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（様式２） 

事業計画書 

令和３年７月２９日 

団 体 名 公益財団法人横浜市スポーツ協会 

代 表 者 会長（代表理事） 山口 宏 団体設立年月日 

昭和４年 

昭和６１年９月１日

（法人化） 

団体所在地 横浜市中区尾上町６丁目 81番地 ニッセイ横浜尾上町ビル内 

連 絡 先 Tel 045-640-0011 Fax 045-640-0021 

現在運営している施

設名 
施設種別 施設所在地 運営期間 

三ツ沢公園・くろがね・ 

こども自然公園 

青少年野外活動センター 

青少年施設 

神奈川区三ツ沢西町 3-1 

青葉区鉄町 1380 

旭区大池町 65-1 

始Ｈ28年４月１日 

至Ｒ４年３月 31日 

赤城林間学園 

南伊豆臨海学園 
青少年施設 

群馬県利根郡昭和村糸井 7135 

静岡県賀茂郡南伊豆町子浦 1437 

始Ｈ30年４月１日 

至Ｒ６年３月 31日 

横浜市スポーツセンター

（港北・青葉を除く）16館 
体育館 

始Ｈ28年４月１日 

至Ｒ４年３月 31日 

平沼記念体育館 体育館 神奈川区三ツ沢西町 3-1 
始Ｈ28年４月１日 

至Ｒ４年３月 31日 

横浜国際プール プール・体育館 都筑区北山田 7-3-1 
始Ｈ28年４月１日 

至Ｒ４年３月 31日 

新横浜公園 公園 港北区小机町 3300 
始Ｈ27年４月１日 

至Ｒ４年３月 31日 

スポーツ医科学 

センター 
医療機関 港北区小机町 3302- 

始Ｒ３年４月１日 

至Ｒ８年３月 31日 

横浜銀行ｱｲｽｱﾘｰﾅ スケートリンク 神奈川区広台太田町 1-1 
始Ｈ27年 12月 20

日～ 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 様式２ 

１ 団体の状況 

（１）団体の理念、基本方針及び財務状況等

ア 当団体のご紹介

当団体は、公益法人認定法に基づき公益性を認定された公益財団法人です。昭和 4 年に発

足し、今日に至るまで横浜のスポーツ振興に寄与してきました。昭和 59 年から、スポーツセ

ンター・青少年施設・少年自然の家・日産スタジアム等の市民利用施設等を 35 年以上にわたっ

て管理運営を担っており、現在も 35 施設の管理運営を任されています。また、74 の団体（競

技団体 52、地域団体 18、学校関連団体 3、レクリエーション団体 1）が加盟しています。 

実直にチャレンジする組織風土は、「2002FIFA ワールドカップ™」や「2009 年世界卓球選手

権横浜大会」「ワールドトライアスロンシリーズ横浜大会」「ラグビーワールドカップ™2019」

等の大規模な大会を成功に導きました。ほかにも「身近な地域における健康づくり」に向けた

地域への派遣事業などに取り組んでいます。 

当団体の理念は「いつまでもスポーツが楽しめる明るく豊かな社会の実現」です。 

「スポーツが楽しめる社会とは、笑顔の絶えない明るく豊かな社会であり、そんな社会が将

来にわたって続いて欲しい。」また同時に、「豊かな社会の実現のために、スポーツの力で様々

な社会課題を解決していきたい。」そんな想いを背景とし、すべての市民の皆様が生涯にわたっ

て、あらゆるスポーツ活動を楽しめる社会を実現するために、私たちは存在しています。 

● 「スポーツで横浜の街をデザインする」～私たちが目指す姿～

「いつまでもスポーツが楽しめる社会の実現」に向けて、スタッフのみならず、加盟団体・

ボランティアを含む総力を結集して、横浜市青少年野外活動センター(以下「野活センター」

と略します)の管理運営を行ってまいります。 

ワールドトライアスロンシリーズ横浜大会 横浜マラソン 第 48 回 1000 万人ラジオ体操・みんなの体操 

デザインとは、外観や機能などをより良いものにするために創意工夫することを意味

します。 

私たちは、「横浜といえばスポーツの街」と誰もが思えるよう、スポーツの力で新たな

発想をもって考えを巡らせ、市民がいつまでもスポーツが楽しめる横浜の街を作り上

げていきます 

スポーツで横浜の街をデザインする ―当団体のビジョン ー 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

イ 法人としての経営姿勢 

（ア）公共サービスを担う者の心得  

 公の施設の管理者は、地方自治法 244 条に則り、住民福祉の増進や公正・公平な利用の確

保など、その趣旨を理解して運営する必要があります。また、こども青少年局方針、横浜市青

少年野外活動センター条例及び横浜市こども・子育て支援事業計画などの趣旨を理解し、遵守

することは当然の責務です。 

私たちは、成果志向などの民間手法も取り入れ、その役割と責務を果たし、施策の実現に向

けて誇りを持って誠実に行動します。 

 

a 指定管理者が遵守する法令等  

公益法人、また指定管理者としてふさわしい倫理を保持し、法令や条例を遵守した運営を行

います。特に「個人情報保護」、「適正な労務環境の堅持」、「建物・設備の維持管理」は重要で、

その趣旨を十分に理解したうえで、管理にあたります。その重要さを認識するため、職員研修

を充実させるとともに、委託業者・外部講師など施設に係る全ての人にその浸透を図ります。 

■指定管理者が遵守すべき主な法律・条例・方針・計画等 

横浜市基本構想長期ビジョン／横浜市中期 4 か年計画 2018～2021/横浜市 SDGs 未来都市計画 

こども青少年局運営方針／横浜市子ども・子育て支援事業計画／こども・子育て支援法 

次世代育成支援対策推進法／横浜市青少年野外活動センター条例（同条例施行規則） 

健康増進法／第2期健康横浜21／第８期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

地方自治法／公共サービス基本法／横浜市行政手続条例／横浜市暴力団排除条例 

横浜市市民協働条例／横浜市市民活動推進条例（同条例施行規則） 

環境基本法／エネルギーの使用の合理化に関する法律／地球温暖化対策の推進に関する法律 

横浜市防災計画／災害時等における施設利用に関する協定 

障害者差別解消法／第 3 期横浜市障害者プラン／横浜市障害福祉計画 

横浜市中小企業振興基本条例／横浜市商店街振興基本条例 

横浜市地域の絆をはぐくむ条例／ヨコハマ3Ｒ夢プラン（一般廃棄物処理基本計画） 

 

ウ 安定的な経営体力と経営情報開示（経営の透明性） 

（ア）安定的な管理運営が可能な経営体制  

私たちは、スポーツの普及振興を専門とする経験豊富な人材と 35 年以上にわたる施設管理

のノウハウ、強固なネットワークを活かし、指定管理者制度に順応した体制を整備しています。 

a  35 年以上の実績とノウハウを持つ組織構成と業務執行体制  

当団体は、管理部門や施設・事業を運営する 5 局と危機管理室から構成する組織(令和 3 年

4 月１日現在)で、総勢 283 人の職員を配置しています。代表理事をトップとした業務執行体

制のもと当団体本部が野活センター事業の円滑な運営をバックアップしています。 

責任体制は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」及び「公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律」に基づくガバナンスのもと、「処務規程」により業務執行組

織及び事務分掌を規定し、「事務決裁規程」によってその権限を明確にしています。 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

b 非常時のバックアップ体制 

リスク管理・危機管理を担う危機管理室に専門職員を配置するなど危機管理の実践体制を構

築しています。法的なリスク管理や事故の補償等には、顧問弁護士によって事態に備えていま

す。また、公共施設の運営経験が豊富な職員も多数いることから、危機に強い組織力を備えて

います。さらに、新型コロナウイルス（COVID-19）の影響により、長期間に亘る休館となった

際にも耐えうることができた十分な経営体力を有しています。 

 

エ 類似施設の豊富な管理運営実績 

多くの施設の管理運営実績を有しており、指定管理施設では、第三者評価や外部評価におい

て、いずれも高い評価を得ています。 

■当団体のスポーツ施設の管理運営実績 

■スポーツセンター 16 施設 

鶴見・神奈川・西・中・南・港南・保土ケ谷・旭・磯子・金沢・緑・都筑・戸塚・栄・泉・瀬谷 

■野外活動施設 5 施設 

三ツ沢公園青少年野外活動センター・くろがね青少年野外活動センター・ 

こども自然公園青少年野外活動センター・赤城林間学園・南伊豆臨海学園 

■体育館施設 ３施設 

横浜武道館・平沼記念体育館・たきがしら会館 

■横浜国際プール 

■新横浜公園 

新横浜公園・日産スタジアム・日産フィールド小机・日産ウォーターパーク・しんよこフットボールパーク 

■三ツ沢公園 

ニッパツ三ツ沢球技場  陸上競技場  補助陸上競技場  馬術練習場  テニスコート 

■横浜市スポーツ医科学センター 

■横浜銀行アイスアリーナ 

■鶴見川漕艇場 

■テニスコート施設 3 施設 

緑テニスガーデン・泉中央テニスガーデン・根岸テニスガーデン 

 

 

 

 

 

 

 

オ 認証制度の取得等 

当団体は、広く社会に貢献するための各種認定やそれに類するものを取得しています。 

● ISO20121 の認証 

ワールドトライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会に構成団体として参画しており、ワールドトラ

イアスロンシリーズ横浜大会において「ISO20121（イベントマネジメントの持続可能性に関する国際

標準規格）」の認証を取得し、環境配慮、地域・社会貢献、地域経済の活性等に取り組んでいます。 

当団体が格付け AA 評価をいただきました！ 

公益財団法人日本スポーツ施設協会が実施する「指定管理者外部評価」

（平成 30 年 12 月実施）で、当団体は管理する横浜市緑スポーツセンター

において「ＡＡ評価：経営体制及び管理運営体制が安定的かつ良好な状

態」と評価格付・認定されました。 

横浜武道館 

日産スタジアム 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

● 横浜健康経営認証（クラス AAA）の取得 

従業員等の健康づくりを経営的な視点から考え、戦略的に実践する「健康経営」の概念を幅広く普

及させることを目的とした「横浜健康経営認証」制度において、当団体は職員に対する健康保持・増

進の取組を評価され、最高ランクのクラス AAA を取得しています。 

● かながわ健康企業宣言【健康優良企業（五つ星）】 

従業員一人ひとりが、心身ともに健やかに働くことができる職場環境を目指し、他の企業の模範と

なる健康づくりの取組を実施している企業に対し、協会けんぽ神奈川支部より認定される「かながわ

健康企業宣言【健康優良企業】」において、最高位である五つ星に認定されています。 

 

カ 健全な財務状況に基づく経営体力 

（ア）健全な財務状況  

公益財団法人である私たちは、営利を追求せず高い公益性のもと安定的な経営を行っており

ます。直近の決算においては費用対効果を見極め、経費削減に努めることで、財務状況の安定

性を図る流動比率及び自己資本比率は共に高い基準を保っています。また、公益財団法人の原

資となる基本財産の運用については、「資産管理運用要綱」を設け、厳格な基準のもと AA 格以

上の日本国債、横浜市債、定期預金を基本として、安全性を最優先に運用しています。 

■令和 2 年度決算における財務指標等 

①流動比率【流動資産／流動負債×100（％）】      ２０７．３％ 

 短期的な支払い能力をを図る比率である流動比率は、200%を超えており、十分な支払い能力を有しています。 

②自己資本比率【正味財産期末残高／資産合計×100（％）】 ５４．６％ 

長期的な経営能力を図る自己資本比率は 50%を超えており、安定的な経営状況であるといえます。 

③経常収益                 ６，２６４，８７６，７３５円 

 法人の売上高を示すものです。 

④純資産                  ２，９５２，７５５，５８６円 

法人の資産総額から負債総額を差し引いた金額です。 

 

（イ） 厳格な会計監査（チェック体制） 

公益法人会計及び横浜市会計経理関係規定等に準じて、各種経理関係規定及び独自の経理事

務マニュアルに基づき日常業務を遂行します。団体本部の経理部門と野活センターを所管する

施設運営課によるダブルチェックのほか、公益法人会計を専門とする公認会計士による外部監

査（外部監査担当者として監査責任者 1 名、監査補助者 2 名による会計監査）、職員による内

部監査を実施し、経理処理の厳格化を徹底しています。 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

１ 団体の状況 

（２）応募理由 

ア 当団体が野活センター指定管理者に応募する理由 

（ア）豊富な公共施設の管理運営実績とノウハウの保有 

当団体は、横浜市の社会体育・社会教育施設の管理運営の担い手として、35 年以上にわた

りスポーツ施設・青少年施設等の管理運営のほか、野外活動を含むスポーツ・レクリエーショ

ン活動を推進し、様々な事業を展開してきた実績が豊富です。スポーツ・レクリエーション活

動のみならず、自然環境での多様な体験活動の指導経験・ノウハウも豊富にあり、それを保

有・蓄積した職員が多数在籍しています。野外活動などの運動を含む多様な活動を他者と協調

しながら行い、その心身の健全育成を目指す野活センターの指定管理者となることは当団体

の理念に沿ったものです。 

 

（イ）野活センターの行政目的と当団体の目的が合致 

野活センターの条例設置目的では「自然環境における共同生活の場を提供することにより、

その心身の健全な発達を図ること」とされています。 

当団体の定款では「体育・スポーツを振興し、もって横浜市民の健全な心身の発達と明るく

豊かな市民生活の形成に寄与する」としています。 

このように、野活センター条例の目的と、当団体定款の目的は、運動を含む多様な活動を普

及奨励し、心身の健全育成を目指しているという点で合致しています。 

また、スポーツ基本法においては「地方自治体は野外活動又はスポーツ・レクリエーション 

活動に係るスポーツ施設の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」 

とあります。 

 

横浜市において、この機能を担う施設としては野活センター等が該当し、そこには青少年の

心身の健全な発達、豊かな生活の実現にむけたスポーツ施設としての機能が求められており、

野活センターには社会教育施設であると同時に、青少年のスポーツ・レクリエーション施設と

も言える面があると認識しています。 

当団体では、定款の目的を達成するための事業として「スポーツ・レクリエーション活動の

機会・場の提供及び支援・助成」を行うこととしており、この点においても野活センターの目

的と当団体の事業目的が合致しています。 

 

 

 

■スポーツ基本法 第二十四条（野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励） 

 国及び地方公共団体は、心身の健全な発達、生きがいのある豊かな生活の実現等のために行

われるハイキング、サイクリング、キャンプ活動その他の野外活動及びスポーツとして行われるレ

クリエーション活動（以下この条において「スポーツ・レクリエーション活動」という。）を普及奨励す

るため、野外活動又はスポーツ・レクリエーション活動に係るスポーツ施設の整備、住民の交流の

場となる行事の実施その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

 

（ウ）団体としての使命 

「横浜市民の健全な心身の発達と明るく豊かな市民生活の形成」という当団体の目的実現に

向け、子ども・青少年期における心身の健全な発達にむけた取り組みは、当団体の使命とも言

えるものと認識しています。 

野活センターの設置目的・基本方針を具現化する指定管理者には当団体が最適です。野活セ

ンターの第４期指定管理者は、当団体にお任せください。横浜市とともに横浜の青少年育成に

全力で貢献する所存です。 

 

イ 横浜市の青少年育成のための施策 

子どもや青少年の健全育成を推進する事業者としては、子ども・青少年を取り巻く現状・課

題に係る施策等の内容を十分に理解し、課題の克服に向けた基本方針・事業計画等を策定する

必要があります。 

(ア) 横浜市基本構想（長期ビジョン） 

「横浜市基本構想（長期ビジョン）」は、横浜の目指す都市の姿を構想するものとして、平

成 18 年 6 月 23 日に策定されたもので、当該年から向こう 20 年にわたる間の政策ビジョンを

描いています。 

ここでは、「都市像を支える５つの柱」の 1 つとして「多様な働き方や暮らしができる生活

快適都市」を謳い、その実現の方向性と取組内容として、「充実した学びにより豊かな人生を

送ろう」「子どもを温かく見守りのびのびと育てよう」といった、青少年の健全育成を目的と

した施策を掲げています。 
 

(イ) 横浜市中期 4 ヵ年計画 2018-2021 

「横浜市中期 4 ヵ年計画 2018-2021」は、基本構想を基軸に策定された市の中期計画です。 

2021 年に向けた戦略で「未来をつくる多様な人づくり」と示され、「政策 24 乳幼児期か

ら学齢期までの子ども・子育て支援」「政策 29 子ども・若者を社会全体で育むまち」などの、

青少年の健全育成を進める具体的政策が定められています。 

*体育・スポーツの振興

*スポーツ・レクリエーション活動の

機会・場の提供及び支援・助成

心身ともに健全な
青少年の育成

*自然環境における共同生活の場を提供

*野外活動の普及奨励

*野外活動又はスポーツ・レクリエーション活動の
普及奨励に係るスポーツ施設の整備

・創造性、自主性、
協調性等の育み
・青少年の心身調和

・市民の健全な心身の
発達と明るく豊かな
市民生活の形成

当団体の定款

野活センターの行政目的
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

(ウ) 第 2 期 横浜市子ども・子育て支援事業計画 

平成３1 年度までを期間として計画されていた「横浜市子ども・子育て支援事業計画」を継

承し、令和 2 年度から 5 年間を計画期間として制定された、子どもや青少年を取り巻く課題

等への対策を示した計画です。 

この計画の策定にあたっては、平成 24 年 8 月に成立した、いわゆる「子ども・子育て関連

3 法」の各理念を根底に据えており、保護者のみならず、家

庭や地域、職域などの社会のあらゆる構成員が、全ての子ど

もの健やかな成長を支援するものとして規定しています。 

この計画では、施策分野 1 として、「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」と定め、「全ての

子ども・青少年が、自然・科学・文化・社会体験や人との交

流を通じて自身の能力を育み、可能性を広げることができる

よう、青少年関連施設や野外活動センターにおける体験活動

プログラムの充実を図ります。」としています。施策実現の

ためには、野活センターの役割は重要なものとなっていま

す。 

 

(エ) 横浜市スポーツ推進計画 

平成 24 年度から 10 年間を計画期間として策定された「横浜市

スポーツ推進計画」では、子どもの体力が低下している現況を踏

まえ、目標 1 として「子どもの体力を横浜市の昭和 60 年頃の体力

水準に回復する」と謳っています。 

スポーツを推進することは、子どもの心身の健全育成や体力の

向上などの意義があります。野活センターは、青少年にスポーツ

を推進するうえで必要な仲間作り・社会性の醸成・基礎体力づく

りに寄与する施設です。 

 
 

(オ) 第 2 期健康横浜 21 

「第 2 期健康横浜 21」は、市民の最も大きな健康課題の 1 つである生活習慣病に着目し、

平成 25 年 4 月から向こう 10 年間に市民の健康増進を進める計画となっています。 

このうち「育ち・学びの世代の行動目標と取組内容」として、将来の生活習慣病に繋がらな 

いようにするために、子どもの時からの健康づくりが重要と示されています。 

(カ) その他の関連計画等 

横浜の子ども・青少年に係るその他の施策(第３期横浜市教育振興基本計画・第２期食育推

進計画ほか)についても内容を十分に理解し、青少年の健全育成を達成するため、各計画の実

現に貢献できる事業を企画・展開します。 

スポーツ推進計画 

第 2 期横浜市子ども・ 

子育て支援事業計画 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

ウ 子ども・青少年や子育てを取り巻く横浜市の特性と当団体の課題認識 

(ア) 少子化の著しい進行 

横浜市の年齢別人口（「令和元年中の人口動態」）によれば、0 歳から 14 歳(年少人口)は、

平成 22 年が 486,262 人で、その後減少を続けて 10 年で 8%減少し令和 3 年 3 月 31 日現在、

447,811 人となっています。子ども・青少年世代は減少しており、老若男女を含めた地域での

人間関係や社会活動の衰退化が見られます。合計特殊出生率は全国よりも低く推移していま

す。 

 

(イ) 「人と人」「地域」のつながりの希薄化 

横浜市では、「子育ては保護者だけでなく、社会や地域全体で行うものである」という考え

方を基本に、地域における子育て支援を推進しています。 

子どもたちが健やかに成長し、様々な体験を身につけていくうえでは、地域との関わりが不

可欠ですが、昨今の少子化により、 

●地域での異年齢集団が減少 

●近所に遊ぶ子どもがいない 

●地域における子育て支援の担い手がいない 

などの状況が生じています。 

核家族の増加・共働き世帯の増加などにより、地域における「人と人とのつながり」や「交

流」の希薄化が著しく進行しています。 

 
 

(ウ) 自然体験など体験活動への参加の減少 

近年になり、里山などの自然環境は更に減少し、横浜の子どもたちが自然に親しむ機会は失

われつつあります。また、保護者においても自然との接点が希薄となってきており、自然環境

の中で子どもたちを健やかに成長させるノウハウを有していない状態となっています。 

自然は人工的にプログラム化された環境ではなく、時に不便や不快を与えるものですが、自 

然環境の中での様々な経験や知見は、その時々の状況や事象を客観的に把握して善処する能

力や、人との協力関係（チームワーク）を培うことができます。 

また、時に失敗等を経験したとしても、それに対する対策力や協調性を学ぶことができます。 

心身の調和のとれた青少年育成には、自然の中での体験や、その場にいる人と協力すると

いった経験が求められているものの、その機会が不足しています。 

 

(エ) 野外活動指導者の育成による学齢期の児童の発育への対応 

子どもたちの健全な発育を促進していくためには、関連インフラの整備や、子どもたちの野

外・レクリエーション活動等への参加率を高めるだけでは不十分であり、子どもたちの健全育成

を指導する人材の養成が不可欠です。 

野外活動指導者等の人材を積極的に育てていくことが求められています。 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

エ 野活センターの管理運営基本方針 

(ア) 指定管理者としての基本的な考え方 

当協会は、公共サービスの提供者として、指定管理者制度導入の趣旨・目的をしっかりと理

解した上で、次の点を踏まえて野活センターの管理運営に臨みます 

 

(イ)「横浜市子ども・子育て支援事業計画」の推進拠点として 

野活センターを運営するにあたっては、「第 2 期横浜市子ども・子育て支援事業計画」に示

された関係施策を具現化する施設として認識し、当施策の推進拠点として位置づけます。 

  

(ウ) 第４期指定管理のコンセプト 

人と人、地域間の関係が希薄になり、かつ自然体験の機会が減少する現況を踏まえ、野活セ

ンターの存在意義を改めて見直し、子どもたちや青少年の健やかな育ちと、市民をより元気に

していく施設として運営していくことを主眼に据えます。 

そのために、野活センターの運営の活性化や市民ニーズを踏まえた新たなお客様サービス

や各種事業を積極的に展開し、施設の価値を高めていきます。現状を上回る私たちの取り組み

にご期待ください。 

■野活センター運営において留意すべき「第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画」の施策と対応内容

◆基本施策

２

「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」への貢献

野活センターにおいて自然体験や集団生活体験プログラムを提

供し、学校・家庭以外の第三の場における多様な交流や体験の

機会を提供することで、子ども・青少年の創造性・自主性・社

会性を育みます。

◆基本施策

9

「ワーク・ライフ・バラン

スと子ども・青少年を大切

にする地域づくりの推進」

への貢献

親子で参加できるプログラムを設定し、親子の遊びの場、親の

リフレッシュとコミュニケーションの場を提供します。子ども

を大切にする社会的な機運の醸成や、仕事と仕事以外の生活の

両立に取り組むきっかけづくりに貢献します。

『 こども・青少年が健やかに育つ、そして市民が元気になる野外活動センター 』

私たちはこのコンセプトのもと、横浜市青少年野外活動センター3施設の指定管理に臨みます

≪ 第4期指定管理 コンセプト ≫

PPP（公民連携）を背景とした制度であることを理解し、横浜市と共に新しい公共を目指す。1

横浜市の共創（共に創る）の考え方に基づき、横浜市とのコミュニケーションを通じ、市民
サービスの向上と行政コストの縮減及び地域の活性化に取り組む。

2

横浜市の最良のパートナーとして、野外活動の普及奨励を推進し、心身ともに健全な青少
年の育成を図ることにより、横浜の活力を高める。

3
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

(エ) 5 つの管理運営基本方針 

野活センター3 施設の管理運営を行うにあたっては、施設の設置目的（横浜市青少年野外活

動センター条例及び同条例施行規則）及び関連法令や施策等を理解したうえで、現在の青少年

を取り巻く課題の解決に寄与する事業展開や利用促進を積極的に進めていくことが必要です。 

また同時に、野活センターの更なる活性化を実現するため、多角的で付加価値の高い運営を

実現することが求められています。 

当団体は、野活センターの管理を行うにあたり、関連法令等の遵守を前提として、社会的に 

求められるニーズ等を踏まえ、既存の枠組みに捉われない運営を進めていくことを基本的な

方針とします。 

第 4 期指定管理に臨むにあたり、施設の設置目的と理念、取り巻く環境、行政施策などを踏

まえ、「市民・お客様」「財務」「成長・発展」「地域・社会」の 4 つの視点から管理運営の基本

方針を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 横浜の青少年や子どもの健やかな成長を支援する施設運営

２ 施設の老朽化に負けず、環境にも配慮した安全・安心な施設運営

３ 地域やボランティア等と協働し、野外活動の普及・振興や子どもの成長を支援する施設運営

４ 近隣施設との積極的な事業協力や、利用者等のご意見の反映などを進める多面的な施設運営

５ 施設価値の多様性を追求し、既存の利用形態に捉われず、多くの市民(お客様)が満足する施設運営

市民・お客様の視点 財務の視点 成長・発展の視点 地域・社会の視点
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

(オ)  課題解決のための当団体の青少年野外活動センターでの役割 

私たちは、前述の施策や各課題を踏まえ、野活センターの役割を改めて認識するとともに、

今後の運営に際してこの役割を十分に理解し、各種事業を展開していきます。 

 

 

    これらのコンセプト・基本方針・役割認識に基づいて野活センターの指定管理事業を推進

し、心身ともに調和の取れた健全な青少年の育成に貢献してまいります。 

 

■　青少年野外活動センターの役割　■

❶
野外活動体験による

自助・共助の醸成

自然環境の中で体験する野外活動は、今まで経験したことのない課題や、自
分の思い通りにならない案件があっても、自分の創意工夫で考えたり、仲間
と協力をするなどしてそれを克服し対応力の醸成が期待できます。
野活センターでは、自然体験や集団生活などのプログラムを通じて、昨今の
子どもたちや青少年に不足している「自助努力」や「仲間意識」を身につけ
させていくことができます。

❷
遊びや自然体験のエキスパート

による地域活性への貢献

子どもの遊びの体験や子育ての場所は、日常生活の場により近いところに存
在してしかるべきです。
野活センターにおいて持つノウハウを学校や地域で活動する子育て支援の各
セクターにガイドすることで、地域で子どもの健全育成が図られることが期
待できます。

❸
親子でレクリエーション体験が

できるプログラムの設定

野活センターで親子を対象としたスポーツ・レクリエーション事業や自然体
験活動の機会（プログラム）を提供することで、参加した子どもたちや保護
者に、親子の協力や自己対応力の大切さを身につけてもらうことができ、ひ
いては子どもの健やかな成長の一助となることができます。

❹
野外活動ボランティアの養成と

協働による活動支援

野外活動を指導するスタッフが多ければ多いほど、野外活動が活性化するこ
とは言うまでもありません。
野活センターにおいて指導ボランティアを育成することで、各地域や学校な
どの施設で自然体験等の指導者として活躍し、子どもの健やかな成長を支援
することが期待できます。
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

２ 職員配置・育成 

（１）職員の確保、配置及び育成 

ア 安全かつ効率的な管理運営体制 

野外活動の専門知識に長けた人材による管理運営体制により、業務を確実に履行します。 

（ア）施設の管理運営体制 

管理運営統括責任者として所長を配置し、そのもとに維持管理、運営責任者として 2名の職

員を配置し、各施設合計 3名の体制とします。 

 

a 所長の要件 

所長は、施設の管理運営及び野外活動・スポーツ指導の経験豊富な職員が就き、施設の全業

務を統括するほか、当団体本部担当との事務調整等を行い、施設の円滑な運営を推し進めます。 

また、管理運営の最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。 

 

b 配置職員の要件 

各所長のもとに配置する職員 2名は、ともに施設運営に関する実務責任者となり、運営の具

体的な業務を担います。そのうち 1人は、施設の修繕や経理などを担当する維持管理責任者と

して、もう１人はお客様支援や広報・利用促進などを担当する運営責任者として配置します。 

所長が不在の際は、各責任者が所長の役割を代行します。 

 

c サポートスタッフ（アルバイト職員の配置） 

お客様への安全な活動支援や日常清掃など管理運営業務をサポートするアルバイト職員「サ

ポートスタッフ」を配置します。 

配置人数は、繁忙期の宿直業務のシフトを組むことができ、なおかつ利用団体の活動支援や

教室事業内容等により柔軟に検討し決定します。 

なお、いずれかの野活センターに配属することを基本としますが、当該 1施設だけの勤務に

留めず、必要に応じて他の施設を兼務することができる雇用形態とします。 

所長

※管理運営
統括責任者

職員

こども自然公園三ツ沢公園 くろがね

サポート
スタッフ

主な資格

○キャンプ
ディレクター

○防火管理者
○食品衛生責任者

主な資格

○キャンプ
インストラクター
○応急手当普及員

※3施設いずれの
業務も応援する
ことができる
体制とする。

サポート
スタッフ
Ａ

サポート
スタッフ
Ｂ

サポート
スタッフ
Ｃ

サポート
スタッフ
Ｄ

サポート
スタッフ
Ｅ

サポート
スタッフ
Ｆ

所長
Ａ

運営
責任者
Ｂ

維持管理
責任者
Ａ

所長
Ｂ

所長
Ｃ

維持管理
責任者
Ｃ

運営
責任者
Ｄ

維持管理
責任者
Ｃ

運営
責任者
Ｄ
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

d 万全なシフト体制 

所長を含めた職員の配置は、月が始まる前に所長が勤務ローテーションを組み、労働基準法

などの関連法令を遵守した無理のない勤務シフト体制を組みます。 

また、年次有給休暇などの休暇制度を確保し、取得しやすい職場環境づくりを進めることで、

職員全員が働きがいを感じることができるようにします。 

なお、所長不在時に事故や事件、災害などの発生があった場合は、緊急連絡網を用いて所長

及び当団体本部担当者に連絡をすることで、一次対応等に遅れが生じないようにします。 

 

e 施設設備の管理体制 

お客様にとってより安全な施設づくりを進めていくにあたり、施設設備の維持管理業務とし

て、職員による日常点検や簡易な修繕を行うほか、専門的な技術や資格が必要な対応について

は、相当な能力を有する業者に委託することで、万全な管理を行います。 

 

f 教室指導者の配置 

教室事業等の運営において、より専門的な技術を要する指導者の手配にあたっては、野外活

動の技術を有し、地域等で野外活動指導に従事している外部指導者をはじめ、教職員を目指す

大学生等に指導を依頼し、高品質な教室事業を展開します。 

  

g ボランティアスタッフとの協働 

お客様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

の施設管理支援、学校や地域での派遣指導等は、「横浜市野外活動指導者協議会」などに属す

る指導者や「野外活動支援ボランティア」に登録する市民ボランティアと協働で行います。各

自が持つ経験・ノウハウや特技を活かし、職員と相談しながら、活動内容を決定します。 

 

 

 

 

 

■野活センター　繁忙期の連泊対応時の1週間シフト例

曜日

時間 午前午後 夜 午前午後 夜 午前午後 夜 午前午後 夜 午前午後 夜 午前午後 夜 午前午後 夜

①所長 宿直 休日 日勤 日勤 休日 日勤

②職員 休日 日勤 日勤 休日 遅番 宿直

③職員 宿直 休日 日勤 日勤 休日 早番 宿直

④サポート 宿直 早番

⑤サポート 宿直 遅番

⑥サポート 宿直 遅番

⑦サポート 日勤 宿直

日月 火 水 木 金 土
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 
 

（イ）当団体本部のバックアップ体制 

当団体は、管理部門や施設・事業を運営する５つの局と危機管理室から構成する組織で、代

表理事をトップとした業務執行体制のもと、当団体本部が野活センターの円滑な運営をバック

アップします。 

 

a 野活センターを所管する担当部門「施設経営部」の設置 

当団体本部において、施設経営部が野活センターを所管します。担当部署には、スポーツ・

レクリエーション施設管理のエキスパート職員を配置し、施設と一体となってのサポート体

制を構築します。また、各種運営や技術的な相談窓口となり、施設の万全な管理運営を日常的

にサポートします。 

 

b 総務部のバックアップ 

総務部は、野活センターを含めた当団体全体の統括を行います。 

総務課では、団体内の人事・給与や福利厚生、対外的な調整のほかリスクマネジメントを支

援します。また、内部監査の実施、外部監査の連絡調整や個人情報保護マネジメントの運用な

ど、コンプライアンスの推進の中核となっています。 

経理課では、適切な予算執行を会計システムにより管理し、予算の適正な執行状況を監督し

ます。 

 

 

 

 

当団体　本部組織図

事務局

総務経営局 総務部 総務課・経理課

経営企画部 経営企画課・横浜武道館管理課

地域スポーツ・施設経営局 地域スポーツ振興部 地域スポーツ課 スポーツセンター

施設経営部 施設経営課 野外活動施設

スケートリンク事業部

横浜国際プール たきがしら会館

平沼記念体育館

その他施設ｽｹｰﾄﾘﾝｸ事業課

スポーツ事業局 スポーツ事業部 スポーツ事業課

事業部・技術監理部

危機管理室

スポーツ科学部・診療部 他

公園管理局

ｽﾎﾟｰﾂ医科学ｾﾝﾀｰ管理局

管理課・事業課・緑管理課・技術監理課課

健康科学課・内科・整形外科 他

トライアスロン推進・マラソン推進担当
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

c 経営企画部のバックアップ 

経営企画部は、PDCA サイクルに沿って、横浜市との特定協約や当団体中期計画の評価と対

策を行い、野活センターを含めた当団体全体の経営を統括します。 

 

d 適正な経理処理 

経理処理は、各種経理関係規定及び経理事務マニュアルに基づき、適正かつ迅速に行います。 

また、当団体本部の施設経営課及び経理課によるダブルチェックや、公認会計士・内部職員

による業務監査体制により、経理処理の精度を高めます。 

施設内で取り扱う現金についても、経理規程に基づき、厳正に管理します。 

 

e 有事の際のサポート 

当団体はリスク管理・危機管理を担う危機管理室に専門職員が在職するなど危機管理の実践

的な構築をしています。万が一野活センターにおいて災害や犯罪等が発生した場合は、第一に

施設経営課に情報集約し、さらに危機管理室にて情報を一元化した上で、同室警備統括監の指

揮のもと、的確な初期対応がとれるようにします。 

 

イ 人材育成計画 

（ア）必要な人材の確保と人事考課制度及び表彰制度 

私たちは「人材こそが最も重要な経営資源＝人財」という考えのもと、知識と経験に裏打ち

された資質と能力を兼ね備える人材の育成に努めます。さらに、持続的に野外活動指導をはじ

めとする諸事業を推進することができるよう、定期的に職員を採用し、後継者育成を図ってい

ます。 

また、組織の活性化と職員のモチベーションを高めるため、職員の日常の実績及び成果が客

観的かつ公平・公正に評価できるよう人事考課制度を導入するとともに、顕著な功績をあげた

職員に対する表彰制度も確立しています。 

 

（イ）職員研修計画 

質の高いサービスを提供するために、職場における実務研修

（OJT）や外部講習・研修などを含めた人材育成計画を策定し、

キャリア形成を図っています。 

公共サービスを担う“ホスピタリティー“精神をもったプロ

フェッショナル人材として、サービス提供、個人情報の保護、危

機管理など幅広い分野で体系的な研修を実施します。 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 
 

（ウ）野外活動技術を高め、青少年の健全育成に理解を深める研修の受講 

野活センター配属職員として必要となる、より専門的な野外活動指導技術や自然観察などの

知識・技術の習得のために、日本キャンプ協会や神奈川県立青少年センター、国立青少年機構

等が開催する外部の資格講習会や研修会に参加し、業務水準の向上に反映させていきます。 

 

（エ）自己啓発研修制度 

当団体では、職員の能力向上や意識改革の推進を図るために、職員の自己啓発研修を推進し

ています。実施に際しては、職員の職務に専念する義務の特例に関する要綱を定め、必要に応

じて通年で半日単位 4回までの職免を認めています。 

 

（オ）職場内（施設内）研修 

    各野活センターでは、心肺蘇生法及び AED 操作の実技、ユニバーサルデザインとバリアフ

リーへの取り組み、人権問題をテーマに定期的に職場内研修を定期的に実施します。「おもて

なしの心」の醸成などを図り、職員の運営能力の向上に努めます。 

また、オンライン講座に対応できるよう、職員のパソコンスキルの向上を図る IT 研修も実

施し、情報ネットワークにより迅速に業務が執行できるようにします。 

 

（カ）指定管理者に資する資格取得優遇制度 

当団体が定める指定管理関連資格の取得・更新については、当団体がその費用を負担すると

ともに、講習会参加時の職務を免除するなどの優遇制度を設け、職員の資質向上ならびに施設

運営の質向上をサポートしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■当団体で取得・更新費用を負担する資格（抜粋）

資格名 対象者

防火・防災管理責任者 所長

食品衛生責任者 所長

キャンプディレクター１・2級 所長

キャンプインストラクター 施設配属職員

応急手当普及員

または上級救命講習
施設配属職員

サービス介助士 所属長全員
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

３ 施設の管理運営 

（１）施設及び設備の維持保全・管理、修繕等への取組 

ア 施設管理の考え方 

野活センターは 3 施設ともに、経年劣化による設備の不具合や施設の老朽化が著しく進行

しているのが現状です。施設及び設備の管理にあたっては、施設の長寿命化などの横浜市にお

ける位置づけや方針を踏まえたうえで、維持管理目標を立てて業務にあたることが重要です。 

私たちは、こうした施設設備上の状況を直視し、日常清掃・点検の強化や法令に従った定期

点検等を通じて、老朽化や劣化により引き起こされ得る故障や破損を未然に防ぐ「予防保全」

の考え方により、施設を適切に維持管理します。 

そのうえで、「壊れたら直す」という対症療法に終始せず、長年の公共施設の管理運営を通

じて培ったノウハウをもとに、施設設備の運転状況等を予め認識したうえでの「保全計画」「事

前修繕」「環境保護」を主軸とした管理を行い、大規模な故障等による施設の強制的な休業や、

環境破壊等を引き起こさないように努めます。 

また、関係する情報を一元管理化し、安全・安心・最適な施設環境とすることで、お客様満

足度の高い施設にしていきます。 

 

イ 安全第一を考慮した施設管理 

（ア）施設内の日常点検 

a 建築物の老朽化による異常の早期発見 

勤務する職員は、1日 2回（宿泊利用がある場合は 1日 3回）以上の点検を行い、異常の有

無に関わらず点検チェックシートに記録します。 

異常が発見された場合は、危険回避のための応急処置を速やかに行ったうえで、早急に所長

に報告し、お客様や近隣住民の安全を確保します。 

 

b 設備の稼働時による異常の早期発見 

設備の稼働時には、稼働状況を異常の有無に関わらず点検チェックシートに記録し、可視化

することで、設備の異常を早期発見します。設備に異常が見つかった場合は、速やかに応急処

置を行い、関係業者へ調査を依頼します。また、設備異常報告をこども青少年局へ報告します。 

 

c 備品の適正管理 

横浜市民の財産である備品はデータベース化し、ナンバー付きのシールを添付することで備

品管理の正確性と、管理の手間を簡略化します。新規追加や廃棄の際はこども青少年局に報告

するほか、１年に１回以上棚卸しを行い、在庫管理等を適切に行います。 

 

（イ）お客様への掃除のお願い 

子どもや青少年の健全育成を目的とした施設として、また社会奉仕活動のプログラムの一環

として、お客様には原則、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。 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

 

清掃方法は誰もがわかりやすいように図示するほか、点検用紙を渡し、終了後に自らが確認

点検できるようにします。 

 

（ウ）職員による丁寧な日常清掃及び定期清掃による感染症拡大防止 

a 日常清掃による衛生環境への最大限配慮 

日常点検と併せて、職員による日常清掃を徹底して行い、美化に努めます。 

特に浴室やトイレなど、衛生面で配慮すべき水周り清掃については一層強化します。浴室の

脱衣所や洗い場については、足拭きマットの洗濯・乾燥などを実施し、常に衛生的な環境を保

ちます。 

床面や壁面、便器等に汚れが目視できなくとも、必ずモップ掛けやブラシを使っての汚れ落

としを行うことで、常に良好な衛生環境を保持します。 

宿泊室のご利用後は、窓を開けて風通し及び寝具の汚損状態の確認や乾燥を行うなど、衛生

的な宿泊環境を維持します。 

事務所は、日常清掃のタイミングに関わらず常にクリーンデスクの状態を維持し、良好で効

率的な執務環境の維持を図ります。 

 

b 室場別の定期清掃 

厨房や食堂などでは、定期的な清掃を実施することで、食材の残りかすや換気扇などの油分

のこびりつきなどの汚れを落とし、汚損の固形化や害獣害虫の発生を防ぎます。 

宿泊室の高所部分や空調機フィルターなど日常清掃では行き届かない場所の清掃、寝具のク

リーニング等については、年間計画により実施します。 

また、備え付けの什器等については、手垢やほこり類が付着するため、拭き掃除や防塵処置

をこまめに行い良好な状態にします。 

 

c 予防清掃の徹底 

感染症拡大防止の措置として、施設内は 1日 2回（宿泊時は 3回）の清拭消毒を行います。 

また、管理棟などの建物の出入口には防塵マットを置き、汚損防止やフロア長寿命化を図り

ます。 

壁面やガラスについては、汗や手垢、湿気による汚れの固着化等の恐れがあるため、クリー

ニングをこまめに行います。 

 

（エ）専門業者による定期清掃 

職員による日常・定期清掃では対応できない床のワックス塗布や害虫駆除剤の塗布、高所で

の窓拭きなどは、年間計画により定期的に専門業者へ依頼し実施します。 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 
 

（オ）日常の美化運営 

トイレに花や野鳥などの写真を掲示したり、施設周りをプランターの草花できれいに装飾す

るなど、日ごろから施設の美化を推進し、お客様に気持ちよくご利用していただけるようにし

ます。 

また、施設の壁面には、公園内で観察できる野鳥の写真やロープワークの見本等を掲示して、

お客様の興味を引くようにするほか、利用団体や教室で提供している様々なクラフト作品など

を展示し、明るい雰囲気をつくっていきます。 

 

（カ）維持管理専門会社へのメンテナス依頼 

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）については、実績と信頼の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、施設を安全な状態に維持します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 施設の老朽化に合わせた修繕の実施 

（ア）修繕実施体制 

a 維持管理業務から修繕にいたるフロー 

日常点検・清掃や定期点検等を通じて修繕案件が確認された場合は、速やかに修復のための

設計を描き、契約規程に基づいて、これを仕様書とした見積書の徴収、または入札を実施する

ことで、施工体制を整えます。修繕後は当団体職員が検収を行い、合格した場合に修繕完了と

します。 

なお、完了後は横浜市に実施内容を報告します。 

 

b 修繕実施の考え方 

予防保全の考え方のもと、故障や不具合、老朽化などにより修繕をすべきと判断した場合は、 

修繕の仕様を決定のうえ、設計金額を算出します。 

■専門業者による定期点検

三ツ沢 くろがね こども自然

法定点検 消防設備点検 ２回／年 ２回／年 ２回／年

法定点検 自家用電気工作物点検 ６回／年 - ６回／年

法定点検 エレベーター保守点検 - - ４回／年

法定点検 ボイラー保守点検 ２回／年 - ２回／年

法定点検 ばい煙測定 - - ２回／年

自主点検 浴槽ろ過装置保守点検 １回／年 - １回／年

自主点検 ポンプ・ファン保守点検 - - １回／年

自主点検 アスレチック遊具保守点検 - ３回／年 -

点検項目
回数
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その結果、60 万円（消費税別）以下となると予測される場合は、横浜市に事前相談のうえ

当団体において修繕を行います。ただし、突発的な案件や緊急を要する場合は、当団体にて判

断のうえ実施し、事後に実施の旨を報告します。 

また、60 万円を超過することが想定される場合は、速やかに横浜市に協議申し入れをし、

今後の修繕実施に向けた調整を進めます。 

修繕の発注は、特殊な設備等の理由により発注先を特定せざるを得ない場合を除き、横浜市

内に拠点を置く施工可能な中小企業者を公平に選定のうえ行います。 

 

c 整備されたマニュアル 

当団体では、修繕実施のための適切なマニュアルを整え、着実に実施する体制をすでに整え

ています。 

また、横浜市が制定している修繕にかかる各種手引き等を参照し、常に横浜市が求める修繕

実施基準を念頭に据えた施設維持管理を行います。 

 

（イ）修繕計画（第 4 期での計画案） 

 

（ウ）緊急修繕 

突然の大規模な設備故障や、荒天や地震などの自然災害が野活センターに及んだことなどに

より、施設の利用が困難となった場合は、速やかに横浜市に報告し、安全第一の考え方のもと、 

 

※税込み(千円)

3施設

合計

管理棟宿泊室畳表交換 400

野外炊事場テント柱補修 500

その他小破修繕 300 その他小破修繕 200 その他小破修繕 300

年度合計 800 年度合計 700 年度合計 1,200

浴槽水漏れ補修 400

厨房ガス遮断器更新 600

その他小破修繕 300 その他小破修繕 200 その他小破修繕 300

年度合計 800 年度合計 500 年度合計 1,300

厨房排水溝補修 300

宿泊室空調機補修 400

その他小破修繕 300 その他小破修繕 200 その他小破修繕 300

年度合計 900 年度合計 500 年度合計 1,000

倉庫テント張替え 200

野外炊事場階段更新 600

その他小破修繕 300 その他小破修繕 200 その他小破修繕 300

年度合計 800 年度合計 600 年度合計 1,100

野外炊事場排水溝補修 300

場内路盤補修 600

その他小破修繕 300 その他小破修繕 200 その他小破修繕 300

年度合計 800 年度合計 600 年度合計 1,200

4,100 2,900 5,800 12,800

三ツ沢 くろがね こども自然

5年間での

修繕実施

予定項目

※実際の執行に

　際しては、

　運営状況等を

　考慮し内容を

　変更します。

令和4年度

外灯ポール補修・更新 500 男子トイレ給排水設備補修 500

2,400

2,700

令和5年度

宿泊室空調機補修 500 宿泊室照明器具補修・更新 300

2,600

令和6年度

宿泊室壁紙張替 600 1階給湯器更新 300

2,600

令和7年度

宿泊室入口扉補修 500 野外炊事場屋根補修 400

2,500

令和8年度

正面玄関前石畳補修 500 野外炊事場イス補修 400

5年間の合計
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必要に応じて施設利用を中止するなどの判断を横浜市に仰ぎます。 

また、回復に向けた修繕計画を早急に作成し、横浜市と調整のうえ、復旧に向けた対応を進

めます。 

 

エ 美観を保つ外構・植栽管理 

外構・植栽の管理にあたっては、周辺環境との調和を大切にし、常日頃から落葉やゴミなど

の散乱がないように心がけます。 

職員は、日常点検において植栽の状態確認や病害虫の発生等の早期発見に努めると同時に、

専有部分に属するマンホールや点字ブロック等の浮きやはがれなどのチェックも行います。 

また、台風や暴風雨、降雪後は、速やかに点検し、状況に応じて休務職員を臨時出勤させる

などして、落ち枝や降雪等の除去作業にあたります。 

 

（ア）日常の外構・植栽管理 

外構はお客様や近所の住民の方々、歩行者、近隣施設等の安全を第一に考え、次の項目を 1

日あたり 2回以上の日常点検で確認します。破損や不具合があった場合は、接近禁止などの応

急処置をしたうえで、修復のための修繕計画を立てます。 

また、特に落葉の時期には、施設周囲に枯れ葉が散乱・蓄積しないように、毎日職員が清掃

します。点検や清掃の結果は、日常点検チェックシートにしっかりと記録します。 

 

（イ）樹木剪定の専門業者 

植栽の種類に応じて、適切な時期に適切な方法で剪定、施肥、害虫駆除等の作業が求められ

ます。また、各施設ともに相当数の高木があり、植栽管理において高所作業が欠かせません。 

植栽管理においては、安全性と高度な専門性が求められるため、原則として市内の中小企業

者に作業委託をします。作業実施にあたっては、事前に近隣住民・施設の方々に作業内容や日

程を知らせるとともに、お客様や歩行者の動線を確保するなど、安全第一の作業を心がけます。 

加えて、くろがね野活センターのグラウンドは、鶴見川水系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、機能の維持に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■植栽管理委託内容　（モデル）

4月 ６月 7月 9月 1月

除草（肩掛け機）
草刈り機にて雑草の根を残して地上部

のみ除草する。
○ ○ 2回

刈り込み（低・中木）
病害虫などに対する抵抗力を高め、美

観を保つように剪定する。
○ 1回

剪定（高木）
伸びすぎた枝の剪定や枯れ枝の除去

をし、安全対策をする。
○ 1回

薬剤散布 害虫が発生する前に防除する。 ○ ○ 2回

施肥 乾燥汚泥肥料等を施す。 ○ 1回

※「作業時期」は予定です。施設管理運営状況により変更します。

作業項目 作業内容
作業時期

回数/年
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オ 先進的な環境保全型施設へ 

かけがえのないこの自然環境を損なうことなく、次の世代に伝えるためにできることは何

か、私たちはこの命題に積極的に取り組んでいきます。 

横浜市地球温暖化対策実行計画やＳＤＧｓの考えのもと、こまめな節電・節水やリサイクル

の徹底を通じて、環境保全、地球温暖化抑止に貢献していきます。 

■第4期指定管理で取り組む環境対策

項目 内容

①ゴミの減量化

○ヨコハマ3R夢の方針に従い、ゴミの分別を徹底します。

○環境教育の一環として、お客様には徹底したごみの分別処理をお願いします。

○自動販売機に関しては、設置事業者によるごみ回収を義務付けます。

○事務事業で排出されるゴミ量を減らすために、積極的な裏紙を使っての再生利用など

　を行います。

○排出されたゴミについては、横浜市のゴミ分別回収ルールに従って廃棄処分します。

②コンポスト、

　剪定枝の活用

○事業等で発生した生ゴミは、コンポストを利用して堆肥化

　しリサイクルします。

○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、チップに加工し、敷地内に散布します。

○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。

③環境にやさしい

　製品の活用

○照明器具は、随時、省エネタイプのものに交換し、節電と長寿命化による電気代、交換

　費用、人件費、廃棄処分費等の縮減を図ります。

○シャワーには節水コマを取り付け、水道使用量を削減します。

④グリーン電力の購入
○教室事業等でグリーン電力を購入し、自然エネルギーの普及に貢献することと併せて、

　地球温暖化防止の啓発に取り組みます。

⑤グリーン購入の推進

○「横浜市グリーン購入の推進に関する基本方針」及び「横浜市グリーン購入の推進を図

　るための調達方針」に基づき、事務用品等には環境に配慮した物品を調達し、グリーン

　購入の普及促進を積極的に推進するとともに、お客様へのPRを通じて社会全体での

　環境対策意識の向上にも努めます。

⑥グリーンカーテンの

　設置など

○日当たりのよい場所などをツル性植物によるグリーンカーテンを育成しながら覆うこと

　で室内温度の上昇を防ぎ、空調効率を高めます。

○夏季の暑い時期には、正面入口や広場などで打ち水を実施することで、温度上昇を防

　ぎます。

⑦お客様への積極的な

　PR活動

○各施設において、横浜市資源循環局などが啓発するゴミ減量や環境保護に関する啓

　発ポスターやリーフレットなどを積極的に掲示・配置し、お客様や近隣居住の方をはじ

　めとする市民の方々に対して、環境保護意識の高揚を図っていきます。

○野活センターで行っている環境保護活動や電気量削減推移状況などを、施設内に掲

　示するなど、「見える化」を推し進めます。

⑧二酸化炭素削減目標

　の設定

○二酸化炭素排出量削減目標については、「地球温暖化対策の推進に関する基準」に基

　づき、毎年の二酸化炭素排出予測量を算定します。

○職員はもとより、お客様に向けても日常の節電や節水を推奨し、光熱水使用量の抑

　制、ひいては二酸化炭素排出量の抑制に努めます。

▲コンポストで堆肥作り
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３ 施設の管理運営 

（２）事故防止体制・緊急時（防犯）の対応 

ア お客様の安全利用のための施設づくり 

（ア）プログラム用品や建物、設備の定期点検 

日常点検チェックシートを用いて、野外炊事やクラフト作業などで使う刃物類や工具のほ

か、各設備の運転状況、建物全体の状態などの日常安全点検を行います。破損している場合は

使用を中止し、修繕等を計画します。また、高所に設置している各種備品等の落下がないよう

に壁に固定するなどの対策をし、状態を毎日点検します。 

 

（イ）利用前・活動前の安全についての注意喚起（引率者と行う安全対策） 

施設の利用前やプログラム活動前のオリエンテーションにおいて、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うとともに、自然体験活動中は自分で安全

を確保する「セルフエイド」の意識を持つことを伝えます。 

また、必ずお客様に対して「避難経路」や「避難場所」の説明を行います。 

 

（ウ）施設説明・用具の取り扱い説明（参加者と行う安全対策） 

炭や薪による火熾しやナタを使った薪割りなどは、扱い方法を誤ると大きな怪我につながり

かねません。利用されるお客様に対しては、細心の注意を払ったうえでの取り扱いを強くお願

い（指導）するとともに、扱いに不慣れと判断した場合は職員が一緒に行い、怪我などの事故

の発生防止に努めます。 

 

（エ）火気への注意徹底 

野活センターでは、野外炊事やキャンプファイヤーなど火気使用を伴います。取扱いや後始

末に誤りがあると、火災等に繋がる可能性があるため、お客様には火の取扱いの事前説明を徹

底します。また、プログラム終了後の火気の後始末を、職員が確実に確認するようにします。 

 

（オ）屋外活動中への害虫等の対策 

野外活動では屋外での活動が多く、害虫による被害は極力避けなければなりません。お客様

には、ハチや蚊などの害虫から身を守るための防虫用品を携行してもらうこととし、お客様の

安全を守ります。加えて、虫刺され防止と併せて、転倒などによる擦過傷防止のために、長ズ

ボンと長袖服を着用するよう指導します。 

 

（カ）食中毒等の対策 

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。 

また、食肉販売を行うため、ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理を徹底します。 
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（キ）盗難・盗撮防止、お客様トラブル防止策 

ご来館されるお客様がお互いに尊重し合い、承諾無しの撮影禁止や、互いに譲り合った利用

をしていただくなどのマナーやルールの啓発をすることで、お客様同士のトラブルを未然に防

ぎます。また、盗難事件を抑止するために、職員による施設内の巡回と「職員巡回」の掲示を

します。 

 

（ク）お客様への積極的な声かけ 

職員による来館者への積極的な声かけにより、不審者の侵入を未然に防ぎます。声かけによ

り、お客様にとっても、地域の住民の方々にとっても、野活センターが憩いの場であり、愛着

のもたれる施設であることを目指します。 

 

（ケ）指導者等への健康状態、心身状態のチェック 

教室等で指導を行う指導者についても、体温確認や心身の健康状態の体調チェックを行い、

支障がある場合は教室を臨時休講することも視野に入れた安全対策を行います。 

 

（コ）暴力団対策法の遵守 

平成 24年 10 月 30 日に施行された「改正暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（暴力団対策法）」で禁止されている事項に抵触する恐れがある場合は、所轄警察署に即時連

絡のうえ、警察の指導のもとでその利用を中止させます。 

 

（サ）コロナウイルス等の感染症対策など 

施設内の各所にはアルコール消毒液を、洗面所には石けんを常備し、手洗い・うがいと手指

のアルコール消毒の励行をお客様に呼び掛け、コロナウイルスやインフルエンザなど感染防止

に努めます。ノロウイルスやマダニなどの対策として、塩素消毒剤や殺ダニ剤を用意します。 

また、従事する職員は毎朝検温による体調管理を行い、感染予防の対策をします。 

 

イ 事件・事故を未然に防止する平時の体制 

（ア）危機管理マニュアルの整備 

    緊急時において、迅速かつ

効果的な対応を行うため、

様々な危機管理に対応でき

るようにマニュアルを整備

しています。 

 

 

■当団体の危機管理に関するマニュアル等

■危機管理基本マニュアル ■不審物対応マニュアル

■災害情報伝達系統 ■応急処置マニュアル

■ＡＥＤマニュアル（到着前） ■不審者等とのトラブル防止マニュアル

■ＡＥＤマニュアル（到着後） ■震災対応マニュアル

危機管理対応に関するマニュアル一覧
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（イ）保安警備体制 

当団体の保安警備体制は、開館時間内はもちろんのこと、閉館後・休館日においても警備会

社と連携した機械警備システムを構築し、24 時間 365 日、万全な体制で臨んでいます。 

 

a 職員による防犯のための日常点検 

非常時に迅速で効果的な対応ができるよう、危機管理基本マニュアル内容を常に確認し、日

頃から防犯や防災に関しての意識を高めるとともに、施設内の巡回・点検を（１日 2回）実施

し、犯罪等を未然に防ぎます。 

 

b 防犯カメラの設置と確認 

不審者侵入などの事態に備え、防犯カメラまたはセンサーライトの各機能を万全にし、日ご

ろの動作状況を確認します。 

また、各野活センターを「防犯連絡所」及び「こども 110 番」の拠点とするほか、施設入口

に「警察官立寄所」PRプレートを貼付し、地域の犯罪抑止に努めます。 

     

c 夜間や休所日の機械警備 

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で感知するようにし、異常

の内容によって警備会社の警備員が現場に急行し現場確認をするようにします。併せて所轄の

消防署と警察署に通報します。そのうえで、警備会社から所長（所長不在の場合は施設職員）

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。 

 

d 宿泊利用時の対応 

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。 

確認の結果は、問題がなくとも「日常点検チェックシート」に必ず記載し、所長の確認と職

員間での情報の共有を行います。 

 

（ウ）緊急時に備えた研修 

a 救急救命講習受講修了者の配置と防犯・防災に関する教育の定期的な実施 

上級救命講習受講を修了した職員を配置するとともに、「応急手当普及員」の有資格者であ

る当団体の職員が全スタッフに対して定期的に救命講習を行うことで、緊急時に応急手当が円

滑にできる体制とします。 

また、防犯・防災に対する研修を年度ごとの職員研修に盛り込み、ＯＪＴを通じて全職員が

内容を習得できるようすることで、緊急時でも迅速に対応できるようにします。 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

ウ お客様の安全確保のための緊急・救急体制 

（ア）緊急・救急事態に対応できるように 

緊急時において、迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理担当者を所長とし、当団体本

部とともに、危機管理体制を構築します。 

また、負傷者発生時の対応フロー等を事務所内に掲示し、速やかに対応ができるようにしま

す。 

 

（イ）事故・事件発生時の対応 

a 人身事故の基本的対応 

万が一、お客様のご利用中に人身事故等の発生が確認された場合は、職員が発生現場に急行

し冷静に状況把握を行うとともに、救急隊要請を行います。 

救急隊に引き継ぐまでは、職員による RICE 処置（Rest（安静）、Ice（アイシング）、

Compression（圧迫）、Elevation（拳上））、心肺蘇生法など応急救護を行います。 

そのうえで、疾病の内容、原因などから、必要がある場合は、警察等関係機関へ連絡します。 

 

b 傷害事件等の発生時における基本的対応 

不審者侵入やお客様間でのトラブル等による傷害事件等が確認された場合は、至急警察に通

報し、緊急出動を依頼します。そのうえで、トラブルを仲裁するなど、事件の拡大抑制に最大

限の努力をします。 

また、他のお客様へ危害が及ぶのを防ぐために、施設内のお客様に対して、現場から離れる

ようにアナウンスをします。 

警察到着後は担当官に事実内容を正確に伝達し、調書等作成に全面的に協力します。 

 

c 職員の対応 

職員は、いつ何時災害等の事故・事件が発生しても適切な対応ができるように、災害対応に

関するマニュアルの内容を日ごろから熟知し、いざという時の役割が明確になるよう、各職員

の分担表を事務所内に掲出します。 

そのうえで、万が一発生した場合は、AED やヘルメット、メガホン、災害用ビブス、各種防

災用品を速やかに携行し、発生現場などにおいて適切な処置ができるように心がけます。 

 

（ウ）警察や救急隊への連絡 

緊急時に速やかに警察や消防に適切な連絡ができるよう、事務室内には災害等の対策手順を

わかりやすく示した図表を掲出します。 

なお、当団体本部には、警備統括官（危機管理室）を配置し、緊急時に警察や消防による早

期対応が可能となるよう、日ごろから密接な連絡関係を築いています。 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

エ 情報収集と報告体制 

（ア）情報収集 

各野活センターを所轄する警察署とは日ごろより連絡体制を構築し、施設近辺で事件性のあ

る事案等が発生した場合や注意案件などについて、直接情報提供を受けられるようにします。 

 

（イ）事故・事件発生後の報告連絡 

事件、事故等が発生した場合は、その際に行った初期対応や緊急対応等を時系列で記録、整

理し、各種報告書を作成します。その報告書をもとに発生原因の分析や課題整理・評価を行い、

横浜市に適宜報告するほか、関係マニュアルの見直しを含めた再発防止策を講じます。 

 

（ウ）報道発表 

大規模な事件や事故、災害等が発生した場合は、横浜市と調整のうえ、各種報道関係者に情

報提供し、マスコミを通じて広く市民に事実を周知するようにします。 

 

オ 補償体制の確立 

（ア）賠償責任保険等への加入 

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、お客様に身体的

傷害や財物損壊を与えた場合に備え、施設賠償責任保険及び生産物賠償責任保険に加入しま

す。 

 

（イ）傷害保険への加入 

スタッフが業務中にケガをした際の補償を担保するため、普通傷害保険に加入します。 

野外活動教室事業の実施に際しては、スポーツ・レクリエーション保険や国内旅行傷害保険

に加入します。 

 

（ウ）顧問弁護士の確保 

補償問題などの法的係争が発生する場合に備え、示談交渉などを適切に進めるうえでのアド

バイザーとして顧問弁護士を確保し、円満な解決に向けた対応を万全にします。 

■加入する賠償責任保険

保険種類 保険内容 賠償限度額

対人：1人につき1億円　　1事故につき１億円

対物：1事故につき1億円　期間中1億円

対人：1人につき1億円　　1事故につき１億円

対物：1事故につき1億円　期間中1億円

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

損害事故が発生した場合の賠償保険

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
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 
３ 施設の管理運営 

（３）防災に対する取り組み 

ア 災害発生時は市への協力 

横浜市防災計画では、市において甚大な災害が発生した場合、野活センターは「災害発生時

における他都市応援職員等の宿泊施設」となります。 

また、他都市等で災害があった場合は、「被災自治体からの被災者の二次受入施設」として

も位置づけられています。 

当団体は突然起こる災害対応に備えるため、「災害時等における被災者の受入れに関する施

設利用の協力に関する協定」を締結し、災害発生の際に円滑に被災者等を受け入れられるよう

にします。私たちは横浜市防災計画の役割を十分に理解し、災害発生時に的確に横浜市と調整

し適切な行動がとれるよう、日ごろから内容を確認し、緊急時に必要と認められる場合には、

自主的に施設開放の協力を行います。 

 

イ 災害対応に備えた体制 

（ア）危機管理マニュアルの整備 

危機管理基本マニュアルは、お客様の生命や財産に重大な影響を及ぼすような事態を想定

し、危機管理を進めていく上で最低限実施すべき共通事項を整理しています。 

また、危機対策の向上に資するとともに、危機発生時の組織間の調整・支援機能など当団体

全体の緊急体制を整備することを目的に策定しています。 

私たちはお客様の信頼に応え、安全・安心を確保する責務を果たすため、日ごろからこのマ

ニュアルに基づいて安全第一を旨とした行動をしていきます。 

 

（イ）自衛消防隊の設置による災害時の体制 

消防法に基づき、各施設に所長を隊長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。 

また、防災計画書は各

施設を所轄する消防署

に提出し、役割や心得、

改善点などについての

指導・助言を得ます。改

善が必要と判断された

場合はすぐに見直しを

行います。 

万が一、火災等が発生

した場合は、日ごろの訓

練に従い、お客様の安全

確保を最優先した避難

誘導と消火活動を行い

ます。 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

ウ 自然環境の変化や災害予防に即応した危機管理体制 

大規模な災害等が発生した場合は、当団体本部に「災害対策本部」を設置し、施設職員に対

する適切な監督を行い、対応に万全を期すこととします。 

 

（ア）雷・豪雨・豪雪などの情報収集 

気象災害情報や事件等の情報は、テレビやインターネットなどの複数のツールを使って多角

的に常時収集します。 

さらに、当協会内で構築しているイントラネット上の掲示板やメール機能を活用し、当団体

本部をはじめ、組織全体で、他施設の事件情報や気象災害対策、熱中症予防などの安全管理情

報を共有します。 

荒天後は直ちに建物内外の壁や屋根などの目視点検を行い、被害状況を確認のうえ、被害の

有無に関わらず、横浜市にその結果を速やかに報告します。 

 

（イ）防災訓練の実施 

原則として 9月に「参集訓練」「通報訓練」、その他の時

期に「避難誘導訓練」「消火訓練」「救命手当訓練」をそれ

ぞれ行います。また、神奈川県が提唱する「かながわシェ

イクアウト訓練」及び安否確認訓練や情報伝達訓練につい

ては、東日本電信電話会社が提供する災害用伝言版

（web171）を活用し実施します。 

避難誘導・通報・消火の各訓練は、事前に各施設を所轄

する消防署へ届出し、可能な場合は署員の立会いやお客様の参加のもとで実施します。 

 

（ウ）お客様・利用団体への注意喚起 

団体利用のお客様の事前の打合せや教室参加のお客様に対しては、緊急時の初期動作や避難 

経路、一次避難場所の説明を行い、理解を得ます。 

また、夏季における光化学スモッグや、PM2.5 などの大気汚染に関する警戒情報が発令され 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

た場合は、速やかに施設内放送等を通じてお客様に注意喚起します。さらに、各野活センター

のホームページでも案内し、来所されるお客様へ予めの注意を促します。 

 

エ 災害発生時の対応 

（ア）火災発生時における基本対応 

報知機等の鳴動により火災が確認された場合は、予め組織化している自衛消防隊の各役割の

もと、日ごろの火災予防訓練に従い、施設内非常放送によるお客様の安全確保と避難誘導、消

火活動、消防隊への連絡を迅速的確に行います。 

 

（イ）自然災害発生時における基本対応 

大規模地震発生等があった場合は、非常放送および直接の声かけにより、お客様を安全な場

所へ避難誘導します。すぐに施設内を巡回し、取り残されたお客様がいないことを確認します。 

併せて、備品等の倒壊やガラス破損による飛び散り状況などを確認し、被害の全容把握に努

めるとともに、危険箇所への接近禁止処置を行います。 

また、非常放送受信機や各メディアを通じて震度等の正しい情報把握を行い、避難されたお

客様に向けて逐一情報提供を行います。 

なお、大規模な災害などが発生した場合は、当団体本部に「災害対策本部」を設置し、施設

職員に対する適切な監督を行い、対応に万全を期することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火
災
発
生
時
対
応
フ
ロ
ー

• 火災発生場所を確認する。
• 利用者を避難場所へ誘導する。

• 消防署（必要に応じて警察署）に連絡
• 初期消火活動

• 厨房などのガス栓を閉める
• 逃げ遅れた人がいないか確認

• 重要書類の搬出
• 状況に応じて対策本部設置

• 人員確認
• 負傷者の確認と応急処置

• 家族等への連絡
• 避難後の対応を指示

安全確保

火災

状況把握と安全確保

避難指示と誘導

避難場所での対応

事後の対応と措置

◆一次行動
• 緊急地震速報受信システム
• 館内放送等により情報発信
• 災害ＦＭ放送等で情報収集
• 安全確保、安全な姿勢をとる

地
震
発
生
時
対
応
フ
ロ
ー

• 利用人数の確認
• 負傷者の確認と応急処置

• 家族等への連絡
• 避難場所での情報の伝達・掲出

安全確保

◆二次行動
• 職員は各団体のもとへ急行し、

お客様の状況把握
• 火元の確認
• 施設の状況確認
• お客様を避難場所へ誘導する。

地震発生

状況把握と安全確保

避難指示と誘導

事後の対応と措置

• 地震の情報収集
• 所管局・団体本部等関係機関へ連絡
• お客様、施設の被害状況報告
• 状況に応じて対策本部設置施設外・敷地外避難

の決定・指示

緊急地震速報

館内放送による情報発信
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 
 

（ウ）施設の安全状態維持 

大雨や大雪などにより施設や設備に破損等が生じた場合は、当該箇所へお客様が接近できな

いように、ロープ等で接近禁止処置を施します。そのうえで原状復旧のための修繕計画を速や

かに検討し、横浜市と実施に向けた調整を図ります。 

また、被害が大規模となり施設の運営が困難な状況となった場合は、横浜市と調整のうえ、

臨時休所等の措置をとります。 

 

（エ）災害発生時の報告・連絡 

緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理担当者を所長とし、当団体本部

とともに危機管理体制を構築します。 

また、各野活センターを所轄する警察署や消防署、近隣の医療機関、公園管理者などと緊急

時に備えた連絡体制を整え、お客様をはじめ地域の方々の安全確保と施設の保全や被害の早期

復旧に努めます。 

施設の被害状況については、職員の身の安全を確保したうえで調査を行い、当団体本部や横

浜市に第一報を報告します。さらに、詳細な調査のうえ、復旧に向けた対策や被害状況がわか

る画像等を含めた第二報を報告するなど、迅速かつ正確な報告を行います。 

 

オ 地域と連携した取組 

各野活センターでは、地域の団体や公園を管理している団体との連絡会等を通して、防災・

防犯をはじめ、地域や公園内などに関する情報や課題を共有し、緊密な連携をとっていきます。

こうした日頃からの取組により、災害時において速やかに対応できる連絡体制を整えます。 

 
■地域との連携した取り組み例

三ツ沢公園
三ツ沢公園管理事務所との情報交換会

三ツ沢公園と合同の防災訓練

くろがね 自治会（鉄町内会）との情報交換会

こども自然 こども自然公園連絡会での情報交換
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 
３ 施設の管理運営 

（４）利用者ニーズ・要望・苦情への対応 

ア モニタリングの基本的実施体制 

私たちは、野活センターを管理・運営していく中で大切にしていきたいことは、安全・安心

なご利用はもとより、「職員ができる限りお客様との接点を持ち、直接生の声をうかがうこと」

です。 

そのためには、常に自らの管理・運営の内容等を評価し、改善すべき点を洗い出したうえで、

それを反映していくモニタリングの仕組みを整えておくことが大切です。 

野活センターを管理するにあたっては、各所長が統括責任者としてあらゆる有効な方法を用

いて施設運営の評価を認識し、事業評価会や OJT などを通じて、業務水準の向上を図るよう

にします。 

 

（ア）モニタリング・評価・改善の管理体制 

すべてのモニタリングの実施結果は、PDCAサイクルに則ってその内容を理解し、管理業務

や教室事業などの見直しに繋げます。 

また、施設内掲示やホームページなどで、改善策や回答を公開するほか、月次・四半期・年

間の各事業報告書にて横浜市に報告します。 

なお、緊急性や特別に必要と認められる内容のものについては、速やかに報告します。 

 

（イ）PDCA マネジメントサイクルによる組織的な改善活動 

事業内容を継続的に改善するために、

PDCAマネジメントサイクルを構築します。 

まず年度の事業計画書を作成し、計画書

に基づいた施設の管理運営を行いますが、

四半期ごとの事業評価会やお客様からのモ

ニタリング結果等を踏まえて計画を見直

し、次年度の計画を策定します。 

特に、評価（Check）と改善（Action）に

必要なモニタリングは重要であるととら

え、評価を得るための多様なチャンネルを

活用します。 

 

（ウ）職員の目標共有（計画と振り返り）の実施 

事業の改善のためには、職員の資質向上が図られることが何よりも大切です。 

当団体では職員を対象とした人事考課制度を整えています。職員の担当業務遂行上の目標を

しっかりと立て、定期的な振り返りを通じて、自身及び上席による評価付けと改善策の検討を

実施することで、組織全体の業務水準の向上を図っていきます。 

 

 

継続的
改善活動

Plan
（計画）

Do
（実行）

Action
（改善）

Check
（評価）

○管理運営業務

○横浜市の評価
○外部評価
○お客様の評価
○自己評価

○評価に基づく改善
計画の策定・実施

○横浜市との協約
○中期計画
○事業計画書
○指定管理協定 等
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

イ ご意見・要望・苦情の積極的な受付と反映 

（ア）お客様のご意見等の収集方法 

私たちは、さまざまな手法により、お客様のご意見・ご要望を収集します。 

ご要望やご意見は、業務や事業の改善活動のデータとして研究・活用します。 

■お客様からのご意見等の収集及び対応方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）お客様のご意見・ご要望を反映させる体制 

お客様からいただいたご意見やご要望、苦情は、所定のフローに従って対応します。 

要望や苦情を受けた職員は、内容の大小問わず統括責任者である所長に報告し、所長はミー

ティングなどを通じて、職員に周知するとともに、対応策を検討します。 

これらの要望等とその対応策は、原則、個人情報を除き施設内やホームページで公開するほ

か、発信者がお望みの場合は対応策等を記してメールなどにより返信します。 

対応後は事例データとして蓄積し、必要に応じて対応ルールを改良するとともに、関連して

いる各種マニュアル等を更新します。 

 

 

 

 

 

ウ セルフモニタリングの実施 

（ア）事業評価会の開催 

各野活センター所長と当団体本部の所管課（施設経営課）との間で、各月の翌月上旬に事業

評価会を施設長会議と併せて実施します。 

事業評価会では、月次の利用者数や収入実績の対目標の進捗やコスト分析の検証と併せて、

自己評価とお客様などからのご意見等の内容を踏まえた施設評価を行います。 

 

【更新】

マニュアルの更新

【公開】

改善策の公開

【共有】

改善策の共有

【検討】

対応策の検討

【報告】

所長への報告

【収集】

意見・苦情
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 
 

（イ）局部長会議の開催 

当団体では、役職員をメンバーとした局部長会議を毎月開催しています。 

この場では、当団体が管理するすべての施設と事業における収支状況の報告と改善策の決定

が行われています。野活センターについても執行管理の結果をもとにした報告を行い、組織全

体で野活センターの業務改善に繋げます。 

 

（ウ）従事者全員が理解する振返り体制 

モニタリングの結果として改善するべき事項が整理された内容は、職員はもちろんのこと、

野活センターの業務に係る関係スタッフ全員が理解することが必要です。 

外部の教室指導者や業務委託先従業員に対しても、必要に応じて振り返りや改善を指示し、

施設全体で業務改善が図られる体制を構築します。 

 

エ 第三者評価の受審 

 横浜市が実施する第三者評価を受審し、評価委員会で得られた意見やアドバイスのもと、

社会や行政サイドの意向等を理解し、事業改善に励み、よりよい施設運営を行います。 

 

オ 横浜市の所管課と行う連絡会 

    横浜市こども青少年局青少年育成課とは、原則四半期に１回、「連絡会」を行います。 

連絡会では、各野活センターの四半期ごと、および年間の管理・運営状況を報告し、施設に

おける課題等を共有するとともに、青少年関連の施策や動向等について情報交換するなど、施

設の運営を一体となって改善していきます。 

 

カ 地域・利用団体との懇話会 

私たちは、野活センターの利用団体代表者や地域の方など、施設を取り巻く多方面の市民の

方々から直接、お話を伺う「横浜市青少年野外活動センター運営懇話会」を自主的に開催しま

す。 

野活センターの管理運営に関するご意見やご要望などを伺い、市民ニーズに適った運営の実

現に繋げていきます。 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 
３ 施設の管理運営 

（５）個人情報保護・情報公開への取組 

ア 最高レベルの個人情報保護の取組 

当団体は、情報漏洩や個人の権利・公益を害する事態の発生を予防するため、個人情報マネ

ジメントシステムに関する規定の運用を確実に行うとともに、職員はもとより外部講師も含め

た研修を実施し、守秘義務を徹底しています。 

 

（ア）指定管理者に課される守秘義務の徹底 

指定管理者は、お客様及び職員に関する個人

情報、情報公開規定における非開示情報など、守

秘すべき様々な情報を保有します。こうした情

報が外部などへ漏洩すれば個人の権利や公益を

害する事態を招来するおそれがあります。 

当団体は、プライバシーマーク付与事業者と

して、個人情報保護規程を設定し、組織体制・

データ保護方策・個人情報の廃棄の手順等、情報

漏洩防止のための必要な手続きを定め、これら

の情報の保護を徹底します。 

 

（イ）プライバシーマークの取得 

当団体は、平成 20 年８月にプライバシーマークを認定取得（全国の公

益財団法人では初取得）しました。個人情報保護に関する法律の規定以上

の措置を定める「JISQ15001（個人情報保護マネジメントシステム ― 要

求事項）」に適合した個人情報保護体制を構築・運用し、お客様の個人情

報を厳格に管理しています。 

特に厳格な審査をクリアしたプライバシーマーク付与事業者として最

高レベルの体制を整備しています。 

 

（ウ）野活センターにおける個人情報保護の取組 

私たちは、個人情報の保護に関する自主点検を年２回実施し、アルバイト職員・外部指導者・

ボランティアスタッフを含む全従事者に対する年 1 回以上の研修を行います。 

また、個人情報を含む業務を委託する場合は、委託業者に安全な取り扱いや秘密保持が厳守

できる体制を審査した上で契約を締結するなど、個人情報を保護する高品位なマネジメントシ

ステムを実践します。 

 

（エ）個人情報を取得する際の徹底事項 

個人情報を取得する際は、お客様に対して、利用目的の明確化・利用の範囲・対応窓口等を

丁寧に説明し、事前に承諾を得たうえで取得します。 

▲令和 2年 8月更新               
プライバシーマーク 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 
 

（オ）個人情報の漏洩防止への取組 

個人情報漏洩の多くは、ヒューマンエラーによるものと言われています。私たちは、FAX や

E メールで登録されていない宛先に送る際には、必ず複数人によるダブルチェックを行うとと

もに、E メール送付文書に個人情報が含まれる場合はパスワードを設定するなど、第三者が閲

覧できないように漏洩防止策を徹底します。 

 

（カ）職員の懲戒に関する規定 

守秘義務違反や情報漏洩など、公正な職務執行を脅かす疑いがあった場合は、「コンプライ

アンス規程」に基づき、適正な処理を行うとともに、顧問弁護士等外部の専門家からなる調査

チームを設置し迅速に対応します。万が一、職員に法令違反や職務上の義務違反等があった場

合は、「就業規程」及び「懲戒処分の標準例」に基づき、公平委員会での審議の上、厳正な処

分を課します。 

 

イ 高い透明性を確保する情報公開 

私たちは、野活センターの管理運営において、十分な透明性を確保し、市民へ説明責任を果

たします。指定管理者名を掲示するほか、事業計画書及び事業報告書、モニタリング結果は

ホームページで公開し、開かれた施設運営をします。 

 

（ア）個人情報データの開示に対する対応 

個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人データの開示等の請求について、当団体で定

められている「保有個人データに関する開示等対応要綱」に則り、適切に対応します。 

 

（イ）情報開示手続きフロー 

当団体は、指定管理者とし十分な透明性を確保し、市民への説明責任を果たします。情報開

示請求への対応は、「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」の趣旨に則り、「保有個人

データに関する開示等対応要綱」を定め、適切に対応します。 

また、館内にはモニタリング結果や事業計画・報告書の閲覧コーナーを設け、当団体の取組

をいつでもご覧いただきます。 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 
３ 施設の管理運営 

（６）横浜市の重要施策を踏まえた取り組み 

ア 横浜３R夢プランの取組 

ヨコハマ３Ｒ夢プラン「横浜市一般廃棄物処理基本計画」は、ゴミと資源の「リデュース（発

生抑制）、リユース（再利用）、リサイクル（資源化）＝３Ｒを進

め、環境負荷の低減や資源・エネルギーの有効活用と確保を目的

にしています。 

    私たちは、お客様と協力しながら、３Ｒ行動を進めることによ

り、循環型社会への取り組みに貢献します。 

 

   ■取組例 

１ ３R 行動・環境学習 

■館内に３R 行動の掲示板を設置して市民への啓発 
■各野活センターで環境学習をテーマにした教室を開催 
■空き缶・ペットボトル等を活用したリユースクラフトを提供 

２ 食品ロス 

■野外炊事を伴う教室では、食料調達計画を綿密に行い、食品ロスを削減 
■はまのおすそ分け「YOKOHAMA フードドライブキャンペーン」 
イベント開催時に各家庭で使い切れない未使用食品を持ち寄り、フードバ
ンク団体や地域の福祉施設・団体などに寄贈します。 

３ まちの美化 
■地域で取り組む「鶴見川での清掃活動」 くろがね 
■お客様と取り組む「公園内の清掃活動」 三ッ沢・こども自然 

４ リサイクル 
■使用済みインクカートリッジの再資源化 

■発生する生ごみをコンポストでたい肥化 

５ 
温暖化対策エネル

ギー 

■グリーン電力購入を一部のイベントで実施 

■お客様へ空調機の省エネ温度設定のご協力をお願い 

６ 適正処理 

■お客様と取り組むごみの分別の徹底 
■お客様と取り組むごみの抑制（マイバッグ・マイ箸、マイボトルの持参、プラ
スチック用品の使用削減） 

■ペーパーレス、裏紙使用等の推進 

 

イ 人権尊重に徹した施設運営と事業 

（ア）人権尊重の考え方 

公の施設である野活センターは、法的にも利用されるお客様にも、平等性・公平性を確保し

なければなりません。 

私たちは、一人ひとりの市民が互いに人権を尊重しあい、ともに生きる社会の実現を目指し、

差別や偏見に傷つき苦しんでいる人がなくなるように行動していきます。そのためには、人権

問題を自分たちの問題として考え、人権問題の理解を深め、取り組

んでいきます。 

施設の運営にあたっては、差別や偏見、施設利用上の困難な状況

を解消するため、すべてのお客様に対して公平で平等に対応しま

す。また、性的少数者、外国人、障がい者などの方々に配慮の必要

がある場合は、相手の立場に立ち、思いやりのあるサポートを行い

ます。 

 

 

ヨコハマ３Ｒ夢！マスコット 

横浜市人権施策基本方針 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

（イ）人権啓発推進の取組 

人権研修は、年 1回、全職員を対象に実施します。 

また、各職場では、人権啓発推進者を中心に、人権週間にあわせたポスターの掲出や人権関

係のパンフレットを職場内で回覧するなど、人権啓発推進活動を実施します。 

 

ウ 男女共同参画推進の取組 

私たちは、誰もが性別に関わらず、自分の希望に沿った形で多様な

選択を実現できる社会づくりを目指すことを基本方針として、職場づ

くりやお客様対応、地域社会との協働を推進していきます。 

職場内では、誰もが働きやすい職場にするため、仕事と育児・介護

の両立に向けた規程整備を行い、育児休業・休暇等の取得を推進して

います。 

また、男女共同参画の推進と各種ハラスメント防止にむけて、研修

を 1年に 1回行います。 

 

エ 市内企業への優先発注 

私たちは、修繕等の発注、物品や役務の調達にあたっては、横浜市中小企業振興基本条例の

趣旨に則り手続きを行います。 

当団体の経理規程に基づき、競争入札等の方法により契約を行い、事業者の指名にあたって

は、市内経済の発展に貢献するため、市内中小企業を優先します。 

 

オ ＳＤＧｓへの取組 

当団体は、横浜市が 2020 年 11 月に制定した制度『Ｙ-ＳＤＧｓ』

に認証区分「標準（スタンダード）」として認証されています。 

施設の老朽化対応をはじめ、子ども・青少年施策を推進するため、

一つでも多く「SDGs17 の目標」の達成に協力していきます。 

 

カ インクルーシブの推進 

私たちは、障がいの有無や年齢、性別、国籍等を問わず、誰もが個性を尊重し合え、多様な

あり方を認め合える全員参加型の社会である共生社会の実現に向けた取組をします。 

野活センターの利用において、障がいの有無等に関わらず利用者を受け入れるともに、自主

事業の野外活動教室にも参加できるようにします。 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

４ 事業の企画・実施 

（１）野外活動の普及・振興のための考え方や方針 

ア 野外活動の普及・振興のための取組 

（ア）横浜市の施策を踏まえた普及事業の展開 

横浜市が策定する「横浜市中期 4か年計画 2018-2021」や「第 2期子ども・子育て支援事業

計画」などの計画において、子どもや青少年の健全育成への取組として、自然体験や人との交

流を通じて自身の能力を育み、可能性を図ることとし、その体験活動の実践の場の一つとして

野活センターの活用を謳っています。 

野活センター指定管理者としては、まず求められている施策等を根底に据え、今まで経験し

たことのない自然体験の活動参加や、活動をするにあたっての仲間との協力体験を通じて、

「創意工夫力」や「課題対応力」、さらには「異年齢や地域の交流の活性化」などを推し進め、

野活センターの有効活用のもと各種野外活動を普及させていく必要があります。 

 

（イ）野外活動を市民に普及・振興させるための考え方 

野外活動を子どもや青少年をはじめとする多くの市民の方々に普及・振興させるためには、

指導技術や管理運営能力を有する指導者（人）、関連施策や子ども、青少年の健全育成に寄与

する活動内容（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

要素を整える必要があります。 

この３要素のもとで、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。 

一方、野外活動そのものや、施設の運営

に対する市民からのご意見やご要望は多様

化してきており、従来の考え方にこだわら

ないお客様ニーズに的確に対応した新たな

プログラム提供や施設運営サービスを行っ

ていく必要もあります。 

私たちは、野外活動の普及に関する基本

的な考え方を根底に据えつつ、お客様モニ

タリング等を通じて、社会的な要望に適っ

た野外活動のあり方の提唱と普及振興を

図っていきます。 

 

 

 
 

（ウ）普及・振興を的確に行うための体制【人】 

a 野外活動を専門とする職員の配置 

各野活センターには、当団体所属で勤務経験豊富な主任職で、日本キャンプ協会認定の資格

などを有する職員を所長として配置します。 

人

フィー

ルド

プログ

ラム

野外活動３施設の連携・PDCAサイクルによる改善活動

青少年野外活動センターにおける野外活動の普及・振興

「創意工夫力」「課題対応力」
「異年齢や地域の交流の活性化」

未来を創る子ども・青少年の一人ひとりが、自分の良さや可能性を発揮

し、豊かで幸せな生き方を切り拓く力、共に温かい社会をつくり出してい

く力を育むことができるまち「よこはま」

野外活動の構成要素 市民への

広報・ＰＲ

他機関との

連携・協働

野外活動

教室・イベント

野外活動

体験者の

拡大と増大
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また、キャンプインストラクターまたはそれに相当する資格を有する職員を 2名配置し、お

客様に対する野外活動の普及・振興を図るうえでの万全な体制を敷きます。 

さらに、お客様の安全な野外活動を支援するために、基本的な野外活動技術や安全管理の研

修を受けたサポートスタッフ（アルバイト職員）を配置します。 

この体制により、より専門的かつ安全・安心なプログラムの相談や指導を可能とします。 

 

b 配置職員の技術向上の取組 

当団体の研修体系において、野活センター職員を対象とした研修を設け、施設を運営してい

くうえで必要となる指導技術の向上や施設運営のノウハウ習得を進めます。 

より専門的な野外活動の知識・技術の習得については外部の研修会に参加し、業務に反映さ

せます。 

 

c 野外活動指導者の育成 

野外活動をより広く普及振興させていくためには、野外活動の指導を行うことができる人

材の育成が必要となります。そこで、自主事業において「アウトドアリーダー養成講座」を開

催し、地域や学校等で野外活動の指導を行う人材の養成を行います。この講座は、野活セン

ター3施設の連携事業として実施します。3施設を順次使用し、施設職員が講師となって野外

活動や青少年の育成に関する講義や実技指導を行います。 

また、野外活動教室や夏休み中の施設運営の業務に実習として参加できるカリキュラムを

設け、各施設職員が実務レベルで指導者を育成するプログラムも設定します。 

養成した野外活動指導者は、地域等で新たな野外活動の普及・啓発を進めていくことが期待

できます。これにより、子どもや青少年の多様な体験活動の機会が生まれ、健全な育成に貢献

していくことが期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■当団体独自の指導者・ボランティア養成システム

実習

講師

実習

利用

協働

登録

受講 修了登録

アウトドアリーダー養成講座

講義・実技・実習を通して地域・学校等の指

導者を養成

地域・学校等の指導者

・地域等のキャンプ

・小学校体験学習

野外活動支援ボランティア

「横浜市野外活動指導者協議会」

野活センターを拠点とした、青少年健全育成

を目的とした活動や事業の実施

横浜市民

インターンシップ

スポーツ系大学・専門学校生

野活センター

○業務を通して職員が育成

○協働による利用者支援

・利用者支援

・施設の管理

・運営補助

・プログラム指導補助

・野外活動教室スタッフ

・地域団体へ派遣指導
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d 野外活動ボランティアとの協働 

「アウトドアリーダー養成講座」を修了した野外活動指導者や、広く市民に参加を呼びかけ、

「野外活動支援ボランティア」の登録を行い、施設利用団体の野外活動や地域との連携事業を

協働で支援していきます。 

野活センターでのボランティア活動の内容としては、主に利用団体の野外炊事やキャンプ

ファイアなどのプログラム指導、物品の貸出しなどのお客様の活動支援のほか、施設の維持管

理、展示物の作成といった施設運営面での支援活動を依頼します。 

施設外活動では、地域や学校の行事やイベントなどの連携事業においてボランティアスタッ

フと協働するなど、野外活動の普及活動の一翼を担ってもらうようにします。 

また、私たちは、同講座修了者の任意団体である「横浜市野外活動指導者協議会」が、野活

センターを拠点にしたフォローアップ研修や市民を対象にした野外活動事業を実施する際に

は、企画の段階から協力するなど、協働により野外活動の普及活動を展開します。 

 

（エ）プログラム提供や野外活動教室等による積極的な体験機会の創出【プログラム】 

a 利用団体のニーズに応じたプログラム開発と提供 

自然体験や野外炊事などのプログラムは、多様な体験機会となるよう、施設の特性を活かし

た各種アクティビティーやメニューを開発・提供していきます。また、利用団体への提供実績

や利用後のアンケートなどにより、常に見直しを行っていきます。 

 

b 野外活動教室やイベントによる体験機会の創出 

野活センターの「場」を使って、私たちが持つ指導力と野外活動プログラムを最大限活かし

た野外活動やスポーツなどの教室事業を展開します。 

また、近隣施設や青少年団体との協力による連携イベントを実施することで、今まで馴染み

のなかった市民の方々に対して、野外活動を体験する機会を創っていきます。 

 

（オ）野外活動を展開する場の環境を創出【フィールド】 

a 気軽に野外活動を楽しめる場の確保 

市民の野外活動の拠点として、野活センター3施設のPRを強化し広く周知を図るとともに、

食材や物品などの販売やプログラム用品のレンタルサービスを展開するなど、野活センター

をベースとして気軽・手軽に野外活動に親しめる環境づくりを進めます。 

 

b 安全・安心な野外活動の場の確保 

野活センターを管理運営するうえでは、1日 2回（宿泊のお客様がいる場合は 3回）の日常

点検を必ず行うとともに、日常清掃も欠かさず実施し、安全で清潔な施設の維持に努めます。 

また、各種プログラム用品や設備機器の状態や作動状況の確認も定期的に行い、お客様が野

外活動の場（フィールド）を安心してご利用いただけるようにします。 
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４ 事業の企画・実施 

（２）野外活動センター3 施設の特性と連携 

ア 野活センター3 施設の特性 

（ア）野活センターの立地特性 

野活センター3施設は、いずれもにぎやかな繁華街や住宅街からほど近いところに位置しな

がらも、緑豊かな公園や里山付近に位置し、自然に恵まれた施設です。 

都市部では得にくい自然の中での活動を身近に体験することのできる、貴重な施設であり、

利用されるお客様に対しては、残された貴重な自然環境の保護についても伝えていくことも

大切な役割となります。 

 

（イ）野活センターの各施設特性 

a 三ツ沢公園青少年野外活動センター 

 

 

 

 

 

 

立地環境

・立地する神奈川区のほか、西・保土ケ谷の各区に近接

しているため、主として横浜市の中心部及び東部エリアの

野外活動拠点として位置づけられます。

・横浜市の中心部の1つである横浜駅からバスで20分ほ

どで到着でき、横浜新道、首都高速道路、第三京浜道路の

結節点に位置するため、アクセスが極めて至便です。

設備環境

周辺環境

・陸上競技場や球技場、テニスコート、平沼記念体育館などの各種スポーツ施設を有する広大な三

ツ沢公園内にあります。様々なスポーツイベントが開催されているため、各種イベント等との共同企

画事業などの立案・実施が可能です。

・近隣には数多くの企業オフィスや専門学校、横浜国立大学や神奈川大学などのキャンパスがあり、

各団体のクラブやサークル等の活動、バーベキュー等の親睦会の場所として有効です。

三ツ沢公園には木々が多く生い茂り、豊顕寺市民の森にも隣接するため、都市部に近いながらも

自然に恵まれ、施設外の広い範囲で野外活動やスポーツ教室等の事業展開が可能です。

JR東神奈川区駅近くには「横浜銀行アイスアリーナ」があり、横浜市内外から合宿等の利用が見込

まれ、宿泊施設として当センターの活用が見込まれます。

・25人で泊まれる宿泊室が6部屋あり、青少年団体やサークルなどの研修や集団活動等の利用、合

宿利用などに適しています。

・バドミントンコート2面分の大きさのプレイホールを有していることから、子ども向けのスポーツ・レク

リエーション活動や大人向けの健康体操教室等で活用できます。

▲16箇所のかまどを有する野外炊事場 
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b くろがね青少年野外活動センター 

 

c こども自然公園青少年野外活動センター 

 

立地環境

市内最大級の規模を誇るこども自然公園内に立地し、自

然の起伏と多くの緑に覆われた施設です。

旭・戸塚・泉の各区にまたがる地点に位置しており、横浜

市の西部エリアにおける野外活動の拠点として位置づけら

れます。

相模鉄道の南万騎が原駅から徒歩15分程度のアクセ

スであり、公園周囲は閑静な住宅街となっているため、近

隣住民の憩いの場や立ち寄りの場として親しまれています。

こうした住民に向けた事業サービスも有効です。

設備環境

6室を有する宿泊棟が3棟あり、かつ1室あたり6～8人の少人数定員であるため、家族等の小規模

単位での宿泊利用が可能です。子育て支援や父親の育児参加の機会として利用されています。

雨天集会場があり、多人数の集会や集団活動が可能です。雨天時や冬季にも様々なプログラムや

研修に利用できます。

▲緑に囲まれた宿泊棟 

立地環境

・横浜市の北部地域における野外活動の拠点として位

置づけられます。

最寄りの東急田園都市線市ヶ尾駅からバスで10分ほ

どで到着する立地でありながら、里山に囲まれ、近くに鶴

見川が流れる田園風景の中にあり、貴重な自然環境を

体感できる施設です。

設備環境

周辺環境

・近隣には、桐蔭学園や日本体育大学などの学校があり、クラブ活動の合宿やサークル活動の親睦

の場として有効活用できます。

近くには鶴見川（谷本川）が流れており、カヤックなどの体験活動ができます。

・旧鉄小学校跡地に建てられた施設であり、「宿泊室の収容人数は50人」であるため、他の2施設に

比べて小規模ですが、１団体での貸切りができることが魅力（特長）です。

昼間の宿泊室や食堂は、軽運動ができる場所として有効です。近隣住民を対象とした、親子体操や

ヨガ、太極拳等の教室を実施し、施設の価値を高めることができます。

元校庭は広場として使うことができ、80人のテント泊も可能です。少年スポーツチームのキャンプ

や、ボーイスカウト・ガールスカウトのテント設営の訓練にも適しています。

また広場は、自転車やランニング、ウォーキングなどの教室実施場所や団体利用としても活用する

ことができます。

アスレチックがあり、子どもたちや親子連れが楽しむことができます。

▲各種運動やテント設営に利用できるスポーツ広場 
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イ 3 施設連携によるスケールメリットの発揮 

3 つの野活センターは、立地特性や施設設備をそれぞれ異にし、各施設独自の特長を持って

いますが、野外活動の普及振興や施設の効率的な管理運営を行ううえでは、関連情報の共有や

事務事業の一括処理などを実施することで、大きなメリットを発揮することができます。 

私たちは、3施設職員の合同研修会を実施し、野外活動指導に係る技術や施設運営サービス

の向上を図るほか、物品等の一括発注を行うことで、スケールメリットを発揮した運営を行い

ます。 

 

（ア）人員体制の相互補完 

各野活センター職員は、配属施設の業務に従事することを原則としますが、事業規模等によ

る応援の必要性や、緊急時・非常時において施設の人員が不足となった場合などは、他の野活

センター職員が応援するなど、相互に補完できる体制を整えます。 

また、状況に応じて、当団体本部職員によるバックアップも行います。 

 

（イ）物品役務等の発注におけるメリット 

野活センター3施設の業務のうち、共通の仕様で問題のない薪や食材等の購入、シーツや寝

具の賃借、設備機器保守業務など、3施設で共通することができる発注については 3施設で一

括し、スケールメリットを活かして経費の縮減を図ります。 

 

（ウ）新規プログラムの共同開発による効率化 

各野活センターでお客様アンケート等によりご

意見を収集し、3 施設で定期的に内容を共有しま

す。お客様をはじめとする市民の方々の施設運営

に対するご要望や、求められる野外活動のあり方

などを 3 施設共通の課題として認識し、各施設の

特性を踏まえつつ、互いの施設の解決策や新たな

プログラムを考案・提示し合い、よりよい施設運

営につなげていきます。 

また、各施設で独自に培った運営改善策やノウ 

■プログラム共同開発のサイクル

情報共有

•アンケート等による利用

者の声を3施設で共有し、

課題抽出

共同企画

各施設での検討利用者提供

•利用者の声を反映させ

たプログラムの企画、見

直しを3施設共同で実施

•実践結果を検証し、資

料作成と利用団体への

提供

•施設の特性に合わせた

修正と野外活動教室で

の実践

周辺環境

・公園内の樹林や池、湿地には様々な生物が棲息しているほか、ちびっこ動物園もあることから、自

然体験プログラムや環境学習、生命の教育の場として有効です。

公園内に通る遊歩道を活用したウォーキングマップをPRするなど、ウォーキングをはじめとする健

康づくりの拠点として有効です。

近隣には数多くの小中学校、高等学校のほか、フェリス女学院大学があり、クラブやサークル活動

の場として活かすことができます。
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ハウを他の施設に提示し、共有すると同時に、3施設共同の運営改善策やプログラム開発等の

作業を通じて、各施設職員のスキルアップを図ります。 

 

（エ）3 施設の各特色を活かした複合的プログラムの展開 

野活センター3施設は、施設設備においてもそれぞれ特性を持っています。各施設の独自性

を特徴付けた 3 施設連携の野外活動サーキットプログラムやイベント事業等を実施し、野活

センターの施設効果を総合的に発揮できるようにします。 

（オ）市民が選択しやすい 3 施設合同の広報 

野活センター3施設の情報を一括表示し、各施設の特性をわかりやすく案内した合同リーフ

レットを作成し、多くの市民の方々に手に取っていただけるようにします。 

また、各施設が発信している SNS（Facebook、Twitter）において連携した情報発信を行う

ことによって、各施設の情報を幅広く発信し、市民の野活センター利用の選択の幅を広げます。 

 

（カ）3 施設双方での利用案内 

各野活センターにおいて、市民やお客様の野外活動に関する問合せがあった場合は、自施設

のみの案内にとどまらず、お客様のご要望に応じて他の 2 施設についても紹介するなど、お

客様本位の柔軟なご案内をします。 

 

（キ）合同のイベント企画 

市内各地で行われるイベントにおいて、3施設合同で野外活動体験やクラフト体験などがで

きるプログラムを企画・出展し、各施設の特色を PRします。 

また、３施設をチェックポイントとした横浜市内を周遊するウォーキングイベントを開催

することによって、野活センターの施設PRおよび市民の健康づくりに寄与します。 

■野活センター3施設連携の事業実施計画

三ツ沢 くろがね こども自然

あったかエコキャンプ

テーマ:食育・環境教育

ゴミをテーマにしたエコクッキン

グとキャンドルナイト（小学生48

人・2月・1泊2日）

伝統文化（餅つき・昔遊び）とリ

サイクルクラフト（小学生40人・

1月・日帰り）

地産地消をテーマにしたエコ

クッキングと自然体験（小学生

48人・3月・1泊2日）

もしもの体験キャンプ

テーマ:防災教育・被災体験

体育館での宿泊体験と救急救

命（家族50人・6月・1泊2日）

テント泊と知っておきたいロープ

ワーク（家族10組・9月・日帰り）

炊き出し訓練と消火訓練（家族

50人・11月・日帰り）

オンライン講習 テント・ロープワーク等の実技 野外炊事・自然観察等の実技

とつかエコフェスタ（戸塚区主催）

スポーツ・レクリエーションフェスティ

バル中央会場（市実行委員会主催）

3施設が共同して地域や施設のイベントにクラフトや昔遊びなどのコーナーを出展し、野外活動の楽

しさを体験する機会をセンター外にも拡大していくとともに、施設のPRをします。

各施設の特性を活かした共通テーマの野外活動教室の開催

地域や野外活動センターで活躍する指導者向け研修会の開催

横浜市局・区等が主催するイベントへの出展

アウトドアリーダー養成講座
オンラインでの講義や集合型の実技講習を各施設の特性に合わせて実施
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

４ 事業の企画・実施 

（３）プログラムの開発と実施計画 

ア 野外活動プログラムの開発と実施 

（ア）プログラム開発にあたっての留意事項 

野活センターを運営するうえで最も重要なアイテムである「野外活動プログラム」について

は、横浜市の子どもや青少年にかかる関連施策の内容を十分に踏まえたうえで、各施設の特性

やお客様をはじめとする市民の皆さまのご要望等を研究し、ニーズに則した内容とします。 

 

a 「創造性」「自主性」「社会性」を育む野外活動体験 

近年、子ども・青少年を取り巻く環境が変化し、少子化、家庭環境の多様化、情報化社会の

進展、地域のつながりの希薄化により、人との交流や自然体験の機会が減少しています。 

子ども・青少年期の社会体験や自然体験が豊富な人ほど、社交性や挑戦意欲、自己肯定が高

い傾向があると言われており、多様な経験、様々な世代の人との交流の中で自己決定力を身に

つけていきます。 

そこで、私たちは各種プログラムを開発・提供するにあたっては、「創造性」、「自主性」、「社

会性」を育む野外活動体験を基に全ての活動を楽しく体験できる内容とします。 

 

b 子どもの体力向上を促進 

ウォークラリーやアスレチック、スラックラインなど、自然の中で身体を動かす活動プログ

ラムを用意し、子どもや青少年の体力向上を促進していきます。 

 

c 食や環境保護の大切さを実体験的に習得 

自然観察や野外ゲームなど、自然の中での各種活動を通じて、環境保全の重要性を意識づけ

られるようにします。 

また、野外炊事や料理づくりなどの食に関するプログラムを通して、日常の健全な食生活の

大切さを考えるきっかけを作ります。 

 

（イ）お客様への支援と要望への対応 

a 事前打ち合わせと安全確認の実施 

安全で楽しい野外活動プログラムを提供するために、団体引率者と事前打ち合わせを実施

し、お客様の目的や要望に適ったプログラムのご案内やプレ体験、安全対策などの助言・指導

を行います。 

事前打ち合わせの実施方法については、お客様の要望に合わせ、直接来館、オンライン、メー

ル、電話等とし、利便性を向上させます。 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

b 施設ホームページでのプログラム活動内容の案内 

各施設のホームページで各種プログラムの内容や実施風景を紹介したり、活動手引をダウ

ンロードできるようにするなど、お客様がいつでもプログラムに関する情報が入手できる環

境を整備し、団体引率者の活動計画や立案を支援します。 

 

c 職員による的確な活動サポート 

お客様のご要望に応じて、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、施設職員が直接指導し、安全を確保します。 

また、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

や指導を随時行います。 

 

d アンケートの実施とプログラムの見直しの検討 

施設をご利用されたお客様には、アンケートへのご協力を依頼します。アンケートにおいて

示されたご要望や、施設の利用実績に基づいて自己評価を行い、内容の見直しや新規開発を進

めることで、お客様ニーズに適ったプログラムに改善していきます。 

 

（ウ）実施後の安全確認 

a お客様による片付けと的確な支援 

お客様の自助と共助の考え方のもと、活動後の各種備品等の片付け等については、原則とし

てお客様自身の活動の 1 つとして位置づけ、所定のルールに沿った片付けを実施していただ

くようにします。 

なお、お客様の片付けに際して不明な点が出た場合は、施設職員が適時対応し、最終的に職

員が収納状態等の確認をします。 

 

b 火気の後始末の確認 

野外炊事やキャンプファイア、キャンドルファイアなどの活動では、炭や薪などを使った火

気の取扱いが伴います。完全に消火されないままにしておくと、火災事故などに繋がる可能性

があります。 

お客様に対しては、火気の正しい始末方法を事前にしっかりとご案内するとともに、片付け

後の点検では、使用済みの炭や灰が完全に処理されていることなど、火気の残りがないことを

点検します。 
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

イ 野活センターで提供するプログラム 

（ア）3 施設共通のプログラム 

各野活センター共通の設備等を考慮し、3施設が共通で展開できるプログラムを用意します。 

■野外料理プログラム　（3施設共通）

プログラム 内　　容

飯ごう炊飯 薪の火力と飯ごうで炊飯をする野外料理の基本メニュー

鍋料理 鍋でカレーやシチュー、トン汁などを煮込む定番メニュー

バーベキュー 炭火で野菜や肉などを焼く、家族・グループに人気のメニュー

鉄板焼き 薪の火力と鉄板で野菜や肉、焼きそばなどを焼く団体向けメニュー

石窯料理 ボランティアが作成した本格的な石窯でピザやパン、肉料理などを調理

ダッチオーブン料理 密閉性の高い鉄なべで焼く、煮る、燻すなど多彩な料理を楽しむ

カートンドッグ パンを紙パックに入れて焼くだけの朝食におすすめ簡単メニュー

お餅つき 蒸籠でもち米を蒸かし、臼と杵でつく日本の伝統文化を体験

手打ちうどん 手や足を使って生地を練り上げる、強いコシが自慢の手作りうどん

焼いも 落ち葉を焼いた灰の中でサツマイモをじっくり焼く、秋冬の人気メニュー

流しそうめん 青竹で作った流しそうめん水路で楽しむ夏の人気メニュー

段ボールオーブン料理 段ボールの保温性を活かした簡易オーブンでピザやトーストが焼ける

お菓子作り ケーキ、煎餅、団子など幼児から楽しめる簡単なおやつ作り

燻製料理 空き缶や段ボールで作った燻製器でチーズなどに薫りづけをして味わう

サバイバル炊飯 空き缶や竹を調理器具にした災害時の応急的な炊飯体験

火起こし体験 マッチやライターを使わず、マイギリ式の火起こし器で火を着ける

■自然観察・環境教育プログラム　（3施設共通）

プログラム 内　　容

星空観察 天体望遠鏡や双眼鏡で月などを観察

野鳥観察 双眼鏡で公園の野鳥を観察したり、鳴き声を聞き比べる

葉っぱ遊び 様々な特徴の葉っぱを拾い集め、じゃんけんやグラデーションで遊ぶ

SDGs啓発プログラム SDGsについて学ぶカードゲームなどを通じて、SDGsについて理解を深める

ネイチャーゲーム 自然を題材にしたゲームを楽しみ、自然の不思議さや面白さを分かち合う

■集団プログラム　（3施設共通）

プログラム 内　　容

ウォークラリー グループの仲間とコマ地図をたどりながら、設定時間内にゴールをめざす

野外ゲーム 体を動かしながら班対抗で楽しむ、各種のフィールドゲーム

キャンプファイア 火を囲み、歌やゲーム、寸劇で夜のひと時を仲間と過ごす

キャンドルファイア キャンドルの火を囲んで集う、通年で可能なナイトプログラム

■創作プログラム　（3施設共通）

プログラム 内　　容

木の実ペンダント 木の台座に木の実や木片を飾り付けるアクセサリー

葉脈のしおり お気に入りの落ち葉を色鉛筆でこすって葉脈を写し出した栞

小枝の写真たて 小枝を組んだイーゼルに写真やカードを立てる置物

焼き板 杉板をバーナーで焼き目をつけ、木目を生かしたペイントをする壁飾り

凧作り 和紙やビニールで作った凧を揚げる冬の伝統遊び

松ぼっくりツリー 松ぼっくりにビーズなどでデコレーションしたクリスマスクラフト
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

（イ）三ツ沢公園青少年野外活動センターで提供するオリジナルプログラム 

横浜中心部に近く、かつ三ツ沢公園内にある施設の特性を活かした各種プログラムを提供

します。 

 

（ウ）くろがね青少年野外活動センターで提供するオリジナルプログラム 

里山と鶴見川（谷本川）近くに立地している施設環境を踏まえた各種プログラムを設定し、

野外活動の楽しさを提供します。 

 

 

プログラム 内　　容

公園の樹木さがし 公園内の樹木の分布図を巡りながら樹木の特徴を観察

池の生き物観察 池でのザリガニ釣りを楽しみながら生態の観察

森のお弁当 森の中で拾い集めた自然物を使って模擬弁当を作って自然を楽しむ

プログラム 内　　容

公園ビンゴ ビンゴカードに記した自然物を、仲間と協力しながら見つけてくる

ポイントラリー 公園内に設定されたポイントを回り、仲間と協力しながら設問に答える

フォトラリー 写真と同じ風景を捜し、指示された方向へ進んでゴールにたどり着く

山賊ラリー 山賊に扮した仲間と課題を解決しながら、獲得した賞金額を競う

ナイトラリー 夜の静けさや暗闇を感じながら、道標を頼りにゴールする

○主な創作プログラム

プログラム 内　　容

タペストリー 布や厚紙に木の実や小枝を張り付けてデザインした壁飾り

ブーメラン 厚紙を張り合わせた室内で飛ばすブーメラン

和紙染め 墨汁系の染料で染めた和紙でうちわやティッシュケースを作る

紙コマ 荷造り用の紙バンドでコマを作り、回して遊ぶ

○自然観察・環境教育プログラム

○集団プログラム

プログラム 内　　容

自然観察（里山コース） 周辺の里山を散策しながら植物や生物の観察

自然観察（田園コース） 周辺の農道や川辺を散策しながら植物や生物の観察

川の生き物観察 周辺の川で仕掛けにかかった魚などの生態を観察

堆肥づくり 落ち葉や野外炊事で発生した生ごみで堆肥作りの作業を体験

プログラム 内　　容

フィールドビンゴ ビンゴカードに記した自然物を、仲間と協力しながら見つけてくる

くろがねすごろく センター敷地内に設定したポイントを巡るすごろくゲーム

ナイトハイク 夜の静けさや暗闇を感じながら、里山の小道を歩く

イニシアチブゲーム 仲間との協力により課題を解決し、コミュニケーション力を高める

テント泊 仲間と協力してテントを組み立て、テントでの宿泊を体験する

さわやかスポーツ 横浜市が推進する健康づくりのためのニュースポーツの体験

グラウンドスポーツ スポーツ広場でサッカーや野球、ドッジボールなどのスポーツを楽しむ

○自然観察・環境教育プログラム

○集団プログラム
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）こども自然公園青少年野外活動センターで提供するオリジナルプログラム 

こども自然公園の豊かな自然や、広大な敷地を活かしたプログラムや公園内施設と連携協

力した野外活動メニューを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 内　　容

竹箸づくり 野外炊事の前に竹で自分の箸を作って食事をするエコクラフト

竹笛 敷地内の篠竹を切り出し、リードをつけて鳴らすブーブー笛

竹の水鉄砲 竹筒の昔ながらの水鉄砲を作り、水遊びで夏を楽しむ

洗濯バサミ 木製の洗濯バサミに動眼や紙を張って、虫や動物の形にアレンジ

○創作プログラム

プログラム 内　　容

森の生き物観察 夏はクワガタやセミ、秋冬は越冬する虫などの観察

池の生き物観察 池でのザリガニ釣りや仕掛けで採取した魚などの生態観察

四季の植物観察 花や木の実など、四季折々の公園内の植生を観察

どんぐりくらべ 公園内のどんぐりや葉っぱを拾い集め、形や大きさを比べて観察

プログラム 内　　容

公園ビンゴ ビンゴカードに記した自然物を、仲間と協力しながら見つけてくる

ポイントラリー 公園内に設定されたポイントを回り、仲間と協力しながら設問に答える

フォトラリー 写真と同じ風景を捜し、指示された方向へ進んでゴールにたどり着く

ナイトラリー 夜の静けさや暗闇を感じながら、道標を頼りにゴールする

イニシアチブゲーム 仲間との協力により課題を解決し、コミュニケーション力を高める

プログラム 内　　容

タペストリー 布や厚紙に木の実や小枝を張り付けてデザインした壁飾り

森のボールペン 小枝を削った先にボールペンの芯を差し込んだオリジナルのペン作り

紙コマ 荷造り用の紙バンドでコマを作り、回して遊ぶ

○自然観察・環境教育プログラム

○集団プログラム

○創作プログラム
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横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園） 提案書 

 

様式２ 
 

４ 事業の企画・実施 

（４）自主事業の実施計画 

ア お客様ニーズに適った自主事業の展開 

野活センターで展開する各種自主事業では、各施設の立地特性や施設環境を踏まえ、市民へ

の自然体験活動等の機会の拡大や利用する上での利便性の向上を実現し、ひいては施設利用

のお客様数が増加するようにします。 

また、サービスの対価としての料金は、できる限り安価に設定するとともに、収益は施設運

営費用に充当します。 

 

（ア）教室事業・イベント事業の実施 

a 第 4 期指定管理における教室事業実施の上での留意点 

子どもや青少年を対象とした野外活動教室のほか、施設特性を活かし、避難所生活の疑似体

験や野営を組み込んだ防災訓練教室、施設内広場等を活用したスポーツ教室、近隣施設を活用

したウォーキングイベントなど、多様なプログラムを拡充し新規顧客の開拓を行います。 

また、SDGs の取り組みを通じて環境課題について理解を深め、サスティナブルな社会の実

現や、インクルーシブな視点により誰もが支え合い、認めあえる共生社会の実現に寄与します。 

 

b 子ども・青少年の健全育成を目的とした教室・イベント 

現在の横浜の子どもや青少年においては、自然の中で遊ぶ体験、異年齢集団で過ごす機会、

地域行事への参加機会、親子のコミュニケーションの時間の減少課題に直面しています。 

こうした子どもや青少年が、自然体験活動や集団活動を通じて心身ともに健やかな成長に

貢献することを目的として、各施設の立地や設備上の特性を踏まえた野外活動体験教室等を

企画・実施します。 

 

c 安全・安心を第一とする運営体制 

自然の中で展開される野外活動教室では、気象や生物、火気などのさまざまな自然的条件へ

の適切な対処が伴います。そのため、その目的やねらいを理解するとともに、野外活動の知識

や技術を持つ指導者による運営体制が必要となります。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するため、スポーツ庁や横浜市などの感

染拡大防止対策を基にした独自のガイドラインを策定し、お客様、関係スタッフ全ての人々に

おける感染予防を徹底します。 

私たちは、万全の体制で安全な野外活動

教室が実行できるようにします。 

 

 

 

 

 

■野外活動教室の体制

ボランティア

スタッフ

職員

所長 総括責任者

プログラム
ディレクター

班
リーダー

班
リーダー

マネジメント
ディレクター

本部
リーダー
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d 公の施設としての教室・イベントの計画 

教室・イベント事業を実施するにあたっては、一般のお客様の利用受付前に施設予約をする

必要があります。このため、次年度の学校利用日程が決定した後に、青少年団体等の利用機会

に支障のない範囲で計画します。 

特に夏季（夏休み）期間中は、団体利用申込や横浜市の局区の優先利用が多いことから、過

去の利用状況の分析に基づいて企画・立案します。 

 

e 効果的な周知方法の採用 

横浜市民の皆さまへの広報手段として、市民に身近な地域情報や区政情報などを掲載して

いる「広報よこはま」への掲載依頼をします。 

また、横浜市スポーツ情報サイト「ハマスポ」のホームページ、SNSへの情報発信の依頼を

し、広く周知を図ります。 

さらに、施設ホームページや SNS の活用、3 施設合同で発行するチラシ「自然と遊ぼう」

の発行も行い、多面的に教室・イベント案内を行うことで事業を活性化させます。 

 

f 多様な応募方法の確保 

昨今のインターネット環境の進化やスマートフォンの普及に応じて、インターネット経由

での教室申込みを受け付けます。 

一方で、インターネット環境に不慣れな方もいらっしゃいます。市民の誰もが参加しやすい

環境づくりを確保するためにも、「往復はがき」での申し込み方法も併せて実施することで、

幅広い参加者層による参加機会を提供します。 

 

g 参加されたお客様のご意見・ご感想を反映 

教室事業の更なる充実化を図るために、参加されたお客様に、プログラム終了後にアンケー

トを記載していただき、ご要望やご意見を頂戴します。いただいたご意見等を参考に教室内容

の見直しを図ります。 

 

h 荒天等に対する安全確保の対応 

荒天状況に対する対応を予め定めておき、悪天候が予測される場合は、無理せず中止・順延

などの措置を早くに判断し、お客様へお知らせします。 

また、安全第一を基本に据え、お客さまが通われる途上も含め、万が一の事故の場合に備え

て傷害保険に加入します。 
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（イ）野外炊事や宿泊体験に便利な飲食事業 

野外炊事プログラムにおいて人気のあるカレーなどの食材をセットにして予約販売するほ

か、食材や飲料の単品提供にも応じられるようにし、お客様が気軽に野活センターを利用でき

るようにします。 

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、区保健所から

の営業許可を受け実施します。また、国際基準を満たした衛生管理手法である「HACCP（ハ

サップ）」の考えを取り入れた衛生管理を行い、食材の適正な保管を徹底します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）お客様の利便性を高める物販事業 

施設を利用する上で必要となる生活

用品や活動で使用する物品など、お客様

のニーズに応えた物品の販売をします。 

また、品切れや過剰在庫とならないよ

う、定期的な棚卸しにより在庫管理を徹

底します。 

 

（エ）収益性を高める自動販売機事業 

清涼飲料水などを販売する自動販売機を、各施設の適切な場所に設置します。 

設置にあたっては、行政財産目的外使用許可申請または公園使用許可申請を事前に行い定

められた使用料を納付するほか、必要となる電気代は、得られた収入から負担します。 

 

（オ）活動内容の広がりを促進するレンタル事業 

野外炊事のメニューをより豊富にする「ダッチオーブン」や「石窯」「バーベキューグリル」

などのプログラム用品のレンタルを行います。 

料金 単位 料金 単位

ポークカレーセット 350円 サラダ油 330円 330g

ビーフカレーセット 370円 焼き肉のたれ 380円 400g

チキンカレーセット 340円 塩こしょう 260円 250ｇ

ホットドッグセット 310円 味噌 310円 750ｇ

焼きそばセット 380円 もち米 920円 1kg

バーベキューセット 770円 ミニパック飲料 130円 200ml

とん汁セット　　　　　　　　　　　　　　　　　340円 ペットボトル飲料 150円 500ml

ピザセット 590円 プリン・ゼリー・ヨーグルト 90円 1個

■食材販売例（3施設共通）

内容

1人分

セ

ッ
ト

メ

ニ

ュ
ー

内容

単

品

飲

料

■物品販売例（3施設共通）

内容 料金 内容 料金

炭（3kg） 550円 クレンザー 250円

国産切り炭（6kg） 3,700円 着火剤 120円

軍手 150円 歯ブラシ 120円

こども用軍手 200円 蚊取り線香 70円

アルミホイル 170円 ライター 170円

食品ラップ 250円 カセットガス 170円

食器洗い洗剤 250円 単3電池（4本） 280円

■レンタル用品例（3施設共通） ■くろがね

内容 料金 内容 料金 内容 料金

ダッチオーブン 450円 BBQグリル（大） 1,250円 4人用テント 1,500円

石窯 1,250円 BBQグリル（中） 950円 1人用テント 500円

燻製器 650円 BBQグリル（小） 650円 ワンタッチテント 650円

双眼鏡 200円 スラックライン 1,000円 ドラム缶 1,250円
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イ 三ツ沢公園青少年野外活動センターで行う教室・イベントと事業内容 

区分 事　業　名 開催時期 参加料 主な内容とねらい

スポーツキャンプ

（スポーツチーム・三ッ沢公園

連携事業）

7～8月

1泊2日
小学１～6年生 40人 10,000円

横浜スポーツパートナーズ構成チームに指導を依頼し、ス

ポーツの体験を通して身体活動の楽しさを感じるスポーツ

キャンプ

チャレンジパーク
5月

1泊2日
小学3～6年生 50人 7,000円

異年齢集団での宿泊体験、公園の自然を活用した野外

ゲーム、野外炊事などの活動を通して自主性、協調性を育

む

夏休み自由研究
8月

日帰り
小学1～6年生 40人 800円

工作や自然観察の研究を行い、夏休みの自由研究の宿題

として作成する

わんぱくおてんば探検隊
10月

日帰り
小学１～2年生 50人 　3,500円

野外ゲームや自然観察の体験を通して、仲間との協力の

大切さを感じるとともに、身近な自然への関心を高める

あったかエコキャンプ

（3施設共同事業）

3月

1泊2日
小学1～6年生 48人 6,700円

異年齢集団での宿泊体験、公園の自然観察、エコクッキン

グなどの活動を通して自主性、協調性を育むとともに、食

を通して地球環境について学ぶ

幼

児

ふれあい親子クラブ

　夏・秋・冬・春

夏　6～7月

秋　9～10月

冬　11～12月

春　2～3月

日帰り各6回

未就学児と保護

者

（年中・年長児）

各16組 各　2人1組　7,800円
親子で四季の野遊びや工作、おやつ作りの体験を通して、

自然の中で過ごす楽しさを感じる

BBQグリル料理教室
4月～11月

日帰り×6回
家族・グループ 各10組

小学生以上　2,800円

4歳～未就学児　1,500円

3歳以下　200円

日本バーベキュー連盟公認インストラクターの指導による

バーベキューの醍醐味を味わい、野外活動の楽しさを感じ

るとともに家族の交流を深める

鉄板料理教室
4月～11月

日帰り×6回
家族・グループ 各16組

小学生以上　2,400円

4歳～未就学児　1,500円

3歳以下　200円

鉄板料理を家族で楽しみ、野外活動の楽しさを感じるとと

もに家族の交流を深める

サッカー観戦＆アウトドアラン

チ

（横浜FC・横浜Ｆ・マリノス連携

事業）

5月

日帰り
家族・グループ 50人

小学生以上　4,000円

3歳～未就学児　1,500円

2歳以下　400円

三ツ沢をホームグラウンドにするＪリーグチームの試合観

戦と野外炊事を行い、ホームゲームを盛り上げる

家族でデイキャンプ

　春・秋・冬

春　6～7月

秋　10～11月

冬　2～3月

日帰り各4回

小学生と保護者 各10組 各　2人1組　5,500円
親子で四季の野遊びや工作、おやつ作りの体験を通して、

自然の中で過ごす楽しさを感じる

もしもの体験キャンプ

（3施設共同事業）

6月

1泊2日
家族 50人

小学生以上　5,500円

3歳～未就学児　3,000円

2歳以下　100円

大規模な震災等の被災を想定した体育館での宿泊体験や

避難訓練、消火訓練を通して、日ごろの防災意識や被災に

備えた家族の交流を図る

オンラインクッキング
7～8月

日帰り×2回
小学生と保護者 各20組 各　1組　1,000円

オンライン会議ツール「zoom」を使った、自宅でも楽しむ

ことができるアウトドアクッキング

秋の焼いも大会
10月

日帰り×2回
家族・グループ 各16組 1人　600円 落ち葉焚きで焼いもを楽しみながら家族の交流を深める

そば打ち体験

（横浜手打ち蕎麦研究会連携

事業）

12月

日帰り×2回
家族・グループ 各16組 1組　4,000円

横浜そば打ち研究会の指導のもと、美味しいそばの打ち方

を体験し、家族の交流を深める

のし餅づくり
12月

日帰り
家族・グループ 18組 1組　4,000円

臼と杵でつくのし餅を作り、お正月に向けた準備を家族で

体験し、家族の交流を深める

冬のアウトドアクッキング
2月

日帰り
家族・グループ 14組

小学生以上　2,000円

3歳～未就学児　1,000円

2歳以下　100円

ダッジオーブンや石窯を使った野外料理を楽しみながら、

家族の交流を深める

バーベキュー・アドバイザー講

習会

（日本バーベキュー連盟連携

事業）

8月

3月

日帰り×2回

小学5年生以上

一般市民
各20人 各　7,700円

日本バーベキュー連盟との共催で、安全に楽しくバーベ

キューを楽しむための指導者を養成する

アウトドアリーダー養成講座

（3施設共同事業・日本キャン

プ協会キャンプインストラク

ター養成事業）

6月～3月

オンライン×4

回

日帰り×2回

一般市民 20人 27,000円
地域、学校、職場等で活躍する野外活動の指導者を市内3

施設合同で養成する

ヨガ＆太極拳入門教室

1期4月～7月

2期9月～12月

3期1月～3月

各期全10回

一般市民 各16人
一括払い　5,700円

当日1回払い　800円

ヨガや太極拳の基本的な運動を継続的に実施することに

より、健康増進と地域交流を図る

これから始める

ソロキャンプ

5月

日帰り
一般市民 15人 1人　3,500円

ソロキャンプの基礎知識からキャンプ飯、ロープワークなど

を学び、ソロキャンプに必要な基礎スキルを習得する

地

域

横浜元気!!

スポーツレクリエーション

フェスティバル

（市実行委員会連携事業）

10月

日帰り
一般市民 500人 100円～500円

体育の日に開催する全市的なスポーツイベントに参画し、

野外料理や工作の体験を通して施設のPRや野外活動の

普及・振興を図る

対　　象

青

少

年

フ

ァ
ミ

リ

ー

指

導

者

一

般
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ウ くろがね青少年野外活動センターで行う教室・イベントと事業内容 

区分 事　業　名 開催時期 参加料 主な内容とねらい

アウトドアスポーツクラブ

Ａ日程・Ｂ日程

1期5月～7月

2期10月～11月

3期1月～3月

各期全6回

小学1～２年生 各30人 各　5,100円
サッカーなどスポーツ活動の体験を通して、自主性、仲間

づくりを養うとともに、体力の向上を図る

森森アウトドアクラブ

8月～3月

日帰り・1泊2日

全4回

小学１～4年生 40人 18,000円
野外ゲームや自然観察の体験を通して、仲間との協力の

大切さを感じるとともに、身近な自然への関心を高める

あったかエコキャンプ

（3施設共同事業）

1月

日帰り
小学2年～4年 40人 3,600円

自然観察、エコクッキングなどの活動を通して自主性、協

調性を育むとともに、地球環境について学ぶ

食いしん坊キャンプ
2月

1泊2日
小学3～6年生 40人 6,600円

異年齢集団での野外料理や宿泊体験、自然を活用した野

外ゲームなどの活動を通して自主性、協調性を育むととも

に、食への関心を高める

子どもカヤック教室

（NPO総合型スポーツクラブ

ビッツ連携事業）

9月

日帰り

小学2～6年生また

は中学生
20人 3,500円

鶴見川支流でのカヤック体験を通して、身近な自然への

関心を高めるとともに体力の向上を図る

すくすくアウトドアクラブ

1期5月～7月

2期10月～11月

3期1月～2月

各期全6回

未就学児と保護者

（年中・年長児）
各10組 各　1組　6,600円

親子で四季の野遊びや工作、おやつ作りの体験を通して、

自然の中で過ごす楽しさを感じる

たき火で焼いも
11月～12月

日帰り×8回

未就学児～小学生

と保護者
各20組 各　1組　500円 落ち葉焚きで焼いもを楽しみながら家族の交流を深める

家族でＢＢＱ　ｄａｙ
4月

日帰り×2回

幼児・小学生とそ

の家族
各8組 各　1組　3,500円

ウェバーグリフで野外料理を体験し、野外活動の楽しさを

感じるとともに家族の交流を深める

たき火ｄａｙ
11月～12月

日帰り×4回

幼児・小学生とそ

の家族
各8組 各　1組　3,500円

たき火を通して野外活動の楽しさを感じながら家族の交

流を深める

ファミリーカヤック教室

（NPO総合型スポーツクラブ

ビッツ連携事業）

5月～9月

日帰り×2回

小・中学生とその

家族
各3組 各　1組　10,000円

鶴見川支流でのカヤック体験を通して、身近な自然への

関心を高めるととも体力の向上を図る

親子カヤック教室

（NPO総合型スポーツクラブ

ビッツ連携事業）

9月

日帰り×2回

小・中学生と保護

者
各10組 各　1組　6,000円

鶴見川支流でのカヤック体験を通して、身近な自然への

関心を高めるとともに体力の向上を図る

家族でテント
4月～11月

1泊2日×4回
小学生と家族 各8組 各　1組　13,000円

テント生活や野外料理などの野外活動を家族で体験し、

身近な自然を感じるとともに家族の交流を図る

親子の語らいキャンプ
9月

1泊2日

小学生とその保護

者（2名1組）
各10組 1組　6,000円

テント生活や野外料理などの野外活動を親子で体験し、

自然を感じながらゆったりと過ごすことで交流を深める。

インクルーシブキャンプ

（横浜ラポール協働事業）

5月

日帰り

肢体不自由の小・

中学生とその家族
5組 1組　3,500円

たき火を通して野外活動の楽しさを感じながら家族の交

流を深める

もしもの体験キャンプ

（3施設共同事業）

5月

日帰り
小学生とその家族 10組

中学生以上　2,500円

　　　小学生　2,000円

3才～未就学児　1,200円

0歳児～2歳　　100円

ロープワークや野外炊事等、野外活動の体験で行っている

ことを被災した時に活用できることを理解し、日ごろの防災

意識や被災に備えた家族の交流を図る

そうめん台づくり
7月～8月

日帰り×6回
小学生とその家族 各3組 各　1組　4,000円

敷地内で間伐した竹を使い流しそうめん台をつくるととも

に、自然環境や里山の理解を深める。

のしもちづくり
12月

日帰り×6回
小学生とその家族 各３組 各　1組　3,600円 餅つきの体験を楽しむ。

簡単お手軽調理

～ホットサンド体験～

随時
小学生とその家族 1組～ 　500円～1,500円 ホットサンドメーカーを使ってホットサンド作りを体験する。

簡単お手軽調理

～飯ごう体験～

随時
小学生とその家族 1組～ 　500円～1,500円

薪割り、飯ごう炊飯とおにぎりづくりを体験することで、野外

活動の楽しさや食の大切さの理解を深める。

サトイモ堀りを楽しむ 随時 小学生とその家族 1組～ 　1株　1,000円
近隣農家の里芋畑で里芋堀りを体験することで、地産地消

や農業への理解を深める。

指

導

者

アウトドアリーダー養成講座

（3施設共同事業・日本キャン

プ協会キャンプインストラク

ター養成事業）

6月～3月

オンライン×4回

日帰り×2回

一般市民 20人 27,000円
地域、学校、職場等で活躍する野外活動の指導者を市内3

施設合同で養成する

ヨガ入門

1期4月～7月

2期9月～12月

3期1月～3月

各期全10回

一般市民 各20人 各　10,000円
ヨガの基本的な運動を継続的に実施することにより、健康

増進と地域交流を図る

大人のソロキャン
5月～9月

日帰り×2回
20歳以上 各15人 各　5,000円

テント設営や野外調理を体験し、キャンプの楽しさを体験

してもらうことで、野外活動のきっかけづくりとする。

クラフトづくり
12月

日帰り
16歳以上 15人 2,000円

自然の素材を活かしたしめ縄づくりの体験を通して、身近

な自然への関心を高める

地

域

横浜元気!!

スポーツレクリエーション

フェスティバル

（市実行委員会連携事業）

10月

日帰り
一般市民 4００人 100円～500円

全市的なスポーツイベントに参画し、野外料理や工作の

体験を通して施設のPRや野外活動の普及・振興を図る

対　　象

幼

児

一

般

フ

ァ
ミ

リ

ー

青

少

年
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エ こども自然公園青少年野外活動センターで行う教室・イベントと事業内容 

 

区分 事　業　名 開催時期 参加料 主な内容とねらい

動物園お手伝いキャンプ

（ちびっこ動物園連携事業）

7月～8月

1泊2日×3回
小学4～6年生 各20人 各　6,500円

公園内にあるちびっこ動物園と連携した小動物の飼育体

験、野外炊事や夜の公園探索などの体験を通して、仲間と

の協力の大切さや作る楽しさを感じるとともに、生き物への

関心を高める

どきどきデイキャンプ
11月～3月

日帰り×3回
小学1～3年生 48人 9,300円

野外ゲームや自然観察、野外炊事などの体験を通して、仲

間との協力の大切さを感じるとともに、身近な自然への関

心を高める

クリスマスクラフト
12月

日帰り
小学3年生以上 20人 1,000円

自然の素材を活かしたクリスマスクラフトの体験を通して、

身近な自然への関心を高める

わくわくキャンプ
2月

1泊2日
小学3～6年生 48人 6,700円

異年齢集団での宿泊体験や自然遊び、野外炊事などの活

動を通して自主性、協調性を育む

あったかエコキャンプ

（3施設共同事業）

3月

1泊2日
小学1～6年生 48人 6,700円

異年齢集団での宿泊体験、公園の自然観察、エコクッキン

グなどの活動を通して自主性、協調性を育むとともに、食

を通して地球環境について学ぶ

幼

児
おひさまクラブ

1期　4～6月

2期　9～10月

3期　11～12月

4期　1～3月

日帰り全7回

未就学児と保護者

（年中・年長児）
各24組 各　2人1組　7,700円

親子で四季の野遊びや工作、おやつ作りの体験を通して、

自然の中で過ごす楽しさを感じる

アウトドアクラブ

（横浜中部ネイチャーシェアリ

ングの会連携事業）

1期　4～6月

2期　9～11月

3期　1～3月

日帰り全6回

小学生と家族 各15組 各　4,600円

家族で四季の自然観察やネイチャーゲームなどの自然遊

び、クラフト、野外料理の体験を通して、自然の中で過ごす

楽しさを感じる

ほのぼのファミリーキャンプ

　春・秋

4月

10月

1泊2日×2回

家族・グループ 各18組

中学生以上　6,000円

小学生　5,500円

4歳～未就学児　4,000円

3歳以下　500円

自然遊びや野外料理、クラフトなどの野外活動を家族で体

験し、身近な自然を感じるとともに家族の交流を図る

ファミリークッキング

　～バーベキュー～

4月～3月

日帰り×6回
家族・グループ 各12組

中学生以上　2,500円

小学生　2,000円

4歳～未就学児　1,200円

3歳以下　100円

バーベキューの野外料理を家族で楽しみ、野外活動の楽し

さを感じるとともに家族の交流を深める

ファミリークッキング

　～ピザ～

4月～3月

日帰り×3回
家族・グループ 各12組

中学生以上　2,000円

小学生　1,500円

4歳～未就学児　1,000円

3歳以下　100円

石窯ピザ作りの野外料理を家族で楽しみ、野外活動の楽し

さを感じるとともに家族の交流を深める

のし餅づくり
12月

日帰り2回
家族・グループ 各14組 1組　3,800円

お正月に食べるお餅を家族みんなでついて、伸す作業を

楽しむ

もしもの体験キャンプ

（3施設共同事業）

11月

日帰り
家族 50人

中学生以上　2,600円

小学生　2,200円

4歳～未就学児　1,200円

3歳以下　100円

大規模な震災等の被災を想定した炊き出し訓練等を通し

て、日ごろの防災意識や被災に備えた家族の交流を図る

体験学習指導者研修会
4月

日帰り

小学校体験学習利

用校の先生
15人 1,500円

センターを利用して実施する体験学習が安全で楽しい活

動となるよう、野外炊事や野外ゲーム等の体験を通した研

修を行う

アウトドアリーダー養成講座

（3施設共同事業・日本キャン

プ協会キャンプインストラク

ター養成事業）

6月～3月

オンライン×4

回

日帰り×2回

一般市民 20人 三ッ沢で集約
地域、学校、職場等で活躍する野外活動の指導者を市内3

施設合同で養成する

ヨガ＆ボディーチューン

1期4月～7月

2期9月～12月

3期1月～3月

各期全10回

一般市民 各30人 各　5,700円
ヨガの基本的な運動を継続的に実施することにより、健康

増進と地域交流を図る

ピラティス＆有酸素運動

1期4月～7月

2期9月～12月

3期1月～3月

各期全10回

一般市民 各30人 各　5,700円
ピラティスや有酸素運動のステップの基本的な運動を継続

的に実施することにより、健康増進と地域交流を図る

自然を写そう！鈴木清美のデ

ジタルカメラテクニック

4月～3月

日帰り×4回

小学5年生以上の

一般市民
各10人 各　1,000円

こども自然公園内の自然に親しみながら、写真家鈴木清美

氏に動植物を美しく写すテクニックくを学ぶ

地

域

横浜元気!!

スポーツレクリエーション

フェスティバル

（市実行委員会連携事業）

10月

日帰り
一般市民 500人 100円～500円

全市的なスポーツイベントに参画し、野外料理や工作の体

験を通して施設のPRや野外活動の普及・振興を図る

団

体
仲間づくりゲーム 随時 センター利用団体 20人 2,000円／時間

コミュニケーションを高めるゲームの体験によりチームビル

ディングを図るプログラムの企画・実施

対　　象

青

少

年

フ

ァ
ミ

リ

ー

指

導

者

一

般
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様式２ 
 

４ 事業の企画・実施 

（５）広報活動及び利用促進 

ア 市民に広く野活センターの魅力をお伝えする広報計画 

野活センターのお客様を増やすには、施設の認知度を高めることが必要です。 

私たちは、常に市民の視点に立った分かりやすい広報活動を展開することを念頭におき、効

果的な広報計画を策定し実践します。 

チラシの作成や広報よこはまへの掲載、インターネットの活用など、広報媒体を複合的に組

み合わせることで、有益的な方法による情報発信を行うとともに、お客様数拡大のためのサー

ビス提供を行い、利用促進を図ります。 

 

（ア）計画的に行う広報 

当団体本部の広報担当者と各野活センターの広報担当者が連絡を密にとり、教室や事業ご

との募集開始時期や進捗状況を踏まえたうえで、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。 

また、教室参加者等にアンケートを行い、効果的な広報媒体の選択や、紙面上の表現等を研

究し、試行していきます。 

（イ）各種媒体を利用した広報活動 

 

１　３施設共通リーフレット、利用案内や教室参加者募集チラシの作成

　3施設共通のご利用方法や施設内外の写真を掲載したリーフレットを作成します。

季節に合わせたプログラムや利用方法をタイムリーにご案内するチラシやポスター、各種教室事業の参加者募

集チラシを随時作成します。

２　市内公共施設でのリーフレット・チラシ等の配布

　作成したリーフレットやチラシ、ポスターなどについては、各野活センターのチラシボックスでの配架や掲示板への

掲出をします。また、当団体が運営する市内のスポーツ施設のほか、市役所・区役所・地区センターなどの公共施設

でも配布の協力を依頼します。

３　インターネットの有効利用

各施設のホームページにおいて、見やすく解りやすいように工夫した施設の紹介や利用案内、教室募集案内など

のページを設けます。

　施設の「Facebook（フェイスブック）」などの双方向型コンテンツも充実させ、利用促進につなげます。

　当団体が運営している横浜のスポーツ情報サイト「ハマスポ」において、施設紹介や教室募集案内を行い、広く市

民の方々に閲覧していただけるようにします。

４　「広報よこはま」の活用

広報よこはまは横浜市内全戸（1,768,021世帯 R3.6.1現在）に配布され、市民の情報入手手段として有効です。

特に3施設が所在する近隣区の皆さまを重点的な対象として各区版に教室参加者募集の記事を、全市版には広く

お知らせする必要がある夏期利用抽選会のご案内を掲載依頼します。

５　地域情報誌への掲載やケーブルテレビ等の取材依頼

夏期利用申込み前や、教室の内容等に応じて、各戸配布の「タウンニュース」等の地域密着型の紙面媒体を活用

し、広告掲載や取材の依頼をします。

また、地域の情報番組を放映する「横浜ケーブルヴィジョン」等のケーブルテレビに、教室やイベントの様子を取

材していただけるように依頼します。
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（ウ）充実した情報ネットワークを活かした広報活動 

当団体は、多くの団体と連携した独自の情報ネットワークにより、大規模なスポーツ大会か

ら地域で実施される草の根的なレクリエーションイベントに至るまで、万べんなく情報収集・

発信できる環境を整えています。 

「横浜マラソン」「ワールドトライアスロンシリーズ横浜大会」、横浜銀行アイスアリーナや

横浜武道館等で開催される大規模イベントにおいて、野活センターで実施する教室事業など

の PR を積極的に行います。 

 

（エ）効果的な案内板の設置 

各野活センターの敷地周りに案内板を設置し、施設や各種教室・イベントのご案内のほか、

公園情報を掲示します。これにより、近隣にお住まいの方々からも、当館の存在を改めてご認

識していただく効果が期待できます。 

なお、各施設の案内看板の設置にあたっては、事前に設置場所に係る所管局から許可を得た

うえで行います。 

 

（オ）活動内容の積極的な発信 

教室やイベント等の写真を、ホームページや SNS の他に、年間約 252 万件のアクセス数を

誇る横浜市スポーツ情報サイト「ハマスポ」に掲載し、情報発信します。 

 

（カ）報道機関への情報提供 

これまでに取材申し入れや情報提供等の関係にある、新聞各社、tvk、CATV や FM ヨコハマ

などのマスコミに対して、野外活動センターでのイベントの開催時に取材依頼し、取り上げら

れるように働きかけます。 

報道各社への記事提供は、直接提供のほか、横浜市報道担当と協力し、市政記者発表の場を

活用して行います。 

 

イ お客様の利用促進・利便性向上に向けた具体策 

（ア）利用促進に資する新規サービスの提案 

野活センターの新たな利用促進や利便性の向上を得るために、私たちは次の新規サービス

を企画・展開します。 

なお、すべての新規サービスは、横浜市からの承認を得たうえで行うものとします。 

 

a ピクトグラムを用いた施設案内 

ピクトグラム(絵文字)は、一見してその表現内容を理解でき、どなたでも、よりわかりやす 

い情報手段として有効です。施設内にピクトグラムを用いた案内看板を新たに設置すること 
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によって、初めて来られたお客様によりわかりやすい案内を実施します。 

ピクトグラムを含む案内看板のデザインは、横浜市内に所在するデザイン系学校と連携し、

作成することによって、学生の活動の場を創出します。 

 

b オンラインによる利用打合せの実施 

利用の事前打ち合わせはお客様に利用施設までご来所いただくことを原則としますが、ご

要望に合わせてＥメール、電話、オンライン会議ツールを用いた打ち合わせを実施し、新型コ

ロナウイルス感染症防止対策を図るとともに利便性を向上させます。 

また、利用頻度の高いお客様には必要最低限の内容とし、利用頻度が低いお客様、初めてご

利用いただくお客様にはきめ細やかな対応をします。 

 

（イ）良質な利用促進サービス 

a 多様な利用抽選の申込 

利用抽選の申込みにあたっては、決められた日時に施設に直接来所することなく、簡素な手

続きにより気軽に施設を利用することができるように、メールや FAX、電話等による申込みを

行います。 

 

b 家族・グループによる利用促進 

団体の利用予約がない日については、家族や少人数グループなどの一般利用を積極的に受

け入れます。 

特にこども自然公園野活センターでは、6～7 人の少人数対応ができる宿泊棟の特長を活か

し、家族等の少人数グループによる利用を促進します。 

 

c 空き枠の積極的 PR と当日受付が可能なプログラムの展開 

施設の利用予約がなく、利用受付対応が可能な場合は、ホームページ等での空き情報の提供

を積極的に行います。 

また、焼き芋やクラフト作りなど当日の利用受付が可能なプログラムを展開し、気軽に野外

活動を楽しんでいただけるようにします。 

 

 

■家族・グループの利用条件（通年）

施設名 利用形態 利用条件

三ツ沢公園・くろがね 日帰り 団体利用の予約状況に応じて、空きカマドの予約を2か月前から受け付けます。

宿泊 団体利用の予約状況に応じて、空室の予約を2か月前から受け付けます。

日帰り 団体利用の予約状況に応じて、空きカマドの予約を2か月前から受け付けます。

こども自然公園
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d 快適な施設利用のためのサービス提供 

野外活動や宿泊体験を気軽かつ快適にご利用していただけるように、お客様のニーズに沿っ

た各種サービスを行います。 

 

e 利用促進のための教室事業の拡大 

青少年をはじめ、多くの市民の皆さまにご利用いただけるよう、各施設の特長を活かした多

種多様な教室を企画し、野外活動やレクリエーション等の普及振興に寄与します。 

また、非常時に活用できる防災キャンプ等を実施し、多くの市民の防災意識を高めます。 

 

f 開所日の拡大 

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、開所日

を拡大します。1 か月前までに、予約が無ければ休所とします。 

■提供するサービス内容

クラフト 薪・丸太 シーツ・寝具

写真

使用する材料や用具をすべて用

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。

【詳細は「4(3)プログラム開発と実

施計画」に掲載】

野外炊事やキャンプファイアで使

用する薪と丸太を用意し、適切な

使用方法をご案内したうえでお客

様に提供します。

薪　　1束　560円（税込）

丸太　1本　560円（税込）

寝具を衛生的に利用することが

できるようにシーツ・寝具のリース

を行い、お客様に貸し出します。

シーツ　　1枚　310円（税込）

寝具　　　1泊　210円（税込）

食材・飲料等 販売用品 レンタル用品

写真 写真 写真

野外炊事の食材等を販売し、利用

団体が事前に購入・運搬する手

間を省きます。各班の人数分に小

分けして用意し、当日の準備も軽

減します。

【詳細は「4(4)自主事業の実施計

画」に掲載】

野外炊事で必要なクレンザーや、

宿泊で使用する歯ブラシセットや

シャンプーリンスセットなどの生活

用品を販売します。

【詳細は「4(4)自主事業の実施計

画」に掲載】

野外料理メニューを豊富にする

ダッジオーブンや石窯、バーベ

キューグリルなどのプログラム用

品を有料でレンタルします。

【詳細は「4(4)自主事業の実施計

画」に掲載】
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g 日帰り利用の延長対応 

日帰りのお客様の長時間ご利用の要望に応じて、受入態勢が可能な場合には基本利用時間を

延長し、より長い時間の利用希望に対応します。 

 

h 室場別の利用受付 

利用申し込み段階において、予め室場別の予約受付を行い、使用しない室場があって予約団

体の活動に支障のない場合は、他の団体等に室場別の貸し出しを行います。 

 

i 「よこはまウォーキングポイント」リーダーの設置 

横浜市が全市で進めている「よこはまウォーキングポイント」のリーダー設置場所として協

力します。 

 

j 「ハマハグ」登録施設 

公園等を利用する「妊娠中の方」や「小学生以下の子どもがいる家庭の方」が、トイレ等の

利用や授乳などが必要となった場合に対応できるように、野活センター3 施設を「ハマハグ」

に登録し、対象者がいつでも気軽に施設に立ち寄り、利用することができるようにします。 

 

ウ お客様が安心できる施設環境づくり 

（ア）お客様のご要望を伺う窓口対応と情報発信 

お客様の野活センターに対するご意見やご要望のほか、横浜市や当団体のスポーツ施策等

についての質問などを広く聴き入れるために、受付にご相談コーナーを設け、万全な「おもて

なし対応」をします。 

 

（イ）バリアフリー・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かわり

なく、全てのお客様に使いやすい施設にする必要があります。 

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、人的サービスと業務

サービス、施設サービスを必要に応じて組み合わせながら、誰に対しても同等な情報とサービ

スを提供します。 

 

a ユニバーサルデザインの実践例 

全てのお客様にユニバーサルデザインに基づいた対応を実践するとともに、公平でより良

いサービスを行うため、アンケート等を通じてお客様から意見等を積極的にいただき、職員研

修を通してサービスの向上を図っていきます。 
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b 公共サービス従事者育成に資する研修 

当団体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、全てのお客様により満足いただけるようにするため、接客・接遇マナーの向上やユニ

バーサルデザイン等の知識向上を強化します。 

また、年に 1 回、人権問題に関する専門研修を実施しており、野活センターにおいては、所

長を人権啓発推進者として、人権啓発推進活動を実施します。 

 

（ウ）建物・設備の安全対策・日常清掃の徹底 

お客様が安心して施設を利用していただけるためには、バリアフリー対応と併せて、施設を

気持ちよく安心してご利用いただけるようにすることが大切です。 

私たちは、各野活センターにてそれぞれ 1 日 2 回以上（宿泊利用がある場合は 1 日 3 回以

上）の日常点検と併せて、屋内外での清掃を徹底し、お客様に気持ちよくご利用いただけるよ

うにします。 

■ユニバーサルデザインの実践例

主な対象者

送迎
職員による元気でさわやかなあいさつと暖かい笑顔でお客様のお迎えとお見送り

をします。
全員

案内・誘導
転倒、つまづきをしないよう、職員が案内誘導を行います。車いすの方には、宿泊

室、食堂やトイレなどが同じフロアとなるよう配慮します。

障がい者

高齢者

障がい者

接客

接遇研修を通して職員のホスピタリティー溢れる接客をします。筆談などの的確な

手段を使ってコミュニケーションを図ります。
障がい者

子ども対応
子どもに対応する際は、子どもの目線まで姿勢を低め、わかりやすい会話を心掛け

ます。
子ども

主な対象者

受付
受付に、聴覚や発音に障がいのある方用の筆談具を用意します。また、高齢者や弱

視の方用に老眼鏡や拡大鏡を用意します。

障がい者

高齢者

印刷物
弱視や色弱など視覚に障がいのある方でも見やすい字体やポイント数、色などを

考慮し、地図やアクセス方法等の情報を盛り込みます。

障がい者

高齢者

利用案内
初めての方でも施設の利用がスムーズに行われるよう、必要に応じたご案内・打合

せを実施します。
全員

主な対象者

車いす
車いすの方が利用する際は、宿泊室の段差解消のためのスロープを設置するほ

か、安心してシャワーが使える専用椅子の貸出を行います。

障がい者

高齢者

通路
通路やフロアには歩行の妨げになるような物は置かないように気をつけるととも

に、お客様にも注意を喚起します。
全員

案内表示
施設内の案内表示は子どもに理解しやすいよう絵文字や大きな文字を使った案内

サインを設置します。
全員

ロビー
ロビーには展示物や情報コーナーを設けるほか、季節の花を置き、くつろげる快適

な空間を提供します。
全員

実践内容

人的サービス

実践内容

業務的サービス

実践内容

施設的サービス
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４ 事業の企画・実施 

（６）学校教育機関・他の青少年施設・地域等との連携や協働 

ア 学校教育機関との連携・協働 

（ア）学校の優先利用受付と学習支援 

私たちは、学校が実施する体験学習が、効果的な総合学習となるように支援します。 

a 柔軟な優先利用の受付 

横浜市立の小・中・高等・特別支援学校及び個別支援学級の利用については、利用の前年度

10月頃までに日程調整を図ることと「業務の基準」に定められています。 

私たちは、各野活センターで提供するプログラムやサービスなどの魅力をお伝えするパン

フレットを作成し、利用申し込みを促していきます。 

また、お申込みが重複する日程の調整は抽選としますが、抽選に漏れた学校には空き日程を

お知らせするとともに、当該月の青少年団体等の利用抽選会前までは柔軟に日程変更を受け

付けるなど、1校でも多くの学校が利用できる配慮をしていきます。 

 

b 小学校体験学習の事前・事後学習への協力 

小学校 4・5 年生の体験学習では、主にクラスの仲間との初めての宿泊体験や、野外炊事、

野外ゲームなどの野外活動を行うこととなっています。 

そこで、体験学習前後に当団体職員が学校へ出向き、学校が行う事前準備のための学習や事

後のふりかえり学習をお手伝いします。野活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、当日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）学校のキャリア教育や職員研修の受入れ 

a 中・高等学校の職場体験学習や大学等のインターンシップの受入れ 

中学校や高等学校のキャリア教育の一環として実施する「職場体験学習」を積極的に受け入

れます。野活センターならではの仕事を体験してもらうことで、生徒の職業観の醸成や、将来

の職業選択に役立てられるようにします。 

また、スポーツ系の大学や専門学校等で社会体育を学ぶ学生が、スポーツ施設や社会教育施

設における「インターンシップ」「サービスラーニング」実習を野活センターで希望する際は、

積極的に受け入れます。 

 

b 学校職員研修への協力 

横浜市教育委員会が実施する「企業等リーダーシップ開発研修派遣」や神奈川県教育委員会

が実施する「社会体験研修」において、野活センターでの研修を希望する教職員がいた際は、

受け入れの協力をします。 
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イ 他の青少年施設・団体等との連携・協働 

（ア）青少年団体との連携 

a 青少年指導員連絡協議会の活動への協力 

各区の「青少年指導員連絡協議会」と連絡を密に取り、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。各地区の要請に応じて、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。 

 

b 地域の子ども・青少年団体等との連携 

横浜市子ども会連絡協議会、横浜市ジュニアリーダー連絡協議会、横浜市野外活動指導者協

議会等の市内関連団体と連絡を密に取り、各団体が実施する青少年育成事業に協力していき

ます。 

 

c 「公益財団法人よこはまユース」の活動支援 

「放課後児童育成事業」や「青少年の自立支援事業」等の青少年育成事業を手がける（公財）

よこはまユースとは、定期的に連絡会を設け、プログラム開発の相互協力や防災キャンプの協

働による実施など、横浜市の青少年施策の実現に向けた連携をしていきます。 

 

d 「放課後児童育成施策」への協力 

横浜市の放課後児童育成施策の 1つとして「地域のネットワーク推進」が掲げられ、特定の

場所だけで活動するのではなく、野活センター等の活用を謳っています。 

各野活センターにおいては、近隣の放課後児童クラブ等と連絡を密にし、施設利用のほか、

指導員向けに野外活動指導の方法等を支援するなど、当施策の推進に貢献していきます。 

 

（イ）スポーツ施設や団体等との連携 

a 近隣のスポーツセンター等との協働 

各野活センター近隣のスポーツセンターなどのスポーツ施設に、野活センターの利用案内

などの配架を依頼し、新たな顧客を見込んだ利用促進を図ります。また、双方の施設をウォー

キングの拠点として位置づけ、互いの施設に立ち寄っていただける仕組みづくりを進めます。 

 

b 総合型地域スポーツクラブとの協働 

横浜市内には、現在 27の総合型地域スポーツクラブが活動しています。各野活センター近

隣のクラブとの連携を強化し、クラブの活動の 1 拠点として利用を促していくほか、イベン

ト等で各クラブの活動紹介や会員募集の機会を設けるなど、諸活動を積極的に支援します。 
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c ヨコハマさわやかスポーツ普及委員会との協働 

当団体で普及・推進している「ヨコハマさわやかスポーツ」の体験会を、各区の普及委員会

にご協力いただき、イベント開催時などにおいて「さわやかスポーツコーナー」を設け、参加

者に楽しんでもらいます。 

 

d 横浜銀行アイスアリーナとの連携 

当団体が管理・運営している横浜銀行アイスアリーナは数少ないスケートリンクとして、横

浜市内外の大学等の団体やクラブから、大会や練習など多く利用希望が寄せられています。 

こうした利用の際に、近接している三ツ沢公園野活センターを中心に合宿等で宿泊利用し

ていただけるように協力・調整し、利用促進を図っていきます。 

 

（ウ）三ツ沢・こども自然公園施設との連携 

 

（エ）近隣農家との連携（くろがね野活センター） 

くろがね野活センターの近隣には、野菜を栽培する農家があります。教室・イベントを実施

する際は、農家のご協力のもと地元野菜を活用したメニューを取り入れたり、直売コーナーを

設け、地産地消の大切さを PRしていきます。 

 

ウ 地域とともに歩む施設づくり 

（ア）地域に開かれた施設運営 

各野活センターは開設以来、地域からのご理解とご協力のもとに運営されてきたと認識し

ています。これからも、近所の方が散策ついでに気軽に参加できる焼き芋体験等の事業の展開

や、地域と共に行うイベントの開催、地域人材の雇用など、地域に根差した施設としての位置

づけを強化してきています。 

また、地域の方々との事業連携等の協力を拡充していくことはもちろんのこと、地域のご意 

馬術練習場
馬術練習場を管理運営する、「NPO法人横浜市馬術協会」と連携・協働し、三ツ沢公園野活セ

ンターの体験プログラムに馬のブラッシングなどのふれあいプログラムを組み入れます。

陸上競技場

ニッパツ球技場

三ツ沢公園内に併設されている陸上競技場、ニッパツ球技場と連携・協働し、教室プログラム

や小学校等の体験学習プログラムの一環としてスタジアムツアーを行います。

NPO法人どろんこクラブ

公園の雑木林や湿地の管理、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、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。

また、公園内雑木林の間伐材を薪として購入することによって、樹木の有効活用をします。

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』の教室を夏休み中に2回開催します。

三ツ沢公園での連携

こども自然公園での連携
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見を積極的に聞き入れる仕組みを構築し、まさしく「地域と共に歩む野活センター」として

運営していきます。 

 

a 地域との会合の開催 

各野活センターでは、地域の方や利用団体責任者等の声を直接伺う「横浜市青少年野外活動

センター運営懇話会」を開催します。メンバーには、地域で活躍される青少年指導員や子ども

会、放課後児童クラブの職員などにご参加をいただくよう協力を仰ぎます。 

 

b 地域に愛される施設 

日ごろの地域からのご支援に報いるために、地元住民の方々に野活センターにより親しん

でいただくための還元イベント「横浜元気!!スポーツ・レクリエーションフェスティバル」を

開催します。また、地域の方々が気軽に施設に立ち寄り、焼き芋やクラフト作りなどの野外活

動を楽しんでいただけるよう開かれた施設運営を行います。 

 

c ウォーキングの拠点 

「令和 2年度横浜市民スポーツ意識調査」によれば、ウォーキングは市民にとって最も実施

しやすい運動であるという結果でした。野活センターにおいても、近隣地域住民の方々の

ウォーキング拠点となるよう、横浜市が進める「よこはまウォーキングポイント」のリーダー

を設置するほか、「横浜みどりアップ計画・健康ウォーキング事業」を推進していきます。 

 

d 外構植栽を通じて地域から愛着を持たれる施設づくり 

日ごろから外構植栽の管理を徹底して行うとともに、植栽においては季節感を持った草花

のプランターを設置するなど、地域の方々から愛着を持たれる施設環境づくりを進めます。 

 

（イ）地域の活性化や安全確保を目指した連携 

各野活センターの地元の町内会や福祉施設等で行われるレクリエーション事業などの地域

活動に、職員や野外活動支援ボランティアの派遣を行うなど、積極的に事業に協力します。 

各野活センターの地元自治会などが実施する防災訓練などには、要望に応じて、可能な範囲

で訓練用に炊事用具の貸出しをするほか、災害時の近隣住民の方々の一時的な避難場所とし

ての想定もしておきます。 

実際の災害時において、炊き出し用の薪の提供のほか、炊事用品やテントの貸し出しを行う

など、地域の方々を支援する仕組みを整えておきます。 

各野活センターを所轄する警察署と連携し、地域の事件・事故等の情報を共有するなど、地

域の防犯活動に協力します。 
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４ 事業の企画・実施 

（７）新たな生活様式に対応した施設運営の考え方 

ア 新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる対策 

（ア）感染症拡大防止の考え方 

令和 3 年 7 月現在で日本国内にまん延している新型コロナウイルスの感染症拡大防止に向

けて、私たちは、横浜市をはじめ、スポーツ庁、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、国

立オリンピック記念青少年総合研修センター等のガイドラインを参考に作成したガイトライ

ンに基づき、感染防止を徹底し運営します。 

 

（イ）新型コロナウイルスへの具体的な感染対策 

a 体調チェックの徹底 

入所時（ご利用前）の検温、手洗い、除菌ポンプでの手指消毒をおこなっていただくととも

に、発熱・息苦しさなど体調不良の方にはご利用をご遠慮いただきます。また、宿泊利用の際

は、就寝前と起床後にも検温するなど、滞在中は常に利用団体引率者に参加者の健康管理をし

ていただきます。 

 

b 施設内での感染者発生時の対応 

お客様に感染者が発生した場合、また濃厚接触者であることが判明した場合は、迅速に横浜

市青少年育成課及び所在区保健所に報告いたします。当該利用者が利用した可能性がある室

場・空間・備品類を迅速に洗い出し、除菌を行うことで、感染拡大を防止します。また、他の

お客様と接触することの無いよう、お帰りになるまで待機していただく場所を確保します。 

 

c お客様への対応 

野活センターのご利用にあたっては、全てのお客様に「手洗いの徹底」「マスクの着用」「3

密の回避」をはじめとした基本的な感染症対策のご協力をお願いします。 

■お客様への感染防止対策の具体例

予約から

当日まで

・受入れガイドラインをご案内し、ご理解と同意の上、お申込みいただきます。

・ご利用の15日前から当日まで、体温測定などの体調管理をしていただきます。

・引率責任者には、参加者全員の連絡先を把握していただきます。

・人数制限に応じた予約の受付を行います。

受付時
・入所時に体温測定をし、発熱があったった場合は利用をご遠慮いただきます。

・手指消毒液での消毒または石鹼で手洗いをしていただきます。

活動中

・マスクを着用していただきます。（3歳以下は可能であれば）

・食事、入浴中などマスクを外すときは会話を控えていただきます。

・飲食を伴う親睦会等はご遠慮いただき、宿泊時の食事は20時までとします。

・身体的距離の確保をした活動を心がけていただきます。

・感染リスクの高い「流しそうめん」「餅つき」などのプログラムは、当面、中止します。

・使用した物品や手を触れた場所などは、使用後に消毒作業のご協力をお願いします。
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d 室場別の対応 

感染状況などに応じて、お客様の安全・安心を最優先に考え、ソーシャルディスタンスを保

てるように利用団体数の制限及び室場別の定員を設定します。 

 

活動中

・宿泊で使用するシーツは各自で借受け、使用後は他者が使用したシーツや枕カバーには触れ

ないように部屋ごとにビニール袋に入れ、返却するようにお願いします。

・滞在中に発熱等の体調不良者が出た場合は、必ず職員に連絡していただきます。また、当該者

は帰宅するまで、他の参加者と接触しないよう帰宅待機室でお待ちいただきます。

帰宅後
・帰宅後2週間以内に新型コロナウイルス感染症の「陽性者」と判明した場合は、速やかにセン

ターまでご連絡いただきます。

■室場別の感染防止対策の具体例

三ッ沢 くろがね こども自然

利用団体数 宿泊2団体／日帰り2団体
宿泊1団体／日帰り（野外炊事

場・スポーツ広場）各1団体
宿泊2団体／日帰り2団体

36人／通常150人 12人／通常50人 66人／通常150人

32人／通常64人 12人／通常50人 56人／通常84人

シャワーのみ提供 通常利用（シャワー） シャワーのみ提供

活動内容により30人～60人 活動内容により25人～60人

90人／通常160人 25人／通常60人 90人／通常180人

30人／スポーツ広場 50人／きりかぶ広場

宿泊室

・使用後の宿泊室は、消毒作業、ウイルス不活化のため翌日以降の受入れとします。

・前回使用した後、48時間以上空かない場合は、寝具とシーツの間にビニールシートを敷いてご利

用いただきます。

・枕と枕の間隔を2ｍ離す寝具の敷き方を指定します。

・寝具との間にビニールシートのパーテーションを設置していただきます。

・使用中は、常時または定期的な換気をお願いします。

食堂
・テーブルには、飛沫防止用の対面シートを設置します。

・使用中は、常時、換気をしていただきます。

・食器類の貸出しを当面、中止します。

・脱衣所や浴室内での会話は、控えていただくようにお願いします。

・特に脱衣の入替え時に混みあうため、一度に入る人数を可能な限り減らしていただきます。

・使用中は、常時、換気をします。

浴室等

ホール

・ダンスや軽スポーツなどの動きのある活動時は9㎡に1人、着座などの動きがない場合は4㎡に1

人のスペースを確保した定員でご利用いただきます。

・歌唱などの活動はご遠慮いただきます。

・使用中は、常時、換気をしていただきます。

野外炊事場 ・身体的距離を考慮した活動場所や活動単位の人数で計画をお願いします。

・食器類の貸出しを当面、中止します。

広場 ・身体的距離を考慮した活動計画をお願いします。

・歌唱などの活動はご遠慮いただきます。
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e 職員の対応 

 

 

 

 

 

 

 

f 感染予防に対する取組 

私たちは、他者と共有する物品や手が触れる場所の特定と頻度を考慮し、職員が施設内の感

染予防のため、マニュアルに則った清掃や消毒作業を行います。消毒作業は、場所、物品に応

じて次亜塩素酸ナトリウム（濃度 0.05％）、消毒用エタノール（濃度 70～85％）、有効な界面

活性剤含有の洗剤による清拭消毒のほか、滅菌庫（85 度 30 分）による熱風消毒、室内や寝具

の風通しや除菌剤の噴霧を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）教室事業・イベント等実施時の工夫 

a 参加者定員の柔軟な設定 

教室等の実施にあたっては、安全・安心を最優先にしながらも、楽しい活動になることを基

本とします。そのため、年度当初に計画した定員に捉われず、新型コロナウイルス感染症の感

染状況などの社会的状況を考慮し、無理のない範囲で柔軟に定員を増減して開催します。 

 

b 教室等実施の具体的な感染防止策 

ご参加いただくお客様やスタッフ・講師には、事前に「開催にあたってのガイドライン」「健

康チェックシート」を送付し、ご自身で健康管理をしていただきます。体調不良のが確認され

た場合は、参加をご遠慮いただきます。 

また、活動中については、野活センターをご利用いただくお客様同様に、「手洗いの徹底」

「マスクの着用」「3 密の回避」などといった感染防止対策にご協力いただくことをお願いし

ます。 

■職員の感染防止対策の具体例

出勤前
【体調管理の徹底】

・検温及び体調確認を行い、体調不良がある場合は自宅待機とします。

勤務中

・出勤時や勤務中には、うがい、手洗い、手指消毒を徹底します。

・清掃時や消毒作業時はゴム手袋を着用し、お客様と接する場合はマスク着用のほか、必要に

応じてフェイスシールドを着用します。

・勤務中に体調不良を感じた場合は、直ちに帰宅することとします。

■職員が行う消毒作業の具体例

日常作業
・毎日使用する受付や事務室は、随時、清拭消毒を行います。

・トイレや自動販売機は、利用の前後に1日に2回、清拭消毒を行います。

利用場所

・お客様が使用する室場は、利用前後の間に1回、清拭消毒を行います。

・宿泊室の寝具は、利用前後の間に1回、日干しまたは陰干しと除菌剤の噴霧を行います。

・返却後のシーツは直接触れないようにクリーニング業者の回収袋に収め、枕カバーは職員が施

設内で洗濯をして貸し出します。

・浴室の足ふきマットは、利用後に施設内で洗濯をします。

・厨房や野外炊事場の調理器具は、お客様による洗浄、返却後、材質等により消毒用エタノール

による清拭消毒または滅菌庫での熱風消毒を行います。
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イ with／after コロナを見据えた施設運営・事業展開 

（ア）with／after コロナを見据えた施設運営 

野活センターの施設運営では、新型コロナウイルス拡大防止対策を

講じることに加え、お客様が施設を利用する上で、「不安」を感じさせ

ないことが大切です。 

私たちは、施設内やホームページにて、新型コロナウイルス感染拡

大防止対策の情報を公開し、安心・納得して施設を利用していただき

ます。また、職員・スタッフは、常に衛生関係に気を配り、清掃や点

検等を適切に行いながら、確実に感染防止対策を実施します。 

また、横浜市の指示を受けて、新型コロナウイルスの感染防止に伴

う休所や、活動時間の短縮に柔軟に応じながらも、市民が楽しいと感

じられる野外活動の普及・振興に資する各種事業を展開してまいりま

す。 

 

（イ）with／after コロナを見据えた事業展開の方針 

after コロナにおけるプログラムの提供や教室事業では、スポーツ庁『スポーツイベントの

再開に向けた感染拡大予防ガイドライン』等に則り、対策を行います。手指消毒、距離を十分

とる、マスクを着用する、利用団体同士が密集にならないように導線の確保を行う、などを徹

底します。 

 

a お客様受入れ時の対応 

宿泊の際には、食事、入浴、就寝時にマスクを外して過ごすこともあり、お客様には感染防

止のためにご協力いただくことが多々あります。事前にガイドラインをご理解・ご同意をいた

だくとともに、入所時のオリエンテーションで子どもたちにもしっかりと伝えることが大切

です。また、利用団体の活動の計画時には、これまでのコロナ禍での利用者対応や教室事業運

営で得たノウハウを活かし、職員ならではの視点で助言していきます。 

こうした対応の積み重ねにより、安全で安心した環境で野外活動の面白さや楽しさを伝え

続け、人々のふれあいや笑顔を取り戻します。 

 

b 教室等実施時の対応 

教室事業等においても「新しい生活様式」の条件の中で、安全対策を徹底して実施します。 

私たちは、試行錯誤を繰り返し、感染防止対策を徹底した教室事業を実施していきます。こ

うして得た運営手法を after コロナの教室に反映させるとともに、今後、野活センターを利用

する団体のベンチマークとなるよう、研究を重ねてまいります。 

また、収益性を重視するあまり無理な計画・実施とならないよう、参加人数や活動内容等に

ついては、対象や季節などに応じて入念な対策を講じることとします。 

情報をお伝えする掲示板 
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５ 収支計画及び指定管理料 

（１）収入増への取組 

ア 収入計画の基礎となる考え方 

野活センターの第 4 期指定管理収入計画策定にあたっては、安定した経営を実現するため、

関連施策や市民ニーズを反映するとともに、過去の実績データに基づき積算をします。 

これに加え、適正な市場価格を反映した内容や提供価格の見直しを行うことにより、収入増

を図ります。 

また、積極的に展開する自主事業収益は管理経費に充当し、支出予算を確実に確保できるよ

うにします。 

 

イ 安定した収入源の確保 

（ア）第 4 期指定管理でのお客様数の目標 

新型コロナウイルスの感染防止のため、野活センターは、令和 2年 3月 3日から 5月 31 日

まで 90日間の臨時休館となりました。以降、令和 3年 7月現在に至るまで、横浜市において

は「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の発出がされている状況です。 

こうしたことから、感染防止対策を万全にしながらも、どの様な利用制限が必要となるか、

そして、いつまで続くのか予測できない現状にあります。 

そこで私たちは、第 4期指定管理の目標設定においては、過去の平均実績と利用制限率等を

踏まえ、4年目となる令和 7年度にはその平均実績まで利用者数を回復させることを目指しま

す。この見込みに相応した各種収入目標を積算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）施設利用に係る料金収入の内容 

私たちが自主的にサービス・提供を行う施設利用に係る収入の計画にあたっては、項目によ

り過去 4年間の実績や目標とする延べ利用者数、予定単価などを勘案して積算しています。 

 

 

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 平均 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度

三ツ沢 29,389 29,457 27,511 22,772 27,283 16,400 20,500 24,600 27,300 27,300

くろがね 21,570 22,416 21,154 19,082 21,056 14,800 16,900 19,000 21,100 21,100

こども自然 32,983 34,305 35,060 33,748 34,024 22,200 27,300 30,700 34,100 34,100

合　計 83,942 86,178 83,725 75,602 82,363 53,400 64,700 74,300 82,500 82,500

回復度 - - - - 60～70％ 75～80％ 90% 100% 100%

0

（人）

80,000

60,000

40,000

20,000

回復
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こども自然公園
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（ウ）自主事業による収入の内容 

 長く続いているステイホームや集団活動の自粛などにより、一層、野外での活動や仲間との

ふれあいへの欲求が高まっていると考えられます。青少年団体での利用機会に恵まれない子ど

もたちやご家族に向けた教室を予約状況が許す範囲で積極的に実施し、収入増を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教室事業収入

新型コロナウイルス感染症の社会的状況を勘案し、年度ごとに開催を予定します。

開催予定の各教室の対象別参加費と募集人数を基礎とした収入額を算出します。

積極的な広報・PR活動や柔軟な追加実施等により収入を確保します。

飲食事業収入

野外炊事用食材や飲み物の料金は品目によって異なり、販売数量も一定ではありません。

このため収入額は、過去4年間の実績による延利用者１人当りの単価に目標の延利用者数

を乗じて算出しています。

物販事業収入

過去4年間の実績による実利用者１人当りの単価に、目標の延利用者数を乗じて算出しま

す。

加えて、くろがねにおいては、横浜市の許可のもと、屋外に自動販売機を増設し、お客様

の利便性向上と増収を図ります。

その他事業収入
野外活動等に必要な用具のレンタル事業などの収入額は、過去4年間の実績による延利

用者１人当たりの単価に、目標の延利用者数を乗じて算出します。

項　目 説　明

プログラム提供に係る材

料費等収入

過去4年間の実績による延利用者1人当りの単価に目標の延利用者数を乗じて算出しま

す。

シーツ洗濯代収入
基本的に宿泊者全員が利用期間中に1枚利用するため、収入額は、1枚あたりの料金単価

310円に過去4年間の実績による目標の実使用数を乗じて算出します。

寝具リース代収入
基本的に宿泊者全員が利用期間中に利用するため、収入額は、1組あたりの料金単価210

円に過去4年間の実績による目標の実使用数を乗じて算出します。

薪代収入
過去4年間の実績による延利用者1人当りの単価に目標の延利用者数を乗じて算出しま

す。

光熱水費収入

家族・グループや市外の学校・団体などの一般利用及び目的外利用のお客様からは、光

熱水費の実費負担を設定します。

負担額は、3施設それぞれの高熱水量の規模等を考慮した単価に設定します。過去4年間

の実績による延利用者1人当りの単価に目標の延利用者数を乗じて算出します。

その他の収入

利用中に発生したゴミの持ち帰りが困難な場合は、有料にて処分を引き受けます。

負担額は、2種類のごみ袋の大きさによって設定し、過去4年間の実績による延利用者1人

当りの単価に目標の延利用者数を乗じて算出します。

項　目 説　明
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５ 収支計画及び指定管理料 

（２）指定管理料の額 

ア 支出計画の基礎となる考え方 

野活センターの第 4 期指定管理支出計画策定にあたっては、施設の老朽化対策のために必

要な修繕の実施や、光熱水費などの適正な市場価格の反映、法定点検等の費用の確保、利用促

進のための経費計上等を行い、無理のない安定的な計画とします。また、適切な業務委託やス

ケールメリットを活かした発注などにより、経費の縮減を図ります。 

 

イ 安全性・効率性を重視した支出計画 

（ア）安全で快適な施設環境を創出するための支出計画 

a 安全優先の修繕実施 

平成元年7月 1日にオープンした最も新しいこども自然公園野活センターで開設後32年が

経過しています。野活センター3施設では、建物や設備機器等での老朽化が顕著です。 

私たちは、この現実を直視し、市民の方々がいつまでも施設を安全に、そして安心して利用

することができるよう、老朽設備等の修繕を計画的に実施していきます。 

 

b 経費の縮減努力 

設備機器点検や樹木管理、警備業務、備品や消耗品などの購入などに関しては、3施設でま

とめて発注するなどにより、スケールメリットを生かしたコスト縮減を実現します。 

 

c 委託・調達コスト縮減 

業務委託等の契約期間は原則 1 年としますが、継続的な契約でスケールメリットが見込め

る場合は、指定管理期間を限度とした長期契約を締結します。これにより、契約金額と事務管

理コストを縮減します。また、委託先や調達先の選定には、スケールメリット効果や事務コス

ト低減等を考慮しつつ、原則として競争入札を実施します。競争入札により、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。 

 

d 賃貸物件（リース）や通信にかかる費用の縮減 

コピー機器などのリース期間が満了したリース物品については、その状態が良好であれば再

リースし、使用料・賃借料の縮減を図ります。 

また、野活センターと当団体本部をはじめとする各事業所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。 

 

（イ）適切な業務委託・事業者の選定 

a 業者の選定方法 

当団体の契約規程基づき、指名競争入札等の方法により契約を行います。事業者の指名に 
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様式２ 
 

 

 

 

際しては、公正かつ適正な選定を行うためにライン機能から独立した業者選定委員会に付議し

決定します。一定の金額未満の契約については、事務の効率化の観点から、業者選定委員会に

付議せず、複数社による見積もり合わせを実施する等厳正な選定を行います。 

契約において違反行為、社会的に不正な行為を行った業者に対しては、指名停止措置要綱に

基づき指名停止とし、適正な契約環境を確保します。 

■当団体の契約フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 専門業者による定期点検などの業務委託内容と見込み額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YES

YES

（３社以上）

YES
（一定金額以上）

YES
（一定金額以上）

随意契約 NO
競争入札必要か

業者選定必要か 業者選定必要か

YES

業者選定業者選定

随意契約に該当する
条件
（契約規程１７条）

業者選定手続きが
必要な場合
（業者選定委員会

要綱７条）

業者選定の方法
（業者選定委員会

要綱８条）

業者選定手続きが
必要な場合
（業者選定委員会

要綱７条）

業者選定の方法
（業者選定委員会

要綱８条）

指名競争入札
指名競争入札の場合
・指名等（契約規程第６
条）
・落札者の決定（契約規
程１３条）

単独か

落札できたか

単独随意契約の場合
・特別の理由（業者選定
委員会要綱８条）
・単独見積書（契約規
程１８条第１項）

見積合わせ

NO
（２社以上）

NONO

YES

随意契約

NO

契約 契約書（契約規程２条）
・標準契約約款使用

契約書（契約規程２条）
・標準契約約款使用

契約書省略の場合
（契約規程２条第２項）

三ツ沢 くろがね こども

消防設備 【法定】機器点検 ○ ○ ○ 215

電気設備 【法定】自家用電気工作物点検 ○ - ○ 340

エレベーター 【法定】機器点検 - - ○ 175

ボイラー 【法定】機器点検 ○ - ○ 240

ばい煙測定 【法定】ばい煙測定 - - ○ 140

浴槽ろ過装置 機器点検 ○ - ○ 150

ポンプ・ファン 機器点検 - - ○ 230

アスレチック遊具 機能・劣化状態の点検 - ○ - 230

レジオネラ属菌等の水質検査 ○ - ○ 84

床・ガラス・受水槽等の清掃、薬剤散布 ○ ○ ○ 1,220

遊水地整備、中・高木剪定、除草作業等 ○ ○ ○ 1,400

機械警備 ○ ○ ○ 515

【法定】定期点検 - - ○ 50

一般廃棄物収集処理、横浜市ルート回収 ○ ○ ○ 440

会計システム保守業務等 ○ ○ ○ 396

廃棄物処理業務

その他事務事業関係業務

内　容

設

備

保

守

関

係

水質検査

清掃業務・害虫駆除

外構・植栽管理業務

機械警備業務

フロンガス漏洩点検

業務委託項目
該当施設 概算金額

(税込み・千円)

(3施設合計)
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様式２ 
 

 

 

c 委託先の管理体制と関係法令の遵守 

各委託業者の受託業務に関しては、所長が履行内容の検査・確認、必要があれば指導・要請・

勧告命令など、適正な監督管理を行います。業務履行時には必ず担当者が立会い、施設を利用

しているお客様に対する配慮を図りつつ、業務

品質の維持に万全を期します。 

また、委託先が労働関係法令も遵守している

か、特に法定義務が課されている最低賃金や社

会保険関係のチェックのほかに、公共サービス

基本法や改正労働基準法など最新法令への対

応を確認します。 

 

d 市内中小企業を活用する取組（地域活性化への貢献） 

業務委託や消耗品購入などに関しては、「横浜市中小企業振興基本条例」の趣旨を踏まえ、

設備の専門性や独自性などがない場合において、横浜市内に拠点を置く中小企業事業者からの

調達を第一に考え、横浜市の経済活性化に貢献します。 

 

e 自主事業実施に伴う支出 

教室やイベント事業等の実施において講師などの役務を依頼する場合は、「教室実施マニュ

アル」に基づく謝金を決定し、支払います。なお、支払いにあたっては所得税法に従い、所定

の所得税を源泉徴収します。 

また、当該事業により材料や薪などを使用した場合は、教室事業収入から使用した各利用料

金を付け替え、適切な経理処理を行います。 

飲食用自動販売機設置にあたっては、横浜市に対し、定められた使用料を支払います。 

 

（ウ）維持管理運営費用の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査結果により

契約内容確認・相談・連絡調整・計画策定

指導要請・勧告命令・・・再実施

仕様精査・委託先精査等

監督、 実施時の立会い、履行結果の確認等

立会い確認・検査・報告書の確認等

業務委託

業務履行

検査・確認

指導・勧告

項　目 説　明

人件費
所長1名のほか、職員2名を配置します。

また、業務をサポートするためのアルバイト職員を適時に配置します。

修繕費 施設設備の老朽化に対応するため、緊急性の高い案件から順に各年度の修繕費を計上します。

設備管理費

施設設備の維持保全を図り、安全な運営を継続させるため、関係法令に基づいた法定点検や

自主点検の費用を計上します。また、3施設共通業務については、一括契約により経費の縮減を

図ります。

保安警備費 防犯カメラや業務終了後の安全確保のための機械警備費用を計上します。

外構植栽管理費
施設敷地内の樹木剪定や除草、薬剤散布、施肥などを行い、樹木の良好な維持と美観を保ちま

す。また、遊水地を適切に維持するための整備費を計上します。
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（エ）自主事業の経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項　目 説　明

教室事業支出
教室に係る謝金や原材料費などの経費は、謝金や原材料費収入の70％を計上します。

シーツクリーニング代や薪代等の経費は、それぞれの収入に振替えます。

飲食事業支出 野外炊事の食材や飲み物等の購入費用は、収入の70％を計上します。

物販事業支出
自動販売機事業は、電気代、行政財産目的外使用料を計上します。

物品販売事業は、販売品の購入費用として収入の70％を計上します。

その他事業支出
バーベキューグリルなどのレンタル用品の購入費用は、収入の50％を計上します。

公衆電話使用料を計上します。

指定管理事業収入へ

収益の付替え

自主事業全体の収入から係る経費を差し引いた収益は全て指定管理事業収入に繰り入れ、野

外活動の普及振興のため市民に還元します。

項　目 説　明

備品購入費 お客様の利用頻度と備品の状態を勘案し、更新の必要性が高いものを優先して購入します。

消耗品費

在庫管理を徹底したうえでトイレットペーパー等の衛生用品、印刷用紙等の事務用品を購入し

ます。また、野外炊事で使用するまな板や飯ごうなど、プログラム活動で使用する物品を購入し

ます。

廃棄物処理費 「市役所ごみゼロルート回収」にかかる費用と一般廃棄物処理の処分費用を計上します。

広報費 施設の利用案内やイベント情報の周知、施設のＰＲを行います。

印刷製本費
利用者を拡大させるために、3施設合同の利用案内リーフレット等の印刷物を作成します。

また使用許可申請書等の利用手続きに必要な書類の印刷を行います。

光熱水費・燃料費
過去の実績と併せて、省エネルギータイプの機器に変更することによる費用圧縮を見込み、各

科目を計上します。水道料金の約9％の値上げ分を計上します。

保険料

施設において管理者側の瑕疵による事故等が発生した場合に備え、賠償責任保険に加入しま

す。

また、ボランティアスタッフの事故発生に備え、傷害保険に加入します。

使用料・賃借料 パソコン等の事務機器のリースやレンタルのための費用を計上します。

委託料 定期清掃や浴場のレジオネラ属菌の水質検査、会計システム等の業務委託費を計上します。

報償費（謝金） 夏期繁忙期の運営補助のためのボランティアの謝金を計上します。

公租公課費 契約書締結に係る収入印紙代等を計上します。

その他

出張のための旅費交通費、事務所電話等の通信運搬費、振込手数料等の支払手数料等の必

要経費を計上します。

プログラム材料費は、収入額の70％を見込んでいます。

シーツクリーニング代は、収入額の70％を見込んでいます。

寝具リース代は、定員数の寝具の年間契約料を見込んでいます。

薪代は、収入額の70％を見込んでいます。

間接事務費

※非課税
バックアップ体制をとる当団体本部の管理経費を計上します。

その他 売上に係る仮受消費税等と仕入れに係る仮払消費税等の差額分として、納税額を計上します。
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ウ 指定管理料の額 

野活センターの第 4期指定管理における収支計画の策定にあたっては、多様化する市民ニー

ズを反映しつつ、新型コロナウイルス感染予防対策を万全にするなどの管理運営をおこなうこ

とにより利用者数を回復し、収入を確保してまいります。 

一方、老朽化が進行している野活センターの安全対策をはじめ、感染予防対策・利用者サー

ビスのための必要経費などを確実に工面できる、安定的な運営を持続するために必要な経費を

計上し、無理のない計画としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施　設 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

三ツ沢公園 27,402 27,044 26,780 26,596 26,596

くろがね 25,393 25,076 24,957 25,006 25,006

こども自然公園 31,118 30,713 30,205 30,101 30,201

合　計 83,913 82,833 81,942 81,703 81,803

（税込み、千円）

80,000

60,000

40,000

20,000

5年度4年度 6年度 7年度 8年度

三ツ沢公園

くろがね

こども自然公園
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５ 収支計画及び指定管理料 

（３）施設の課題等に応じた費用配分 

ア 野活センターの特徴と課題 

野活センター3施設は、いずれも設置後 32 年以上が経過し、老朽化や市民ニーズとのギャッ

プなどの諸課題に対応した管理運営をしていく必要があります。 

私たちは、こうした課題を少しずつでも解決していくため、適切な費用を計上し、利用者

サービスに取り組んでいきます。 

 

イ 利用者サービスのための経費 

第 4 期指定管理では、with／after コロナに対応した広報・ＰＲや利用者サービス等による

利用促進を図り、利用者数を回復していくことが重要となります。そのためには、安全に、そ

して安心してご利用いただくための万全な感染対策が必要になります。私たちは、こうした取

り組みのために必要な経費を確実に確保します。 

 

（ア）利用者を守り、支援するための人件費 

感染対策を万全に実施しつつプログラ

ム指導などのお客様サービスに努める職

員の業務量は、増大します。また、繁忙期

の宿直体制を可能にする人員配置も必要

になります。私たちは、ワークライフバラ

ンスを図りながら確実に業務を遂行でき

る人件費を計上します。 

 

 

 

人員配置 人件費（千円）

三ッ沢
・常勤職員　3人

・アルバイト職員　5人
20,500円

くろがね
・常勤職員　3人

・アルバイト職員　5人
20,000円

こども自然
・常勤職員　3人

・アルバイト職員　5人
21,000円

私たちが考える野活センターの主な特徴と課題

共通事項

・繁忙期の対応とワークライフバランスを両立するための人員配置

・経年劣化による建物や設備、什器等の老朽化

・野外炊事調理器具やテント等のプログラム用品の劣化

・with／afterコロナに対応した利用促進と安全対策の両立

・キャンプのレジャー志向とのギャップ

三ッ沢
・横浜市の中心地に位置し、交通の便が良いが自然を感じにくい

・定員に対して食堂や宿泊室、野外炊事場等の面積が狭い

くろがね
・宿泊定員が50人のため、小学校宿泊体験学習に利用されにくい

・樹木の高樹齢化や高木化により、台風などに備えた対策が必要

こども自然
・少人数に対応可能な20室の宿泊室の運営とその維持管理コスト

・木造建築物のため、修繕サイクルが短く、日常的な小破修繕が多い
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（イ）プログラム提供を豊富にするための費用 

野外炊事などのプログラムを実施するためには、各施設の定員に提供可能な用具を取り揃え 

る必要があります。また、安全のために定期的な更新や利用者ニーズに応じた新規購入も考慮

しなければなりません。このため、維持管理費の消耗品費や備品購入費を充分確保するととも

に、利用に係る料金収入におけるプログラム材料費及び自主事業におけるレンタル事業で必要

な経費を計上します。 

 

（ウ）安全・安心のための感染対策費用 

新型コロナウイルス感染症防止対策には、作業を行う職員の人件費のほかに消毒液をはじめ

とした消耗品が必要となります。そのため、対策費用として各施設の消耗品費の 20％程度を

見込んでいます。 

 

（エ）with／after コロナの施設利用をお知らせするための広報・ＰＲ費用 

アウトドア志向の市民ニーズに届くための広報・PR は、ホームページや SNS などのほか、

地域広報誌やチラシなどの紙媒体による手法も必要と考えます。そのために広報費や印刷製本

費として 3施設を合わせて毎年度 300 千円を計上します。 

 

ウ 安全のための修繕費 

安全対策・環境改善に係る案件を

中心に、3 施設を合わせて毎年度

2,400 千円以上の修繕計画を策定・

計上し、確実に実施していきます。 

 

 

 

 

エ 防災のための外構植栽管理費 

大型の台風やゲリラ雷雨などの大雨に備えた外構・植栽の適切な維持管理は、被害を大幅に

軽減することにつながります。野活センター3施設には、いずれも高樹齢や高木化による危険

性のある樹木が多数あります。私たちは、ゾーニングによる剪定や伐倒、植え替えなどの作業

が急務となっている状況と考えています。 

このため、3施設を合わせて毎

年度 1,400 千円の費用を計上し、

確実に実施していきます。 

※税込み (千円)

三ツ沢 くろがね こども自然
3施設

合計

令和4年度 800 700 1,200 2,700

令和5年度 800 500 1,300 2,600

令和6年度 900 500 1,000 2,400

令和7年度 800 600 1,100 2,500

令和8年度 800 600 1,200 2,600

合　計 4,100 2,900 5,800 12,800

※税込み (千円)

三ツ沢 くろがね こども自然
3施設

合計

植栽管理 200 300 600

遊水地整備 － 300 －
1,400



1

様式３－1

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）

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 備考

2,327 2,909 3,492 3,878 3,878 16,484

3,624 4,530 5,438 5,830 5,830 25,252

教室事業 2,546 3,182 3,819 4,031 4,031 17,609

飲食事業 654 818 982 1,091 1,091 4,636

物販事業 343 428 515 572 572 2,430

その他事業 81 102 122 136 136 577

5,951 7,439 8,930 9,708 9,708 41,736

(2) 　支出 （単位　千円、税込み）

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 備考

31,007 31,554 32,200 32,554 32,554 159,869

人件費 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 102,500

修繕費 800 800 900 800 800 4,100

設備管理費等分担金 3,016 3,195 3,374 3,600 3,600 16,785

備品購入費、消耗品費 900 900 900 900 900 4,500

廃棄物処理費 108 135 162 180 180 765

広報費、印刷製本費 100 100 100 100 100 500

保険料 30 30 30 30 30 150

委託料、謝金 650 650 650 650 650 3,250

公租公課 10 10 10 10 10 50

その他 4,893 5,234 5,574 5,784 5,784 27,269

2,346 2,929 3,510 3,750 3,750 16,285

教室事業 1,783 2,229 2,674 2,823 2,823 12,332

飲食事業 459 573 688 764 764 3,248

物販事業 63 75 86 94 94 412

その他事業 41 52 62 69 69 293

33,353 34,483 35,710 36,304 36,304 176,154

(3)  指定管理料 （単位　千円、税込み）

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 備考

27,402 27,044 26,780 26,596 26,596 134,418

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

公益財団法人横浜市スポーツ協会

合計（①＋②）（Ｂ）

②自主事業による収入

②事業による経費

合計（①＋②）（Ａ）

項　　　　目

項　　　　目

項
　
目

指定管理料＝
（支出（Ｂ）－収入（Ａ））

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書



2

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

2,327

2,327

プログラムにかかる材料費
クラフト 材料費、 コピー代、 キャンド ルファ イア用ろう そ
く 代等
（ 1人あたり 5円×目標利用者数16, 370人） 20%値上げ

98

シーツ洗濯代
シーツクリ ーニング代
（ 1枚310円×宿泊実人数2, 489人）

771

寝具リース代
寝具リ ース代
（ 1泊210円×宿泊延べ人数2, 819人）

591

薪代
野外炊事用薪、 キャンプファ イア用薪・ 丸太代
（ 1人あたり 22円×目標利用者数16, 370人）

360

光熱水費
一般利用者、 目的外利用者の光熱水費
（ 1人あたり 28円×目標利用者数16, 370人）

458

その他
ごみ処理費・ 汚損寝具クリ ーニング代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数16, 370人）

49

内　 　訳 合計金額

2,327

27,402

29,729収入合計  （Ａ）＋（Ｂ）

① 利用にかかる料金収入

項

目

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

利用にかかる料金収入  （Ａ）

指定管理料  （Ｂ）

合計 （Ａ）

様式3-2

施設名

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和４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 公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

2,909

2,909

プログラムにかかる材料費
クラフト 材料費、 コピー代、 キャンド ルファ イア用ろう そ
く 代等
（ 1人あたり 5円×目標利用者数20, 462人） 20%値上げ

122

シーツ洗濯代
シーツクリ ーニング代
（ 1枚310円×宿泊実人数3, 111人）

964

寝具リース代
寝具リ ース代
（ 1泊210円×宿泊延べ人数3, 524人）

740

薪代
野外炊事用薪、 キャンプファ イア用薪・ 丸太代
（ 1人あたり 22円×目標利用者数20, 462人）

450

光熱水費
一般利用者、 目的外利用者の光熱水費
（ 1人あたり 28円×目標利用者数20, 462人）

572

その他
ごみ処理費・ 汚損寝具クリ ーニング代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数20, 462人）

61

内　 　訳 合計金額

2,909

27,044

29,953収入合計  （Ａ）＋（Ｂ）

① 利用にかかる料金収入

項

目

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

利用にかかる料金収入  （Ａ）

指定管理料  （Ｂ）

合計 （Ａ）

様式3-2

施設名

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和５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 公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

3,492

3,492

プログラムにかかる材料費
クラフト 材料費、 コピー代、 キャンド ルファ イア用ろう そ
く 代等
（ 1人あたり 5円×目標利用者数24, 555人） 20%値上げ

147

シーツ洗濯代
シーツクリ ーニング代
（ 1枚310円×宿泊実人数3, 733人）

1,157

寝具リース代
寝具リ ース代
（ 1泊210円×宿泊延べ人数4, 229人）

888

薪代
野外炊事用薪、 キャンプファ イア用薪・ 丸太代
（ 1人あたり 22円×目標利用者数24, 555人）

540

光熱水費
一般利用者、 目的外利用者の光熱水費
（ 1人あたり 28円×目標利用者数24, 555人）

687

その他
ごみ処理費・ 汚損寝具クリ ーニング代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数24, 555人）

73

内　 　訳 合計金額

3,492

26,780

30,272収入合計  （Ａ）＋（Ｂ）

① 利用にかかる料金収入

項

目

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

利用にかかる料金収入  （Ａ）

指定管理料  （Ｂ）

合計 （Ａ）

様式3-2

施設名

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和６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 公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

3,878

3,878

プログラムにかかる材料費
クラフト 材料費、 コピー代、 キャンド ルファ イア用ろう そ
く 代等
（ 1人あたり 5円×目標利用者数27, 283人） 20%値上げ

163

シーツ洗濯代
シーツクリ ーニング代
（ 1枚310円×宿泊実人数4, 148人）

1,285

寝具リース代
寝具リ ース代
（ 1泊210円×宿泊延べ人数4, 699人）

986

薪代
野外炊事用薪、 キャンプファ イア用薪・ 丸太代
（ 1人あたり 22円×目標利用者数27, 283人）

600

光熱水費
一般利用者、 目的外利用者の光熱水費
（ 1人あたり 28円×目標利用者数27, 283人）

763

その他
ごみ処理費・ 汚損寝具クリ ーニング代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数27, 283人）

81

内　 　訳 合計金額

3,878

26,596

30,474収入合計  （Ａ）＋（Ｂ）

① 利用にかかる料金収入

項

目

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

利用にかかる料金収入  （Ａ）

指定管理料  （Ｂ）

合計 （Ａ）

様式3-2

施設名

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和７年度）　　※指定管理料を除く。



6

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

3,878

3,878

プログラムにかかる材料費
クラフト 材料費、 コピー代、 キャンド ルファ イア用ろう そ
く 代等
（ 1人あたり 5円×目標利用者数27, 283人） 20%値上げ

163

シーツ洗濯代
シーツクリ ーニング代
（ 1枚310円×宿泊実人数4, 148人）

1,285

寝具リース代
寝具リ ース代
（ 1泊210円×宿泊延べ人数4, 699人）

986

薪代
野外炊事用薪、 キャンプファ イア用薪・ 丸太代
（ 1人あたり 22円×目標利用者数27, 283人）

600

光熱水費
一般利用者、 目的外利用者の光熱水費
（ 1人あたり 28円×目標利用者数27, 283人）

763

その他
ごみ処理費・ 汚損寝具クリ ーニング代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数27, 283人）

81

内　 　訳 合計金額

3,878

26,596

30,474

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

利用にかかる料金収入  （Ａ）

収入合計  （Ａ）＋（Ｂ）

指定管理料  （Ｂ）

項

目

様式3-2

２　指定管理・収入の部（令和８年度）　　※指定管理料を除く。

① 利用にかかる料金収入

合計 （Ａ）

指定管理料提案書及び収支予算書

施設名



7

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

合計金額

31,007

所長（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費・ 退職給付金）

職員2名（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費）

アルバイト 職員5名（ 賃金）

修繕費 修繕計画のとおり 800

消防設備点検 70

自家用電気工作物保守点検 135

ボイラー保守点検 100

浴槽循環設備保守点検 105

保安警備費 機械警備 130

外構・植栽管理費 樹木剪定、 除草、 薬剤散布等 200

電気料 1,000

ガス料 390

水道料 約9％値上げに対応 850

燃料費 暖房用燃料 36

備品購入費 什器類の更新 100

消耗品費 衛生用品、 事務用品、 活動用品、 消毒用品等 800

廃棄物処理費 横浜市ルート 回収、 一般廃棄物収集処理 108

広報費 利用案内・ イベント 告知広報費 50

印刷製本費 利用案内パンフレッ ト ・ 使用許可申請書等の印刷 50

保険料
施設賠償責任保険、 生産物賠償責任保険、 ボランティ アス
タ ッ フ傷害保険

30

定期清掃 400

水質検査、 会計システム保守、 外部研修等 200

報償費（謝金） ボランティ アスタ ッ フ報償費 50

公租公課費 収入印紙 10

使用料及び賃借料
コピー機・ AED・ パソコン・ サーバー等のリ ース、 NHK受信
料

350

旅費交通費 事務局本部等との事務連絡等 20

通信運搬費 電話代、 物品配送代 220

振込手数料 10

寝具クリ ーニング 200

会費及び負担金 講習会参加費等 15

原材料費 小破修繕補修材料 50

プログラム材料費 クラフト 材料等の購入（ 収入額の50％を計上） 50

シーツクリーニング代 利用者シーツのクリ ーニング（ 収入額の70％を計上） 541

寝具リース代 利用者寝具のリ ース 606

薪代 野外炊事・ キャンプファイア用薪（ 収入額の70％を計上） 253

間接事務費 事務局本部経費 476

その他 仮受消費税と仮払消費税との差額 2,102

支払手数料 210

項

目

① 維持管理運営費用

人件費 20,500

設備管理費 410

委託料 600

様式3-3

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

３　指定管理・支出の部（令和４年度） （単位　千円、税込み）

積　算　内　訳
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単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

合計金額

31,554

所長（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費・ 退職給付金）

職員2名（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費）

アルバイト 職員5名（ 賃金）

修繕費 修繕計画のとおり 800

消防設備点検 70

自家用電気工作物保守点検 135

ボイラー保守点検 100

浴槽循環設備保守点検 105

保安警備費 機械警備 130

外構・植栽管理費 樹木剪定、 除草、 薬剤散布等 200

電気料 1,100

ガス料 410

水道料 約9％値上げに対応 900

燃料費 暖房用燃料 45

備品購入費 什器類の更新 100

消耗品費 衛生用品、 事務用品、 活動用品、 消毒用品等 800

廃棄物処理費 横浜市ルート 回収、 一般廃棄物収集処理 135

広報費 利用案内・ イベント 告知広報費 50

印刷製本費 利用案内パンフレッ ト ・ 使用許可申請書等の印刷 50

保険料
施設賠償責任保険、 生産物賠償責任保険、 ボランティ アス
タ ッ フ傷害保険

30

定期清掃 400

水質検査、 会計システム保守、 外部研修等 200

報償費（謝金） ボランティ アスタ ッ フ報償費 50

公租公課費 収入印紙 10

使用料及び賃借料
コピー機・ AED・ パソコン・ サーバー等のリ ース、 NHK受信
料

350

旅費交通費 事務局本部等との事務連絡等 20

通信運搬費 電話代、 物品配送代 220

振込手数料 10

寝具クリ ーニング 200

会費及び負担金 講習会参加費等 15

原材料費 小破修繕補修材料 50

プログラム材料費 クラフト 材料等の購入（ 収入額の50％を計上） 62

シーツクリーニング代 利用者シーツのクリ ーニング（ 収入額の70％を計上） 676

寝具リース代 利用者寝具のリ ース 606

薪代 野外炊事・ キャンプファイア用薪（ 収入額の70％を計上） 316

間接事務費 事務局本部経費 595

その他 仮受消費税と仮払消費税との差額 2,114

支払手数料 210

項

目

① 維持管理運営費用

人件費 20,500

設備管理費 410

委託料 600

様式3-3

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

３　指定管理・支出の部（令和５年度） （単位　千円、税込み）

積　算　内　訳
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単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

合計金額

32,200

所長（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費・ 退職給付金）

職員2名（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費）

アルバイト 職員5名（ 賃金）

修繕費 修繕計画のとおり 900

消防設備点検 70

自家用電気工作物保守点検 135

ボイラー保守点検 100

浴槽循環設備保守点検 105

保安警備費 機械警備 130

外構・植栽管理費 樹木剪定、 除草、 薬剤散布等 200

電気料 1,200

ガス料 430

水道料 約9％値上げに対応 950

燃料費 暖房用燃料 54

備品購入費 什器類の更新 100

消耗品費 衛生用品、 事務用品、 活動用品、 消毒用品等 800

廃棄物処理費 横浜市ルート 回収、 一般廃棄物収集処理 162

広報費 利用案内・ イベント 告知広報費 50

印刷製本費 利用案内パンフレッ ト ・ 使用許可申請書等の印刷 50

保険料
施設賠償責任保険、 生産物賠償責任保険、 ボランティ アス
タ ッ フ傷害保険

30

定期清掃 400

水質検査、 会計システム保守、 外部研修等 200

報償費（謝金） ボランティ アスタ ッ フ報償費 50

公租公課費 収入印紙 10

使用料及び賃借料
コピー機・ AED・ パソコン・ サーバー等のリ ース、 NHK受信
料

350

旅費交通費 事務局本部等との事務連絡等 20

通信運搬費 電話代、 物品配送代 220

振込手数料 10

寝具クリ ーニング 200

会費及び負担金 講習会参加費等 15

原材料費 小破修繕補修材料 50

プログラム材料費 クラフト 材料等の購入（ 収入額の50％を計上） 74

シーツクリーニング代 利用者シーツのクリ ーニング（ 収入額の70％を計上） 811

寝具リース代 利用者寝具のリ ース 606

薪代 野外炊事・ キャンプファイア用薪（ 収入額の70％を計上） 379

間接事務費 事務局本部経費 714

その他 仮受消費税と仮払消費税との差額 2,125

支払手数料 210

項

目

① 維持管理運営費用

人件費 20,500

設備管理費 410

委託料 600

様式3-3

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

３　指定管理・支出の部（令和６年度） （単位　千円、税込み）

積　算　内　訳
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単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

合計金額

32,554

所長（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費・ 退職給付金）

職員2名（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費）

アルバイト 職員5名（ 賃金）

修繕費 修繕計画のとおり 800

消防設備点検 70

自家用電気工作物保守点検 135

ボイラー保守点検 100

浴槽循環設備保守点検 105

保安警備費 機械警備 130

外構・植栽管理費 樹木剪定、 除草、 薬剤散布等 200

電気料 1,300

ガス料 500

水道料 約9％値上げに対応 1,000

燃料費 暖房用燃料 60

備品購入費 什器類の更新 100

消耗品費 衛生用品、 事務用品、 活動用品、 消毒用品等 800

廃棄物処理費 横浜市ルート 回収、 一般廃棄物収集処理 180

広報費 利用案内・ イベント 告知広報費 50

印刷製本費 利用案内パンフレッ ト ・ 使用許可申請書等の印刷 50

保険料
施設賠償責任保険、 生産物賠償責任保険、 ボランティ アス
タ ッ フ傷害保険

30

定期清掃 400

水質検査、 会計システム保守、 外部研修等 200

報償費（謝金） ボランティ アスタ ッ フ報償費 50

公租公課費 収入印紙 10

使用料及び賃借料
コピー機・ AED・ パソコン・ サーバー等のリ ース、 NHK受信
料

350

旅費交通費 事務局本部等との事務連絡等 20

通信運搬費 電話代、 物品配送代 220

振込手数料 10

寝具クリ ーニング 200

会費及び負担金 講習会参加費等 15

原材料費 小破修繕補修材料 50

プログラム材料費 クラフト 材料等の購入（ 収入額の50％を計上） 82

シーツクリーニング代 利用者シーツのクリ ーニング（ 収入額の70％を計上） 901

寝具リース代 利用者寝具のリ ース 606

薪代 野外炊事・ キャンプファイア用薪（ 収入額の70％を計上） 421

間接事務費 事務局本部経費 777

その他 仮受消費税と仮払消費税との差額 2,132

支払手数料 210

項

目

① 維持管理運営費用

人件費 20,500

設備管理費 410

委託料 600

様式3-3

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

３　指定管理・支出の部（令和７年度） （単位　千円、税込み）

積　算　内　訳
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単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

合計金額

32,554

所長（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費・ 退職給付金）

職員2名（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費）

アルバイト 職員5名（ 賃金）

修繕費 修繕計画のとおり 800

消防設備点検 70

自家用電気工作物保守点検 135

ボイラー保守点検 100

浴槽循環設備保守点検 105

保安警備費 機械警備 130

外構・植栽管理費 樹木剪定、 除草、 薬剤散布等 200

電気料 1,300

ガス料 500

水道料 約9％値上げに対応 1,000

燃料費 暖房用燃料 60

備品購入費 什器類の更新 100

消耗品費 衛生用品、 事務用品、 活動用品、 消毒用品等 800

廃棄物処理費 横浜市ルート 回収、 一般廃棄物収集処理 180

広報費 利用案内・ イベント 告知広報費 50

印刷製本費 利用案内パンフレッ ト ・ 使用許可申請書等の印刷 50

保険料
施設賠償責任保険、 生産物賠償責任保険、 ボランティ アス
タ ッ フ傷害保険

30

定期清掃 400

水質検査、 会計システム保守、 外部研修等 200

報償費（謝金） ボランティ アスタ ッ フ報償費 50

公租公課費 収入印紙 10

使用料及び賃借料
コピー機・ AED・ パソコン・ サーバー等のリ ース、 NHK受信
料

350

旅費交通費 事務局本部等との事務連絡等 20

通信運搬費 電話代、 物品配送代 220

振込手数料 10

寝具クリ ーニング 200

会費及び負担金 講習会参加費等 15

原材料費 小破修繕補修材料 50

プログラム材料費 クラフト 材料等の購入（ 収入額の50％を計上） 82

シーツクリーニング代 利用者シーツのクリ ーニング（ 収入額の70％を計上） 901

寝具リース代 利用者寝具のリ ース 606

薪代 野外炊事・ キャンプファイア用薪（ 収入額の70％を計上） 421

間接事務費 事務局本部経費 777

その他 仮受消費税と仮払消費税との差額 2,132

様式3-3

３　指定管理・支出の部（令和８年度） （単位　千円、税込み）

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

積　算　内　訳

① 維持管理運営費用

人件費 20,500

設備管理費

委託料 600

410

支払手数料 210

項

目
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単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

3,624

教室事業
青少年5教室、 幼児1教室、 ファ ミ リ ー10教室、 指導者2教
室、 一般2教室、 地域1教室の全21事業参加費
（ 定員収入4, 243, 900円×充足率60％）

2,546

飲食事業
食材・ 飲料等の販売代金
（ 1人あたり 40円×目標利用者数16, 370人）

654

【 自動販売機】 屋外1台
自動販売機手数料
（ 1人あたり 17円×目標利用者数16, 370人）

278

【 物品販売】
販売物品代金
（ 1人あたり 4円×目標利用者数16, 370人）

65

その他事業
物品レンタル料、 派遣指導料
（ 1人あたり 5円×目標利用者数16, 370人）

81

項

目 物販事業

様式3-4

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

４　事業・収入の部（令和４年度） （単位　千円、税込み）

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 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

4,530

教室事業
青少年5教室、 幼児1教室、 ファ ミ リ ー10教室、 指導者2教
室、 一般2教室、 地域1教室の全21事業参加費
（ 定員収入4, 243, 900円×充足率75％）

3,182

飲食事業
食材・ 飲料等の販売代金
（ 1人あたり 40円×目標利用者数20, 462人）

818

【 自動販売機】 屋外1台
自動販売機手数料
（ 1人あたり 17円×目標利用者数20, 462人）

347

【 物品販売】
販売物品代金
（ 1人あたり 4円×目標利用者数20, 462人）

81

その他事業
物品レンタル料、 派遣指導料
（ 1人あたり 5円×目標利用者数20, 462人）

102

項

目 物販事業

様式3-4

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

４　事業・収入の部（令和５年度） （単位　千円、税込み）

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 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

5,438

教室事業
青少年5教室、 幼児1教室、 ファ ミ リ ー10教室、 指導者2教
室、 一般2教室、 地域1教室の全21事業参加費
（ 定員収入4, 243, 900円×充足率90％）

3,819

飲食事業
食材・ 飲料等の販売代金
（ 1人あたり 40円×目標利用者数24, 555人）

982

【 自動販売機】 屋外1台
自動販売機手数料
（ 1人あたり 17円×目標利用者数24, 555人）

417

【 物品販売】
販売物品代金
（ 1人あたり 4円×目標利用者数24, 555人）

98

その他事業
物品レンタル料、 派遣指導料
（ 1人あたり 5円×目標利用者数24, 555人）

122

項

目 物販事業

様式3-4

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

４　事業・収入の部（令和６年度） （単位　千円、税込み）

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 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

5,830

教室事業
青少年5教室、 幼児1教室、 ファ ミ リ ー10教室、 指導者2教
室、 一般2教室、 地域1教室の全21事業参加費
（ 定員収入4, 243, 900円×充足率95％）

4,031

飲食事業
食材・ 飲料等の販売代金
（ 1人あたり 40円×目標利用者数27, 283人）

1,091

【 自動販売機】 屋外1台
自動販売機手数料
（ 1人あたり 17円×目標利用者数27, 283人）

463

【 物品販売】
販売物品代金
（ 1人あたり 4円×目標利用者数27, 283人）

109

その他事業
物品レンタル料、 派遣指導料
（ 1人あたり 5円×目標利用者数27, 283人）

136

項

目 物販事業

様式3-4

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

４　事業・収入の部（令和７年度） （単位　千円、税込み）

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 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

5,830

教室事業
青少年5教室、 幼児1教室、 ファ ミ リ ー10教室、 指導者2教
室、 一般2教室、 地域1教室の全21事業参加費
（ 定員収入4, 243, 900円×充足率95％）

4,031

飲食事業
食材・ 飲料等の販売代金
（ 1人あたり 40円×目標利用者数27, 283人）

1,091

【 自動販売機】 屋外1台
自動販売機手数料
（ 1人あたり 17円×目標利用者数27, 283人）

463

【 物品販売】
販売物品代金
（ 1人あたり 4円×目標利用者数27, 283人）

109

その他事業
物品レンタル料、 派遣指導料
（ 1人あたり 5円×目標利用者数27, 283人）

136

指定管理料提案書及び収支予算書

項

目

様式3-4

４　事業・収入の部（令和８年度） （単位　千円、税込み）

② 自主事業による収入

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

物販事業
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単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

2,346

教室事業
全21教室の報償費、 旅費交通費、 消耗品費、 通信運搬費、
印刷製本費、 保険料、 委託料、 原材料費等
収入額の70％を計上

1,783

飲食事業
食材・ 飲料等の原材料費
収入額の70％を計上

459

【 自動販売機】 屋外1台
行政財産目的外使用料（ 1, 920円×1台）
電気代（ 14, 916円×1台）

17

【 物品販売】
販売物品代金
収入額の70％を計上

46

その他事業
【 物品レンタル】
レンタル品の購入費
（ 収入額×50％）

41

項

目 物販事業

様式3-5

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

５　事業・支出の部（令和４年度） （単位　千円、税込み）

② 事業による経費
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単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

2,929

教室事業
全21教室の報償費、 旅費交通費、 消耗品費、 通信運搬費、
印刷製本費、 保険料、 委託料、 原材料費等
収入額の70％を計上

2,229

飲食事業
食材・ 飲料等の原材料費
収入額の70％を計上

573

【 自動販売機】 屋外1台
行政財産目的外使用料（ 1, 920円×1台）
電気代（ 14, 916円×1台）

17

【 物品販売】
販売物品代金
収入額の70％を計上

58

その他事業
【 物品レンタル】
レンタル品の購入費
（ 収入額×50％）

52

項

目 物販事業

様式3-5

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

５　事業・支出の部（令和５年度） （単位　千円、税込み）

② 事業による経費
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単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

3,510

教室事業
全21教室の報償費、 旅費交通費、 消耗品費、 通信運搬費、
印刷製本費、 保険料、 委託料、 原材料費等
収入額の70％を計上

2,674

飲食事業
食材・ 飲料等の原材料費
収入額の70％を計上

688

【 自動販売機】 屋外1台
行政財産目的外使用料（ 1, 920円×1台）
電気代（ 14, 916円×1台）

17

【 物品販売】
販売物品代金
収入額の70％を計上

69

その他事業
【 物品レンタル】
レンタル品の購入費
（ 収入額×50％）

62

項

目 物販事業

様式3-5

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

５　事業・支出の部（令和６年度） （単位　千円、税込み）

② 事業による経費
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単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

3,750

教室事業
全21教室の報償費、 旅費交通費、 消耗品費、 通信運搬費、
印刷製本費、 保険料、 委託料、 原材料費等
収入額の70％を計上

2,823

飲食事業
食材・ 飲料等の原材料費
収入額の70％を計上

764

【 自動販売機】 屋外1台
行政財産目的外使用料（ 1, 920円×1台）
電気代（ 14, 916円×1台）

17

【 物品販売】
販売物品代金
収入額の70％を計上

77

その他事業
【 物品レンタル】
レンタル品の購入費
（ 収入額×50％）

69

項

目 物販事業

様式3-5

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

５　事業・支出の部（令和７年度） （単位　千円、税込み）

② 事業による経費



21

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

3,750

教室事業
全21教室の報償費、 旅費交通費、 消耗品費、 通信運搬費、
印刷製本費、 保険料、 委託料、 原材料費等
収入額の70％を計上

2,823

飲食事業
食材・ 飲料等の原材料費
収入額の70％を計上

764

【 自動販売機】 屋外1台
行政財産目的外使用料（ 1, 920円×1台）
電気代（ 14, 916円×1台）

17

【 物品販売】
販売物品代金
収入額の70％を計上

77

その他事業
【 物品レンタル】
レンタル品の購入費
（ 収入額×50％）

69

項

目

様式3-5

指定管理料提案書及び収支予算書

５　事業・支出の部（令和８年度） （単位　千円、税込み）

② 事業による経費

横浜市三ッ沢公園青少年野外活動センター

物販事業
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様式３－1

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）

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 備考

1,120 1,336 1,555 1,727 1,727 7,465

3,643 4,164 4,684 4,998 4,998 22,487

教室事業 2,900 3,315 3,729 3,936 3,936 17,816

飲食事業 280 320 360 400 400 1,760

物販事業 360 412 463 515 515 2,265

その他事業 103 117 132 147 147 646

4,763 5,500 6,239 6,725 6,725 29,952

(2) 支出 （単位　千円、税込み）

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 備考

27,777 27,869 28,160 28,512 28,512 140,830

人件費 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000

修繕費 700 500 500 600 600 2,900

設備管理費等分担金 2,107 2,248 2,389 2,530 2,530 11,804

備品購入費、消耗品費 700 700 700 700 700 3,500

廃棄物処理費 42 48 54 60 60 264

広報費、印刷製本費 100 100 100 100 100 500

保険料 40 40 40 40 40 200

委託料、謝金 250 250 250 250 250 1,250

公租公課 10 10 10 10 10 50

その他 3,828 3,973 4,117 4,222 4,222 20,362

2,379 2,707 3,036 3,219 3,219 14,560

教室事業 2,031 2,321 2,611 2,756 2,756 12,475

飲食事業 197 225 253 281 281 1,237

物販事業 99 102 105 108 108 522

その他事業 52 59 67 74 74 326

30,156 30,576 31,196 31,731 31,731 155,390

(3) 指定管理料 （単位　千円、税込み）

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 備考

25,393 25,076 24,957 25,006 25,006 125,438

②事業による経費

項

目

合計（①＋②）（Ｂ）

項 目

指定管理料＝
（支出（Ｂ）－収入（Ａ））

項

目

公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市くろがね青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

１　総括表

項 目

①利用にかかる料金収入

②自主事業による収入

項

目

合計（①＋②）（Ａ）

項 目

①維持管理運営費用
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単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市くろがね青少年野外活動センター

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

1,120

1,120

プログラムにかかる材料費
クラフト 材料費、 コピー代、 キャンド ルファ イア用ろう そ
く 代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数14, 739人） 20%値上げ

53

シーツ洗濯代
シーツクリ ーニング代
（ 1枚310円×宿泊実人数992人）

307

寝具リース代
寝具リ ース代
（ 1泊210円×宿泊延べ人数1, 097人）

230

薪代
野外炊事用薪、 キャンプファ イア用薪・ 丸太代
（ 1人あたり 15円×目標利用者数14, 739人）

221

光熱水費
一般利用者、 目的外利用者の光熱水費
（ 1人あたり 18円×目標利用者数14, 739人）

265

その他
ごみ処理費・ 汚損寝具クリ ーニング代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数14, 739人）

44

内　 　訳 合計金額

1,120

25,393

26,513収入合計  （Ａ）＋（Ｂ）

① 利用にかかる料金収入

項

目

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

利用にかかる料金収入  （Ａ）

指定管理料  （Ｂ）

合計 （Ａ）

様式3-2

施設名

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和４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 公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市くろがね青少年野外活動センター

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

1,336

1,336

プログラムにかかる材料費
クラフト 材料費、 コピー代、 キャンド ルファ イア用ろう そ
く 代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数16, 845人） 20%値上げ

60

シーツ洗濯代
シーツクリ ーニング代
（ 1枚310円×宿泊実人数1, 240人）

384

寝具リース代
寝具リ ース代
（ 1泊210円×宿泊延べ人数1, 371人）

287

薪代
野外炊事用薪、 キャンプファ イア用薪・ 丸太代
（ 1人あたり 15円×目標利用者数16, 845人）

252

光熱水費
一般利用者、 目的外利用者の光熱水費
（ 1人あたり 18円×目標利用者数16, 845人）

303

その他
ごみ処理費・ 汚損寝具クリ ーニング代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数16, 845人）

50

内　 　訳 合計金額

1,336

25,076

26,412収入合計  （Ａ）＋（Ｂ）

① 利用にかかる料金収入

項

目

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

利用にかかる料金収入  （Ａ）

指定管理料  （Ｂ）

合計 （Ａ）

様式3-2

施設名

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和５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 公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市くろがね青少年野外活動センター

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

内 訳 合計金額

1,555

1,555

プログラムにかかる材料費
クラフト 材料費、 コピー代、 キャンド ルファイア用ろう そく
代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数18, 950人） 20%値上げ

68

シーツ洗濯代
シーツクリ ーニング代
（ 1枚310円×宿泊実人数1, 488人）

461

寝具リース代
寝具リ ース代
（ 1泊210円×宿泊延べ人数1, 645人）

345

薪代
野外炊事用薪、 キャンプファイア用薪・ 丸太代
（ 1人あたり 15円×目標利用者数18, 950人）

284

光熱水費
一般利用者、 目的外利用者の光熱水費
（ 1人あたり 18円×目標利用者数18, 950人）

341

その他
ごみ処理費・ 汚損寝具クリ ーニング代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数18, 950人）

56

内 訳 合計金額

1,555

24,957

26,512収入合計 （Ａ）＋（Ｂ）

① 利用にかかる料金収入

項

目

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

利用にかかる料金収入  （Ａ）

指定管理料 （Ｂ）

合計 （Ａ）

様式3-2

施設名

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和６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 公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市くろがね青少年野外活動センター

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

1,727

1,727

プログラムにかかる材料費
クラフト 材料費、 コピー代、 キャンド ルファ イア用ろう そ
く 代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数21, 056人） 20%値上げ

75

シーツ洗濯代
シーツクリ ーニング代
（ 1枚310円×宿泊実人数1, 653人）

512

寝具リース代
寝具リ ース代
（ 1泊210円×宿泊延べ人数1, 828人）

383

薪代
野外炊事用薪、 キャンプファ イア用薪・ 丸太代
（ 1人あたり 15円×目標利用者数21, 056人）

315

光熱水費
一般利用者、 目的外利用者の光熱水費
（ 1人あたり 18円×目標利用者数21, 056人）

379

その他
ごみ処理費・ 汚損寝具クリ ーニング代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数21, 056人）

63

内　 　訳 合計金額

1,727

25,006

26,733収入合計  （Ａ）＋（Ｂ）

① 利用にかかる料金収入

項

目

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

利用にかかる料金収入  （Ａ）

指定管理料  （Ｂ）

合計 （Ａ）

様式3-2

施設名

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和７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 公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市くろがね青少年野外活動センター

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

1,727

1,727

プログラムにかかる材料費
クラフト 材料費、 コピー代、 キャンド ルファ イア用ろう そ
く 代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数21, 056人） 20%値上げ

75

シーツ洗濯代
シーツクリ ーニング代
（ 1枚310円×宿泊実人数1, 653人）

512

寝具リース代
寝具リ ース代
（ 1泊210円×宿泊延べ人数1, 828人）

383

薪代
野外炊事用薪、 キャンプファ イア用薪・ 丸太代
（ 1人あたり 15円×目標利用者数21, 056人）

315

光熱水費
一般利用者、 目的外利用者の光熱水費
（ 1人あたり 18円×目標利用者数21, 056人）

379

その他
ごみ処理費・ 汚損寝具クリ ーニング代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数21, 056人）

63

内　 　訳 合計金額

1,727

25,006

26,733収入合計  （Ａ）＋（Ｂ）

① 利用にかかる料金収入

項

目

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

利用にかかる料金収入  （Ａ）

指定管理料  （Ｂ）

合計 （Ａ）

様式3-2

施設名

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和８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 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

合計金額

27,777

所長（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費・ 退職給付金）

職員2名（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費）

アルバイト 職員5名（ 賃金）

修繕費 修繕計画のとおり 700

消防設備点検 70

木製遊具保守点検等 230

保安警備費 機械警備 210

樹木剪定、 除草、 薬剤散布等 300

遊水地整備 300

電気料 525

ガス料 42

水道料 約9％値上げに対応 420

燃料費 暖房用燃料 10

備品購入費 什器類の更新 100

消耗品費 衛生用品、 事務用品、 活動用品、 消毒用品等 600

廃棄物処理費 横浜市ルート 回収、 一般廃棄物収集処理 42

広報費 利用案内・ イベント 告知広報費 50

印刷製本費 利用案内パンフレッ ト ・ 使用許可申請書等の印刷 50

保険料
施設賠償責任保険、 生産物賠償責任保険、 ボランティ アス
タ ッ フ傷害保険

40

定期清掃 120

会計システム保守、 外部研修等 80

報償費（謝金） ボランティ アスタ ッ フ報償費 50

公租公課費 収入印紙 10

使用料及び賃借料
コピー機・ AED・ パソコン・ サーバー等のリ ース、 NHK受信
料

330

旅費交通費 事務局本部等との事務連絡等 70

通信運搬費 電話代、 物品配送代 220

振込手数料 10

寝具クリ ーニング 140

会費及び負担金 講習会参加費等 15

原材料費 小破修繕補修材料 50

プログラム材料費 クラフト 材料等の購入（ 収入額の50％を計上） 27

シーツクリーニング代 利用者シーツのクリ ーニング（ 収入額の70％を計上） 216

寝具リース代 利用者寝具のリ ース 171

薪代 野外炊事・ キャンプファイア用薪（ 収入額の70％を計上） 155

間接事務費 事務局本部経費 381

その他 仮受消費税と仮払消費税との差額 2,043

支払手数料 150

① 維持管理運営費用

項

目

人件費 20,000

設備管理費 300

外構・植栽管理費 600

委託料 200

様式3-3

横浜市くろがね青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

３　指定管理・支出の部（令和４年度） （単位　千円、税込み）

積　算　内　訳
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単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

合計金額

27,869

所長（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費・ 退職給付金）

職員2名（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費）

アルバイト 職員5名（ 賃金）

修繕費 修繕計画のとおり 500

消防設備点検 70

木製遊具保守点検等 230

保安警備費 機械警備 210

樹木剪定、 除草、 薬剤散布等 300

遊水地整備 300

電気料 600

ガス料 48

水道料 約9％値上げに対応 480

燃料費 暖房用燃料 10

備品購入費 什器類の更新 100

消耗品費 衛生用品、 事務用品、 活動用品、 消毒用品等 600

廃棄物処理費 横浜市ルート 回収、 一般廃棄物収集処理 48

広報費 利用案内・ イベント 告知広報費 50

印刷製本費 利用案内パンフレッ ト ・ 使用許可申請書等の印刷 50

保険料
施設賠償責任保険、 生産物賠償責任保険、 ボランティ アス
タ ッ フ傷害保険

40

定期清掃 120

会計システム保守、 外部研修等 80

報償費（謝金） ボランティ アスタ ッ フ報償費 50

公租公課費 収入印紙 10

使用料及び賃借料
コピー機・ AED・ パソコン・ サーバー等のリ ース、 NHK受信
料

330

旅費交通費 事務局本部等との事務連絡等 70

通信運搬費 電話代、 物品配送代 220

振込手数料 10

寝具クリ ーニング 140

会費及び負担金 講習会参加費等 15

原材料費 小破修繕補修材料 50

プログラム材料費 クラフト 材料等の購入（ 収入額の50％を計上） 31

シーツクリーニング代 利用者シーツのクリ ーニング（ 収入額の70％を計上） 270

寝具リース代 利用者寝具のリ ース 171

薪代 野外炊事・ キャンプファイア用薪（ 収入額の70％を計上） 177

間接事務費 事務局本部経費 440

その他 仮受消費税と仮払消費税との差額 2,049

支払手数料 150

① 維持管理運営費用

項

目

人件費 20,000

設備管理費 300

外構・植栽管理費 600

委託料 200

様式3-3

横浜市くろがね青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

３　指定管理・支出の部（令和５年度） （単位　千円、税込み）

積　算　内　訳



30

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

合計金額

28,160

所長（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費・ 退職給付金）

職員2名（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費）

アルバイト 職員5名（ 賃金）

修繕費 修繕計画のとおり 500

消防設備点検 70

木製遊具保守点検等 230

保安警備費 機械警備 210

樹木剪定、 除草、 薬剤散布等 300

遊水地整備 300

電気料 675

ガス料 54

水道料 約9％値上げに対応 540

燃料費 暖房用燃料 10

備品購入費 什器類の更新 100

消耗品費 衛生用品、 事務用品、 活動用品、 消毒用品等 600

廃棄物処理費 横浜市ルート 回収、 一般廃棄物収集処理 54

広報費 利用案内・ イベント 告知広報費 50

印刷製本費 利用案内パンフレッ ト ・ 使用許可申請書等の印刷 50

保険料
施設賠償責任保険、 生産物賠償責任保険、 ボランティ アス
タ ッ フ傷害保険

40

定期清掃 120

会計システム保守、 外部研修等 80

報償費（謝金） ボランティ アスタ ッ フ報償費 50

公租公課費 収入印紙 10

使用料及び賃借料
コピー機・ AED・ パソコン・ サーバー等のリ ース、 NHK受信
料

330

旅費交通費 事務局本部等との事務連絡等 70

通信運搬費 電話代、 物品配送代 220

振込手数料 10

寝具クリ ーニング 140

会費及び負担金 講習会参加費等 15

原材料費 小破修繕補修材料 50

プログラム材料費 クラフト 材料等の購入（ 収入額の50％を計上） 35

シーツクリーニング代 利用者シーツのクリ ーニング（ 収入額の70％を計上） 323

寝具リース代 利用者寝具のリ ース 171

薪代 野外炊事・ キャンプファイア用薪（ 収入額の70％を計上） 199

間接事務費 事務局本部経費 499

その他 仮受消費税と仮払消費税との差額 2,055

支払手数料 150

① 維持管理運営費用

項

目

人件費 20,000

設備管理費 300

外構・植栽管理費 600

委託料 200

様式3-3

横浜市くろがね青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

３　指定管理・支出の部（令和６年度） （単位　千円、税込み）

積　算　内　訳



31

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

合計金額

28,512

所長（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費・ 退職給付金）

職員2名（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費）

アルバイト 職員5名（ 賃金）

修繕費 修繕計画のとおり 600

消防設備点検 70

木製遊具保守点検等 230

保安警備費 機械警備 210

樹木剪定、 除草、 薬剤散布等 300

遊水地整備 300

電気料 750

ガス料 60

水道料 約9％値上げに対応 600

燃料費 暖房用燃料 10

備品購入費 什器類の更新 100

消耗品費 衛生用品、 事務用品、 活動用品、 消毒用品等 600

廃棄物処理費 横浜市ルート 回収、 一般廃棄物収集処理 60

広報費 利用案内・ イベント 告知広報費 50

印刷製本費 利用案内パンフレッ ト ・ 使用許可申請書等の印刷 50

保険料
施設賠償責任保険、 生産物賠償責任保険、 ボランティ アス
タ ッ フ傷害保険

40

定期清掃 120

会計システム保守、 外部研修等 80

報償費（謝金） ボランティ アスタ ッ フ報償費 50

公租公課費 収入印紙 10

使用料及び賃借料
コピー機・ AED・ パソコン・ サーバー等のリ ース、 NHK受信
料

330

旅費交通費 事務局本部等との事務連絡等 70

通信運搬費 電話代、 物品配送代 220

振込手数料 10

寝具クリ ーニング 140

会費及び負担金 講習会参加費等 15

原材料費 小破修繕補修材料 50

プログラム材料費 クラフト 材料等の購入（ 収入額の50％を計上） 38

シーツクリーニング代 利用者シーツのクリ ーニング（ 収入額の70％を計上） 359

寝具リース代 利用者寝具のリ ース 171

薪代 野外炊事・ キャンプファイア用薪（ 収入額の70％を計上） 222

間接事務費 事務局本部経費 538

その他 仮受消費税と仮払消費税との差額 2,059

支払手数料 150

① 維持管理運営費用

項

目

人件費 20,000

設備管理費 300

外構・植栽管理費 600

委託料 200

様式3-3

横浜市くろがね青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

３　指定管理・支出の部（令和７年度） （単位　千円、税込み）

積　算　内　訳



32

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

合計金額

28,512

所長（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費・ 退職給付金）

職員2名（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費）

アルバイト 職員5名（ 賃金）

修繕費 修繕計画のとおり 600

消防設備点検 70

木製遊具保守点検等 230

保安警備費 機械警備 210

樹木剪定、 除草、 薬剤散布等 300

遊水地整備 300

電気料 750

ガス料 60

水道料 約9％値上げに対応 600

燃料費 暖房用燃料 10

備品購入費 什器類の更新 100

消耗品費 衛生用品、 事務用品、 活動用品、 消毒用品等 600

廃棄物処理費 横浜市ルート 回収、 一般廃棄物収集処理 60

広報費 利用案内・ イベント 告知広報費 50

印刷製本費 利用案内パンフレッ ト ・ 使用許可申請書等の印刷 50

保険料
施設賠償責任保険、 生産物賠償責任保険、 ボランティ アス
タ ッ フ傷害保険

40

定期清掃 120

会計システム保守、 外部研修等 80

報償費（謝金） ボランティ アスタ ッ フ報償費 50

公租公課費 収入印紙 10

使用料及び賃借料
コピー機・ AED・ パソコン・ サーバー等のリ ース、 NHK受信
料

330

旅費交通費 事務局本部等との事務連絡等 70

通信運搬費 電話代、 物品配送代 220

振込手数料 10

寝具クリ ーニング 140

会費及び負担金 講習会参加費等 15

原材料費 小破修繕補修材料 50

プログラム材料費 クラフト 材料等の購入（ 収入額の50％を計上） 38

シーツクリーニング代 利用者シーツのクリ ーニング（ 収入額の70％を計上） 359

寝具リース代 利用者寝具のリ ース 171

薪代 野外炊事・ キャンプファイア用薪（ 収入額の70％を計上） 222

間接事務費 事務局本部経費 538

その他 仮受消費税と仮払消費税との差額 2,059

支払手数料 150

① 維持管理運営費用

項

目

人件費 20,000

設備管理費 300

外構・植栽管理費 600

委託料 200

様式3-3

横浜市くろがね青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

３　指定管理・支出の部（令和８年度） （単位　千円、税込み）

積　算　内　訳



33

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

3,643

教室事業
青少年6教室、 幼児2教室、 ファ ミ リ ー13教室、 指導者1教
室、 一般3教室、 地域1教室の全26事業参加費
（ 定員収入4, 143, 800円×充足率70％）

2,900

飲食事業
食材・ 飲料等の販売代金
（ 1人あたり 19円×目標利用者数14, 739人）

280

【 自動販売機】 屋外3台
自動販売機手数料
（ 1人あたり 15円×目標利用者数14, 739人） ＋増設分

331

【 物品販売】
販売物品代金
（ 1人あたり 2円×目標利用者数14, 739人）

29

その他事業
物品レンタル料、 派遣指導料
（ 1人あたり 7円×目標利用者数14, 739人）

103

項

目 物販事業

様式3-4

横浜市くろがね青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

４　事業・収入の部（令和４年度） （単位　千円、税込み）

② 自主事業による収入



34

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

4,164

教室事業
青少年6教室、 幼児2教室、 ファ ミ リ ー13教室、 指導者1教
室、 一般3教室、 地域1教室の全26事業参加費
（ 定員収入4, 143, 800円×充足率80％）

3,315

飲食事業
食材・ 飲料等の販売代金
（ 1人あたり 19円×目標利用者数16, 845人）

320

【 自動販売機】 屋外3台
自動販売機手数料
（ 1人あたり 15円×目標利用者数16, 845人） ＋増設分

379

【 物品販売】
販売物品代金
（ 1人あたり 2円×目標利用者数16, 845人）

33

その他事業
物品レンタル料、 派遣指導料
（ 1人あたり 7円×目標利用者数16, 845人）

117

項

目 物販事業

様式3-4

横浜市くろがね青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

４　事業・収入の部（令和５年度） （単位　千円、税込み）

② 自主事業による収入



35

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

4,684

教室事業
青少年6教室、 幼児2教室、 ファ ミ リ ー13教室、 指導者1教
室、 一般3教室、 地域1教室の全26事業参加費
（ 定員収入4, 143, 800円×充足率90％）

3,729

飲食事業
食材・ 飲料等の販売代金
（ 1人あたり 19円×目標利用者数18, 950人）

360

【 自動販売機】 屋外3台
自動販売機手数料
（ 1人あたり 15円×目標利用者数18, 950人） ＋増設分

426

【 物品販売】
販売物品代金
（ 1人あたり 2円×目標利用者数18, 950人）

37

その他事業
物品レンタル料、 派遣指導料
（ 1人あたり 7円×目標利用者数18, 950人）

132

項

目 物販事業

様式3-4

横浜市くろがね青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

４　事業・収入の部（令和６年度） （単位　千円、税込み）

② 自主事業による収入



36

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内　　　　訳 合計金額

4,998

教室事業
青少年6教室、 幼児2教室、 ファ ミ リ ー13教室、 指導者1教
室、 一般3教室、 地域1教室の全26事業参加費
（ 定員収入4, 143, 800円×充足率95％）

3,936

飲食事業
食材・ 飲料等の販売代金
（ 1人あたり 19円×目標利用者数21, 056人）

400

【 自動販売機】 屋外3台
自動販売機手数料
（ 1人あたり 15円×目標利用者数21, 056人） ＋増設分

473

【 物品販売】
販売物品代金
（ 1人あたり 2円×目標利用者数21, 056人）

42

その他事業
物品レンタル料、 派遣指導料
（ 1人あたり 7円×目標利用者数21, 056人）

147

項
　
　
　
　
目 物販事業

様式3-4

横浜市くろがね青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

４　事業・収入の部（令和７年度）　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円、税込み）

② 自主事業による収入



37

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

4,998

教室事業
青少年6教室、 幼児2教室、 ファ ミ リ ー13教室、 指導者1教
室、 一般3教室、 地域1教室の全26事業参加費
（ 定員収入4, 143, 800円×充足率95％）

3,936

飲食事業
食材・ 飲料等の販売代金
（ 1人あたり 19円×目標利用者数21, 056人）

400

【 自動販売機】 屋外3台
自動販売機手数料
（ 1人あたり 15円×目標利用者数21, 056人） ＋増設分

473

【 物品販売】
販売物品代金
（ 1人あたり 2円×目標利用者数21, 056人）

42

その他事業
物品レンタル料、 派遣指導料
（ 1人あたり 7円×目標利用者数21, 056人）

147

項

目 物販事業

様式3-4

横浜市くろがね青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

４　事業・収入の部（令和８年度） （単位　千円、税込み）

② 自主事業による収入



38

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

2,379

教室事業
全26教室の報償費、 旅費交通費、 消耗品費、 通信運搬費、
印刷製本費、 保険料、 委託料、 原材料費等
収入額の70％を計上

2,031

飲食事業
食材・ 飲料等の原材料費
収入額の70％を計上

197

【 自動販売機】 屋外3台
行政財産目的外使用料（ 10, 800円×3台）
電気代（ 14, 916円×3台）

78

【 物品販売】
販売物品代金
収入額の70％を計上

21

その他事業
【 物品レンタル】
レンタル品の購入費
（ 収入額×50％）

52

項

目 物販事業

様式3-5

横浜市くろがね青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

５　事業・支出の部（令和４年度） （単位　千円、税込み）

② 事業による経費



39

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

2,707

教室事業
全26教室の報償費、 旅費交通費、 消耗品費、 通信運搬費、
印刷製本費、 保険料、 委託料、 原材料費等
収入額の70％を計上

2,321

飲食事業
食材・ 飲料等の原材料費
収入額の70％を計上

225

【 自動販売機】 屋外3台
行政財産目的外使用料（ 10, 800円×3台）
電気代（ 14, 916円×3台）

78

【 物品販売】
販売物品代金
収入額の70％を計上

24

その他事業
【 物品レンタル】
レンタル品の購入費
（ 収入額×50％）

59

項

目 物販事業

様式3-5

横浜市くろがね青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

５　事業・支出の部（令和５年度） （単位　千円、税込み）

② 事業による経費



40

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内　　　　訳 合計金額

3,036

教室事業
全26教室の報償費、 旅費交通費、 消耗品費、 通信運搬費、
印刷製本費、 保険料、 委託料、 原材料費等
収入額の70％を計上

2,611

飲食事業
食材・ 飲料等の原材料費
収入額の70％を計上

253

【 自動販売機】 屋外3台
行政財産目的外使用料（ 10, 800円×3台）
電気代（ 14, 916円×3台）

78

【 物品販売】
販売物品代金
収入額の70％を計上

27

その他事業
【 物品レンタル】
レンタル品の購入費
（ 収入額×50％）

67

項
　
　
　
　
目 物販事業

様式3-5

横浜市くろがね青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

５　事業・支出の部（令和６年度）                               （単位　千円、税込み）

② 事業による経費
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単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

3,219

教室事業
全26教室の報償費、 旅費交通費、 消耗品費、 通信運搬費、
印刷製本費、 保険料、 委託料、 原材料費等
収入額の70％を計上

2,756

飲食事業
食材・ 飲料等の原材料費
収入額の70％を計上

281

【 自動販売機】 屋外3台
行政財産目的外使用料（ 10, 800円×3台）
電気代（ 14, 916円×3台）

78

【 物品販売】
販売物品代金
収入額の70％を計上

30

その他事業
【 物品レンタル】
レンタル品の購入費
（ 収入額×50％）

74

項

目 物販事業

様式3-5

横浜市くろがね青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

５　事業・支出の部（令和７年度） （単位　千円、税込み）

② 事業による経費
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単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

3,219

教室事業
全26教室の報償費、 旅費交通費、 消耗品費、 通信運搬費、
印刷製本費、 保険料、 委託料、 原材料費等
収入額の70％を計上

2,756

飲食事業
食材・ 飲料等の原材料費
収入額の70％を計上

281

【 自動販売機】 屋外3台
行政財産目的外使用料（ 10, 800円×3台）
電気代（ 14, 916円×3台）

78

【 物品販売】
販売物品代金
収入額の70％を計上

30

その他事業
【 物品レンタル】
レンタル品の購入費
（ 収入額×50％）

74

項

目 物販事業

様式3-5

横浜市くろがね青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

５　事業・支出の部（令和８年度） （単位　千円、税込み）

② 事業による経費
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様式３－1

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）

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 備考

4,359 5,366 6,037 6,709 6,709 29,180

5,469 6,731 7,573 8,157 8,157 36,087

教室事業 3,370 4,148 4,666 4,926 4,926 22,036

飲食事業 1,393 1,714 1,929 2,143 2,143 9,322

物販事業 530 652 734 816 816 3,548

その他事業 176 217 244 272 272 1,181

9,828 12,097 13,610 14,866 14,866 65,267

(2) 　支出 （単位　千円、税込み）

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 備考

37,404 38,471 38,945 39,746 39,846 194,412

人件費 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 105,000

修繕費 1,200 1,300 1,000 1,100 1,200 5,800

設備管理費等分担金 6,175 6,565 6,955 7,295 7,295 34,285

備品購入費、消耗品費 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 6,500

廃棄物処理費 130 160 180 200 200 870

広報費、印刷製本費 100 100 100 100 100 500

保険料 70 70 70 70 70 350

委託料、謝金 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 6,000

公租公課 10 10 10 10 10 50

その他 6,219 6,766 7,130 7,471 7,471 35,057

3,542 4,339 4,870 5,221 5,221 23,193

教室事業 2,360 2,904 3,267 3,449 3,449 15,429

飲食事業 976 1,201 1,351 1,501 1,501 6,530

物販事業 117 125 129 134 134 639

その他事業 89 109 123 137 137 595

40,946 42,810 43,815 44,967 45,067 217,605

(3)  指定管理料 （単位　千円、税込み）

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 備考

31,118 30,713 30,205 30,101 30,201 152,338

②事業による経費

項
　
目

合計（①＋②）（Ｂ）

項　　　　目

指定管理料＝
（支出（Ｂ）－収入（Ａ））

項
　
目

公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

１　総括表

項　　　　目

①利用にかかる料金収入

②自主事業による収入

項
　
目

合計（①＋②）（Ａ）

項　　　　目

①維持管理運営費用
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単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

4,359

4,359

プログラムにかかる材料費
クラフト 材料費、 コピー代、 キャンド ルファ イア用ろう そ
く 代等
（ 1人あたり 7円×目標利用者数22, 116人） 20%値上げ

185

シーツ洗濯代
シーツクリ ーニング代
（ 1枚310円×宿泊実人数4, 716人）

1,461

寝具リース代
寝具リ ース代
（ 1泊210円×宿泊延べ人数5, 134人）

1,078

薪代
野外炊事用薪、 キャンプファ イア用薪・ 丸太代
（ 1人あたり 25円×目標利用者数22, 116人）

552

光熱水費
一般利用者、 目的外利用者の光熱水費
（ 1人あたり 46円×目標利用者数22, 116人）

1,017

その他
ごみ処理費・ 汚損寝具クリ ーニング代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数22, 116人）

66

内　 　訳 合計金額

4,359

31,118

35,477収入合計  （Ａ）＋（Ｂ）

① 利用にかかる料金収入

項

目

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

利用にかかる料金収入  （Ａ）

指定管理料  （Ｂ）

合計 （Ａ）

様式3-2

施設名

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和４年度）　　※指定管理料を除く。



45

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

5,366

5,366

プログラムにかかる材料費
クラフト 材料費、 コピー代、 キャンド ルファ イア用ろう そ
く 代等
（ 1人あたり 7円×目標利用者数27, 219人） 20%値上げ

228

シーツ洗濯代
シーツクリ ーニング代
（ 1枚310円×宿泊実人数5, 805人）

1,799

寝具リース代
寝具リ ース代
（ 1泊210円×宿泊延べ人数6, 318人）

1,326

薪代
野外炊事用薪、 キャンプファ イア用薪・ 丸太代
（ 1人あたり 25円×目標利用者数27, 219人）

680

光熱水費
一般利用者、 目的外利用者の光熱水費
（ 1人あたり 46円×目標利用者数27, 219人）

1,252

その他
ごみ処理費・ 汚損寝具クリ ーニング代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数27, 219人）

81

内　 　訳 合計金額

5,366

30,713

36,079収入合計  （Ａ）＋（Ｂ）

① 利用にかかる料金収入

項

目

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

利用にかかる料金収入  （Ａ）

指定管理料  （Ｂ）

合計 （Ａ）

様式3-2

施設名

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和５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 公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

6,037

6,037

プログラムにかかる材料費
クラフト 材料費、 コピー代、 キャンド ルファ イア用ろう そ
く 代等
（ 1人あたり 7円×目標利用者数30, 622人） 20%値上げ

257

シーツ洗濯代
シーツクリ ーニング代
（ 1枚310円×宿泊実人数6, 530人）

2,024

寝具リース代
寝具リ ース代
（ 1泊210円×宿泊延べ人数7, 108人）

1,492

薪代
野外炊事用薪、 キャンプファ イア用薪・ 丸太代
（ 1人あたり 25円×目標利用者数30, 622人）

765

光熱水費
一般利用者、 目的外利用者の光熱水費
（ 1人あたり 46円×目標利用者数30, 622人）

1,408

その他
ごみ処理費・ 汚損寝具クリ ーニング代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数30, 622人）

91

内　 　訳 合計金額

6,037

30,205

36,242収入合計  （Ａ）＋（Ｂ）

① 利用にかかる料金収入

項

目

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

利用にかかる料金収入  （Ａ）

指定管理料  （Ｂ）

合計 （Ａ）

様式3-2

施設名

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和６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 公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

(1) 収入 （単位　千円、税込み）

内　 　訳 合計金額

6,709

6,709

プログラムにかかる材料費
クラフト 材料費、 コピー代、 キャンド ルファ イア用ろう そ
く 代等
（ 1人あたり 7円×目標利用者数34, 024人） 20%値上げ

285

シーツ洗濯代
シーツクリ ーニング代
（ 1枚310円×宿泊実人数7, 256人）

2,249

寝具リース代
寝具リ ース代
（ 1泊210円×宿泊延べ人数7, 898人）

1,658

薪代
野外炊事用薪、 キャンプファ イア用薪・ 丸太代
（ 1人あたり 25円×目標利用者数34, 024人）

850

光熱水費
一般利用者、 目的外利用者の光熱水費
（ 1人あたり 46円×目標利用者数34, 024人）

1,565

その他
ごみ処理費・ 汚損寝具クリ ーニング代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数34, 024人）

102

内　 　訳 合計金額

6,709

30,101

36,810収入合計  （Ａ）＋（Ｂ）

① 利用にかかる料金収入

項

目

(2) 指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

利用にかかる料金収入  （Ａ）

指定管理料  （Ｂ）

合計 （Ａ）

様式3-2

施設名

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和７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 公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

(1)　収入 （単位　千円、税込み）

内　　　　訳 合計金額

6,709

6,709

プログラムにかかる材料費
クラフト 材料費、 コピー代、 キャンド ルファ イア用ろう そ
く 代等
（ 1人あたり 7円×目標利用者数34, 024人） 20%値上げ

285

シーツ洗濯代
シーツクリ ーニング代
（ 1枚310円×宿泊実人数7, 256人）

2,249

寝具リース代
寝具リ ース代
（ 1泊210円×宿泊延べ人数7, 898人）

1,658

薪代
野外炊事用薪、 キャンプファ イア用薪・ 丸太代
（ 1人あたり 25円×目標利用者数34, 024人）

850

光熱水費
一般利用者、 目的外利用者の光熱水費
（ 1人あたり 46円×目標利用者数34, 024人）

1,565

その他
ごみ処理費・ 汚損寝具クリ ーニング代等
（ 1人あたり 3円×目標利用者数34, 024人）

102

内　　　　訳 合計金額

6,709

30,201

36,910収入合計  　  （Ａ）＋（Ｂ）

① 利用にかかる料金収入

項
　
　
　
　
目

(2)　指定管理料を含んだ収入合計　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円、税込み）

利用にかかる料金収入  （Ａ）

指定管理料  　　      （Ｂ）

合計　　　　　　　　（Ａ）

様式3-2

施設名

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和８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 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

合計金額

37,404

所長（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費・ 退職給付金）

職員2名（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費）

アルバイト 職員5名（ 賃金）

修繕費 修繕計画のとおり 1,200

消防設備点検 75

自家用電気工作物保守点検 205

ボイラー保守点検・ ばい煙測定 280

エレベーター保守点検 175

ポンプ・ ファン保守点検 230

浴槽循環設備保守点検 45

保安警備費 機械警備 175

外構・植栽管理費 樹木剪定、 除草、 薬剤散布等 600

電気料 2,100

ガス料 480

水道料 約9％値上げに対応 1,800

燃料費 暖房用燃料 10

備品購入費 什器類の更新 200

消耗品費 衛生用品、 事務用品、 活動用品、 消毒用品等 1,100

廃棄物処理費 横浜市ルート 回収、 一般廃棄物収集処理 130

広報費 利用案内・ イベント 告知広報費 50

印刷製本費 利用案内パンフレッ ト ・ 使用許可申請書等の印刷 50

保険料
施設賠償責任保険、 生産物賠償責任保険、 ボランティ アス
タ ッ フ傷害保険

70

定期清掃 700

水質検査、 会計システム保守、 外部研修等 200

報償費（謝金） ボランティ アスタ ッ フ報償費 300

公租公課費 収入印紙 10

使用料及び賃借料
コピー機・ AED・ パソコン・ サーバー等のリ ース、 NHK受信
料

350

旅費交通費 事務局本部等との事務連絡等 50

通信運搬費 電話代、 物品配送代 300

振込手数料 10

寝具クリ ーニング 50

会費及び負担金 講習会参加費等 15

原材料費 小破修繕補修材料 100

プログラム材料費 クラフト 材料等の購入（ 収入額の50％を計上） 93

シーツクリーニング代 利用者シーツのクリ ーニング（ 収入額の70％を計上） 1,024

寝具リース代 利用者寝具のリ ース 866

薪代 野外炊事・ キャンプファイア用薪（ 収入額の70％を計上） 388

間接事務費 事務局本部経費 786

その他 仮受消費税と仮払消費税との差額 2,187

① 維持管理運営費用

項

目

人件費 21,000

設備管理費 1,010

委託料 900

支払手数料 60

様式3-3

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

３　指定管理・支出の部（令和４年度） （単位　千円、税込み）

積　算　内　訳
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単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

合計金額

38,471

所長（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費・ 退職給付金）

職員2名（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費）

アルバイト 職員5名（ 賃金）

修繕費 修繕計画のとおり 1,300

消防設備点検 75

自家用電気工作物保守点検 205

ボイラー保守点検・ ばい煙測定 280

エレベーター保守点検 175

ポンプ・ ファン保守点検 230

浴槽循環設備保守点検 45

保安警備費 機械警備 175

外構・植栽管理費 樹木剪定、 除草、 薬剤散布等 600

電気料 2,300

ガス料 520

水道料 約9％値上げに対応 1,950

燃料費 暖房用燃料 10

備品購入費 什器類の更新 200

消耗品費 衛生用品、 事務用品、 活動用品、 消毒用品等 1,100

廃棄物処理費 横浜市ルート 回収、 一般廃棄物収集処理 160

広報費 利用案内・ イベント 告知広報費 50

印刷製本費 利用案内パンフレッ ト ・ 使用許可申請書等の印刷 50

保険料
施設賠償責任保険、 生産物賠償責任保険、 ボランティ アス
タ ッ フ傷害保険

70

定期清掃 700

水質検査、 会計システム保守、 外部研修等 200

報償費（謝金） ボランティ アスタ ッ フ報償費 300

公租公課費 収入印紙 10

使用料及び賃借料
コピー機・ AED・ パソコン・ サーバー等のリ ース、 NHK受信
料

350

旅費交通費 事務局本部等との事務連絡等 50

通信運搬費 電話代、 物品配送代 300

振込手数料 10

寝具クリ ーニング 50

会費及び負担金 講習会参加費等 15

原材料費 小破修繕補修材料 100

プログラム材料費 クラフト 材料等の購入（ 収入額の50％を計上） 115

シーツクリーニング代 利用者シーツのクリ ーニング（ 収入額の70％を計上） 1,260

寝具リース代 利用者寝具のリ ース 866

薪代 野外炊事・ キャンプファイア用薪（ 収入額の70％を計上） 477

間接事務費 事務局本部経費 968

その他 仮受消費税と仮払消費税との差額 2,205

① 維持管理運営費用

項

目

人件費 21,000

設備管理費 1,010

委託料 900

支払手数料 60

様式3-3

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

３　指定管理・支出の部（令和５年度） （単位　千円、税込み）

積　算　内　訳



51

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

合計金額

38,945

所長（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費・ 退職給付金）

職員2名（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費）

アルバイト 職員5名（ 賃金）

修繕費 修繕計画のとおり 1,000

消防設備点検 75

自家用電気工作物保守点検 205

ボイラー保守点検・ ばい煙測定 280

エレベーター保守点検 175

ポンプ・ ファン保守点検 230

浴槽循環設備保守点検 45

保安警備費 機械警備 175

外構・植栽管理費 樹木剪定、 除草、 薬剤散布等 600

電気料 2,500

ガス料 560

水道料 約9％値上げに対応 2,100

燃料費 暖房用燃料 10

備品購入費 什器類の更新 200

消耗品費 衛生用品、 事務用品、 活動用品、 消毒用品等 1,100

廃棄物処理費 横浜市ルート 回収、 一般廃棄物収集処理 180

広報費 利用案内・ イベント 告知広報費 50

印刷製本費 利用案内パンフレッ ト ・ 使用許可申請書等の印刷 50

保険料
施設賠償責任保険、 生産物賠償責任保険、 ボランティ アス
タ ッ フ傷害保険

70

定期清掃 700

水質検査、 会計システム保守、 外部研修等 200

報償費（謝金） ボランティ アスタ ッ フ報償費 300

公租公課費 収入印紙 10

使用料及び賃借料
コピー機・ AED・ パソコン・ サーバー等のリ ース、 NHK受信
料

350

旅費交通費 事務局本部等との事務連絡等 50

通信運搬費 電話代、 物品配送代 300

振込手数料 10

寝具クリ ーニング 50

会費及び負担金 講習会参加費等 15

原材料費 小破修繕補修材料 100

プログラム材料費 クラフト 材料等の購入（ 収入額の50％を計上） 129

シーツクリーニング代 利用者シーツのクリ ーニング（ 収入額の70％を計上） 1,418

寝具リース代 利用者寝具のリ ース 866

薪代 野外炊事・ キャンプファイア用薪（ 収入額の70％を計上） 536

間接事務費 事務局本部経費 1,089

その他 仮受消費税と仮払消費税との差額 2,217

① 維持管理運営費用

項

目

人件費 21,000

設備管理費 1,010

委託料 900

支払手数料 60

様式3-3

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

３　指定管理・支出の部（令和６年度） （単位　千円、税込み）

積　算　内　訳



52

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

合計金額

39,746

所長（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費・ 退職給付金）

職員2名（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費）

アルバイト 職員5名（ 賃金）

修繕費 修繕計画のとおり 1,100

消防設備点検 75

自家用電気工作物保守点検 205

ボイラー保守点検・ ばい煙測定 280

エレベーター保守点検 175

ポンプ・ ファン保守点検 230

浴槽循環設備保守点検 45

保安警備費 機械警備 175

外構・植栽管理費 樹木剪定、 除草、 薬剤散布等 600

電気料 2,700

ガス料 600

水道料 約9％値上げに対応 2,200

燃料費 暖房用燃料 10

備品購入費 什器類の更新 200

消耗品費 衛生用品、 事務用品、 活動用品、 消毒用品等 1,100

廃棄物処理費 横浜市ルート 回収、 一般廃棄物収集処理 200

広報費 利用案内・ イベント 告知広報費 50

印刷製本費 利用案内パンフレッ ト ・ 使用許可申請書等の印刷 50

保険料
施設賠償責任保険、 生産物賠償責任保険、 ボランティ アス
タ ッ フ傷害保険

70

定期清掃 700

水質検査、 会計システム保守、 外部研修等 200

報償費（謝金） ボランティ アスタ ッ フ報償費 300

公租公課費 収入印紙 10

使用料及び賃借料
コピー機・ AED・ パソコン・ サーバー等のリ ース、 NHK受信
料

350

旅費交通費 事務局本部等との事務連絡等 50

通信運搬費 電話代、 物品配送代 300

振込手数料 10

寝具クリ ーニング 50

会費及び負担金 講習会参加費等 15

原材料費 小破修繕補修材料 100

プログラム材料費 クラフト 材料等の購入（ 収入額の50％を計上） 143

シーツクリーニング代 利用者シーツのクリ ーニング（ 収入額の70％を計上） 1,575

寝具リース代 利用者寝具のリ ース 866

薪代 野外炊事・ キャンプファイア用薪（ 収入額の70％を計上） 596

間接事務費 事務局本部経費 1,189

その他 仮受消費税と仮払消費税との差額 2,227

① 維持管理運営費用

項

目

人件費 21,000

設備管理費 1,010

委託料 900

支払手数料 60

様式3-3

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

３　指定管理・支出の部（令和７年度） （単位　千円、税込み）

積　算　内　訳



53

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

合計金額

39,846

所長（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費・ 退職給付金）

職員2名（ 給料・ 職員手当・ 福利厚生費）

アルバイト 職員5名（ 賃金）

修繕費 修繕計画のとおり 1,200

消防設備点検 75

自家用電気工作物保守点検 205

ボイラー保守点検・ ばい煙測定 280

エレベーター保守点検 175

ポンプ・ ファン保守点検 230

浴槽循環設備保守点検 45

保安警備費 機械警備 175

外構・植栽管理費 樹木剪定、 除草、 薬剤散布等 600

電気料 2,700

ガス料 600

水道料 約9％値上げに対応 2,200

燃料費 暖房用燃料 10

備品購入費 什器類の更新 200

消耗品費 衛生用品、 事務用品、 活動用品、 消毒用品等 1,100

廃棄物処理費 横浜市ルート 回収、 一般廃棄物収集処理 200

広報費 利用案内・ イベント 告知広報費 50

印刷製本費 利用案内パンフレッ ト ・ 使用許可申請書等の印刷 50

保険料
施設賠償責任保険、 生産物賠償責任保険、 ボランティ アス
タ ッ フ傷害保険

70

定期清掃 700

水質検査、 会計システム保守、 外部研修等 200

報償費（謝金） ボランティ アスタ ッ フ報償費 300

公租公課費 収入印紙 10

使用料及び賃借料
コピー機・ AED・ パソコン・ サーバー等のリ ース、 NHK受信
料

350

旅費交通費 事務局本部等との事務連絡等 50

通信運搬費 電話代、 物品配送代 300

振込手数料 10

寝具クリ ーニング 50

会費及び負担金 講習会参加費等 15

原材料費 小破修繕補修材料 100

プログラム材料費 クラフト 材料等の購入（ 収入額の50％を計上） 143

シーツクリーニング代 利用者シーツのクリ ーニング（ 収入額の70％を計上） 1,575

寝具リース代 利用者寝具のリ ース 866

薪代 野外炊事・ キャンプファイア用薪（ 収入額の70％を計上） 596

間接事務費 事務局本部経費 1,189

その他 仮受消費税と仮払消費税との差額 2,227

① 維持管理運営費用

項

目

人件費 21,000

設備管理費 1,010

委託料 900

支払手数料 60

様式3-3

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

３　指定管理・支出の部（令和８年度） （単位　千円、税込み）

積　算　内　訳



54

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

5,469

教室事業

青少年5教室、 幼児1教室、 ファ ミ リ ー6教室、 指導者2教
室、 一般3教室、 地域1教室、 利用団体1教室の全19事業参加
費
（ 定員収入5, 185, 500円×充足率65％）

3,370

飲食事業
食材・ 飲料等の販売代金
（ 1人あたり 63円×目標利用者数22, 116人）

1,393

【 自動販売機】 屋外3台
自動販売機手数料
（ 1人あたり 22円×目標利用者数22, 116人）

486

【 物品販売】
販売物品代金
（ 1人あたり 2円×目標利用者数22, 116人）

44

その他事業
物品レンタル料、 派遣指導料
（ 1人あたり 8円×目標利用者数22, 116人）

176

項

目
物販事業

様式3-4

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

４　事業・収入の部（令和４年度） （単位　千円、税込み）

② 自主事業による収入



55

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内　　　　訳 合計金額

6,731

教室事業

青少年5教室、 幼児1教室、 ファ ミ リ ー6教室、 指導者2教
室、 一般3教室、 地域1教室、 利用団体1教室の全19事業参加
費
（ 定員収入5, 185, 500円×充足率80％）

4,148

飲食事業
食材・ 飲料等の販売代金
（ 1人あたり 63円×目標利用者数27, 219人）

1,714

【 自動販売機】 屋外3台
自動販売機手数料
（ 1人あたり 22円×目標利用者数27, 219人）

598

【 物品販売】
販売物品代金
（ 1人あたり 2円×目標利用者数27, 219人）

54

その他事業
物品レンタル料、 派遣指導料
（ 1人あたり 8円×目標利用者数27, 219人）

217

項
　
　
　
　
目

物販事業

様式3-4

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

４　事業・収入の部（令和５年度）　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円、税込み）

② 自主事業による収入



56

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

7,573

教室事業

青少年5教室、 幼児1教室、 ファ ミ リ ー6教室、 指導者2教
室、 一般3教室、 地域1教室、 利用団体1教室の全19事業参加
費
（ 定員収入5, 185, 500円×充足率90％）

4,666

飲食事業
食材・ 飲料等の販売代金
（ 1人あたり 63円×目標利用者数30, 622人）

1,929

【 自動販売機】 屋外3台
自動販売機手数料
（ 1人あたり 22円×目標利用者数30, 622人）

673

【 物品販売】
販売物品代金
（ 1人あたり 2円×目標利用者数30, 622人）

61

その他事業
物品レンタル料、 派遣指導料
（ 1人あたり 8円×目標利用者数30, 622人）

244

項

目
物販事業

様式3-4

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

４　事業・収入の部（令和６年度） （単位　千円、税込み）

② 自主事業による収入



57

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内　　　　訳 合計金額

8,157

教室事業

青少年5教室、 幼児1教室、 ファ ミ リ ー6教室、 指導者2教
室、 一般3教室、 地域1教室、 利用団体1教室の全19事業参加
費
（ 定員収入5, 185, 500円×充足率95％）

4,926

飲食事業
食材・ 飲料等の販売代金
（ 1人あたり 63円×目標利用者数34, 024人）

2,143

【 自動販売機】 屋外3台
自動販売機手数料
（ 1人あたり 22円×目標利用者数34, 024人）

748

【 物品販売】
販売物品代金
（ 1人あたり 2円×目標利用者数34, 024人）

68

その他事業
物品レンタル料、 派遣指導料
（ 1人あたり 8円×目標利用者数34, 024人）

272

項
　
　
　
　
目

物販事業

様式3-4

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

４　事業・収入の部（令和７年度）　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円、税込み）

② 自主事業による収入



58

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

8,157

教室事業

青少年5教室、 幼児1教室、 ファ ミ リ ー6教室、 指導者2教
室、 一般3教室、 地域1教室、 利用団体1教室の全19事業参加
費
（ 定員収入5, 185, 500円×充足率95％）

4,926

飲食事業
食材・ 飲料等の販売代金
（ 1人あたり 63円×目標利用者数34, 024人）

2,143

【 自動販売機】 屋外3台
自動販売機手数料
（ 1人あたり 22円×目標利用者数34, 024人）

748

【 物品販売】
販売物品代金
（ 1人あたり 2円×目標利用者数34, 024人）

68

その他事業
物品レンタル料、 派遣指導料
（ 1人あたり 8円×目標利用者数34, 024人）

272

項

目
物販事業

様式3-4

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

４　事業・収入の部（令和８年度） （単位　千円、税込み）

② 自主事業による収入



59

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内　　　　訳 合計金額

3,542

教室事業
全19教室の報償費、 旅費交通費、 消耗品費、 通信運搬費、
印刷製本費、 保険料、 委託料、 原材料費等
収入額の70％を計上

2,360

飲食事業
食材・ 飲料等の原材料費
収入額の70％を計上

976

【 自動販売機】 屋外3台
行政財産目的外使用料（ 1, 440円×3台）
電気代（ 27, 014円×3台）

86

【 物品販売】
販売物品代金
収入額の70％を計上

31

その他事業
【 物品レンタル】
レンタル品の購入費、 公衆電話代
（ 収入額×50％）

89

項
　
　
　
　
目 物販事業

様式3-5

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

５　事業・支出の部（令和４年度）                               （単位　千円、税込み）

② 事業による経費



60

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

4,339

教室事業
全19教室の報償費、 旅費交通費、 消耗品費、 通信運搬費、
印刷製本費、 保険料、 委託料、 原材料費等
収入額の70％を計上

2,904

飲食事業
食材・ 飲料等の原材料費
収入額の70％を計上

1,201

【 自動販売機】 屋外3台
行政財産目的外使用料（ 1, 440円×3台）
電気代（ 27, 014円×3台）

86

【 物品販売】
販売物品代金
収入額の70％を計上

39

その他事業
【 物品レンタル】
レンタル品の購入費、 公衆電話代
（ 収入額×50％）

109

項

目 物販事業

様式3-5

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

５　事業・支出の部（令和５年度） （単位　千円、税込み）

② 事業による経費



61

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内　　　　訳 合計金額

4,870

教室事業
全19教室の報償費、 旅費交通費、 消耗品費、 通信運搬費、
印刷製本費、 保険料、 委託料、 原材料費等
収入額の70％を計上

3,267

飲食事業
食材・ 飲料等の原材料費
収入額の70％を計上

1,351

【 自動販売機】 屋外3台
行政財産目的外使用料（ 1, 440円×3台）
電気代（ 27, 014円×3台）

86

【 物品販売】
販売物品代金
収入額の70％を計上

43

その他事業
【 物品レンタル】
レンタル品の購入費、 公衆電話代
（ 収入額×50％）

123

項
　
　
　
　
目 物販事業

様式3-5

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

５　事業・支出の部（令和６年度）                               （単位　千円、税込み）

② 事業による経費



62

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内 訳 合計金額

5,221

教室事業
全19教室の報償費、 旅費交通費、 消耗品費、 通信運搬費、
印刷製本費、 保険料、 委託料、 原材料費等
収入額の70％を計上

3,449

飲食事業
食材・ 飲料等の原材料費
収入額の70％を計上

1,501

【 自動販売機】 屋外3台
行政財産目的外使用料（ 1, 440円×3台）
電気代（ 27, 014円×3台）

86

【 物品販売】
販売物品代金
収入額の70％を計上

48

その他事業
【 物品レンタル】
レンタル品の購入費、 公衆電話代
（ 収入額×50％）

137

項

目 物販事業

様式3-5

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

５　事業・支出の部（令和７年度） （単位　千円、税込み）

② 事業による経費



63

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名

内　　　　訳 合計金額

5,221

教室事業
全19教室の報償費、 旅費交通費、 消耗品費、 通信運搬費、
印刷製本費、 保険料、 委託料、 原材料費等
収入額の70％を計上

3,449

飲食事業
食材・ 飲料等の原材料費
収入額の70％を計上

1,501

【 自動販売機】 屋外3台
行政財産目的外使用料（ 1, 440円×3台）
電気代（ 27, 014円×3台）

86

【 物品販売】
販売物品代金
収入額の70％を計上

48

その他事業
【 物品レンタル】
レンタル品の購入費、 公衆電話代
（ 収入額×50％）

137

項
　
　
　
　
目 物販事業

様式3-5

横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

指定管理料提案書及び収支予算書

５　事業・支出の部（令和８年度）                               （単位　千円、税込み）

② 事業による経費



 （様式５） 

団体の概要

（令和３年７月現在） 

（ふりがな） 

商号又は名称 

（こうえきざいだんほうじんよこはましすぽーつきょうかい）

公益財団法人横浜市スポーツ協会 

共同事業体又は中小企業等協同組合として応募している場合には、その名称を記入してください。

（ふりがな）

名称 

（ ）

所在地 

〒231-0015 

横浜市中区尾上町六丁目 81番地 

ニッセイ横浜尾上町ビル 

※法人の場合は登記簿上の本店所在地を、任意団体の場合は代表者の住所をご記入ください

（市税納付状況調査（様式８同意書による）に使用します）。

設立年月日 １９８６年  ９月 

沿革 

1929年 前身の「横浜体育協會」 設立 

1986年 財団法人横浜市体育協会 設立 

2007年 財団法人横浜市体育協会・財団法人横浜市スポーツ振興事業団 統合 

2011年 公益財団法人へ移行 

2012年 社団法人横浜市レクリエーション協会と事業統合 

2020年 組織名変更 

事業内容等 

横浜市民の健全な心身の発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的

に、加盟する 74のスポーツ関連団体とともにスポーツ振興事業を行っています。 

(1) 競技スポーツ推進

(2) 健康・体力づくり推進

(3) スポーツ人材の養成・育成・活用

(4) スポーツ施設管理・運営

(5) 生涯スポーツ推進

(6) 障害者スポーツ支援・推進

(7) スポーツ情報の収集・提供

(8) スポーツ団体支援

財政状況 

※直近３か年

の事業年度分 

年 度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

総 収 入 8,243,310,002 7,465,976,961 6,264,876,735 

総 支 出 8,191,745,073 7,327,137,448 6,274,984,815 

当期収支差額 51,564,929 138,839,513 ▲10,108,080

次期繰越収支差額 51,564,929 190,404,442 180,296,362 

連絡担当者 

(ふりがな)

氏名 

部署・職名 施設経営部 施設経営課 

電話番号 045-640-0017 FAX 045-640-0024 

E-mail 

特記事項 
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