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横浜市常盤台コミュニティハウユ平成25年度事業計画書

平成 25年 3月 1日

団体名 |特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者名

団体所在地

電話番号

代表理事藤田徹 |設立年月日 l平成 13年 9月 13日

(本部)東京都豊島区池袋3-1-2 光文社ピノレ6F

(神奈川)神奈川県横浜市中区伊勢佐木町2-66 満利屋ピル8F

(神奈川)凶 (341)4192 I 開鰐 I(神奈川)附 (341)5558 

昭和 57年 6月 中高年雇用福祉事業団全国協議会東葛事業団設立

昭和 62年 12月 中高年雇用福祉事業団全国協議会直轄事業団と中高年雇用福祉事業

団東京企業組合が統合し、中高年雇用福祉事業団(労働者協同組合)

全国連合会センタ一事業団となる

平成 5年 5月 日本労働者協同組合連合会センタ一事業団に名称、を変更する

法人沿革|※センター事業団の理念・組織形態を引き継ぎ、活動を広げるための、 NPO法人ワー

カーズコープを設立

平成 13年 5月 東京都よりの特定活動活動法人 (NPO)の認証を受ける

平成 13年 9月 特定活動活動法人 (NPO)の法人設立の登記を行なう

平成 15年 4月 定款変更による内閣府の認証を受けた法人となる

現在に至る

①まちづくりの推進を図る活動

②地域福祉のための人材を育成するための研修・講習会などの事業

③地域に関わる仕事おこしを促進する講座や研修、相談事業

④介護保険法に基づく居宅介護サーピス事業及び居宅介護支援事業

( 1  I⑤高齢者・障害者保健福祉サービス事業

⑥子育て支援に関係する事業

法人 |⑦高齢者や子どもに関する調査、研究

業務内容|⑧高齢者の社会参加および高齢者の健康と生きがいづくり支援に関する事業

⑨高齢者の生活全般にかかる相談事業

⑮指定管理者制度による公共施設等の管理運営事業

⑪教育及び職業訓練、職業紹介事業





〆:

(2) 常盤台コミュニティハウス管理運嘗業務の基本方針について

ア設置目的、区政運堂上の位置付け

イ公の施設としての管理手法

ア 設置目的、区政運営上の位置づけ

事業計画書(2)

コミュニテイハウスは、「地域の自主活動や福祉・ボランティア、学習、児童青少年活動などの身近な拠
おおやけ

点Jとして位置づけられています。コミュニティハウスには、地域の公の施設として、地域住民が協働

して活躍する場となり、「し、つまでも住み続けたいまち 保土ケ谷Jを実現する活動が豊かに広がることが

求められていると考えます。私たちは、「地域に必要な活動や支えあいを区民自身が作りだしてゆく“コミ

ュニティ"の創造支援、地域の人と人とのつながりを育む拠点Jとして、コミュニティハウスの運営に臨

みます。

当毘軍-聞置開開彊/

①子どもや若者の成長を地域で見守り支えあう活動

②団塊の世代、高齢者のカが発揮できる活動

③障がいや世代を超えた人と人との交流と支えあいを育む活動

④常盤台地域の自擦とふれあい環境を太切にする活動

⑤地域課題の発見、情報発信。地域の担い手を義成し、ネットワークを強める活動

イ 公の施設としての管理

市民の平等利用確保のために、「法令遵守、公平・公正」、「聞かれた施設運営」を徹底します。

①情報を広く市民に知らせます。(掲示板、町内会回覧、広報、ホームページ、情報誌発行など)

②特定の個人やグ、ノレープの利用を優遇したり、差別しない運営に徹します。(登録・予約受付・抽選)

③法令規則等に基づき、利用を拒むべき場合は迅速かっ適正に対処します。(担当課の判断含む)

④障がい者、高齢者への配慮(掲示板は見やすく、備品配置・通路の安全の確保、必要な手助け)
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(3)組織体制

ウ緊急時の体制と対応計薗

ウ 緊急時の体制と対応計画

【事故防止】

事業計画書(3)ーウ

①安全チェックリストを作成し、施設や設備に破損・劣化・不備欠陥がなし、か点検します。不備や欠陥を発見し

た場合は、すぐに修繕します。壁面掲示板等の固定を徹底します。

②施設内で死角ができないよう、職員間で配置を確認します。

③利用者と一緒に施設の使い方やルールを確認し指示もします。利用者同士でも注意、教え合えるように

指導します。

④職員ミーティングで事例をもとに発生から対応までを確認、原因を分析し改善していきます。

⑤ヒヤリハットを導入し、事故の防止の意識を高め事故を未然に防止するように努めます。

⑥蘇生法やAEDの講習などの事故対応訓練を全職員を対象に実施します。

( I【犯罪・不審者】

①来館者には必ず声をかけ、確認すると共に、来館者表(利用者・点検等業者・見学者)を用意し、来館、

退館者の把握をします。夜間や使用してない部屋や出入り口の施錠を徹底、縫の施錠は毎日確認します。

②入口・避難等を利用者にも周知させるとともに、不審者の出入りに注意します。また、定期的に職員が

館内を巡回します。

③地域の安全に気を配り、危険な場所や不審者の情報を近隣の施設と連絡しあうなどして、情報を収集し、

職員全員で共有します。

④万一、不審者が侵入した際は、職員がすぐに注意すると共に、必要に応じて 110番通報します。また、

警察、区役所、消防署、保健所、救急病院には安全のための協力を依頼します。すぐに連絡できるよう

に所定の場所に連絡先を掲示しておきます。

【けがの対応】

①万一事故が起きた際には、傷・ケガの状態を確認し、必要に応じて受診させます。又、速やかに関係者

や区等の関係機関に連絡をして経過を説明します。

②普段から救急箱の点検をし、提携医療機関の連絡先や診察時間・休診日を把握します。

【避難経路】

避難路には障害となる物を置かないよう日々確認します。避難経路等掲示します。

【災害時】

①地震・火災に関しては、職員の役割分担(防災担当者・誘導係・消火係等)をして、実施計画をつくり

ます。職員に対する防災教育を定期的に行います。又、全体の防災訓練を年 1回実施します。避難場所

や避難方法は、目に触れる場所に掲示します。区の防災対策マニュアノレの指示に従い実施します。

②台風や大雨などの場合は、区で決定されている要綱・マニュアノレに従い対応します。

災害時に予想される対応を、関係者と話し合い細かく決めておくようにします。

【ケアプラザとの連携】

緊急時や災害発生時の際の対応については、合築施設であることからコミュニティハウスだけでは対応

できない場合もあると考えられます。ケアプラザとは防災計画等の打合せや日常的に連絡を取り合うこと

で、緊急時連携して行動できるようにしています。
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(5) 自主事業計画

【自主事業の基本的な考え方】

地域コミュニティの活性化を目標に、住民のニーズや、様々な世代・分野に関わる地域の課

題に応える自主事業を企画します。こうした自主事業をきっかけに知り合った利用者や地域の

方々が、コミュニテイハウスを拠点、に新しい人間関係を広げたり、地域の中で自主活動やサー

クルづくりに取り組むことを積極的に支援します。講座や自主事業から、将来的には新たな講師

としての担い手を生み出します。そうすることにより、市民同士がコミュニティハウスの講座を通

じて学びあう関係づくりを生み出します。

【特徴と実現性について】

実施に当たっては、地域の方々の資格や経験を活かして主体的に協力していただけるよう

(， I ネットワークを広げます。併設するケアプラザとの連携や、地域課題ともなっている横浜国立

大学との連携は引き続き重視していきます。また、館の有効活用と活性化を図るため、実施日

については利用率の低い時間帯や曜日なども考慮します。

【自主事業の内容】

以下のようにテーマを持った自主事業を展開していきます。

①高齢者が参加しやすい自主事業

「ホームエクササイズJrウォーキング講座Jr歌声サロンJなど、高齢者のニーズや

興味に応えられるような講座を展開し、毎日の生活がいきいきするよう応援します。

②子育て支援の自主事業

「遊びの広場」や「親子38体操Jなど、親子で参加できるイベントや講座を実施します。

③放課後児童育成のための自主事業

小学生を対象にした「常盤キッズクラブJや「寺子屋塾」など、放課後児童の居場所作り

をすすめます。

④教養・趣味の自主事業

若いママからベテラン主婦まで多世代の主婦層を対象にした「料理」や「お菓子」の講習、

エコを意識した「ハンドメイド」講座を実施し、暮らしに潤いを与え趣味と教養を高めます。

⑤まちづくりの担い手の養成を支援する講座

「地域に貢献したいJr自分の力を地域に活かしたい」と考えている方々がたくさんいます。

そんな地域の人的資源を発掘し、地域で活躍できるよう支援していく講座を実施します。

⑥「ケアプラザJとの連携を深める講座

合築施設である「常盤台地域ケアプラザJの連携を深め結びつきを強くするため、共催

事業を実施します。

(別紙様式4参照)

( 8/9 ) 
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(6)施設の維持管理計画

ア 建築物保守管理の基本視点

利用者が来館した際にまず目に付くのが施設です。入り口に入った際、施設の美観が、その施設

の第 1印象となり、その印象が悪ければいくら活動内容が良くても、また職員の対応が良くても、

再度訪れようとはしないこともあると考えます。

施設内外の状態を把握し、不審者が外から侵入しないよう、死角等を作らないようにします。

不審者対策の観点の上からも、不要なものは置かないで整理整頓に努めます。

イ 操守管理について

施設の安全確保、危険防止の観点、から、職員は日常的に施設等に破損・劣化がないか点検し、

早期発見に努めます。不備欠陥があった場合には、速やかに修繕します。初期修繕、調整等により、

子 | 修繕費の削減、施設利用の安全性を高めていきます。

設備の機能の維持、安全の確保に立脚した維持管理を行し、ます。備品・消耗品の管理につきまし

ては、常に使う立場に立って、より便利で使いやすいよう整理整頓を什い、且つ無駄を省き管理

費の削減に努めます。

利用者から保守管理についての指摘がある際には、窓口で第一次対応し、すぐに改善に努めると

同時に、その旨を掲示等で利用者に報告します。

ウ美観維持について

美観の維持に関しては、清掃作業を徹底することが第ーであると考えます。

清掃担当者以外でも、職員が気が付けば清掃を行い、絶えず美観の維持に努めます。

施設の状態を把握することもその役割のーっとして捉え、施設の仕上げ材の浮き状態や、ひび割

れ、はがれ、かび等発生しない状態に努め、現状の美観を維持することも含めて、巡回点検を行

います。

工衛生環境の向ょについて

施設内の室内の清掃を毎日行い、日々衛生的な環境を整えます。室内のゴミ、ほこり、水周り、

トイレについては、職員が巡回点検を行い、常に清潔に保ちます。

器具、設備については、日常消毒につとめます。

トイレをきれいに使って頂くよう利用者にも注意を呼びかけて徹底します。

飲食可能な場所を指定し、空き缶やペットボトルなどごみの管理が徹底できるように、利用者に

ポスター等で協力を促します。

オ地域ケアプラザとの連携について

施設の周辺、共有部分の管理等、利用者が使い易い環境作りや施設・設備の維持管理の視点で、

地域ケアプラザと連携、協同して取り組みます。

( 9/9 ) 
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事業計画書様式(7)ーア

(7) 収支計画(収入計画)

ア 収入計画の考え方について

1 .収入計薗の考え方について

指定管理者制度は「多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民

間のノウハウを活用しながら 市民サービスの向上と経費の節減を図ることJを目的に導入されました。

その点からも、収入面では、既存利用者の利用維持にとどまらず、ニーズに応え、満足のできるサービス

の提供で新たな施設利用者を増やし、収入の増額を図ることが求められていると考えます。

しかしながら、コミュニティハウスは施設の性格上、直接的に部屋の使用料等の利用料金を徴収するこ

とができないので、指定管理料が基本的な収入になります。

自主事業や物販販売を企画していくニとで収入増額につなげると共に、経費を削減していくことで、指

定管理料内での健全な経営を行し、ます。

①経営をみんなの問題として

・館を運営する職員が月一回の会議時に「経

営Jについても話レ情報を共有し、経営効

率化に向けて力を尽くします。

-利用者主体の運営というコンセプトを経営

についても基本に据えます。コミュニティ

ハウス委員会にも経営を公開し、理解を広

げ協力を築ける関係をっくります。

②運営管理にあたり PDCAサイクノレを

徹底し管理の質をあげていきます。

2.増収策について

PLAN 
(計画)

・自主事業については、公共性のある自主事業(サボーター養成講座等)は参加費無料としますが、手

芸等受益者の益になる自主事業については受益者負担を原則とし、直接経費分(講師料、材料費等)

のほかに管理費分も含めた参加者負担の金額を設定し、収入増を図ります。当然ながら、利用者の参

加しやすい金額の範囲での設定とします。

・その他の収入分として、印刷サービスがありますが、印刷機をロビーに設置し、掲示板等に印刷でき

ることを表示し、利用者、学習室を使用する学生等が気軽に利用できるようにしていきます。

女収入にはなりませんが、“障がい者への理解・支援"の視点から、ときわカフェの時にパンを販売し作

業所の紹介、白根学園・ダンボ作業所など地域福祉の向上に貢献していきます。

(1 0/11) ※A4版 1ページ以内でおまとめください。
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(7) 収支計画(支出計画)

イ 支出計画の考え方について

1 .基本的な考え方

指定管理者制度は経済的効率性の面から、「経費節減Jが求められていると考えます。

支出面では、人件費、事務費、事業費、水光熱費、修繕費、消耗品費用、保険料、一般管理費のほかに

警備業務、建物設備の保守点検費用など、外部委託費の管理が主たる点になりますが、利用者の満足度を

維持できる品質を確保した上での削減が大前提になります。

2.人件費について

人件費については、効率的且つ主体的な働き方を大切にし、事業運営のための必要最低限の人員体制で

( I 臨みます。常勤者と非常勤者によるローテーションで、サービスの質を落とさない働き方に徹し、人件費

のスリム化を図ります。

併せて地域ボランティアが多様に活躍することで、人件費を最小限に抑え、最大のコストパフォーマン

スを実現します。

3.経費について

環境に配慮していくために「ヨコハマ 3R夢Jに館内に掲示をするなど職員だけでなく、利用者にも伝

え積極的に啓蒙・推進していきます。職員には、使用する商品や備品は、詰め替えや、再利用ができるも

のを使い、資源の再利用を心がけ、ゴミの分別、リサイクノレを徹底します。

利用者から要望が多かったテラスを締麗にして使えるようにボランティアさんに協力してもらい詑な

どを植えてみました。

これからもボランティアの参加を多く呼びかけていき、ボランティア保険にも常時加入し、万が一の事

故の際にも対応できるようにします。

その他経費について、消灯の徹底、水使用の抑制による水光熱費の節約、日常のメンテナンスの徹底、

物品の寄付の呼びかけなどを通して、考えられる限りの自己努力を進めていきます。

4.委託費について

外部委託費については、 25年度から清掃業者が変わるので委託料が上がります。ケアプラザとの合築

の為なでしこ会と同じになります。

ただし、毎事業年度末には、委託業者と業務の振り返りを行い業務の見直しと改善を行なっていきます。

5. 自主事業費について

自主事業については、公共性のある自主事業(サポーター養成講座等)は参加費無料としますが、手芸

等受益者の益になる自主事業については受益者負担の原則から、直接経費分(講師料、材料費等)のほか

に管理費分も含めた参加者負担の金額を設定しています。

(11/11) ※A4版 1ページ以内でおまとめください。



常盤台コミュニテイハウス自主事業計画書(平成25年度〉
団体名 特定非嘗利活動法人ワー力一ズコープ

ロ|@②ユ一募重人集当人量た数豊り参加費

国 主 畢 葉 ヲ予 事 組

事業名 総経費
収入 支出

指定管理料| 参加賀 寄専151]l訪す室主 材料費 l その他

ヘルキ一秋まつり/r平一 一
50.000 50.000 。 20，000: 20，000' 10，000 

1回

桜まつり/1回 量一二二 40，000 40，000. 。 30，000: 10，000 

ト務官L二
ホームエクササイズ

/12回
72，000 。l 72，000 60.000: 12，000 

ウオーキング教室/軍一一一 5.000 5，000i 。 。i 。5.000 
4回

健康つくり教室 銭草壁 5，000 5，000， 
。 。 。5，000 

/6囲 3無料 ， 

うたごえサロン

/12回 72，000 12，000 ! 60，000 36，000 i 26，000. 10，000 

犠FJ三七
シニアョスイミング 5.000 5，oool 。 。 01 5，000 

/1回

季節のワンコイン 選認を 9，000! 
‘ 

ランチ/3回
54，000 45，000 9，0001 。

3)500円

皆で楽しく料理教室 お室 9.0001 9，0001 45，0001 54.000 45.000 。
/3固

3)500円

四季折々のハンドメ 審議 12，0001 20，0001 
イド講座 /4回

32，000 8，0001 24，000 。
|③300円

ボランティアの為の l①一般 。l
講座 /5回 ②20名 30.000 30，000， 

。 10，000 
3無料

親子力ナヅチ水泳 D小学生と僅輩賓
②20組 5，000 5，0001 。 5，000 

教室 /1回 3無料

コミハオリンピック 留 学生
/1回

0名 25，000 10，000 20，000 5，000 
00円

クリスマス会/1固 盟②企50塾名生 27，000 12，000 15，000 16，000 5，000 
|③300円

男性のダンデ、ィ講座 D一般男性

/6固 ②20名 73，000 13，000 60，000 18，000 50，000 5，000 
3)500円

常盤寺子屋塾 / D小中学生

2回 審議盆ー
30，000 10，000 20，000 5，000 5，000 

常盤キッズクラブ、 ①②2小0字名生 20，0001 20，000 。 20，000 。
/12回

3)無料

ママと一緒に~遊び8縛旦と保護2雷
25，0001 

の広場/5回
25，000 。

|③無来3

親子38体操 審議
/10回

60，000 。 60，000 55.000 一5，000
3)300円

~ ~ 684，000 283，000 401，000 97，000 

事業ごとの事業内容を様式4に記載してください。







(様式4)

自主事業計画書(平成25年度)

団体名特定非嘗利活動法人ワー力一ズコープ

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

クリスマス会 小学生対象のクリスマス会を開催します。地域や学生のボフン 1回/年
ティアと一緒に歌を歌ったり、ゲームをして楽しみます。手作りの

12月プレゼントや簡単な軽食も用意します。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

キッズ・フリーマー 桜まつりと同時開催で、子ども達だけのフリーマーケットを開催し 1固/年
ケット ます。小学生のうちからリサイクルの意識を持ってもらい、子ど

3月も達自身で出屈しフリーマーケットを体験します。

f 

事業名 目的・内容 実施時期・回数

常盤寺子屋塾 小学生・中学生を対象に横浜国立大学の学生ボフンァィアが学 2固/年
習支援をします。夏休みには宿題対策講座、春休みには年間

夏休み・春休みのまとめ講座なども実施します。塾に行きたくても行けない子ど
も達にとって学校以外の学びの場として活用できます。中学生
については18時以降に実施しますので、夜間の稼動率上昇にも
繋がります。

事業名 目的・内容 実施時期・回数

常盤キッズクフフ、 小学生の「放課後の居場所」づくりが目的で実施しています。 12回/年
学校が終われば、すぐにコミュニティハウスにやって来る子ども
達のために、簡単にできる工作やゲーム、季節のイベントなどを
用意しています。

事業名 目的・内容 実施時期・回数

ママといっしょ1::-親子で手遊び、おもちゃ作り、リズム遊びなどを楽しみながら、 5回/年
遊びの広場 親子のスキンシップを図ります。

4-7・10・12・3月親同士の交流の場ともなり、お互いに育児についての悩みなど
も語り合える子育てネットワークっくりを応援します。

事業名 目的・内容 実施時期・回数

親子3B体操 3B(ボールEベルョベルター)の3つの用異を使い、音楽1::合わ 10回/年
せて多様な運動を楽しみます。親子でふれあいながら、ゆとりあ
る親子関係をつくりましょう。

男性のダンディ講 60歳以上の男性を対象にダンプ、ィ1::なってもらえるようr::. . . 6回/年
座 洋服のコーディネーター・料理教室・日曜大工など家にいても素

敵な男性になってもらえるように---。講座を通じて横のつながり
が出来ることを祈っています。



単独団体名・共同事業体名

施設名

平

平成25年度収支予算書(総括表)

1 収入の部

項 目

自主事業収入 [A]

雑入 [8] 

小計n 【ア】， ([.A]-[B]) 

指定管理料 [C] 

塾

収入合計{【ア】+【イ]) 

2 支出の部

項 自

人件費 [a] 

事務費 [b] 

自主事業費 [c] 

管理費A(光熱水費等) [d] 

管理費8 (保守管理費等) [e] 

公租公課 [f] 

事務経費 [g] 

支出合計 【ウ】 ([a]-[g]) 

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

合計金額
備

(単位:千円)

401 

50 コピー代

γ 開 、 : .451 施設運蛍収入の計

12，602 【ウ】ー【ア】

ヘ，三J2"602指定管理料の計ふ

13，053 

合計金額
備

(単位:千円)

8，569 

750 

684 

850 

1，500 

50 

650 

13，053 
金額}立、すべて消費税及び地方消費税込みで記載してください。

考

考

様式5

(5司①)

、
"、



単独団体名・共同事業体名

施設名

蒋宣言手首詞語言語法瓦ヲ-元ーズコープ
常盤台コミュニティハウス

平成25年度収支予算書

1 収入の部内訳(指定管理料除く) (単位千円)

項 目 内 容 等 金 額

自主事業収入 自主事業参加費 ※別紙:様式3参照 ア

イ

ウ

ヱ

オ

小計 [A] 

雑入 コピー代 カ

キ

‘ク

ケ

コ

サ

小計 [8] 

小計【ア】 施設運営収入計

金額は、すべて消費税及び地方消費税込みで記載してください。

401 

401 

50 

50 

ア~オ

カ~サ

様式5

(5-②) 



単独団体名・共同事業体名

施設名

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

常盤台コミュニティハウス

平成25年度収支予算書

様式5
(5-③) 

2 支出の部内訳 (単位.干円)

I貢 目 肉 容 等 金 額

人件費 常勤職員 常勤者2名(給与・通勤費・法定福利費含) ア 6，319 

時給スタッフ 時給スタッフ3名(給与・通勤費・法定福利費含) イ 2，250 

ウ

小計 [a] 8，569 ア~ウ

事務費 [ b] ， 750 

自主事業費 [c] 684 

管理費A 電気料金 エ 450 

ガス料金
寸

オ 300 

上下水道料金 カ 100 

小計 [d] 850 エ~力

管理費B 修繕費 キ 300 

清掃 ク 500 

機械警備 コ 100 

消防設備 定期点検3回/年 ケ 50 

エレベーター ':/ 200 

空調設備 定期点検4図/年 サ 100 
一一一一

自動ドア 年4固点検 ス 50 

害虫駆除 年2回 セ 20 

設備巡視 ソ 50 

植栽管理 年2固 タ 30 

その他 チ 100 

‘Y 
一一一一一一一

ナ

ト

ナ

ー

小 計 [e] 1，500 キ~ニ

公租公課 消費税(仕入税額控除後の額)、法人市民税、事業所税など [f] 50 

事務経費 労務、経理、契約、職員研修など [g] 650 

小 計 【ウ】 施設管理運営経費計 13，053Ha]-[g] 

金額は、すべて消費税及び地方消費税込みで記載してください。


