
〈様式2)
平成24年度 老人福祉センター横浜市狩揚緑風荘指定管理者事業計画書

【指定管理者】 財団法人横浜市老人クラブ連合会

1 老人福祉センター狩揚緑風荘の管理運曽の基本的な考え方

(1 ) 管理運営の基本方針

狩揚緑風荘は「高齢者が健康で明るい生活を曽むための支援施設」とレての老人福祉セ

ンターの使命や役劃を怠頭におき、狩揚緑風荘を利用することにより、利用者の皆様の癒

レの揚となり、満足レてご利用レていただける施設とレて、又、地域と密着レた施設とな

ることを目指レて運営レてまいります。

① 高齢者の教賛、趣味、娯楽の機会の提供及び高齢者の健康増進を支援レます。

② 公的な施設とレて、公平、公正、平等及び人権を尊重レた管理運嘗に努めます。

③地域に根ざレた福祉施設とレて、保土ケ谷区や地域と密接な連携をとり、地域の活

性化を図ります。

④ 法令、条例等を遵守レ、コンブライアンスの徹底を図ります。また、個人情報保

護の励行に努めると共に情報公開には、積極的に開示協力をレます。

⑤節電、節水を初め、経費節減に努めると共に、ゴミの資源化率の向上を図るなど

工コライフの向上に努めます。

⑥苦情や提案等には、事実関係等を調査レ適切に刻応レ、明るい老人福祉センター

の運営に努めます。

⑦利用者の回線に立ったサービ、スにJs¥がけ、利用者満足度の向上を目指レます。

2 平成24年度事務事業の推進について

け)i趣味の教室Ji短期講座Ji自主事業」の開催について〈別紙「自主事業計画書」参照〉

* 高齢者利用者の生涯学習の機会と揚の提供とレて「趣味の教室」や「短期講座」及

び「自主事業」を積極的に開催レ、生きがい作りや仲間作りを支援レていきます。

* i趣味の教室」事業は、本年度は、前期20講座 (1年間開講4講座を含む。〉、後

期20講座を各ノマ6ヶ月間開催レます。

* i短期講座」は、主に短期間で集中的に開催レた方が刻果的と思われる講座を開催

レます。

* 自主事業は、健康相談、高齢者困りごと相談、生活相談及び防犯教室などの「生活

支援事業」、地域に密蕎レた運営を行うため、地域住民にも開放する「緑風荘祭り」

などのイベント及びメリハリのある運曽とするため季節毎に「イベント」を企画レ開

催レます。また、「介護予防講座」や防犯教室など関係機関等と連携レて実施レます。

(2)利用者の二一ズを把握するために

* 利用者満足度アンケート調査を実施レます。

* i趣味の教室」受講者のアンケート調査を実施レます。

* 利用者の代表者から要望を閏き地域の自治会等との連携を密にするだめ「利用者・
地域連絡会議」を開催レます。

* 老人クラブと連携を密にするため、横浜シニア太学の開催の支援をレます。

* i提案箱」を初め、利用者の要望及び苦情を聞く窓口を充実させます。

これらの要望や苦情等は積極的に狩揚緑風荘の管理運曽に反映させていきます



(3)職員体制と人材育成について

利用者のサービス向上を図るため、職員の育成及び接遇等の研修を勧めていきます。

* 職員体制は、常勤職員3人〈所長1人、副所長2人〉 非常動職員〈コミユ二テ

ィスタッフ〉常時4人配置を維持レます。

* 常勤職員2人は副所長と位置伺け補佐機能と責任体制を明確にレます。

* 職員の育成とレて、採用時研修、職場実務研修、始業時ミーテイング、個人情報

保護、コンブライアンス及び接遇等各種研修を行います。

(4)個人情報保護と情報公開について

* 利用者の個人情報は、個人情報保護法の趣旨に基づき適正に取り扱います。

* 個人情報は、業務に必要な範囲で収集レ使用目的を明確にレて利用レます。

* 情報の管理は厳正に行います。

* 情報公開は、迅速・適切に対応レます。

* 情報は積極的に適正な方法で公開レて行きます。

(5)緊急時の対応について

老人福祉センターは、高齢者が利用する区民利用施設であり、他の施設より"事故“の

発生する司能性が高いと言われております。特に狩場緑風荘は浴室設備があり、入浴中

の"事故“発生の危険があります。「安全は最大のサービス」とのJs¥構えで、防犯、防

災、毅急赦命等に万全の配慮をすると共に年2固の防災訓練を実施します。

* 自衛防災組織を組織レ緊急時に備えます。

* 緊急対応マニュアル〈防災・急病人・風自〉を基に緊急時の刻応を行います。

(6)“安全・清潔"な施設運営のため

施設の清掃が隅々まで行き届き、衛生面での配慮がなされていることは、利用者が

快適にセンターを利用レてもらうための第一歩であります。

* スタッフや専門業者による「日常清掃」は毎日きめ細かく行います。

* r害虫駆除」など専門業者による定期作業ちタイムリーな時期に定期的に実施し

ます。

* お風Eの衛生管理は、浴場の毎日清掃、レジオネラ菌検査、塩素系消毒薬投与な

どを行い、浴室の清潔さを保全レます。

(7)健康や福祉などの相談体制の充実

高齢者がいつまでも元気で「生活の質」を高め、維持レて行けるよう相談体制を充

実させ、支援することは、寝だきりの予防及び介護予防の観点からも重要です。

* 看護師による「健康相談」、所長による「生活相談」、栄養士による「栄養〈食生

活〉相談」などの事業を利用者の健康維持の立場からの内容の充実を図ります。

(8)サービスの向上と刻率的な事業執行について

指定管理者制度の移行に伴い、利用者へのサービスの向上と効率的な事業の准進が

求められています。この2つの目標を達成するには、今まで以上の「改善」と「改革」

が必要となります

* rサービスの向上」は基本方針や運営方針をベースにレて、利用者の目線及び満
足度に着目レて、「運営方法」や「事務作業」の見直レを進めていきます。

* r刻率的な事業執行」は利用者へのサービスの倍下を招くことなく、「最小限の

費用で最大の刻果」があげられるよう経醤的な視点に立って行っていきます。
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(様式3)

自主事業計画書【短期講座の自主事業】

団体名 狩場緑風荘

①募集対象 自 主 事 業 予 算 額

支出事業名 ②募集人数 収入
総経費

③一人当たり参加費 委託料 参加費 講師謝金 材料費

脳力トレーニング 60歳以上の市民

「短期講座J 15人 55，550 55，550 。 55，550 。
(月4回・全10回) 無料

卓球入門 60歳以上の市民
ト一一一一一

「短期講座」 15人 33，330 33，330 。 33，330 。
(月2回・3カ月・全6固) 無料

リコーダー 60歳以上の市民

「短期講座」 15人 33，330 33，330 。 33，330 。
(月2回・3カ月・全6回) 無料

手話入門 60歳以上の市民

「短期講座J 15人 22，220 22.220 。 22，220 。
(月2回・2カ月=全4回) 無料

38体操 60歳以上の市民

「短期講座」 15人 22，220 22.220 。 22，220 。
(月2回-2カ月・全4回) 無料

マジック入門 60歳以上の市民

「短期講座」 15人 22，220 22.220 。 22，220 。
(月2固・2カ月・全4回) 無料

ちぎり絵 60歳以上の市民

「短期講座J 15人 11，110 11.110 。 11，110 。
ト一一一一一一一

(月2回・全2回) 無料

そぱ打ち体験 60歳以上の市民

「短期講座J 15人 13，027 7.777 5250 7，777 5250 

(全1回) 350円

手作り布草履 60歳以上の市民

「短期講座」 12人 13，510 11.110 2400 11，110 2400 

(全2回) 200円

体力向上プログラム 60歳以上の市民 健康福祉局憧康福祉局

(健康福祉局) 20人 ( 150000) 負担 負担

(全5回・10月-3月) 無料

携帯電話講習会シリーズ 60議以上の市民

(NPO法人竹善の会) 20人 。 。 。 。 。
(全5困・10月-2月午後開催) 無料

B E E ' 

ト一一一

小言十 226，517 7，650 7，6501 

事業ごとに別紙に記載してください。 4 
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自主事業計画 書 【 世 代 間 交 流 、 他 の 自 主 事 業 】

団体名 狩場緑風荘

その他の自主事業(世代間交流)

①募集対象 自 主 事 業 予 算 額

事業名 ②募集人数
総経費

収入 支出

③一人当たり参加費 委託料 参加費 講師謝金 材料費

世代間交流 60歳以上の市民

福祉体験実習生受入 自由参加 。 。 。 。
年2回 無料

ギャラリー展覧会 横浜市民

自由参加 。 。 。 oj 

無料

. 
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(様式3)

その他

。 。

。 。

小計 。 。 。 。 。 。
自主事業総予算額 5745258 5149608 595650 5081448 595650 68160 

事業ごとに別紙に記載してください。 5 



自主事業別計画書【趣味の教室】

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

健康体操 (目的) 前期 (4月-9月)

体を動かして、健康でいきいきとした暮らしを送っていただ 後期 (10月-3月)
きます。

月4固:金曜日

(内容)

自分の体力、体調に合わせゆっくりと行います。はじめての
方にでもできる楽しい体操です。心身ともにリラックスし健
康寿命をのばします。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

民謡踊 (目的) 前期 (4月-9月)

楽しく体を動かして、いきいきとした暮らしを送っていただ
後期 (10月-3月)きます。

月3回:水曜日

(内容)

みんなで歌って踊って、ひとつの輪になれる民謡踊です。

事業名 目的・内容等 実施時期=回数

フラダンス教室 (目的) 前期 (4月-9月)

音楽に合わせ体を動かして、はつらつとした暮らしを送りま 後期 (10月-3月)
しよう。

月3回:火曜日

(内容)

ハワイの名曲に合わせて無理のない動きで心と身体の健康を
保ちます。

事業名 目的圏内容等 実施時期・田数

編み物 (目的) 前期 (4月-9月)

棒針やかぎ針で色々な作品を作り上げていくことは、楽しみ
と同時に脳の活性化にもつながるといわれています。

後期 (10月-3月)

月3回:水曜日

(内容)

各人が持っている毛糸を使用してそれぞれ違った作品を作り
上げます。



自主事業別計画書【趣味の教室】

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

華道 (目的) 前期 (4月-9月)

ひと時の「和」の空間を体験していただきます。 後期 (10月-3月)

月3回:木曜日

(内容)

日本の伝統文化を学びます。
個性を発揮し、花で和のこころを伝えていただきます。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

絵手紙 (目的) 前期 (4月-9月)

「描いて見る」楽しさを体験していただきます。
後期 (10月-3月)

月3回・木曜日

(内容)

絵手紙のキャッチフレーズは「ヘタでいい、ヘタがいいJ
心を込めて一生懸命に描いたものは、相手の心を打ちま
す。仲間と一緒に安らぐ気持と「一期一会Jの感動を一枚
の絵にしてみます。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

ハーモニカ (目的) 前期 (4月-9月)

一度は吹いたことがある楽器をリズムに合わせて合奏す 後期 (10月-3月)
る喜びを感じていただきます。

月2回・月曜日

(内容)

誰もが知っている曲を、楽しみながらみんなで演奏したり
聞いたります。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

囲碁入門 (目的) 前期 (4月-9月)

高齢者の生きがいと生涯学習の一環として開講します。 後期 (10月-3月)

月3固:土曜日

(内容)

囲碁常連の利用者に講師を依頼し、囲碁を始めて学ぶ方を
対象に囲碁のルール・死活 E 置碁・基本定石・互失などを
学び、対局が出来るまでになります。

2 



自主事業別計画書【趣味の教室】

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

ペン習字 (目的) 前期 (4月-9月)

パソコンが主流になったとはいえ、美しい文字の価値は永
遠に不滅。日常生活のあらゆるシーンできれいな字が書け

後期 (10月-3月)

れば、あなたの知性や教養まで高く評価されること間違い
ナシです。

月3回:金曜日

(内容)

あなたのお名前とご住所から勉強します。最も書くことが
多いからこそ上達が一目でわかります。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

陶芸 (目的) 前期 (4月--9月)

オリジナルの陶器で生活を彩ります。土の匂いに触れなが
後期 (10月-3月)ら「和jをかんじていただきます。

月3回:水曜日

(内容)

「土練り3年、ろくろ10年」などと言われますが、個人で楽
しむレベルであれば、そこまで時間はかかりません。自分
で作った湯のみでお茶をいただく賛沢を味わっていただき
ます。

事業名 目的=内容等 実施時期，回数

詩吟 (目的) 前期 (4月--9月)

詩吟の魅力の一つに健康に良いことが上げられます。練習
をしていると自然に循環機能が向上し、ストレス解消につ

後期 (10月-3月)

ながります。
月3回:月曜日

(内容)

漢詩を通していろいろなことが学べ、その時代の背景を感
じながら朗読する楽しみを味わいます。

L_ 

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

パソコン教室 (目的) 前期 (4月--9月)

パソコンって、何をするもの?
そんな疑問が、この講習会で解決します。

後期 (10月-3月)

月3回:月曜日

(内容) 月3回:火曜日

パソコンの基本操作、文書の作成を学びます。

3 



自主事業別計画書【趣味の教室】

事業名 目的・内容等 実施時期，回数

俳句 (目的)

学ぶ楽しさと同時に俳句の世界の奥行きの深さを感じてい 後期 (10月-3月)
ただきます。

月3回:月曜日

(内容)

基礎知識を学び、楽しく自由に俳句をつくります。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

折り紙 (目的) 前期 (4月-9月)

指先を動かして日々の生活を豊かに楽しんでいただきま
後期 (10月-3月)す。

月3回:火曜日

(内容)

伝承の折り紙や、新しく考案されたおり方を楽しみながら
作品を折っていきます。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

民謡(唄) (目的) 前期 (4月-9月)

大きな声を出すことは、憧康を保つことにつながります。 後期 (10月-3月)

月2回・木曜日

(内容)

民謡は、生活に根付いた労働歌です。心のふるさととして
唄いつないでいっていただきます。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

水彩画 (目的) 前期 (4月-9月)

うまい下手を通り越して、表現することの楽しさ、喜び、 後期 (10月-3月)
そして感動を大切に透明水彩画を学びます。

月2回・金曜日

(内容)

絵具、用具、筆の扱い方から始まり、鉛筆の使い方、色の
基礎などを学びながら、静物画、人物画、風景画などを描
きます。

4 





自主事業別計画書【通年および自由参加の自主事業】
事業名 目的・内容等 実施時期・回数

健康相談 (目的) 通年

健康などに対する不安を看護師に相談することで軽減させ
ます。

月2回:全24回

(内容)

血圧測定、体力測定、生活習慣改善の指導など

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

栄養教室 (目的) 通年

食事のとり方や栄養面から介護予防を図ります。

月1囲x4コース

全48回

(内容)

栄養士が月 1回x4コース(男性2コース、女性2コー
ス)の教室のカリキュラムを組み実施。
栄養相談にも対応します。

事業名 目的=内容等 実施時期・回数

狩場緑風荘祭 (目的) 前期:9月20日頃
「趣味の教室」や研究会、クラブ活動の学習成果を発表す の2日間

作品展示・発表会 る機会を提供するとともに、地域住民に施設について知つ
てもらい、利用者と地域とのふれあいの場の機会としま
す。 後期:3月20日頃
(内容) の2日間

館内ロビー、廊下、教室に作品を展示します。 また、大
広間でコーラス、フラダンス、踊り、力ラオケなどの発表
会を開催します。、

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

映画鑑賞会 (目的) 通年

利用者の若かった時代の思い出を懐かしみ、その当時にタ
イムスリップして社会や生活を振り返ることが出来ます。

月1回:12回

(内容)

懐かしの映画、今注目されてきた名作などを上映します。

6 



自主事業別計画書【通年および自由参加の自主事業】
事業名 目的・内容等 実施時期・回数

七夕まつり、 (目的) 七夕 (7月7日)
クリスマス音楽

季節に相応しい音楽会を開催し、利用者が一体となって クリスマス(12月会、新春の集い
愉しむ機会を提供します。

24日)、

お正月 (1月5日)

(肉料) 12時-12時50分
フラダンス、コーラスなどの趣味の教室の生徒や「街の
学習応援隊J (ゴスペル、アコーデイオンなど)のポラ
ンテイアの方に演じていただきます。 ロビー、玄関に
笹と短冊、クリスマスツリーなどの飾り付けをします。

菖蒲湯 (目的) 年1回 (5月5日)

邪気を払うといわれる菖蒲湯につかって、くつろいでい
ただきます。

(内容)

端午の節句の日には、緑風荘の庭で育てた菖蒲を入れた
お風呂を楽しんでいただきます。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

柚子湯J (目的) 年1回(冬至)

柚子湯につかって一年の疲れを取り、温まっていただき
ます。

(内容)

冬至の日に、緑風荘の庭で育てた柚子を入れたお風自を
楽しんでいただきます。

事業名 目的車内容等 実施時期・回数

「花と縁に囲まれ1(目的) 毎月 1回のポランテ

保適な環境づくり」 利用者に緑と花に固まれた快適な環境を提供しま イア活動程度
す。

(内容)

市民農業大学講座修了者から成るボランテイア団体「狩
場緑風荘緑化推進有志の会」に、毎月 2園、温室での育
昔、花壇の管理、ロビーの観葉植物の管理などを行なっ
て頂きます。 また、年2回、育てた花を利用者にプレゼ
ントします。
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自主事業別計画書【短期講座の自主事業】

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

脳力トレーニング (目的) 前期 (4月--9月〉

「短期講座』 考えたり、手を動かすことで楽しみながら高齢者の脳 3か月間に10回
機能の低下を防止するといわれています。

開催する

(内容)

この講座は簡単な計算、書き取り、クイズョゲームな
どを通して楽しみながら頭の体操をします。

事業名 目的=内容等 実施時期・回数

卓球入門 (目的) 前期 (4月--9月)

「短期講座j
高齢者の生きがいと健康のために開講します。 誌験

の3か月間に 6回的に短期講座を開催し、受講者の反応を見て好評であ
れば、毎年開催することにします。

開催する

(内容)

車球の初心者を対象に車球の技術、ルール、マナーを
学び、車球のゲームを楽しむことが出来るレベルまで
学びます。

事業名 目的 E 内容等 実施時期・回数

リコーダー (目的) 後期 (10月...，3月)

「短期講座J 高齢者の生きがいと健康のために開講します。 試験 の2か月間に4回
的に短期講座を開催し、受講者の反応を見て好評であ

開催するれば、毎年開催することにします。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

手話入門 (目的) 前期 (4月-9月)

「短期講座』 高齢者の生きがいと健康のために開講します。試験的 の2か月間に 4回
に短期講座を開催し、受講者の反応を見て好評であれ

開催するぱ、半年の教室を開催することにします。

(内容)

日常生活で使われる簡単な手話を紹介します。決して
難しくありませんので、愉しみながら覚えて、手話で
お話をしてみてください。
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自主事業別計画書【その他の自主事業短期講座】
事業名 目的圏内容等 実施時期・回数

38体操 (目的) 後期 (10月-3月)

「短期講座j 高齢者の生きがいと健康のために開講します。 の2か月間に4回

開催する

(内容)

手具などを使い音楽に合わせて、楽しく体操や手遊びをし
ます。

事業名 目的 E 内容等 実施時期・回数

マジック入門 (目的) 前期 (4月-9月)

「短期講座J
高齢者の生きがいと健康のために開講します。試験的に短

の2か月間に4回期講座を開催し、受講者の反応を見て好評であれば、半年
の教室を開催することにします。

開催する

(内容)

簡単な手品(ちり紙、わり箸、輪ゴムなど使用)からシル
ク、ロープ等を使用する手品を指導します。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

ちぎり絵 (目的) 後期 (10月-3月)

「短期講座」 高齢者の生きがいと健康のために開講します。試験的に短 の聞に2回
期講座を開催し、受講者の反応を見て好評であれば、半年

開催するの教室を開催することにします。

(内容)

和紙などの紙を手でちぎって台紙に張り、花や風景、動物
などを描いてみましょう

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

そぱ打ち体験 (目的) 後期 (10月-3月)

高齢者の生きがいと健康のために開講します。毎年好評を に 1回開催する

「短期講座J
得ており、実施します。

(内容)

講師の指導のもと、自分で打ったそばを、味わう瞬間は、
感慨もひとしおです。
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自主事業別計画書【短期講座の自主事業】

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

手作り布草履 (目的) 前期 (4月......9月)

高齢者の生きがいと健康のために開講します。 夏前に2日間開催する

「短期講座」

(内容)

講師の指導のもと、浴衣などの古布を裂いて、自分の
足にあった草履を仕上げます。素足に履くと足の裏や
指が刺激され、健康にもよいそうです。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

介護予防講座 (目的) 10月-3月

介護予防のきっかけとなる体力向上プログラムです。
(体力向上プログラ

ム)
5回

(内容)

介護予防講座教材「介護予防手帳」を参考に介護予防
の必要性についての講義、運動、口腔ケア、栄養改
善、フットケア等の具体的な実践方法について体験学
習を含めたプログラムを提供します。

事業名 目的=内容等 実施時期 E 回数

携帯電話講習会 (目的) 10月-2月

シリーズ 優利さや安心が得られる携帯電話を使って見ていただ
きます。

月1回 :5回

(内容)

自分の居場所を知らせる電話、写真を送ったり、近況
を
メールしたり基本操作を教えてもらいます。
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自主事業別計画書【世代間交流、他の自主事業】

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

(目的)

世代間交流 看護専門学校、中学校実習生を置け入れ、高齢者との 年 2回(秋、冬)
交流を図ります

(受入学校)

「福祉体験J -神奈川県立

実習生受入 (内容) 横浜看護学校

趣味の教室や大広間の高齢者と実習生が生き方・人生 ョ横浜市立秋葉中
感などの話をして交流を図り、高齢者の生きがいの支
援をします。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

ギャラリー展覧会 (目的) 通年

展示しである作品を鑑賞したり、自ら制作して展示す
ることを楽しんでいただきます。

(内容)

絵画、写真、手工芸品などの作品を近隣の市民、学校
の児童・生徒、などどなたでも出展できます。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数|

事業名 目的 E 内容等 実施時期・回数
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団体名 (財)横浜市老人クラブ連合会

平成24年度収支予算書(兼指定管理料提案書)

1.指定管理料 (単位:干円)

提案 額
(消費税及び地方消費税を含む)

n.平成 24 年度収支予算書〈総括表〉

1 収入の部

工頁 目 合計金額
(単位:干円)

自主事業収入 [A]

雑入 [B]

計【ア】([必-[6])

指定管理料 [C]

計【イ]([C]) 

収入合計{【ア】+【イ】)

2 支出の部

工頁 目 合計金額
(単位:千円)

人件費 [a]

事務費[凶

自主事業費 [c]

管理費A(光熱水費等)[d] 

管理費B(保守管理費等)[e] 

公租公課 [f]

事務経費 [g]

支出合計【ウ】([a]-[g])

金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

61.2001指定管理料=小計【イ】を記入

備 考

。
520 

520 施設運営収入の計

61，200 【ウ】ー【ア】

61，200 指定管理料の計

61，720 

イ蘭 考

22，371 

3，799 

5，070 

13，680 

16，420 

。
500 

61，840 

様式5



様式6ー1

団体名 (財)横浜市老人クラブ連合会

平成24年度収支予算書

1 .. 司・，司.司.， t・"'J- ..晶..、、」厄詞，、'-I=I~_品ー.，--， r'~・ 、， 、-官・-.圃岨...I • ~， 

項 目 内 容 等 金 額

自主事業収入 ア

イ

ウ

エ

オ

IJ、言十 [A] Dア~オ

雑入 自動販売機 ヤクルト自動販売機ロケショーンョマージン及び電気料 カ 250 

コピー料金 キ 50 

給茶機 ク 70 

体力向上プログラム委1 ケ 150 

コ

サ

IJ、言十 B] 520 カ~サ

小計 【 ア 】 施設運営収入計

金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。



様式6-2
回体名 (財)横浜市老人クラブ連合会

2 --ー.......‘""'1""""W、 、-.--.・， " 

項 目 内 容 等 金 額

人件費 常勤職員
所長・副所長2人の給料、社会保険料、通勤手当、健

ア 11，645 
康診断費、勤労者福祉共済掛金等

時給スタッフ コミュニティスタッフ20名分の賃金、通勤手当など イ 10，500 

ウ

小計 [a] 22，145 ア~ウ

事務費
消耗品費、備品購入費、通信費、使用料及び賃借料、

[b] 4，840 
|振込手数料、施設賠償責任保険料

自主事業費
趣味の教室などの自主事業の講師謝金、振込手数料

[c] 4，835 
など

管理費A 電気料金 エ 5，600 
ト一一一

ガス料金 オ 280 

上下水道料金 カ 7，800 

小計 [d] 13，680 エ~力

管理費B 修繕費 1件60万円未満の修繕費 キ 2，120 

日常清掃毎日(浴室清掃=共用部分清掃一便所・カー

清掃
ペット)定期清掃年2回(6月、 1月)(pタイル・コルク床

ク 4，274 
清商掃清掃、カ)ーペットョクリーニング清掃、全館窓ガラス両

消防設備 年2回点検 ケ 308 

機械警備 年間 コ 407 

空調設備
年3回・試運転点検(6月)・巡回点検(8月)・期末整

サ 583 
備点検(12月)

エレベーター なし こノ

自動ドア 保守点検年3回 ス 173 

電気保守管理点検 年間 セ 7，245 

非常用放送設備 消防設備点検に含む ソ 。
害虫駆除 年2回(害虫駆除、座布団乾燥・消毒) タ 119 

植栽管理
年1回(低木メIJ込255m2、中木刈り込75m2、

チ 317 
芝・草刈り込530m2)

その他 圧力容器点検、ヘルストロン保守点検、水質検査

一T

674 

ナ

小計 [e] 16，220 キ~ニ

公租公課 [f] 。
事務経費 労務、経理、契約、職員研修など [g] 。

小計【ウ】 施設管理運営経費計 | 乱万oI[ψ[副

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。
(各内訳には課税取引分の消費税及び地方消費税額を含んだ金額を記載、公租公課欄には仕入税額控除後の見込額を計


