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(様式2)

事業計画書表紙

ほどがや地区センター 指定管理者事業計画書

申込年月日 平成 24年 2月24日

一般社団法人 保土ケ谷区区民利用施設協会

橋本淳 |設立年月日| 平成 23年 6月 15日

干240-0052 横浜市保土ケ谷区西谷町747-8-102

045-370-5231 I FAX番号 I 045-370-5230 

平成 23年 6月 15日 一般社社団法人保土ケ谷区区民利用施設協会設立

平成7年4月1日 保土ケ谷区区民利用施設協会設立(任意団体〉

ほどがや・西谷・初音がE地区センター、川島町公園こどもログハウス、

瀬戸ケ谷スポーツ会館、峯小学校・笹山小学校コミュニティハウス

以上、 7施設の管理運営を開始

平成什年5月 15日 桜ケEコミュニティハウスの管理運曽開始

沿 革|平成 11年5月30日今井地区センターの管理運営開始

平成 17年 5月 15日 くぬぎ台小学校コミュ二ティハウスの管理運営開始

平成 18年 4月 1日 今井地区センターの管理運営は民間企業ヘ移行

平成 22年 6月25日 理事会において法人格取得案が可決

平成 23年4月 1日 西谷地区センターの管理運営が終了レ、その代替施設とレての

「西谷会館」の管理運営が開始

平成 24年4月 1日 保土ケ谷公会堂の管理運営開始

一般社団法人保土ケ谷区区民利用施設協会は、平成 23年 6月 15日、それまでの

任意団体から法人揺を持つ団体とレて新レく設立され、その目的は従前と同様「区民

利用施設の管理運営及び地域住民の自主的な活動の支援を通じて、活力とふれあいの

ある快適な地域社会の実現に寄与する」ことを目的とレています(定款第3条〉。

この目的を達成するためにつぎの事業を行います。

1 区民利用施設の管理運営

12 文化・芸術・スポーツ等の講座やイベントなど自主事業の企画及び実施
業務内容|

3 まちづくりの推進やこどもの健全育成の推進

4 区民の自主的な活動の支援〈悶言、情報提供、、調整など〉

5 区民主体のクラブ型組織やサークル化に白けての支援

6 地域コミュニティの醸成に関する事業

7 前各号に掲げる事業に借帯又は関連する事業



(様式2)

事業計画書(1) 

(1 ) 応募団体に関すること

ア 応募団体の経嘗方針、業務概要、主要業務、特色等について

イ 応募団体の業務におけるほどがや地区センタ一指定管理業務の位置づけ

ウ 応募団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

ア応馨団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について

当法人は、平成7年に任意団体としてスタートしましたが、平成23年6月i5日一般社団法人

保土ケ谷区区民利用施設協会とレて法人揺を取得レまし疋。団体の目的は「区民利用施設の管理運

営事業並びに地域住民の自主的な活動の支援を通じて、活力とふれあいのある快適な地域社会の実

現に寄与することJ(定款第3条〉であり、地域に密着しだ施設運醤を行うだめに、「地域の特J陸を

活かレ疋館創り」を掲げ、次の経営方針で運営しています。

(ア〉区民の自主的活動の支援を通じて活力とふれあいのある地域コミュニティの醸成に寄与します

(イ〉ニーズに応え、利用者満足度の向上に努めます

〈ウ〉公正・公平、刻率的かつ刻果的な区民利用施設の管理運営を行います

(工〉永続的に使命を果疋すために、刻率的で安定レ疋経曽を行います

当法人が区内全域の地区センターやコミュ二ティハウスなどの指定管理者であることのメリット

は、保土ケ谷区の全域の二一ズを常に把握でき、地域的に欠かさざるをえないようなサービスを、

他の地域の施設が補完することにより、保土ケ谷区でのニーズを満たすことが可能になることであ

ると考えます。

イ応募団体の業務における横浜市ほどがや地区センタ一指定管理業務の位置づけ

上記理怠の実現を目指す当施設の管理運営は、協会の惇立目的そのものであり、これにより地域

住民の交流を深め、地域社会の発展に貢献することは当法人に与えられ疋使命であると考えます。

当施設の運富においてもこの経曽方針を前面に打ち出レ、地域の皆様のご期待にお応えレ疋いと考

えております。

ウ 茄募団体が行つだ公の施設その他類似施設の管理運堂に関する主な実績

当法人は、これまで任意団体の時代を通じて、特に地域に密着レた運営に努め、地域コミュ二7

ィの醸成や住民の連帯意識の形成に貢献レてきまレた。その結果、数多くの区民の皆様のご支持を

得ることができ、 22年度末までに累計で725万人の皆様にご利用して頂いています。現在9つ

の公の施設を保土ケ谷区にて管理運営レている実績から、ほ!ま区全域に亘って、区民のニーズを常

に把握できていると自負しており、この利点は、今後の指定管理者施設の運営にも大いに発揮でき

ると考えています。

また、 22年度の489回の自主事業から、地域を拠点とし疋多くのサークルが生まれました。

平成24年度の管理運営施設は次のとおりです。

現在管理運営レている主な施設名 所在都道府県市区名 業務開始年月 業務区分

横浜市ほどがや地区センター 神奈川県横浜市保土ケ谷区 H 7. 4. 1 指定管理

横浜市初音がE地区センター 同 H 7. 4. 1 同上

横浜市桜ケEコミユ二ァィハウス 間上 H11.5.15 同上

横浜市峯小学校コミユーアイハウス 同上 H 7. 4. 1 蛍託管理

横浜市笹山小学校コミュニティハウス 同上 H 7. 4. 1 同上

横浜市くぬぎ台小学校コミュ二ァィハウス 同上 H17.5.15 岡上

横浜市瀬戸ワ谷スポーツ会館 同上 H 7. 4. 1 指定管理

横浜市川畠町公園こどもログハウス 司上 H 7. 4. 1 同上

横浜市西谷会館 同上 H23. 4. 1 受託管理

横浜市保土ケ谷公会堂 同上 H24. 4. 1 指定管理



( 2 )横浜市ほどがや地区センターの管理運営業務の基本方針について

ア 設置目的、区政運営上の位置づけ

イ 地域の特性、地域のニーズ

ウ 公の施設としての管理

ア 設置目的、区政運営上の位置づけ

(様式 2)事業計画書 (2)

地区センターは 「地域住民が・・・自主的に活動し、・・・相互の交流を深めることのていきる揚Jr地鼠

住民の福祉向上を図るために自ら事業を行い住民の自主的な活動を援期すること」ととちに、平成 23年

度保土ケ谷区「個性ある区づくり」においては、大きな役割を担うことを賜得されています。

私たちはこの 5年間をかけまレて「個性ある区づくり」と同様の 15つの重点項目」のほか「子ども

を守ろうJ1歩行者空間パリアフリーJ1輝け!地域力事業J1ほっとなまちづくり~第2次地域福祉保健

計画」をこの地区センターを地域の拠点として実践してきました。 そレて、その願いは、このような活

動により地域住民の自主的な活動を吏援し、区民の相互交流を深めることで、「し1つまでも住み続けたい

まち保土ケ谷」の地域拠点、とレてこれからも尽力してゆきたいと願いからに他なりません。

私たちはこのように保土ケ谷で喜す皆慢と一緒に活劃する地区センターとして、保工ケ谷が一層住みよ

い簡になるよう、「人と人とのふれあいJi山の豊かさを育むまち」という街づくりの良きサボーターとし

て思力してゆきたいと菩えています。

イ 地織の特性、地域のニーズ

保土ケ谷区の行政中枢部であり、商業地、大型の団地やマンション・古い住宅街等が混在する複雑な地

域です。人口形態をみますと、この地域は典型的な高齢社会の人口ピラミッドで、既に高い人口密度であ

ることと併せて、回現の世代が高齢期を迎えるために、今後、 65歳以上の人口が大きく増えることが予

測されます。また、 三金盤崩ζ亙益雄三戸J~ι墾!J ~誓校の.~区に安全な遊び場が少なく、 この地区セン
笠-1韮:f，(J)役割ーを̂ さ.s:_坦U歪豆L さらに、この地区センターは交通の利便性が良いために、地i或ばか

りではなく保工ケ谷区全I或のニーズを考えることも不可欠で、さらに西区に隣接していることから西区の

スポーツセンターの機能ち考慮した地域運営プランが必要となります。

ウ 公の施設としての管理

a 1サークル活動革びに個人で利用を希望する全ての市民の皆犠が公平・公益的に利用できる施設運

営」に努めます。これを実現するために、行政が定める条例・規程以外の規則は、利用者アンケート・

利用者会議、地域代表者による委員会を開催して決議し、地域・利用者の皆様の意見やこ要望を遍く

取り入れ疋施設の運営をレます。

b 1地域に貢献する施設づくり」に努めます。 i也戚の声を広く伺い反映レ、地域の皆僚とi也i衰の課題

に取り組み、住民の皆様の福祉の増進を函る公共施設として積極的に地域活動に協力します。

c 1利用者二一ズ・地域二一ズに即応すること」に努めます。利用者様や地域のニーズを正確かつ綿

密に把握し、適正かつ苅果的・効率的に即応をI~\がけ、常に「良質なサービス」を区民の皆援に提供

できますよう努めます。

d 1利用者様の安全確保」のために常に配慮を怠らす、利用者様が安J~\ して利用できますよう、万全

の体制を整えます。

e 1生涯学醤等を通じた啓発活動」をいたします。受講者の個人趣昧に留まらす、「次世代へつなげる

l[j¥の豊かさJ1次巴代につなげる豊かな地域社会づくり」をテーマに、 「地域へ・次世代へ還元する生

涯学習」へ発展させてゆきます。

f 1地域の皆様への情報提供の揚として」官公庁のパンフレット等の広報誌の管理に留まらず、地域

の皆様に市政・区政などの情報を正確に伝えられますよう努力いたレます。また、地域活動などの豊

富な情報を地域の皆様に伝えられますよう努めます。

g 所管課や公共施設との綿密な達絡をとり、「区政への協力」に努めます。特に、このセンターは交通

の慢が良いために、区役所などの大きなイベントが開催されることち多く、 円滑な実胞ができますよう

専門的な知識を持って協力ができるよう配躍することが不可欠です。 また、水害などの発生時は、避難

場所として区の要請に迅速に応じられる体制を整えています。

h 運営評価については、 第三者評価機関を積極的に導入し、より適正な施設の運富に努めます。

(ど /12) ※/¥ <1 (存 lページ以内でおまとめくださ い。



(様式2)事業計画書 (3lーア

3) 組織体制

ア 管理運営に必要な組織、人員体制

ア 管理運営に必要な組織、人員体制

職員の配置は、利用者の利便性、安全性の確保と館内の運営維持のために、 管理責任者の館長1名、

管理及び企画を行う副館長2名と運富にあたるスタッフ i8名(運営スタッフ i6名、美化スタッフ 2

名〉を配置します。

人員は多い利用者と広い敷地を考慮して、時間帯により劉務者人叡を蛮えることで、利用者へのサー

ビスと安全・安I~\の確保に刻率・苅果的な{不制を得られます. さらにイベントやスタッフの急な不在に

備えて「応援スタッフ」制度を利用し、人員増加の抑制と知率的な人員配置を行います。

〈ア〉ほどがや地区センターの職員配置

ほどがや地区センターは、横浜市内で最も広太な敵地を持ち、さらに体育館8室と本館 14室が分離

している特殊な構造です。また、敷地内は放課後兜童の遊ひ揚になることや近隣の障害者施設や休日政

急医療センターへの通路であること、 拙原高居留への通行Eきであることなど、来箆章旗とほぼ国型のi也

国立さ皆盟空白阜♀O)~よ皇室通匂主主豆足並区、館山Q)J!i室主主運営とともに、-型j車虫皇室主主芸也を珪佳
3"る人員節制を刻率的に取ります。

(イ〕ほどがや地区センターの人員体制

効率性と確実な施設運営を考慮レ、開館時間内は常時4人以上、最ち繁忙な時間帯 (128奇と 158寺前
後〉は5人以上が到務している体制を確保します。

-運営管理の総括 ・利用者二一ズの調査 ・分析 ・事業計画案

館 長 常勤 1名 の作成 ・苦情苅応 ・地域福世の増進に係わる調査 ・分柄・企

画 ・職員研修の企画 ・地域 ・他機関との連絡 ・調整ほか
』ーー

-館長の補佐 ・設備 ・1結晶の保守宮i里・スタッフのJ邑導 ・自 |
副館長 P市~、 2名

主事業の運嘗 ・お客様情報の官i里 ・経理 ・庶務 ・統計ほか |

スタッフ(運富担当) 日奇給 1 6名
-利用申込の受付 ・案内 ・応苅 ・窓口サービス ・会場・器

臭 ・備品の管理 ・館内外の整理 ・図書の管理ほか

スタッフ(美化担当) 時給 2名 -館内外の清掃・修繕・植栽管理・地域や近隣への美化協力

常勤職員'館長 1 人、 ~U館長2人計3人(週5日劉務β 時 45 分~16 時 45 分、 î 38苦"-'2 1 時)

シフト制により開館時間内は常到描員i"-'3人が!白す在到し、苦情や緊急時等の苅応責任者が

常時居る体制を確保レます。

時給スタッフ :各2班が隔週で劉務し、開館時間内は常時3人が劉務している体制を確保します。また、

2lVlが毎週交代劉務することで、スタッフの体暇でも人員を常に確保し、イベントや緊急時の

際にも円滑に1首員できる態勢をとります。なお、このような採用方j去をとることでより多くの

地i或情報を収集するスタッフを確保し、さらに地区センターでの就労を通じて地域活動につな

がる人材を育成してゆきます。時給スタッフの動務時聞は次のとおりです.

07時 15分"-'1 0 時 30分 1人(作業専任〉

08時 45分"-'1 3時00分 2人

Oi 1時 i5分"-'1 5時 30分 1人

0128奇45分"-'1 7日00分 2人

016時 45分"-'21時00分 3人

(ウ)常勤職員および時給スタッフ採用条件

(計9人X2班、途中 15分体憩〉

入信に優れ、公共施設の管理運宮に必要な知識を持つ者、または、地域福祉、 主涯学習、そのほか地域

社会に貢献する知誠 ー技術を持つ者を公害または運営委員会 〈地域代表者)の擢薦により採用します。

(:-l/ 1 2) ※/¥4吊 lページ以内でおまとめください。



(様式2)事業計画書 (3)ーイ

f3)組織体制

イ 個人情報保護等の体制と研修計画

(]ヲ}個人情報保護等の体制

当協会では、個人情報の収集を必要最小限に留め、内閣j日の通達及ひ横浜市条例に忠実に菅理を行い、

当協会狙自に「個人情報保護方針」とマニュアル「旭区センターにおける個人情報深護の留意点(具体例・

事例集)Jを作成し、毎年の研修を通じて全職員へ周知徹底することで個人情報保護に努めています，な

お、具体的な個人情報保護体制の概要は次のとおりです。

a 利用者様の個人情報の収集は必要最小限にとどめ、情報を収集するi君合は~\す事前に利用目的と利

用範囲を明示し、それ以外の使用は決レてレません。

b入館者記入表での個人名記入を無くし、登録団体名簿でも代表者様の連絡先以外の情報は収集しま

せん。さらに二次利用は、公共機聞からの依頼であっても、 在j同様の手111真のうえご本人様の了解印を

得た揚合以外は一切行いまぜん. また、個人情報を収集が必要とする業務や開示を求められたi易手当

などについては、職員の一容でこれらを行うことを禁止し、 lι』ι必Z当hす
ていますo

c 取得レた個人情報は正確かつ安全に管理措置を講じます。個人データの漏洩や滅失を防ぐために、

個人情報が含まれるフ7コイル・書類は10す施錠できる棚に保管し、ハソコンはハスワード設定と盗難

予防の施錠をしています。また、個人情報の館外への持出しは禁止レています。個人情報の保管と廃

棄はマニュアルで定め、明示した目的が終了レましだ際は速やかに事務所内でシコレッダー処理しま

す。

d 苦情の申し出があった揚合は適正かつ迅速に処理するために、苦情受付の窓口と担当者、苦情処理

手111買の策定等の必要な体制を整備し、館内にその掲示をしています。

e毎年、官公庁が主催する個人情報保護に関する研修を受講した館長が、 j去の理解とともに具体的な

地区センター業務の中で個人情報を厳守することを目的として職員全員を苅象とした研修を行って

います。また、研修修了後に職員全員が自己責任の自覚を認識するよう f個人情報保護に関する誓

約書」を提出します。また、この職員全員の誓約書は横浜市の指郡に従い、さらに横浜市長あてに

提出しています。なお、 当協会で実施している個人情報保護研修の概要は以下のとおりです。

0個人情報保護の!0聾住O個人情報保護法の概要O利用目的の特定O適正な取得と取得に際レての利用目

的の通知等O正確性の確保O安全管理措置O開示制限O第三吉提供の禁止O苦情処理O地区センター業務

に係わる具体的な個人情報保護の留意点〈利用団体について、個人利用者について、記名について、名簿

の管理について、自主事業について、帳票 -データの管理について、電子メール.FAXでの取りi良いにつ

いて、臨員の1@l人情報について等)0質疑応答

(イ)研修計画

「施設は人なり」を基本理念に次の研修を毎年実施しています.なお、平成 22年2月に実施しまし

だ到周章Z之Zニヒ到革、J並立国館;:(盤会員室包215~ミl.L/;)'Sご回答をいTt-_K怠輯員のマナーと

I童遇態度については「良弘鐙j忠ふつう 51 也一盛即位よ高~ ' ~ip_個室~ Vé:.té~ ，三回豆L
a 採用時研修:・業務研修 ・個人情報保護 ・担急 ・防災 ・防犯研修・マナー研修・人権研修

b 年間研修 -・市政 ・区政の理解と行政サービスインフォメーションの方法 ・マナー研修 ・福

祉教育 ・利用ニーズのコーディネイト ・児童の健全育成 ・生涯学習 ・安全性

の確保 ・ニーズ調査~モニタリングの方法 ・生涯学習研修 ・業務改善横討会議

~業務改善研修 ・利用者サービス向上会議~サービス向上研修 ・施設 ・設備管理

研修 .経理研修 ・地域福祉計画 ・人権研修・バリアフリー研修 ・個人情報保

護 ・防災防犯研修 ・事故防ヰと較命研修 (AED3む〉

(4/ l2) ※:¥ 4需 lページ以内でおまとめくださ いs



(様式 2)事業計画書 (3)ーウ

( 3 ) 組織体制

ウ 緊急時の体制と対応計画

(ア) 事故予防計画・防犯計画・及び発生時の対応計画について

地区センターは乳幼児からお年寄りまでの幅広い年代層の万が利用されますために、あらゆる危隙か

ら来舘者僚を守ることが公共施設の使命と雪え、日常点後・チ工ツク表、定期巡視、マニュアルや研修・

訓練により万全を期しています。また、 重望室予堕豆Þ.足並l三~股のバリアフリー化 . ~陵箇閉包修ー

繕につきましては、一ζ金豆~ÏEJjJ表ち力を入れて改善し、J事故ゼ口を達成しています。 まだ、設備や
備品、 巡視箇所などの十分な安全を確保するだめに毎日チヱツクリストをちとに点、捜し、職員全員が来館

者織の行動を予測したリスクマネージメントができるよう十分な研修を行っています。

さらに、間員が開館時間内は事故予防・防犯・防災のために 1時間毎に巡回を行い、職員の自の届き

にくい揚所には防犯力メラ4台で館内を見守り、常に利用者様の安全確保に霞深の注意を払っていますe

閉館時は十分な点横を行い、閉館後はセコムによる防犯・防火管理をしています。

なお、市内80地区センターにおけるヒヤリハット集の編実にあたりましては、当協会が市館畏会の編

集委員として協力した資料です，このように「横浜市全体の地区センターの利用者様のことを考え、その

安全を確保すること。公益的な視野で考え、将来の地域のあり方を考え、協力してゆくことも当協会の使

命と害えています。

(イ) 事故・犯罪・火事・地震・そのほかの災害に備えた職員の研修・訓練内容と完備してい

るマニュアルについて(各研修を全職員対象に年 1回ずつ)

0事故の予防苅第と発生時の河応 OAED 研修 O防犯苅策と発生時の苅応 O防火苅策及び防火訓

練 (付 「防災計画J) 0震災発生時の苅応~語導避難 ・安全確認 O水害発生時の苅応 O!)スクマ

ネージメン卜~市内 80地区センターにおけるヒヤリハット集

(ウ) 事故や傷病者発生時の対応

事故や急病等の緊急事態となった揚合には、119番への適切な通報 ・政命措置 (AED操作さむ〉、政

急車の誘導 ・来館者様への協力要請、これらの役割信担などの却命に必要な苅応を職員に徹底した研修を

行っています。 (ζm_Q_三立宣lι、一館民主脳血筆1重苦Ltl~l筋梗塞で意識を失った万がいましたわI~_~_l歪担直

最速・最善の支gJi0玄重~.里丘量良工組急隊にミlき盤ぎ主主主。)

また、このセンターは公園に隣接しているために公圏内でケガをする児童もあり、その苅応や保護者に

連絡がとれない揚合に備えて小学校との連携体制を確立しています。さらに、近隣の整形外科医 -学校医

と協同する体制を確立しています。

なお、万が一事故が発生した揚合は、再発防止に向けて原因を徹底的に究明レ、苅応策の実施、マニコ

アル ・チェック表の改訂、oe録保草子、職員全員への周知 ー徹底を行います。ま疋協会本部 ー区の;日当課に

速やかに報告します。

(工) 火事や地震などの発生時の訓練

年2回、菩に利用者会議出席者と共に避難訓練、秋の職員研修時に消防署と防火設備業者の協力を得て

防災訓練を行います。なお、訓練の内容については、還報、 宝報 ・股送などによる来館者への周河、避難

場所の確保 ・誘導、防災用利用団体予約表による館山の残淳書確認、消火、各サークルによる会員の安否

確認までの万全なマニュアルと訓練蹴員の役割分担などには万全の訓練を実施レています。

(オ) 閉館後・ 深夜などの水害発生時の避難場所の確保について

時子川の洪水色組丹生時l草地域住民包避難場周仁!J:_Q&d)_1.ζ」区白所筆認の裏話仁血じてち還蛮主主閤

箆ヱこさ豆峰三な見盟!が幽霊歪亘忽です。また、地国外でち、区内で土砂崩れ苫報などが生じ疋揚合の避難

揚所になるために、 区の要請に迅速に応じ24時盟主¥--::)玄皇国臨豆震盃A員体制を整えていま立。実績と

して、このセンターは地域で運営して参りましたために、過去2回の深夜に区役所の要請に苅し、 10分

以内に開館する苅応をしまレた。(震災については避難揚所の指定を受けていませんが、区からの要請があ

りました際は同様の河応ができます。〉

(:1/12) ※..¥ 4需 lページ以内ておまとめください。





(様式 2)事業計画書 (4) ウ

1 
末』問料金[手応募要項に示され疋とおりの部屋別単価(横浜市が指定する利用料金換算法〉により設定しま

す。その理由は次のとおりです。

(ア〉 平成イ8年度の利用者アンケートでId:、乱用料について「高い 8%・適切 75%・安い 27%Jと

圧倒，j~1こ「適切・安し \J の日筈が多かっ疋こと。このアジケート結果から、行政万全|である「受益者負

担Jは、当センターの科用者援に+分ご翌解いだだいていると判断しています。まだ、 有料化により利

用者二←ズ河応費という予算が司能になりましだことで、[まどがやl也厄センターの美出と設備が!まるか

に充実しだというご;吉一見を利用者禄から多くいただいています。

(イ〕 現状と)て午前と午後①の時間帯はほとんど満室状態となっており、利問料金収入は市内 80地厄

センターの中でち2'"'-'41立を確保していること白これらは、各会揚を多目的に利用ができるようにコー

テイ末イトレ使用しやすくなるようにじた知果ですが、実際に、不U用料金力、無料であった平成 174度

の利用申し込み件叡は平均 430件/月でυたが、有料化以後の平成20・21年度は平均520件/月

とはるかに利用実結を伸ばレています。

(ウ〉 利用率の低い時間帯については、 l必ずしも全ての利問団体操に料金単価を下げるのではなく、公

益性の高い青少年育成団体や小学校の保護者会様などに 50%減免の制産を軍用して誘致することに

より刷用率の向上を函ります。 実際!ここの刻策により、平成イ 9 存度から利用考~の1~かつだ午後②の

時間帯の乱用率を末きく伺ぱ)ています。

料金表

会場名 座席数
'1コマあたりの 日・祝の午後② 11時間あたりの

利用料金(※1) (※2〉;延長料金
一ーー・一一「一一一一ー一ーーーー一一一一ー一 -ー一一一一一一一一 .._._---一一一-

l多日的空A 24 600円 400円

|多目的手~B 30 I 51 0円 340円

小会議室A 18 420円 280円

リJ¥会議室B 22 450円 300円
本館 ー ! ---，・・-_， ー ・ ー 『

;全面利用 480円 320円
平日空 p一一一，

;分割利用 (10畳) 240円 160円

料理室 25 640円 640円
一一-一 一一_-_----ーーーーー一一一一一一「ー ーーーーーーー一ーーーー一司

音楽窒 30 840円 560円

中会議空 48  840円 560円

。全面末日向 1890円

-. -
4・・

-・回・ー

200同

170円

140円

150円

160円

80円

320円

280目

280P3 1 

630円 1

体育室 体育室分割判同 2/31m 1260円 420円

l分割和問 1/3面

υクリ工ーション市ール

635E' 21 0旧!
- -----'.. ....-". . .ー-ーーーー-r一一ーーー-------，
510円 ， 170円 !

料理主は2暗問、その[まかの会渇(j3時間の料金です。
日曜 ・祝日の午後②(j，全会場が2時間の利用料金です。

(7/12) ※A4書 1ページ以内でおまとめください。





(様式 2)事業計画書 (5)

( 5 )自主事業計画

ア 身につけた知識を社会に役立てる、活動の場を提供する

これまで私達は、 「盆去砲誌鈎ゑ自主裏芸足、史lιニムなと;~型墜を嵐広五重座lι置孟呈豆、五涯

主査互選_V¥':J白皇室主主歪皇μZ良心L皐ζ三口E盟i藍を五盆ζ箆立三盃ιι三皇己到盈i直歪亘盈工血

くことへ発屋三旦三iζt二」と考え実践してまいりまレたロそして、そのためには単に学15it易を作るばか

りではなく、その 「学んだ知識を社会に還元するための活動の揚を提供すること」ち私達の責務と考え

ます。私たちは、 「同じ趣味を持った受講者様が更に自主的な活動へ発展させ、，~\の豊かさを持った仲間

をつくる」そして活動の揚を提供することにより「コミュ二ティの活性化へつなげる」ことーそれが自

主事業の本来の目的と考えています。

イ 指導者の育成事業

生涯学習を苅果的に実施する疋めには、ます「面白そう」という印象の講座を企画することが第一に

重要ではありますが、これととちに、初めて受講レた方が興昧を損なわすに継続してゆく疋めには、 「こ

の先生に習うことが楽しし)Jrいつまで志、この先生に習いたい」と感じますよう、指導者の技術や知識

だけではなく「指導者のJ~\の豊かさ」 が必要不可欠だと思います。私達は講座の企画だけではなく、こ

のような品揺を持った講師を広域的に発掘レ、また盟援に潜在している専旦盟謹歪箆-:>te15R互主主主

醤指導者として啓発・育E包4三i92くことも重要な責務と考えています。初めて自主事業の講師を担当い

ただく揚合は、事前に 「生涯学習の理怠」を十分に話し合い、私たちが企画しだ自主事業が生涯学習指

導者を育成してゆく揚にちなりますように努めています。

ウ 自主事業の企画について

これまで私達が実施して参りました自主事業は、生涯学首やレクリ工ーション活動措導法、社会福祉

調査法やグループワーク居期法などの専門知識を持った職員たちが、情報刀をフルに活用して地域や市

内の生涯学醤指導者や社会資源を選定レ、叡/マの良質な講座を区民の皆様に提供レてきました。その基

本的な考え方は次のとおりですロ

a 自主事業の企画に関しては」注工0)5-17:::Z:Z:-ジの二一ズを呈謹 Lよ丘盈互豆盃J.J:幅広い世代

の年齢層が参加できる自主事業をき婁するJi言問講座や介護保隙などのように特定0)t!!{-"¥ι設立三室

田遺産$~寡豆3ょことが必要と考えています。また、 区民の皆様の多種多様な興昧に応えるように、

スポーツ、文芸、 美術・工芸、音楽、語学、歴史、料理、娯楽、旅行、福祉、健康、生活、法律などの

あ主砲盃泣?互鍋墨豆至3議座を組み、さらには国際性を考えた講座も企画レますロ

b 当地区センターは交通の利便性を考えますと、他の地区センターの圏域では二一ズがj~く成立しな

い講座でも(俳句、短歌、 謡自等〉、区内全域のニーズを蓄えると十分に成立する講座もあります。当

センターは保土ケ谷区全域のニーズを把握した講座を企画することも責務と考えます。

c 安価な受講料で良質の講座を叡多く提供できますよう、 j~予算でハイクオリティの講座を企画する

!必要があります。その一例として、社会資源を活かした自主事業として近隣の各施設や機関とコラボ

レーションを図り、おEいの機能を栂棄的に発揮できる自主事業等の工夫をしています。

d í合同育児講座~にこやかほがらか親子の広揚」のほか、弘ζ5が企画した自主主茎1J~~盟主豆且掻

涯直史区節目ζ 皇室茎CJ.;iユ-ClJ)-Qj重底的ぷ-:J1);あ刀忌豆。その背票には、正確な社会調査と分

析、プログラム作成が司能な専門的な知識と技術によるものです。私だちは社会的ニーズを正確に把

握し、公益性・効率性 ・公平性を害え、社会啓発につなげること一それが、公共施設が実施する自主

事業の責務と考えています。

エ PR方法と広報能力の充実

企画した自主事業を区民の皆様に遍く広報することも重憂な責務です。私達はあらゆる広報媒体を常

に研究し、司能な限り広報活動につなげています。また、 世代によって翼なる情報の収集方法を把握し、

あらゆる巴代に伝達できる広報を研究しています。 (現在の広報手段 .ホームページ、区役所HPのお知

らせ、広報ほどがや区板、 フラネット、地域情報誌、 地域高居街の広報誌、 自治会の回賞、館内掲示な

ど)
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(様式2)事業計画書 (6)

(6)施設の維持管理計画

ア法定点検

法定点検を遵守するとともに保主け谷区長との契約を遵守レ疋施設維持管理計画を実施します。

なお、この法定点検等につきまレては、専門の管理事業者と委託契約を締結レ、次のとおり実施しま

す。

項目

電気・機械

設備点検

衛生管理

清掃等

イ 日常点検

a 施設美化

業 ?s 
設備・巡視点検

空調機保守点様及び冷暖房機器保守点検

電気設備点検、電気工作物保安管理

レジオネフ属菌検査

冷却水対策

消防設備点検

昇降機点検

自動ドア点検

機械警備点検

床面定期清掃

窓ガラス清掃

力一ペットシャンプークリー二ング

フローリング清掃ー

照明器異清掃

料理室フード及びフィルタ一清掃

換気扇清掃

植栽見定・草刈

害虫駆除

ウォータークーラー清掃・水質検査

年回数 実施月

12 毎月

4 5，8，11，2月

6 隔月

2 5，8月

5月

2 。12月

12 毎月

4 4，7，10，1月

毎日 毎日

4 4，7，10，1月

4 4，7，10，1月

2 4，10用

2 7，1月

1 10月

2 4，10用

2 7，1月

2 7，9月

2 8，2月

1 9月

作業専任者が開館1時間 30分前に出動し、館内清掃、屋外清掃を行います。また、当センターは

来館者以外にも松原商居街への翼い物客や隣接する公園で遊ぶ児童がトイレを頻繁に利用レます疋め

に、スタッフにより毎日3回の清掃を行い、さらに週一回は専門業者に委託レ清潔なトイレを維持レ

ます。

b 造園・花壇

組太ゴミなどの投棄問題の対策として実施レ疋桔壇は、当センターの職員のボランティア活動を中

山とレて利用団体様、地域の民生委員、地元商庖街の桔屋さん達の協力によるものです。今後ち地域

との協力関係を図り継続レたいと害えます。また、当センターは落葉樹が多く、秋期はスタッフが毎

日3回屋外清掃を行い、落ち葉が近隣の家に入らないよう最深の注意を払います。

c 定期巡視

毎日、開館時間前にチェックリストを元に設備点横を行い、事故の予防をレます。また、開館時間

内は職員が1時間毎に屋内と屋外を巡視レて防犯・防災・事故の予防し、さらに施設の美化を維持レ

ます。

ウ 積立金による修繕

前述レまレたとおり、収益金の積み立てにより、委託費では賄えない修繕に充当レます。

(10/12) ※A4番 1ページ以内でおまとめください。



(7)収支計画

ア収入計画の考え方について

イ増収策について

ア 収入計画の考え方について

a 基本的考え方

(様式 2)事業計画書(7)ーアイ

指定管理者制度が、 F住民サービhスのI司上J と 「経費の節減」を目的として導入された経緯を重視し、

当協会としては、様々な取組みを創意工天して収入のI曽加を図り、同時に協会自体の経営の安定ち確保

しながら、利用者に育苅に還元することでより一層のサービスの向上を図ることを墓本に収入計画を作

成すべきであると考えます。

b 収入計画の特徴と独自性

当協会は、「区民を主体とレた活力とふれあいのある快適な地域社会の実現に寄与することを目的と

する公益団体」のため、協会の収入は横浜市から支払われる指定管理料と施設の利用料金が、協会全体

の収入の非常に大きな割合を占めています。

このような観点、からすれば、指定管理料をはじめ、指定菅理者業務に附随して生じる不」用料金収入、

自主事業収入等はいずれち貴重な財源となっています。殊に利用料金収入は、協会の白羽努力によって、

本来の業務の中で協会全体の収入増加にちつながる途が開かれているという意味で重要であり、様々な

創意工夫を傾注レてi曽加を目指すべきと考えます@

さらに、清涼飲料水の自動販売機を設置さぜていただいておりますが、館の利用者にとっても好評で

あると同時に、協会にとっても貴重な収入源になっています。

イ 増収策について

増収策につきましては、公共施設内であるために、条例などで許容される範囲で実施することを絶対条

件とレながら、大きく収益を伸ばして参りました。 また、安定した経営を図るためには増収と伴に減収の

リスクがある収入項目を徹底的に改善することち不司欠と考えております。

このことを踏まえ、銃に本事業計画書の 1(4)ーイ 利用促進策J1(4)ーオ 利用者サービス向上の

取り組みJ1(5)自主事業計画」で記述しました計画の他に、次の増収集を講じます。

a 利用料金収入の拡大

・様尽な区民の皆様のニーズに苅応できますよう、多目的に会場が利用できるよう改善し、 大きく実

績を伸ばしてきましたが、今後ち、 1也1或の新たな要望や浩在しているニーズの発掘し、多様化・ 蛮

化してゆくこーズを調査し、これに苅応する機能をさらに向上してゆきます。

.会議室の利用申込は、前月 1日に予約国選会を実施し、1由選会終了後の空き室は先着)11買で受け伺けま

す。定期的なサークル活動に支障がなくなった 12週間前の空き室」は回数に制限なく利用すること

を司能とし、 「その期間は個人利用ち司能」とすることにより、 柑用実績を大きく伸ばしてまいりま

しだ。これをさらに広域的にPRし、利用料金の増収を図ります。

.自主事業を引き継いだ事後サークルについては、 3ヶ月間の優先予約を司能とレ、継続的で円滑なサ

ークル活動ができるよう支援し、さらに増収を誌みます。また、会員の少なくなったサークルを自主

事業「サークル活動応援します」に取り上げ、利用団体の減少を防ぎます。

b 自主事業収入の拡大

1(5)自主事業計画」で記述しました自主事業により利用団体叡の増加を図ります.また、自主事

業の刻率化を図り安価な参加費で区民の皆僚に良質な講座を叡多く受講いただくことにより増収を図

ります。まだ、これまでにセンターから外へ出て、自主事業のノウハつを生かし、地域のイベントなど

を豆展・フ口デユースすることにより施訟の利便性をPRすることでも増収を続けてきました。この範

囲をさらに砿太し増収を図ります.

c 印刷費収入の拡大

ホールの印刷機は利用固体|まかりではなく地域の皆様にち使われ、印刷費収入は毎年l曽収していま

す。また、慣浜国立大学での同好会活劃などでも二一ズは高く、 さらに広報をしていきます。

d 自動販売機収入の安定化

館内と敵地内に一台すつ導入した災害苅応聖自動販売機は大きな収益をもたらしています。今後も、

人気商品と利用者様へのモニタリング等により安定した販売実績を確保します。 I
(1 1/ 1 L) ※九 4吊1ページ以内でおまとめください。



( 7 )収支計画(支出計画)

ウ 支出計画の考え方について

ウ 支出計画の考え方について

(ア)基本的な考え方

(様式 2)事業計画書 (7)-ウ

当協会は地区センターの運営に当つては、より少ないコストで質の高い利用者満足度を追求すること

を基本においています。このためには、限られた予算や人員を効率的に使い、全体経費の削減に努め、

生まれた余俗をサービスの向上や設備改善に充当して、 利用者満足度の向上を図ります。

管理費については、横浜市が標携する環境行動都市に直接関係する問題とレて捉え、こまめに不用の

照明のスイッチを切ることや節水等日常の中で、職員、スタッフの意識を徹底させることや、そうした

ことに利用者の理解と協力を得ることが強く求められていると害えます。

事業費については、まさに館の個性を発信する源泉になっており、限られた予算の中で自主事業の企

画の内容に合わせて最大限優先して執行させるべきであると考えます。

二一ズ苅応費については、横浜市の指導に従い利用料金収入見込み額の 3分の 1に相当する額を確実

に充当することは勿論ですが、例えばその使途について、利用者会議や利用者アンケート等において利

用者様の声を聞き、それを辰映させながら決定していく手続きを経ることち重要であると考えます。

(イ)具体的な計画

当協会は、他の地区センターにおいて着実にこの 5年間管理費等を抑えてきましが、ほどがや地区

センターはその先頭にたつ施設として、管理費や事務費、その他経費の削減と効率的な運営を図りま

す。

a目管理費の節減

上記の倒のように日常の中で節水等を実践することが、単に管理費の節減という問題に留まらす、

横浜市の標携する「環境行劃都市」の実現に向けた行動であることを、描員、スタッフに徹底すると

同時に利用者の理解と協力を求め一体的な取組みを行います。

-光熱費などの節約: 平成 18年度以後は 17年度と比較して、 23%の光熱費を節約しましだロ利

用者の皆様と協力して内閣府の指導する暖房 18度、冷房 28度を遵守し、利用者様の居ない箇所

の光烈費を服員が小まめに消してきた結果です。

-水道蛇口への節水コマの取り{寸け。

-ゴミの削減 .利用者様にはゴミの持ち帰りを協力してもらい、さらに、この地区センターは、 一般

通行路にちなっているために、ゴミの廃棄問題につきましても皆様にご理解をいただき、ゴミの排

出削減を行っています。

-印刷資料の削減

パソコンのディスプレイ機能や掲示板等を活用し、廃棄物になる紙類を極力削減しました0

・設備の予防保全により不具合の程度を軽くし、修繕費の削減を図ります。

b目複数の施設運営をするスケールメリットを活かす経費削減

・会計経理、労務管理を協会事務局が総合的に行い経費削減を実現させています。

-当協会9施設で設備の保守管理や定期清掃などの共同委託 ・購入と複叡年度契約を行うことで経

費を削減します。

C. 人材の効率的活用

点、横 ・確認、清掃等の作業では、マニュアルやチェックポイント図表を整備レて、業務を簡単化し、

担当者の負担を減らすことにより作業到率の向上を図り、生じた時間を利用者サービスに向けます。

先に記述レましだ憎収計画とともに、上記のような収支計画により 5年連続の黒字を上げて施設

修繕基金を捻、出し、老朽化の進んだこのセンターの修繕箇所を改善して参りました。 今後もこれを実

施してゆきます。

( [2 [2 ) ※1¥4需 iページ以内でおまとめくださ い。



平成24年度横浜市ほどがや地区センター自主事業計画書
{ ... ，-. &.- ". ，---...一一一一一一一

①募集対象 自 主 事 業 予 算 額

事業1'1 ②募集人数
総経費

収 入 文 山

③ー人当たり参加費 委託料 参加l費 講師謝金 材料費 その他

中学生以上
1.生活に役立

20人 。 。 。 。 。 。
つ心理学

無料

1 8歳以上
2.暮らしに活

150人 127.000 97.000 30.000 65.000 56. 000 6，000 
かすアート教室

無料~500円

未就|却~I;r. ~保護者

3. 幼児教室 440人 ら3，000 53， 000 。18， 000 19，000 16，000 

無料

4. おかあさん
幼tl_児1 の保護者一(幼児ft]

の勉強室「幼児 20組 20.000 20.000 。13.000 5. 000 2. 000 
のおやつJ

無料

小学三十ー
5. 子どもおも

20人 21，000 21，000 。10， 000 10，000 1，000 
しろ実験室

無料

6. 子どもの居 小学生

;場所&子ども体 240人 44，000 40，000 4， 000 18. 000 16.000 10.000 
験教室

無料~200円

小学生と保護者
7. 敬老の 円の

15車止l 24，000 16，る00 7， 500 10，000 12， 000 2，000 
間り物

500PJ (1組あたり)

小学生
8. 勤労感謝の

15人 19， 500 4， 500 15， 000 10，000 7， 500 2.000 
間り物

100円

自由 (1J、学生715料)
9. 国際交流の

20人 45. 000 35.000 10， 000 20， 000 21，000 4，000 
料開

500円

1 8歳以上
1 O. パソコン

15人 41，000 26， 000 15， 000 20， 000 15， 000 6，000 三~I千?託~ィJ ，Ztk王

500f'J 

小・Ijl学生
1 1. f-c"もヲ許

20人 42.000 42. 000 。20. 000 20. 000 2， 000 
有Jめ教室

無料

小・中学生
1 2. 子ども書

参加自由 30，000 30， 000 。 。 。30， 000 
初展

1~~~~斗

1 3 . iJ-'~)レ活動J，~~ 1 8成以上

援 します !体験 100人 50.000 25. 000 25.000 。38. 000 12， 000 
学習教室 100~500円

合計 516，500 110， 000 106， 500 201，000 219，500 93， 000 



(様式4)

白主事業別計両書:

団体名 保土ケ谷区区民引用施議官会

同的・内容等ごご 士 一三ど ごし主主τFE薮

平成24年度榔兵il-iほどがや地[まセンター

4月非行のIL;、理を学ぶ

I反b'c，llJJって、なあに j

1. 生日ーに役立つ心

理学

事業名

:;j1英名 知J包11寺JOJ・回数

6 片 ~3~ 、 1 0日

(参山者は毎日募集)

生活に彩りを添えるということで、旦訴ヲ雨、らぎり絵、茶道、おり紙

など全10講座を開催します。

目的・内容写:
ー←一一」一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーーー一一一一一一

2. 暮らしに活かす

アート教主

事業空1 目的 ・内界掌 実主¥J買部朝・回数

地区センター近隣の市立保育園3固と子育て支援同体の協力による。

3.幼児枇 上出域の 2歳以 lこの未就[荷児と保護者を夫換に、各[~lの保育ゴ:と年長|亥i 6 月~2 月、 8 回

Yilがリズムirtびやパネルシアターを通じて交流する「みんなで涜ぽ (参力F者は毎同募集)

う」と、保育士の指導で親子がM日となる「親子で遊ぼう」を開催する。

①幼児子成長過程における「あそび」の重要性を保護者に認識しても

らうとと ②幼児の社会経験の場の提洪③子育て支援に関係する

機関などの↑静fl捉f共の場とすることを国的止している。

脚お現 ・回数
一一一一一一一

1同7月、子育てに必裂な丈雨龍として、おやつの作り方を学ぶ。

目的 ・内容等よ事事会名

4.おかあさんの勉!治安

i幼児のおやつ」

圃 一

事業率I 実施時期 ・回数目的・内容等

8片

年間 1回

小学生を対象に楽しく科学を学ぶ。ろしJ
b
 

占

0
・

も

主

ど

験
子

実

「

D

ーーーーーーーー←一一一ーーーーーー ーーー_!_ーーー一ー



(様式4)

--ー--・・，-
事業名 目的・内容等 実j庖時期・[百数

ー・・・・・_-ーーー・---・E・・E・・E・-・・・.--・・E・.-...・・z・ー--・E・E・
子供の居場所は主に小学生を対象に地区社会福祉協議会と地域住民

6.←r-どもの足場所& が協同で委員会を運営しているが、地区センターもサークノレ活動から 5月，7月，8月3

子どもアート数字 学んだj大人が学習したことをIJ~手生に教える場として協力しており、 12月，3月

横浜市教育委員会などでも間耐をいただき、研究発表を何度もしてい

る事楽である。また、その場で児童の創作力や社会性を助長するよう

生け花、マジッ夕、ちぎり絵教室などを開催したい。

事業名 目的・内容等 実施11お明・ 回数

7. ~':胞の叫?;Ii? 4TJいl、料:と側者により、敬老の日のJ¥竹慨を作る。 I9月

1回

[ 芋業高 目的 ・内容等 実施時期 ・回数

8 勤先制JのJmIJ物 |小学生ど保護者州父母に手作り のJlNIJ物を企阿である。 111月

1回

ーーー四一
事業名 目的・内界等 史b師寺守田 .lUI数

9.凶|緊必流の料理. 「料理を通して、その国の文化を知ろう」をテーマに、日冷在{七の外 2月

国人を講師に招き、家庭米国!を紹介するq l回

事業屯 目的 ・内容等 | 尖b旬寺期 ・回数 | 

10.パソコパlt智会 テーマを設定し~il~習会形式で、 全としてパゾコン布'1，じ記者を井鼠tに完胞 I 2mrコース | 

寸る。 I I 

き喋名 目的 ・内容等 知器物j・回数

11..イ・どもf書初め 小学生を対象に吉道の基艇を手羽仁子ども哲初めj昆に参加する機会を 2回コース

教~ 作る。

.-~ - ー -ーー



(様式4)

事業名 目的・内容等 完脂時期・ 回数
-ーー ・唱町酔圃司司b・・・・<--.- ー~-----，

12. 子ども書初め 子どもドッジボーノレ大会が改イ~工事のために苅包で、きないので、 24 l[司

展 牛度は、保土ケ谷区一{-t-_"も会連絡協議会が主催する子rも事初め展を

jt供する。

事業名 目的 ・内容等 ¥ nl!W.yj靭・E敵

1 3. f-?片活動f応援しま |ほどがや地区センターて活動しているサークノレで、会両院かや会員詳 16)ト 3月

す H偶蹄背紋~ I 集を している団体に呼びかけ、自主事業として車り 1:げる。 I 10回



(様式 6)

平成24年度ほどがや地区センターの管理に関する業務の収支予算書
(単位千円)

内 訳 金 額

認護蛮亙霊童①+②+③ニA 議擁議欝欝盤7712
. 

①委託予
. . . 

37，963 
定額

. . . . 
項

.. 
②利用料
金収入 区積算額x23年度達成率100% 4.066 

目 ③その他
収入 事業収入・自販機収入・雑収入 1，293 

語査話(訟鴎- 職難麗長野 地

人件費
常勤職員給与、時給職員賃金、法定信利費(社会保

23.432 険料、健康診断料、梧祉共済掛け金)、通勤費

旅費、消耗品在、会議賄費、印刷製本費、通信費、使
エ頁 事務費 用料及び賃借料、備品購入費、図書購入賞、施設賠 1.853 

償責任保険、手数料、 諸費

目 事業費 自主事業費 516 

光熱水費、修鰐費、設備総合巡視点検、電気設備保
管理費 守点検、冷暖房設備保守点検、消防設備保守点検、 11.081 

機械警備、植栽車定、害虫駆除、塵芥処理など

ニーズ
運営委員会や利用者のニーズにより執行 1.355 対応費

事務経費 労務経費、法人税等 5.085 

i区-蛍s王l!-争r)主p(a即4 日，.・...' 乞広 t品皆恥桝km附;?約付同?乃可引1下叫:q右i主r恥:恥WιU匂M，守哨主予京'イ:恥i両祢如恥制~~丸引吋:平1H航似服附州r作1i虫が凶司?不;1話凶id珂北Fi翌吐吃吃bbtttとb七.叫~J:山一Jιふ京氾Jιふ1氾ι〉プ氾リ‘1淵}~民勉叫?針詰拘j主担弘M吋H主g~~必;にtピ鴎gご臨.λ告鵠恥，伊t良路1損府i E制J;'倒ザ掲貢hr7U'苛

※ 1年間(12ヶ月)の収支を記入してください。

※各項目については必要に応じて別紙にて説明資料を添付してください。



ほどがや地区センター収支予算書 【様式6 説明】

(単位千円)

項目 支出合計 (1 )十 (2)十 (3)+(4)十 (5)十 (6) 43，322 
人件費

. ， ・、• 
自 23，432. 

(1) 
常勤職員 11.912 

給与
館長 3.891 
副館長 6.330 
健康保険料 594 
厚生年金保蹟料 855 
児空手当拠出金 14 

法定福利費
展用保険料 98 
労災保険料 21 
通勤'li: 52 
健康診断料 21 
福祉共済掛け金他 36 

時給璃員 11，520 

賃金 スタッフ 11，500 
労災保険料 20 

法定植和j費

事務fi. 1，853 
(2) 旅費 101 

消耗品費 日261
会議賄託 501 
印刷製本i'i. 150 
通信費 166 
使用料及び賃借料 32 
備品購入賞 187 
図書購入費 100 
施設損害賠償責任保投 22 
手数料 13 
諸費 297 

事業費 516 
(3) 自主事業費 516 

管理費 11.081 
(4) 電気料金 4.400 

光熱水琵 ガス料金 1.300 
水道料金 1.200 

修繕:fr 小破修繕 1.090 
;育指業務 定期清錦、 窓ガフス、フローリング憎 700 
冷暖房設備保守 冷房、暖房切谷、中間点検、随時保守 877 
電気設備保守 電気工作物保守、自動ドア保守点検、男降機保守点検 484 
;間訪周設備一点検 年2国外観俊能点検、総合点検 129 
衛生令理 ウォ タ ク フ一清掃、 害虫駆除 75 
機械苦悩点検 常時 227 
植栽~定 樹木管理 389 
その他 塵芥処理料 210 。。。。。

ニーズ対応、世
運営委員会や利用者のニーズにより執行 1，355 (5) 

事務経費 5，085 
(6) 労務経質 4.660 

消費税法人税 425 


