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平成26年3月31日

横浜市長殿

横浜市海づり施設等 指定管浬者

名称イオンディライト株式会社

代表者 支后長

平成26年度事業計画書について

横浜市海づり施設等管理運営に関する基本協定書

第33条に基づき別紙のとおり提出いたします。

担当イオンディライト株式会社'

TEL 
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事業計画書に掲載する内容

(1 )指定期間の目標に向けての当該年度目標

(2)管理執行体制
ア職員毘置体制表
イ責任体制
ウ事故発生時対応
ヱ災害発生時対応
オ緊急対応業務ヲ口ー
カ緊急連絡体制表

(3)指定管理業務計画書I

ア年開業務計画表
(ア)運営業務!こ関する計画表(休業民、供用時間、年間勤務体制など)
(イ)管理業務に関する計画表{年間保守点検予定表J清掃計画予定表了ー

修繕計画を含む)
(ウ)提案事業に関する計画表
{ヱ)外部委託予定表
{オ)防犯・防災対策
(カ)要望対応方針・事務フロー
(キ)研修計画表

(4)指定管理業務に係わる該当年度の収支計商表

(5)年間自主事業計画表及び収支計画表

(6)その他甲が必要と認める事項

/ 
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(1 )指定期間の目標に向けての当該年度目標

1指定期聞の目標

横浜フィツシングピアーズの目的である「市民に安全で快適な海づりの場を提供する

ことにより、市民の余暇の活用及び健康の増進に寄与するため」という趣旨に則り、

お客様が喜んで過ごせるような環境(魅力的で嬉しい場所、快適な空間、安全な環境

等)の創造を目標といたします。

(1) ;本牧海づり施設で培ったつり教室大会やイベント等による施設利用者の増加について

i立、 2009年度実績比129.5%の18万人を目指します。

この本牧海づり施設利用者数増加の成功事例l立、大黒海づり施設9万人(同2009年

度比155.8%)、磯子iiづり施設6万人(同2009年度比270.7%)を目指します。

(2)全体

2009年度実績218.844人 → 33万人 150.7%

2 2014年度の取組について

(1 )広報について

横浜フィッシングピアーズ(海づり施設及び大黒緑地公園)の認知度を高めるために、

近隣釣具底引イベント告知及び市営パスの広告等を行います。

(2)イベントについて

つり教室・つり大会・無料つりデー(小中学生、女性、横浜市民対象)などは、

3施設共通で実施することで地域格差を解消してまいります。

イベント開催(;1:，上期72以上・下期72以上を計蘭しリピーター獲得に努めます。

特に磯子海づり施設については、イベント数を増やし更なる集客!ご努めます。

(3)営業時照について

各施設の特性を生かした、営業時間の延長を展開していきます。

(4)安全・安心について

緊急時の対応訓練を毎月実施し、施設利用者の安全・安心を図ります。

(5)大黒先端緑地内の池活用について

ウォ-，ースホ.ーツ体験等イベントを誘致し、本格的な活用に向けて試行してまいります。
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(ア)職員毘置体制表

横浜支庖

統括責佳者

支底長

セン合一長

綾浜市大黒海づり施設 横浜市本牧海づり自主設 横浜市磯子海づり施設

責任者 - 責任者 責{王者

副責任者 司闘闘厩 副責任者 副責任者

設備・清掃

E・・・E
設備・清掃 設備・清掃

巡桟 - 設備E清掃 受付

巡視 - 巡視 巡視

巡視 巡視 φ 巡視

受f寸 巡視 巡視

受付 受付 巡視

受付
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横浜市港湾局賑わい振興課

横浜市大黒海づり施設

嚢任者 -
部責任者 聞圃圃圃

設備・清掃 -
巡視 -・圃闇

巡視 -
巡視 悶悶悶闇

受付 -
受付

「可

(2) 管理執行体制 (イ)責任体制

機浜市本牧海づり施設

責任者 司・・・
IU責任者 -
設備・清掃

設備・清掃

巡視

巡視 -
巡視

受付

受付

関東支社
支社長
業務部長

横浜市磯子海づり施設

費任者 -
副責任者

設備・清掃

受付

巡視 -
巡視 -
巡視

巡視 -
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(2)管理執行体制

内

( ウ ) 事 故 発 生 時 対応

業分務類
実施緊急 作業名 事故発生時の対応 瀕度
時期 即時 実継者

実施場所:横浜市本牧海づり施設

使用する器具;

肉容定義・目的: -担架、救命浮き輪、ゴムボート、ロープ

1 落水事故発生時の落水者の救助活動と二次災害防止の観点から、施設担当者が取るべき -毛布、薬箱

役割分握、具体的行動基準を示す -緊急連絡先:消防:119 海上:118

2.傷害事故発生時の救急車要請と応急処理のために、施設担当者が取るべき -水上警察 045-212-0110 

役割分担、具体約行動基準示す -山手警察 045-623-0110 

-港湾局賑わい振興課 045-671 -7188 

-横浜支底 045-640-1810 
， 

チェック; 作業肉容 ポインド;

1) 情報収集 :早急!こ発生現場、人数を確認、傷害具合確認 救助活動に必要な道具の一括定位置管理

2) 遜報 :落水の場合水上警察署、海上保安部へ通報 定期的な救助訓練の実施

消防署に救急車の要請 緊急通報の手順書の作成、掲示

.落水者ありの放送、救助協方の放送、ならびに二次災害 自衛救助隊組織、役割分担、救助作業手順書、作成掲示

防止の為の注意放送

4) 救助・工作 :状況判断に基づいた救命浮き輪、ゴムボート、救命胴衣、 道報を受けた際、場所・人数・状況の確認

ロープ、の使用 救命浮き輪、ゴムボート、担架、毛布等現場へ急送

状況判断に基づいた救命活動、応急手当

5) 救助活動支援 :落水者体温保護のための毛布、着替え、薬籍等用意 他のお客様にパニックを発生させないよう落ち着いて対応

他お客様への注意の呼びかけ、事故原因となったものの排除 することが大切

救急隊通行通路の確保

6) 事故再発の防止 :事故原因の調査‘再発防止の対策実施
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(2)管理執行体制

内

(ウ)事故発生時対応

分業務類 緊急 作業名 事故発生時の対応 頻度
実施 即時 実施者
時期

実施場所:横浜市大黒海づり施設

使用する器具:

内容定義・目的: -担架、救命浮き輪、ゴムボート、ロープ

1.落水事故発生時の落水者の救助活動と二次災害妨止の観点から、施設担当者が取るべき -毛布、薬箱

役割分担、具体的行動基準を示す -緊急連絡先:消防:119 海上:118

z目傷害事故発生時の救急車要請と応急処理のために、施設担当者が取るべき -水上警察 045-212-0110 

役割分担、具体的行動基準示す 宅鶴見警察 045-504-0110 

-港湾局賑わい振興課 0.45-671-7188 

-横浜支底 045-640-1810 

チェック; 作業内容 ポイント:

1) 情報収集 t早急に発生現場、人数を確認、傷害具合確認 救助活動に必要な道具の一括定位置管理

2) 通報 :落水の場合氷上警察署、海上保安部へ通報 定期的な救助訓練の実施

消防署に救急車の要請 緊急通報の手順書の作成、掲示

3) 館内非常通報 :落水者ありの放送、救劫協力の放送対ならびにこ次災害 自衛救助隊組織、役割分担、救助作業手煩書、作成掲示|

防止の為の注意放送

4) 救助・工作 :状況判断に基づいた救命浮き輪、ゴムボート、救命胴衣、 通報を受けた際、損所ー人数・状況の確認

ロープ、の使用 救命浮き輪、ゴムボート、担架、毛布等現場へ急送

状況判断!こ基づいた救命活動、応急手当

:落水者体温保護のための毛布、着替え、薬箱等用意 他のお客様にパニックを発生させないよう落ち着いて対応

他お客様への注意の呼びかけ‘事故原因となったものの排除 することが大切

救急隊通行通路の確保

6) 事故再発の紡止 :事故原因の調査、再発紡止の対策実施
L 
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(ウ)事故発生時対応

業務
緊急 作業名 事故発生時の対応 頻度

実施 即時 実施者 聞・・・分類 時期

実施場所:縫浜市磯子海づり施設

使用する器具:

内容定義・目的: -担架、救命浮き輪、ゴムボート、ロープ

1.落水事故発生時の落水者の救助活動と二次災害防止の観点から、施設担当者が取るべき -毛布、薬箱

役割分担、具体的行動基準を示す -緊急連絡先:消防:119 海上:118 

2.傷害事故発生詩の救急車要請と応急処理のために、施設担当者が取るべき -水上警察 045.-212-0110 

役割分担、具体的行動基準示す -磯子警察 045ー761-0110

-港湾局賑わい振興課 045-671-7188 

-横浜支宿 045-640--，1810 

チェック; 作業肉容 ポイント:

1 )情報収集 :早急に発生現場、人数安確認、傷害具合確認 救助活動に必要な道具の一括定位置管理

2) 遜華麗 :落水の場合氷上警察署、海上保安部へ通報 定期的な救助訓練の実施

消防署に救急車の要請 緊急通報の手順書の作成、掲示

自衛救助隊組織、役割分拐、救助作業手順書、作成掲示

防止の為の注意放送

4) 救助・工作 :状況判断に基づいた救命浮き輪、ゴムボート、救命胴衣、 通報を受けた際、場所・人数・状況の確認

ロープ、の使用 救命浮き輪、ゴムボート、担架、毛布等現場へ急送

状況判断(::基づいた救命活動、応急手当

!5)救助活動支援 :落水者体温保護のための毛布‘着替え、薬箱等用意 他のお客様(::'/，<ニックを発生させないよう落ち着いて対応

f也お客様への注意の呼びかけ、事故原因となったものの排除 することが大切

救急隊通行通路の確保

6) 事故再発の防止 :事故原因の調査、再発防止の対策実施
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(2)管理執行体制 (エ)災害発生時対応 く暴風圃雷>

暴風岡雷対策フローチャート 「本牧j・『大黒J.r磯子J海づり施設共通

|附ト|事務所仲間|

[ 

[』
風速10m以上を継続10分以上観測

注意放送

工 せ亘日

「風が強くなってきてます。つりには充分
注意し、いつでも非難できるように道具を

片付けてください。」

女断続して注意放送を続ける。

風速15m以よを継続10分以上観測

避難放送

「非常に危険な状況です。つり道具を片付けて至
急避難して下さい。

'総員避難完了まで放送を継続及び釣り場での待a

雷警報器:注意警報数値はアンテナの設置状況・
地形等を考慮し、雪までの距離で数値決定。

①発雷信号:50km以内に雷発生
レベル1表示

注意放送

「雷が発生しました。道具を片づけいつ
でも

避難できる体勢を整えてください。 j

②襲雷注意報:20km付近に雷接近
断続警報音。赤色ランプ点滅。

避難放送

「雷が接近してます。道具を片付け避難
して

下さい。繰り返します避難して下さい。J

③襲雷警報:10km付近に雷接近
連続警報音。赤色ランプ激しく点滅。

避難放送.

「全員歪急避難して下さい。雷が付近に
あります。至急会員避難して下さい。」
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(ヱ)災害発生時対応 く地震>(2)管理執行体制

地震対応アローチヤード 本牧・大黒・磯子海づり施設共通

11地震発生

|安全確保

| 地 震規模の推測|

唱~ :rrl1司 ~'''"V〆可胃~，

微震、軽震 |強震、激震|

Lイ施設内外の情報収集l || 港湾局 | 
中 央 監 視 盤 表 示 確 認 、 本質佳者、剤費佳者の所在確認、全員の所在、

自衛消防隊との相互連絡 *情報交換、避難誘導チーム、救助チーム、情

現 在の被害状況把握、報告 *ラジオ、インタ』ネッF等から情報収集

総合 火災の発生、建物の崩壊‘人的被 害 等

電気 全 停電 、部 分停 電の 有無 及び受 電設備の 被害

ガス ガ ス 漏 れ の 有 無

水道 后内外漏水の有無

通信電話、非常放送設備の被害

|※被害小| |唐1 内放送(状況報告 )I i※被 害 大|

0第1段階

桟橋、接岸にいるお客様の総員選緩誘導 非常放送 ※火災発生時には火災時マニュアルに準ずる.

お客様及び従業員の安否磁隠
避難勧告 津波情報に員関管わ理ら棟ずへ護避岸難ぜ桟橋より絵、お客様及び従業員の傷害の有無の確偲

棒波書報等、情報の収集
お客様四安全、避難場所の安全確保 避難誘導

O第2段階
人命救助 二次災害のの供防給御遮断

緊急連絡先等情報迷絡元の確保 電気、ガス
近隣施設、地域の被害状況の把握 ※非常放送不通の場合は口頭伝連， ， 

必以要下あ、れ火ば災発よ赦生急侍車マ、ニ病ュ院ア等ノレ連に絡植ずる. 送電停止司VCB開放・ガス停止司元栓閉鎖

施設内設備、護岸、桟橋、航路標識等被害状況の把握

地震発生直後の当施設の遊離場所は、 火 災 発 生 時 に は 消火設 備 、避難 設 備の
管理棟とする. 可 能 な 限 りの 機能保持 r::努める。

*地震規模により、地域住民との述焼、相互 型基魚茸絡号悟

応援、救助活動を積極的に行うことa

消防署 1 119 
*安全確偲後、ライ7ラインの確保に努める

鵠島議議ヂ
10 

0455-62 71ー7188
04-11-077。8 
045-640-181 
045-461-7676 

横横東横京浜浜浜ガ市市市ス水水水道道道繍局局局浜支鶴磯中社営見子業営営所業業所所(木((磯牧大)阜弓

045-948-1100 
045-651-2281 
045-521-3421 

《 注 意 事 項 》 045ー753-1241

①地震発生の場合は、迅速に護岸、桟橋にいるお客様を避難させることを第一どオる。
@地震発生の場合は、余震が続くことが予祖されるので、お客様の安全の確保に万全を期す。
②たとえ被害報告がなくても、三次災害を誘発する不具合、危険箇所がないか総合的に点検、判断する事。
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(2)管理執行体制

火災対応フローチャート

(ヱ)災害発生時対応 く火災>

自火報警報

二二工二二
事務所(緊色時防災司令室)

表示内容により、警報発信場所、及び作動機器
確認.その場で待機、責任者指示に従弘

施設内放送(中間報告〉

E亙亘ヨ
本牧・大黒・磯子海づり施設共通

E軍最低10-1&(秒)I立鳴動させ館内全員に

呉常の発生を知らせる.

※主ベル、及び地区ベレスイッチをOFFIこし、
鳴動を一旦停止する.

(注}この際、復旧見イッチは絶対操作Lない事ー

(何人たりとも禁止!1) 

援JkJ.ll.発生の有無.場所、亙並立温盟主告伺

事務所

※(只今、鯛査中です.しばらくお待ちください..)

火災確認

三三E三
これより自衛消防隊と称する

※火災発生場所の告知

※自衛消防隊活動の指示{初期消火~お客様の非難、鰐理事、他)

※(先穫のベノレは誤報です.安IL.'して・・・)

原因解明報告

(消防箸、警備会社)
非常用設備の稼働確認

※自火報盤、監視盤表示ラ~プ点灯確認 y

仁 ※火災現場lこで作動確認(被災に也管)

~ 
復!日確φ 認

復旧メイ房子ON

内確認のこと

8出火場所、周囲状況により臨機応変に行動すること。
自衛消防隊の一員であることを自覚し、経織の規律に従うこと。

③「人名第一Jrお客様優先」を心得、全員の「連携j及び「迅速Jr冷静、沈着」な行動をする事。
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(2)管理執行体制 {エ)災害発生時対応 く安全対策及び救助〉
安全対婿及び救助マニュアル 『本牧」・『大黒J，r様子』海フり施設共温

己の安全管理マ二7)レl立「本牧」圃『大(黒J，r磯子』海づり施設の利用者の
安全と快適な利用を図ることを目的として定めるものである.

I安全対策について
1、海づり施鼠職員は‘施設利用者'の安全・安心に留意し、施設を快適に利用できる
よう常1::十分な注意をはらう己と.

2、海づり施設職員1;1;、利用者の危挨な行為を発見した場合I立直ちに必要な措置を講じ、
対応報告を関係各機関へ連絡すること.

※危険な行為とは

;時引にU…=辻上…
桟橋肉を走り回ること.
言槽下ヘ降りて釣りを行なうこと・
11釣りをする場合に、周囲に注意を払わずに竿を振り投げること.

⑤酪町して釣りを行なうこと.
;鍔施蹴設納…内附Mで叫吋火畑気榊叩…等日使醐用肘す

大声等他の利用暗へ迷惑を及ぽすこと
その他、職員が危険であると判断した行為.
駐車場において駐車以外の目的で駐車場を使用すること8駐車場以外の場所へ車を侵入させること
その他、職員が危険であると判断した行翁

※安全を確保するための必要な措置8危険な行為を行なっτいる者へ口頭による注意
酪町者べは、状現により管理棟へ醗導して休職をとってもらう.2施設全体へは、慨による注意の喚起.
来場者同士のトラブル等で他の施設利用者へ危害が及ぶおそれの
量る場合につ川孟
の施股申刺l用者がトラブJルレにまき込E京長れることのないようにし、警察べの

出動宴摘を行なう.

業救助対応について
事故や怪我等にたいしては、迅速に行動できるよう必要資材を
確保するとともに設備の整櫛に万全lの怠意いその取扱い1::習熟しておくこと.
E 救命浮輪、ゴムボート、非常梯子、救命胴衣
トランシーバー

.消毒液、包帯等その他救急セット

地震や強風、雷等の気象には常に注意し、これらに関する情報を
的確かつ阜期に把握L、危険と判断した場合i立、直ちに必要な措置を講ずること. 

• 
②施設を開場する場合には、来場者1::対して、施設入場の隊に風、波等が普段よりも強いことを告If、注意を促すこと.
③今常時放送により、注意をよびかけ、状況の変化によっては、開場の可能性もあることを放送で告げること.
③駐車場においては入庫前1::施設の状現を伝え、

入場を希望する方については、了承を得てから、駐車場へ入庫じてもらうこと.
⑤台風の接近が確実で日港湾局との協議により、施設を閉場することが決定した場合には

読に入場されている方h 危 回避のため施設を開場することを放送する.
職員1;1;施設の備品、構築物等が被害を受けることのないよう必要な措置をする=~"

⑥，事前の開場が決まり次第、施殺入口に開場のお知らせを掲げるとともに、3附通内蜘悶逮鵬絡を柿行…
駐車場についでも向様のお知らせの掲示を行なう.
閉場が決定したのちについても、緊急速絡のため職員1名は施設内へ待機。
その他、台風以外の強風時についても安全を第ーとし、同様の対応在行う。
風速計により
風速10mを超えた時点で、来場者へ注意の喚起放送を行なうこと.

15mを超え、危険と思われる場合には管理槙への退避を放送により呼びかける.
20mを超えた時点では放送だけでなく、職員により管理棟への避難窓導の実施苦行ない、
利用者に対して早期の帰宅を促す.
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.大雨について
①気象庁の気象情報に義づき‘港湾局との協議により錨設での対応を実施する.

大雨警報が発令されている場合については事前に施設を開場する.
②大雨!こより道路の冠水等で突通機関の運行が中止された己とが

分かった場合には施践を閉場し、すでに入場されている方へは天候状況を
放送で告If:、帰宅を急いでいただ〈と同時に、施殴及び駐車場の
入ロヘ休場の掲示を行なう.

③職員による施段内の点検を行なったの右、異常が短められなければ、
緊古車連絡要員をI名残し、他の職員については帰宅する.

-雷について
①施段に段置された雷雲警報に基づき、第一段階については、

来場者に対し、雷雲の接近があり‘今後状況により釣りを中止し、
管理棟への一時的な避難もあることを放送により事前1::知らせる.

②雷.警報の第二段階の警報が発報した場合は、来場者に対して管理棟への
避難勧告を放送し、職員により速やかl二管理棟への誘導を行なう.

③新たな来場者に対しては、駐車場・施践とも入口において
一時閉鎖の掲示を行なうとともに、職員による現状説明を来場者へ行ない、
安全対応のための開場への理解を求める.

-地震、津波についてg地震を感知したら刷による来場者の安全確腕符なぞともに、施設の被害状況の確認を行なう.
E確な地震情報収集Iこ努め、来場者へいち早〈地震情報放送により伝えること.
特に津波についての:iEliit.ょ情報創施設利用者へ伝えるとともに必要な対応をとること.

③地震が震度5以上であれば、来場者へ放送により避縫を呼びかけるとともに、
負傷者の有無を確認するとともに.職員による管理棟あるいは緑地への
避難窃導を実施する.また、港湾局lまか関係各機関への連絡を行なう.

@負傷者が確認された場合1;1:、負傷者の避難を行なうとともに、救急要請を消1
行なう.また、軽傷であれば、線且の手により応急手当を行い、安全の確保T

⑤施段に被害が認められ、営業をすることが危険と判断される場合にl立、施聾3
関係各機関へ現状報告を行い、 HPへも開場のお知らせを液す，
すでに入場されている方へは、放送により現状脱明を行い、開場のお知らせ

@格設へ被害もなく‘余震の心配もな《なり、営業を再開できると判断した時に紅一
港湾局と協織を行L'.他の市民利用施設の状況等も勘案して、営業の再開を行なう.

-雪について
①施股への積雪が予想され、足元が清りやす〈、来場者にとって危険な

状態になる恐れがある場合、港罰事局と協議のうえ、施設を開場する，
開場のお知らせを施設入口、及び駐車場へ掲示するとともに、
横浜市交通用へ開場の連絡を行なう.HPへも開場のお知らせを流す.

②降雪が経〈、職員の手による除雪で、施設を開場しても
安全で渇ると判断される場合l主、営業を行なう.

-火災について
①施設肉において火災告発見し、発見者が職員であれば、

もっとも近くにある消火器による消火を行なうとともに、
周辺の利用者へ避難を呼びかけ、利用者の安全を優先する.

②甲l用者からの通報により、火災発生を知らされた場合には、
消火器を持ち、現場1::急行し、消火に努める.

③火災の勢いが強〈、i商火器等での消火が無理と判断された時には、
消防署刑の通報を行い、火勢が広がらないように努める.

@火災による被害者の有無を確認するとともに、
入場者を施設外h 越線臨導し、利用者の安全確保に努める.

⑤けが人等が確留された場合には、けが人の安全と怪裁の手当を第ーとし、
救急車の出動を要錆する.

⑥鎮火が確認され、消防及び警察の飼ベが済み、安全が確認されるまでは何人も
施設内へ入れないような措置をすること.

E 事故対応について
1桟橋からの転落事故

策現場対応について
①事故発見者が職員の場合I主、直ちに救助活動に入るとともに、

近くの入場者へたいし、救助活動の協力、及び、管理機への通報連絡を依頼する.
②事故発見者が入場者の場合で、通報により事故発生を

知らされた場合は、直ちに事故現場に向かい、救助活動にはいる.
③管理棟〈事務所)にあっては連絡要員とLて、1名は事務所内に待機し、

救急車の要指及び、関係各機関への連絡等にあたる.
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※関係機関への逮絡
①消防署(119番)

救急車を必要と判断した場合にl立、直ちに出動薬務する.
②海上保安庁(118番)

レスキューが必要と判断した場合|ま、直ちに出動を要摘する。
③警察署(110番)

事故として連絡が必要と判断した場合には、直ちに出動を宴E置する。
④港湾局

機浜市港湾局短わい振興課 Ta.671-7188 
事故が発生した時点で所管局へ直ちに連絡をする.
勤務時間外であれば別紙緊急速絡網に従い順次連絡をする.

⑤事故当事者の家族への逮絡
救助活動を終了した後に、本人又は、同伴者から遼絡先を君事ね、家族への連絡をとり、
状況により家族の方に纏設へ来場をお願いする.
また、連絡先等が不明な場合については所持品等から鶴ベる.

※海への転落者の救助方法について
①事故現場付近に隊員がいた場合には、浮絡を投げて伝落者を浮輸につかまらせ、

転落者の安全を確保した後、近くの入場者へ恵務所への救助要締を依頼する.
②転落者に体力的余裕がなく、浮鎗へつかまることもできないような

緊急の渇合にl忠近くの入場者へ浮き絡の紐を待ってもらい、
職員が浮輸を待って海に入札転落者を確保し、救急隊が来るのを待つ。

③転落者に意織がなく、心肺停止状態にある時は、心臓マッチージ及び
人工呼吸を行なう。(職員については年1回の救命方法についての研修を受講)

@転落者については、救助後、体温を保つように毛布等で保温し、救急車による病院への搬送をできるだけ早〈行なう.
(本人に窓織があり、病院への搬送を断っても、救急隊員が到着するまでは施設内へ留めて、
救急隊員による転落者の安全が1it1!されるまでは本人を帰すことlましない

⑤穆故発生とともに施設は臨時間場をし、~厳入口及び駐車湯入口において、
職員による状況説明を行い、新たな来場者については入織をお断りする.
すでに絶設肉にいる方については放送で臨時間渇をお知らせし、出口にて状況説明を一人々に行い、理解いただく.
関係各機関の事故処理が終わるまでは、営業を行なわない.

2その他の事故
※転倒l等による負傷及び急病等の場合

①職員が事故発見者の場合、近くの来得者へ管理機車務所への
通報を依頼すると共に、直ちに救助活動に入る.怪我及び病気の状態が
軽度と判断される場合は、管理機での簡単な措置を行なう。
怪事量及び病状が深刻な状態と判断された場合には、救急車の要簡を行い、
傷病者の性見IJ・年齢・けが及び病気の症状等をできるだけ詳しく、救急隊へ伝える。

@入場者からの遜報により、事故の発生を知らされた場合には、
通常業務に必要最低人員を事務所へ残し、事故現場へ急行する。
必要に応じ車緒子、タンカを持参。g傷病者の症状により管理棟へ移送するか、救急隊の到着を現場で待つかの判断を行なう・
自ら病院へ行かれる場合については施段周辺の病院を紹介する.

⑤救急車を要織する場合には救急隊へ怪主主等の症状を詳しく伝えるとともに性別・年齢も伝える.



轟Il~麗麗接軍要単

負傷事故発生

横浜市港湾局

賑わい振興課

落水事故発生 1. .r官軍Ol

9ント告知及び市営パ』一 L.l!邑」

地震発生

津波注意報・警報発令

台風接近

暴風・雷警報発令

(i (i 

(2)管理執行体制 (オ)緊急業務フロー

イオンディライト株式会社

横浜支活

045-640-1810 

横嘉言古本教蚕うり施量買

統括責任者 045-623-6030

検浜市本牧海づり施設管理機事務所

045-623-6030 

施設名(横浜市本牧海づり施設)

調副蟻緊急遜報先議穂署量
山手警察署

045-623ー0110

水上警察署

045-212ー0110

横浜海上保安部

045-201-1673 

横浜中消防署

045-251-0119 

横浜市水道局中営業所

045-651-2281 

東京ガス横浜支社

045-948-1100 
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一
負

擁一

落水事故発生

火災発生

地震発生

津波注意報a警報発令:

台風綾近

暴風・雷警報発令

(i () 

(2)管理執行体制 (オ〕緊急業務フロー

横浜市港湾局

賑わい振興課

~司

施設名(横浜市大黒海づり施設)

イオンディライト株式会社

横浜支庖

045-64.0-1810 

議葉市本牧海ヲ可扇夜

統括責任者 045-623.-6030

横浜市大黒海づり施設管理棟事務所

045 -506 -3539 

お客様への情報の伝達ι

護議選手緊急;)1報先場:ミ辛料

鶴見警察署

045-.504ー 0110

水上警察署

045-212-0110 

横浜海上保安部

045-201-1673 

噌横浜鶴見消防署

045-503-0119 

横浜市水道局鶴見営業所

045-521-3421 

東京ガス横浜支社

045-948-1100 



議議駒事態発生織

負傷事故発生

落水事故発生

火災発生

地震発生

.津波注意報・警報発令

台風接近

暴風圃雷警報発令

横浜市港湾局

賑わい振興課

(i n 

(2)管理執行体制 (オ)緊急業務フ口一

イオンディライト株式会社

横浜支底

045-640-1810 

横浜市本夜蚕ヲ写雇哀

統括責任者 045-623-6030

横浜市磯子海づり施設管理棟事務所

045-761-1931 

施設名(横浜市磯子海づり施設)

議科緊急通報先持

磯子警察署

045-761"':'0110 

水上警察署

045-212ー 0110

横浜海上保安部

045-201ー1673

横浜磯子消防署

045-753-0119 

横浜市水道局磯子営業所

045-753-1241 

東京ガス横浜支社

045.-948-1100 



横浜航路標職事務所

平日昼間 045-211-0788

休日夜間 045-211ー0778

株式会社イオンディライト

横浜支庖

TEL 045-640-1810 I 
FAX 045-662-4350 ! 

関東支社

TEL 03-3524-8749 I 
FAX 03-3524-8720 

( 

(2) 管理執行体制

「ち

(カ)緊急連絡体制表
施設名(横浜市本牧海づり施設)

横浜水上警察署

TEL045-212-0110 

海難
横浜海上保安部

TEL 045-201-1673 

横浜中消防署

TEL045-251ー 0119

電気
東京電力中営業センター

TEL045-661ー7431

ガス
東京ガス横浜支社

TEL 045-948-1100 

水道
横浜水道局中営業所

TEL 045-651-2281 

本牧病院

緊急病院
TEL 045-621-2445 

横浜市みなと赤十字病院

TEL 045-628-61 00 



株式会社イオンディライト

横浜支底

TEL 045-640-1810 

FAX 045-662-4350 

関東支社

TEL 03-3524-8749， 

FAX 03'-3524'-8720 

(! (! 

(2)管理執行体制 (カ)緊急連絡体制表
施設名(横浜市大黒海づり施設)

|1.圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・ 11

+ 

海難

電気

ガス

水道

緊急病院

横浜水上警察署

TEL 045'-212-011 0 

横浜海上保安部

TEL 045-201-1673 

横浜鶴見消防署

TEL 045-503-0119 

東京電力中営業セン空

TEL 045-661-7431 

東京ガス横浜支社

TEL 045--'-94.8-1100 

横浜水道局中営業所

TEL 045-651-2281、

横浜市みなと赤十字痛院

TEL 045-628~6100 



株式会社イオンディライト | 

横浜支腐

τEL 045-640-1810 

FAX 045-662-4350 

関東支社

TEL 03-3524-8749 

FAX 03-3524-8720 

(I () 

(2) 管理執行体制 (カ)緊急連絡体制表
施設名{横浜市磯子海づり施設)

||園圃圃圃圃圃圃圃圃圃・ 11

't 

海難

電気

ガス

水道

伝言l

横浜水上警察署

TEl 045-212~01 10 

横浜海上保安部

TEl 045-201-1673 

横浜中消防署

TEl045-251-0119 

東京電力中営業セン聖一

TEL 045-661-7431 

東京ガス横浜支社

TEL 045-948-1100 

横浜水道局中営業所

TEL 045-651 -2281 

磯子中央病院

TEL045ー 752-1212



(3)指定管理業務計画書 ア年開業務計冨表(ア)運営業務に関する計面表

対象抱設

対象期間

横浜市本牧港づり施設・大黒海づり施銭・磯子海づり施設

平成26年4月1日 ~ 平成27年3月31日

側
一
叩
一
間

畑
一
畑
一
捌

施設の休場臼

本牧海づり施設 12月31日、 1月1日、奇数月の第Z火曜日(施設点検日}

(平成26年5月13日、7月昌目、9月9日ぜ 11月11目、平成27年1月1呂田、S月10日)

12月31日、奇数月の第3火嘱日(施設点検日)

(平成26年5月20日、?月15白、9月16目、 11月18園、平成27年1月20目、 3J'j17日)

12.FJ31目、 1月1閏

大黒海づり施設

磯子海づり施!lt

C 
本牧・大黒海づり施設の利用料金

入場料金 ん総コ，j.)，鉱漁機献1刈主権 .~帆噌主起場動 t 

一人
900円 450円 300円

1囲券

団体人
450同 220円 150円

1回券

仁



本牧・大黒・磯子海づり施設の駐車場料金
川区分戸; ('， .":"i単位.. ，/~::..:々に;';;';;/::. :，~t\. 剥用料金 ， I 
乗合自動車 1台1日1聞につき 500阿

3持閉まで 250円

乗合自動車以外の 1台1日 3時聞を超え
350円

四輪自動車 1固につき 5持閉まで

5時間を超えるとき 500Pi 
自動二輪車 1台11"11固につき 70円

業として広告写真の撮影又は映画の撮影その他これらに類する行為をする場合

区分 単位 料金

業として広告写真の撮影その他
1日につき 30，000円

これに類する行為をする場合

業として映罰の撮影その他これに
1自につき 60，000円

類する行為をする場合

C つり施設事'IJ用料金減免基準

減免適応対象 濡免対象者 減免率 説明

学校教育法に規定ずる

概時畑lる，'!.一a期を略含む向3一@金島払語I=;J. -学校長が申請すること.

学校の長が、教育上の -正規の教科以外の?ラブ活1

目的で使用するとき 全額又Iま 部活動、生徒会活動の場合

1/2 1/2減免とする.

-前述の場合、愛好会、同好百

には適用しない。

撮影料金誠免基準

横浜市海づり施観条例施行規則第10条第 1~買第1号の定めによる.
|地方公共団体が主催し、又は共催する行事又は事業のために利用する場合 | 

仁



(i n 
(3)指定管理業務計図書 {イ)管理業務に関する計画表

r 

3月 =り施進設主3= 項巨 4月 5月 6月 7且 B月 9月 OJl 2 1月 2月

聞広間沢 u 

l月 6同/年 ι 。 コ 仁 。 。
!削包槽 、属国明、， l回/年 。
|浄化槽怯篇 1各持寄 l回/年 。
、 、 ." 

。。。。。。。。。。。。
計画110 。。。。J L 。。。。。

、T lり 随時 J コ コ J 

1・回 lり 随時 。 。 。 。
u 流望書品質棋主主 U区担岬J 4回/年 。 。 。 。

‘a闘岡I;;l¥I<山1貝肌 槽器貞雄:9Jtl
Z但11"1三 。 。

， 

f年f邑6666回回回恒//1以F年i I上ト?1 

。 。 。 。 。 。
同 fラス拭き 。 。 。 。 。 。

|席岨箇

長器謡禁FHb叩月 ト ll}lJ

M山，~ 王」

2回/年 。 。
F績11

1聞/年 陽画 。
5-7月) "実，..-績-

撞



II o 
(3)指定管理業務計画書 {イ)管理業務に関する計画表

施設名 f F「り一施帯設考)
項同 芸璽霊 亙l!!l LJI 4sJ 15月日月 7月 8-sJ1 9sJ 11 0月111月112 J'JI 1 sJ 1 2月 311

τ面7苓 |附画11 仁

月 u山， 12UIUιo1 0 I_O 10 L 0 U10  

ZA惜 VJ市叩 l聞/年 O 

浄化槽法第 m l函/年 O 

押'1~惜訟第llq;，:I1Æ'I!t ($'i;Woilikll!l) I 1回/年

、t_"Z師、， 言明， E コ コ ζ Q 10  U3 0101010  

lTIL..l図柄肌 ι o コ L) 1 0 1 0 コ コ Q 1 0 Uコ o 

浄化槽汚 f年 4随間時以ト1 01 1 101 1 101 1 10  

山闘 y (年4随回時以 01 1 101 1 101 1 10 

、同恒岬d υ ι 5J 
目I

W1t:1ïï7Jç'jl[~'I!t ($'i;Wo*'ldl!!) I 4回/年 EI_L_Q_I__j_U:: コ .1 10  

川v 言~晶rm'.明g 描叫 3月) 11 2回/年 o 1 1 1 1 L 10 

c ~ f年E日固聞/は年日 I~申E描盟 ι Q_L_ 1 0'1 LJ)_I_ 1 0 υ 

目 ラス拭吉 f年咽白岡/山年ト1官1実量績 01 101 101 101 101 10 

|計由

l
I草({実実地定施施作管期期理業l 間 5-6月・ 10~II月) 11 2闘司/T年 副l ι。:.Jコ

4~10月 )割 |

j撞



"0 事区案分 事..6 AZ 

1 控案 初心者綾子つり教室 40:'0'lZ月

2 提袋 初心舎つり役室 毎眉

a 提案 初心者ルアー教室 毎月

4 銀理E骨b者ヘテ剖もJ教室 5-10}5 

5瞳来 中・よ縁者つり教室 1M 

6 提案 続浜市民鍍斜つりデー 容a図

7 健:I!小中学生無料つりデー 毎男

8 煙家 レディース然科つヲチー 毎月

8 彊3区母の日自隆起つりデー 5s 

10鑓案 敬宅の回無線つ')デー ')1 

lt従業 Uい'"揚の日無得つりデー '''' 

IZ哩寒 街成人無科つりデー III 

(i (勺

(3)指定管理業務計画 (ウ)提案事業に関する計画表
(5)年間提案事業計画及び収支計蘭表(年間自主事業計画)

臨催肉審 ターゲクト コン包プト

初心者を対象としな釣り縁童m闇値 現，予 土絡ら間Uに持日.開お1=子釣催さり時まをは通客つをじりて取初のり心込環者みl.lのた問方u題;1:・考自擦えてのい大ま切すさ.をお学予rJ.さ考まえ容てにい本たSだKでものつりの奪しさやつり方をlEえても

初心奮を針象在した釣り教室の開催 会事!用者 相心者を針象としたつり綾lI!.;I;を現山釣れるようになり、再来場班〈事を目標としています.

初ルア心ー者釣自り中の縁敏者童までを対象とした 金~I問看 ζ安の全教で室正fしまいルJアbアーー釣釣りをりはを賓じぬ揮てしみてUたたいだ方〈のたためめにの.シ敏ー室パですス専.門，，<1=よ'i;甥護実民指導を行ないます.

ヘ予約りの名手によるヘテ釣りの披隻 会潤居者 初心者を対象としたヘテ釣りの敏11<.魚を双山釣れるよラに怒り、再来嶋頂<*を目担としています.

中上縁者音対象とした釣り象室の聞儀 会制用者 初心者'"車後.経草案を剖まれた方を対象に再来織頂〈療を目舗としてUます.

イベント対象者のλ湯割が鍍舗になる を賃渓布民 日明御利用Uただいて旧るお客僚へのサービス及び箭銀顧客の獲得

イパント対象者の入得利が無帽になる 小中学生 結イベ果ン的トに対お象客者機の繍入E場a科7部"J録プ制.来I=-場なる者事敏での‘治そ加れをに回伴るU.フ7ミリー置の利用者放の地加、

イベント対総省の入場稗が穣斜になる 女性 イ楽ベ唱ン者ト数対の象槍者却oを入図場る斜.が無制民紘る官僚で.相周者数の増加.結果的にお客様車町足度アップ、

イベント対象者の入織科が策純1::1.1:.る 女性 日明御利用Uただ"司Cいるお客得，、のサービス~ぴ新鋭頼容の瞳II

制緩以」ヒの:1.11ま入婿科が祭科になる シニア 彊敬語毘旨のサー日ビにス聞の11軍L曜.高会齢い者での行方いにまもす優.しいサ-(iスの毘自民・雄元地縁の:1.1.への

ご夫婦で入場して11いた方 夫婦 ごイベ袋ン鋤トで聞お催こにしよいるたお古客け織れへばの、2還名元織とを本然伎科でに季す節るイイペベシンEトを.開催してUる事を周知する事が大きな自縛.

イベント対象者の入境科が無利になる 新成人 日明陣争IJm!.\t=f=.t、ているお客僚へのす}ピス~ぴ新緑顧客の彊4・

113ペー苧

益111名【検'"市本銀・大黒様子.. づり

‘・晶 ジャンル tλ有績.1科臨} t参有加・餓'E3 

3.設 事寄，~
'長 有

3施設 啓発! 11 有

，.世 啓発

'‘ 
有

3盤段 書発 集 有

，j値世 司盤lt '昆 有

3絶縁 環5舌

'‘ 
無

ト一一

3施設 環元 11 量

3施設 l'IIl元 111 '匙

，.~ 濁晶 集

3緒註 l'II元 '匙 '畢

a施誼 環元 111 量

3施設 環完 ，轟 量



(ヘ 「ト)

.0 草区分案 司~.名 予開定催凋 調.庄内容 タ'~<;Iト コンセプト 継設省 ジ"シル 暗λ編・艶棒 《ー有砂加.1費院議

13握案 バレンタインデー祭料つりデー '11 カップルで入場して頂いた方 カップル 日頃御利用Uただいているお客様へのサービス及び新規廟客の夜得 3施設 ま罵完 '昆 無

14理案 ホワイトデ 無精つりデー '11 カップルで入慢し切Eいた古 カップル 日頃御利用Uただいているお客嫌《のサービスEぴ籍組願書の量得 3籍睦 環元

'‘ '忌

15護家 お軍事さま感謝ディー 毎月 毎月四目、.0日をポイントZ僚とする おイわ持かちのドを方 イオンのお客さま感謝ディーにあわせたイパント .1事註 妻家元 有 寝匙

問題案 見聞大物同信 毎月 現定サイズ以ょの魚を釣ったお客さま 全割用者 自分の釣りスタイルをお持ちの中上級事にも楽しんでいただける同容に仕上げてい〈予定です. 3結盟 環元 有 性

17提案 大物ダービー 年e回 期間中に釣っt魚の大きさまたは披 全車l用者 自分の釣りスタイルをお待ちの中上級置にも!IlLゐでいただける向寄1二仕上げてい〈予定です. 3施設 理元 有 I! 

18 担当俣 魚種による泊り大会 年18国 隼節ごとに釣れる魚によるつり大会 全刷用者 初る.心者さんからベテランさん掌でわきあいあいと、季節<:kに釣れる魚による大会を聞催し綾纏を罪め 3範設 司巨忌 有 事写

19揖来 様子ミニヰ，7-1-1ヲシン~. 10月 シ~ll'，λを対象魚としたJ.~γ'-l'Jりの大会 金利用者 『大大ル会きーな.ル鯵目や月線マ行.ナなーわをれ守るりルなアがーら坦安定全会にの"甚{長ア土ーフt二ィあッるシ大ン会グ.を釣楽りしにむ対Eす品る、ラマ理ナ念ーのや下安に全実の縄綱さ初れするるルこアと一が 様子 瞥1I 智昆 有

「ーーーー

'"提案 磁子宮内~JJ，'大会 12月 メバル奮対象魚とした夜釣りの大会 会剥用者 おが客目様標よ.りご要望の多い夜勤')Ct宣の涯長上にある大会.1友釣りの楽Lさと施置の毘知度を上げるとk 調良子 型民昆 '匙 有

21 提案 本牧師-1ィゆンゲフ品予イハ... 1月 ト'Jl
O

;λを対象魚とした滞，]-釣りの大会 金利用者 大き『ルな会ー目.ル祭標や月.マ行ナな」わをれ守るりルなアが-らa安宜全のにEルEーょアにーコあィるツ大シ会シ.グaを自り議にじ対むす』品るマ、ラナ理ー念やの安下全iのこ実沼施知さすれるる己ルとアがー大
2が紋 書1I 集 有

22 提案 大愚3ミヱ晶，7-i.f?祝庁 211 トd臼を対象魚とした.7・釣りの大会 金利用者 『大きJなL会戸目.J毎線bや月.マ行ナなーわをれ守るりJな"7'が-ら報安室全の1::)雇l戸畏ょアにーヲあイるワ夫シ会シ.グ釣をり楽にし対むす!とるUマラナ理ー念やの安下全tの~!周健纏知さすれるるこルとアが一3た
大蔵 啓発 有 有

2.自主 父の日栄:4"'IJ!，I円、セラト 611 お父さん限定の蝶養ド'Jシタの，.セ.シト 金利用者
父話を周器の養知ドす日リるI~ン事.ク仕がの事大プI音=レ遊なゼび日ンに銀トをい.. つイもベ靖ン張ト聞って錐〈に札よてるいおる客お様父，さ、ωん置に疲売れと本を鉄とうでて季い節たイだベこンうトとを、開催している事

3~睦 環元 有 '昆

一
"自主 星I~鳳いを・・七夕まつり 711 館内に置を睦置し短舗を付けてもらラ 金割問者 7絡Rに1お日子N さ711ま7を自錆の象七と夕しま、施で量の向1週入間り口程に度Eの置聞す櫨る予事定1E.零節イベントの摘出効果も湖待できる. 3箱量 現元 有 聾

25 自主 イワシの日 10月 キ先着のプ10レ0名ゼ繍ンヘトイワシのよ〈つれるサピ 生利用者 本吉、放日で明よか〈釣ら御れ利るシ周コI頁イ〈ワおシ客が織たへ〈のさん還釣元れのる量サ味ぜ合キいをもプあレるぜ.ントする本tファミリー圃へ講Eしていた世 3鑑註 理元 省 集

集まって頂いたお子暢たちと争、ムをし
持土リピ!日二ー家にタごSー民来連と場れしてBのE再〈13フ来客ァ場織ミリ頂へ一〈楽周事しをのん良おで線客置と様〈し事，て、を来U目しま標んすとで.しuたt=イfベ"'"ン艇トで.、漬JlJj案アヲブ、季節イベントの周知、2' 自主 ハロウィンゲーム 10月

て当たると指家子のヲレセ?升
お予さま 31匝訟 環元 事 舞

2/3ページ



(i 

.0 事EEZ分R 司巨象4白 予聞定催R 凶鑑肉署警

27 自主 タリスマλブレ-，;ント 日月 ゲおー菓ム子をのしプてー?跨を者，，，にぜlま持

28 自主 餅っき式会 .2月 餅っき及び111縫い餅&Ii守ガー日ス

自主 電子マネー対応自販慢の銭置 毎月 WAON他電子マネー対応型"'1正織を設
置

31 自主 釣具フリーマーケット 7・3!l 釣具直定のコリマーケットの開催

四提案 ディキヤシプ'B8Q ......:1111 デ<キヤシプ&BBQサーピスの~供

面撤のl!!1眠時聞を.'"周または2賭間
30提案 宮業時間のE長 毎月

の延長

担提案 平成27年1Jll日の営来 .Jl'日 初日の出世采

調提案 平成27年3月の置業時聞のlI!l!! 3Jl 7，曲目日，0聞BまにでまのE営業時聞を
6，冊目18:

叫提案 平更成四年度年末年績の富来日夜 日"!l 海蛍隼づ象怯りをt剖諸S事飼縁案含象lま自倒2J2Kに毘"定93管0め掌固いるま年がで末1と室」年す総の

ヨ§ 謹潤陀

1聞鑑月位予定です.やむを得ず変更する場合.iJf;ござUます.
2 事業名は麦l!!.修正する場舎がございます.
3.詳績な実隼予定日につきまして1..釣3ヶ月前に決定予定で宇.
..開催予i 貌ば穿定となりま社が‘実能を予定しております.
5.詳細な逗用方法など肱.畿固また定予定です.

(勺

ター拘ト ヨシセプト 結10，名 ヨ9管"ル 《λ有場・'事R事3 《，有加・'，RE} 

お子さま フ零絡ァ節にミイおリ守ベーンさI!Iトま圭を客担多【い之敏喜、開土ん催で町し彊三て開〈い奉催る安すが目る.標事そとでのし釣中.釣りでをもりさを主れし力なな企くいなておるも客イ裂ベ俗しン、めトる.提案. 3経世 環元 有 '長

ト一一一

金利局者 季日節頃側イベ~Jン周トいをた闇だ鑑いしてていいるるお事客を織周へ知のするサ事ーがビス大のきな意味目s合1.い待つが. 大暴 環元 有 '昆

竃何事ー柵省 お害録よりの要望もあり、事l直径の向上を困る周曲で霞置放します. 本大綾鳳 環元 無 '昆

全剥m者 緑地公園ー"を有効活用し、施量の盟匁監を上げるとkが回線 本求欲.. 啓!!! '隆 .. 
会剥IO宥 緑地公園一却を有効活閉し~illilのm知度をよげることが昌標・ 求思 羽田 畢 有

一
金利繍省 翻iI':ま曾ず時め聞・をタ変ま更ずしめてに盆合集わいせたたし営ま業す時.間への棄車してほしいとのお客健からの要望が多数あった2島、 本夫敏.. 環元 有 量

金制用者 旬日の幽を大.. 先場緑勉可巴‘またつもJ場も短縮曾.で対応することで箱書を目約とする 大破黒子 環完 有 無

金制周者 軍靭ま営ず時め間・をタままEずしめてに官官合.わいせた允し嘗まSすE.時間への変更してほしいとの信審織からの要望lfl(多数あった省、 本大tnka 環元 有 I!! 

I~一一ー

金利用者 「そおの仰麓釣台宗り《おと珂さのめ咽の‘完初『制句動』切おぜに掛スぜ事ひ1責・当Jr与施抽し眠でをお出相'J帥書周官しtてぞいれたのたお〈た聞めに営に業とっ国ての畑変更帥をしのて机営集します. 31‘設 ま根元 有 '‘ 

3/3ペ，..._，.，;
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(3)指定管理業務計図書 (エ)外部委託予定表

施設名(横浜市本牧海づり施設)

E-持金二二コl
月次点検

1日まで

浄化槽保守点検業務

消防設備点検業務

、管理棟窓ガラス拭昔

1日より

緑地管理業務

自土かlす 1日まで

一般廃棄物処理業務

1日まで

1日より

、開場時の機械警備
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(3)指定管理業務計画書 (ヱ)外部委託予定表

施設名(横浜市大黒海づり施設)

[二骨瓦て]

月次点検

巡回点検、水質調査 1日より

汚泥引き抜き

管理様窓ガラス拭吉

主主定作業、薬剤散布

1日より
リサイウル品の処理

開場時の監視カメラ警備、閉場時の機械警備

1日まで



(I () 

(3)指定管理業務計画書 (ヱ1外部委託予定義

施I'i:名{横浜市大黒ふ蹟先端緑地:

i.識耕三j

一般廃棄物処理業務 リサイヴル品の処理

警備業務

(3)指定管理業務計酒書 {エ)外部委託予定表

施設名 f横浜市磯子海づり施設)

リサイウル品の処理
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(3)指定管理業務計画書 (オ) 防犯・防災対策

施設名( 横浜市本牧港づり施設 ) 
施設名( 横浜市大黒海づり施設 〉
施設名( 横浜市磯子海づり施設 ) 

防犯対策

セコム機械響備
(1)無人時の侵入異常、警察、警備、施設従業員現場着
(2)金庫カメラ監視

2 山手警察署(本牧海づり施設)
鶴見警察署(大黒海づり施設)
磯子警察署(磯子海づり施設)
夜間警遜協力

3 施設侵入者、被害届提出

4 繁忙時の警備員記置(警備会社業務委託)

防災対策

1 大人用及び子供用救命胴衣の無料貸し出し

2 8月、落水者救助訓練。海上保安庁、水上警察署、消防署との共同訓練

3 毎月の救命浮給投げ訓練(お客様ご参加)
年2回の救護人搬送訓練
年2固普通救急救命技能をいかしたAED使用訓練

4 お客様へのお声かけ及び救助道具の点検
( 1 )救命胴衣務用の呼び掛け
(2)天候、天気、地震、津波、濃霧など異常時のご案内
(3)場内巡回時に危険防止の呼び掛け
(4)施設常設の救命胴衣の点検、護岸、桟橋設置の救命浮輸の点検

5 防火対策
( 1 )年2固の消防設備点検
(2)年2固の消防訓練の実施
(3 )避難経路、消火器設置場所の明示
(4)消防、救急、海上保安庁への通報手順の明示

以上
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(3)指定管理業務計聞書 (カ)要望対応方針・事務フロー

施設名(横浜市本牧海づり施設 J
施設名(横浜市大黒海づり施設)

施設名 L横浜市磯子海づり施設 I

要望対応方針

。お客様のご意見、ご要望の窓口I立 1)イン脅ーネットのホームページ

2)施設肉に設置のアンケートボックス 3)電話 4)従業員会員とする。

。お客様のご意見、ご要望への対応は、各海づり施設の資信者及びilJ責任者

で構成する事務局といその統制は統括責任者が行う。

。お客様のご意見、ご要望への回答はできるだけ速やかに、迅速に行う。

@お客様のご意見、ご要望は、その窓口で回答できるものは回答し、時間のかかるもの

についてはインターネットホームページまたは施設内掲示板に公開する。

。事務局にて判断、決定できない問題については、統括責任、港湾局の判断を仰ぐ。

事務フロー

お客様のご意見、
ご要望をお聞きする窓口

イン告ーネットの
ホームページ

本牧海づり施設内設置
アシケートボックス

11 電話 l 
本牧海づり施設

全従業員

統括責任者

: 
お客様のご意見、ご要望
に対応、回答する窓口

各海づり施設
お客様の対応事務局

施設責任者
副責任者

できるだけ具抹的な
回答を掲示する。

本牧海づり施設
お客様ご意見、ご要望に
対する回答公開掲示板

トfオンディライト株式会

機浜支腐

横浜市港湾局

賑わい振興課



(3)指定管理業務計画書 tキ)研修計画表

J 
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結綾従事者 救命具の使用方法確認 救命胴衣、マリンポーチ、ゴムボートの点検及び使用方法の確認

4月 施t51:'従事者 個人情報保護 個人情報保怪法、横浜市個人情報の保援に関する条例の把握.

個人情報保護の運用、個人情報源洩防止の施策.

5月 施設従事者 イオン行動規範・子.ィライトウヱイ教育 企業倫理、コンブライアンス

自月 施政従事者 担架搬送訓練 担架使用方法の確認と織送訓練

施l5t従事者 接客・マナー研修 挨拶の仕方、官業の使い方、お客様の要望、苦言への対処の仕方等.

7月

施程従事者 救命具の使用方法確認 救命胴衣、マIJンポ一子、ゴムボートの点検及び使用方法の確認

C 
施設従事者 電気践備1 電気霞備の緊急対応訓練

8月 権限従事者 落水事故救助訓練 落水事故を再現し、通報・教助訓練並びに利用者への

救命具の必要性などを啓集

施設従事者 消防訓練 火災発生時の緊急対応確認

9月

施設従事者 普通救命講習 自主講習受講により、救命技能告ブラッシAアップ

10月 施段従事者 救命具の使用方法確認 救命胴衣、マリンポーチ、ゴムボートの点検及び使用方法

11 Jl 施設従事者 給排水盤備 給排水設備の緊急対応訓練

12月 施設従事者 担架搬送訓練 担架使用方法の確躍と搬送訓練

C 施設従事者 イオ可行動規範・ディライトウ:r:1教育 企業倫理、コンブライアンス

1月

錨設従事者 救命具の使用方法確認 救命胴衣、マリンポーチ‘ゴムボートの点検及び使用方法

2月 施段従事者 後客・マナー研修 挨拶の仕方、言葉の使い方、お客様の要望、普雷への対処の仕方等

施設従事者 消防訓練 火災発生時の緊車対応確認

3月

施設従事者 普通救命講習 自主総習畏携によ仏教命技能をブラッシユアップ

米各研修、教育I主権数回実施し全従業員が受講いたします


