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ほどがや地区セッター 地区センター 保主ケ谷区天王町イ -21 ~éJ ロ 平成 7年 4月 1日

歪 平成 28年 3月 31日

1初音がE地区センター 地区センター 保土ケ谷区藤塚町イ 5-1 U 凸ロ 平成 7年 4月イ目

至 平成 28年 3月 31日
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ハウス 825-1 至 車成 28年 3月 31己!. +一一
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U色 平成 7年 4月 1日

(ハウス ハウス 至 平成 25年 3月 31日!

樫山小学校コミュ二子 コミュ二子ィー 1呆士ケ谷区上菅田町 ~éJ ロ 平成 7年 4月 1目

ィハつλ (ハウス 1422 至 車成 25年 3月 31日|

くぬぎ台小学絞コミュ コミユ二子ィ -l保土ケ谷区川島町 1374:始 平成 17日日 15円円1! 
二ティハウス ハウス |至 平成 25年 3月 31

一一
西谷会館 西谷地区センタ 保正ケ谷区)11島町 1イ30始平成 23年 4用 16El • 

一代替施設 匿平成 24年 11月 30日 J 

J保土ケ谷公会堂 ~、i:主玉〉主井UEと司 保土ケ谷区星川 1-2-1 始平成 24年 4月 1日至

至平成 29年 3月 31日







2 職員配置・育成

(1 )管J'H.illi沢体制

( 1 )管理運営体制

(ア)勤務体制

こどちの遊びの揚であるため、何よりち安全確保とこどもが楽しく遊べる揚の提供が

優先されるべきと考え、勤務体制として常時2名のスタッフを配置します。

2人のスタッフが常時動務することにより、利用者の受{すから始まりこどちの見守り、

用具の点横、清掃等来館蓄が安全、快適に利用できるように細山の注意を払って業務を

遂行するようにします。

組織体制は以下の通りです。

保土ケ谷区民利用施設協会

亡事務局 」 ー
|川島町公園こどちログハウス トー「ー館長 非常宮)1包

卜一事務・連絡担当 非常艶1名
」一一スタッフ 1 2名 〈ローテーション郵務〕

行、館長1名を配置します。館長は非常勤で協会事務眉長が兼任します。

12'事務 ・連絡担当者を1名配置します。担当者は非常勤で協会事務局員が兼任します。

(31スタッ フとのミーティングで、翌月の各自の予定等ち勘案 しながらローテーショ ンを作

成し、 それに従って勤務 します。各スタ ッフの突発的な事情による休暇については、他

のスタッフと調整レて代替勤務を してもらうようにします。なお、2名のうち、 1人は 「リ

ーダー」 として勤務にあたります。

(イ)開館・勤務時間

①開館時間

・開館時間 毎日午前 9時から午後 5時

-休館日 毎月第3月曜日(休日の揚合は翌日)(年末年始は 12月29日~翌年 1月3日休

館〉

②勤務時間

午前勤務 午前9時~午後 1時 午後勤務午後 1時~午後5時

(ウ)採用条件

スタッフの採用は、ロクハウスという特色を重視し、 こどちと地鼠のニーズに適切に苅

応できるように、 次の条件を満だす人を優先して、 地I或から公募採用 します。

-音楽 ・工芸、幼月やこどもに関山のある人

-自主事業費に興昧を持ち、提案できる人

また勤務評価を行い、 次年度の雇用条件と契約更新に活かします。

※ A4版 1枚でまと め るよう 、お願いいた します。



2- (2) 1政此研修・T1JA:

( 2 )職員研修・育成

ログハウスは「こどもが、自由に集い、遊びを通じて成長できる揚」、「幼児と親のふれあ

いの揚」、「青少年の健全育成を推進する揚」であるため、スタッフには設置された趣旨に沿

って様々な行動が求められると考えます。

心こども達が安全快適に遊15¥ための助言や指導を行うこと

，glこども達が興味を持てる自主事業を提案できること

3) Iほっとなホスピタリティ」精神で来館者を迎えるために、いつも用具の点横や保全

及び清潔な環境を維侍すること

こうした行動がスムーズに探れることに資するために次の「年間研修計画」を作成・実行

します。

①新規雇用者に対する採用時研修

業務を中山とした、個人情報保護や接遇ち含めた研修を、新規雇用者に苅して行います。

@接遇研修

当協会は It妾遇」を最重視レ、 「相手の立場に立って考える」を基本に利用者満足度の

向上を目指しています。毎年 1回実施します。

[写真]研修で学んだことを活か し、 来~gするこ どもたちの目線に合わせ疋苅応を I~\がけています，

③救急救命研修

全職員が、年 1回AEDの操作を含む救急救命研修を受講するようにレます。

@個人情報保護の取阪いについての研修

個人情報の取阪い並びに横浜市個人情報の保護に関する条例に基づく刑罰の内容及ひ民

事上の責任等にかかわる臨場研修を毎年 1口実施します。また毎年全員から個人情報保

護の醤約害を提出してもらいます。

@その他

毎月、館長、事務局職員、スタ ッフからなるミーティングで情報の共有や問題の解決を

図ります。

※ A41版1枚でまと め るよ う、お願いいたし ます。



3 こどもログハウスの管理運営

(1 )管JlH巡汚点針

( 1 )管理運営方針

こどちログハウスには、「こども同士の遊びを通じ、青少年の健全育成を育むことのできる

揚」という設置理念があります。乳切兜から中学生までのさまざまな宜齢の子どもたちが常

時集い、遊びを通して創造性や協調性を震うことができる公共の施設として、こどもが安

全・安I~\に楽レく過ごせるように次のような基本方針で運営を行います。

*施設と用具の点績で安全・安山の確保と事故・災害等の緊急時への苅応方法の確立

*楽しく快適にこどちゃ親子が過ごせるように清潔な維持管理

*子育て支援

*対象を拡大した自主事業の企画と実施

*地鼠への協力

この5方針を具体的に実施することにより、こどもにとっては放課後に安山して過ごせ、

友達との新しい遊びの発見の揚所であり、親子が楽しく過ごせる場所とするよう、管理運営

に努めていきます。

さらに事業評価として、毎年の業務報告書提出以外に、 2年目に横浜市の第三者評価を受

冨レ、業務改善とサービスの質の向上等を図ります。

(ア)施設と遊具の点横で安全・安I~\の確保と事政・災害等の緊急時への対応方法の確立

毎朝、館内外の建物・設備や遊具をチェック リストに基づき点横 ・確認します。

また事故や火災への苅応マニュアル整備、研修や訓練を実施します。

(イ〉 楽しく快適に子どもや親子が過ごせるように清潔な維持管理

毎朝掃際機による清掃はもちろん、全館の内部の乾拭き清掃を行う他に、 トイレや汚

れやすい所を常時点様・清掃します。

(ウ〉子育て麦擾

乳幼児を持つ母親が育児をしていく上で、子育ての不安や悩みの解決に役立つよう今

後、育問経験者を招いて気軽に相談できる 「育男相談事業」を実施します。

(工〉苅象を砿大しだ自主事業の企画と実施

これまで、幼児~小学宝を対象とする自主事業が中山でレだが、 今後は、中学生ち参

加できるように内容を工夫して実施します。

(オ〉地域への協力

近隣小学校()11島小、上星川小、坂本山、くぬぎ台小、よ菅田IJ¥なと〉や学童保育の

課外活動の揚としての利用をより一層積極的に受け入れます。また隣接する憤浜市川

島保育園の園児との交流ち引き続き実施します。

※ A4版 l枚でまとめ るよう 、お願いいたしま す。



3 - (2) 事故防止・緊急時対応

( 2 )事故防止・緊急時対応

川島町公園こどち口グハウスでは、これまで幸い重大な事故や火事等の災害は起きてい

ません。しかレ乳幼河から中学生までのこどちが利用レますので、安I~\ レてこ配用 T貢くだ

めに、「安全最優先j の方針から、事故や犯罪の防ιと事故・君、府・犯罪・災害時の苅応に

ついて、日常点積・ 7工ツク表、マニュアJレや定期的な訓練により、万全を期)ます。

(ア〉事故の防正

利用児童の安全管理は、常時スタッフが注意をはらうことと、毎日の建物や設備の点検

を基本とυ、さらにより安全確保のだめに次のように苅応)ます。

1 )防犯について

開館時は、 λタッフの 1人は巡回を行うようにレて、こどちの危険な行為、異常や不

審吉の存在を確認します。それ以外仁、監視力メヲ 3台で床下迷路を見守ります。閉館

時は館内を確認・施錠レt:.:.後、機械警備を行います。

2)防災仁ついて

ログハウスは施設の規模からは、消防法で定められた消防計画書の提出は義務づけら

れてはいません。)か)、不特定多叡の人が出入りする点を考慮υて、任意で届出をし

ています。まだ、年 1固地元西谷消防署の協力を得て、利用者の理解を得ながら避難訓

練を仔います。

3) 己常点検と苅応準備

館内外の建物や設備について毎日チェック表とマニュアJしにより点横を行います。

また滑り台ネットの正面、柱、手すりの突起などにはクッションをあてがい、ことち

が街突しでも怪我をしないようにレます。

4)再発防i上の正めの対応策

・再発防止に司けて原因を究明し、対応策の実施、マ二ュ )J)'v・チェック表の改訂、記

録保厚を行います。ま正協会に報告すると共!こ、状況に応じて行政に報告レます。

・事故等があれば、ミーティングで全員!こ周知・徹底レます。また事例に基づいた実践

的な緊急時対応に閉する研修を毎年行います。

・事故が起きそうになっだ時には、ヒヤリハット報告書を必す作成するととちに、

他の施設等の事例についても情報を収集レ、事故発生防ιに努めます。

(イ〉事故発生時の対応

1 )災害発生時の苅而

I也長・火災等の災吉が発生レた時には、マ二ュ7ルに基づいて若ち苔いて行動υますロ

ますは、利用者を避難誘導レ、安全の確保を最優先させます。 次に、消火器による初期;

消火nnびに 119番への通報をレます。

2)負傷者発生時の苅凪

負傷者が出疋揚舎は応急手当をすると共に保護者に連絡を レ、必要に応 じて I19番

通報をするなど、マニュアルに従って行動レまず。

※ 八 4版 1f)(でまとめるよう、お願いいたします c



13-(3)一地域ニーズ、利用者二「ズの把捉と述?きへの反映

川島町公園こど七ログハウスを設置理念や協定書に基づいて運営)ていく中で、地域や乱

用者の要望やニーズ!立時と共に変化じていくことを踏まえながら、そうし疋二ーズを酌確に

把握レていくことが重要であると者えます。

(ア〉地t或及び利用者二一ズの把握方法について

私疋ちは、次のような方法で、地域三ーズや利用者二一ズを把握します。

*利用者からの意見を常時閣くように)ます。

利用者に小学生が多い亡とから、難υし1点ちありますが、目線を合わせるなど話レ易い

完囲気を作りながら聞いていきます。

キ個別の自主事業や特定のテーマ仁閣υて、参加者や閲係者にアンケートを実施レますロ

傘来館者アンケートを毎年?固以上実施するほか、自主事業毎にちアンケートを実施レて、

次への改善の手がかりと υます。またご意見箱で、ニーズを把握レます。

*地域で:苦動ずる人々で構成される口グハウス蚕員会から運曹に閣する基本的な意見を集

めます。

(イ〉運営への反映について

利用者の万から直接聞いた要望やご意見箱の声[ま次の手111買で対応します。

の直ぐに苅応可能な事項は、即時仁対応レ、沼町者!まその旨を日報に記載することと

レますく情報を共有する〉。

②直ぐに対応できない事項についても、苅応者Id:日報に記載し、直Jliのミーティツグで議

題とレますロ

③ミ』ーテイングでの結論については、館内に掲示します。

アンケー卜で示された要望や二一ズについても、要望や二ース、の内容、それ仁刻する刻

応についてち館内掲示をして明確にレまず。

また、苦情のあった場合色、よ記と同様とレます。

一一一一一一ーーー
※ A4版 1枚でまとめるよう、お願いいたします。



3 - (4) 施設 ・設備の維持管理

一一一」
( 4 ) 施設・設備の維持管理

(7')維持管理方針

※ 

こどもログハウス1ごは、「こどち同士の遊びを通U、青少卑の躍宝育成を育むことのでき

る揚」という設置理意があります。乳幼児から中学主までの異年齢のζ どもたちが常時集

い、遊びを通して創造住や協調性を麓うことができる公持の施設と して‘こどちが安全 ・

安I~jt:楽レく過ごせるように次のような基本方針で維持管理します。

事 施設と問異の点接で安全 ・ 安j~\の確保と事故 ・ w害等の緊急時への羽田方法の確立

串楽レく快適仁こどもや親子が過ごせるようにj書課な維陪管理

"1 )施設と用具の点検で安全 ・ 安J~\の確保と事故 ・ 災害等の緊急時への対応方法の確立

毎朝、館内外の建物 ・設借や遊具をチェックリストに基っき点観 ・確認します，また

事担や火災への苅応マ二コアル謹情、 研修や~JII糟在実施します句

2)楽しく快適|ごことちゃ親子が過ご世るよう巴溝j裂な雄持管理

号甥帰際機による;胃婦はもちろん、 主留の内部の乾拭き清掃を行う他に、トイ レなと

汚れやすい所を常時点按 ・清帰レま官。

川島町公園亡どちログハウス
建物日常点枝チ工ツク表

Ir一一一-，
五H巴r-;， F~ 一寸τI同| 蜘ぜ白志一

町民共.-二件同
壁白 書芸:iii→

ー武!.W:'"_;at;¥JFjL'r. 

問。 1-=側二訊柏 市 町，.V::r丘一1-1-1 I 
-"'-<:.と六九主乳剥九柄。l.;司::，，'}> I I I I 

-~~: :t;).';':'~".'~骨~:~込九札 ~:;"'，!r 1 I 
ーー…γ ー1-1 I 

川島町訟幽こどもログハウス
遊具安全点憶す工ツクシート

+，~"斗Ll: )11 C，El'l.11.9Jこ ど Lロ?Hウ;I， 'f丹1(î~限 定期点智子~~ツン・ 1.' P.~tJ 

(イ〉横浜市川島町公園こと包ログハウス管理計画

項目| 業務 内容 | 実施 年白凱 実施月
ーー

日常;青j号 1 誠員 百日 毎日

清掃等 |湾婦業務 |床直定期清掃 蚕託等 12回 毎用

窓ガラス:盲目 委託 4回 5. 8 11. 2月

衛生管理 害虫駆謀 委託 2回 8. 2月

建物等 lf控械舗点、後 1質感22備 ヨ:$1::己 主目コtCa 主耳目 毎日
一一

消防設備点、使 消火器等点桟 一三若日eiC 1回 4月

A4J仮i枚でまとめるよう、お願いいたします。



i 3 - (5) 個人情報保護・情報公開への取り組み つ
(5 ) 個人情報保護・情報公開への取り組み

ア〉個人情報保護等の体制

当協会!ま「個人情報保護法J1"横浜市個人情報の保護仁閲する条例J1"個人情報取扱特記

事項」に基づき、個人情報の取扱いに l慎重に対処し、個人の権利を1墨書レないことを徹底

レます。具体的仁は次のような措置を実施レます。

-当協会[ま「個人情報保護方針」を制定しており、個人情報の厳正な四肢いの徹底をする

旨を館内に掲示し、利用者に表明します。

. 1"個人情報保護マニコア)[;J を作成し、館長を個人情報保護賢任者とレて、職員!こ個人情

報保護の厳正な取扱いを徹底させます。

-年に一度、職員やスタッフに刻し研修を実施し、業務上必要な情報管理とレて申込書、

掲示物や広報誌等の尚像や氏名、肩書等にち配慮レた個人情報取扱特記事項の遵守、利

用・取得に関するJ[;-)レや適正・安全な管理、第三者提供仁閲するルール、開示や利用

停ι請求)[;ール、罰則等について確認υますロ

-職員全員に対レ、個別に個人情報保護に閲する誓約書を毎任取ります。

・受(寸表については、取扱いに注意レ、保管は鍵のついた書庫で行い、 1年間経過し疋ち

のは、局ことにシ斗レッダーにかけて廃棄します。

個人情報の保護に関して疑念及び問題が生じ疋ときに司区と相訪レまず。区の指示に従

って対応し、緊急に事実関係を調査後、区に報告レ、適切な改善を進めます。

イ〉情報公開

横浜市の「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」に基づき、個人情報や業務のノ

ウハつにかかわる一部の情報を除いて、施設の管理運営にかかわる情報は原則として公開

します。また情報公開に応じることを周知する疋め、掲示板等を用いて告知υます。

管理運営に関する↑育報として公表する|吉報には次のようなちのがあります。

-毎年度の事業計画書 ・事業報告書を公表します。

-指定管理者の名称や指定期間・概要等について施設内の掲示板ゃれームページなどで

周知υます

-利用者アンケートの結果について、掲示板ゃれームページで公表レます q

.乱用者からの苦情や要望および苅応方j去を掲示板で公表レます。

※ A4版 1枚でまとめるよう 、お願 いいた します D



4 事業の企画・実施

( 1 )平IJ川者サービス IIIJ_j-_にむけた取り高11み

( 1 )利用者サービス向上にむけた取り組み

こどもログハウスは、「自由に集い、遊びを通じて成長することができる揚」として設置

されていることから、館を運営するに当つては次の視点から、サービスを提供していくこと

が重要であると考えます，

① 安全・安J~\で遊べ、建物、設備、用具等が清潔に維持管理されていること

③ 青少年の健全育成の視点に立制する職員の苅臨が求められていること

③ こどもの買昧や関山を喚起する自主事業を展開していくこと

(ア〕建物、設備、用具等の清潔な維持管理

施設や遊具の周到な点検により、安全・安J[j¥に万全を期すことは勿論のこと、特に、こ

どもが遊1.5¥t易という点を考えれば、清潔に保つことも重要です。

(イ〉青少年の健全育成の視点に立脚する職員の対応

こどちは、遊びを通じて社会のルールや他人と協調レながら行動することの重要性を学

んでいく側面があります。このとき、現場のスタッフはまさに、そのルールや協調するこ

とをタイムリーに教えていくことも大切な役目として負っていると考えます。これは、ロ

グハウスが公の施設であり、民間の娯楽施設と同一ではない点を考慮すれば、当然のこと

と蓄えます@

スタッフ 1人 1人が、ログハウスで遊ぶこどもの健全な成長をわが子の揚合と同様にl[j¥

底力、ら願って業務にあたることが重要であると考えます。

(ウ〉興味を喚起する自主事業の展開

こどもは、遊びを通じて自分の得意なもの、好きなこと等色々な発見をし、知識を身に

つけていきますが、まだ無限の潜在的可能性を秘めているといわれます。その潜在的司能

性を引き出す契機の一助として、こどち達の興昧や閏l[j¥を喚起できる自主事業を企画・実

施レ、こどち達の創造住や感世に刺激を与え成長を促すことを狙いとします 3

H21年 9月実施自主事業

「まどにおえかき」の樟子

ログハウスの大きな窓ガラスにことも達が

fE13ひ伺ひと給をかく、 ログハウスで人気の
ある自主事業です.

H22年 3月実施自主事業

「プレイデー」の様子
年に4回開催するフレイデーでは、スタ

ッフ手作りの遊び道具て¥活き活きと遊

ぶことも達の姿が見られます.

※ A4版 1枚でまとめるよう、お願いいた します。



4 - (2) 施設の利川促進に IIljけた取り組み

( 2 )施設の利用促進に向けた取り組み

設置理怠を実現し、利用の促進を図るためには、次の点が重要であると考えます。

山利用者サービスの向上

前記4-(1 ) r利用者サービス向上に向けた取組み」で述べた通りです。

o広報の充実

職員自らホームへージの更新を行い、自主事業の情報をタイムリーに紹介しますε 自治

会の掲示板にログハウス便り(アドベンチャ一通信〕を掲示してちらい、地域住民の方々

に周知しますコその他、区報やタウン情報誌も積極的に活用しますむ
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年に 4回 (5、6、9、12月〉発

行し、川島小学校、西谷会館、富

士スーパー上星川庖等に配布し、

ログハウスの楽しい自主事業をよ

り多くのこどち達にお知らせしま

す。
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ゆ自主事業の充実

こどもログハウスが企画・実施する自主事業の目的は、乳幼月がら中学生まで

異年齢のこどもたちが集い、遊ひを通して創造性や協調性を貰うことにあると考

えますa

こうした考え方を基に、次のような特色を持たぜます。

(ア〉 こどもたちが、積極的に事業に参加できるように興昧や楽しさを昧わえる

事業とする。

主人公はこどもであり、こどもの視点に立った事業を計画し、仲間と楽しく遊l.5i機会

とします。

予定事業 「まどにおえかき」、「フレイデーJrログハウスのお仕事体験」

(イ〉こどちたちの感性を磨き、創造性を伸ばす事業とする。

学校や家庭では体験しにくい事業を企画することで、こどもだちの感性を磨き創造性

を伸ばす機会とします。

予定事業:rムシ博士の力ブト虫教室Jr夏休み工作教室」

(ウ〉親子のふれあいを深める事業とする。

乳幼児とその親が一緒に遊ぶことで親子のふれあいを深める機会としますa

予定事業ー「おはなし会Jr親子リトミック穀室Jiかるがちキッズ」

(工〉 子育てを支援する事業を実施します。

子育てについての悩みや疑問について、育兜経験者に定期的に相談できる臼を設け、

育月相談事業を実施していきます。

※ A4版 1枚でまとめるよう 、お願いいたし ます。



4ー (3 )関係機関・地域と辿脱した取り組み

( 3 )関係機関・地域と連携した取り組み

こどもログハウスは、立地的には交通の利便性の良い所にあるわけでもなく、まだ、施

設の面積も決して広いとは言えません。

レかレ、「こども」に特化レ、その健全な成長を擢進するために設置された叡少ない公の

施設です.こうした意味では、地域にとってもログハウスが貴重な財産であり、地域全体

で暖かく男守り、育てるという意識が地慣の人々の聞に浸透していく ことを目指すへきで

あると考えます.

このためにち、ログハウスち積極的に地減との交流・連携を図り、確たる地闘の一員で

あることを示していく必要があると考えます。

( 1 )隣慢する川島保育園と引き続き交流を深め、保育園児の園外活動を受け入れます。

(2)よ星川町内会を拠点に活動していることもフラダンス教室の発表会場として、今年6

見初めて利用してもらいまし疋が、今後も継続していきだいと思っています。

(3)川島公園少年野球場で練習する地域スホーツ団体の昼食時などの休憩揚所とレて、ベ

ランダや洗面所を利用してもらっています。

(4)近隣の小学校 (川島小、土星川小、版本小、 くぬぎ台小、上菅田JJ¥)や中学枝〈西谷

中、保土ケ中、よ菅田中〉の児童 ・生徒により多く利用してもらえるように、自主事業

の工夫をはじめ、来館しやすい雰囲気づくりを していきます。

【写真】フラダンススクール (上星川〉の発表会の繕子。

IJI学主~中学生 13名の児童 ・生徒がロクハウスでB頃の練習成果を発表しまし疋。(写真正〉

また、講師が来館者向けに簡単なフラダンスの基本を毅えてくださいました。 (写真右)

※ A4版 1枚でまと め るよ う、お願いいたし ます。



5 収支計画及び指定管理料

( 1 )収支計 [il!iの適正性

( 2 )運営費の効率性

※ 管理H経費の提案及び収支予算については、級式 2に記載すること

( 1 )収支計画の適正性

収支については、横浜市から支払われる当該年度の指定管理料によって当該年度の支出

を賄うことを基本に置いて館を運営していきます。

先す、収入については、指定管理料のほかに、行政財産の目的外使用許司手続きを経て

設置する自動張売機の手叡料収入があり、その割合とレては 5%理J金.ですが(平成 19'"

22年度決算〉協会にとって貴重な財源となっています。

支出については、施設の運営!こ直接関わる人件費、管理費が全体の 80%以上を占めるの

は、施設の管理運営を業務とする以上必然的であると者えます。

人件費の関係では、現掘のスタッヌは常時2名を配置していますが、こと七が安全・安

Jt'J¥レて避15¥揚としては必要最低限の要員と考えます。

管理viの関係で司、機械警備を採用レていますが、協会が管理する他の施設と業務委託

の共同化によって経費の劃減を実現してきています。

設備等の11雲市善については、指定管理者側の負担分は、修繕箇所、危隙度の多少等を勘案

υながら可及的ill速に刻応することとレています。

1 (2)運営費の効率性

l 運営刻率を高めるには、経費の削減のt-:.めの次のように様々な取組みを行います。

の管理費の機械室備について、業務委託の共同化によって経質の削減を図っていますロ

②事務費の備品、消耗呂等についても共聞購入することによって経費の削減を図っていき

ます。

③床、窓ガラス清帰、害虫駆除等についてち業務委託の共同佑を行っています。

当協会とレて官、こうして実現レた経詑削減の成果を、サービスの向上や設備改善に

売当レながら利用者満足度の自ょを圃ります。

※ A4版 1枚でまとめるよ う、お願いいたしますロ



(様式2)

平成24年度 川島町公園こども口グハウス 自主事業計画書

団体名 一般社団法人保土ケ谷区区民利用施設t窓会

G必%対象 自 三i三 * 業 予 算 額
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・ + ._+ 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃-骨骨

事業名 ②必uミ人数
総経費

収入 支111
一-__.一一ー

mか).E:らT充cs当E粋 I
講師謝金|③一人当たり参加費 参加費 材不十担' その他

幼児~中学生-_... 
1まどにお絵かき 7.000 7.000 。 7.000 。

幼児
一

2おはなし会 2.222 。 2.222 。 。

幼児

3かるがもキッズタイム 2，222 2.222 。 2.222 。 。

幼児
ー._ - ---

4保育園児と遊lまう! G 。 。 。 。 。
ーーー-・・・，---・._--

幼児~中学生
ーーーーーー -・・..・，司・・・・・・・・・・・圃邑

5プレイデ (亙) 20.000 。 5，000 。
ー・・・・・・'ーー・・ーーーーーーーー・ -----

• 
幼児~中学生
一 一一一

6.プレイデー(秋) 20.000 20.000 。 3.000: 17.000 。
ー・ーーーー ーー. . 

幼児~中学生

7プレイデー(冬) 20.000 20.000 。 20.000 。

幼児~中学生

8プレイデー(春) 20.000 20.000 。 20.000 。

幼児~中学生

9カゴト虫飼育教室 20，000 20.000 。 16.000 4.000 。

小学生~中学生
10ログのパソコン・こども屈 一一-

碁教室
6.000 6，000 。 6.000 。

一一+

幼児~中学生
11.ログのわくわくワ ク -ーーーーー

ショップ
50名 10.000 5，000 5，000 5，000 5，000 。

一一
100~300円

幼児と保護者
← ーー

12 15組 25.000 25，000 。 25，000 。 。
.. 邑-回 ...岬・..・・-

計 152.444 5，000 。

事業ごとの事業内容等を様式41こ記載してください。



(様式2)

平成24年度 川島町公園こどもログハウス 自主事業計画書

団体名 -~;f:土団法人保土ケ谷区区民利用施設協会

①募集対象 自 主 業 予 n 額
ー--&-------

1h:;t~l ②募集人数
給、経費

収入 支出
一一 叫凶品 |

講nifI;制令!③一人三iたり基~j;~~~
から充当 参))11投 材料費 その他

2I!l以上の幼児と保憲司5・
-・，一一一

5，000) 13親子クラフト工作 8組 9，000 5.000 4.000 4.000 。
一 一 日一一
500円

幼児と保護者
14アロマトリートメントで免疫 -一 一

力アップ
10組 7，000 5.000 2，000 2.000 。

.町・・ー ・
200円

小学生~中学生
ー 一一一

15ログで作ろう、風力発電 20名 15，000 6.000 5，000 10.000 。
円 ε 

300円
' 

幼児~中学生

16夏休みサイエンスショー 17.000 17，000 。 15.000 。
-・・・・・・・・・・・・・・・・・田園田・・岡-_.・・4・・

a 

幼児~中学生

17新春おたのしみ会 6.000 6.000 。 。 6.000 。
"・・._--_..一一一一一一

幼児~中学生

18.ログハウスまつり 40.000 40.000 。 16，000 24，000 。

その他(ログハウス便り発送 -・M・咽周回---_.

費、 印刷費等)
30.000 。 。 。

。
ーー .-幽・岡・・ー ・田・・同・田・

一 ← 。 。
一

' ・・・田・・・・・・・・・・・・・・・・且一一一一一一一一一 。
----

. 
-・・b司・ー 。 。

_，. _'...--

百十 124，000 112.000 12.000 78.000 。
A. 計 276，444 17，000 。日

事業ごとの事業肉容等を様式4rこ記載してください。



(様式3)

平成24年度 川島町公園こどもログハウス 自主事業計画書

団体名 一極社団法人保土ケ谷区区民草IJ用施設協会

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

1.ま rにお絵か ログハウスの大きな窓ガラスへ、各回どとのテーマに沿っ 土曜日
き て、こどもたちが自由にのびのびと絵を揃きます。 (全4回)

事業名 目的・内界 実施H，fWJ・同数

読み聞かせボランティアグループ I715々~ちゃちゃ~J に
よる幼児対象のおはなし会。

2おはなし会
絵本の読み問かせは、聞く JFを育て、言主さからイメージす 火曜日
る力を育てます。本(おはなし)に去、fする興味がわき、とど (全9回)
もの心に楽しい創造の世界を広げますU

事業名 J_j的・内容 実施時期・回数

3.かるがもキッ
未就|卓l児と保護者を対象に、親子ど幼児のふれあい遊びを

金sM日
ズタイム

楽しみますc r有Jlニ年頃の幼児を持つ、親同士の交流の場、
(全8同)

情報交換の場ーを提供します。

事業名 目的・内容 実施時期・ 回数

1.保育協I児と遊
隣接する)I r島保育問と協働 し、地域の未就困児と保護者を

水日{I~ 日
ぼう!

刻象に、同の保育士と園児が遊びを通じて交流を深めま
(全10回)

ーナロ

事業才l 目的・内容 実施時期・同数

5~8. プレイデー
とどもたちがワクワクする遊びや、身近な素材を使ったT l二曜 1=)

作など、季節に令わせたイベント を企l可しますロ (全4目)

卒業名 目的・内容 実施時期・ 回数

1118年度から、毎年行われているログハウスのa旧例イベン ト
です。講師がカプド虫 ・クワガタ虫の飼育方法を、こ Eも

9.カブト虫飼育 たちにわかりやすく 教えてく ださいます。 ら、 7A
教室 カプ ト虫の飼育を通し自然にふれあうことで、 学校や明で (全2団)

は教えてくれない:FJ重な経験ができます。



(様式3)

平成24年度 川島町公園こ どもログハウス 自主事業計画書

団体名 一般社団法人 保土ケ谷区区民利用施設協会

事業~l 同的 ・内容句; 実施時期 ・回数

囲碁は広い碁披全体に目を間りながら、広い視野を持ち、
常に考えながら遊ぶため、成長期のこどもたちの発達に大

10.ログのノぐソ コ きな効果があると言われています。また、囲碁の対!被に要 1"'6J:l月 1回日曜
ン ・こども閉碁 する時間は約l時間と長いため、こどもたちの忍耐力や集中 (全3回)
教室 カが身につきます。ログハワスでは、まず囲碁に奥味を

持ーってもらう ことから始めるため、パソコンを使J-Hしたこ
ども向け入門教室を企画します。

事業家1 目的 ・内容等 実施時期 ・回数

フレンド工房さんによる、 rハガキアートj と 「写真入り
11.ログのわくわ キーホルダー治IJり|を行います。 「写真入り キーホル

7月
くワークショツ ダーJは、その場で撮影 した写真:にデザイン ・文字を加

(全1回)
プ え、参加 したこどもたちとコミュニケーションを取りなが

ら、 一緒に作ります。

事業名 目的 ・内容等 実施時期 ・凶数

親子で音楽体験をすることによって、幼児の音感、ジズム
J謀、音楽的感性、表現力、創造力、集中力、記憶力が高ま

12.親子リトミッ
るなJ子、リトミ ックは様々な心身的効果をもたらすと言わ

4、6、9、11、3凡れています。また、母親や友達と一緒に楽しみながら、協
ク教室 調性、自主性、積極性を身につけることができます。H22年 ( ~全5凹)

度に年l凶でスタート した企画ですが、毎年函数が増え、本
年度は年6凶開催します。

事業名 目的 ・内容等 実施時期 ・凶数

主主~が材料の 「アロマキャンドル l を親子で作ります。昨
13.親子クラフト 年 度 (1I23年度)、来rr全面として実施しま した。 |また開催 12月
工作 して欲しい」 というアンケー ト紡呆を受けて、本年度も関 (全1回)

催いた しますロ

事業名 目的 ・内容等 実施時期 ・回数

アロマの効用と言えば、 「呑りによるリラックス効果j の

14.アロマト リー
みと思われがちですが、実は健康、特に自然治泌j)を高め

トメン トで免長
る作用もあります。ア ロマインスト ラクターの資格を持つ 10月
講師から、アロマオイノレを使用した親子マッサージを教え (全1回)

カアップ
てもらいます。免疫力を高めて、風邪を予防するととも
に、マッサージによる親チの触れ合いをねらいとします。

事業名 実施時期 ・回数

「ひ止とゆめのネットワークl桁導のも kで行う、夏休み

1.5.ログで作ろ
工作教安です。ベッ トボトノレで、作ったプロベラに風をあて

7月
う、風ノJ発泡

る左発電機が回転し、屯球が点灯します。 こどもたちの向
(全1回)

然エネノレギーへの関心を同めるとともに、 作った作品は瓦
休みの宿題にもなる、木年度、初企両の 自主事業です。



(様式3)

平成24年度 川島町公園こどもログハウス 自主事業計画書

団体名 ←般社団法人保土ケ谷区区民利用施設協会

卒業名 目的・内容等 実施時期・回数

昨年度(II23年度)は、 [ドキドキ風船ヲーノレド」 r~主気は

16.夏休みサイエ
こんなに力持ちJ ~いう内容で開催し、大変好評でした。

8月
科学の不思議・楽しさを実験を通して、こどもたちに伝え

ンスショー
たく、本年度も実施ます。

(全1回)

事業名 目的・内容等 実施日キ期・同数

17.新春おたのし
H22年度から始めたこのイベントも、本仔ー度で31iilflとなり

1月
み会

ます。ジャンボカノレタ取り、じゃんけんすごろくなど、こ
(全11ITI)

どもたちが喜ぶ遊びを本年度もお五月に企画します。

事業名 目的・内容45: 実施時期・ IB:I数

日4年6片に開館した当ログ.ハウスが、今午、開館20年を迎え
ます。ジャグリング、パブオ←マンス、スーノぐ」→ボーノレすく

18.ログハウスま
いなど、とどもたちが喜びそうなものや、口笛コンサート

5月
つり

のように、しっとりと閉し、てもらいたい内容な左手、いろい
(全llDJ) 

ろと取り交ぜながら、 20年の節 目の年におまつりを聞きま

事業率1 円的・内容宅: 実施時期・ [8]数

事業~l 日的・内科等 実施時期・回数

事業名 実施時期・回数



(桟式 6)

平成24年度川島町公園こどもログ内ハウス管理に関する業務の収支予算書

内 訳

目 l③その他

項

目

収入 |事業収入・自販機収入・雑収入

人件貨|時給職員賃金、法定信利費

事務費|旅費、 消耗品費、会議賄輩、印刷製本賞、 通信賞、
備品購入費、施設賠償責任保険、手数料、諸費

事業費|自主事業費

管理費 |修繕費、機械警備、害虫駆除、塵芥処理など

ニ ズ|運営委員会や利用者のニーズにより執行
対応費

事務経費|労務経賞、法人税等

※ 1年間(12ヶ月〕の収支を記入してください。

(単位:千円)

金額

7.708 

。

367 

5，289 

931 

277 

620 

。

958 

※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。



川島町公園こどもログハウス収支予算書 【様式6 説明】

日経位:千円)

エ頁目 支出合計 (1)+(2)+(3)十 (4)+ (5) 8，075 
人件費 . 

5，289 」ト . 
(1 ) 時給職員 5.289 

賃金 スタッフ 5，209 
労災保険料 26 

法定福利費 被服喪 541 

事務費
、 . 

9311 . . 
(2) 旅費 7 

消耗品費 275 
印刷製本費 。
会議賄費 20 
通信費 109 
備品購入費 100 
図書購入費 10 
施設損害賠償責任保険 88 
手数料 3 
諸費 319 

{.j~業費 277十

(3) 自主事業費 277 
管理費 620 
(4) 修繕費 小破修繕 2501 

清掃業務 定期清掃、窓ガフλ、f也 78 
消防周設備点検 年1回 8 
衛生管理 害虫駆除 351 
機械苦伐点検 常時 208 
その他 座芥処理料 411 

事務経費
(5) 労務経費 7581 

消費税・法人税 2001 


