蘇生） 

起震車体験 

搬送法実地訓練 

●実際の防災訓練の例

（１）運営体制に関する基本的な考え方について
イ 危機管理及び個人情報保護の取組について

職員の防災訓練、研修 

施設賠償責任保険への加入 
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様式13（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

３．管理運営 

私どもは、「個人情報保護法」および「横浜市個人情報の保護に関する条例」など関係法規の適用
規程を遵守し、保有する個人情報の取り扱いに細心の注意を払い、以下の方法で適切な管理運
営に努めます。 

●個人情報保護責任者の明確化

●個人情報保護研修の実施

●個人情報保護ルールの明確化

プライバシーマーク取得企業であるコングレは、横浜こども科学館に個人情報保護管理責任者

（副館長）を配置し、本社指導のもと、職員研修・教育の実施および定期的な監査を実施、

ルール運用の徹底や知識の定着・補充、意識の維持向上を図ります。

また、新任者やボランティア等の配置の際には、そのつど教育します。

①外来者の事務室入室の際には来訪者記録簿の記入を実施し、情報漏洩防止に努めます。

②個人情報をパソコンで扱うデジタルデータはパスワードを設定し、特定のパソコン･特定の管理

者を定めて管理し、定期的にシステム管理者がチェックします。外部からの不正アクセスによ

る情報漏洩を防ぐため、ネットワークとは物理的に分離するなどの措置をとります。

③デジタルデータ以外の媒体（主に紙）の取り扱いについては、施錠可能な保管場所にて一元

管理いたします。その際も外部への持ち出しなどのないように、使用履歴を必ず記録するよう

義務付けます。

本事業体は、管理ルールを整備して個人情報保護責任者を明確にした対応を実施します。 

個人情報の取り扱いに当たり、個人情報保護法を遵守するとともに、公の施設を管理運営する

という公共性を担保する立場から、横浜市個人情報の保護に関する条例などの目的に沿った

対応を実施します。 

万が一の情報漏洩に備えて、個人情報漏洩賠償保険に加入し、賠償責任を果たします。

●個人情報漏洩への予防と対策

コングレは、財団法人日本情報処理開発協会によって運用され

ている「プライバシーマーク」の認証を平成17年6月に取得しまし

た。プライバシーマークの使用は、個人情報保護に関する方針や

規定（コンプライアンス・プログラム）を定めた上で教育、周知およ

び内部監査を実施、更に文書審査、現地調査に合格した事業者

のみが受けられる非常に厳しい制度です。

「ISMS認証書」 

ＮＴＴファシリティーズでは、ＩＳＭＳ（情

報セキュリティマネージメントシステ

ム）認証取得企業として、各種施設

情報の取り扱いは指定管理者に課

せられた重要なコンプライアンスと認

識し、適正に管理します。

 個人情報の保護に対する取組について 

まもなく導入されるマイナンバーに対しても、準備委員会を設置しています。
●マイナンバー導入への取組

勤務先で業務を行う際に機密情報や個人情報(以下機密情報等という)を取扱う場合は、勤務先の規程

や規則に従う必要があります。機密情報等の取扱いについてわからないことがある場合は、

必ずディレクターの判断を仰ぎましょう。

◆紛失等の防止

業務を通じて知り得た機密情報等について、

以下の行為は厳禁です。

・勤務先に無断で第三者に話す。

・社外へ持ち出す。

・業務以外の目的に使用する。

口頭の情報にも、機密情報等が含まれる場合があります。

施設内でもエレベーターやトイレの中での会話には、

注意してください。

勤務先で見聞きしたことをブログやツイッター等に書込む

等の行為は情報漏洩にあたります。

◆漏洩の禁止

機密情報等の紛失等のリスクが高い場所

⇒ 受付ブース／事務所

書類や記録媒体を机上に放置せず、

キャビネットや引出しに施錠保管

してください。

◆保管

機密情報等を保存するパソコン

⇒ ・引出し等に施錠保管

・セキュリティワイヤーロック等で机に固定

ディレクターを通じ、勤務先と相談してください。

機密情報・個人情報の保護マニュアル

◆機密情報と個人情報
勤務先で業務を行う際に取扱う情報には、勤務先や当社の

営業秘密や個人情報が含まれています。

営業秘密 ⇒ 事業活動に有用な技術上または営業上の

情報で、公然と知られていないもの

個人情報 ⇒ 生存する個人に関する情報であって、

特定の個人を識別することができるもの

【例】入場者情報、年間パスポート購入申込書／顔写真、
団体予約申込書、記名式アンケート、ディレクター・
スタッフの氏名・連絡先等

機密情報等が含まれる書類やCD-R 等を

カバンに入れて持ち運ぶ場合

⇒紛失や盗難に遭わないよう、常に

手元から離さないでください。

USBメモリーは、小さくて紛失の

危険性が高いため、使用を禁止する

企業・団体が増えています。

勤務先のルールに従ってください。

◆返却または廃棄

機密情報等が記録された書類や媒体は、勤務先に返却

するか、勤務先の了解のもと、廃棄してください。

＜廃棄方法 例＞

・書類はシュレッダーを使用

・CD-R等の記録媒体はハサミを入れる

など物理的に破壊

◆パソコンの取扱い
・機密情報等をパソコンに保存する場合

⇒パスワードの設定／暗号化を行う。

・利用中のパソコンから長時間離れるときは、第三者が

無断でパソコンを利用し、データに不正にアクセス

できないよう、以下のように対応してください。

⇒電源を切る／ログオフする

／スクリーンセーバーを設定するなど、

ファイル交換ソフト等を業務用のパソコンに

インストールしてはいけません。

◆メールの取扱い
ＣＣとＢＣＣ
相手に他の宛先（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）を知られたくない場合

ＣＣ(カーボンコピー) ×

⇒ ＢＣＣ(ブラインド・カーボンコピー) ○

ファイルの添付

機密情報等を含んだファイルをメールに

添付して送る際は、以下の点に注意します。

① 添付ファイルにパスワードを設定

② パスワードは添付ファイルと別メールで送信

◆ＦＡＸの取扱い

機密情報等が記録された書類をＦＡＸで送信する場合は、
誤送信を防ぐため、以下のように対応してください。

・短縮ダイヤルの機能を活用
・送信前にＦＡＸ番号をダブルチェック

また送信の前後には送信先に確認の電話をしてください。

◆個人情報を漏洩等した場合の罰則

個人情報を漏洩等した場合には、就業規則等に基づき、懲戒処分を受ける可能性があります。また、指定管理など

公の施設で勤務している者が個人情報を漏洩等した場合、条例に基づき、懲役または罰金が科される場合があります。

「個人情報保護マニュアル」（一部） 

（１）運営体制に関する基本的な考え方について
イ 危機管理及び個人情報保護の取組について

個人情報保護に対する取組 
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様式13（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

３．管理運営 

●条例を遵守

●積極的な公開への姿勢

●ホームページにおける告知

国の定めた「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」及び「横浜市の保有する情報の
公開に関する条例」を遵守いたします。横浜こども科学館に係る情報については、行政機関の
代行者としての自覚を明確に持ち、行政文書の公開を請求する権利を十分に尊重し、以下の
方針に基づき情報公開を適正に行います。
またその際、個人の情報が不適切に公開されることのないよう最大限の配慮をします。

「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」に基づき横浜市は、別途示す「標準規定」に
準拠して「情報公開規定」を作成しています。開示請求があった際には、この情報公開規定に
則り、適切に対応することを基本とします。
但し、個人情報に関するものや、公開することで法人や個人の競争上の地位、財産権その他
正当な利益を害するおそれがあるような情報に関しては、非公開として対応します。
明確な判断が行えない場合は、横浜市情報公開・個人情報保護審査会との協議を通し、
対応します。

横浜こども科学館における「個人情報保護
方針」を策定し、横浜こども科学館の公式
ホームページに掲載しています。今後も
継続してまいります。

●肖像権への配慮

取材実施時、ホームページ掲載の際にも、
個人情報・肖像権に配慮した対応を行います。

副館長（個人情報保護管理責任者） 

各職員 

外部委託業者等 

利用者・来館者 

監督 

指示 

報告 

相談 

監督 

指示 

報告 

相談 

対応 
マニュアルに
基づく運用

周知徹底 

定期的監査 

方針の策定 

研修 

再教育 

横浜こども科学館 HP 
「個人情報の取り扱い」 

（１）運営体制に関する基本的な考え方について
イ 危機管理及び個人情報保護の取組について

個人情報の取扱い手順 

情報公開についての考え方および具体的な取組 
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ア．収支計画と無駄な支出の抑制策について

3．管理運営 （２）収支計画について
ア 収支計画と無駄な支出の抑制策について

入館者・入場者増と事業の拡大により増収を目指します。 

（２）収支計画について

過去4年間は、工夫と努力により収入を少しずつ上げてまいりました。
特に事業については、内容の充実を図ることができ、大幅な収入増を達成いたしました、
2014年度、2015年度の実績をベースに次期5年間では、前述した目標を達成することにより、
利用料金と事業収入で大幅な増収を見込んでいます。
もちろん増収にともなって支出も増えますが、その増収分によって展示の改修や事業の拡大等
による支出をカバーできると考えております。
また、指定管理料も消費税を除く金額で、現状を下回る額をご提案します。
今回立案した実施計画を着実に実行することにより収支計画を達成し、横浜こども科学館や
地域の発展に貢献してまいります。

① 収支計画

経費削減と利用者サービスの向上は相反する要素を持ち合わせており、行き過ぎた効率化が
サービスレベルの低下をもたらすのであれば、それは決して私どもの望むところではありません。
しかしながら、効率化によって生みだされた時間やコストを新たなサービスに使うことができれば、
来館者にとっての利益につながると考えております。
効率的な運営が最終目標ではなく、効率的な運営に加えたサービスの向上こそが私どもの目
指すところであります。
前述したとおり「マルチスタッフ」を育成し、各分野に精通した質の高い職員を育成することで、
サービスの向上と効率的な人員配置を実現することができます。
無理な人員削減や経費削減をすることなく、日常の工夫やノウハウによって光熱水費を減らす
など、横浜こども館全体で無駄な支出の抑制に取り組みます。

② 無駄な支出の抑制策

様式14（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

過去4年間よりも増額が見込まれる経費 

 人件費 ：サービス向上のための増員、昇給 
 展示室費 ：展示物のリニューアル 
 ボランティア経費 ：教室等の充実にともなう増員による交通費等 
 通信・運搬費 ：小学校等へのチラシの配架 
 展示室費を含む事業費 ：事業の充実と拡大

積極的に削減に取組む経費 

 光熱水費 ：日常の工夫やESCO事業者との連携強化 
 修繕費・特別修繕費 ：予防保全などの徹底 
 全体 ：これまでのノウハウを活かして推進 



様式14（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

イ．財務経営状況について

これまで横浜こども科学館は、約80施設の管理・運営の実績のあるコングレと、NTTの100％子会社
であり、建物維持管理のノウハウを持つNTTファシリティーズが協力し、指定管理者として運営してまい
りました。現場に常駐している従業員だけではなく、それぞれの会社が総力をあげて引き続きバック
アップしていきます。
両社の詳しい財務状況については、財務諸表をご参照ください。

① 株式会社コングレ

コングレは、2008年北海道洞爺湖サミット、2012年IMF・世銀総会などの大型国際会議、日本
で開かれた国際学会の中で史上最多・約２万人の参加者があった2014年国際眼科学会
（WOC2014）をはじめとする学術会議など、多くの会議運営を手掛けています。また、全国で
約80の施設運営を行っており、現在では東京と大阪に自社直営で三つの会議施設の運営を
行っています。

3．管理運営 

ナレッジキャピタル
「コングレコンベンションセンター」（大阪） 

右：「コングレスクエア 
中野」 

左：「コングレスクエア 
  日本橋」 

② 株式会社NTTファシリティーズ

ＮＴＴファシリティーズは、日本電信電話㈱（ＮＴＴ）の１００％出資子会社として、資本金は１２４
億円、売上高も２､０００億円を超え、創業以来２３期連続で、黒字経営を継続しております。
民間の信用調査会社からも６７点の高い評価を受ける健全な財務状況からも、継続的に安定
した業務実施が可能であり、本施設の指定管理者として安心して維持管理業務をお任せいた
だけることと自負しております。
特に、ここ数年は環境分野への事業に注力し、メガソーラ事業（太陽光発電）の需要拡大により
対前期比＋５％、＋７％と売上を伸ばし、良好な経営環境を継続しています。

【特色・近況】国際会議、展示会、イベ
ントの企画運営で業界首位。コングレコ
ンベンションセンターをはじめとする自
社施設の経営安定化に強み。全国の
MICE施設への取組にも注力。大型国
際会議、医学界からの受注も順調。

（２）収支計画について
イ 財務経営状況について
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様式14-1

単独団体名・共同事業体名

施設名

(１) 収入 ※指定管理料を除いた金額。 （単位　千円、税込み）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合計 備考

121,850 124,390 126,510 129,050 131,590 633,390

82,000 87,000 87,000 87,000 87,000 430,000

教室事業 6,000 10,000 10,000 10,000 10,000 46,000

企画事業 19,000 20,000 20,000 20,000 20,000 99,000

屋外駐車場事業 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 65,000

目的外事業 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 210,000

その他事業 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000

203,850 211,390 213,510 216,050 218,590 1,063,390

(2) 支出 （単位　千円、税込み）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合計 備考

289,250 319,790 327,410 334,450 336,990 1,607,890

人件費 150,020 152,020 154,020 156,020 158,020 770,100

修繕費・特別修繕費 9,600 3,600 3,600 3,600 3,600 24,000

設備管理費・清掃費 37,200 44,700 44,700 44,700 44,700 216,000

保安警備費 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 54,500

光熱水費 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 127,500

外構・植栽管理費・廃棄物処理費 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 5,150

広報費 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000

印刷製本費 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 35,000

通信・運搬費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000

備品購入費 4,000 2,500 2,000 2,000 1,500 12,000

消耗品費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000

保険料 100 100 100 100 100 500

使用料・賃借料 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 33,000

委託料 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 55,500

旅費交通費 400 400 400 400 400 2,000

ボランティア経費 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 14,000

研修費・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰボード開催費 500 500 500 500 500 2,500

一般管理費 2,000 28,500 34,000 38,500 39,000 142,000

公租公課費 11,900 12,400 12,500 12,600 12,700 62,100

その他 400 440 460 400 340 2,040

116,000 93,000 87,500 83,000 83,000 462,500

教室事業 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000 28,000

企画事業 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 70,000

屋外駐車場事業 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 40,000

目的外事業 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 140,000

展示室費 40,000 15,000 9,500 5,000 5,000 74,500

宇宙劇場費 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 110,000

405,250 412,790 414,910 417,450 419,990 2,070,390

(3) 指定管理料 （単位　千円、税込み）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合計 備考

201,400 201,400 201,400 201,400 201,400 1,007,000

コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

横浜こども科学館

収支予算書

項
目

①維持管理運営費用

項

目

１　総括表

項　　　　目

①利用にかかる料金収入

指定管理料＝（支出（Ｂ）－収入（Ａ））

※自主事業の内訳は、様式14-4、14-5の事業ごとに記載してください。

合計（①＋②）（Ｂ）

②自主事業による収入

②自主事業による経費

合計（①＋②）（Ａ）

項　　　　目

項　　　　目

項
目
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

横浜こども科学館

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

合計金額

121,850

121,850

90,000人 36,000

50,000人 10,000

49,000人 0

土曜日： 15,000人 0

その他： 24,000人 0

企画： 5,000人 0

大人： 4,000人 1,440

小人： 32,000人 5,120

15,000人 0

減免 団体： 26,000人 0

5,000人 4,000

3,000人 1,200

310,000人 57,760

55,000人 33,000

59,000人 17,700

8,000人 0

減免 その他： 500人 0

4,500人 2,430

41,500人 9,960

減免 団体： 6,500人 0

175,000人 63,090

屋内駐車場利用料 1,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

合計金額

121,850

201,400

323,250

入場料

利用にかかる料金収入 （Ａ）

収入合計　  （Ａ）＋（Ｂ）

指定管理料  （Ｂ）

団
体

大人：

小人：

駐車場収入

内　 　訳

計

定
期

大人：

小人：

計

個
人

大人：

小人：

幼児：

幼児：

入館料

個
人

大人：

減
免

団
体

有
料

幼稚園：

小人：

様式14-2

２　指定管理・収入の部（平成28年度）　　※指定管理料を除く。

① 利用にかかる料金収入

合計　 　（Ａ）

収支予算書

施設名

内　 　訳
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

横浜こども科学館

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

合計金額

124,390

124,390

92,000人 36,800

52,000人 10,400

49,000人 0

土曜日： 15,000人 0

その他： 24,000人 0

企画： 5,000人 0

大人： 4,000人 1,440

小人： 32,500人 5,200

15,500人 0

減免 団体： 26,000人 0

5,100人 4,080

3,100人 1,240

315,000人 59,160

56,000人 33,600

60,000人 18,000

8,000人 0

減免 その他： 500人 0

4,500人 2,430

42,500人 10,200

減免 団体： 6,500人 0

178,000人 64,230

屋内駐車場利用料 1,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

合計金額

124,390

201,400

325,790

計

入場料

収入合計　  （Ａ）＋（Ｂ）

駐車場収入

内　 　訳

利用にかかる料金収入 （Ａ）

指定管理料  （Ｂ）

個
人

大人：

小人：

幼児：

団
体

大人：

小人：

有
料

幼稚園：

定
期

大人：

小人：

計

① 利用にかかる料金収入

入館料

個
人

大人：

小人：

幼児：

減
免

団
体

施設名

収支予算書

２　指定管理・収入の部（平成29年度）　　※指定管理料を除く。

内　 　訳

合計　 　（Ａ）

様式14-2
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

横浜こども科学館

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

合計金額

126,510

126,510

94,000人 37,600

54,000人 10,800

49,000人 0

土曜日： 15,000人 0

その他： 24,000人 0

企画： 5,000人 0

大人： 4,000人 1,440

小人： 33,000人 5,280

16,000人 0

減免 団体： 26,000人 0

5,200人 4,160

3,200人 1,280

320,000人 60,560

56,500人 33,900

61,000人 18,300

8,000人 0

減免 その他： 500人 0

4,500人 2,430

43,000人 10,320

減免 団体： 6,500人 0

180,000人 64,950

屋内駐車場利用料 1,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

合計金額

126,510

201,400

327,910

計

入場料

指定管理料  （Ｂ）

収入合計　  （Ａ）＋（Ｂ）

大人：

小人：

駐車場収入

内　 　訳

利用にかかる料金収入 （Ａ）

入館料

個
人

小人：

計

個
人

大人：

小人：

幼児：

団
体

大人：

小人：

幼児：

減
免

団
体

有
料

幼稚園：

定
期

大人：

内　 　訳

合計　 　（Ａ）

① 利用にかかる料金収入

様式14-2

施設名

収支予算書

２　指定管理・収入の部（平成30年度）　　※指定管理料を除く。
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

横浜こども科学館

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

合計金額

129,050

129,050

96,000人 38,400

56,000人 11,200

49,000人 0

土曜日： 15,000人 0

その他： 24,000人 0

企画： 5,000人 0

大人： 4,000人 1,440

小人： 33,500人 5,360

16,500人 0

減免 団体： 26,000人 0

5,300人 4,240

3,300人 1,320

325,000人 61,960

57,500人 34,500

62,000人 18,600

8,000人 0

減免 その他： 500人 0

4,500人 2,430

44,000人 10,560

減免 団体： 6,500人 0

183,000人 66,090

屋内駐車場利用料 1,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

合計金額

129,050

201,400

330,450

計

入場料

収入合計　  （Ａ）＋（Ｂ）

駐車場収入

内　 　訳

利用にかかる料金収入 （Ａ）

指定管理料  （Ｂ）

個
人

大人：

小人：

幼児：

団
体

大人：

小人：

有
料

幼稚園：

定
期

大人：

小人：

計

① 利用にかかる料金収入

入館料

個
人

大人：

小人：

幼児：

減
免

団
体

収支予算書

２　指定管理・収入の部（平成31年度）　　※指定管理料を除く。

内　 　訳

合計　 　（Ａ）

様式14-2

施設名
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

横浜こども科学館

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

合計金額

131,590

131,590

98,000人 39,200

58,000人 11,600

49,000人 0

土曜日： 15,000人 0

その他： 24,000人 0

企画： 5,000人 0

大人： 4,000人 1,440

小人： 34,000人 5,440

17,000人 0

減免 団体： 26,000人 0

5,400人 4,320

3,400人 1,360

330,000人 63,360

58,500人 35,100

63,000人 18,900

8,000人 0

減免 その他： 500人 0

4,500人 2,430

45,000人 10,800

減免 団体： 6,500人 0

186,000人 67,230

屋内駐車場利用料 1,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

合計金額

131,590

201,400

332,990

計

入場料

指定管理料  （Ｂ）

収入合計　  （Ａ）＋（Ｂ）

大人：

小人：

駐車場収入

内　 　訳

利用にかかる料金収入 （Ａ）

定
期

大人：

小人：

計

個
人

大人：

小人：

幼児：

団
体

入館料

個
人

大人：

小人：

幼児：

減
免

団
体

有
料

幼稚園：

内　 　訳

合計　 　（Ａ）

① 利用にかかる料金収入

様式14-2

施設名

収支予算書

２　指定管理・収入の部（平成32年度）　　※指定管理料を除く。
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

施設名

３　指定管理・支出の部（平成28年度） （単位　千円、税込み）

合計金額

289,250

館長（非常勤） 1 名 3,600 3,600

副館長（統括） 1 名 8,000 8,000

課長 3 名 6,000 18,000

職員 31 名 3,000 93,000

施設管理担当課長 1 名 5,800 5,800

施設管理担当 1 名 4,200 4,200

非常勤顧問 4 名 1,000 4,000

運営非常勤職員（長期） 9 名 1,000 9,000

運営非常勤職員（短期） 3,220

福利厚生費 1,200 1,200

修繕費 3,600

特別修繕費 6,000

設備管理費・清掃費 37,200

保安警備費 10,900

光熱水費 25,500

外構・植栽管理費 1,030

廃棄物処理費 0

広報費 2,000

印刷製本費 6,000

通信・運搬費 5,000

備品購入費 4,000

消耗品費 3,000

保険料 100

使用料・賃借料 6,600

委託料 11,100

旅費交通費 400

ボランティア経費 2,000

研修費・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰボード開催費 500

一般管理費 2,000

公租公課費 11,900

その他 400

備品（コピー機、券売機、PC、冷蔵庫他リース料金等

展示物の保守について再委託

職員の交通費

ボランティア活動支援経費等

パンフレット、チラシ等

消費税

※１　次の例を参考に記載してください。
 人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※２　必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

ホームページ立上げ

展示、教室備品他

収支予算書

項

目

職員の社内研修・外部研修費

本部経費

ホームページ等

常駐警備、機械警備

電話・FAX・インターネット回線料、郵送費、宅急便等

様式14-3

横浜こども科学館

人件費

60万円以下の修繕費

積　算　内　訳

① 維持管理運営費用

B1休憩室、外案内版等

建物・設備点検費、清掃費

教室、運営、事務用品等

施設保険

電力はエネット料金で想定

外構・植栽業務費

清掃費に含む
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

施設名

３　指定管理・支出の部（平成29年度） （単位　千円、税込み）

合計金額

319,790

館長（非常勤） 1 名 3,600 3,600

副館長（統括） 1 名 8,000 8,000

課長 3 名 6,150 18,450

職員 31 名 3,050 94,550

施設管理担当課長 1 名 5,800 5,800

施設管理担当 1 名 4,200 4,200

非常勤顧問 4 名 1,000 4,000

運営非常勤職員（長期） 9 名 1,000 9,000

運営非常勤職員（短期） 3,220

福利厚生費 1,200 1,200

修繕費 3,600

設備管理費・清掃費 44,700

保安警備費 10,900

光熱水費 25,500

外構・植栽管理費 1,030

廃棄物処理費 0

広報費 2,000

印刷製本費 6,500

通信・運搬費 5,000

備品購入費 2,500

消耗品費 3,000

保険料 100

使用料・賃借料 6,600

委託料 11,100

旅費交通費 400

ボランティア経費 3,000

研修費・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰボード開催費 500

一般管理費 28,500

公租公課費 12,400

その他 440

職員の社内研修・外部研修費

本部経費

消費税

雑費

※１　次の例を参考に記載してください。
 人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※２　必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

教室、運営、事務用品等

施設保険

備品（コピー機、券売機、PC、冷蔵庫他リース料金等

展示物の保守について再委託

職員の交通費

ボランティア活動支援経費等

外構・植栽業務費

清掃費に含む

ホームページ等

パンフレット、チラシ等

電話・FAX・インターネット回線料、郵送費、宅急便等

展示、教室備品他

収支予算書

積　算　内　訳

① 維持管理運営費用

項

目

人件費

60万円以下の修繕費

建物・設備点検費、清掃費

常駐警備、機械警備

電力はエネット料金で想定

横浜こども科学館

様式14-3
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

施設名

３　指定管理・支出の部（平成30年度） （単位　千円、税込み）

合計金額

327,410

館長（非常勤） 1 名 3,600 3,600

副館長（統括） 1 名 8,000 8,000

課長 3 名 6,300 18,900

職員 31 名 3,100 96,100

施設管理担当課長 1 名 5,800 5,800

施設管理担当 1 名 4,200 4,200

非常勤顧問 4 名 1,000 4,000

運営非常勤職員（長期） 9 名 1,000 9,000

運営非常勤職員（短期） 3,220

福利厚生費 1,200 1,200

修繕費 3,600

設備管理費・清掃費 44,700

保安警備費 10,900

光熱水費 25,500

外構・植栽管理費 1,030

廃棄物処理費 0

広報費 2,000

印刷製本費 7,000

通信・運搬費 5,000

備品購入費 2,000

消耗品費 3,000

保険料 100

使用料・賃借料 6,600

委託料 11,100

旅費交通費 400

ボランティア経費 3,000

研修費・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰボード開催費 500

一般管理費 34,000

公租公課費 12,500

その他 460

※１　次の例を参考に記載してください。
 人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※２　必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

職員の交通費

ボランティア活動支援経費等

職員の社内研修・外部研修費

本部経費

消費税

雑費

電話・FAX・インターネット回線料、郵送費、宅急便等

展示、教室備品他

教室、運営、事務用品等

施設保険

備品（コピー機、券売機、PC、冷蔵庫他リース料金等

展示物の保守について再委託

項

目

人件費

60万円以下の修繕費

建物・設備点検費、清掃費

常駐警備、機械警備

電力はエネット料金で想定

外構・植栽業務費

清掃費に含む

ホームページ等

パンフレット、チラシ等

様式14-3

横浜こども科学館

収支予算書

積　算　内　訳

① 維持管理運営費用
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

施設名

３　指定管理・支出の部（平成31年度） （単位　千円、税込み）

合計金額

334,450

館長（非常勤） 1 名 3,600 3,600

副館長（統括） 1 名 8,000 8,000

課長 3 名 6,450 19,350

職員 31 名 3,150 97,650

施設管理担当課長 1 名 5,800 5,800

施設管理担当 1 名 4,200 4,200

非常勤顧問 4 名 1,000 4,000

運営非常勤職員（長期） 9 名 1,000 9,000

運営非常勤職員（短期） 3,220

福利厚生費 1,200 1,200

修繕費 3,600

設備管理費・清掃費 44,700

保安警備費 10,900

光熱水費 25,500

外構・植栽管理費 1,030

廃棄物処理費 0

広報費 2,000

印刷製本費 7,500

通信・運搬費 5,000

備品購入費 2,000

消耗品費 3,000

保険料 100

使用料・賃借料 6,600

委託料 11,100

旅費交通費 400

ボランティア経費 3,000

研修費・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰボード開催費 500

一般管理費 38,500

公租公課費 12,600

その他 400雑費

※１　次の例を参考に記載してください。
 人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※２　必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

展示物の保守について再委託

職員の交通費

ボランティア活動支援経費等

職員の社内研修・外部研修費

本部経費

消費税

パンフレット、チラシ等

電話・FAX・インターネット回線料、郵送費、宅急便等

展示、教室備品他

教室、運営、事務用品等

施設保険

備品（コピー機、券売機、PC、冷蔵庫他リース料金等

① 維持管理運営費用

項

目

人件費

60万円以下の修繕費

建物・設備点検費、清掃費

常駐警備、機械警備

電力はエネット料金で想定

外構・植栽業務費

清掃費に含む

ホームページ等

様式14-3

横浜こども科学館

収支予算書

積　算　内　訳
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

施設名

３　指定管理・支出の部（平成32年度） （単位　千円、税込み）

合計金額

336,990

館長（非常勤） 1 名 3,600 3,600

副館長（統括） 1 名 8,000 8,000

課長 3 名 6,600 19,800

職員 31 名 3,200 99,200

施設管理担当課長 1 名 5,800 5,800

施設管理担当 1 名 4,200 4,200

非常勤顧問 4 名 1,000 4,000

運営非常勤職員（長期） 9 名 1,000 9,000

運営非常勤職員（短期） 3,220

福利厚生費 1,200 1,200

修繕費 3,600

設備管理費・清掃費 44,700

保安警備費 10,900

光熱水費 25,500

外構・植栽管理費 1,030

廃棄物処理費 0

広報費 2,000

印刷製本費 8,000

通信・運搬費 5,000

備品購入費 1,500

消耗品費 3,000

保険料 100

使用料・賃借料 6,600

委託料 11,100

旅費交通費 400

ボランティア経費 3,000

研修費・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰボード開催費 500

一般管理費 39,000

公租公課費 12,700

その他 340

本部経費

消費税

雑費

※１　次の例を参考に記載してください。
 人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※２　必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

施設保険

備品（コピー機、券売機、PC、冷蔵庫他リース料金等

展示物の保守について再委託

職員の交通費

ボランティア活動支援経費等

職員の社内研修・外部研修費

清掃費に含む

ホームページ等

パンフレット、チラシ等

電話・FAX・インターネット回線料、郵送費、宅急便等

展示、教室備品他

教室、運営、事務用品等

積　算　内　訳

① 維持管理運営費用

項

目

人件費

60万円以下の修繕費

建物・設備点検費、清掃費

常駐警備、機械警備

電力はエネット料金で想定

外構・植栽業務費

様式14-3

横浜こども科学館

収支予算書
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

施設名 横浜こども科学館

４　自主事業・収入の部（平成28年度） 　（単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

82,000

教室事業 洋光台サイエンスクラブ収入 6,000

企画事業
ＰＣ教室収入
科学工作教室収入
その他企画展等収入

19,000

屋外駐車場事業 屋外駐車場収入 13,000

目的外事業 館内ショップ、カフェ売上、自動販売機収入 42,000

その他事業 その他収入 2,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

収支予算書

項

目

様式14-4

② 自主事業による収入
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

施設名 横浜こども科学館

４　自主事業・収入の部（平成29年度） 　（単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

87,000

教室事業 洋光台サイエンスクラブ収入 10,000

企画事業
ＰＣ教室収入
科学工作教室収入
その他企画展等収入

20,000

屋外駐車場事業 屋外駐車場収入 13,000

目的外事業 館内ショップ、カフェ売上、自動販売機収入 42,000

その他事業 その他収入 2,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

収支予算書

② 自主事業による収入

項

目

様式14-4
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

施設名 横浜こども科学館

４　自主事業・収入の部（平成30年度） 　（単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

87,000

教室事業 洋光台サイエンスクラブ収入 10,000

企画事業
ＰＣ教室収入
科学工作教室収入
その他企画展等収入

20,000

屋外駐車場事業 屋外駐車場収入 13,000

目的外事業 館内ショップ、カフェ売上、自動販売機収入 42,000

その他事業 その他収入 2,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

② 自主事業による収入

項

目

様式14-4

収支予算書
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

施設名 横浜こども科学館

４　自主事業・収入の部（平成31年度） 　（単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

87,000

教室事業 洋光台サイエンスクラブ収入 10,000

企画事業
ＰＣ教室収入
科学工作教室収入
その他企画展等収入

20,000

屋外駐車場事業 屋外駐車場収入 13,000

目的外事業 館内ショップ、カフェ売上、自動販売機収入 42,000

その他事業 その他収入 2,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

② 自主事業による収入

項

目

様式14-4

収支予算書
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

施設名 横浜こども科学館

４　自主事業・収入の部（平成32年度） 　（単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

87,000

教室事業 洋光台サイエンスクラブ収入 10,000

企画事業
ＰＣ教室収入
科学工作教室収入
その他企画展等収入

20,000

屋外駐車場事業 屋外駐車場収入 13,000

目的外事業 館内ショップ、カフェ売上、自動販売機収入 42,000

その他事業 その他収入 2,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

項

目

様式14-4

収支予算書

② 自主事業による収入
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

施設名

５　自主事業・支出の部（平成28年度） （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

116,000

教室事業 洋光台サイエンスクラブ事業費、人件費 4,000

企画事業
PC教室事業費、人件費
科学工作教室事業費、人件費
その他企画展費、人件費

14,000

屋外駐車場事業 屋外駐車場賃借料、人件費 8,000

目的外事業 館内ショップ、カフェ原材料費、自動販売機経費、人件費 28,000

展示室費 展示物保守、制作費 40,000

宇宙劇場費 プラネタリウム保守、番組制作費 22,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

項

目

様式14-5

収支予算書

② 自主事業による経費

横浜こども科学館
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

施設名

５　自主事業・支出の部（平成29年度） （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

93,000

教室事業 洋光台サイエンスクラブ事業費、人件費 6,000

企画事業
PC教室事業費、人件費
科学工作教室事業費、人件費
その他企画展費、人件費

14,000

屋外駐車場事業 屋外駐車場賃借料、人件費 8,000

目的外事業 館内ショップ、カフェ原材料費、自動販売機経費、人件費 28,000

展示室費 展示物保守、制作費 15,000

宇宙劇場費 プラネタリウム保守、番組制作費 22,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

項

目

横浜こども科学館

収支予算書

② 自主事業による経費

様式14-5
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

施設名

５　自主事業・支出の部（平成30年度） （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

87,500

教室事業 洋光台サイエンスクラブ事業費、人件費 6,000

企画事業
PC教室事業費、人件費
科学工作教室事業費、人件費
その他企画展費、人件費

14,000

屋外駐車場事業 屋外駐車場賃借料、人件費 8,000

目的外事業 館内ショップ、カフェ原材料費、自動販売機経費、人件費 28,000

展示室費 展示物保守、制作費 9,500

宇宙劇場費 プラネタリウム保守、番組制作費 22,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

項

目

様式14-5

横浜こども科学館

収支予算書

② 自主事業による経費
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

施設名

５　自主事業・支出の部（平成31年度） （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

83,000

教室事業 洋光台サイエンスクラブ事業費、人件費 6,000

企画事業
PC教室事業費、人件費
科学工作教室事業費、人件費
その他企画展費、人件費

14,000

屋外駐車場事業 屋外駐車場賃借料、人件費 8,000

目的外事業 館内ショップ、カフェ原材料費、自動販売機経費、人件費 28,000

展示室費 展示物保守、制作費 5,000

宇宙劇場費 プラネタリウム保守、番組制作費 22,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

② 自主事業による経費

項

目

様式14-5

横浜こども科学館

収支予算書
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単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体

施設名

５　自主事業・支出の部（平成32年度） （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

83,000

教室事業 洋光台サイエンスクラブ事業費、人件費 6,000

企画事業
PC教室事業費、人件費
科学工作教室事業費、人件費
その他企画展費、人件費

14,000

屋外駐車場事業 屋外駐車場賃借料、人件費 8,000

目的外事業 館内ショップ、カフェ原材料費、自動販売機経費、人件費 28,000

展示室費 展示物保守、制作費 5,000

宇宙劇場費 プラネタリウム保守、番組制作費 22,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

② 自主事業による経費

項

目

様式14-5

横浜こども科学館

収支予算書
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様式15（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

ア．基本的な考え方

① はじめに

当共同事業体は、2011年度をスタートに今日まで、「業務を実施するだけの業務委託型維持
管理から、自ら考える戦略的維持管理（ファシリティマネジメント）」の実践を通して、横浜こども
科学館の維持管理を行ってまいりました。特に、「施設長寿命化への取組実績」と「光熱水費縮
減への取組実績」を、戦略的維持管理の成果として、次ページに挙げさせていただきます。
次期指定管理期間も、今期の経験・実績を活かし、横浜こども科学館の利用者ニーズに対応し
ながら、ライフサイクルコストの縮減に努め、安心・安全・快適な施設環境を実現します。

戦略的維持管理の実践を通じて、安心・安全・快適な施設環境を実現します 

② 横浜こども科学館の維持管理において重視すること

具体的には、以下４つの項目を重点項目と定め、全スタッフ一丸となり、維持管理業務を
行います。

・お客さま満足度の向上を目指した体制の構築
・維持管理業務責任者による一元管理

利用者ニーズに対応した実施体制 

・予防保全の視点に立った小破修繕工事
・5か年保全更新計画に基づく計画修繕

施設長寿命化への取組 

・横浜市、ESCO事業者との連携によるトータルなエネルギー管理
・日常業務におけるこまめな節約とムダの排除

省エネルギーへの取組 

・関係法令や業務仕様書の遵守
・業務支援組織との連携による業務品質の向上

確実な維持管理業務の実践 

（３）施設の維持管理について

３．管理運営 
（３）施設の維持管理について

ア 基本的な考え方
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様式15（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

竣工から28年が経過し、老朽化が目立つ横浜こども科学館に対し、当共同事業体は建物設備劣
化診断の実施と、長期保全更新計画を策定しました。 
これに基づき修繕・更新提案を行い、横浜市の予算にて、受変電設備や空調機等の老朽化した設
備の更新工事を実施しました。 

年度 築年数 
市の予算で実施した主な更新 

・修繕工事
主な小破修繕工事 

2011年度 28 

・直流電源装置改修工事 ・外灯他ランプ交換工事

・高圧負荷開閉器の取付工事 ・不具合感知器交換工事

・前庭平板舗装補修工事 ・受水槽天板交換工事

2012年度 29 

・受変電設備更新工事 ・ファンコイル分解清掃

・空調設備更改工事① ・非常用発電機修理工事

・トイレ改修工事 ・自動ドア部品交換工事

2013年度 30 

・空調設備更新工事② ・高所作業台保守点検

・加圧給水ポンプ更改工事 ・洗面台排水部品交換工事

・非常用発電装置オーバーホール ・自動ドア部品交換工事

2014年度 31 

・空調設備更新工事③ ・蓄電池の交換工事

・防災設備交換工事（受信盤） ・女子トイレ排水部品交換工事

・外部避難階段塗装工事 ・全熱交換機断熱材交換工事

エネルギーと光熱水費の縮減にも積極的に取組みました。
具体的には、ピーク時のアラームの設定、センサーの移設、各所のこまめな消灯などの実施により、
契約電力の大幅な削減（348kw→242kw）を実現しました。
2015年3月より、電力供給会社を東京電力から特定規模電気事業者（PPS）の㈱エネットに変更し
ました。この変更により、電力使用量が同じ場合、概ね6％前後の電気料金削減となります。

電気料金 

(基本料金＋電力量料金) 
電気料金 

(基本料金＋電力量料金) 

燃料費調整額 燃料費調整額 

再生可能エネルギー 
発電促進賦金 

再生可能エネルギー 
発電促進賦金 

電力会社 

■４年間の修繕更新工事の実績

３．管理運営 
（３）施設の維持管理について

ア 基本的な考え方

施設長寿命化への取組み実績 

光熱水費削減への取組み実績 
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様式15（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

イ．実施体制と施策

①業務実施体制

館長、副館長（統括責任者）の下で維持管理業務を一元的に管理するために、NTTファシリ

ティーズ（構成企業）南関東支店の経験豊富な技術者が、施設管理課長（維持管理業務

責任者）として常駐します。

維持管理業務責任者の下に、建築物・設備保守管理業務、保安警備業務、清掃・環境

衛生管理業務の各責任者（常駐）を配置し、年間計画に従い確実に業務を実施します。

 NTTファシリティーズ（構成企業）南関東支店及び本社部門が、技術支援、業務指導、緊急

時支援、業務監査の各機能を通じてサポートし、業務品質の向上を図ります。

副館長（統括責任者）との始終業時ミーティング、各業務責任者が出席する業務連絡会議、

業務スタッフ同士の始業時ミーティングなどを通じ、意思疎通と情報共有を図ります。

一元的な実施体制を構築し、ライフサイクルコストの縮減に努めます 

３．管理運営 
（３）施設の維持管理について

イ 実施体制と施策
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様式15（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

■維持管理業務全般

要員種別 保有資格等 能力・実務経験 

施設管理課長 
（維持管理業務責任者） 

・第3種電気主任技術者  ・エネルギー管理士
・乙四類危険物取扱主任
・建築物環境衛生管理技術者

・実務経験 18年

要員種別 保有資格等 能力・実務経験 

業務責任者 
・第3種電気主任技術者
・第一種電気工事士

・実務経験 23年

業務副責任者 
・乙四類危険物取扱主任 ・第二種電気工事士
・二級ボイラー技士 ・乙6消防設備士

・実務経験 12年

要員種別 保有資格等 能力・実務経験 

業務責任者 
・自衛消防業務 ・防災センター要員講習
・施設警備業務検定2級
・上級救命講習 ・サービス介助士

・実務経験 11年

業務副責任者 
・自衛消防業務 ・防災センター要員講習
・上級救命講習 ・サービス介助士

・実務経験 9年

要員種別 保有資格等 能力・実務経験 

維持管理業務責任者 ・職長教育受講 ・実務経験 13年

② 委託業務における市内事業者の活用

維持管理業務においては、業務品質や各種条件を考慮したうえで、市内事業者を優先して業
務を委託します。

委託業務名 業者名 住所 

設備保守点検業務 

㈱明光社 横浜市南区南吉田町1-13-2 清掃業務 

環境衛生業務 

保安警備業務 ㈱KSP 横浜市中区山吹町1-1 

植栽管理業務 ㈱ディーエムサービス 横浜市西区久保町2-3 

３．管理運営 
（３）施設の維持管理について

イ 実施体制と施策

各業務責任者・副責任者プロフィール 

■2014年度の市内事業者への委託実績（主な業務について）
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様式15（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

年度 築年数 

市の予算での修繕 
・更新工事

小破修繕工事 

計画修繕工事 計画修繕工事 計画外修繕工事 

2016年度 33 

・自動ドア修繕工事

・特別修繕工事

（2016年度のみ）

・建物修繕工事

（各所塗装工事等）

・電気設備修繕工事

（安定器･

 感知器交換等) 

・空調設備修繕工事

（ポンプ交換、

オーバーホール等）

・衛生設備修繕工事

（ポンプ交換、

オーバーホール等）

・緊急対応工事

（大雪被害対応）

（台風被害対応）

（配管漏れ修理）

（トイレつまり対応）

（洗面台排水不良対応) 

等 

・その他予定外工事

（間仕切壁破損修理）

（ガラス破損修理）

等 

・全熱交換機更新工事①

・伝送制御盤更新工事

2017年度 34 
・防災設備更新工事

・全熱交換機更新工事②

2018年度 35 

・鉄部塗装工事

・幹線、分電盤更新工事

・発電機更新工事

2019年度 36 ・照明器具更新工事

2020年度 37 

・屋上防水改修工事

・パッケージ空調機
更新工事

※小破修繕工事は特別修繕工事を除き各年度共通

■5か年計画保全更新計画（案）

③施設長寿命化を図るための各種施策

当共同事業体では、2011年度に建物設備劣化診断を実施し、これに基づき、予防保全の観
点にたった長期保全更新計画（計画期間20年）を策定し、横浜市に提出しました。 

今期の指定管理期間（5年間）の修繕・更新の実績や、建物設備の劣化状況等を勘案し、長期
保全更新計画の見直しを行います。横浜市の指示に従い、見直し後の長期保全更新計画を提
出します。 

長期保全更新計画に基づき、次期指定管理期間（5年間）を計画期間とする、5か年保全更新
計画を作成します。より具体的な修繕・更新工事の提案を横浜市に行ってまいります。 

３．管理運営 
（３）施設の維持管理について

イ 実施体制と施策

長期保全更新計画を見直します。 

次期5か年保全更新計画の作成と修繕・更新工事をご提案します。 
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予防保全の視点にたった小破修繕工事を実施します。 

日常清掃や定期清掃の対象外の部分（吸排気ガラリ等）の清掃や、鋼製建具の塗装、内装の
補修を計画しております。 

様式15（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

施設運営に影響をおよぼす突発的な不具合の未然防止や、修繕
投資の効率化のための小破修繕を実施します。また、軽微なものは
常駐スタッフが実施します。 

施設設備の製品名・製造年度・修繕履歴をデータ
ベース化し、一元管理します。容易に履歴を確認可能
とすることで、繰り返し修繕の防止と点検・作業計画の
立案に役立てます。 

小破修繕工事予算とは別に、初年度（2016年度）に特別修繕工事の予算を計上し、利用者の安
心安全向上のための環境整備を実施します。具体的には、地下１階の休憩室のリニューアル、１階
エントランス前の外部の環境整備、館内の特別清掃などを計画しております。費用対効果や優先
順位を検証し、計画を具体化し実施いたします。

1階エントランス前 木製ベンチ 外部階段 

階段脇スペース 鉄扉 ガラリ 

木製ベンチの更新、手摺や鉄骨の柱の塗装、外部階段の部分塗装、外灯のLED化を計画して
おります。 

３．管理運営 
（３）施設の維持管理について

イ 実施体制と施策

 特別修繕工事を実施します。 

修繕履歴を蓄積します。 

１階エントランス前の外部の環境整備 

館内の特別清掃・特別修繕 

設備管理台帳管理データベース例 
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様式15（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

 2014年度の光熱水費の実績とその割合は

右図の通りです。光熱水費の約3分の2を占

める電気料金の縮減のため以下の施策を検

討します。

耐用年数を超過したものよりLED照明に更新

可能か検討のうえ順次実施します。また、

ESCO事業者設置の照明器具については、横

浜市、ESCO事業者へ更改提案を行います。

ポンプやファン類の定期点検やオーバーホー

ル実施時に、プーリーダウンやファンベルトの

交換等の消費電力縮減につながる施策を検

討します。

④省エネルギーへの取組

利用状況分析ときめ細かい運転計画・制御により、光熱水費の縮減を継続的に実施します。
スタッフによる定期的な巡回により、空調・照明の消し忘れや、漏水や蛇口の閉め忘れの確
認を行い、無駄な電気や水道の使用を抑制します。

次期も継続して、横浜市、ESCO事業者、指定管理者

をメンバーとする連絡会議を定期的に開催します。

エネルギー使用量や料金の分析・評価の報告、機器

の整備状況等の報告、横浜市、指定管理者からの要

望事項の確認や対応方法の検討等、連絡会議を通じ

て関係者の情報の共有と課題の解決を図ります。

施設設備 把握すべき状況 取組内容 

施設全般 ・入館者状況、気象状況 ・エネルギー消費量の把握

電気設備 

・点灯状況 ・昼休みおよび閑散時間の不要照明消灯

・消費電力量、点灯状況・光量 ・照明管球の間引き

・消費電力量、点灯状況 ・24時間点灯照明のSWの移設、不要時間の消灯

空調設備 ・温度設定、湿度 ・空調温度管理の徹底

３．管理運営 
（３）施設の維持管理について

イ 実施体制と施策

日常の取組 

横浜市、ESCO事業者との連携 

2014年度横浜こども科学館光熱水費 

全体 
24,037千円 

光熱水費縮減のための具体的施策案 
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様式15（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

ウ．各業務のポイントと実施内容

①建築物・設備保守管理業務

業務のポイントを押さえながら、計画に従い確実に業務を実施します 

 予防保全の考え方を基本とし、建築物・設備機器を常に良好な状態に保つために運転監視、
日常点検、定期点検を実施します。

 設備機器の省エネチューニング設定による、省エネルギー運転を行います。
 危険個所、不具合箇所の早期発見と迅速な初期対応を行います。軽微な不具合の場合は、
速やかに交換、補修等の措置を講じます。大規模・複雑な不具合の場合は、詳細調査を実
施し、状況報告を行います。

■開館日

業務名 回数 
実 施 月 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

運転監視、日常点検業務 毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

自動ドア保守点検 2回/年 ○ ○ 

防火シャッター保守点検 2回/年 ○ ○ 

外構保守点検 2回/年 ○ ○ 

エレベーター保守点検 12回/年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

受変電設備保守点検 12回/年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

直流電源設備保守点検 12回/年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

自家発電設備保守点検 12回/年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

電気時計設備保守点検 2回/年 ○ ○ 

消防用設備保守点検（総合） 1回/年 ○ 

消防用設備保守点検（機器） 1回/年 ○ 

空調機保守点検 2回/年 ○ ○ 

全熱交換機保守点検 2回/年 ○ ○ 

FCU保守点検 2回/年 ○ ○ 

ポンプ類保守点検 1回/年 ○ 

ろ過装置保守点検 1回/年 ○ 

ファン類保守点検 1回/年 ○ 

要員 区分

業務責任者 委託会社社員 8:30 ～ 17:30

業務副責任者（運転監視） 委託会社社員 8:00 ～ 17:00

設備スタッフ１（運転監視） 委託会社社員 8:30 ～ 17:30

1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2

勤務時間 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

休

休

休

配置数

要員 区分

業務副責任者（運転監視） 委託会社社員 9:00 ～ 17:30

設備スタッフ２（運転監視） 委託会社社員 9:00 ～ 17:00

2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1

休

休

9 10 11 15 16 17勤務時間 6 7 8 18 19 20 21 2212 13 14

配置数

※ローテーションの都合や業務の繁閑により、配置数が増減する場合があります。

３．管理運営 
（３）施設の維持管理について

ウ 各業務のポイントと実施内容

業務のポイント

設備管理スタッフの配置 

年間業務計画
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様式15（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

②保安警備業務

 「警備業法」など関係法令や監督官庁の指示を順守し、防犯、防災、防火に万全を期し、利
用者が安心して利用できる環境を実現します。

日中は立哨や巡回を行う有人警備、夜間はセンサー類と通信設備による機械警備にて、
24時間・365日、横浜こども科学館の利用者や施設の安全を確保します。

火災、盗難等の事故発生時は、関係機関に通報するとともに、非常事態に適合した迅速かつ
的確な緊急措置を講じます。

■平日

■土日祝日

要員 区分

業務副責任者（館内） 委託会社社員 8:00 ～ 17:00

警備スタッフ１（館内） 委託会社社員 9:00 ～ 21:00 休

警備スタッフ２（駐車場1） 委託会社社員 8:30 ～ 16:30

機械警備 21:00 ～ 8:00

1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

休

休

配置数

18 19 20 21 22

休

12 13 14 15 16 17勤務時間 6 7 8 9 10 11

要員 区分

業務責任者 委託会社社員 8:00 ～ 17:00

業務副責任者 委託会社社員 9:00 ～ 21:00 休

警備スタッフ３（駐車場1） 委託会社社員 8:30 ～ 16:30

警備スタッフ４（駐車場2） 委託会社社員 8:30 ～ 16:30

警備スタッフ５（駐車場3） 委託会社社員 9:30 ～ 17:30

機械警備 21:00 ～ 8:00

1 3 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1

休

休

休

休

配置数

18 19 20 21 22

休

12 13 14 15 16 17勤務時間 6 7 8 9 10 11

※ローテーションの都合や業務の繁閑により、配置数が増減する場合があります。

３．管理運営 
（３）施設の維持管理について

ウ 各業務のポイントと実施内容

業務のポイント 

保安警備スタッフの配置 

87



様式15（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

■清掃業務

■環境衛生管理業務

業務名 回数 
実 施 月 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

空気環境測定 6回/年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

受水槽清掃 1回/年 ○ 

水質検査（残留塩素、PH） 1回/週 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

水質検査（大腸菌群） 6回/年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ねずみ、害虫等防除 2回/年 ○ ○ 

冷却塔清掃 6回/年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

井水受水槽清掃 12回/年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

汚水槽清掃、ポンプ点検 2回/年 ○ ○ 

雑排水清掃、ポンプ点検 2回/年 ○ ○ 

③清掃、環境衛生管理業務

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」などの関係法令を順守し、施設としての
美観や環境衛生の確保及び利用者の安全確保に努めます。

定期的に有資格者による自主点検評価（インスペクション）を行い、重点作業箇所を明確化し、
問題点については、スタッフの技術研修を行い日常業務へ点検を組み込みます。

清掃資材や消耗品等のグリーン購入の推進、廃棄物の発生抑制や適切な分別を行い、環
境負荷低減に貢献します。

業務名 回数 
実 施 月 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

日常清掃 毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

定期清掃 

  床面清掃 12回/年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  ガラス清掃 2回/年 ○ ○ 

  照明器具清掃 2回/年 ○ ○ 

カーペット清掃 2回/年 ○ ○ 

  ブラインド清掃 2回/年 ○ ○ 

カーテン清掃 2回/年 ○ ○ 

  夏季特別清掃 1回/年 ○ 

廃棄物処理 毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

レンタルマット交換 2回/月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

※ローテーションの都合や業務の繁閑により、配置数が増減する場合があります。

要員 区分

業務責任者 委託会社社員 8:00 ～ 17:00

清掃スタッフ２ パート 8:00 ～ 17:00

清掃スタッフ３ パート 8:00 ～ 10:00

清掃スタッフ４ パート 8:00 ～ 10:00

4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

21 22

休

休

配置数

15 16 17 18 19 209 10 11 12 13 14勤務時間 6 7 8

３．管理運営 
（３）施設の維持管理について

ウ 各業務のポイントと実施内容

業務のポイント

清掃スタッフの配置

年間業務計画 
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様式15（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

④備品管理業務

利用者の活動に支障をきたさぬよう、横浜こども
科学館の備品の管理を適切に行います。また、
必要とされる備品の調達、更新を行います。

横浜市が調達した備品と指定管理者が調達し
た備品は区分して管理します。

品名、規格、金額、数量、購入年月日などを
記載した備品台帳を作成し、適切に管理します。

業務名 回数 
実 施 月 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

展示物日常点検 毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

展示物定期点検 

  5階（バーチャルゾーン) 3回/年 ○ ○ ○ 

  4階（カラーシャドー他) 3回/年 ○ ○ ○ 

  3階（エアーシューター) 3回/年 ○ ○ ○ 

  2階（放電ショウ他） 3回/年 ○ ○ ○ 

  1階（宇宙ステーション) 3回/年 ○ ○ ○ 

  B2 （熱気球他） 3回/年 ○ ○ ○ 

プラネタリウム投影機器保守 3回/年 ○ ○ ○ 

プロジェクター設備保守点検 3回/年 ○ ○ ○ 

座席保守点検 1回/年 ○ 

⑤展示物・プラネタリウム機器保守管理業務

常駐スタッフによる日常点検、専門業者による
定期点検の実施により、展示物、プラネタリウム
機器を、常に良好な状態に保ちます。

展示物・プラネタリウムを常に良好な状態に保つ 

３．管理運営 
（３）施設の維持管理について

ウ 各業務のポイントと実施内容
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様式15（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

エ 環境への配慮について

①横浜こども科学館における環境への配慮の考え方

当共同事業体は公共施設の指定管理者として、蓄積された業務経験及び技術スキルにより、
地域の環境に配慮した管理運営の実践を通じて、横浜市、施設利用者、地域社会、取引先
など関係各位に対し、一企業市民として社会的責任を果たします。

 「横浜市地球温暖化対策実行計画」に謳われている温室効果ガス削減に、当共同事業体と
しても積極的に取組み、目標実現に協力します。

地域の環境に配慮した管理運営の実践を通じ、社会的責任を果たします

②当事業体構成企業の認証・資格

コングレ（代表企業）とNTTファシリティーズ（構成
企業）は、ISO14001環境管理システム認証を
取得しており、環境負荷低減等の活動を継続して
実施しております。

③横浜こども科学館での具体的な取り組み

「横浜市グリーン購入の推進に関する基本方針」に従い、日常業務から生じる環境負荷低減の
ために、清掃資材や事務用品などのグリーン購入を推進します。 
物品等の選定に当たっては、できるかぎり特定調達物品などから選定します。 

横浜市が策定した「ヨコハマ3R夢プラン」に掲げられてい
る総排出量（ゴミと資源の総量）削減目標を実現するた
め、横浜こども科学館においても、積極的に3Rの取組を
推進します。

ポスター掲示などにより、スタッフに対するゴミの減量化
やリサイクル意識の向上を図るとともに、施設利用者に
対しても、ゴミ排出抑制等の理解と協力を求めます。

施設内で発生した廃棄物は、分別項目ごとに再分別を
行い、リサイクル率の向上に繋げていきます。

購 入 利 用 廃 棄

Reduce（発生抑制）

Reuse（再利用）

Recycle（再生利用）

Reduce

Recycle

Reuse

3Rの取組み

利用状況分析ときめ細かい運転計画・制御により、光熱水費の縮減を継続的に実施します。
スタッフによる定期的な巡回により、空調・照明の消し忘れや、漏水や蛇口の閉め忘れの確
認を行い、無駄な電気や水道の使用を抑制します。

横浜市、ESCO事業者との連携により、情報共有、課題解決を図ります。

3Rの取組み 

３．管理運営 
（３）施設の維持管理について
エ 環境への配慮について

グリーン購入を推進します。 

リサイクル・ゴミ減量を推進します。

省エネルギーに取り組みます。 
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様式15（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

清掃に使用する洗剤や薬剤は中性洗剤（無りん系）を選定・使用し、環境への影響に配慮
します。また、作業時には節水を心がけます。

 2015年4月に施行された改正フロン法に対応し、パッケージ空調機や業務用冷蔵機器の
定期点検と、点検の記録・保存を確実に実施します。

横浜こども科学館では、「ソーラーカーを作ろう」、「グリーンカーテン育成講座」、「廃食油で
石鹸を作ろう」等の環境教室の開催や、「燃料電池車がやってくる」などの環境イベントを開
催しました。

次期についても、環境意識向上のための教室やイベントを計画的に開催し、環境に対する
関心と、環境保全の重要性を認識していただく機会を提供してまいります。

環境教室の一例 

３．管理運営 
（３）施設の維持管理について
エ 環境への配慮について

環境に配慮した維持管理を実践します。 

環境意識向上のための環境教室などを開催します。 
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様式16（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

３．管理運営 （４）モニタリングの実施について

①モニタリング

利用者・来館者からのニーズや意見を収集するためのアンケート実施や、セルフモニタリング、
横浜市によるモニタリングなど、さまざまな角度からの意見収集とその評価を受けることで利用者
ニーズの把握に努めてきました。また、その結果については横浜市こども青少年局へ報告し、
第三者評価も受けてまいりました。

前述の利用者アンケートとは別に、年1回、夏休み中の繁忙期に入館された全来館者に対し 
横浜こども科学館の運営全般に対するご意見を伺う年次アンケートを実施しています。 
目標とする有効回答率は期間内来館者の20％程度としています。 
アンケート設問は合計30～40問程あり、選択式でご回答いただくほか、必要に応じ記述式で
ご回答頂く設問を設けて、忌憚のないご意見をうかがっています。
（2011年度537名 2012年度600名 2013年度597名 2014年度610名の方より回答）

PDCAサイクルを強化し、来館者の声を実現します

工作教室や、読み聞かせなどのイベント実施時には、参加者にアンケートをお願いし、お客様の
声を直接うかがっています。お客様の実際のニーズに合わせ、より充実した企画に取り組んで 
います。 

アンケート記入風景 実際のアンケート用紙（一部） 

（４）モニタリングの実施について

PDCAサイクルで 
より良い運営 

意見 

私たちはこれらのモニタリングの結果を利用者に対するよりよいサービス実現のために積極的に活
用し、ＰＤＣＡを継続的に繰り返し、業務改善を行っています。 

※以下は、私どもの具体的なモニタリングへの取組です。

セルフモニタリング

モニタリング

第三者評価 

利用者モニタリング、利用者アンケートの実施 

年次アンケートの実施 
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様式16（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

３．管理運営 （４）モニタリングの実施について

■トイレについて（古い、狭い、汚い、臭うなど）

■授乳室について（分かりにくい、ベビーベッドが少ない、狭いなど）

■チケット販売について（混雑している、時間がかかるなど）

■飲食スペースについて（カフェ、軽食販売の要望）

カフェ店内（リニューアル前） 軽食の自動販売機設置 コスモカフェ
（リニューアル後）

■夏休み企画について（定員・回数が少ないなど）

工作キットワゴン おいしいワゴン 

 染みついた汚れに効果的な洗剤を
使用し、清潔感のあるトイレにした。

 2013年度に、各トイレの個室一つを
和式から洋式（温水洗浄便座付）に
改修した。

 分かりにくいプラネタリウムの裏から、
1階トイレ手前に移設し、分かり
やすい場所にした。
2組が利用できるレイアウトに
変更した。

 2014年度に、券売機を1台増設し
入館待ち時間を縮小した。

 夏休み期間中、開館時間を30分
早める対応を開始した。

 混雑が予想される期間はスタッフを
増員し、並んでいる方には、
スタッフがチラシをお渡ししたり質問に
答えるなどの対応を実施し、満足度
向上に努めた。

 2013年度より自動販売機による軽食販売を開始した。
 2014年度よりコスモカフェをオープンし、軽食の販売を開始した。

 比較的短時間でできる工作教室を
企画し、開催回数を増やした。

 工作教室で使用した工作キットで
要望の多いキットの販売を開始し、
教室に参加できなかった方も工作
体験ができるようにした。2015年度は
工作キットの種類を大幅に増やした。

アンケートで多かったご意見をもとに、次のような改善を行いました。

■来館者の声  ➣改善点
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様式16（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

３．管理運営 

■施設空調（暑いなど）

５階 ガラス窓(外側） ５階 ガラス窓(館内） 

■プラネタリウム（満席で見られなかったなど）

  公式HP  
宇宙劇場ページ 

公式HP TOPページ 

（４）モニタリングの実施について

館入口の案内表示 

 横浜こども科学館の表玄関に宇宙劇場の残席情報を掲示し、入館前に

混雑状況が分かるようにした。

 HPにも、駐車場や待ち列状況、宇宙劇場の残席情報を掲載するようにした結果、

電話でのお問い合わせ件数が激減した。

 特に熱がこもり気温が高くなる5階西側の ガラス窓に、断熱フィルムの

貼付け工事を実施（2015年8月上旬実施）。空調が効きにくいエリアの

環境改善を図った。
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様式16（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

施設名 横浜こども科学館 

３．管理運営 （４）モニタリングの実施について

③第三者評価の実施

外部の方のご意見を積極的に取り入れるために、横浜市理科研究会の先生方や地域自治会
の方々とのミーティングの場を設けてきました。今後も、利用者目線を意識し、様々な方からの
ご意見を尊重し、常に進化し続ける横浜こども科学館を目指します。 

１）入館者数報告
２）入館料収入その他の収入報告
３）光熱水、その他の設備維持、インフラ利用料金など支出報告
４）展示物の稼働状況、施設、設備及び展示物の点検及び不具合、修理報告
５）実施事業報告
６）その他特記事項（ボランティア活動報告、イベント報告など）
７）入館者アンケート実施報告  など

②セルフモニタリング

年度ごとに当該年度の各種モニタリング指標を統計・分析し、加えてさまざまな施策の効果測定、
及び次年度への申し送り事項などを取りまとめた事業報告書を横浜市へ提出しております。

横浜市が設置された外部委員で構成される「評価委員会」による評価を受けております。評価
内容は、真摯に受け止め、現状に甘んじることなく、引き続き運営水準の向上を目指します。 

JAXAと横浜市立大学の協力で実施した「みんな集ま
れ！宇宙飛行士くんれんだ！３」の最終試験に参加
した小学生と幼稚園児の兄妹のお母様から、お礼状
と写真が送られてきました。 

そこには、お兄ちゃんが様々なミッションに挑戦し
た結果500名中6名しか選ばれない認定宇宙飛行士に
なれたこと、認定証は額に入れて大切に飾ってある
こと、年齢制限でチャレンジできなかった幼稚園の
妹がくやし泣きをしたことなどがつづられており、
兄妹からのお礼のカードも添えられていました。 

未来を担う子どもたちの夢を育む科学館の重責とや
りがいを、スタッフ一同あらためて感じています。 

僕は未来の宇宙飛行士 Column 

評価委員会による評価の実施 

外部アドバイザーからの意見を取り入れた運営 
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