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瀬戸ケ谷スポーツ会館指定管理者事業計画書

(様式 2)

事業計画書表紙

申込年月日 平成 24年 2用 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

団体所在地|〒240-0052 横浜市保土ケ谷区西谷町747-8-102

電話番号 I(似5)370 - 5231 I FAX番号 I (045) 370 - 5230 

平成23年6用 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〉

(. I I ほどがや西谷初音がE地区センター、 )11里町公園こどちログハ

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

ハウスの管理運曽を開始

平成 11年5月 15日 桜ケEコミュ二ティハウスの管理運曽開始

沿 革[平 成什年5月30目今井地区センターの管理運嘗開始

業務内容

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へ移行

平成22年6月25日 理事会において法人揺取得案が百決

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

「西谷会館」の管理運醤が開始

平成24年4用 1日 保土ケ谷公会堂の管理運曽開始

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目、それまでの任

意団体から法人揺を持つ団体とレて新しく設立され、その目的は従前と同様「区民利用施

設の管理運嘗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」ことを目的としています(定軟第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曽

2 文也・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

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柑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 応募団体の経営方針、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瀬戸ケ谷スポーツ会館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

ア賄事団体の経曽方針、業務概要、主要業務、持色等について

当法人は、平成7年に任意団体としてスタートレまレたが、平成23年6月15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しまレた。団体の目的は「区民利用施設の管理運曽事業並

びlこ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、地域に密着した施設運営を行う疋めに、「地域の特性を活かレた館創り」

を掲げ、次の経曽方針で運営レています。

(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二ティの醸成に寄与レます

〈イ〉二一ズに応え、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〉永続的に密命を果たすために、刻率的で安定レた経曽を行います

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

保土庁谷区の全域のニーズを常に把握でき、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 邸募団体の業務における瀬戸ケ谷スポーツ会館指定管理業務の笹置づけ

上記理怠の実現を目指す当施設の管理運曽は、協会の害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協会に与えられた使命であると考えます。当施設の

運曽においてもこの経曽方針を前面に訂出レ、地域の皆様のご期待にお応えレたいと考えております。

ワ 応募団体が行った公の施設その他類淑施設の管理運嘗iこ関する主な実績

当法人は、これまで任意団体の時代を通じて、特に地域に密着した運営に努め、地域コミュ二ティの

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、叡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レて頂いています。現在9つの公の施設を

保土ケ谷区にて管理運曽レている実績から、ほぼ区全域に百って、区民のニーズを常に把握できている

と自負レており、この利点は、今後の指定管理者施設の運嘗にち太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、地域を拠点とレた多くのサークルが生まれましだ。

平成23年度の管理運営施設は次のとおりです〈ただレ、現在は任意固体としての協会〉

現在管理運曽レている主な施設名 所在都道府県市区名 業務開始年用 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 同上 H 7. 4. 1 同上

横静桜ケEコミュニティハウス 同上 H11.5.15 同上

横浜市峯小学校コミユ二ァィハウス 同上 H 7. 4. 1 受託管理

横浜市笹山小学校コミユ二ァィハウス 同上 H 7. 4. 1 同上

横浜市くぬぎ台JJ'学校コミュ二ァィハウス 同上 H17.5.15 同上

横浜市瀬戸守谷スポーツ会館 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 同上 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





(様式2)事業計画書 (3)ーア

(3) 組織体制

ア 管理運堂に必要な組織、人員体制

ア 管理運曽に』必要な組織、人員体制

(ア)勤務体制

スポーツ会館の管理のため責任者とレて館長およびに事務・連絡担当者を1名非常勤とレて配置レ、

管理運嘗担当者を常時1名配置します。

これにより、利用者が安全・快適に利用できるように建物と設備を維持するための最も刻率的な人

員配置にできます。

主な業務は予約受信・貸レ出レの確認、個人利用時間帯の館内整理と建物・設備の点検・整備・清

(- I 掃討、併せて安全安j白の確保を確実に問と考えます

保土ケ谷区民利用施設協会

亡事務局

函高谷スポーツ会館 卜と館長 非常勤1名

事務・連絡担当非常勤1名

スタッフ 6名 〈ローテーション勤務〉

①管理責任者とレて館長1名を配置レます。館長は非常勤で協会事務貫長が兼任します。

②事務・連絡担当とレて、協会事務周員を非常勤で配置レます。

③スタッフとのミーテイングで、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レ、それ

に従って勤務レます。各スタッフの突発的な事情による体暇については、他のスタッフと調整レて

交代勤務をレてもらうようにレます。

(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9時(白・祝日は午後5時まで〉

・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28日~翌年 1月4自体館〉

②勤務時間

午前午前9時~午後1時 午 後 午後1時~午後5暗 夜間午後5時~午後9時

ウ)採用条件

スタッフは、地域と利用者のニーズlこ適切に苅応でき、建物設備の維持をできるように、次の条件

を満たす人を霞先レて採用します。

-地域居住者

・設備・建物の曽繕がある程度分かる

ま疋、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。

(3/1 2)※A4判 1ページ以内でおまとめください。



(3) 組織体制

イ 個人情報保護等の体制と研修計画

イ 個人情報保護等の体制と研穆計画

〈ア〉個人情報保護等の体制

(様式2)事業計画書(3)ーイ

青少年から高齢者まで様々な方が利用されるスポーツ会館では、多くの個人情報を取り扱います。

当協会では、「個人情報の保護に関する法律」及び「横浜市個人情報保護に関する条倒」に基づき当

協会で作成レた「個人情報保護方針」と「個人情報保護マニュアjレ」を徹底することや毎年全職員へ

研修を実施すること等を通じて個人情報保護に努めています。

-当協会は「個人情報保護方針」を制定レており、個人情報の厳正な取扱いの徹底をする旨を館内に

掲示レ、利用者に表明レます。

. r個人情報保護マニュアJレ」を作成レ、館長を個人情報保護責任者として、職員に個人情報保護の厳

正な取扱いを徹底させます。

・年に一度、職員やスタッフに苅レ研修を実施レ、業務上必要な情報管理として申込書、掲示物や広

報誌等の肖像や氏名、肩書等にち配慮レた個人情報取扱特記事項の遵守、利用・取得に関するルール

や適正・安全な管理、第三者提供に関するルール、開示や利用停止請求ルール、罰則等について確認

レます。

・職員全員に対レ、個別に個人情報保護!こ関する誓約書を毎年取ります。

-横浜市が規定する個人情報特記事項についてち毎年点検・評価を行います。ま疋自主点様チ工ツク

リストにより、個人情報保護の実施状況を毎年点検レます。

個人情報の保護に関レて疑怠及び問題が生じたときには区と相談レます。区の指示に従って苅応レ、

緊急に事実関係を謂査後、区に報告レ、適切な改善を進めます。

(イ〉研修計画

ニーズの多様化と要求水準の高まりに適切に対応するには、利用者サービスに徹する館運営が求めら

れますが、それには職員一人一人の能力向上が必要です。当協会では「接遇」を最重視レ、「椙手の立

場に立って害える」を基本に、利用者満足度の向上と事故防ヰ等を目指レた研修を職員全員に実施レ

ます。具体的には年度初めに作成する年間研修計画をもとに、次のような研修を行います。

①接遇研修:採用時の新人研修と全職員を苅象にレた集合研修を基本に、随時OJTや相互チェック

で、接遇についてのレベルを高めていきます。

②業務研修:日頃の業務の中での苦情対応、業務改善等事例に即した実務研修を実施します。

③防災研修:事故や災害などの緊急事態に備え、事故防止研修や避難訓練・防災訓練を実施レます。

また毎年1回以上、職員全員にAED研修を実施レます。

④人権研修:定期職員研修の中で、毎年テーマを決めて人権感覚を磨きます。

⑤個人情報保護研修:上記 1)のとおりです。

(4/1 2)※A4判 1ページ以内でおまとめください。



f 

(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

ウ 緊急時の体制と対応計画

当施設は膏少年から高齢者まで地域の様々な方が利用されますので、安l白レてご利用頂くために、「安

全優先」から、事故や犯罪の防止と事故・急病・犯罪・災害賠の対応について、日常点検・チェック表、

マニュアルや定期的な訓練により、万全を期します。一方、勤務者は常時オ人なので、状況に応じた適切

な刻応が取れるように研修、ミーティング等で繰り返レ確認レておくようにレます。

(ア〉防犯、防災の対応について

日中は職員が常時巡回を行い、閉館時は館内を確認・施錠レ疋後、機械警構を行います。

犯罪と地震・火災等の災害時に速やかに苅応できるよう、対応マニュアル・消防・防災計画・連絡体

制を整備レます。年1回利用者の理解を得て共に避難訓練を実施レます。

〈イ〉その他、緊急時の対応について

事故や君、痛などの緊急事態に対応するため、日頃からその防止に努め、万が一起きた揚合に備えてマ

ニュアルや連絡網を整備レ、それを踏まえた研修・訓練で対応します。

①日常点検と苅応準構

設備の法定点検や、体育室他のチェック表とマニュアルによる日常点検を行います。 AED操作

をさむ救急毅命研修を受講して万が一に備えますが、事故や急病等の緊急事態となった揚合には、

1人勤務であることから、状況に応じた対応が適切に取れるように、応急措置、消防・警察への通

報等の措置を迅速に行います。その後に必要ならば協会ヘ応援を依頼レます。

②高発防止のための苅応策

(a)再発防止に向けて原因を究明レ、対応策の策定、マニュアル・チェック表の改訂、記録保容を行

います。また協会に報告すると共に、保土ケ谷区地域協働課に報告レます。

(b)事故等が発生レた揚合は、ミーテイングで職員全員に周知・徹底レます。また事例に基づい疋実

践的な緊急時対応に関する研修を毎年行います。

(c)幸い事故が起きなかった揚合であって毛、ヒヤリハット報告書を必ず作成するととちに、他の施

設等の事例についても情報を収集レ、事故再発防止に努めます。

(5/1 2)※A4判 1ぺ}ジ以内でおまとめください。



(4) 施設の運営計画

ア 設置理念を実現する運堂内容

イ 刺用促進策

ア 設置理念を実現する運堂内容

(様式2)事業計画書(4)ーアイ

瀬戸ケ谷スポーツ会館は、地域住民の自主的活動を支援レ、相互交流を促進することを目的にレた施

設です。当協会はこのような設置理怠を実現するために、この施設の利用に関レて「安全・安Js¥にJr快

適にJr地域と共iこ」をキーワードlこした管理運営を行います。

①「安全・安l削こ」

建物・設備を常時点検し、異常の発売に努めます。異常があれば、危険度、危険の箇所、応急措置の

必要性等を勘案レながら、迅速、適切な対応をレます。

また、用異、器具等についても破損の有無、また正常な位置にあるか等の点検に努め、利用者にと

( I って安全・安山レてご利用いただけるように努めます。

②「快適lこ」

ソフト面では、スタッフと利用者の方のコミュニケーションが重要であり、丁寧な言葉遣いや態度、

明るい笑顔、親切な応対等スタッフ一人ひとりが利用者の万が楽レく、快適に過ごせるように接遇レま

す。ハード面では、いつも清潔感にあふれるようにこまめな清掃、整理整頓を実行します。特に、トイ

レ等の水回りについては、特段の注意を払うようにレます。

③「地域と共lこ」

地域ニーズを的確に反映レながら館を運曽レていく疋めにも、利用者会議、運盟委員会等の意見を尊

重し、ま疋、スポーツ会館が地域にとっても黄重な財産であり地域全体で暖かく見守り育てるという意

識が人々の聞に浸透レていくことを目指すべきであると者えます。このためにも、様々な地域活動、地

域の行事等をより積極的に受け入れていく必要があると蓄えます。

さらに事業評価として、毎年の業務報告書提出以外に、 3年目を目処に横浜市の第三者評価を受

診レ、業務改善とサービスの質の向上等を図ります。

人 |イ 利用保進策

設置理怠を実現レ、住民の自主的活動や相互交流を促進する疋めには、できるだけ多くの人に当施設

を利用レてもらう必要があります。利用の促進は次の4点で考えます。

{ア)接遇レベルの同上

「ほっとなホスピタリティ」を合言葉に、利用者の方が楽レく快適に過ごせるように「接遇」のレベ

ル向上を図ります。「また、来ようね」が自然に定着することを目指レます。

{イ)広報の充実

職員自らホームページの更新を行い、自主事業やサークル情報等をタイムリーに紹介します。

{ウ)ミーティッグ室の活用

ミーティング室は、会議の目的のほか、現状で包囲碁、曙棋、麻雀、カラオケ等の目的にち利用レて

いただいていますが、これを更に広い用途に拡太していきたいと害えています。

{工)サークル活動の曲言・相談の充実

サークルの結成に対レて積極的に助言・相識・調整に応じることを遇レて活動を定着させ、施設利用

の促進を図ります。

(6/1 2)※A4判 1ページ以内でおまとめください。



(様式 2)事業計画書 (4)ーウ

(4) 施設の運営計画

ウ 利用料金の設定について(※地区センターのみ該当)

ウ 利用料金の設定について

該当なし

(7/12) ※A4判 1ページ以内でおまとめください，



(4) 施設の運営計画

エ 利用者ニーズの把握と運営への反映

オ 利用者サービス向よの取組

(様式 2)事業計画書様式 (4)ーエオ力

力 ニーズ対応費の使途について(※地区センターのみ該当)

王 利用者ニーズの把握と運営への反映

利用者からの意見や要望、苦情等については、日頃スタッフが、利用者から直接お聞きし、その旨を

施設運嘗に反映させるようJs¥掛けています。これ以外にも次の方法などで、ニーズの把握に務めます。

また、収集した利用者二一ズを、スタッフミーテインク等で横証・精査し、優先111買位をつけ、日々や

翌年度の施設菅理運芭に反映させます。

・3 運営委員会及び利用者会議を毎年定期的に開催レ、利用面に閣する意見を求めます。

到 来館者アンケートを毎年1回以よ実施するほか、ご意見箱で二一ズを把握レます。

ゆ 個別の自主事業や特定のテーマに関して、参加者や関係者に?ンケ一卜を実施します。

オ 利用者サービス向上の取組

サービスの提供は経営方針の中の「二一ズに応え、利用者満足度の向上に努める」という考え方に墓

づき、次の考え万でサービス向上に努めます。

(ア)二一ズの把握

多様な手段を用いてI也i或や利用者の意見を集めることにより二一ズを的確に把握し、 それを踏ま

えたサービスを提供レます。また、現在利用していない潜在的利用者、時に成年男子、 の発掘のた

めに広報やホームページを鋭意活用します。

(イ)応対技術・ 方法の向上とスタッフマニュアルの活用

施設運富の墓本となるのは、スタッフと利用者のコミユ二ケーションです。応河の良否がそのま

まサービスレベルに反映されます。「相手の立場で考える」姿努で、「言葉遣いの工夫」、「利用者の

潜在的要望の把握」、「利用者の要望に応えられない揚合の代替案の提示」、「他施設情報の案内・提

供」など応苅方法の工夫やレベル向上により、サービスレベルを向上し、利用者満足度の向上を図

ります。 これらを謹選するツールとして「スタッフマニュアル」とOJTを活用します。

(ウ)助言・相談 ・調整機能の充実

施設の利用を促し、地域交流を促進するためには、 j舌劃のi勇を必要とする個人や団体、サークル

に河して積極的に助言 ・棺談 ・調整に応じる必要があります。このことに合わせて研修等を還して

職員一人一人の苅応能力の向上を図ります。

力 ニーズ苅応費の使途について

該当なし

(8/12)※A 4llj 1ペー ジ以内でおまとめくださいc



4 (様式 2)事業計画書 (5)

(5) 自主事業計画

(ア)自主事業計画に対する基本的な考え方

スホーツ会館は、「地域住民が、自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、スホーツ、レク

リ工ーション、クラブ活動等を通じて相Eの交流を深めることのできる揚」としてそ子在する 「地域コ

ミュ二ティの拠点d です。

従って、スホーツ会館が企画・実施する自主事業の目的は、地域住民が自主事業に参加することで、

共通の問題意識をもっ仲間の輸を大きくして、{中間作りや自主的な活動を活性化させていくことにあ

ります。スポーツ会館はそうし疋活動を見守りながら支援を続け、良好な地域コミュ二ティの醸成を

目指す存在と考えます。

また、自主事業は単に人気取りに行うものではなく、生涯学首の一環としての 「学びの揚」であり、

「特技・技術を活かす揚Jです。また自己の成長を図る手段となります。

同時に、地域住民は憶/マな目的意識をもっていますから、地域特性や二一ズを的確に把握することが

重要であり、地区センターが利用者会議やアンケート等を通じて二一ヌの把握に努め、自主事業に毎

年度映させていくことが不可欠であると考えます.

(イ)自主事業の特徴及び開催の方向性について

施設の規模として、体育室は卓球台がやっと4台置ける程度の広さであり、天井ち低くパトミン トン、

バレーボール等は不可能という物理的な制約を受けています。また、 ミーティング室は、 一度に 18 

人程度の利用は可能ですが、十分余硲のあるスペースとはいえません。こうした制約下での自主事業

の展開については、一度に多恕の参加者を見込む企直よりも、'1>人叡を苅象として実施した結果好評

であれば、再度同一内容で開催するといった面ち否めませんe 基本的に、施設の制約を踏まえ、それ

に適合するような工夫をしていくことが重要であると考えます，

。地I或の特性や二一ズの反映

新規の事業の企画に際しては、利用者会議や来館者?ンケート等で地域二一ズや利用者二一ヌを把

握するだけでなく、自主事業参加者にち、当該事業の感想だけでなくどのような事業を望んでいるか

意見を求めていきます.

②健康のための軽運動や子育て支援の講座

施設の利用者には高齢者、成人の女性の比率が高く、健漂問題にも関I~\が高い実情を踏まえフラダ

ンス、ヨガ等の軽運動の講座はここ叡年人気があり、健壊と軽運劃を組み合わせた事業を今後ち引き

続き実施していくこととします。また、子育て支援のための講座ち好評であり今後ち定着するように

継続しだいと害えています。

③館の特徴とテーマの設定の模討

施設の不」用者に高齢者が多い現状を踏まえ、近時穴きな社会問題となっている「振り込め詐敗防止

講座ーを開催したところ大きな反醤がありました。この1却に倣い、今後も、館の特徴とテーマの設定

について横討しながら企亘をしていきたいと考えます.

(9/ 12)※A 4 'j:1j]ページ以内でお まとめ くださ い.



(様式 2)事業計画書様式 (6)

施設の維持管理計画

建物設備の安全性と清潔惑は、スタッフ撞j[Aとならび、利用者への印象仁木きな影塑を与えますので、

最ち亘祝レて維持を函ります。

(ア〉建物・設備等の保守管理

建吻・設備の保守管理等のため、「建物設備管理計画」を淀定し、実施します。さらに、建物・設

備等については、日頃からスタッフが詑内の点授や日常j吉開の際!こ、併せて点検を行い、不具角のあ

る箇所を報告するととちに、軽微な修理はスタッフの子で行い、経費の節減に努めます。

ま疋、日額に及15i'1易合や施設運芭に支障を来すことが予想される箇所で、末規模な!主将を伴うt;jj汽

には、毎年、保土ケ谷区役所にi，引きの申請を行います。

(イ);青帰計画

「起物設備管理計画Jに基づいて、委託専門業者により、床j青掃を年6回、窓ガラス清掃を年4回

実施レます。日常清掃は、「日常清掃チ工ツク表Jに従って作業スタッヌが、水凪りを中山に重点的

に行いますロ加えて、他のスタッフち同チ土ツク表に従って所定のj青j尋を実施じます。

(ウ〉恒栽等の管理

植裁の管理は、首都高速道路(株)の管轄ですが、:JlQ1也喝の除草や簡単な植裁の手入れはスタッフが

仔います。

〈士〉保安警備計画

清掃状況のチェックとあわせ、安全確保、と事故や犯罪を未黙に泊ぐ疋め、スタッフが館r1s:"見回り

を常時実施レます。

(荘〉横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館管理計画表

工ヨ 目 業 務 内容 実施 4固恕 実施月

日常j育開 職員 毎日 毎日

床面清掃 三主E主三口工" 2 6，12月

清掃業務
清掃等

容刀ラス清掃 三Z事ZミニDZU 2 6，12用

刀ーペットシャンブー ェ~ーD三二-r; 2 6，12用

空E問機JィJ~9 - :古河 手芸記ζ 壬E工い 2 6，12局

衛生管理 吉虫駆除 委託 2 6，12Jヨ

機械?苦情点検 機械竺備 委託 毎日 毎日

建物等 消防用設惰点検 総合機能点検 蚕託 2 5，1 I丹

ウォーターク←ラ-7J<賃慎吾 水質検査 三芸EZロ三工〕 9且

(10/12) ※A 4判 1ペ ー ジ以内でおまとめください。



(7) 収支計画(収入計画)

ア 収入計画の考え方について

イ 増収策について(※地区センターのみ該当)

ア 収入計画の考え方について

(ア〉基本的考え方

(様式2)事業計画書様式 (7)申アイ

指定管理者制度が、 「住民サービスの向上」と 「経費の節減」を目的として導入された経緯を重

視レ、当協会としては、様々な取組みを創意工夫して収入の増加を図り、同時に協会自体の経営の

安定ち確保しながら、利用者に有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基本

に収入計画を作成すべきであると者えます。

〈イ〉収入計画の特徴と独自性

当協会は、「区民利用施設の管理運富」を通して、 「区民を主体とした活力とふれあいのある快

適な地i或社会の実現に寄与することを目的とするJ公益的な団体のため、協会の収入は横浜市

から支払われる指定管理料が、協会全体の収入の非常に大きな割合を占めています。

さらに、多僚な芭利事業を行っていながら指定管理者業務に参入してきでいる民間の営利企業

と比べると、収入面だけでなく人員体制等ち指定管理者業務の占めるウ工イトが非常に高く、そ

れだけに、指定管理者業務の喪失は協会という組織の穿続に影響を与える可能性を珂ちます。

このような観点、からすれば、指定管理料をはじめ、指定管理者業務に付随して生じる自主事業収入、

自動販売機収入等はいすれも貴重な財源となっています。ただ、瀬戸ケ谷スポーツ会館においては、

地区センターと異なって、利用料金収入を得る途が開かれていませんので、その分経費の節減に努め

ることが霊要になると考えます。

更に、自動販売機収入ち行政財産の目的外使用の許司手続きを経て、設置し稼動させていただ

いておりますが、施設の利用者にとってち好評であると同時に、協会にとっても貴重な収入にな

っています。

イ 増収策について

該当なし

(11/ 12) ※A 41=IJ 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)事業計画書様式 (7J-ウ

当協会は運営に当って、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刻率的に使い、全体経費の削減に努め、生まれた余裕を

サービスの向上や設備改善に充当しながら、利用者満足度の向上を図ります。

具体的に支出の費百ζとに見ると、施設運富に直接関わる人件費、管理費が全体の支出の約 85%を

占めているのが現状です。

ただし、管理費については、横浜市が標携する環境行動都市に直i妾関係する問題として捉え、こまめ

に不用の照明のスイッチを切ることや節水に注意を払う等日常の中で、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考えます。

事業費については、まさに施設の個性を発信する源泉になっており、眼られた予算の中で自主事業

の企画の内容に合わせて霞穴隈優先して朝行させるべきであると考えます。

(イ)具体的な計画

当協会は、他の地区センターにおいては着実にこの 5年間管理費等を抑えてきました。そのノウハ

ウを当施設にも適用レ、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e

a.管理費の節減

上記の倒のように日常の中で節水や空調管理を実践することが、単に管理費の節減という問題に留

まらす、横浜市の標揺する「環境行動都市」の実現に向けだ行動であることを、スタッフに徹底する

と同時に利用者の理解と協刀を求め一体的な取組みを行います。

b.協会のスケールメリットを活かす経費削減

協会本部の役割を栗たしている事務買がー括して経理処理や契約等を行うことで、通常よりも安い

価額で目的を実現し、経費の削減につなげます，

-会計経理、労務管理の協会事務局による一体的実施

-電気設備保守、消防設備保守、清掃等の業務委託の共同化によるコストの怪減

-設備総合巡視点横等による予防保全の観点、からの重大不異合の予防(間接的に修繕費の支出を予防

できると考えます0)

c.人材の刻率的活用

点、積 ・確認、 j青J号等の作業では、マ二ユアルやチェック図表を整備して、業務を簡素化し、担当者

の負担を減らすことにより作業刻率の向上を包り、生じだ時聞を利用者サービスに向けます。

(12/12)※A4llj 1ページ以内でおまとめください。



(様式3)

平成24年度横浜市瀬戸ヶ谷スポーツ会館自主事業計画:書

団体名 保土ヶ谷院庶民利用施詮盛会

①語集対象 自主事業予算額
a・・4・・・4・・・..邑~.・a・2・・ a・‘F幽白圃'-・..圃晶画...._----

②募集人数
総経費

収 入 支 出
4・・凪__.・・・・h・・・2・・--温・・a・・・u・・・・・・u・・・・・・M・・・・・・M・B・・

③1ノにあたりの参JlIl~f 委託料 参加費 講師謝金 材料費 その他

: 親子Jトミック 未就幽児と保護者
体験教室 .-ーーーーーーーーーーーー'ーーーー----ーー

20組(4回) 26，222 6，222 20，000 22，222 。 札000
ー---骨唱・---ーーー・・・・-ー・』・・._--・R・・・・-・・・・・・

1.000円 (保険料)

2親子広場 0"-'4:才児と保護者
ーーーーーーーーーーーーーーー司ーーーーーーー

定員無し(121司) 42，000 42，000 。 。 30，000 12，000 
ーー・回目日』日』ー--【ー【ーーーーーーーーー

無料 (保険料)

3 3R体議 一-般(中高年)
(ホ<-，レ・へ"レ・ ‘.__ ... ・‘ー---圃・ー・・・圃p・.-ーーー・司・・・・・4・司・・・4・・・a

へ"レタ'-)
10名(1臼) 6，555 4，555 2，000 5，555 。 1.000 

-_.幽圃・・・・・・-_._-----・..・~~‘. _-国

200円 (保険料)

4紙芝 居& 小学1:以下
'ーーーーーーーー--ー】】「吋』司【目司ーーー

20名(1回) 6，555 6，555 。 5，555 。 1，000 
-ーーーーーーーー--ーーーーーーーーーーーーー

無料 (保険料)
ー一一

5折り紙教室 一般
-・・・・・・・・・・a・・・・-----_..且a・・・・・晶...司・‘岬圃'

15名(1回) 10，5!i5 6，055 4，500 5，555 5，000 。
".・司・-_.・・・・・・ a・・・‘・・』・~_.且a・・・・・・・・・・._.

300円

6マジック 一般
一一一ーーーー一一ーーーーーー

15名(2回) 14，111 11，11 1 3，000 11，111 3，000 。
・..唱ー咽副・・ー-唱団島・・唱同4闘・・・4・4・b・・・・・・・・.__._.司圃哩--

200円

7 小学生体育 小学生以下
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

未定(2回) 6，555 6，555 。 5，555 。 1.000 
'ーーーー_..~- ....】】』【【ーーーーーーーーー

無料 (保険料)

思ウォーキング 一般
4・ .‘・・・・悼_.・_.・唱・唱・ー・・_.・h・・- _._~・ー・・唱・咽ー・・

10名 (2臼) 8，888 8，888 。 8，888 。
._-_..・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・ー‘・・副・・・・ー・曙唱陣-

交通費

9 開基教室 一 般
a・圃・ー・._--_.・ーーー・4・F・s・ーーー・咽阿国・唱F‘・・・・・・・・・・・・

米定(1回) 5，555 5，555 。 5，555 。 。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

無料

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・国司.司..陣・・._-、・・・・ーー 唱曲・・司圃F咽-

事務貸 23，00'1 23，004 23，004 
咽ー.司・a嶋田・・・・・・・・・・・・・・・・・.. 陣・・F・・v・岨・・r・・・・・・・r・・・・・・

ーーーーーーーーー--ーーーーーーーーーーーーー
iロb、 計- 150，000 120，500 29，500 69，996 38，000 12，004 

ーーーー-_【『ーーーーーーーーーーーーーーー



(様式4)

平成24年度横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館自主事業別計両主

No.l 団体名保土ケ谷区区民主!J.1il1ftIi_詮量全

事業4'1 目的・内容等 実施時期・回数

親子で音楽に合わせて体を動かしたり、簡単なゲームをす
4月"-'7 J=3 

l 親子ソトミック体験教室
ることにより、幼児の感覚機能の発達を促し集中力・思考

5お~4金l濯円
カ-判断力・記憶力・表現力等が身につく。また、自主性や
積1括性が養われ、幼児の健全な心を育てる。

4回

事業4'1 目的・内容等 実施時期・回数

昨年に引き続き、地域の子育て世代の方々に、親子での 5)=J ~3月

2 親子広場 遊び交流の場として当館を開放。 0---...1才児とお母さん対 第2余曜日
象。 全12回

事業名 目的・内容等 実施時期・凶数

3B体操は乳幼児からお年寄りまで幅広く楽しめる運動
未定

3 3日体操(i};'-jいヘソレーベルグ で、ボーノシ、ベノレ、ベノレダーを使つての全身体操です。 楽

しく汗を会御手見ましょう ! 1同

事業名 目的・内容等 実施時期・回数i

反休みに開く小学生以下を対象とした紙芝居。昭和の趣 7片頃
4 紙芝居 たっぷりで一九 ゲーム機ばかりに夢r!寸なっていないで、み

んな誘っておいでよ紙芝居 P l凶

一

事業名 同的・内容等 実施時期・白数

クリスマスやお正月に、自作した折り紙で飾りつけを楽しん 11月。折り紙教室 ではみませんか?オリジナル感たっぷりの京・敵なデ‘コレー
1回

ションが期待で、きます。

:事業名 目的・内容等 実1Â~時期 ・回数

年末年始等パーティーが多く行われるn;J'に来・やかなマ 11、12月頃
6 マジック ジックを披露できると素敵で、すね古。是非、習ねしてパー

全2巨I
ティーの主役になりましkう。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

7 小学生体育
マット、飛び箱、平均台等を使って運動をします。子供の 未定
心身の健全な成長-の手助けになるきっかけを門指します。 全2団



(微式4)

平成24年度横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館自主事業別計四ー苦:

NO.2 団.f弘一室生土乞谷『区区民l!坦.1/tfi誌協会

事業名 問的・内容等 実施時期・回数

8 ウォーキング
「史跡探訪」、プィーノレドワークを主活動として歴史的、文 未定
化的遺産等を訪ね自己啓発の充実が図れます。 全2回

事業名 円的・内容等 実施時期・同数

伝統ある圏碁にふれてみませんか?["囲訴は両白しリと感
未定

9 l到碁教室 じるはずです。初心者大歓迎。仲間を増やし楽しく囲碁ーを
lf凶

打ってみましよう P

事業主1 目的・内容等 実施時期・同数

事業名 円的・内容等 実施時期・回数

事業名 目的・内容等 実施時期・同数

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

事業名 目的・内容等 実施時期.lD-1数:



(様式 6)

平成24年瀬戸ケ谷スポーツ会館の管理に関する業務の収支予算書

工頁

日

項

同

内 訳

その他

収入 |事業収入・自販機収入・雑収入

人件費|時給職員賃金、法定信事l費

旅費、 消耗品賞、会議賄賞、 印刷製本費、 通信託、備
事務質|

品購入賞、施設措償責任保険、手数料、諸費

事業費|自主事業費

光熱水費、修特費、消防設備保守点検、機械警備、
管理費|

害虫駆除、塵芥処理など

一一ズ|運営委員会や和j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

※ 1年閣(12ヶ月)の収支を記入してください。

(単位:千円)

金額

6，161 

。

149 

479 

15 

1.666 

。

361 

※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。



瀬戸ケ谷スポーツ会館収支予算書 【様式6 説明】

(単位千円)

項目 支出合計 (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 6，310 

人件費 f ! 3，654 
(1 ) 時給職員 3.654 

賃金 スタッフ 3，630 
労災保険料 18 

法定信利費 被服費 6 

事務賀 . 
479 .. . 

(2) 旅費 B 

消耗品質 111 
会諮問託 12 
印刷製本費 63 
通ijj~.t 107 
備品購入賞' 150 
施設損害賠償責任保険 5 
手数料 3 
諸費 22 

ミ~菜託 150 
(3) 自主事業費 150 
管理t~ 1，666 
(4) 

光熱水費
屯気料金 979 
水道料金 53 

修繕費 小破修繕 200 
清掃業務 定期清掃、窓ガフス、他 96 
消防用設備点倹 年2回 外観機能点検、総合点検 . 21 
衛生管理 ウォーターク フ一清掃、害虫駆除 41 
機械事寺備点検 常時 208 
その他 電柱広告、 f!li.芥処理料 68 

事務経費 361 
(5) 労務経費 231 

j肉質税・法人税 130 


