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平成 7年4月 1日 区民利用施設の誉理と宝涯学習の蓋及を目的に保土ケ省区区民利用施設協

会を設立し、横浜市からの委託により以下の施設の菅1車重富を詩始

ほどがや・西谷ー初警がE旭区センター・峯・笹山小学筏コミュニティハウスー

川島町公園子ともログハウス ー 煩戸ケ谷スmーツ会箆 (7 n~~)

平成 11年5月 158 横浜市からの委託により悩ケEコミコ二ティハウスの管理運営開始

治 J11: |平成 11年5月30日 慣浜市からの委託により今井地区センターの管理運営開始

~{J) r人l作

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4fi3 1日 保土ケ谷区の選考により6施設の指定管理香に選定され管理運宮する

今芥l也区センターを院く

平成23年6月 15日 一般社団法人格取得

[1果工ケ谷区区間L間続協会は、「区民利用施設の菅i盟 富 良 び1也誠ZEiヲる区民の自主的な活

動の支逗をすることにより、区民を主i不にしだj舌むとふれあいのある快適な地i妥社会に寄与する

こと」を目的として区民の代表者で構成された一結社団法人です。 私たちは、この呂的を達成

するとめに区畏の百僚のニーズを広く把握し、反映しますことを使命と して次の事業を行ってい

ます園

区畏の出柔の叉化~~喧活動を支j差する公益団体として、 音楽 ・ 芸誌 ・美fJ~J .工芸・ 文学・語学 ・健

康 ・福祉・スホーツなどの'TialZllJi公野の自主活動を促進 ・支躍するとと乞に、地区センターやコミコ

二ティハウス等の区毘礼用施設を運営することにcにり活叡YJ)I暑をi皇供レていま写。

Z 区間包誌をより有益に活用していだだくた伽コ企画-思案と施訟の皇室持管理-運営する事業

3 文化創造'~iIEい笠涯学習の企画と運室、その後

のサークル活動受信と活曇01墨所をj呈!宍する事業

4 保土ケ谷区のi也l妥連溌を促達する事業、 i也19f，コミ

ュニティを~成する事業、:也l妥福祉のl曽進を図る

た皮切事業

5 そのほか、区畏を主i本とレた活力と15叶1あいある

快適なI也l野工会を諒砂了する疋めに必要な事業
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事業計画書2-1-(1) 

1 応募団体に関すること

(1) 施設管理運営業務の実績、特色

a 保工ケ谷区民の皆犠の文化芸術活動、生涯学百をサポート

当法人は区民施設の管理や様々な自主事業を通じて、保土ケ谷区民の皆様の文化芸術活動や生涯学習をサ

ボートレてまいりましだ。また、区民芸能祭などの出演者俸には地区センターを練面会場としている団体ち

多いだめに親睦ち深く、気軽に意見を交換し地区センター外の地域活動でも協刀し合える「フレンドシッフ-

J¥ートナー」体制を築いて参りました。当注入力可呆ヰケ谷公会堂の指定管理者を希望する目的の一つは、文

化芸術活動を愛する区民の皆様へ練習時から発表会までの一環した支援を行うことにより保土ケ谷区の文化

芸術活動をより深め、 iJ山の豊かさを膏むまち~保工ケ谷」を築いてゆくことにあります。

b 区民活力苦手いかレた運営

当法人は様/マな技能を}寄った区民の方々をスタッフとして雇用し、その技能を地域に活かしていただいて

います。今回、保エヶ谷公会堂の指定管理につきましてち、現職員の中から元TV番組の音楽テ、ィレクタ一、

神奈川県民ホール、吉間市民フラザ、音楽フロダクションの勤務経験者を選任レ、保土ケ谷公会堂の続捜と

設備でレたら十分な技術と矢百世と経験を持つ妓能者を充てます。

ま疋、この職員の中には公会堂の利用回体憶を20年以上サポートしてきた者ちおり、心会堂の機能と利

用者僚の三一スを十分にH~l屋しているため、 利用団体様のニーズに併せた支援やコーディネイト力可能です。

C 地域汚動をサポート

当法人は、文化芸能活劃や生涯学邑に隈らす、地域コミュニティの醸成や地域福祉の増進を図ります疋め

に、区役所、自治会、地区社協、青少年指導員、区子連、穀膏機関などの多くの関係機関との協力をしてま

現在管理運営している主な施設名 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 平成 ア年 4月 1円 指定管理
一 ー 一

横浜市西谷地区センター (西谷会館) 同 上 平成 ア年 4月 1日 受託管理

横浜市初音がE地区センター 同上 |平成 7年 4月 1日 指定管理

横浜市川島町こどもログハウス 同 上 平成 7年 4月 1日 指定管理
一

償浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館 同 よ 平成 ア年 4月 1日 指定管理

横浜市峯小学校コミュ二ティハウス 同 上 平成 7年 4月 1日 堂託管理

償浜市笹山小学校コミュニティハウス 同上 平成 7年 4月 1日 受諾管理

横浜市出ケEコミュニティハウス 同上 平成11年 5月15日 指定管理

横浜市くぬぎ台小学校コミュ二ティハウス 同上 平成17年 5月15日 受託管理

一 (1/1:D ※A4版 1ページ以内でおまとめください。



事業計画書 2-2-(1) 

2 保土ケ谷公会堂管理運営のための基本方針及び実施方針

(1) 保土ケ谷公会堂管理運営のための総合的な基本方針と達成目標

ノJ 基本方針 利用団体傑・ 区民の皆様の声を活かした運営を手品主の使命としています

公会堂の利用団体僚は地区センター等を練習会場として利用くださることが多く、これまで地区センター

は公会室で利用団体様が発表会を開催するまでの玉援やアドバイスをして参りまレたために、多くの区民の

皆様や利用団体様のご意見やご要望を聞かせていただいております。このたび、当法人が保土ケ谷公会堂の

指定管理者に申請することに至りました理由ち、これら多くの利周囲{本僚からのご要望によるものです。

この事業計画書におきましては、これらの皆様からいだだきました「生の声」を区政にお伝えすることを

目的にしますとともに、その既に畑出されております課題を解決しますことと、地域の活性化をより実現し

て参りますだめのご提案をさせていただきます.

イ 達成目ぼ 利用団体様・区民の皆様か6頂いたに二意男 ・ご要望 ・ご昼寝・解決するべき諜題

a 利用について

O指定管理首相腹の導入は全員一致で賛成しています。指定管理者には、施設の維持管理や貸室業務に偏らす、区民や利用

団体の意見や要望を広く取り入れる姿勢を持った事業者を選定レていだだきたいと願っています。

0区役所の優先予約と重なることが多く、講宝の予約力唱Rりにくいと感じています.公会室の指定管理者には、区民が刻率

的に活用できるようにイベン卜の重要性に応じて利用団体聞の調整をとる機能を狩ってほLん1と願います.

0現在のむ会堂は、利用団体の要望や意見を気軽に交わぜる関係ではないと感じています。ちっと区民が気軽に意見を三え、

柔軟に反映してもらえる運営を願っていますほどがや地区センターが実施している「フレンドシッフJ¥ートナ-Jrコ

ーディネイ トサービスJf利用者会議jrアンケー卜ji運営委員会」のような貯肢を導入してはいかわTてしょうかつ

b ホームページと利用ガイドの充実

0予約状況が分かるHPを作ってほLん1と願っています.また、貸出し昂や設備についての説明力午十分なので、HPでわ

かるようにして下さい。できれは:， ~~i蔚の4掛重や操作ガイドもH Pに公表してもらえたら、 リJ\ーサルや事前の準備が楽

になります.充実し疋HPを作成して使いやすくして下さし1。まだ、利用方法が分かりにくいために、 初めての団体は利

用を躍躍してしまうことになりかねまぜん.初めての利用団体の相談に親身に応じてくれるサービスを願います"

O アマチユ?のi嘉吉、安定した活動をするためには集富巧法が大きな課題になっています.Pマは集富のためにPRの費用

をかけること力Tできないので、良いイベン卜を開催レても車断売が困難な環境にあります.:Lよ会堂がHPなどで?マチユ?

の開催するイヘントをPRしてもらえたら、もっと区民の文化芸能活動を活性化できるのではないかと思います.

C アマチユアによる文化芸能活動の拠点、として

0芸能など区民の発表のi墨が少なく、一団体では発表会は成立しない揚合が多し1。さまざまな芸能分野で、発表できるイベ

ントを開催してほlんし特に初山富の発表場所が少なく、芸能や創作活動は人前で発表してゆくことにより上達してゆく

と患います。このような初白蓄が気軽に発表できるような機会を多く設けてほLん1と願っていますし、そのための組織作

りを公会費や地区センターやコミュニティハウスを通じて利用団体に呼びかけてほしし1と思います.もっと、区畏の文化

創作活動に河して、柔軟な協力体制をとっていただける区日であってほレいと願っています。今回、公会堂の指定管理者

になる事業者は、 区内のアマチュア芸能活動を支援し、文化の拠点となる運富をしていただきたいと願っています。

d 公会堂の長寿化・補修・設備の充実

0設備関係について、利用者のニーズに応じてもっと工夫してほしいと感じます。 19Dえば、天井に無指向性の集音マイクを

常設するだけで、楽器などの生音を活かし、ヒアニシモが出ぜるコンサートホールとして活用できるようになるのでは?

O会議室などの壁面の損傷や汚れが目立つので、計画的問雲市蓄をレてほしし1。また、利用者に苅しても、ちっと現状伺需を

する義務を1自i@してゆくべきではないのか? 管理者はちっと公共施設を大切にする指導を利用固体にしてほu，'.

0大地震などの災害に河して、公会室の設備に不安を感じる。情報をタイムリーiこ避難者!こIz:;;えることができるのか不安を

感じる。光ケーブルを服送室に引き込んでPCを1台常設するだけで、非常時に舞台を到果的に利用できるはずです。

( 2/13) ※A4版 lページ以内でおまとめください。



事業計画書 2-2-(2) 

2 保土ケ谷公会堂管理運営のための基本方針及び実施方針

12) 運営業務の実施方針

a 保土ケ谷公会堂活性化プロジェクト (5力年計画〉 の ごt!f葉 ~ぷ会堂;包 30，ol勾フロシユクト

公会堂の指定管理告別室導入に伴いまして、私たちは平成7年から区民の笛療の文化芸術活動を受援して参り

ました冥慣から、公会室利用首 26団体、当公会堂の舞台設計施工時の関係者、 J-Pαコの編自家や女優など

の芸能活動者、音楽や舞踊・演劇の指導者や学識経験者、中学・高校などの穀員の皆様とともに「保土ケ谷公

会堂活性化フロジェク卜準備委員会」が自然発生レており、現行の公会堂の課題畑出と解決方法、社会資源と

しての活用、機能開発、区内における文化芸術活動の展開と支援体制、社会的な羽果、将来の展望などを償却

しております。当法人はこれらの皆様のご要望に従って指定管理に臨んでおり、皆保と一緒に償討中の「保土

ケ谷公会堂活性化フロジェクト」を、紙面の都合上その一部分でございますが、記載させていただきます。

b l?<肉アマテコ戸芸術家を支撮する/↑、ームヘージ・広報機能を充実さVます

0 当法人はパソコンの昔及芭発を区民の皆様に展開して参りましだ関係上、ホームヘーシやインターネットサービスにつ

いては高水準の自己開発能力をiきち、例えば、当法人のHPと公会堂HPがリンクした揚合、吾作権活と個人情報保護活

に抵触レない発表会でしたら、翌日にはその動画を当法人HPIこアッフロードレ、その土よ演会の僚子を、インターネット

を通じて配信 C!9tl:幼柊園のお子俸のヒアノ発表会の僚子を翌日には遠隅i也に住むご車販1や発表会に来られなかったお友

達が当法人のHPにアクセスして自宅でご覧いただけるなど〉することち可能です.ます、この開発能力を活力、レて公会

堂il\ームヘージを作成レ、 講堂や会議室の予約状況、イベント情報、会場案内図、位会堂男取り図、 ß~!扇・貸出品の一覧

と操作ガイド、災害時の避難経路のご案内、各種サービスのこ軍内などの実用的な情報を提供するシステムを整備します。

O アマチュア芸能活動の太きな標題は、公j寅時の広報活劃に賛同をかけることが困難なために集客能力を月たす、なかな

か継続しだ活動ができないということにあります.当法人はこの課題を解決するために、ホームヘージ・ サイトの充実さ

ぜ、告区間笛量のネットワークを活かすことにより文化芸術を愛する区民の皆僚の活動を応!震いたします。

当法人のHPへは年間37.α刃件以上のアクセスがあり、またリンクしている横浜市地区センタ→言報のト干と併ゼ

ますと年10万件を超えると予測されます。この10万件の多くは保土ケ谷区在住・近支却〉巧のアクセスと思わtlこの

アクセス叡を活用することにより区内の7フマチユア芸術活動家を強力に/'iックアッフできる HPわ可能になります..(具

体的には、信会室HPや当法人HPなどのスケジュール一覧や登録団体の団体名なとから和用者様のHPヘリンクする仕

組みによりイベン卜や利用団体俸の活動を紹介する発1言能力を付加しだ HPになります，ま疋、ホームヘーシが作成てき

ない利用者保につきましては、ご希望により当法人のHPに紹介するヘージを作成レます0)

. . ・.
-・・・_"..岨・...
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~ヨ辺

.0..' 
..，. .. 
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C 交通の利便性を活かしたワークショッブの展開と総合的な文化芸術活 鼠の支ば

俣工ヶ谷公会堂は慣浜駅から相鉄線で6分、星川駅から徒歩1分という利i聞生のだめに区外からち集冨が期待さ才し施設

の設備や集客のキャJ¥シティを考慮しますと、多彩なワークショッフを展開すること力可能なi寮涜にあります このような

好条件を活力、レ、ぜひ当法人が展開して参りまレ疋文化芸紺活動や宣言涯学習の経験を活かしたワークシヨッフを企画させて

いただきたいと考えておりますe なお、当土よ会堂は岩間市民フラサと大変に近し1距離にあり、岩間市民フラザ様も多僚なワ !

ークショッフを展開しております。指定管理後は岩間市民フラザ僚とともに池I或ニーズや年間事業計画、区内の文化芸術活

劃の受}重体制を研究しあい、1也1或支i震としての計画的なワークショッフを展開してまいりたいと考えております。

※ その他的フロシェクトにつきましては、 紙面におリ限があります疋めに本事~~ I画書の邑ヘージに記鍛しております

(:3 /l:D ※/-¥4版1ペー ジ以内でおまとめください。



事業計画書2-2-(3) 

2 保土ケ谷公会堂管理運営のための基本方針及び実施方針

(3) 維持管理業務の実施方針

a 施Z安雷理の基本方針 ~ 快適な空間作りと安全確保を第一に

区民の文化芸術活動の揚として皆様に愛されております保土ケ谷公会堂をお預かりする指定管理者として、

建物設備・機同設備等の価値をいつまでち最高の状態で維持できますよう、計画的かつ継続的に菅理いたしま

す。また、利団者様の安全を第一に考え、詑ちが安全で快適な空間を共有できるよう維持官理を徹底しますE

b 環境整備への自信 ~ お詰のあるまちづくり

川沿いというロケーションを活かすためにも、施設敷

地内に限らす、現在の緑主体の倒木だけでなく地域の園

芸サークルやフラワーショッフのこ哨協刀のもとに色とり

どりの活を樋え、「美しいまちづくりJiまちのお花の名

所づくり」計画を実施いたします。

C 経費節減対策 ~ 無猷を徹底的に排出し、施設のリニューアルに努めます.

経費節減には無~Aを徹底的に排出いだしますこと力可ミ可欠と考え、各所の無駄を見直します。特に、当法人

が指定管理をする「ほどがや地区センター」では利用者様と協刀して細部にわたる節約に努め、指定菅理後

8αコ万円の経費を節減し、その全額を老朽化した施設に投入することによってリニューアルに成切した実績

を持ちます。保工ケ谷公会堂ち会議室やロビーの壁など随所に老朽化による}員傷が発生してあ、りますわ七この

手腕を保土ケ首公会堂にち活かし、施設のリニューアルを図ります。

d 建築設備維持管理・ 機械設1詰維持管理

建築設備維持 ・機械設備維持の管理を計画的に確実に執行いたします開

年間管理計画表を作成し計画的な点、横を実施していきます。このような設備に閲レましては点様方法 ・管理基

準等が法令により定められていることが多く、法令に基づいた管理点、横を行っていきます.

築30年になる公会堂と図書館は建築設備 ・機械設備なと老朽化が予

測されます。当活人ではすでに各専門業者との協力体制力可産立されてお

り、専門業者との相談、汀合のもと法令点、様、 日常の点、横を進めてまい

ります。これまでの施設管理経験を基に設備メンテナンス会社と協力し

建物設備、機械設備の確実な維持管理に努めてまいります。

e ロビーの機能鉱充 ~ 情報発信の掲としての機能の拡充をめざします

-・・... 

お客様をお迎えするロビーの広報機能のJ広冗を自信します。公会堂利用者様のイベント情報、 サークル様の

メンパー募集情報、横浜市内のイベント情報、市政、区政のお知らせまで、だだの待つための口ピーではなく、

お客様に有到な情報をお月ち帰りいだだけるようにロビーの改修をいたします。そのために資料ラックの増設

や、区役所に集まる芸能関係のハンフレット分配、利用者様のお知らせの掲示板などをj広充いたします。

f 舞台設備の苅果的な活用

舞台設備につきましては琶醤 ・照明等をより効果的かつ多くの利用者様に活用していただけますよう操作ガ

イドを作成し、職員による利用指導を充実します。また古し'd到痛が多く末」用者二一ズに河崎するだめにも音響

卓、照明卓、映像処理・芭醤処理用のハソコン等の新規購入を検討してまいりますa

g 災害時設備の拡充 (=今本事業計画書の7ページをご参照ください〉

h 私だちが考えるホスピタリティ~文化 ・芸術を愛する区民の皆様のフレンドシップ ・ハートナーとして

「公会堂での発表は年 1~2回の団体様がほとんど ー そのだめになかなか要望をinえにくい。 J 指定管理者制

度導入後は区民運営を実施し、これまで私たちは「気軽に意見や要望や希望を言える。気軽に何でち相談でき

る。そして、話しだことが無駄に終わらないから信頼できる。」というフレンドシッフ・ ハートナ一体制を築

きとげてまいりました。私たちは、この信頼関係と人間関係こそがねヒタ1)ティと考えています; _j 
(4/I:D ※/¥4版 1ページ以内でおまとめください。



事業計画書 2-3-(1)-7 

3 施設の運営・管理に関する提案

(1 ) 管理運営体制と組織

ア管理運営組織の計画

h 管理運曾体制

保土ケ谷公会堂の運営組織図(イメージ)

~ 
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各地区センタ」

コミュニデイ)¥ウス

など

b 勤務体制・組織体制

0館長 ・副館長 (常動) 週36時間就ちによる毎月のイベント等に応じたシフト制をとります。

0スタッフ(非常勤) 隔週到務、 1日3交代動務として常時2名以上の到務体制をとります。また、

繁忙時には3名以上の必要人員を確保します。 なお、当法人のスタッフは隔週到務形態をとっていま

すので、区民イベント等での人員応援が必要な揚合は、最高40人までのサポートが司能です。

0館長・言u館長とスタッフのうち2名は、当協会在職者から舞台設備・音響・照明・施設管理等に熟知し

た元テレビ番組の音楽ディ レクタ一、神奈川県民ホール、吉間市民プラザ、音楽プロダクションの勤務

経験者を選任して配置します。まだ、電気主任技術者につきましては緊急時などのことを考え、事業者

委託のほかに当協会在職蓄から第一種電気主任技術資格者をスタッフに配置しますロ業務所掌 ・資格・

経験などにつきましては、次ページをご参照ください。

0区民利用施設協会理事会は各地区センターとコミュ二ティハウスの所在地の達合町内会長、区民会議議

長、区青少年団体会長、婦人団体会長、老人クラブ会長、各地区センター館長等により構成しています。

O事務局は全施設の委託事業者の選定と支出、職員の福利厚生、経理などを所掌レ、合理的な事務と経費

の到率化を図っています。

0各地区センターとコミュニティハウスの館長は毎月三義務桟討会議を開催し、区内各地域の情報交換と区

民の皆様へ提供するための総合的 ・地i豆的なサービスを積討し、資質向上に努めていますa

'C 組織の特徴と社会的な効票

0 区民の皆様のご意見を最ち活かしだ運営 ・区民参加による運営 ・公平な運営

毎年の事業計画の策定にあたっては、館長力t利用団体様や区民の皆様から随時アンケートやモ二タリン

グを行ったうえで案を作成し、さらに館内やHPに案を公表したうえれ用者会議で議論し、区民代表・利

用団体代表 ・学識経験者で構成する保土ケ谷公会堂運管委員会で決議いたします。また、毎年の事業報告ー

目標達成の評価・社会的な刻果測定につきましても同様の手JI聞により健全・適正・公平な運営に努めますe

O 区内の文化芸能活動・地域福祉への責献

当法人が保土ケ谷公会室の指定管理者になっだ揚合のメリッ卜は、区内ほとんどの区民施設を運堂する

ことにより区内全域の二一ズを}田屋することわT司能になり、これに伴って区民の皆様の様々なニーズ|こ沼

して、 柔軟なサービスを提供でさることになります。

(5/13) ※A4版 1ページ以内でおまとめください。



事業計画書2-3-(1)ーイ

3 施設の運営・管理に関する提案

(1 ) 管理運営体制と組織

イ 必要人材の配置と職能

a 人民配置 ・所主叢務 ・職能

公会堂専任職員

蹴 種 | 職員数

館 長 II名(常劉〕

職務分掌 資揺・経験

-運営管理の統括・利用相談・イベントコーディネィト |施設管理経験16年

・利用者二一スの謂査・分析.事業計画案の作成.苦 |舞台関連資格

情苅応責任者・設備・備日の保守管理・臨員5刑事の企 |元TV番組音楽ディレク

画・指導・区役所との連絡調整業務ほか |ター ほか

副館長 13名(常劉) I・館長の献・設備備品の間管理・スタッフの業 |防火管理責任者

務指導.広報・ホームヘージの作成・管理・PC関係 |舞台関連資格

のプロデュース・利用相談・経理・庶務 ほか |施設管理怪駿5年

スタッフ 17名(非常劃)1・利用申込み到、割、応対・窓口サービス駐 |施潤里経騒音2名

1嘉-備品の管理 ・館内外の整理 ・日常点機 ほか |電気主任妓h世話量倍音1名

事務局・地区センター・コミュニティハウス等のサポート・スタッフ

事務局 13人(常到) I経理・庶務、施設管理の補助業務 ー一一|
スタッフ 178名問到)Iサホートスタッフ(遇制地区センター・コミュニティハウス等で1髄勤務〉

b 間人情報の保護について、個人情報保護研修

当j去人では、個人情報の収集を必要最小限に留め、内閣府の通達及び横浜市条例に忠実な管理を行うほか、

独自に「個人情報保護方針」とマ二ュアjレ「区民施設における個人情報保護の留意点(具体側、事19リ集).J

を作成し、毎年の研修を通じて全職員に周知徹底レ、職員全員が自己責任を自覚するよう「個人情報保護に

閲する誓約書」を市長あてに提出レております.その個人情報保護に河する研修内容は次のとおりです。

0個人情報保護の必要'住O個人情報保護法の概要O和問自的の特定O適正な取得と取得に際レての利用巴的の通知等

O正確性の確保O安全管理措置O開示制限O第三者提供の禁止O苦情処理O区民施設における個人情報の留意点

C 研修計画

当法人は、神奈川県内の類似施設や福子比施設から個人情報保護E刑妻、施設マナー研修、人権研修、 HPの

作成研修、扱急政命講習等の講師派遣のご依頼をいただくほどの豊富な人材を職員に採用しております。

また、照明・音響設備につきましては、(社〉日本照明家協会やH本舞台音響家協会の研修会に参加する

ほ力¥活性化フロジェク卜の委員には当公会堂の舞台設自十施工から関っている専門職の方もおり、舞台装置

などに熟知し疋常動職員と共にスタッフの音響・照明E刑l妻の指導にご協刀いだだくことになっております。

(a)採用時lifHI萎の内容

0業務研修 O音器照H聞耳惨 Of@人情報保護研修 O政急淑命 ・防災 ・防犯~1ff;~ 0マナー研修 O人権研修

(b)年間研修の内容

Ot歪遇・ マナー研修O防災・奴急毅命・防犯研修 (AE[}含む)0努台管理研修O事故防正と安全'世の確保O施設・

設備管理研1，妻O利用ニーズのコーディネイ 卜0ニーズ調査とモニタリングの方活Oバリアフリー研修O~fi学菖

O地i郵富祉計画O市政・区政の理解と行政サービスに閲するインフォメーションO業務政喜横討会議

d 自己評価体制

多くの区民の皆僚や利用団体様の評価を反映しますために、次の評価体制を取ります。

0専門事業者による第三者評価を3年以悶こ受けます。

0区民代表者、学識経験者、利用団体代表者様による運営委員会を設置レます。〈年2回)

O利用団体様による利用者会議を開催しますt (年1凪 自由参加〉

0フレンドシッフハートナーの常勤、アンケート、提案箱の常設、百青苅応蓄の明示等の随時苅応をします，

(6/13) ※A4版 1ページ以内でおまとめください。



3 施設の運営・管理に関する提案

(1 ) 管理運営体制と組織

ウ 緊急時の対応計画

a 事故・災害・犯罪など予防計画について

事業計画書2-3-(1)ーウ

堕広い年代層の志互盟Eいだしまして、あ主盟盃皇堕立主主鑑貫主主を守ることが公共施設管理者虫館2盟2歪霊童ι童三三
重盟主選章、J曝白血図説血白白注意支払込具撞虫食7I'YQ忍立盟巡盟主三二ユ:PJv笠到皇j由連巴主旦亙主

歪盟L_，蓮豆ムまた、事故を予防するだめに施訟のJ'iリアフリー(じ・危隙箇所の修繕につきまレては、設備や{商品、巡視箇

所などの十分な安全を確保するだめに毎日チェックリストをちとに点倹レ、 職員全員力環曲者慢の行動を予測レたリ

スクマネージメントができるよう十分な6刑事を行い、さらには、 毎日約4αコ人の利用者操力T来館する地区センタ

ーで無事故を達成して参りました経験や「市民利用施設のためのヒヤリハット集」の編芸者としての経駿を活かすと

とちに、あらゆる心会室やコンサートホールなどの事故予E鴎十画、防災計画、防犯計画、緊急マニュアルなどを研究し、

『事故ゼロ」を達成する疋めに万全の体制を整える覧悟でおります.なお、日常の点僚につきましては、職員力事諮問看間

内は事故予悶・防犯・防災のだめに 1時間毎に巡回を行い常に利用者僚の安全確保に細山の注意を払います。閉館時は十

分な点俊を行い、開腹罰委はセコムによる防犯・防火管理をします。

(ご参考)事政・犯罪・火事・地震・そのほかの災害に備え疋臨員の研修・剖帥内容と完備しているマニュアルについて

・夢訟の予防河策と発生時の苅応・毅急奴命AED研修・防犯対策と発主時の対応・防火対策及ひ防火訓練 (1寸「防災計函J)・災害発

笠時の苅応~誘導避雛・安全確認 ・自然災害発笠備の河応・リスクマネージメント~市民施訟のためのヒヤリJ¥ット集

b 災害時の対応計画

私疋ちは、これまで弘吉室におきましても区内の利用団体僚の支援をしてまいりましたが、万一火災や大地震などの災害

が発生しだi場合、現行の職員体制では来揚苔僚全員を確実に避難誘導することは困難と考えております。指定管理後は、来

l嘉吉僚の多いイベントには4人以上の職員を配置するように配噂するとともに、公会堂の危膜i匝lPJTや立ち入り禁比個所など

を示したこ案内を冗実さぜ、さらには、ホール入口や非常口までの避難経路を見直レて整精し、公会室内や HPに明示させ

ていただきたいと蓄えております.

また、万一の災害時に備え、 来i嘉者様の避難誘導に関する九周司体慢との協力体制を確立する重要性を痛感して

おり、今後は利用団体僚と十分な事前打合わぜが必要不可欠と考えております。このことにつきましては、来揚香保の安全

を確実に守りますだめにも、ぜひ実現さぜていただきたいと蓄えています。

このほか、災害時に自家発電機から途中の電気設備に損傷が発生した1易合や音響 .sおきf混Eが使用できなくなった揚合、

非常灯だけの照明になってしまった揚合などを想定し疋避難誘導計画も整備さぜていたたきたいと考えております.

C 震災~発生時の区民支暖対策 ~ 索円本式鍛から学15¥ちの

東日本大震災発生時、当法人が指定管理する地区センターでは叡百人の地域住民の皆様の避難を受け入れまレたが、この

際には職員 ・スタッフに地1或活動者を採用しておりますことや、白ごろの地域との密撞な関係がありまレ疋ために、自治会

の役員僚との共同作業により円滑に地域の避難i号所としての役割を果たしました。また、これまでも区勾の水害や土砂崩れ

発生時には、深夜でも区役所の要請から5分以内に関員わ胃Eけつけ、当法人力官i里レております区民施設を迅重な珂応で避

難野庁に解放して参りました。そして、震災後の現在、町内会なとの各自制本との共同町災訓練の実施、災害時地域住民の

受入れ体制を熱膚したマニュアル作成や地既に倶ざした防災計画などを策定し、地震など災害発生時には区内の区民利用施

設力統合的に機能することで区民の皆保の「非常時のシ工/しタ一Jとしての機能を拡充することに努めております。

なお、保土ケ谷公会室では緊急時に本市の指示に従い広i或応援8田家、避難者等を受け入れる可能性がございます。当法人

には、これまでの経験から率先して避難住民を受け入る体制作りに自負がございます。休日や夜間の大地震などの尭生にも

備え、区役所力、幾能できなくなっだ揚合ち想定した体制を確立しています。

また、隣接する略子小学校は地i妥の皆僚の避難場所にち指定されております力t情報の適切な伝達が避難住民の不安要素

の路威へつながる重要事項と蓄えております。当法人は公会堂ヘ避難されだ住民の皆さまへの情報伝達手段といたしまして

光ケープ八泊高速インターネッ ト回線を導入し、 フロジェクターから 24時間リアルタイムの情報を公会堂のスクリーンヘ

脱出揮を蓄えております. I 
0/13) ※A4版 1ページ以内でおまとめください
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3 施設の運営・管理に関する提案

(2) 施設の運営計画

イ 利用料金性を前提とした具体的な料金設定の方針

a 別用料金の設定 、引用刊金表〉

よ ー〈竺 思閏

午前 午後

1号会議室 2，000円 2，700円

2号会議室 1，000円 1.400円

和室 500円 700円

講堂 15，仁にわ円

講 堂(リハーサル・割引料金) (スヨ)()円〉

全館 23，300円

使 間 居侵問

3，100円 7.8αコ円

1，600円 4，000円

700円 1，900円

14，(X)(コ円 29，α)Q円

(7，αぬ円) (14，E疋)()円〉

19，400円 42，700円

※ 手U用料金の返還につきまレては、横浜市公会堂条例施行規剥のとおりといたします。また、付属設備使用料ち現行

どおりといたします，

b 利用料金σ湾 え方

公会堂と他の区民施設の予算と利用者叡の割合を比較しますと、公会室は来館者様1人あたりに掛かるコ

ストが高く、市政が示す「受益者負担の原則Jの観点、から考察しますと利用料金を見直しますこと力可之司欠

となり、他区の公会堂では入場料を徴収するイベン卜等については 10劃の増額を諜す傾向にあります。

しかしながら、当法人では多くの利用団体様や学識経験者の皆婦と横討しましたところ、「現時点で有料公

演などの利用料金を引き上げたi易合、 実費相応の入i君料で公演をしているアマチュア団体や、小人叡の入1患

者を河象とした利用団体、 集客が困難なアマチュア団体には穴きな負担となり、継続した活動や公演が困難

になって区民の文化芸能活動が衰退する結果につながる。 このようなリスクを避けるために、当法人が作成

するホームページなどのアマチュア団体をパックアッフする体制を確立してアマチユア団体の集客能力を高

め、採算が立つようなフォローアッフ体制が実現するまでは、利用料金の引き上げは実施するべきではない」

という結論に至りましだ。確かに、 段備や備畠を充実し、良好な状態でメンテナンスをしていくこと若考慮

しますと、 将来的には利用料金の見直しが不可欠になると菩えます力1私達は区民の皆様の文化芸能活動を

支え、促進してゆくことが使命であります。利用料金の改定は、 市内全区の中で霞後に期包するか、少なく

とも2年間は増額する料金設定はしません"むしろ、区民の皆様の文化芸術活動がさらに活発になりますよ

うにリハーサル料金として減免砕の盛定をさせていただきたい」と考えますa

C リハーサル割引のご促案 ~ 利用促進 ・刻率的な運営 ・区民文化活動の虻進のためL

区民の皆様への文化芸術活動の支医としまして、1力月前の当該日に講堂が空いているi男合は、リJ¥ーサ

ル料金としてヨコ%の減免料金の設定を提案いだレます。このことにより少人凱の利用団体様がより活発に

活動がきるようになりますほか、公会堂を工?感を活かした録音施設などとレても安価・多巴的に使用でき

ることになり、より多くの区民の皆様に活問いただくことわ可能になると考えます。

d 収益の全てを公益的に還兄しま弓 !~ 修繕 ・ 備昂 ・ 設備の冗実のために

利用料金を据え置くことの課題としまして、次へージで提案しますとおり、 築30年を辺える公会堂の老

朽問題は深刻で、これらの各所にわたる補修を短期間で実施するためには多額な費用が予測さ才五経費を時

出する具体的な計画が必要不可欠です。当注入では各地区センタ一等の指定管理者となって以来~同様に老

朽化レていた各センターで利用者様のご協力のもとに経費節減に努め、 その}念出した収益の全額を施設の内

装工事や備晶購入、外溝工事に充て、わすか5年で各センターのリニューアルに成印した実績を持ちます。

当公会堂におきましても同僚の方法を実施したいと考えています固 l 

(9/13) ※A4版 1ページ以内でおまとめください。



事業計画書様式 2-3-(3)-7
3 施設の運営・管理に関する提案

(3) 施設の維持管理計画

ア 施設の保守管理・補修計画

a 涜定点績の遭守

公会室の施設管理につきましては次の保守管理業務が不可欠となりますが、これらの業務のほとんどは当

法人が長年区民利用施設を管理したうえで委託事業者との連携は既に確立しており、当協会設立以来、無事

故で運宮してきだ実績を持ちます。また、保工ケ谷区の区民施設を当法人が統括して運嘗することにより、

コストハフォーマンスの苅率化と故障時などの迅速な河応が司能となります。

なel'S， 1本官官日の設定につきましては、利用者様に浸歪していることを考慮して従来どおり月 1固とし、

法定点横においてはできる限り休館日に実施し、 利用者様のこ迷惑にならないよう計画いたします。

電気 建物設備維持管理 毎日 消防用設備点検 2回/年

機械設備
非常用発電機点検 2回/年 舞台音響設備点検 1回/年

;令温水器保守委託 6回/年 ガス警報器設備保守点検 1回/年

衛 簡易尊用水道検査 1回/年 電話交後設備保守委託 1回/月

生 害虫駆除 12回/年 建 昇降機点検(法令点検) 1回/月

戸困貧 水道7.1<水質検査 2回/年 物 昇降機点検(建築基準法第 12条) 1回/年

E里 レジオネラ属菌検査 2回/年 等 車椅子用昇降機点検 2回/年

清操業務(日常清掃) 毎日 自動ドア点検 6回/年
;育

清掃業務(定期清掃) 1団/月 舞台照明設備点検 2回/年
帰

値栽男定・草刈 随時 舞台吊物設備点検 2回/年
寺

小破修繕 随時 機械警備業務委託 常時

b 日常点、 犠

O 舞台設備 (音醤 ・照明 ・貰出備品類)の点、横

舞台設備の不異合は講堂へ立つ利用者へ公潰を台無しにするのみならず、ひいては観客への公演の印象を

損なう司能性がございます。 常にそのことを念頭に置き、 舞台設備の点、横に従事してまいります。

舞台設備の保守維持管理につきましては、専門の臨員が保守維持管理マニュアルを策定し、マニュアルに

基づいた日常点債を指定管理者の責務とし巴常清掃等のf呆守維持管理に努めてまいります。

マニュアルを基に日常点債ではチ工ツクシートを作成し記録に残す雄持管理:を実施

いだレます。専門の職員のみならすそれ以外のスタッフでも点、横司能にすることで、定

期点、横を数多く繰り返して行い、 不具合の発見、 設備の故障の修繕等の保守維月管理業

務を遂行してまいります。ま疋不具合があった揚合は専門の職員が迅速に修繕計画を策 |J一
定しそれに基づいた修理を実行いたします。これらにより、 利用首様が安全にご利用し

ていだだくための保守維持管理に努めてまいります。
チェツクシート

O 安全管理 ・設備蓄理 ・美化の維持

常時2名以上のスタッフ到務体制を取り、シフト交代毎に日常点、横を行います。また、講堂の利用時はト

イレを頻繁に利用する揚合もあり公演の途中でスタッフによる清揮を行い、さらに週一回は専門業者に委託

し清潔なトイレを維持します。毎日、開館時間前にチ工ツクリス トを元に設備点慣を行い、事故の予防をし

ますロまた、開館田間内は職員がマ 時間毎に屋内と屋外を巡視して防犯 ・防災・ 事故の予防します。

C 眼益の積古金による修繕計画

当法人では公会堂の収益の全額を公益的に還元いだします。収益を施設の修繕費や不異合点、の整備、備品購

入費などに充当することで、より多く区民の皆様の文化芸術活動を継続的に支援してまいります。このことが

当忠人を指定管理者に選定していただく大きなメリットと考えております。

(10/1:)) ※A4版 1ペー ジ以内でおまとめください。



3 施設の運営・管理に関する提案

(3) 施設の維持管理計画

イ 清掃計画・外構植栽管理・保安警備計画

事業計画書様式2-3-(3)ーイ

0 清掃計画は機能維持・美観保持など建物保全の基礎と考え、計画的に遂行してまいります。ま疋、本事

業計画 10へージに記載いだしました法定の年4回の定期清掃と日常の清掃業務は業務提携している清

掃業者に委託して計画的に行ないますω

ま疋これら以外の日常の清掃討画といたレましては、当j去人が指定管理しております全施設で実施して

いますとおり、蹴員が開館時間前にチ工ツクリストを元に危隙箇所点様、設備点検、美化点慢と委託外の

清掃を行います。また、開館時間内にち職員が1時間毎に屋内と屋外を巡視してトイレなどの美化点検を

行うと同時に、館内のsJ3dQ.防災・事故の予防点桟をします。

b 外溝植栽管理

O 当協会が業務提携レている植栽男定業者に委託し、高木見定、中低木刈込、生垣刈込、人力除草、薬剤

融市など年3回の計画的な植栽箆定をいだします。

なお、公会堂前の道路は、隣接する陀子小学校の通学路でもあり、川沿いの通路は夜間人通りが少な

いため、この地域の保安のためにも高木が照明を直ることが無いように周辺に十分に配慮し、これまで

私達が菅理施設で実施して参りましたとおり、指定管E里施設内に限らす地1或全域に頃力いたしますョ

また、当法人が指定管理する区民施設で実施しております 「芯の名所づ

くりJ 活動を、ほどがや地区センターで活動いただいている園芸サークル

様やボランティの皆様と職員とが一体となって実施していく予定です，多

くの区民の皆様と共同で施設づくりをしていき、より愛される公会堂を運

芭レてゆきたいと願っておりますa

C f果受信備計画

0 当協会の管理運嘗する施設では、これまで太きな事故 ・事件はございません。このことは私どもの大き

な自信であり自負でもありますロ

0 毎日の保安竺備につきましては、開館前にチェックリストを元に設備点、桟を行って事故を予防し、 開館

時間内は職員が1時間毎に屋内と屋外を巡視して防犯 ・防災・事故を予防し、施設の安全を維持します。

O 閉館時には来i害者援が全員退出されたことを確認したうえで一度出入口を施錠し、チェックリストによ

り各室の施錠と火やガスの始末の確認、消灯、水道栓の確認、お忘れ物の確認をし、また全てを終了した

後に、 近隣にご迷惑がないよう公会堂 ・図書館周辺に融市されたコミの清掃と屋外の点模をいだします。

O 保安?備設備の点桟は専門の事業者に委託いたしますs また、盗難に備え、職員力可帯宅後の夜間の施設の

保安行備には、業務提携している防犯?守備業者に委託レ、ちし防犯センサー異常・火災異常・ガスリーク

異常を横河したi君合は緊急苅処員が公会室へ5分以内に急行できる俸制をとります.

0 万一の盗難に備え、事務所内に極力現金は置力、す、~\霊吻品の購入時Id:、できる限り事務局から支出いた

します。

O 避難誘導訓練は年4回、税の職員研修時には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、通報、営報 .15幻きなどによる来館者への周知、 避難場所の確保・ 誘導主 防

災用利用団体予約表による館内の残害者確認、消火、引用者様の安否確認までのマニュアルと~J' I出剰苗員の役

割分担などには万全のdll鴨を実施していきます。

(11/13) ※A4版 1ページ以内でおまとめください



(様式 6)

平成24年度保土ケ谷公会堂の管理に関する業務の収支予算書
(単位:千円)

内 訳 金 額

磁容認否議 ①十②+③=A 報額欄3議議事[盛

①委託予
. 

定額 54.425 

項
②手IJ用料
金収入 8，940 

目 ③その他
収入 自販機収入・雑収入 803 

郡信t完id 塁手議翠議込22E4計ぬ

人件費
常勤職員給与、 時給職員賃金、法定福手1J費(社会保

16，313 険料、健康診断料、福祉共済掛け金)、通勤費

旅費、消耗品質、会議賄費、印刷製本費、通信賞、使
エ頁 事務費 用料及び賃借料、備品購入賞、施設賠償主任保険、 2.310 

手数料、 諸費

目 事業費 自主事業費 。

光熱水費、修繕授、電気設備保守点検、冷暖房設備
管理費 保守点検、消防設備保守点検、機械警備、 害虫駆除、 41.155 

など

ニーズ
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 労務経費、法人税等 4.390 

収支(A)一(B) J Nz3ZJ2舎4内.γ.1、7f品f1M沿・v14r4市wTな喧了パU 

※ 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5}IJ紙!こて説明資料を添付してください。



保土ケ谷公会堂収支予算書 【様式6 説明】

(単位千円)

工耳目 支出合計 (1 ) 一十 (2) 十 (3) 十 (4) 十 (5)+(6) 64.168 

人件費 16.313 
(1 ) 

常勤職員 11.603 

給与
館長・員11館長 9，8001 

健康保険料 565 

厚生笠金保険料 814 

児童手当拠出金 13 

法定信利ï~
}{[用保~料 94 

労災保喰料 20 

通勤費 216 

健康診断料 21 

福祉共済掛[ナ全他 60 

時給職員 4，710 

賃金 スタッフ 4，700 

労災保暁料 10 

法定福利費

事務費 2.310 
(2) 旅託 50 

消耗品質 876 

会議賄費 50 

印刷~本賢 200 

通イ口貸 200 

使用料及び賃借料 100 

備品購入費 700 

図書購入賞 。
施設損害賠償責任保険 30 

手数料 47 

諸費 57 

事業費 。
(3) 自主事業費 。

周年事業費 。
管理費 41，155 
(4) 電気料金 9，702 

光熱水費 ガス料金 6，510 

水道料金 2.205 

修括責 小破{彦鰐 2.580 

清掃費 定期清掃 6，444 
冷暖尻設備保守 )冷尻、暖房切替、中間点検、随時保守 9633 

活気設備保守 1市:気工作物保守、 自動ドア保守点検、ー昇降機保守点検 2，074 

消防・ガス設備点検 定矧点検 413 

衛生管理 水道水水質検査、苫ー虫駆除 266 

祭主-州L 国，ー 舞台音響・照明・吊物点検 869 

機縁苦儲点検 常時 259 

その他 座芥処理料等 200 

一一ズ対応費
tl1営委員会や不j用者の三一ズにより執行 G (5) 

事務経託 4.390 
(6) 労務経費 3.890 

j白ft税‘法人税 500 


