
平成 24年度

八景島の管理運営について

株式会社横浜八景島



平成24年度 基本方針

施設名 ( 八 景，島

第一期管理者で身につけたスキルを活かした、高水準な管理運営を実施する。

1 効率的で安全な管理運営を行う。
・市民サービスの質を高く保ちながら、業務を改善し、管理運営の効率化を図る。
・安全管理を重視し、お客様はもちろん、職員への安全も確保する。
・職員は公務員に準ずる立場であることを意識し、コンブライアンスを徹底します。

2 市民の活動を活性化する。
・自然や環境を意識した市民の生涯学習事業を行う。
・指定管理施設の利用を促進し、市民が自ら実施するイベントへ積極的に協力する。

3 利用者の増加を図る。
-八景島ならではの魅力ある自主事業を積極的に行う。
・より幅広い年齢層に対して市民サービスを提供し、市民の役に立てる
公共施設としての責務を果たす。
・積極的な広報活動を行い、利用者数の増加を強化する。



職員配置体制表平成24年度
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平成24年度 責任体制
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平成24年度 事故発生時対応

施設名 ( )¥. 景 島

1 共通事項(応急措置、緊急報告)
・被災者(公衆災害、労働災害)の救助・保護を第一優先とし、状況により所轄の
警察署、消防署等、関係各機関に通報する。
・災害発生の通報を受理した場合は、夜間、休島田を問わず、直ちに現地確認と
災害状況の把援に努めるとともに、市担当課に緊急報告(第一報)を行う。
・二次災害の発生の防止に努める。
・災害や事故発生時は緊急体制の構築を図ると共に、再発防止を徹底する。
・地震などの予測不能な災害に対しては、日常の避難誘導訓練など、職員に対する
教育を徹底する。
・災害時には『横浜・J¥.景島シーパラダイス』、「公共マリーナ』、「八景島指定管理者J
の一体管理体制の構築により、安全確保の徹底を行う。
・また、スタッフは無線機を携帯し、常時圏内の連絡が取れるようにすると共に、
緊急時の避難誘導も迅速に行えるようにする。

2 緊急連絡体制の確立
・緊急時には、所長が中心となり、関係者に速やかに連絡する体制を定め、
適切な初期対応の実施や被害の拡大を防止する。
・職員全員に消防、警察、受け入れ病院、負傷者の一時的な搬送場所及び
緊急車両の誘導ルート等を周知する。

3 負傷者等事故発生時の対応
-島内において事故が発生した場合は、「事故発生時緊急対応業務フローJIこ
したがい、対応を行う。
・負傷者が発生した時は、横浜・八景島シーパラダイスとの連携により、速やかに
保護・応急手当を行い、救急車を要請し、病院に搬送する。
-事故現場に対しては、二次災害を引き起こさないように原因の究明を行い、
必要に応じて応急対策や、横浜市との協議の上、改善対策を行う。



平成24年度 災害発生時対応

施設名 ( 八 景 烏

1 共通事項(応急措置、緊急報告)
・被災者(公衆災害、労働災害)の救助・保護を第一優先とし、状況により所轄の
警察署、消防署等、関係各機関に通報する。
-災害発生の通報を受理した場合は、夜間、休島日を問わず、直ちに現地確認と
災害状況の把握に努めるとともに、市担当課に緊急報告(第一報)を行う。
・二次災害の発生の防止に努める。
・災害や事故発生時は緊急体制の構築を図ると共に、再発防止を徹底する。
・地震などの予測不能な災害に対しては、日常の避難誘導訓練など、職員に対する
教育を徹底する。
・災害時には『横浜・八景島シーパラダイス」、「公共マリーナ』、「八景島指定管理者』
の一体管理体制の構築により、安全確保の徹底を行う。
-また、スタッフは無線機を携帯し、常時圏内の連絡が取れるようにすると共に、
緊急時の避難誘導も迅速に行えるようにする。

2 自然災害等の災害時
(1)台風

・台風の情報など事前の情報収集を行い、強風による飛散等を防ぐ対応を速やかに
行うと共に、利用者の安全を第一に優先し、利用制限、避難誘導等、早めの対応を
速やかに行う。

(2)津波
・横浜・八景島シーパラダイスに設置されている地震速報装置により、事前の情報収集
を行い、利用者の安全を第一に優先し、海岸部の立入規制を速やかに行うと共に、
避難誘導など早めの対応を速やかに行う。

(3)地震
・利用者の安全を第一に優先し、被害状況等の把握を迅速に行うと共に、
負傷者がいる場合は、消防への通報、応急処置等については適切な対応を行う。

(4)修繕の必要性
-災害により施設の修繕が必要な場合は、市と協議を行い、小破修繕の
場合は、原則的に八景島指定管理者が行い、大規模修繕の場合は、。I 両者協議の上決定する。

3 火災発生時
・火災発生時は、圏内放送等による利用者への情報提供や、利用者への避難場所の
確保誘導等を行うと共に、危険箇所への立入禁止措置、 119番通報及び応急消火活動
等、「横浜・八景島シーパラダイスJとの一体的な対応により被害を最小限に抑え、
利用者の安全を第一に優先し、迅速に対応する。
・市へ連絡、事後報告書を提出する。

4 管理上の事故発生時
・管理上の事故が発生した時は、利用者の救護、保護を第一に考え、状況により、
所轄の警察署、消防署等関係各機関へ通報する。
・事故現場を調査し、二次災害の発生の防止に努める。
・市に連絡、事故報告書を提出し、市と協力して事故等の原因調査にあたる。
その際、写真、模式図等で被災現場の状況を可能な限り詳しく記録する。

5 改善、修繕の必要性
・再発防止のため、施設等の改善、修繕が必要であるか否かを市と協議を行い
判断する。



平成24年度 緊急対応業務フロー

自然災害時緊急対応業務フロー

災害発生要因情報の入手

+ 
緊急警戒態勢の設置

施設の固定大補強・撤去

+ 
利用者へ圏内放送等による情報提供

+ 
危険箇所・来園者動向の確認

+ 
利用者への避難場所の確保誘導

+ 
危険箇所への立入禁止措置

+ 
施設利用停止・島閉鎖・市への連絡

+ 
市へ事後報告書の提出

+ 
修繕の必要性の協議

事故発生時緊急対応業務フロー

+ 
修繕

事故発生

+ 
通報受理

+ 
緊急措置

市へのお報告

+ 
状況により警察・消防等関係機関へ通報

+ 
再発防止策の対応

+ 
事故原因調査

+ 
市へ事故報告書の提出

+ 
改善・修繕の必要性の協議

+ 
改善・修繕

施設名(八景島)



平成24年度 緊急速絡体制表

施設名(八景島)
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平成24年度運営業務計画表

I J~ 景 島対象施設

対象期間 平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日

施設の運営(開園・開場)時間

通常体制

時期 開場

43//11~-131//331 0 
平日 8・30

土休日 8:30 

12/1-2/28 
平日 9:00 

土休日 9:00 

施設の利用料金

岨 IIJ.，.'， -且，
入場料その他これに類するもの

1ばまでごと

|す掃る場合に参加するもの治、ら徴収 に60円

入場料その他これに類するもの
1mまでごと

を行事に参加するものから徴収 に15円
しない埠合

-八景島さん橋・八景島西浜さん横田利用

船舶職員及び小型船舶樺縦者法草2嘗軍4項に規定する

小型船舶の場合

|1食事1岡につ安1 4∞0円|

そ叩他回船舶の場合は.1日につき係冒12時閉まで

輯トン数1トンごとに10円.怪置時聞が12時聞を

超えるときは、超過時間12時間までごとに総トン数

1トンごとに6円70銭を加算する.

ただし、横浜八景島・島廻り遊覧航路の船舶の

運航に支障のない範囲で罷冒許可します.

閉場

21 :30 

22:30 

20:30 

21:30 

減免基準(緑地・イベント広場・客船9ーミナJレ、さん橋)

減免適応対象 減免対章者

公共由用に使に供用すす
るため

公共的な団体等
るとき

特別体制

時期 開場 閉場

GW  5/3-5 8:00 22:30 

夏休み 7/14-8/31d;l平日 8:30 22:30 

繁忙目 8/12-15 8:00 22:30 

。リZマZ12/17-21‘笛-" 9:00 21 :30 

。'JAマZ12/22-24 9:00 23:00 

オールナイト 12/31-1/1 12/31 9:曲目ト肘件営業.....1/119:関

正月 1/2-6 8・30 21:30 

-八畳島客船ターミナルの制用

|1 Jl1ばまでごとに 1 2.0∞円|

￥10.000 半:20.0∞ ~40.0∞|狗0，∞o

平20，000 ￥'40，∞。 ￥80，0001 半160，000

￥30.0001 ￥60.0001 ￥120.0001 ￥240.000 

入場料とは、協力金、書初料等由名称の如何を関わず、

入場者が支払う金銭が実質的に入場料とみなされる催しを

さします。

減免率 説明

全額
公共的な団体等とは、港湾緑地運営曹理

実施要に領定義八さ景れ島る緑団地体編等、m-2-(1)-7 
をいう

その他、横浜市と協議の上、特別な事由ありと認められたとき



平成24度管理業務計画表

施設名( 八景島
"~~、J 11!5 "'="""'17J 

実施月 実施業務 内容

4月-3月 日常作業 常駐・巡回業務、施設保守管理、設備の修繕及び交換、ポンプ場の

日常監視、桟橋の日常清掃、廃棄物の処理、自家用電気工作物月次点検

定期管理

通年(適宜)産業廃棄物処理 ポンプ場汚泥引き扱き

通年(適宜)池水質維持管理 次E塩素酸ナトリウムの賭入及び補充

通年(適宜)池清掃 噴水池全面清掃

通年(適宣)島内ネズミ駆除 殺鼠剤による島内ヰズ喜駆除作業

5月 害虫駆除 作業員詰め所及び客船';1ーミナルの害虫駆除作業

6月 自動扉点検 客船告ーミナル自動扉定期点検

7月 池温過装置点検 親水池、噴水池

J 
7月 池清掃 親水池ポンプ槽(消防水槽)清掃

7月 池清掃 親水池全面清掃

B月 水質管理 親水池、噴水池排水水質検査(レジオネラ系)

8月 水質管理 客船ヲーミナJレ上水水質検査(15項目)

8月 池清掃 親水池全面清掃

9月 消防設備点検 客船';1ーミナル、作業員詰め所、ポンプ場の消防設備点検

9月 自動扉点検 客船告ーミナル自動扉定期点検

11月 害虫駆除 作業員詰め所及び客船告ーミナルの害虫駆除作業

11月 ポンプ場施設空室点検 除塵機点検

12月 自動扉点検 客船告ーミナル自動扉定期点検

1月 '消防設備点検 客船聖ーミナル、作業員詰め所、ポンプ揮のi周防設備点検

1月 自家用電気工作物年次点検 ポンプ場及び公共施設受電所の受電設備の年次点検

1月 埋設汚水管点検清掃 埋設汚水管の点検清掃 (1，335m)

1月 ポンプ槽の清掃 ポンプ場肉ポンプ槽の残潰掻き取り清掃、脱水選結作業他

1月 マンホールポンプ施設清掃 マンホールポンプ施設の清掃作業

1月 西浜桟橋管理業務 ジョイント調整

2月 水質管理 客船型ーミナJレ上下水質検査 (10項目)

2月 屋外機オイル交換 客船事ーミナJレ屋外機のオイル交換

3月 活性炭取替作業 ポンプ場の活性炭取替作業

3月 ロスナイエレメント清掃 客船告ーミナJレ

3月 ポンプ場施設年次点検 制御系点検

3月 自動扉点検 客船告ーミナJレ自動扉定期点検



平成24年度管理業務計画表

施設名( 八景島 ) 
清掃業務

実施月 実施業務 内容

4月-3月 日常清掃 ①緑地清掃

園路、園地(芝生等)、丘の広場、イベント広場、西浜、親水池

噴水周辺、客船告ーミナル (1階のワックスがけは毎月)

②ゴミステーション等の巡回・回収作業

③トイレ清掃

来場者用トイレ、客船告ーミナルトイレ、従業員用トイレの清掃

定期清掃

5月 床清掃 客船ターミナル2階の床清掃(ワックスがけ)

5月 床清掃 作業員詰め所の床清掃(ワックスがけ)

5月 ガラス清掃 客船9ーミナル、作業員詰所、ポンプ場のガラス清掃

7月 床清掃 客船ターミナル2階の床清掃(ワックスがけ)

7月 床清掃 作業員詰め所の床清婦(ワックスがけ)

7月 ガラス清掃 客船ターミナル、作業員詰所、ポンプ場のガラス清掃

9月 床清掃 客船告ーミナル2階の床清掃(ワックスがけ)

9月 床j青婦 作業員詰め所の床清掃(ワックスがけ)

9月 ガラス清掃 客船ターミナル、作業員詰所、ポンプ場のガラス清掃

11月 床清掃 客船告ーミナル2階の床清掃(ワックスがけ)

11月 床清掃 作業員詰め所の床清掃(ワックスがけ)

11月 ガラス清掃 客船ターミナル、作業員詰所、ポンプ場のガラス清掃

1月 床清掃 客船ターミナル2階の床清掃(ワックスがけ)

1月 床j青婦 作業員詰め所の床清掃(ワックスがけ)

1月 ガラス清掃 客船ターミナル、作業員詰所、ポンプ場のガラス清掃

1月 側溝清掃 側溝の清掃

1月 担IJ溝清掃残土処分 側溝清掃によって生じた残土の処分

3月 床清掃 客船~ーミナル2階の床清掃(ワックスがけ)

3月 床清掃 作業員詰め所の床清掃(ワックスがけ)

3月 ガラス清掃 客船~ーミナル、作業員詰所、ポンプ場のガラス清掃



平成24年度管理業務計画表

施設名( 八景島
緑壇管理業務

実施月 実施業務 内容

4月-3月 日常管理 巡回メンT、除草作業

花壇・パラ園他管理 潅水・花柄莫定・植え付け・石灰疏黄合剤散布

樹木・樹林帯・芝地管理 刈込み・蕩定・草刈・芝刈り

薬剤散布・施肥 パラ&高木等害虫駆除・花壇&パラ&樹木施肥

定期管理

4-11月 薬剤散布 パラに対する薬剤散布 (10日間隔)

5月 契定・刈込み作業 低木(あじさい・ボ告ン・潅木類)に対する刈込

5月 薬剤散布(年2聞の1回目) 上中下木に対する薬剤散布

5月 手抜除草(丘の広場) 丘の広場における手抜による除草

6月 機械草刈(ロサリー式) 口-11リ一式草刈機による草刈

6月 機械草刈(肩掛け式) 肩掛け式草刈機による草刈

6月 手抜除草(樹林地帯) 樹林地帯における手抜による除草

6月 手抜除草(樹林遅滞通路姐IJ地) 樹林遅滞通路側地における手抜による除草

7月(2困) 機械草刈(日-~IJ-式) ロ-11リ一式草刈機による草刈

7月(2回) 機械草刈(肩掛け式) 肩掛け式草刈機による草刈

8月 機械草刈(日-~IJ-式) 口一書リ一式草刈機による草刈

8月 機械草刈(肩掛け式) 肩掛け式草刈機による草刈

8月 努定・刈り込み作業 低木(あじさい、ぼたん・潅木類)に対する刈込

9月 機械草刈(ロサIJ-式) ロ-11リ一式草刈機による草刈

9月 機械草刈(肩掛け式) 肩掛け式草刈機による草刈

9月 勢定作業 常緑樹・広葉樹・針葉樹に対する第定

9月 薬剤散布(年2回の2回目) 上中下木に対する薬剤散布

9月 倒木処理等 倒木復旧、支柱結束直しなど{状況処理)

10月 機械草刈 (p-~IJ-式) ロ-111)一式草刈機による草刈

10月 機械草刈(肩掛け式) 肩掛け式草刈機による草刈

1-2月 算定作業 高木事事定



平成24年度提案事業計画表

施設名(八景島)

実施日 事業名 対象者 人数 参加料
事前車L

肉容込み

毎週土・休日及び
体験教室in 300円~事前・1春休み・ゴールデン
八景島

一般来場者 10-20 
1.500円 当日

各種体験教室
ウィーク・お盆

毎週土・休日及び
体験教室in 横浜・八景
八景島年 島シー，{ラ 各種体験教室の100円|2春休み・ゴールデン
間パス会員 ダイス年間 割引

ウィーク・お盆
割引 パス会員

①5月19日-27日
パラフエス 50-

3②10月27日-11月4日
タ(案)

一般来場者
100 

無料 八景島パラ園の観賞
(案)

(案)
パラ手入れ 春・秋の開花に向け

4①6月6日
公開講座

一般来場者 20-30 無料 事前
た現定講座

②9月3日

518月1日-8月31日
ちゃぷちゃ

一般来場者
1.500 

無料 親水池営業
ぷ池 名

いきいき 無料
海の公園と連動した

6110月13日(仮) フェスタ共 一般来場者 (一部
秋のイベント

催事業 有料)

7111月のいずれか1日
スイセンの 県立金沢養

40 無料
緑地にスイセンの球

植樹 護学校生徒 根2.000球を植える

8 

9 

10 



平成24年度 防犯・防災対策

施 設 名 ( 八景島 ) 

1巡視

(1 )日常巡視

-施設とトイレ点検、利用状況の把握を中心に指定管理区域全域について実施する。

-不法行為(防犯的観点)の是正勧告、いたずら等による施設の破損・汚損の発見と対応、施設の

適切利用の是正指導、ごみや不法投棄の発生状況の調査と処理を行う。

その他、横浜・八景島シーパラダイス警備担当と調整し、巡視を行う。

(2)定期巡視

-すべての施設について点検作業を中心に点検シート及び点検用具を携帯し、毎月1回実施する。

(3)特別巡視

-台風や大雨、イベント開催の前後に行い、災害や事故、トラブルの発生を未然に防止する。

・市民の要望や苦情、事故防止の調査としても特別に行う。

(4)巡視についての共通留意点

〈方法・体制〉

.巡回方向や巡回時間に変化を付ける。

・巡視の目的により、適した服装や保安具を身に付けるとともに、デジ$1)(;カメラ、チェックリスト、

保安用品、測定機材等を携帯する。

・島内をもれなく巡視するだけでなく、島外周部・境界の巡視も行う。

〈不法占使用〉

・不法占使用については、排除措置を講じる事とする。直ちに講じる事が困難な場合には、

一定期間撤去要請の札他を設置した後、処理をする。

〈緊急措置〉

・施設の破損により、利用者に危険が想定される場合I立、直ちにバリケード等で利用停止措置

を行うとともに使用禁止札を設置する。

・巡視結果については管理報告日報に記録を残す。

2 避難誘導

一次災害による被害を最小限に抑えるとともに、二次災害を防止し、職員による迅速かっ適切な

避難誘導を行う。

また、具体的な災害や事故を想定した職員による実地訓練を実施する。

3地震・災害・風水害時に対応した常備品

土のう袋

ヘルメッ卜

安全靴

医薬品

懐中電灯

ラジオ

ブルーシート



要望対応方針・事務フロー平成24年度

要望対応方針

1 施設利用者の要望収集は受付手続きを行う際、受付カウンターに要望書を設け
要望がある場合はその旨を記入し、八景島指定管理者管理事務所から、
市担当者へ報告する。

島景J¥ 施設名(

八景島利用者の要望は、島内各セヲションが直接口頭で聞いた要望は随時、
八景島指定管理者管理事務所へ集約する。

2 

軽微な要望対応(契約内容で実施の可能な対応)は市担当者に報告し即時対応
し、完了後、報告する。

3 

軽微以外の要望については、市担当と協議調整する。

、利用者、近隣者等の要望・苦情の対応、措置は年度毎に整理し利用者要望書
として市担当に提出し管理、運営に活用する。

4 

5 

要望・苦情の改善が出来た案件は要望・苦情者に報告確認を行い市担当者に
報告する。

6 

事務フロー

軽
微
以
外
の
要
望 協議調整

報告



l 平成24年度 研修計画表

、施設名 ( J¥ 景 島

実施月 対象者 研修名 内 容

4月 全員 接遇・接客研修 島内での接遇・接客に関する研修

4月 全員 個人情報取扱研修 個人情報の取扱1:::関する研修

4月 施設担当者 実践教育 八景島ポンプ場点検保守実践教育

4月 施設担当者 実践教育 親水池及び噴水設備保守点検実践教育

4月 施設担当者 作業方法確認 外構照明設備・管球種別及び作業方法

4月 施設担当者 ホイスト操作 ポンプ場ホイストクレーンの操作

5月 緑地担当者 技術研修 努定方法・樹木生育技術の研修

随時 清掃担当者 新人研修 新人に対する業務研修

新人受入
都度 施設担当者 玉掛け講習 3日間公的機関にて講習



平成24度 収支計画書

(八景島)

税込一一
科目 平成24年度予算額 平成23年度予算額 対比 備考

横浜市指定管理費 平121，030，000 ￥121，030，000 0.0見第期指定管理料

イベント広場使用料 ￥1，470，000 ￥1，400，000 5.0覧

収 客船ターミナル使用料 ￥1，624，500 ￥1，547，000 5.0目
緑地使用料 平442，900 平557，000-20.5目花火回数減

緑地内撮影 平120，000 平120，000 0.0略
入

八景島さん橋使用料 平48，000 平48，000 0.0% 

西浜さん橋使用料 平48，000 平48，000 0.0覧

提案事業収入 平2，068，000 ￥2，120，000 -2.5目

小計 平126，851，400 ￥126，870，000 0.0目

科目 平成24度予算額 平成23年度予算額 備考

清掃業務 平30，324，000 ￥30，324，000 0.0目

緑地管理業務 ￥27，600，000 平27，600，000 0.0見

施設保守管理業務 平21，960，000 平21，970，000 0.0% 
客船告ーミナル自動扉定期点検保守 平84，000 平84，000 0.0% 
消防設備保守点検業務 平238，350 平238.350 0.0百

害虫駆除 平350，000 平350，000 0.0覧

自家用工作物保安管理 平404，000 平404，000 0.0% 

八景島さん橋管理運営 ￥1，128，000 平1，128，000 0.0% 
支 西浜さん橋管理運営 平468，000 平468，000 0.0% 

運営人件費等 平24，169，650 平23.407.000 3.3弘

事務所備品等 ￥2，150，000 平1，488，900 44.4見自動扉修繕費計上

出 租税公課 ノ ￥12，000 平12.000 0.0% 
光熱水費 平15，784，200 平16，811，250 -6. 1略

火災、現金盗難賠償責任保険 ￥366，450 平349，000 5.0% 

その他管理業務 平115，500 ￥115，500 0.0出

提案事業経費 ￥1，697，250 平2，120，000ー19.9幅

小計 ￥126，851，400 ￥126.870.000 0.0百

収支 ￥0 平0



平成24年度 自主事業計画表

施設名(八景島)

実施臼 事業名 対象者 人数 参加料
事前申し

内容込み

GW.夏期営業の土休 八景島×山
7.200 八景島と横浜を結ぶ1日・お盆・ 9月の土休 下公園ライ 一般来場者 有料

日 J ‘ 
名 連絡船の運航

216月9日-7月1日 あじさい祭 一般来場者
30.000 

無料
あじさい園路スタン

名 プラリー

4月28日-4月30日・ 5
月3日-5日・ 7月14
日・ 15日・ 21B .28 無料
日.8月4日・ 11日 ~ 花火シン

一般来場者
計数不 (一部

花火打ち上げ3116日・ 9月15日・ 16 フォニア 可 有料席
日.10月6日・ 7日・ あり)
12月22日-24日・ 1月
1日

• 8月金沢花火実施日 金沢花火大会及び、
4・12月31日(カウント 軽飲食庖鋪 一般来場者 150名 有料

カウントダウンイペ
ダウン) ントに伴う、軽飲食

唐舗。

5 

6 

7 

8 

9 

10 


