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事業計画書表紙

横浜市瀬谷地区センヲー.＆び老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘指定管理者事業計画書
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ム一品協設施民区

代表者名 柏原信行 設立年月日 平成22年 B月16日

団体所在地 l干246 0031 横浜市瀬谷区阿久和西一丁目 7番地ヨ ゲレイス詩香 105号

電話番号 045-367-2838 FAX番号 045 367-2510 

沿革

当法人l士、平成7年4月に瀬谷区区民利用施設協会（任意団体）として、「地区セン

ター、コミュニティ・スクール等の区民利用施設の管理・運営及び地域における区民

の自主的な活動への支援を通じて、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」を目的として設立いたしました。その後、権利能力の確立と社会的信用

度の向上を図るため、平成22年8月16日 特定非営利活動法人の認証を受けると同

時に F区民施設協会・せや」に名称を変更し現在に至っていますo （定款第3条）

運営に関しては、地区連合自治会町内会の長に、地区センター委員会等の代表とし
て各施設それぞれの運営にかかわっていただいています。また、協会理事にも就任い
ただき、当法人の運営にも携わっていただいています。

当協会はその設立趣旨にもあるとおり、区民利用施設の管理運営を行うことを目的
に設立しました。設立から今日まで養ってきた経験と実績を活かし、また育んできた

地域とのつながりをいままで以上に大切にして、区民活動拠点の管理運営を行うこと
により、地域の発展に努めていくことが使命と考えております。

ぐ

業務内容

指定管理者制度及び受託管理者制度の下で，次の区民利用施設の管理運営事業を
実施しています。

( 1）指定管理施設

①地区センタ一

瀬谷センター（瀬谷地区センター及び老人福祉センター瀬谷和楽荘）
阿久和地区センター

中屋敷地区センター
② こどもログハウス

瀬谷中央公園こどもログハウス
( 2) 管理運営委託施設

① コミュニティ・スクール

瀬谷さくら小学校コミュニティ・スクール

南瀬谷小学校コミュニティ・スクール

東野中学校コミュニティ・スクーノレ

原中学校コミュニティ・スクール

(, 

〉、

担当者
連絡先

氏名

電話 045 367-2838 

所属

FAX 045 367-2510 

E-mail 



事業計画書（1)

(1) 応募団体に関すること

ア 応募団体の経嘗方針、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谷地区セン合一及び瀬谷和楽荘の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 応募団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について

当協会は、平成7年 4月 1日に地区センター等の区民利用施設の管理運営を開始し、平成

22年 8月区民施設協会・せやとしてNp O法人の認証を受け、現在地区センターを始めとす

る8つの区民利用施設の管理運営を行っています。運営にあたっては運営委員会、常勤職員、

コミュニテイスタッフによる三位一体の体制によって、地域ニーズに添った自主事業の実施

とおもてなしの心による応対に心がけ、地域の皆さんの活動を引き続き支援していきます。

なお、館長以下、職員・スタッフは市民応対に十分専念できるよう施設の運営を中心に行

い、会計・労務等の一般管理業務や対外折衝等は協会事務局が一元管理しています。こうし

た役割分担によって効率的な運営を図っています。

＼ イ 応募団体の業務における瀬谷地区センター及び瀬谷和楽荘の指定管理業務の位置づけ

当協会はその設立趣旨にもあるとおり、区民利用施設の管理運営を行うことを目的に設立

しました。瀬谷センターは、瀬谷区の主要イベントを開催するなど、区の中心的施設である

とともに、当協会が管理する区民施設の中で、規模、利用人数、費用面等では最大の施設で

す。今日まで培ってきた経験と実績を活かし、また育んできた地域とのつながりをいままで

以上に大切にして、区民活動の拠点として、地域の発展に努めていくことが使命と考えてお
ります。

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

当協会は創設時から、表のとおり地区センター、こどもログハウス、コミュニティ・スクー

ノレの管理運営を行っています。瀬谷区民の皆さんはもとより、近隣区や大和市の皆さルにも

親しまれる施設運営を行ってきました。平成 26年度の利用人員は約 57万3千人となってお

り、大変好評を得ています。指定管理者第三者評価機関からも高い評価をいただいています。

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

仁 横浜市瀬谷地区センター 神奈川県横浜市瀬谷区 平成 11年4月 指定管理契約

横浜市老人福祉センター和楽荘 神奈川県横浜市瀬谷区 平成11年4月 指定管理契約

横浜市阿久和地区センター 神奈川県横浜市瀬谷区 平成 8年3月 指定管理契約

横浜市中屋敷地区センター 神奈川県横浜市瀬谷区 平成 11年B月 指定管理契約

瀬谷中央公園こどもログハウス 神奈川県横浜市瀬谷区 平成 7年4月 指定管理契約

瀬谷さくら小コミュニティ・スクール 神奈川県横浜市瀬谷区 平成 7年4月 管理運営委託

南瀬谷小学校コミュニティ・スクーノレ 神奈川県横浜市瀬谷区 平成 7年4月 管理運営委託

東野中学校コミュニティ・スクール 神奈川県横浜市瀬谷区 平成 16年5月 管理運営委託

原中学校コミュニティ・スクーノレ 神奈川県横浜市瀬谷区 平成 18年1月 管理運営委託

※A4版 1ページ以内でおまとめください。



事業計画書（2)

α） 管理運営業務の基本方針について

ア設置目的、区政運営上の位置付け

イ 地域特性、地域ニーズ

ウ 公の施設としての管理

ア設置目的、区政運営上の位置付け

【瀬谷地区センター】

地区センターば、地域の住民が自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、スポーツ、

レクリェーション、講演会、サークル1舌動などを遇じて相互交流を深めていくことを目的とし

ています。これらの設置目的を達成するため、瀬谷区役所との連携を図りながら、次に示す基

本に基づき、地域に密着した施設の運営に努めていきます。

① センター委員会、利用者会議、アンケート等、区民のニーズを反映した施設運営

② 幅広い年齢層やニーズに対応した自主事業の実施と自主グループの設立支援等

③ 地域の団体と連携した日々の活動やイベントを通じた活動拠点の提供

④ 瀬谷区の重点施策である「子ども・青少年の育成」「健康・福祉の充実J「安全・安

心まちづくり」「魅力の創出・区民協働の推進J等の事業に対する協力体制の確立

（
 

［瀬谷和楽荘］

老人福祉センター瀬谷和楽荘l士、高齢者に関する各種の相談に応じるとともに、高齢者に対

する健康の増進、教養の向上及びレクリヱーションのための便宜を総合的に供与することを目

的としています0 ＇次に示す考え方を基本に、高齢者がいつまでも元気でいきいきと生活できる

よう支援します。

① センター委員会員、利用者会議、アンケート等、区民のニーズを反映した施設運営

②利用者ニーズに対応した設備の充実と自主事業の実施

③ 本来目的である自主事業の実施による高齢者の健康づくり、教養の向上、相互交流への支

援

イ 地域特性、地域ニーズ

瀬谷センターは、瀬谷六丁目の西側を境川が流れ、南保Iを厚木街道が通り、瀬谷四丁目には瀬

谷駅があり、古くから現在に至るまで交通の要衝となっております。瀬谷センターは瀬谷区の中

心的な位置にあり、また交通の使の良さから、平成26年度の当センターの利用者は20万4千

人で、瀬谷区内 3地区センターの全利用者数の 57パーセントを占めています。利用団体も多く、

瀬谷区内の地区センターの中でも利用者数、利用団体数で群を抜いて多くなっています。これら

のことから、瀬谷区で行われる「瀬谷区新年祝賀会」「瀬谷区美術展」「大華展大茶会」「瀬谷かる

た大会」等の区内の大きな行事の活動拠点となっており、区役所や地域団体と連携して行事に取

り組んでいます。

仁

ウ 公の施設としての管理

施設の利用については、条例の範囲内での適切な利用料金の設定やその他の利用規定を設

け、地域の皆様にとって身近な公共施設として、公平・公正で適正な管理運営を行ってい

きます。

施設及び設備については、安全かっ清潔を重視した管理運営に努めていきます。

施設の管理運営費は、市民が負担した市税を原資とする指定管理料によって賄われている

ことを十分認識し、その経費節減に努めていきます。

※A4版 1ベージ以内でおまとめください。



事業計画書（3）ーア
(3) 組織体制

ア 管理運営に必要な組織、人員体制

ア管理運営に必要な組織、人員体制

（瀬谷セン合ーにおける人員体制）

常勤職員として館長（1名）、副館長（4名）、非常勤職員としてコミュニティスタッフ（26名）を配置し、 3
1名で運営しています。

原則、全ての時間帯に常勤職員（館長、副館長のいずれか）をI名以上、スタッフは日中時間帯（9・：00
～17：・ 00）に地区センター担当3名十老福担当2名を、夜間帯（17：・00～21:00）に地区センター担当3名を

配置する交代勤務体制とします。人数は少ないですが、責任者とスタッフが連携して対応することで、効
率的で効果的な配置と考えます。

人員配置計画表

職種 雇用形態 勤務シフト 配置人数
館長 平日 早番目：45～16：・45

C: 
(1名） 常勤職員 遅番 13：・15～21:15

必ず
副館長 週 35時間勤務 日曜・休日 8・：45～17:15

1名以上(4名 週休2日 早番・遅番は館長以下 5人で

内老福担当l：名） 分担し合うローテーション制

コミュニアイスタッフ 非常勤職員
9:00～13:00 

E名
（午前帯 10名） 隔週勤務（月～日） （地区3名・老福2名）
コミュニアイスタッフ 非常勤職員

13:00～17:00 
5名

（午後帯 10名） 隔週勤務（月～日） （地区3名・老福2名）
コミュニアイスタッフ 非常勤職員

17：・ 00～21:00
3名

（夜間帯 6名） 隔週勤務（月～土） （地区3名）

（採用基準）

館長には、施設の運営や施策に精通した行政経験者のほか、行政施設の管理運営に携わった経験

のある民間経験者を公募により登用します。副館長は地区センターの管理運営に意欲を持ち、自主事業

の企画力、実務能力を有するコミュニティスタッフ経験者を採用します。また、ョミュニティスタッフには男

女を問わず、地域に精通した地域住民から広く公募します。書類審査と公正な選考委員の面接選考を

c 経て、適切な資質を備えた市民を採用しております。

（職務分掌）

館長ほか常勤職員の業務内容は、施設の事務総括、庶務・経理事務、文書管理、自主事業の企画・

実施、研修、業務報告、図書管理事務、保安・防災・設備保守点検など施設管理業務一般を担当しま

す。なお、副館長は館長不在時には館長代行としての責務を行います。

コミュニティスタyフ（午前・午後・夜間）の業務内容は地区センターおよび老人福祉センターの受付・利

用案内・部屋利用の確認・集計、図書の貸出返却等の業務を行いますが、各施設の繁閑の状況に応じ

て、随時応援兼務体制をとることにより、円滑な対応を実現しています。

それぞれのスタッフは共通業務のほか、常勤職員業務の一部を補助として受け持ち、業務処理の迅

速化・効率化を図っています。

し

※A4版 1ページ以内でおまとめください。
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事業計画書（3）ーイ
(3) 組織体制

イ 個人情報保護等の休制と研修計画

イ 個人情報保護等の体制

「横浜市個人情報の保護に関する条例」では、事業者の責務として、個人情報の保護の重要性

の認識、個人の権利利益の侵害の防止に努めるとともに、個人情報に関する市の施策に協力し

なければならないとされています（同条例第4条）。また、市から個人情報を取り扱う事務の委

託を受けた指定管理者は、市が個人情報を保護するために講じた必要な措置に従うとともに、

自らも個人情報の漏えい、き損、改ざんの防止等のための措置を講じなければならないとされ、

当該事務の従事者は、事務に関して知りえた個人情報をみだりに他人に知らせ、不当な目的に

使用しではならないとされています（同条例第 17条）

個人情報保護法で定める「個人情報取扱事業者」に該当し、適正な情報の収集、目的外利用

の禁止等同法に関する規定を遵守していかなければならないことから、（区民施設協会・せやの

保有する個人情報の保護に関する規程Jを平成23年 4月に制定し、個人情報の保護を図って
います。

具体的には、毎年採用者には接遇研修にあわせて「個人情報保護研修」を実施します。その

他の職員は各職場において、指定管理者として遵守すべき法及び条例の趣旨の周知を図ってい

ます。また、日々の事務においては、個人情報の保護措置が徹底されるよう、利用申込書や図

書貸出カード等のデータの取得・保管・廃棄等について、定期的な点検や指導を行うことによ
り対策を推進しています。

（研修計画）

コミュニティスタッフは、施設を利用する大勢の人達と接するため、施設の設置趣旨・実務の処理手

順などの基礎知識はもとより、利用者の安全を十分に配慮し、緊急時の即時対応や、利用者の方々に

気持ちよく利用していたた、くために必要な一定の知識と資質が求められます。そのために各種研修を

計画的に実施し、職員の資質・向上を図っています。

時期（目安）

3月

6月

7月

11月

内容 対象

概要・実務研修 新規採用職員

l接遇研修 ｜ 新規採用職員
個人情報保護研修 ｜ 全職員

人権啓発指導者研修 I 各施設館長

AED救命救急講習

人権研修

新規採用職員

全職員

※A4版 1ページ以内でおまとめください。
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(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

（基本的な考え方）

事業計画書（3）ーウ

センター利用者に安全で安心して利用できる施設とサービスを提供するために、日頃か
ら防犯・防災、その他の緊急時対応には万全を期しています。

緊急速絡網を整備し、事故対応の責任者、指揮・連絡系統、事故連絡票等による報告方
法等について明確化を図っています。

館長等の常勤職員及びスタッフは救命救急講習の受講を必須とするとともに、消防署の
協力を得て消防・防災訓練を実施しています。

事故防止や緊急時対応について、ひやり・はっと事例集を作成し、月 1回のスタッフ会

議等において、その確認等について話し合い、万全を期すよう心がけています。

瀬谷地区センター及び瀬谷和楽荘においては、瀬谷区長と特別避難場所としての協定を

締結しています。発災時には要請に応じて、特別避難場所として開設します。

（対応方法）

災害や犯罪、事件・事故等が発生した場合の際の対処方法を定めた「区民施設協会・せや

緊急対応マニュアノレ・地震編」、 「区民施設協会・せや 防犯マニュアノレJ、 「事故対応マ

ニュアノレ 傷病・物損・盗難・紛失、不審物発見及び管理・運営上支障が生じた場合」及び
「瀬谷地区センター特別避難場所開設マニュアノレ」を策定し、マニュアルにそって対応する

こととしています。

具体的な対応は次のとおりです。

けが、病気発症時の対応としては、事故状況を判断し、応急措置を講じた上で、親族等へ
連絡をとり帰宅を指導します。緊急を要する場合は、救急車の手配・病院への同行など適切

な対応をとり、処置後、速やかに協会及び瀬谷区地域振興課へ連絡する等連携を図っており
ます。

防犯対応としては、館内外の防犯カメラによるモニタリングを随時実施するとともに、

館内の安全巡視を行い、センタ一利用者に対して持物の紛失・盗難防止への注意を促して
おります。

紛失・盗難が発生Lた場合は、本人から警察署へ届出をするよう指導するとともに、協
会・区地域振興課へ被害状況・経過・対応などの報告を行っています。

防火対応としては、消火器の点検、退館時の火気の確認を励行するとともに、毎年消防
計画に基づく消防訓練を実施しています。

防災対応としては、震災・台風・集中豪雨等に対しては、「緊急対応マニュアル（台風・
集中豪雨・大雪編）」及び「緊急対応マニュアル（地震対策編）」を作成しており、これに

基づき、避難・誘導、閉館措置などの安全対策をとっております。

※A4版 1ページ以内でおまとめください。
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(4) 施設の運営計画

ア 設置理念を実現する運営内容

イ 利用促進策

ア設置理念を実現する運営内容
［瀬谷地区セン空ー】

［瀬谷和楽荏］

事業計画書（4）ーアイ

地区センター及ひe老人福祉センターの運営にあたって、その設置目的を達成するため、次の取組みにより、利

用者から、 「来てみて良かった。また来てみたい。」と思っていただけるような施設運営を目指していきます。
（ア）センター委員会、利用者会議等における区民のニーズを反映した施設運営

（取組）スタッフ及び職員の教育の充実等を図り、おもてなしの心で区民の皆さんを迎え、気持ちよく利用してい
ただきます。

（イ）幅広い年齢層やニーズに対応した自主事業の実施と自主グループの創設・活動の支援等

（取組）利用者ニーズを反映した魅力的な自主事業を企画し、広く参加者を募り、実施していきます。
（ウ）地域の団体と連携した日々の活動やイベントを遇じた活動拠点、の提供

（取組）センターまつりを初めとする各種イベントを主催するとともに、自主企画事業の実施等により、団体の参
加と地域住民との交流の場を提供していきます。

（エ）瀬谷区政の重点施策に対する協力体制の確立《子ども・青少年の育成、健康・福祉の充実、安全安心のま
ちづくり、魅力の創出・区民協働の推進》

（取組）健康づくり体操や健全な青少年育成のための講座など、区の重点施策に関する自主事業を積極的に展開し、
区との協力体制を築くとともに、積極的に連携を図っていきます。

（オ）高齢者の方々の利用者ニーズに応えた施設運営並びに高齢者の仲間づくり及び個人利用者への配慮
（取組）多くの高齢に方々が気軽に参加できる様々な事業を展開して、高齢者の生きがい作りの場となり、高齢者 l

が健康で明るい生活を営むための「憩いJの場として利用されるよう、趣味の教室等を工夫していきます。
また、スタッフ・職員が積極的に利用者の声を聴いたり、皆様に話しかけるなど行い、仲間づくりのお手伝
いや相談に積極的にのるとともに、個人を尊重した対応で取り組んでいきます。

イ 利用促進策［瀬谷地区セン聖一］、 【瀬谷和楽在】
利用促進策

利用者ニーズを捉え、サービス向上を念頭に置き、利用者が、 「また来たい瀬谷センター」と思っていただけるよ
うに、柔軟な発想で積極的に利用の促進に努めていきます。現在の施設利用状況については、毎月、統計データとし
て集計している部屋別稼働状況をもとに分析し、稼働率の低い部屋の利用方法の改善策を検討するとともに、稼働率
の高い部屋についても、更なる利用が図られるようスタップ・職員が知恵を出し合い、取り組んでいきます。
［利用促進策I
（ア）気持ちよく利用して頂くために、各部屋の事前及び使用後の点検・清掃を徹底して行い、また利用したい

と思ってもらえるように、スタッフ・職員が一丸となって取り組みます。
Cイ）来館者全ての方々はもとより、特に高齢者の方々が、快適に安全・安心して施設利用ができるよう、親身に

なって耳を傾け、真心のこもったサービス提供を行うことで、日ピーターを増やしていきます。
（ウ）通信カラオケ室及び茶室の利用について、 1週間内予約制約の解除を行い、他の目的で利用する方々にも、

広く利用して頂くことができるようにすることで、利用の増を図るとともに稼働率を向上させ、利用料金の
増収を図っていきます。

（エ）和室の稼働率向上のため、椅子及びテープノレ等を使用できるようにし、様々の団体が多目的に利用できるよ

うにすることで、利用範囲の緩和が図られ、利用の拡大が図れます。また、移動可能式の大きな鏡を用意し、
鏡の設置されていない講義室等の部屋でも使用できるようにすることにより、ダンス系の利用の向上を図っ
ていきます。

（オ）これまで、瀬谷センターの大きな事業である「瀬谷センターまつり」のイベントに、区内の幼稚園、保育園、

小学校、中学校、高等学校の子ども達に音楽や踊りの出演を呼び掛け、子供たちと地域住民との触れ合いの
場を作り、交流を深めていぐ取組を行ってきています。今後もとうした取組を継続し、このことがきっかけ

となり、子ども達によるセンターの利用促進や自主企画事業への更なる参加を促していきます。
（カ）毎月、 23日の市民読書の日に、テーマを決めて特設コーナーを設け、市民利用を促進していきます。
（キ）瀬谷センターは、地区センターと老人福祉センタ｝（瀬谷和楽荘）の複合館となっており、このメリットを

生かした一体運営により、部屋の稼働率を高めていきます。 （部屋の相互利用による運営）

※A4版 1ページ以内でおまとめください。
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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（※地区センターのみ該当）

①料金設定は、条例に定める範囲内で次の通り設定します。 （単位：円）

平日（コ"y3時間） 日曜・祝日（ 2時間） 延長（ 1時間）

会議室1 l, 0 5 0 700 3 5 0 

会議室2 7 5 0 5 0 0 2 5 0 

会議室3 6 9 0 4 6 0 2 3 0 

通信カフオケ 6 9 0 4 6 0 2 3 0 

小会議室 480 320 'l 6 0 

余暇コーナー 6 6 0 44  0 2 2 0 

講義室 l, 0 5 0 7 0 0 3 5 0 

和室 720 480 240 

茶室 5 7 0 3 8 0 1 9 0 

趣味コーナー 6 6 0 440 220 

練習室 2 1 0 1 4 0 7 0 

体 全面 2, 0 1 0 l, 3 4 0 670 

育 3分の2 l, 3 4 0 8 9 0 440 
｛ 主主 3分の 1 6 7 0 440 2 2,0 

料理室 (2時間） 5 2 0 5 2 0 2 6 0 

利用料金設定の考え方

利用時間を3時間単位とし、その日寺間帯に対し利用料を設定しています。

なお、日曜日・祝日の 15時～ 17時に関しては2時間のご利用となるため、その時間帯のみ

平日 1コマの 2/3の利用料（2時間分）で設定しています。

また、利用時間帯を超えて利用する場合、次の時間帯の予約状況に応じて時間単位で延長する

ことができます。その際の利用料（平日 1コマの 1/3）を設定しています。

活力とふれあいのある快適な地域社会の実現に向け、地域の皆様の活動の場として、気軽にご

利用いただけるよう安価な利用料金で、勉設運営を行ってまいります。

※A4版 1ページ以内でおまとめください。
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(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上の取組

カ ニーズ対応費の使途について（※地区センターのみ該当）

エ 利用者こーズの把握と運営への反映
［瀬谷地区センヲー】

（ア）地域ニーズ、利用者ニーズ等の把握

事業計画書（4）ーエオカ

a地域関係団体の代表で構成される瀬谷センター委員会を活用してニーズを把握します。

b施設情報誌「瀬谷センターだより」の発行やホームページ、屋外掲示板等で情報発信に努め、地域ニーズを把握し
ていきます。

c地域住民利用者との日常における対話や、 25 0人規模の利用者アンケートの実施のほか、館内に「提案符」を
常設し、地域ニーズ、利用者エーズを把握していきます。

d施設利用団体を代表する会員で構成される利用者会議を活用してニーズを把握します。また、利用者会議には個

人利用者も参加して頂き、幅広い意見の集約に努めます。
e必要に応じて、更に利用者アンケートを行い、利用者ニーズを把握していきます。
（イ）施設運営への反映

a利用者サービス第ーを念頭に把握したニーズを実現させるために柔軟な発想で迅速な対応に努めていきます。
bニーズに即応できない場合も、理由と代替案を示して説明責任を呆たしていきます。
c苦情受付体制については、館長、副館長が親身になって対応し、相談、解決に努めるとともに、体制として、
苦情受付担当者を置き、丁寧かつ迅速に対応していきます。

d施設運営への反映状況等については、全て、センター委員会や利用者会議へ報告し、評価を仰いでいきます。
【瀬谷和楽荘】

瀬谷地区センターとの複合館であることから、一体的に効率的な運営を図っていくうえでも、地域ニーズ、利用

者ニーズの把握及び施設運営への反映については、瀬谷地区センターと同様な方法で行っていきます。

オ利用者サービス向上の取組

利用者満足度向上、利用者サービス向上を基本姿勢として「また来たい瀬谷センターJと恩われ、利用者が増える
よう取り組んでいきます。

（ア）利用者サーピス向上の具体的な取組

a効率のよいスタッフの動きで利用者へのサービス向上に取り組んでいきます。このため、担当スタッフの仕事分
担の徹底や仕事の補い合いをするとともに、スタッフ全員が無線機を活用し、効率的に素早い対応をしていきま
す。また、センターにおける情報の共有化を徹底し、利用者サーピスの提供に反映させていきます。

b瀬谷センター館内を含む敷地内の全ての手リアを禁煙とし、爽やかな環境を作るとともに、センターの入り口付

近や敷地内花壇、中庭等に植栽を行う等、環境に配慮した施設運営を行うことにより、利用者の方々に心地よく
来館していただき、楽しんで頂きます。

c施設を気持ちよく利用して頂くために、各部屋の事前、使用後の点検、清掃を徹底して取り組んでいきます。
d部屋利用の抽選会（A・ Bの2種類）をセンターが代理抽選会として直接実施することで、利用者の手lj便性の向
上を図っていきます。

e体育館更衣室（男女）のエアコン設置により、快適な環境のもとで利用者の方々に利用して頂きます。

f利用者サービス向上のための、施設・設備改善については、関係機関と調整を行ったうえで実施していきます。

カ ニーズ対応費の使途について（※地区セン告ーのみ該当）

主なものとしては、センター主催の重要な事業で、地域においても定着しており、利用団体や地域の方々など、
3, 6 0 0人を超える参加者があり，盛大に行われる f瀬谷センターまつり」での使用を考えています。理由とし

ては、この事業の目的が、利用者団体に作品展示や日頃からの活動に関し、発表の機会を通して活動における目標
の達成惑を味わって頂くことや、地域の皆様の交流、体験、憩いの場として、瀬谷センタ｝により一層〈興味、関

心をもって頂ける機会とすることであり、また、地元の高校生によるパフォー7 ンスの披露等、青少年の活動の発
表の場としても提供することで、多くの利用者に理解して頂いており、参加者からは、 「来年もまた来るねJと好

評を得ていることや、継続の実施の要望が強いことなどです。この他にも、利用者からのリクエストが多くあ号も
のに対し、これらに応えていくために使用していきます。事業としては、老若男女が瀬谷センターに集い、心が癒

される素敵な音楽を楽しんでいただくためのクリスマスコンサート等に使用していこうと考えています。

※A4版 1ページ以内でおまとめください。
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事業計画書（4）ーキ

(4) 施設の運営計画

キ木市重要施策に対する取組

キ本市重要施策に対する取組
瀬谷センターは、「横浜市瀬谷地区センター及び老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘情報公開規怠」の定めるところ

により、瀬谷センターの保有する情報を積極的に提供、公開するように努めます。情報の提供、公開にあたっては、個

人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限に配慮するとともに、規程に基づき適正に行います。

（ア） 情報の公開
「横浜市瀬谷地区センター及び老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘情報公開規程」に基づいて実施する情報公開は

入館者全員が確認することができる場所として玄関風除室を選定し、下記の内容について、 「お知らせ」掲示板に掲
示して公開していきます。

a利用者会議、センター委員会なとeの会議内容について

b意見苦情関係の対応状況について
c事業報告書などの計画や実績の文書について

d 利用や管理等の全般にかかわるお知らせについて
なお、開示申し出があった場合は、「横浜市瀬谷地区センター及び老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘情報公開

規程」に基づいて適Eかっ迅速に処理していきます。
（イ）情報の提供

施設情報誌「瀬谷センターだより」の発行やホームベージ、インターヰット、屋外掲示板等で積極的に情報提供に努

め、利用率の向上と経営の透明性を高めていきます。
a瀬谷センターだより・・センヂーからのお知らせ、地区センクー・老人福祉センター（和楽在）の各講座の

案内、図書コーナーの新刊本の案内等。
bホームページ・・・・・センターからのお知らせ、館内の様子、地区センター、老人福祉センター（和楽荘）の

各講座の案内、休館日のお知らせ、イベント案内等。

c インターネット・・・・各部屋の利用状況のお知らせ。（空き状況）
d屋外掲示板・・・・・・厚木街道を通行されている地域の皆様へのセンターからのお知らせ、各講座の案内。

情報提供の他に、瀬谷区のホームページ「区からのお知らせJの中からも瀬谷センターの案内図、各講座、催し物
等の案内の情報を提供していきます。

（ワ）人権尊重
瀬谷センターは、地区センターと老人福祉センターの複合館であることから、子どもから高齢者まであらゆる世

代の地域の皆様が利用する施設です。このため、利用される方のスタイルは様々ですが、センタースタッフ及び職

員は、それぞれ利用される方々の立場を理解するとともに、共感の姿勢をモットーに、人権を尊重し、互いに補い
合い、助け合って、センター全体が「チーム瀬谷センター」として取り組むことで、地域の皆様に気持ちよく利用

していただきます。
（エ）環境への配慮

横浜市が掲げる地球温暖化対策等における事業者としての取組を環境への配慮の基軸とし、日々の事業活動にお
ける温室効果ガス排出を抑制するための行動や、環境への負荷が低くなるよう、サービス提供に努めます。

a 省エネ・エコへの取組

館内の適切な冷暖房等の空調設定や、使用していない場所の消灯の徹底による節電等のほか、太陽光が強く差
し込む部屋の窓への断熱フィノレムの装着や遮光カーテンの設置など、省エネの徹底に努めます。また、主に夏場
の植栽への水やりに、雨水タンクの水を利用することにより、節水に努めます。

b ヨコハ-s-3R夢プランへの取組

ヨコハ-s-3R夢プランに基づく分別、リサイクノレの推進や、ごみの発生抑制に努めます。
c 7イカ一利用自粛への取組

C02削減のため、 7 イカーによる利用について、自粛を呼びかけていきます。
d 緑化推進への取組

センターの館内・舘外において、緑や花などによる緑化を推進し、魅力・賑わいの創出を図りますe

e 市内中小企業優先発注

瀬谷区のセンターであることから、区内の事業者育成の観点からも、区内事業者を最優先に発注を行っていき

ます。

※A4版 1ページ以内でおまとめください。
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事業計画書（5)

(5) 自主事業計画（趣味の教室含む）

ア瀬谷センタ一

瀬谷センターは、地区センターと老人福祉センター（瀬谷和楽荘）の複合館となっています。瀬谷地区センター、

瀬谷和楽荘の利用者のニーズに合わせた自主事業と、子どもからお年寄りまで、一緒に参加できる複合館ならではの

特徴を生かした連携自主事業を実施するとともに、利用者満足度、利用者サーピス向上を独自の基本姿勢として、地
域ニーズや利用者ニーズに柔軟に応えていくことで、利用の促進を図っていきます。

イ 瀬谷地区センター

（ア）この事業の目的は、地域のニーズを把握して、年齢・性別などに偏らず多くの住民から興味を持っていただ

け、気軽に参加できる様々な事業を展開して、新しいコミュ二ティ団体やグループの形成及び地域住民の生き

がい作りの場となるような、きっかけ作りの場を提供するところにあると捉えており、この考え方を基本姿勢
に、サービスの提供を行っていきます。また、地域の子どもたちのための事業として、趣向を凝らし、幼児、

小中学生を対象に「ワンパク」事業を実施し、青少年の健全育成に寄与していきます。
（イ）地区センタ｝での特色ある自主事業の紹介

（地区センター自主事業No.16：「横浜の歌を歌おう」）

・横浜市では、 3つのアート（美術 ダンス・音楽）をテーマに、順番に毎年展開しており、平成 28年度のテー
マは、 「音楽Jです。そこで、センターでは利用者アンケートでも希望の多いコーラスを実施し、 「横浜Jにち

なんだ曲を歌います。「瀬谷センターまつり」を成果発表の場とし、参加者全員が 丸となって練習することで、
新しい仲間づくりのきっかけとなるよう展J開します。

（地区センター自主事業No.25：・「知って得する講座～認知症サポーター～」）

・市内でも高齢者の割合が高い瀬谷区で、 「認知症」を正しく理解するとともに学ぶことにより、安心して暮らせ
る地域づくりに貢献する人を増やします。
（地区センター自主事業No.26: 「うわばきデコを作ろうく保育っき〉」）

・入園前の準繍に何かと忙しい7 7やパパのお手伝いをします。また、初めての入園は、親子共に心細く不安もいっ
ぱいです。そんな方々の情報交換の場にもしていきます。
（ワンパク自主事業No.5：・「英語でクッキング」）

・小学校では英語の授業が始まり、英語教室のニーズが高まっています。料理と組み合わせることにより、より英
語を楽しんでもらえるように企画しました。

（ワンパク自主事業No.10：ヨコハ7 エコスクーノレ瀬谷「紙すきで作るエコ葉書」、 )8: ヨコハマエコスクーノレ瀬谷
「親子で環境を考えよう！＆アフリカ料理教室」）

・瀬谷センターはヨコハ7 エコスクーノレの瀬谷区の拠点になっています。環境やエコを考えるきっかけになるよ
う、に、 2つの事業を企画しました。

※すべてのワンパク事業での参加費は、参加しやすいように 300円以下にしています。
ワ甑谷和楽荘

（ア）この事業の目的は、地域の＝ーズを把握して、多くの高齢の方々が気軽に参加できとJ様々な事業を展開して、

新しいコミュ二ティ団体やグループの形成及び高齢者の生きがい作りの場となるような、きっかけ作りの場を
提供するところにあると捉えており、この考え方を基本姿勢にサーピスの提供を行っていきます。また、高齢
者が健康で明るい生活を営むための「憩いJの場として利用されるよう、趣味の教室として工夫していきます。

（イ）和楽荘での特色ある自主事業の紹介

（和楽荘自主事業No.!,2：’軽めの体操、 No.3,12：中程度の体操、 Nol3,14：筋力アップ）

・利用者の体力、目的に合わせ、 6講座の健康体操事業を実施します。
（和楽荘自主事業時o.7：「入門カラオケ道場」、 No.18：「はじめての囲碁J) 

・利用者アンケートで上位のカラオケと囲碁の講座を実施します。男性利用者の増加を狙います。
※ 複合館としての利点を生かした、地区センターと瀬谷和楽荘の連携事業を実施します。

0 「瀬谷センターまつりJの実施

・毎年 11月に開催しておりhこれまで、瀬谷区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校の皆さんが音
楽の演奏や、踊り等に参加して地域の方々と交流を深めてきています。年々参加者数が増え、平成26年度

は、 3, 6 0 0人を超える団体利用者、地域の方々が参加し、盛大に実施することができ、交流の輪が広が
りました。今後も、意義ある「まつり」として、継続して実施していきます。

0ジョイントコンサートの実施・「クリスマスコンサート」、 「ロビーコンサートJ

・クリスマスコンサートやロビーコンサート等の演奏会を実施し、子どもからお年寄りまで老若男女に集まって

いただき、演奏を聴いたり、一緒に歌を歌ったり、音楽を通じて温かい心の交流の芽を育んでいきます白
0 「瀬谷カノレタ・歴史を訪ねるJ、 「瀬谷八福神巡り」、 「わくわくスポーツイベント・カローリングJの実施

※ 自主事業終了団体を支援していきます。

・自主事業が終了した後に、グループとして活動する団体に対し、 6回の優先利用を認めることや、その後の団体
の活動がスムーズに繰り広げられるように、冨I）館長がお手伝いをしていきます。

※A4版 1ベージ以内でおまとめください。
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事業計図書（6)

(6) 施設の維持管理計画

［瀬谷センター】

瀬谷センターは開館してから 35年になり、建物の老朽化が進んできています。このため、体育

館の雨漏り、外壁タイルの浮き、床の傷み、機械設備（空調機、エレベータ一、自動ドア、給湯器、

トイレ等）の故障等が発生しており、このことに対応するため、利用者に迷惑がかからないよう、
安全の確保を第一に、建物・施設等の補修、改修、更新をしてきています。施設の維持管理につい

ては、 「不具合箇所の早期発見・早期対策を行う事で、施設維持管理費の削減につながるJとの考え

方と、 「利用者の皆様に安全な楽レい場所を提供する」との考え方から、建築局が指定業者に委託

して行う 12条点検及び当館で行う施設管理者点検を実施していきます。
また、年間管理計画・実績表に基づき、日々・月・年単位で機械設備（冷温水器、空調機、冷却

塔等）、衛生設備（冷却塔内部管理、空気環境測定、受水槽管理等）、建物点検（消防設備点検、

昇降機点検、自動ドア点検等）、清掃業務（床、カーベット、ガラス、照明器、植栽管理、害虫駆

除等）等の点検清掃を実施いたします。その他、消耗品の定期的な交換（例、空調機ベノレトやフィ

Jレター）、日々の職員による館内外巡回の際のチェック及び不具合笛所の早期発見を行っていきま
す。

問題点としては、目に見えづらい部分の保全をどうしづ形で点検維持するかがあり、水道管や排

水管からの水漏れ、漏電、ガス漏れ等があげられます。当館は外壁がレンガ貼りになっており、そ

の内仮jや天井裏に雨水の軒桶・雨水管・汚水管が通っていることから、雨漏りの場所の特定には目
視での点検では判別つかない等、難しい面があります。同様に水道の漏水や、漏電、ガス洩れにつ
いても同じことが言えます。

対策として、雨漏り・水漏れについては雨天時の通常の点検以外に過去に漏れがあった場所や軒桶

の土や落ち葉のつまりの点検、水道使用量の対前年同月・前月との比較をすることで、修繕が必要
な箇所の補修を行っていきます。また、漏電については照明機器の変色や、頻繁な交換の有無やコ

ンセントの変色・破損等の点検を実施するほか、ガス漏れについては機器の腐食や劣化・専門業者
の指摘を参考に、早期発見をすることで安全を確保するとともに、施設の長寿命化及び維持管理の
効率化を図ります。

なお、修繕や改修の時期については、点検において問題点を発見した際、当館で解決できるもの
についてはタイムリーに対応するとともに、建築局及び健康福祉局に相談しなければいけない事項
につきましては、技術相談等により、早期に解決を図っていきます。

0 主な保守管理作業内容

年 毎・・・ 12条点検、消防設備点検、水質検査、エレベーター法令点検、受水槽清掃

半年毎・・・レジオネラ属菌分析、水質検査、エレベーター主ロープの点検、全館害虫防除

3ヶ月毎・・・冷温水器切替点検、全館ガラス清掃、自動ドア点検、換気扇清掃、空調用7イルク】清

掃

2ヶ月毎・・・空気環境測定、床清掃

月 毎・・・冷却塔点検清掃（シースツ7ヶ月、）エレベータ一保守点検、トイレ尿石防止剤交換

※A4版 1ページ以内でおまとめください。
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事業計画書（7）ーアイ
(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

・指定管理料 市との協定額を計上します。

・利用料金収入 利用実績等を見込んで計上します。稼働率の引上げに努めます。

・事業収入 自主事業計画に基づき、参加者人数、材料費等を考慮して、利用者の満足度

の高い適正な参加費額を計上します。

・雑 入 清涼飲料水の自動販売機による手数料や、印刷機・コピー機・カラオケ機器等

の利用料金など、過去の実績等を考慮して見込み額を計上します。

※利用者ニーズや妥当性を考慮し、実現性のある収入計画として考えました。

イ 増収策について（※利用料金収入は、地区センターのみ該当）

・利用料金収入 増収策として、新規の利用団体や個人利用の方々の増加を図り、稼働率を上

げることにより利用料金収入の増加につなげます。

このために、センターホームベージや施設情報誌「瀬谷センターだより」等

による広報PRを行っていくとともに、利用者会議での場や既に利用されて

いる団体や個人に対して、声掛けを行っていくなど、積極的に取り組んでい
きます。

※稼働率向上策・・・①通信カラオケ室及び茶室の利用について、 1週間内予約制約の解除を行い、

他の目的で利用する方々にも、広く利用して頂くことができるようにするこ

とで、利用の増を図るとともに稼働率を向上させ、利用料金の増収を図って
いきます。

②和室の稼働率向上のため、椅子及びテーブ、ル等を使用できるようにし、様々

の団体が多目的に利用できるようにすることで、利用範囲の緩和が図られ、

利用の拡大につなげていきます。また、移動可能式の大きな鏡を用意し、鏡

の設置されていない講義室等の部屋でも使用できるようにすることにより、
ダンス系の利用の向上を図っていきます。

※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）

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

会計、労務、設備保全計画等の管理事務を協会事務局が一元管理する効果的な施設運営の実績

を生かし、管理・運営費用の縮減に努める一方、経費削減に伴いサービスの低下につながらないよ

う、必要経費について、メリハリのついた経費配分を行うことにより、実現性のあるものとしτ
いきます。また、委託業者の発注先は市内業者を優先し、市内経済の活性化に協力します。

－人件費

・事務費

・事業費

．管理費

－公租公課

・事務経費

適正な職員配置により、常勤職員給与、時給スタッフ賃金、社会保険料、福利厚

生費等を算出して計上します。
消耗品費、f通信費、備品購入費、使用料及び賃借料、図書購入費等を過去の実績

に基づいて必要額を計上します。
自主事業計画に基づいた額を計上します。また、参加者負担の事業収入額を全額

参加者応還元します。
光熱水費は、節電、節水等を励行し、省エネ行動を実践して経費節減に努めます。

設備保全のための業者による保守管理費は、 2社以上の見積りを取ることで、経
費節減を図ります。また、修繕費は過去の実績等を考慮して、適正な額を計上し

ます。

消費税及び地方消費税の見込み額を計上します。

事務管理に係る費用を適正に算出して計上します。

（経費削減への取組）

センタ一利用の皆様が「また、来てみたい瀬谷センター」と思えるよう、利用者ニーズに応え
た施設運営を第一に行っていくことを前提に、スタッフ及び職員が経費節減につながる取組につ
いて、始業前の引継・点検時に相互に確認し、注意喚起を行うとともに、省エネ行動など、効果

を高めるための行動を実践していきます。また、利用者の方々に対しでも、光熱水費等に関し、

経費節減への取組の主旨を理解していただき、節電、節水等の協力を得ていきます。

※A4版 1ベージ以内でおまとめてください。
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横浜市瀬谷地区センター自主事業計画書

団体名 NPO法人区民施設協会・せや
①募集対象 自 主 事 業 予 算 額

事業名 ②募集人数 収入 支出

③一人当たり参加費
総経費

指か定ら管充理当科 参加費 講師謝金 材料費 その他

①骨盤エクササイズ
どなたでも

50 

10回 400 98,000 78 000 20,000 78,000 10,000 保院I苛 10,000 

②脂肪燃焼ピクスI
どなたでも

50 

9回 400 91,000 71,0CO 20,000 71,000 11，日日日 保院Iセ 9,000 

＠エ肩ク甲サ骨サ（健イ康ズコy! ) 
どなたでも

50 

10回 400 98,000 78,000 20,000 78,000 10,000 保険代 10 000 

④脂肪燃焼ピクスE
どなたでも

50 

10回 400 98,0CO 78,000 20,000 78,000 10.000 保険代 10,000 

和楽荘共催 どなたでも

c ⑤瀬谷かるた・歴史を尋ねる 20 

（座学・探訪） 5回（謝金・・3回） 500 27,000 17』00 10,000 17,0CO 8,000 l保険代 2,000 

＠お香の魅力（座学香袋作成）
どなたでも

15 fヘ、一

5回 900 52,500 39,000 13,500 39,000 13,500 

⑦プロに学ぶ写真入門
どなたでも

15 

4回 600 32,000 23,000 9,000 23,000 9,000 

＠季節の花とハ｝プの寄せ植え
どなたでも

15 

1回 2，日D0 36,000 6,0（〕O 30,000 6 000 30,000 

⑤（プ流ラ行スIチ手ッづク粘くり：アクセサリー
どなたでも

士・uvcハジン） 12 

3回 1,200 38,400 24,000 14,400 24,000 14.400 

どなたでも⑮ご世朱界印に幌ひとつ 1オリジナノレ
20 

3回 700 35 000 21,000 14,000 21.000 14,000 

⑪旅するように学ぶ世界史
どなたでも

20 

6回 日目。 46,000 34,000 12,000 34,000 12,000 

⑫かおる先生のワンコイン どなたでも
ハンドメイド講座 15 

10回 2,000 86,000 56,000 30,000 56,000 30,000 

⑬プラネタリウムで星の観察 どなたでも
～月って？～ 20 

1回 100 9,000 7,000 2,000 7,000 2,000 

⑪素敵にエコ！ どなたでも
おしゃれな布ぞうり 20 

3回 600 29 000 ]7,000 12,000 17,000 12,000 

⑬暮らしに役立つ書
どなたでも

15 

B回 800 57,000 45,000 12.000 45,000 12,000 

⑮横浜の歌を歌おうP
どなたでも

20 
, 

B回 800 61,000 451000 16,000 45,000 16,000 

計① 893,900 639,000 254.900 639,000 213,900 41,000 

事業ごとの事業内容を様式4に記載してください。



横浜市瀬谷地区センター自主事業計画書
（様式3)

団体名 NPO法人区民施設協会・せや
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 指か定b管守理当科 参加費 講師謝金 材料費 その他

＠出来ることから始めよう fエ字講座
どなたでも

20 

l回 。 。 。 。 。 。
⑬文学講座～横浜の文土たち～

どなたでも

30 

B回 600 81,000 63,000 18,000 63,0C O 18,000 

⑬羊毛フェノレトでつくるぬいぐるみ
どなたでも

10 

3回 1,100 28,0CO 17 000 11,000 17,000 11.000 

⑫お気軽生け花
どなたでも

16 

l回 l,OCO 28,00〔｝ 12,0CO 16,000 12,000 16,000 

＠ポ｝セラーツ
どなたでも

（ 
15 

3囲 2,000 47,000 17,000 30.000 17 ,ODO 30,000 

＠つるし飾り（桃の節句）
どなたでも

16 

6回 1,500 5宮，000 34,00（〕 24.000 34,000 24,000 

⑫つるじ飾り（端午の節句）
どなたでも

16 

6回 1,500 58,000 34,0CO 24,000 34,000 24 000 

和楽荘共催 どなたでも

＠瀬谷八福神をめぐる 20 

（探訪） 2回（謝金 1回） 300 12,000 6,000 6,000 6,000 4,0CO 保険代 2 000 

＠知って得する講座～認知 どなたでも

症つてなんだろうワ～ 20 

1回 。 。 。 。 。 。
⑧うわばきデコ

どなたでも

15 

1回 800 23,000 11,000 12,000 11,000 12,000 

＠プラネタリウムで星の観察 どなたでも

～流星って0～ 20 （ 
1回 100 9,000 7,000 2,000 7,000 2,000 

和楽連共催 どなたでも

ロビーコンサート

3回 。
60,000 60,000 。 60,000 。

。 。

。 。

。 。

。 。
計② 404,000 261,000 143,000 261,000 141,000 2,000 

dロb、 計 1,297,900 900,000 , 397,900 900,000 354,900 43,000 

事業ごとの事業内容を様式4に記載してください。
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横浜市瀬谷地区センター自主事業（ワンパク）計画書

団体名 特定非営利活動法人区塁盗重量金・せや
①募集対象 自 主 事業 予 算 額

事業名 ②募集人数 収入 支出
総経費

③ 人当たり参加費 指定管翠科
参加費 講師謝金 材料費 その他から充当

親子

①おはなし会 20話亜

苦0
26,700 26, 700 。 26,700 。 。

小中学生

②小・中学生卓球教室 30名

￥口
36,500 36,500 。 33,500 。保険代 3,000 

小中学生

（ 
③小・中学生ハ下ミントン教室 30名

¥0 
36,500 36.500 。 33,500 日保険代 3，日∞

小中学生

＠影絵で遊ぼう『 15名

¥200 
13,000 10.000 3,000 10,000 3,000 。

小学生高学年

⑤英語でクッキング 16名

¥300 
17,800 13,000 4,800 12,000 4,800 保晴代 [,000 

⑥七夕イベント 幼・小学生

腹話術パフォーマンスと 20名

七夕飾り作り ￥日
7.000 7,000 。 日，000 1,000 。

（； 
小学生

⑦瀬谷サイエンスクラブ 16名

苦300
23,600 14,000 9,600 14,000 9,600 。

小学生

③夏休み 1 16名

立体折り紙教室 ¥150 
8,000 5,600 2,400 5,600 2,400 。

小学生

＠夏休み！絵画教室 20名

¥300 
13,000 7,000 6,000 7.000 6,000 。

小学生

骨ヨコハマエコスクーJレ顕荘 10名

紙すきで作るエコ葉書 干150
8,500 7,000 l,5CO 7,000 1,500 。

言十 ① 
190,6日日 163 300 27 ,300 155,300 28,300 7,000 

事業ごとの事業内容を様式4に記載してください。



（様式3)

横浜市瀬谷地区センタ｝自主事業ワンパク）計画書

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

①募集対象 自 主 事 業 予 算 額

事業名 ②募集人数 収入 支出
総経費

＠一人当たり参加費 指定管理科
参加費 講師謝金 材料費 その他

から充当

小学生

⑪ヨコハ7音まつり 15名

世界の楽器体験 干0
12,00（〕 12,000 。 12,000 。 。

親子

窃ヨコハマ音まつり 10車坦

親子で音遊び ¥200 
18.0CO 16，日00 2,000 16,000 2,0CO 。

小中学生

（ 
⑬みんなでヒップホップ l 20名

¥0 
18.000 18.000 。 16,000 。保険代 2,000 

幼・小・中学生

⑬花と遊ぶ生け花教室 15名

事300
26,300 17,300 9,000 11,30日 15,000 。

小中学生

⑬パティシエ気分でお菓子作り 20名

草3日0
16,700 10,700 6,000 6,700 9,0（〕O保険代 1,000 

小中学生

＠ゆび編みで作る仰スマスHス 20名

¥200 
10,700 6,700 4,000 6,700 4,000 。

小学生

⑫子供料理教室 20名
〔ノ

事300
19 000 13 000 6,0日日 12,000 6,000 保障措 1,000 

骨ヨコハ7エコスクーJレ瀬荘 親子

親子で環境を考えよう I 16名

&77リカ料理教室 事300
17,800 13,000 4,800 12,000 4,800 保険代 1,000 

小学生

⑬夏休み 1日l主丑

センターのお仕事体験 ¥0 。 。 。 。 。 。
小学生

⑫夏休み

小学生学習室開放 ¥0 。 。 。 。 。 。
計②

,[38.500 106,700 31,800 92,700 40,800 5,000 

lロ〉、 計
329,100 270,000 59 100 248,000 日9,100 12,000 

事業ごとの事業内容を様式4に記載してください。



（様式3)

老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘自主事業許図書

国空全_J聖星空賞型車塾益企区民施設協会・せや
①募集対象 自 主 事 業 予 算 額

事業名 ②募集人数 収入 支出

③一人当たり参加費
総経費

指か定ら管充理当科 参加費 講師謝金 材料費 その也

60歳以上

①ピンピンコロリ体操 50名

9回 ¥400 90 200 70,200 20 000 70 200 10 000 保険料 10 000 
（ヨコハマ音まつり） 60歳以上

②歌って踊って楽しく体操 50名

日田 ¥400 10 200 50.200 20,000 50.200 10,000 保険料 10 000 
60歳以上

③座敷太極拳 50名

日回 ¥400 70,200 50 200 20,000 50 200 10.000 保険料 10 000 
（ヨコハマ音まつり） 60歳以上

＠：音楽で楽しく脳トレ 30名

B回 ¥300 53,6CO 44 600 9 000 44,6CO 9.000 

60歳以上

⑤トラベノレ英会話・初級 20名（ 
10回 事500 65 700 55100 10 000 55 700 10 000 

⑥地消地産！？ 60歳以上

瀬谷産の野菜で作る料理教重 16名

5回 ¥5,000 107,900 27 900 80 000 27 900 75 000 保険料 5 ODO 
60歳以上

②入門・カラオケ道場 20名

IOI§ ¥300 61 70日 55 700 6 000 55,700 6,000 
③瀬谷のお肉屋さんに学ぶ 60歳以上

美味じいコロッケ 16名

I回 ¥800 18.400 5 600 12 800 5 600 12 800 

60歳以上

⑨フラダンス入門 20名

B回 ¥300 50 600 44,600 6.000 44 600 6 000 
（ヨコハマ音まつり） 60歳以上

⑪基礎から学ぶ楽l,C＇＂ーラス 20名

仁
B回 干500 54 600 44 6日日 10 000 44,600 10 000 

60歳以上

＠健康相談 20名

1回 ¥0 5,600 5 600 。 5 600 

60歳以上

⑫リラックスヨガ 50名

10回 ¥4日O 75,700 55 700 20 000 55 700 10 000 保険料 10,000 
⑬体幹強化 1 60歳以上

60代からのヒ・ラティス 50名

10回 ¥400 75 700 55.700 20 000 55 700 JO.ODO 保険料 10 000 

60歳以上

⑬ストレッチ＆簡単筋トレ 50名

10回 ¥400 98 000 78 ODO 20 000 78,000 10 000 保険料 10 ODO 
（横揖エコスク Jレ・瀬谷） 60歳以上

⑬自分のセーターを日サイクルlか
16名

わいいワンコの洋服を作ろう l

9回 事500 58 200 50 200 8,000 50 200 8 000 

60歳以上

⑮「相撲甚句Jにチャレンジ 20名

9回 干500 60 200 50,200 10 000 50 20.0 10 000 

計 I 016 500 744 700 271.8日日 744 700 206,800 65 000 
事業ごとの事業内容を様式4に記載して下さい。



（様式3)

老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘自主事業計画書

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや
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 指か定ら管布理当科 参加費 誇師謝金 材料費 その他

⑫和菓子屋さん直伝 60歳以上

和菓子作りに挑戦 16名

l回 ¥1,000 2-1,600 5,6日日 16,000 5,600 16,000 

日日歳以上

⑬はじめての囲碁 16名

B回 ¥300 49,400 44,600 4,800 44,600 4,800 

⑬シニア男性向け 60歳以上

金育料理教室 16名

5回 ¥5,000 107,9CO 27,900 80,000 27,900 75 000 保険料 5,0CO 

日日歳以上

＠健康相談 20名

l回 ￥日 5,600 5,6CO 。 5,600 

（額谷地区センター共催） どなたでも

（ ⑫瀬谷カノレタ・歴史を訪ねる 20名

5回 草500 21,200 11,200 10,000 11,200 8,000 保険料 2,00日

（瀬谷地区センター共催） どなたでも

⑫瀬谷八福神巡り 20名

2回 ¥300 ll,6CO 5,600 6,000 5,600 4,000 保険料 2 000 

（瀬谷地区センター共催） どなたても

⑫ロビーコンサート

3回 ¥0 54,800 54,800 54』日日

回 。 。 。
、

回 。 。 。

回 。 。 。
（ノ

回 。 。 。

回 。 。

回 。 。

回 。 。

回 。 。

回 。 。
計 272,l口D 155,300 116,800 155 300 107,800 9,000 

d口b、 計 1,288,600 900,000 388,600 900,000 314,600 74,000 

事業ごとの事業内容を様式4に記載して下さい固

「



（様式3)

横浜市瀬谷地区センター及び老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘 自主事業（共通）計画書

（ニーズ対応費で対応）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

①募集対象 自 主 事 業 予 算 額

事業名 ②募集人数 収入 支出

③一人当たり 総経費 指定管理料

参加費 から充当 参加費 講師謝金 材料費 その他

どなたでも

わくわく 1スポーツイ
50, 000 50,000 。 。 。50, 000 ベント

無料

どなたでも

瀬谷センターまつり 350, 000 350,000 。 。 。350,000 

（ 
無料

どなたでも

クリスマスコンサート 150,000 150,000 。 。 。150,000 

無料

A口、 言十 5q0, 000 550, 000 。 。 。550,000 

〔：



（様式4)

浜市瀬谷地区センター 自主事業Jjlj計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

①骨盤エクササイズ 身体の不調や疲れをストレッチしながら不調を解消し、更にエ 4月～9月 全 10回

クササイズで筋力を鍛えます。

幅広い年齢層に対応し、どなたにでも参加でき、楽しみながら

続けられます。

より元気に 1より健康に！なれる講座です。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

(-②脂肪燃焼ビクス I 有酸素運動の代表的な運動であるエアロピクスをリズムに合 4月～9月 全9回

④脂肪燃焼ピクスE わせ楽しみながら習得します。
生活習慣病予防にも効果的です。 10月～3月 全 10回

エクササイズでは、最近注目の体幹、コアトレーニングも合わ
せて行b、ます。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

③肩甲骨（健康コツ！ ) 幅広い年齢の方に運動の楽しさや継続の大切さなど、健康に生 10月～3月 全 10回

エタササイズ 活するコツを体感して習慣づけることができます。

肩周辺をしっかりエクササイズすることで基礎代謝も高め、現
代人のお悩みのひとつでもある肩こりや首こり解消に役立ち、

〔J
全身のバランスも整え、更に健康体操も行います。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑤瀬谷かるた・歴史を尋 瀬谷かるたを題材に、地元の歴史をより多くの方に知ってもら 4月～5月 全5回

ねる（座学・探訪） い愛着をもって頂き、地域育成につなげます。

～和楽荘共催～
座学で瀬谷区の歴史を学び、実際にかるたに詠まれている地域

を訪れることでより知識を深めます。講師は地元ボランティア

団体に依頼します。



（様式4)

横浜市瀬谷地区センター 自主事業別計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑤お香の魅力（座学・香 カノレチャーセンター等でも珍しい講座を地元の瀬谷センター 5月～6月 全5回
袋作成） でお気軽に参加して頂けます。

同じ趣味を持った方々同志の交流も深めることができます。

長年、香りに携わってきた講師を招き、日本の香りを中心に香

り（香道）の歴史、文化などを座学にて学んだ後に、文香や匂い

袋などの作成も行います。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

ぐ
⑦プロに学ぶ写真入門 流行の SNS等により、与真を撮る機会が増えたことなどから、 5月 全4回

写真の基本やプロのコツを知る事で撮影テクニックの向上を

図ります。

本事業への男性の参加者増も視野に入れ、講師は地元瀬谷出身

在住の男性プロカメラマンに依頼します。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

③季節の花とハーブの 季節の花とハーブの寄せ植えについて基本を学びながら作成 5月 全 1回
寄せ植え します。

講師は、花の事なら何でもお任せ 1と参加者に大変好評を得て

いる地元の園芸屋さんに依頼し、地域活性化も促進します。

〔：

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑨流行！手づくりアク プラスチック粘土や UVレジンを使って、近年流行のオリジナ 6月 全3回
セサリー（プラスチック ノレアクセサリーを手作りします。
粘土.UVレジン） 色やパーツを変えることで、若い方から高齢者まで、好みの作

品づくりが出来ます。

同じ趣味をもった同志が集まり、幅広い年齢層の方々との交流

は、センタ一事業ならではのものです。

講座終了後には、事後グループとして活動が出来るように助力

し、利用者や稼働率拡大を図ります。



（様式4)

横浜市瀬谷地区センター 自主事業別計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑮世界にひとつ 1オリ 近年、若い方にも人気のご朱印帳をーから手作りします。 6月 全3回
ジナノレご朱印帳 他にない珍しい事業を行うことで、今まで瀬谷センターを知ら

なかうた新たな参加者の拡大も狙いますD

更に、 1月に行う予定の「瀬谷八福神めぐり」にもそのご朱印

帳を持って参加して頂けるよう次の事業にも繋げます。

講師は、瀬谷センターの図書本をボランティアで修理して下

さっている団体さんへ依頼します。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（ 
⑪旅するように学ぶ世 利用者より強い要望のあった事業です。 6月～7月 全6回
界史 カノレチャセンターなどでは常に人気の講座を、お気軽に近くの

瀬谷センターで受講することができます。

世界の歴史を旅するように学ぶことで、参加者の視野も広がり

ます。男性参加者の拡大も目的としています。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑫かおる先生のワンコ どなたでも気軽に参加して頂けるように、材料費は安価ですが 5月～翌3月
インハンドメイド講座 完成度と満足度の高い作品を作ります。 全 10回

ひとつの作品を 3～4回で仕土げます。（年3回）

講師は、服飾関係の専門学校講師をしていた経験を生かし、オ
リジナリティあふれる作品づくりをされている瀬谷在住の方

です。初めての地域講師デビューをパックアップします。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑬プフネタリウムで星 瀬谷センターの特性を生かし、小学生から両齢者まで一緒に事 7月 全 l回
の観察～月って？～ 業へ参加して頂くことで、共通の話題で話が出来る場所の提供

をします。

7月』士、 「月Jがテーマです。

まずは、室内に映したプラネタリウムを観て、星座早見表で星

座の見方を学びます。

お天気が良ければ外に出て、実際に望遠鏡からの月観察もお楽
しみ頂けます。



（様式4)

横浜市瀬谷地区センター 自主事業別計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑬素敵にエコ 1おしゃ 瀬谷センターは瀬谷区の「ヨコハマエコスクーノレ」の拠点と 7月 全3回
れな布ぞうり なっています。出来ることから始める無理をしないエコ事業で
ヨコハマエコスクーJレ顕谷 す。

家にあるお気に入りの布地を持参し、今までとは違う鼻緒に変

化をつけたおしゃれなエコぞうりを作成じます。

お気に入りの布地が、違う形でおしゃれにリサイクノレされる事

業です。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（ 
⑬暮らしに役立つ書 利用者アンケートでも芸術系トップの書道です。 9月～11月 全 8回

冠婚葬祭の芳名帳などーいざという時に役に立つ美しい筆文

字を効率よく身につけます。

年賀状・芳名帳・祝儀袋・季節のお便りなど暮らしに密着した

ものを教材とし、住所や名前をきれいに書くことが出来るよう

になります。、

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑬横浜の歌を歌おう』 横浜市文化観光局では、言葉にたよらず世界の人々が感動を共 9月～10月 全 B回

有できる 3つのアート（美術・ダンス・音楽）を横浜を舞台に毎

年展開しています。 H28年度は、 「音楽」がテーマの 1年にな

ります。

そこで、利用者アンケートでも希望の多いコーラスを取り上

げ、 「横浜」にちなんだ曲を歌います。

おなかから芦を出し発声することにより、日頃のストレスも解

消。練習の成果を発表する場として、瀬谷センターまつりに向 、幹
けて一丸となって練習することで新しいお仲間づくりのきっ

かけにもなります。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑪出来ることから始め 身近な事柄を題材にわかりやすく講座を行い、問題を皆で考 11月 l回
ょう！エコ講座 え、一人一人の意識向上や地域力を高めるきっかけにじます。

家庭でできるゴミの減量化、資源化について学びます。



（様式4)

横浜市瀬谷地区センター 自主事業別計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑬文学講座～横浜の文 白主事業で常に人気があり、利用者からの要望も多く男性参加 10月～11月 全B回
士たち～ 者も多い講座ですロ

講師の著書である「横浜の文士たちJという木をテーマにし、

著者から直接学べる機会を設けます。

． 

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

c ⑬羊毛フェノレトでつく 羊毛フェノレトをやってみたいという利用者さんの芦から企画 10月 全 3回
るぬいぐるみ しました。

初回は小物を作り、フェノレトや道具の扱いを実体験し、

慣れたところで本番のぬいぐるみを作ります。

段階を踏んで進むので、初心者でも安心して作品づくりが出来
ます。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑫お気軽生け花 近くのセンターという特色を生かし、気軽に手ぶらで季節の花 12月 1回

に親しんで頂き、生け花の基礎も学びます。

瀬谷区文化協会に講師を依頼し、毎年 1月に行われている「瀬

谷区大茶会大華展」へ出品参加する予定です。

に

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

②ポーセフーツ 地元で、は、まだまだ珍しい事業を行うことで、新規参加者の拡 12月 3回

大を促します。

白磁器に転写紙を貼り実用性の高いテーブノレウエアを作るク
ラフトです。

オリジナリティーあふれるカップ＆ソーサーを作ります。

講座終了後には、事後グループとして活動が出来るように助力

し、利用者や稼働率拡大を図ります。



（様式4)

横浜市瀬谷地区センター 自主事業別計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑫つるし飾り（桃の節 毎年人気の和布クフフトです。 ⑫10月～12月全6回
匂） 針を持ちながら、おしゃべりし、参加者同士の交流も白然と図 ③1月～3月 全6回
⑫つるし飾り（端午の節 れます。
句） 今までとは違う「つるし飾り」を初めての方でも区内在住の人

気講師が最後まで丁寧に指導します。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

仁
＠瀬谷八福神をめぐる 七福神に達磨大師を加えた日本でも珍しい「瀬谷八福神」を和 1月 全2回

～和楽荘共催～ 楽荘と共催で2日間にわたり巡ります。

緑豊かな瀬谷を感じながら歴史に思いをはせ、ワォーキングポ

イントの万歩計をつけて歩けば、日々の記録更新にも役立ちま
す。

講師は、地元ボランティア団体に依頼します。

(6月事業で作成した「オリジナノレ御朱印帳」を持参すれば更に
励みになります。）

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

＠知って得する講座！ 市内でも高齢者の割合が多い瀬谷区で、認知症を正しく理解す 3月 l回
～認知症つてなんだろ るとともに学ぶ事により、安心して暮らせる地域っくりに貢献
う？～ する人を増やします。

「

I 
＼ーノ

地元の認知症キャラパンメイトを講師に招き、認知症の基礎知
識を学び、接し方のポイントも学びます。

この講座に参加することにより、いざという時に自分はどのよ
うに行動したら良いかということに役立ちます。

a 

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑧うわばきァ、コ 入国グッズの準備に何かと忙しい77やパパのお手伝いしま l月 l回
す。

また、初めての入園は親子共に心細く不安もいっぱいです。そ

んな方々の情報交換の場にもしていきます。

うわばきにデコパージュをしてオリジナノレのものを作ります。
（洗えます）

まだ、字の読めない子供さんも好きなイラストやマークを貼れ

ば、他の人との見分けがつき安心です。

今回初めての試みとして、隣室での「保育っき」事業です。



（様式4)

横浜市瀬谷地区センター 自主事業別計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑫プラネタリウムで星 瀬谷センターの特性を生かし、小学生から両齢者まで一緒 12月 I回
の観察～流星ってつ～ に事業へ参加して頂くことで、共通の話題で話が出来る場

所の提供をします。

12月は、 「流星」がテーマです。

室内に映したプラネタリウムを観て、 12月中旬に見られる

「双子座流星群Jについて学びます。

仁
事業名 目的・内容等 実施時期・回数

ロビーコンサート 2階ロビーのオープンスペースを利用し、利用者がどなた 4月
（和楽荘共催） でもお楽しみ頂け、ご鑑賞頂けるようなコンサートを身近 前期 各 l回 l

な瀬谷センターで行います。 後期

出演者は、地元出身者や在住の方などに依頼しており、音

楽や影絵などバラエティーに富んだ内容になっています。

4月は瀬谷の民話を影絵にして活動しているグノレーフーに依
頼しています。

前期、後期各一回を計画しています。

（ 



（様式4)

横浜市瀬谷地区センター 自主事業（ワンパク）別計画書（単表）

,J 

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

①おはなし会 親子で楽しんでもらい、友達作りにも役立てます。 5月～2月

幼児ノレームでの開催なので、終了後も遊んでもらえますロ

読み聞かせを中心に、手遊び、歌、など季節や行事に合わせて B回

内容を変えます。

仁
事業名 目的・内容等 実施時期・回数

②小・中学生卓球教室 卓球の基本的な技術を学びます。 4月・ 6月・ 10月

講師の方の指導により、あいさつ、準備運動から基本の練習、

片付けまで行います。 3回

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

③小・中学生パドミン バドミントンの基本的な技術を学びます。 5月・ 9月・ 11月

トン教室 講師方の指導により、あいさつ、準備運動から基本の練習、片

（ 
付けまで行います。 3回

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

④影絵で遊ぼう 1 影絵の仕組みを学び、実際に自分で作り楽しみます。 4月

希望者は影絵イベントで発表して達成感を味わうことが出来

ます。 1回



〈様式4)

横浜市瀬谷地区センター 自主事業（ワンパク）別計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑤英語でクッキング 小学生高学年向けの英語での料理教室です。 5月

料理と組み合わせることで、英語が印象に残るようにします。

簡単な料理の手順を英語で進めていきます。 1回

講師は外国の方ですが、アシスタントは日本人なので安心して

参加できます。

c 事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑤七夕イベント 季節の行事を楽しみます。 7月

腹話術パフォーマン 前半は腹話術パフォーマンスを楽しみます。

スと七夕飾り作り 後半は七夕飾り作りや短冊に願い事を書き、笹に飾ります。 l回

事業名 目的・内容等’ 実施時期・回数

⑦瀬谷サイエンスクラ 小学生から科学に興味を持ってもらうための事業です。 8月・ 2月

ブ 講師の方が解りやすく解説し、内容にあった工作や実験を行い

ます 2回

c.・ 8月・・表面張力つてなあにつ

2月・・モーターってなあにつ

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

③夏休み 1 丁寧に折り、組み立てることを学び、完成させ、達成感を味わ 8月

立体折り紙教室 います。

折り紙を何枚も使い、組み立てて一つの作品を仕上げます。 1回

小さい物から作り、大きなものにも挑戦します。



（様式4)

横浜市瀬谷地区センター 自主事業（ワンパク）別計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑨夏休み！ 構図、色の使い方、筆の使い方などを教えてもらいながら B月

絵画教室 作品を仕上げます。

講師の先生と会話をしながら想像力を働かせて描きます。 l回

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑮ヨコハマエコスター 瀬谷センターはヨコハマエコスクーノレの瀬谷区の拠点となっ 8月

ノレ瀬谷 ています。環境やエコを考えるきっかけになるようにします。

紙すきで作るエコ葉 牛乳パックからはがきを作り、物の再利用を学びます。 1回

書

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑪ヨコハ7 音まつり 3年に一度の「ヨコハマ音まつりJの連動企画です。 9月

世界の楽器体験 世界の色々な楽器について、さまざま体験します。

講師先生の演奏だけでなく、実際に楽器に触れて音を楽しみま 1回

（； 
す。

事業名 目的・内容毒事 実施時期・回数

⑫ヨコハマ音まつり 3年に一度の「ヨコハマ音まつり」の連動企画です。 10月～11月

親子で音遊び 親子でふれあいながら音を楽しんでいただくとともに、仲間作

りも手助けします。 3回

色々な音やリズムに合わせて体を動かしたり、簡単な楽器で音

を出して楽しみます。

その他、音の出るおもちゃの工作や、読み聞かせを取り入れ

ます。



（様式4)

横浜市瀬谷地区センター 自主事業（ワンパク） )jlj計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑬みんなで 1ヒップホ 中学校ではヒップホップの授業が取り入れられ、ニーズが高ま 10月～11月

ツプ っています。未経験でも参加しやすい講座を開催します。

講師が踊りやすい選曲をし、動きを丁寧に指導しますので未経 2回

験でも安心して参加できます。

希望者はセンターまつりで観客の前で発表することが出来、達

成感を味わえます。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

C、⑭花と遊ぶ生け花教室 身近な地区センターで開催することで、伝統芸能である生け花 11月・ 12月

（教室）に気軽に参加出来ます。生け花の楽しさを知ってもら

います。 2回

講師の方が生け花の基本を丁寧に指導します。花をよく観察

し、花の生かし方を学びます。

希望者はセンターまつり、瀬谷区大華展に参加出来ます。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑬パティシエ気分でお 男女を問わず、お菓子作りは大変人気です。 12月

菓子作り 道具の使い方や、お菓子作りの手順を学び、グループで協力し

て仕上げます。 1回

（： 
小さなクリスマスケーキを作ります。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑬ゆび編みで作るクリ 身近な毛糸やリボンで作ります。 12月

スマスリース 色や飾りを変えることで表情の異なった作品が出来ます。

手作りの楽しさを味わえます。 1回



（様式4)

横浜市瀬谷地区センター 自主事業（ワンパク）別計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑫子供料理教室 旬の食材を使い、季節を感じられるメニューを作ります。 2月

グループで協力して調理することでコミュニケーション力も

養います。 l回

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

ぐ
⑬ヨコハマエコスクー 世界的に森が減少していることを学ぶとともに理解し、環境を 3月

ノレ瀬谷 考えるきっかけを作ります。

親子で環境を考えよ 料理を通してさらに理解を深めます。 l回

う！

＆アフリカ料理教室

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑬ 夏休み 仕事を体験することにより、センターを身近に感じて、親しみ 夏休み期間

センターのお仕事体 を持ってもらう企画です。

験 幼児ノレームの飾りつけ、図書コナーのお手伝い、受付のお手伝

いなどを行います。

c: 

事業名 自的・内容等 実施時期・回数

⑫ 夏休み 当日空いている部屋を利用して、夏休みの宿題や勉強が出来ま 夏休み期間

小学生学習室開放 す。

自習室とは異なり、友達と話をしながらの工作にも利用できま

す。



（様式4)

老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘 自主事業別計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

①ピンピンコロリ体操 健康増進教室 前期 4月～9月

いくつになってもピンピン元気でいられる様に、脳を活性化 9回

させる動きや、筋力をアップさせる動きを取り入れたシニア向

けの体操です。

事業名 目的・内容等 、、 実施時期・回数

c ②歌って踊って楽しく 健康増進教室 前期 4月～9月

体操 音楽に重点を置いた体操です。体操をしながら歌ったり音楽 9回

に合わせた踊りをし、体全体で音楽を楽しんで頂きます。グノレ

ープに別れての活動も行い、仲間作りを推進していきます。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

③座敷太極拳 健康増進教室 前期 4月～9月

椅子に座りながら行う太極拳で、身体内部の筋肉を鍛える事 9回

でバランス機能を維持・向上させていきます。

〔：
また、下校筋力を中心とした全身の筋力アップにもつながりま

す。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

④音楽で楽しく脳トレ 音楽を重点に置いた脳トレーニングです。イントロクイズや 前期 4月～9月

手遊びで脳を刺激、ギターの伴奏で合唱します。また、グルー 7田

プ分けしてゲームを行い、参加者同士の親陸を図るなど、仲間

作りしやすい環境で気楽に参加できる講座です。



（様式4)

老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘 自主事業別計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑤ トラベル英会話・初 毎年人気の語学講座です。海外旅行に行く際に必要な英会 前期 5月～9月

級 話を習います。 JO回

この講座を修了した方が、一人で海外旅行に行く事が出来る

ように、出国手続きから機内、ホテノレ、街、レストランとあ

らゆるシチュエーションを想定して幅広く学んでいきます。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

仁
⑥地産地消！！ 瀬谷の野菜直売所に協力して頂き、瀬谷産の野菜を使った料理 前期 5月～9月

瀬谷産の野菜で作る 教室を行います。新鮮で美味しい野菜を美味しい料理へと変身 5回

料理教室 させることにより、今まで以上に瀬谷産の野菜の魅力を知る事

が出来ます。農家の方と連携することにより地域活性化を促進

一 します。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑦入門・カラオケ道場 利用者の皆様より、ご要望の多かったカラオケの講座です。 前期日月～9月

基礎から親切に指導して貰い、歌唱力アップが期待できます。 JO回

講座修了後には事後グ、ノレープとして活動しごて頂けるよう助力

するとともに、 「大広間Jのご案内も行い、瀬谷センター和楽

（ 荘を更にご利用頂けるよう促します。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

③瀬谷のお肉屋さんに 瀬谷のお肉屋さんに協力して頂き、シニアの方にも人気の美 前期 7月 1回

学ぶ美味しいコロツ 味しいコロッケの作り方を伝授して貰います。瀬谷の逸品にも

ケ 選ばれているコロッケです。地元の方と連携して地域活性化を

促進します。



（様式4)

老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘 自主事業別計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑨フラダンス入門 シニアの方にも人気のフラダンスを基礎から楽しく学べる 前期日月～11月

講座です。振りやハヲイ語の意味を教えて貰いながら楽しく踊 B回

ります。秋のセンター祭りでの発表会参加を目指します。講座

修了後には事後グ、ノレープとして活動して頂けるよう助力し、瀬

谷センター和楽荘の利用者数増加を促進します。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（ 
⑬基礎から学ぶ楽しい 男性にも積極的に参加して頂くコーラスの講座ですロ経験豊 前期日月～11月

コーラス かな芦楽講師による楽しい指導の下、混声コーラスとして初心 B回

者の方も楽しく学べます。講座修了後には事後グループとして

活動して頂けるよう助力し、瀬谷センター和楽荘の利用者数増

加を促進します。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑪健康相談 元看護師さんに、 3階ロビマで無料で気軽に健康についての 前期 9月 1回

相談を受けて頂きます。

血圧測定・体重測定など行い、相談内容についての的確なアド

バイスをして貰います。

〔

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑫ リラックスヨガ 健康増進教室 後期 10月～3月

シニアの方にも人気のあるヨガの講座です。腹式呼吸法を学 10回

び副交感神経を活性化させ、心身共にリラックスした状態で初

心者の方でも取り組みやすいポーズを取って頂きます。



（様式4)

老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘 自主事業別計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名
r 

実施時期・回数目的・内容等

⑬体幹強化！ 60代から 健康増進教室 後期 10月～3月

のピラティス ストレッチを行いながらインナー7 ツスルを鍛える講座で 10回

す。胸式呼吸で交感神経を活性化させ、頭をスッキリさせた状

態で無理なく身体を鍛えていきます。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（ 
⑬ストレッチ＆簡単筋 健康増進教室 後期 10月～3月l

トレ ベットボトノレに水を入れ、ダンベノレとして使用し筋肉を鍛え 10回

ていきます。水の量を変えることにより重さを調節出来るの

で、シニアの方も自分の体力に合わせ、無理なく筋力アップす

る事ができますロまたテニスボーノレを使い体をほぐしていきま

す。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑬自分のセーターをリ 今や子供の人口より多いベットの頭数。飼っているベットを 後期 11月～12月

サイクノレ！ ！かわい 我が子の様に愛情を持って接する方が場えています。そんなワ B回

いワンコの洋服を作 ンコに箪笥に限っている自分のセーターをほぐし、棒編みで可

ろう 愛い洋服を編みます。ヲンコのお話をしながら和やかなムード

fL」

でリラックスして編み物を学べます。講座終了後には事後グノレ

ープとして活動して頂けるよう助力し、瀬谷センター和楽荘の

利用者数増加を促進します。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑬ 「相撲甚句Jにチャ 「相撲甚句j とは日本の国技“相撲”界に伝わる伝統芸能。 後期 11月～3月

レンジ 大相撲の巡業などで披露される七五調の磯子歌を学ぶ新しい 10回

講座です。横浜相撲甚句会の方にご指導頂き、この講座を開講

することで伝統文化を広めていく事が出来ますロ



円豪式4)

老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘 自主事業別計画書（単表）

団体名特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑪和菓子屋さん直伝 瀬谷で開業している和菓子屋さんにご協力頂き、楽しく和菓子 後期 11月

和菓子作りに挑戦！ を作ります。地元商店と連携することにより地域活性化を促進

します。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（ 
⑬はじめての囲碁 利用者の皆様より、ご要望の多かった囲碁の講座です。初歩 後期 12月～3月

から丁寧に指導して頂く事でスキルアップ出来、講座終了後に 10困

は娯楽室のご紹介をするとともに、事後グループとして活動し

て頂けるよう助力じ、瀬谷センター和楽荘の利用者数増加を促

進します。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑬シニア男性向け 調理の基礎や食物の栄養、野菜の保存方法、調理器具の使い 後期 11月～3月

食育料理教室 方など料理の基本から学べる男性向けの講座です。料理は右 5回

脳・左脳両方に働きかける作業なので、料理をすることで認知

〔ノ
症予防の効果が期待できます。講座修了後には事後グループと

して活動して頂けるよう助力し、瀬谷センター和楽荘の利用者

数増加を促進します。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑫健康相談 元看護師さんに、 3階ロビーで無料で気軽に健康についての 後期 3月 1回

相談を受けて頂きます。

血圧測定・体重測定など行い、相談内容についての的確なアド

ノミイスをして貰います。



川家エ、斗J

老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘 自主事業別計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

＠瀬谷かるた・ 瀬谷かるたを題材に、地元の歴史をより多くの方に知っても 4月～5月 全5回

歴史を訪ねる らい愛着をもって頂き、地域育成につなげます。

（座学・探訪）

（地区センター共催） 座学で瀬谷区の歴史を学び、実際にかるたに詠まれている地域

を訪れることでより知識を深めます。講師は地元ボランティア

団体に依頼します。

、f～

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

仁 ⑫瀬谷八福神を 七福神に達磨大使を加えた日本でも珍しい「瀬谷八福神」を l月 全2回

めぐる 瀬谷地区センターと共催で2日間にわたり巡ります。

（地区センター共催） 緑豊かな瀬谷を感じながら歴史に想いをはせ、ウォーキングポ

イントの万歩計をつけて歩けば、日々の記録更新にも役立ちま

す。

講師は地元ボランティア団体に依頼します。 ， 

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

⑧ ロビーコンサート 2階ロビーのオープンスペースを利用し、利用者がどなたで 4月

（地区センター共催） もお楽しみ頂け、ご鑑賞いただけるようなコンサートを身近な 前期

瀬谷センターで行います。 後期

(' 
出演者は、地元出身者や在住の方などに依頼しており、音楽

や影絵など、バラエティーに富んだ内容になっています。

4月は瀬谷の民話を影絵にして活動しているグループに依頼し

ています。

前期・後期各一回を計画しています。



仁

け章式 4)

横浜市瀬谷地区センター及び老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘

自主事業（共通） 事業別計画書（単表）

（ニーズ対応費で対応）

団体名 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

様々なスポーツを通して幼児から高齢者まで幅広い年齢

わくわく！スポーツイ
の方が集うイベントを行うことで、地域住民の交流を深め

ベント
る場とします。

9月 1回

体育館でカローリングやストラックアウトなど、どなたで

も楽しく参加できるイベント計画しています。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

日頃から瀬谷センターを活動拠点としている利用団体の作

品展示や成果発表など、地域住民の自主的活動と交流を深

めることができるまつりとします。
瀬谷センターまつり

11月 1回
利用団体の作品展示やバザー、体育館での発表会、体験コー

ナーやお茶席、喫茶コーナー、模擬店、小さなこどもさん

向けのイベント等、どなたでも楽しんで頂ける様々なイベ
ントを計画しています。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

利用者ニーズを考え、寒い冬に遠くへ行かなくとも近くのセ

ンターで老若男女が集い、一緒に楽しめるクリス7 スのイベ

クリスマスコンサート
ントとします。

センタースタップが体育館の飾り付けやサンタに扮装し、雰 12月 1回

囲気を盛り上げます。

出演者は、区内在住の方や近隣の方に依頼しています。



特定非営利活動法人区民施設協会・せや
横浜璽塑谷地区セン告ー

様式5

(5－①） 

平成28年度収支予算書（兼指定管理料提案書）

I 指定管理料

Fτ－－； (a) 

｜※区指定上限額（ b)

（単位千円）

ー

l指定管理料提案額＝小計【イ】を記入
70, 3131※区指定上限額（ b）の範囲内で提案してく

Iださい。
J・今後の市の方針により指定管理者と協継す

λ心人｜ることになりますが、実際に市から支払う金
10:N計額f;j:、提案額（a）に前々年度の剥用料金収
正二ζ 斗入に対する消費税及び地方消費税の増税分

(3%分）の補てん額を加えたものとなる見。l込みです。差引 （a）ー（ b) 

握薬密のE指定上隈額に対する割合
(a)/ (b) 100.0巾

( II. 平成28年度収支予算書（総括表）

1 収入の部

項 自 合計金額
備 考（単位．千円）

利用料金収入［A] 3, 791 

自主事業収入［BJ 457 

雑入［CJ 2, 148 

1で"6;:lf6施設運営収入の言千三じ ： 小計 ~7>([A ]~[ell 一、..ー斗『 •. 

指定管理料①［DJ 69,049 【ウ】ー【ア】

指定管理科②（ニーズ対応費分） [E] 1,264 [A] x 1/3 

70. 費定管理科（／）.計手一ううグ小詐【イ】（［DJ，～［El). i司 山ムリL 下吋 . 3J3 

収入合計｛［ア］＋［イ】） 76, 709 

c・ 2 支出の部

項 目 合計金額
備 考｛単位干円）

人件費［a] 30,352 

事務費［bl 3,637 

自主事業費［cl 1. 627 

管理費A （光熱水費等） [ d l 8,250 

管理費B （保守管理費等） [ e] 14,826 

公租公課［ I] 3,985 

事務経費［ g l 12, 763 

75, 施設官理運営経費の計計 【ウ】（［al～［g]) ・445 
』 h F 、，

ニーズ対応費［h] (=[E]) 1. 264 [E］と同額

ニーズ対応費の計計【エ】（［h]) 1;264 

支出合計（【ウ】＋【ヱl) 76, 709 

※金額は、消費税及び地方消費税（8%）込みの額を記載してください。

※現在の消費税及び地方消費税は8切ですが、現段階では手•I）用料金は据え置き（消費税及び地方消費税p.%.の内税）としています。



仁

（： 

単独自体名・共同事業体名

施設名

1 収入の部内訳（指定管理料除〈）

項 目

会議室1
利用料金収入

講義室

会議室2

会議室3
通信カラオケ室
趣味コーナー
余暇コナー

小会議室

和室
茶室

練習室

体育室

料理室

小計

自主事業収入

ワンパウ

小計

雑入 印刷代

自動販売機手数料

その他

小計

小計 【 ア ］

特定非営利吉覇蚕A
医畏怖詩協舎．廿や

堕重責塑釜地区セン聖一

平成28年度収支予算書

内 廿｛ 等

申1,050x350コマ
自1.050 x 200コマ。750x 300コマ

自690x 330コマ
@690x 160コマ
申660X140コマ
@660x 180コマ

申＇480x 450コマ

@720X 320コマ
自570x260コマ

申210x1,170コマ

。2,010 x 650コマ

自520x560コマ

士学、手芸、料理、体操等各種講座の参加費

ダンス、手芸、工作、料理等巷種講座の参加費

印刷、コピー代金

公衆電話、力ラオケ利用料等

施設運営収入計

※金額は、消費税及び地方消費税（8%）込みの額を記載してください。

ア

イ

ウ

ヱ

オ

カ

キ

り

ケ

[Al 

コ

サ

" ‘ 

ス

セ

[BJ 

ソ

', 

チ

•:; 

テ

ト

[CJ 

型企ょ壬旦i
金 額

578 

225 

338 

211 

216 

378 

246 

1. 308 

291 

3, 791 

398 

59 

457 

406 

1249 

493 

2. 148 

ア～ケ

コ～セ

ソ～ト

様式5

(5ベg))

※利用料金収入については、現段階で据え置かれている利用料金（消費税及び地方消費税5%の内税）から見込んだ額をE



c 

〔

単独自体名・共同事業体名

施設名

特定非宮詞若語語末
医畏怖詩協会・せや

墾浜市瀬谷地区セン宇一

平成28年度収支予算書

2 支出の部肉訳［ニーズ対応費除。

項 目 内 廿｛ 等

人件費 常勤職員 給与

時給兵舎ツフ 賃金

社会保険料等 社会保険料、通勤手当、健康診断、福"11厚生等

小計

事務費 消耗品費、通信費、使用料及び賃借料、図書購入費等

自主事業費 l文学、手芸、料理体操工芸等各種講座の開催

管理費A 電気料金

ガス料金

上下水道料金

小計

管理費B 修繕費

清掃

消防設備 非常用放送設備吉む

機械警備

空調設備

エレベ－1'ー

自動ドア

電気保守管理点検

非常用放送設備

害虫駆除

植栽管理

設備総合巡拐点検

その他

小計

公租公課

事務経費 （労務、経理、契約、職員研修など）

小計【ウ］ 施設管理運首経費計

※金額は、消費税及び地方消費税込（8%）込みの額を記載してください。

筆生ょ壬Bl
金 額

7 13 407 

イ 14,244 

ウ 2, 701 

[a] 30, 352 ア～ウ

[b] 3,637 

[cl 1 627 

エ 4 466 

オ 2, 030 

力 1, 754 

[d] 8, 250 ヱ～カ

キ 3,248 

ク 2,842 

ケ 159 

コ 251 

サ 1 667 

こノ 337 

ス 53 

セ 205 

ソ 。
'.> 106 

チ 259 

ツ 4, 719 

テ 980 

ト

ナ

[e] 14,826 キ～ニ

[ f] 3 985 

[ g l 12, 768 

7正44.5l[a］～［ g] 

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。

様式5

(5 ベ~）



様式5

(5－①） 特定非営剥活動法人区畏施設協会且せや

横浜市瀬谷塑墾荘

単独団体名・共同事業体否
施設名

（兼指定管理料提案書）平成28年度収支予算書

l指定管理料提案額＝小計［イ］を記入
16, 0961※区指定上限額（ b）の範囲内で提案してく

lださい。

16，同

（単位。千円）

案

一 一ニ

I
l
l
i
－
－

l
l

＝
 

額（ a)

指定管理料

引（ a）ー（ b) 

提案額の匡指定上限額に対する割合
(a}/ (b} 

差

（ （総括表）平成28年度収支予算書II 

収入の部

考備
合計金額

（単位千円）
目項

389 自主事業収入［A]

489 

)Isll蹴運嘗収入のE十i
雑入［BJ

16, 0961【ウ】ー［7]

Jν仏

["J'CL 

言十 Eイ】

言十

指定管理料

16.974 

項 呂
合計金額

備 考（単位。干円）

人件費［a] 7,023 

事務費［b] 826 

自主事業費［cl 1. 289 

管理費A （光熱水費等） [ d l 1. 910 

管理費B （保守管理費等） [ e] 3, 428 

公租公課［ I] 。
事務経費［g] 2,498 

支出合計【ウ】 16, 974 

収入合計（【ア】＋【イr) 

支出の部2 

仁

※金額は、消費税及び地方消費税（8%）込みの額を記載してください。



〔i

単独団体名・共同事業体名

節童名

収入の部内訳（指定管理料除〈）

項 目

自主事業収入

小計

雑入 印刷代

自動販売機手数料

その他

小言十

計 【ア］

特定罪富柄l活動法人
区吾怖詩情脅・せや

横浜市瀬谷和楽荘

平成28年度収支予算書

内 容ノ 等

文学、手芸、料理、体操等各種講座の参加費

印刷、コピー代金

公衆電話、力ラオケ利用料等

施設運営収入計

※金額は、消費税及び地方消費税（自助〕込みの額を記載してください。

ア

イ

ウ

エ

オ

[Al 

カ

キ

ウ

ケ

コ

サ

[BJ 

、ー..・ .. 王Bl型盈

金 額

389 

389 

94 

282 

113 

489 

7～オ

力～サ

様式5

(5－②） 



（） 

L～ 

単独団体名・共同事業体名

施設名

2 玄出企量盟翠
Jji 目

人件費 常勤職員

時給ス告ッフ

社会保険料等

小計

事務費

自主事業費

管理費A 電気料金

ガス料金

上下水道料金

小計

管理費B 修繕費

清掃

消防設備

機械警備

空調設備

ヱレベ－＇；ー

自動ドア

電気保守管理点検

非常用放送設備

害虫駆除

植栽管理

設備総合巡視点検

その他

小計

公租公課

特定非営利活甑法人
区El'怖語惚脅．せや

益還亙童釜担室主

平成28年度収支予算書

内 容 等

給与

賃金

1社会保険料、通勤手当、健康診断、福利厚生等

［消耗品費通信費使用料及び賃借料図書購入費等

非常用放送設備吉む

事務経費 （労務、経理、契約、職員研修など）

小計【ウ】 施設管理運営経費計

ア

イ

ウ

[a] 

[b] 

[cl 

工

オ

カ

[d] 

キ

イフ

ケ

コ

サ

γ 

ス

セ

ソ

'; 

チ

ツ

ナ

ト

ナ

[el 

[ f] 

[ g l 

室主ょ王fil
金 額

3 103 

3, 297 

623 

7, 023 

826 

I, 289 

1, 034 

470 

406 

1, 910 

752 

658 

36 

57 

385 

78 

12 

48 

。
24 

60 

1, 092 

226 

3,428 

。
2,498 

7～ウ

ヱー力

キ～二

様式5

(5 べ~）

16,97.4 l[a］～［ g l 

※金額は、消費税及び地方消費税込（ 8同）込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。


