
事業計画書表紙

横浜市阿久和地区センタ一 指定管壇善事業計画書

申込年月日 平成27年 7月31日
団体名 ！特定非営利活動法人 区民施設協会・せや

代表者名 相原信行 設立年月日 平成22年 8月 16日

団体所在地 横浜市瀬谷区阿久和西一丁目 7番地3 グレイス詩香10 5号

電話番号 045 367-2838 FAX番号 045-367-2510 

，当法人は、平成7年4月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

戸 I I 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
¥._ I I 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B月 16日 特定非営利活動法人の認証を受けると同時に「区

,- 一｜ 民施設協会・.＿-it_金」に名称を変更し現在に至Dてしユま章。（定款第3条） ← ← _, 

沿 革！ 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め代表とし

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ぐことが使命と考えています。

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地区センター

瀬谷センタ｝（瀬谷地区センター及び老人福祉センタ一瀬谷和楽荘）
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・スクーノレ
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／レ

℃ 

担当者
連絡先

名

話
氏

電 oo 
qυ nxu －…

 所属

FAX 045 (367) 2510 

E-mail 



事業計画書（1)

(1) 応募団体に関する」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阿久和地区センタ一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

当法人は、平成 7年 4月に地区センター等の区民利用施設の管理運営に携わり、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、地区センターなど8つの区民利用

施設の管理運営を行っていますo 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・スタップ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

c 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阿久和地区センタ一指定管理業務の位置づけ

当法人は、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とともに、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

することを目的に設立された団体です。これまでの区民利用施設の管理運営に携わった経験を活
かし、地域におけるニーズを的確に把握・反映した管理運営を行うことで、地域の発展に向けて
努める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。瀬谷区民の皆様はもとより、近隣区や大和市の皆様にも親しまれる

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。また、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。

℃J 

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

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

横浜市阿久和地区センター 同 上 平成8年3月 向上

横浜市瀬谷センター 同 上 平成 11年4月 向上

横浜市中屋敷地区センター 同 上 平成 11年8月 同上

瀬谷さくら小学校コミュニアイスクーノレ 同 上 平成7年4月 管理運営委託

南瀬谷小学校コミュニアイ・スクール 同 上 平成7年4月 向上

東野中学校コミュニアイ・スクール 同 上 平成 16年5月 同上

原中学校＝ミュニアイ・スクール 同 上 平成 18年 1月 向上

※A4版1ページ以内でおまとめください。
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(2) 阿久和地区セン聖一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

事業計画書（2)

地区センターは、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、サークノレ活動などを通じて相互交流を深めていくことを目的としてい

ます。この設置目的を達成するため、瀬谷区や周辺自治会・町内会とも連携しながら、次の方針

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、利用者会議等における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」「安全・安心

まちづくり」「魅力の創出・区民協働の推進」等の事業に対する協力体制の確立

イ 地域特性、地域ニーズ

阿久和地区センターは、瀬谷区の南部に位置し、樹林地や水辺など、自然環境に恵まれている

とともに、住民は「阿久和という地域j に強い愛着心を持っています。

阿久和地区の各連合自治会町内会を中心に地域活動が活発に行われ、これらを透して地域コ
ミュニティの形成が進んでいる地域です。そうした状況め中で、阿久和地区センターは、以下の
施設運営を目指します。

① センターまつり等の地域イベントを地域の団体と連携、開催し、地域住民の交流の場として
活動拠点を提供します。

② 地域や利用者のニーズを把握し、子育て支援・高齢者向け生涯学習を支援する自主事業を企

画し、区・NPQ等と連携し、地域住民の自主活動を支援します。

③利用者の目線に立ったサービスの提供と、明るく適切な応対に努め、幼児からお年寄りまで、
誰でも気軽に利用できる施設を目指します。

ウ 公の施設としての管理

公共施設であることを常に念頭に、公平、公正な施設運営を行います。

特に、暴力団排除条例の趣旨に則り、暴力団等への貸し出しは行し、ません。

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

公の施設としての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、安全かつ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。

「施設の利用にあたっては、安全・安心はもとより、

快適性を意識した気持ちよく利用できる施設をめさaすJ

※A4版 1ページ以内でおまとめください。
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事業計図書（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

（阿久和地区センターにおける人員体制）

常勤職員として館長（1名）、副館長（2名）、非常勤職員とじてコミュニティスタッフ（14名）を配置しま

す。全ての時間帯に常勤職員（館長、副館長のいずれか） 1名以上、スタッフは2名を配置する交代勤務

体制とします。これにより、全ての時間帯において責任者を含めて3名以上が勤務し、館の運営に当たり

ます。少人数ですが、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

平日 早番 8:45～16・：45

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

週休2日 早番・遅番は 3人で順番に勤務 （※1) 
(2名）

するローテーション制

コミュニティスタッフ ！非常勤職員

（午前帯 4名） i隔週勤務（月～日）
9:00～13.。。 2名

コミュニティスタッフ ｜非常勤職員

（午後帯 4名） ｜隔週勤務（月～日）
13:00～17：・。。 2名

コミュニティスタッフ ｜非常勤職員

（夜間帯 4名） ｜隔週勤務（月～士）
17:00～21：。。 2名

コミュニティスタッフ ｜非常勤職員 I I 

I I s:00～11・oo I 1名
（作業帯 2名） ｜隔週勤務（舟～日） I I 
（※1休暇取得などによりやむを得ず常勤職員を配置できなし場合には、館長代行を配置します。）

（採用条件）

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、行政焔設の管理運営に携わった経験の

ある民間経験者等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、コミュニティスタッフには男女を l

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経て、適

切な資質を備えた市民を採用します。

（職務分掌）

館長ほか常勤職員の業務内容は、自主事業の企画・実施、図書管理事務のほか、庶務・経理事務、文

書管理、研修、業務報告等の事務総括、保安・防災・設備保守点検等の施設管理業務を担当します。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。

コミュニティスタッフ（午前・午後・夜間）の業務内容は、受付、利用案内、部屋利用の際の確認のほか、集

計業務や図書の貸出返却業務を、また作業担当はトイレ清掃・施設内外清掃等環境美化業務を行いま

す。なお、それぞ、れのスタッフは、共通業務のほかに常勤職員の業務の一部を補助として受け持ち、迅速

化・効率化を図ります。

※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（3）ーイ

(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修計画

「横浜市個人情報の保護に関する条例」では九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lご隠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」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「｛固人情報保護研修」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だ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9

時期（目安）

3月

内容

概要・実務研修

接遇研修

対象

新規採用職員

新規採用職員

6月 ｜ 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

7月

11月

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

センタ一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。

緊急連絡網を整備し、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ば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、ヒヤリ・ハット事例集を作成し、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。

当センターはケアプラザと合築であることから、救命救急時には看護師の応援等につい

て連携を図っています。

阿久平日地区センターにおいては、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

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

アル傷病・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「阿久

和地区センター特別避難場所開設マニュアル」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・盗難が発生した場合は、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います。

※A4版 lベ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

事業計画書（4）ーアイ

地区センターの運営にあたっては、その設置目的を達成するため、瀬谷区役所と連携を図りな

がら、次の方針に基づいて、地域に密着した施設の運営に努めてまいります。

① 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

ご意見ダイヤノレ、利用者からの「ご意見箱」、職員からの提案制度などで得られた意
見を施設の管理運営に積極的に実現していきます。

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創設支援等

子どもから成人J高齢者までだけでなく、乳幼児の子育て世代など、のニーズ、に対応し
た自主事業の展開に取り組みます。

自主事業参加者から誕生した自主活動グ、ルーフ。に対して積極的に支援します。
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

地域の老人クラブ、小・中学校、高校、学童クラブ、町内会などと連携して活動する
場を積極的に提供します。

④瀬谷区政の重点施策である「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」等の事業に対する協力体制の確立

子育て相談の毎週開催、ワンパク事業の実施（子ども・青少年の育成j

健康づくりのためのヨガ体操、カローリング等の事業の実施（健康・福祉の充実）

災害時における在宅要援護者のための特別避難場所の開設施設の指定（安全・安心の
まちづくり）

区民の読書活動、ダンス活動などの支援、エコキャッフ。の回収（魅力の創出・区民協
働の推進）

イ利用促進策

①利用促進にあたっては、町内会等の地域に配布するセンターだよりや、ホームページ等
を活用して地区センターの概要や実施する自主事業の紹介を行います。

②特に、自主事業や大きなイベントについては、区内向けの地域情報誌だけでなく、他の
区の方へもお知らせが可能な鉄道沿線版の地域情報誌にも掲載して紹介します。

③職員の心のこもった挨拶や声かけで、利用者満足度の向上を図ります。

職員の笑顔による挨拶と、親切できめ細かい利用者本位の接客姿勢を、モットーにし
ます。

毎年実施している、利用者アンケートでは、職員の対応について「非常に満足」が

53%、 「やや満足j が36%で、合わせると 89%の利用者が満足されている結果でした。

この職員の対応について、利用されるすべての方が「満足」されるよう、職員一丸と
なって努力します。

④利用者団体の会員募集について、募集ポスターのセンター内掲示や、ホームページやセン
ターだよりへの登載を行い、積極的に支援します。

※A4版 1ベージ以内でおまとめください。



＼ 、一

と

(4) 施設の運営計画

ウ 利用料金の設定について

ウ 利用料金の設定について

①利用料金は、条例に定める額の範囲内で次のとおり設定します。

室名

小会議室

中会議室

音楽室

工芸室

A旦室※
平日 室

和室（水屋側）

体育室 全面

平日 1コマ

(3時間）

（※注意あり）

540円

720円

810円

660円

600円

540円

540円

l, 950円

3分の2 I 1, 300円

3分の 1 I 650円

※注意．料理室は、 1コ72時間です。

利用料金設定の考え方

※日程・祝日の最終
コマ (2時間）

360円

480.円

540円

440円

600円

360円

360円

1, 300円

860円

430円

利用時間を3時間単位とし、その時間帯における利用料を設定しています。

事業計画書（4）ウ

（単イ立：円）

延長

( 1時間）

180円

240円

270円

220円

300円

180円

180円

650円

430円

210円

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、次の時間帯の利用予約がなければ延長することがで

に ｜ きます。吋の利醐同町の 1/3）を設定山ます

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料金で施設運営を行ってまいります。

※A4版 1ベ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
今オ 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

エ 利用者ニーズの把握と運営への反映

①利用者ニーズの把握について

事業計画書（4）ーエオカ

利用者アンケートを毎年実施し、その分析からニーズを把握します。

利用者会議・センター委員会で利用者、地域のニーズを把握します。

常設のご意見箱に寄せられる苦情・要望からニーズを把握します。

センターだより、ホームページ等の情報発信に対するご意見からニーズを把握しま
す。

毎年実施するイベント・事業の参加者から、終了後、アンケートによる

ご意見・ご感想をいただき、ニーズを把握します。

②運営への反映について

ご意見・クレームは、重要なニーズで、あると認識し、迅速に対応した後、その原因を

分析し、可能な限り、運営に反映します。

即座に対応できない場合は、その理由と代替案をお示しし、説明責任を果たします。

毎年の事業計画、アンケート結果、ご意見・ご要望への回答及びその対応策を館内に
必ず掲示し、運営に関する考え方をお知らせします。

反映状況等については、センター委員会や利用者会議へ報告を行い、評価を仰ぎます。

オ 利用者サービス向上の取組

① 自主事業等への参加申込について、地区センターのホームページから申し込めるよう
検討します。

② Wi-F i環境導入の可能性について検討します。

③ 各部屋の照明が老朽化しており、毎年、順次LE D照明へ交換します。

力 ニーズ対応費の使途について

① 古くなって、汚れの目立つオープンスペースの椅子等の調度品を購入します。

② 育室内配備の団体利用者向けの古くなった支柱ポール・卓球台等のスポーツ器具を購
入します。

③ 小・中会議室をダンス等で利用していただくことを促進するため、姿見用の鏡を購入
します。

※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

キ本市重要施策に対する取組

キ本市重要施策に対する取組 l

①情報公開について

横浜市の条例に準じた「特非）区民施設協会・せやが保有する情報の公開に関する規
程」を定めており、この規程に基づいて対応します。

地区センターが保有する情報を公開する場合、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配慮します。

② 人権尊重について

「特非）区民施設協会・せやJ－事務局長（常務理事）や、地区センター館長が人権研修

責任者となって、人権尊重に関する職員教育を行います。

12月4日～10日の人権週間には、ポスターを掲示し、来館者へ周知を行います。

③ 環境への配慮について

地区センター内の照明を全てLE D照明へ交換するよう、節電対策について検討しま
す。

横浜市節電・省エネ対策基本方針に従い、室内温度の設定など節電・省エネに取り組
みます。

利用者が持ち込まれた品物などから発生したゴミは、必ず持ち帰っていただいていま
す。

④ 市内中小企業優先発注について

横浜市入札有資格者名簿に、所在地区分「市内J、規模「中小企業j として登録されて
いる企業等に優先的に発注します。

※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

自主事業については、センター委員会や利用者アンケートのご意見の反映に努めながら、次
の基本的な考え方により、事業を実施します。

① 幼児かち高齢者まで、誰でも気軽に参加でき、相互交流と地域コミュニティの醸成を支

援するため、幅広いジャンルの事業を企画します。

「井戸端大学J（連続講座）・ 仲間づくりを目的として、どなたでも参加できる、様々な

ジャンルの連続した生涯学習講座です。

「歴史講座」…・・前期・後期と学ぶ対象を分けて、歴史を感じ取ります。

「ベビーマッサージ」他… 親子のふれあい、参加者同士の輪づくりを目的とします。

「ヨガ入門」他……参加者自身のペースで、心身のバランス維持カを高めます。

② 子ども達の健全な成長と子育てを支援するため、子どもを対象としたワンパク事業を企画
します0

・「おもしろ何でもチャレンジ2016J… 夏休みの一日を、近隣の高校の生徒が講師となっ

て、幼児から高齢者までが楽しみながら様々な体験ができるイベントです。

「音楽あそび親子リトミック」他……音楽にあわせて体を動かしながら、親子のふれあ
い、参加者同士の輪づくりを醸成します。

「DoSports！ダeンス教室」他……ダンスのほか、バドミントン、卓球も行います。

「人気のお仕事」体験…・・・「瀬谷の逸品」店にお願いして、パンづくり、ケーキづくりを
体験します。

③ 自主活動グ‘ノレーフ。の形成を支援するため、ニーズを捉えた事業を企画します。

「入門 男性料理教室j － 料理という活動を通じて、参加者のグループ形成を図ります。
「カローリングに親しもうj ……カローリングというスポーツ！を知っていただきます。

「クラフトテープのシックな小物入れj …手芸に親しむ機会を提供します。

④事業の案内

広報よこはま・ホームページ・地域情報誌等を活用します。また、毎月発行している地

区センターだよりは、地域の自治会を通して、町内会掲示板への掲示と各家庭に回覧してい
ただきます。

また、鉄道沿線版の地域情報誌にも、事業・イベントの記事を登載し、他の地域の方々
にもお知らせします。

⑤自主活動の支援

自主事業から誕生した事後グ、ループには、 6回の優先利用制度を設け、自主活動グルー

プの育成を支援します。

これまでに、フラダンス、墨彩画、ヨガ、カラオケ、ベビーヨガ、手芸などのグソレープ

が結成され、当地区センターへ団体登録されて活動されています。

※A4版lベージ以内でおまとめください。
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(6) 施設の維持管理計画

地区センター施設全般については、併設されている地域ケアプラザ、と共管しながら、その

損耗や老朽化の状況把握に努め、良好なサービスが提供できるよう、次のとおり、公共施設 l

としての維持・管理に努めます。

① 建物の保守管理

外壁・内壁のひび割れ、腐食等の建物の外観について日常点検を行い、小破修繕が必

要な場合には迅速に対応します。

② 設備の保守管理

日々、始業時と終業時に設備の点検を行うとともに、中央監視盤により設備の常時監

視を行います。

毎月、設備の専門的な定期点検と法定点検を専門会社に委託し、安全性、快適性の維

持に努めます。

③ 施設の清掃業務

日常清掃は、作業スタッフにより、トイレはもちろんのこと、廊下・会議室等の清掃

や、敷地内の点検確認も含めた巡回を行い、清潔で安全な施設を提供できるよう毎日維
持管理に努めます。

定期清掃では、月 l回専門業者に委託し、建物設備が良好に稼働するよう日常清掃を

補完します。

④ 保安警備

閉館後及び休館日について、専門会社に機械警備を委託して実施します。

⑤ 敷地内植栽管理

施設景観を維持するため、清掃、契定、除草等の植栽管理を業者委託により実施しま

す。

⑤ 横浜市の「公共施設の長寿命化基本方針Jに基づき、施設の安全性と利用しやすさの確

保に努めます。

※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（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

ア 収入計画の考え方について

・指定管理料 横浜市と協定した額を計上します。

事業計画書（7）ーアイ

・利用料金収入 過去の利用実績等から算出して計上します。また、各室の稼働率の引き

上げに努めます0

・事業収入 自主事業計画に基づき、参加者数、材料費等を考慮して利用者にとって

満足度の高い適正な参加料額を計上します。

・雑収入 清涼飲料水の自動販売機の売り上げ手数料、印刷機・コピー機・カラオケ

機器等の利用料など、過去の実績等から算出して計上します。

イ 増収策について

稼働率を増加させることが、直接増収に繋がるものと考えられますので、次の増収策を

実施して、年間稼働率5%アップを目指しますロ

（ア） 地域の高校や各種団体に対し、登録団体立上げのための情報提供を行うほか、地

区センターのHPを活用して、登録団体数を増やします。

（イ） 既登録団体活動の活性化に向けて、地区センターだよりや地区センターHPなど

に募集記事を登載して会員募集を支援し、既登録団体の地区センター利用回数を増
やします。

※A4版 1ベージ以内でおまとめください。
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事業計画書(7) ウ
(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

① 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的に管理し、管理・運営費

月を縮減します。また、修繕等委託業者や物品購入等の発注先を市内の中小企業を優先と
し、市内経済の活性化に協力します。

(1）人件費 、 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。

(2）事務費 消耗品費、通信費、備品購入費、使用料及び賃借料、図書購入費

等を過去の実績から算出して計上します。
(3）事業費 白主事業計画に基づいて、その必要額を計上します。

は）管理費 ・大半を占める光熱水費については、節電、節水等を励行し、 「ヨコ

ハ＇＜＂ 3 R夢！」を実践して経費削減に努め、その必要額を計上しま
す。

・修繕費は過去の実績等から算出して計上します。
(5）租税公課 消費税及び地方消費税の見込み額を計上します。

(6）事務経費 事務管理に係る費用を適正に算出して計上します。

② 支出削減策の検討

照明設備については、 LED）照明への転換を図って節電に努め、不要不急の照明は消
灯して、電気料金の削減に努めます。

設備保全費は、 2者以上から見積書を徴するなど、公正な契約手続きにより、効率的
な執行に努めます。

※A4版 1ベージ以内でおまとめください。
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横浜市阿久和地区センター 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

②募集人数
、

収入 支出事業名

③一人当たり
総経費

指定管理料
参加費 講師謝金 材料費 その他参加費 から充当

どなたでも

入門男性料理教室
16名

（全 5回）
84, 800 32, 000 52, 800 30,000 48, 000 日， 800

3,300 

どなたでも

カローリングに親しも
30名 63,000 

つ （全 6回）
36, 000 27,000 36, 000 10, 000 17, 000 

150 

f預谷の逸品取扱店の
どなたでも

＼〆オーナーとお菓子作り 16名 47,200 12., 000 35,200 12, 000 32, 000 3, 200 
（全 2回）

1, 100 

日本史講座
どなたでも

戦国時代を振り返る 40 72,000 48, 000 24, 000 48,000 16, 000 8, 000 
（全 6回）

600 

井戸端大学 どなたでも
自分だけは大丈夫と

思っている人のための 30名 10, 000 10, 000 。 。 。10, 000 
～オレオレ詐欺撃退～

無料
（全 1図）

どなたでも

ヨガ入門 （全 5回） 40名 56, 000 40, 000 16,000 40,000 。15;000 

400 、
首が座った l歳未

満の子供と保護者
ベビー＂'Yサージ

10組 20名 32, 000 
（全 4回）

32, 000 。 32, 000 。 。
無料

神奈川県立相原高校畜 どなたでも

産科学科の生徒さんと
16名 24, 800 20,000 4,800 。 4，、800 20,000 一緒にアイスクリーム

作り （全 1回） 300 

大人の社会科見学会
どなたでも

JAL羽田機体整備工場 35名 10, 000 10, 000 。 。 。10,000 
（全 1回）

無料

井戸端大学 どなたでも
いざという時に慌てない
ための応急手当の知識と 10,000 10, 000 
技術を身に付けませんか

。 。 。10,000 

（全 1回）
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横浜市阿久和地区センター 自主事業計画書

団体名 特定非営利活動法人区民旗設協会・せ全

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

プラ板で作る小粋な
どなたでも

アクセサリー 16名 27,200 8, 000 19, 200 8, 000 16,000 3,200 
（全 I回）

1, 200 

井戸端大学
どなたでも

スマートフォンの使い方講 30名 10, 000 10, 000 。 。 。 10, 000 
座 （全 1回）

無料

どなたでも

体幹ヨガ （全 5回） 40名 56, 000 40,000 16, 000 40,000 。 16, 000 

仁： 400 

クラフトテープのシック
どなたでも

な小物入れ 12名 62, 000 32, 000 30, 000 32, 000 26,400 3, 600 
（全 4回）

2, 500 

歴史講座 どなたでも

中国史を学ぶ 40名 72, 000 48, 000 24,000 48,000 16,000 8,000 
（全日回）

600 

多肉植物の寄せ植えで作
どなたでも

るキーホノレダー 16名 22, 000 6, 000 16,000 6,000 14,000 2, 000 

（全 l囲）
1, 000 

井戸端大学
どなたでも

わが街瀬谷区を巡る 30名 13, 000 10, oo.o 3, 000 6,000 6,000 I, 000 

（全 1回）
100 ／ 

＼／  首が座ったl歳未満の
子供と保護者

ベビーヨガ （全 4回）
10組 20名

32, 000 32,000 。 32,000 。 。
無料

体力を知ろう「スポーツ
どなたでも

レクレーションJ 当日直接 30, 000 30, 000 。 24, 000 。 6, 000 

（全 1回）
無料

どなたでも
地区センターでハロワィ

当日直接 38, 000 38,000 。 12, 000 26,000 。
ン （全 1回）

無料

どなたでも
特別な日の一品簡単フラ

16名 27, 600 10, 000 17,600 8,000 16,000 3,600 
ンス料理 （全 1回）

1, 100 



（様式3)

横浜市阿久和地区センター 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
材料費参加費 から充当

参加費 講師謝金 その他

人気のお仕事②イラス 小中学生

トレーターに教わる
20名

プチかわいいイラスト
18,000 13, 200 4, 800 8,000 10,000 。

の描き方 （全 l回） 300 

お楽しみ人形劇と
幼児～小学生

こども救急教室 30名 15, 000 15,000 。 10, 000 。 5,000 
（全 l回）

なし

プリザーブドフラワー
小中学生

クリスマスのトピアリー 20名 27, 000 21, 000 6,000 6,000 20, 000 1, 000 
（全 l回）

300 

小中学生

Do Sports! 
20名 28,000 

卓球教室 （全 4回）
28,000 。 24,000 。 4, 000 

なし

クリスマスR
小学生

カップケーキ 16名 17, 000 17, 000 。 6, 000 10, 000 1, 000 
（全 1回）

なし

人気のお仕事③ 小中学生

「KeiminJ さんに教わる
16名 23,0QO 18,200 

こどもお菓子教室
4, 800 6,000 16, 000 1,000 

（全 l困） 300 

、日本DIY協会による
小学生

こども工作教室 20名 9, 000 9, 000 。 。 。 9, 000 
（ 

（全 I回）
なし

瀬谷図書館司書による 乳幼児親子

ひよこのおはなしかい
15車且 2,000 2, 00口、 。 。 。 2, 000 出張 in阿久和

（全 l回）． なし

β口、 計 336, 000 300,000 36,000 171, 000 107,000 58,000 

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してくださいロ



（様式3)

横浜市阿久和地区センター 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 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

おもしろ｛可でも
幼児～中学生

-
チャレンジ2015 自由参加 200, 000 200, 000 。 20, 000 80,000 100, 000 

（全 I回）
なし

どなたでも

地区センターまつり
当日直接

（全 l回〉
200,000 200, 000 。 60, 000 50, 000 90, 000 

無料

c, A 口 言十 400,000 400, 000 。 80,000 130,000 

（ （ 



（様式3)

横浜市阿久和地区センター 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 収入 支出

③一人当たり 総経費 指定管理料
参加費 講師謝金 材料費 その他参加費 から充当

どなたでも

干支の切り絵
16名

（全 I回）
20,800 8, 000 12, 800 6, 000 11, 200 3,600 

800 

どなたでも

手作りこんにゃく
16名

（全 l回）
22, 000 日， 000 16, 000 6,000 12,800 3,200 

500 

どなたでも

〔
クリス7 ス小物作り

32名 46,000 46, 000 。 16,000 30,000 。
（全 I回）

無料

どなたでも

昔ながらの味噌作り
16名 82,000 18, 000 

（全 2回） 64, 000 18,000 61,000 3, 000 

4, 000 

陶器をわたし好みに絵 どなたでも

付け「ポーセラーツ」の
46,400 8, 000. 16名

世界を見る 38,400 8,000 36,800 1, 600 

（全 l回） 2,400 

if 計 1, 016,800 600,000 416,800 468,000 383,000 165,800 

c 



（様式3)

横浜市阿久和地区センター 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

Do Sports! 
小中学生

ダンス教室 20名 36, 000 36,000 。 32,000 。4,000 
（全 4回）

なし

親子社会科見学
小学生と保護者

JAL機体整備工場 40名 11, 000 11, 000 。 。 。11, 000 
（全 1回）

なし

瀬谷図書館司書による 乳幼児親子

（） 
一おひざにだっこで楽し

15車五 2, 000 2, 000 。 。 。2,000 、む絵本

（全 l回） なし

人気のお仕事①「ボン 小学生

ヌ・ジュノレネJさんの
16名 34,000 24,400 9, 600 12,000 20,000 2,000 

こどもパン作り教室

（全 2回） 300 

目立ふしぎ発見理科ひろば 小中学生

飛行機タワーを作って
20名

電気の働きを学ぼう
22,000 16, 000 6, 000 11; 080 10, 00（〕 1000 

（全 1回） 300 

夏のクラフト
小中学生

キラキラ“パブェ” 16名 28,000 23,200 4,800 8,000 20, 00（〕 。
（全 l回）

300 

原中学校ボランティア
乳幼児親子

による夏休みのお話会 15組 10,000 10, 000 。 。 。10,000 
（全 3回）

なし

Do Sports! 
小中学生

バドミントン教室 20名 28, 000 28, 000 。 24,000 。4,000 
（全 4回）

なし

音楽あそび
幼児親子

親子リトミック 10組 26,000 26,000 。 24, 000 1,000 1,000 
（全 4回）

なし
、、一、



（様式4)

横浜市阿久和地区セシター 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

（目的）

・退職者の第二の入生の楽しみを発見する機会を提供する。

・参加者同士のコミニュケーションによる新しい人間関係を醸
成する。

・事後グループ形成。

入門男性料理教室 －施設・設備の有効利用。（稼働率の向上） 4月～8月全5図

（内容）

・包丁をほとんど手にしたことがない方も気軽に参加できる料

理の基本的を地元在住の講師から学ぶ。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数
（ミ （目的）

・健康維持・促進を図るとともに、地域住民同士の親睦を深め
る。

カローリングに親しも （内容）
4月～3月全日回つ ・カローリングの投球の仕方、ノレールについて横浜市体育協会、

阿久和南部スポーツ推進委員連絡協議会の指導を受けた後、
競技を行う。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

・お菓子作りの基礎を楽しく学び、日常生活の充実できる機会
を提供する。

・自らが生活している地域の魅力をあらためて認識してもらう

(_ 
瀬谷の逸品取扱店の と共に地元商店街の活性化に貢献する。
オーナーに習うお菓子 －施設・設備の有効利用。（稼働率の向上） 4月～6月全2回
イ乍り

（内容）

・お菓子作りに必要な材料の計量方法や混ぜ方などの基礎知識

を学び、自宅で、簡単においしく作るコツを学ぶ。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

・長寿社会の中、生涯学習の一助となる機会を提供する。
・ニーズ対応。

歴史講座 戦国時代を
（内容）

・一般的に戦国時代といわれている「応仁の乱」から「豊臣家 5月～7月全6回振りi亙る
滅亡」について、元高校の日本史教師から学ぶ。



（； 
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（様式4)

横浜市阿久和地区センター 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

（目的）

－生涯学習受講者同士の輪をつくり、仲間をつくり、自分につ

いて考えることで、人づくり、まちづくりの推進に結びつけ

井戸端大学 る。

自分だけは大丈夫と
思っている人のための （内容） 5月 l回
～オレオレ詐欺撃退法 ・一向に減る気配のないおれおれ詐欺の実情と対処方法につい
～ て、受講者が陥らないために受講者の目線にたった講座。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

－自分のベースで無理なくできるヨガで心身両面のバランス維

持力を高める。

ヨガ入門
（内容）

5月～ 7月全5回
－参加者自身が無理なくできる範囲で行い正しいポーズができ
るようにヨガの呼吸法、基本的なヨガポーズを教わる。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

・親子のふれあい、参加者同士の輪づくりを通じた、子育て支

援

（内容）

ベビーマッサージ ・オイルを使用しないベビーマッサージをチャイノレドボディセ 6月～7月全4回 f

ラピストインストラクターの指導により学ぶ。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

－幅広い世代がふれあうことによる相互理解。

－指導する高校生が成長する機会を提供。

神奈川県立相原高校畜
－施設・設備の有効利用。（稼働率の向上）

産科学科の生徒さんと
（内容） 6月 l回

一緒にアイスクリーム
－アイスクリームとは？の説明の後、高校で搾った牛乳を使用

作り
して身近にある道具でメーカー製品に引けを取らないアイ

スクリームを楽しい会話をしながら作るロ



（様式4)

横浜市阿久和地区センター 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

（目的）

－地区センターの存在を知らない方々に知ってもらう。

・ニーズ対応。

大人の社会科見学会
（内容）

－航空機の製造方法は？安全はいかにして確保されているか？ 7月 I回
JAL羽田機体整備工場

等々についてその道の専門家から興味深い話を聞き、普段は

見ることができない角度から身近に飛行機を見学する。 （ワ

ンパク事業で親子見学会を開催しているが大変人気があり、

大人向けも是非実施して欲しいとの意見が寄せられてい

る。）

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

仁 ・生涯学習受講者同士の輸をつくり、仲間をつくり、自分につ

いて考えることで、人づくり、まちづくりの推進に結びつけ

井戸端大学
る。

いfざという時に慌てないた
（内容） 7月 1回

めの応急手当の知識と技術
・傷病者が発生した場合、その場に居合わせた人が応急手当を身に付けませんか
を速やかに行えば、救命効果の向上や治療の経過にも良い

影響を与えるといわれています。

・本講座では緊急の事態に遭遇した場合、適切な応急手当を実

施するために必要な知識と技術を学ぶ。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

・プラ板とは思えないクオリティの高い作品作りを通じ、新し

い趣味をはじめる機会の提供。

プラ板で作る （内容）
7月 l回

小粋なアクセサリー ・参加者の個性を活かし自分だけの l点もののアクセサリーを

地元の講師から学びながら作る。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

目的）

・生涯学習受講者同士の輸をつくり、仲間をつくることで、人

づくり、まちづくりの推進に結びつける。

井戸端大学 （内容）
スマートフォンの使い方講 ・スマートフォンを購入したが、使い方がよく判らない人のた 9月 1回
座

めに通信会社の社員から易しく教えてもらう。



（様式4)

横浜市阿久和地区センター 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

（目的）

・自分のペースで無理なくできるヨガで心身両面のパラ

ンス維持力を高める。

体幹ヨガ
（内容）

9月～ 11月 全5回
－ゆったりとした身体の動きとヨガの基本の呼吸法を学

び浅くなった呼吸を深めて心身ともにリラックスす

る。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

・手芸を始めるきっかけにしていただく。
－事後グループ形成への支援。
・ニーズ対応。

クラフトテープのシッ
（内容） 10月～ 12月 全4回

クな小物入れ
－初めての人から多少経験したことがあるλにレベルを設定
し、オリジナノレデザインの作品を作る。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

－歴史だけでなく、文学、美術、音楽、科学、哲学、宗教等、

多くの知識が身につき、教養を高めることができ、日常生活

をより充実させる。

仁 歴史講座 －生涯学習支援。

中国史を学ぶ
10月～ 12月全6回

（内容）

－日本の文化に大きな影響を与えている中国史について元

高校の教師から学ぶ。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

・寄せ植え作りを通し参加者同士の交流を図る。

（内容）

多肉植物の寄せ植えで －インテリアと実用性を兼ねた製品を、参加者各自のイメージ
10月 1回

作るキーホルダー を駆使し完成させる。地元の講師が指導する。



（様式4)

横浜市阿久和地区センター 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

（目的）

・生涯学習受講者同士のコミニュケーションで輸をつくり、仲

聞をつくることで、まちづくりの推進に結びつける。

井戸端大学
（内容）

・瀬谷の歴史に精通している地域住民を講師として、瀬谷の歴 10月 l回
わが町瀬谷区を巡る

史について解説を聞きながら、その地を巡る。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的〕

（ －赤ちゃんと親のスキンシップを通じて愛情と信頼関係を深め
る。

－和室の有効利用。 （稼働率向上）

・子育て支援。

ベビーヨガ 10月～ 11月全4回
（内容）

－赤ちゃんを抱っこじたり、親の体に乗せて、歌やリズム遊び

をしながら、運動発達をサポートします。赤ちゃんのご機嫌
に合わせて楽しみます。

事業名 目的・内容等 実施時期・，回数

（目的）

・不規則な生活パターンになりやすい今の時代において、自分

の体力はどの程度なのかを把握し、健康維持管理に役立てて

もらうロ
体力を知ろう「スポーツ

10月 l回
レクレーションJ （内容）

－体力測定にとどまらずベタン夕、輪投げなどのゲームを取入

ti,楽しみながら体力測定を行う。

－地域ケアプラザ、区体育協会、スポーツ推進連絡協議会との

協働事業として開催する。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

－仮装した魔女やオバケが登場、ハロウィンの雰囲気の中。気

軽に参加し楽しい時間を過ごしてもらう。

－地域交流。

地区センターでハロ
（内容） 10月 l回ウィン
・館内スタンプラリーと合い言葉で魔女やオバケからお菓子が

もらえる。



（様式4)

横浜市阿久和地区センター 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

（目的）

・協力し合って料理作りする過程における、参加者同士の意思

疎通を図る。

－施設・設備の有効利用。（稼働率の向上）

特別な日の一品簡単フ
（内容） 11月 I回ランス料理
・ソース作りの基本、盛り付け方など、見た目に豪華で食べて

美味しい一品を、レストランのオーナーから教わる。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

仁
（目的）

・新しい年を迎えるにふさわしい干支の飾りを作り家族の健康

や紳に思、いを馳せる。

干支の切り絵
（内容）

11月 1回
・地元在住の講師の丁寧な指導により、来年の干支の切り絵を
製作する。

・毎年実施している好評の講座で6回目となる。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

・生のコンニャクイモは、ネズミでも食わないほどまずいとい

います。それを灰のアルカリ性を利用して固める先人の知恵

と食文化の深さに触れる。

手作りこんにゃく
－料理室の有効利用（稼働率向上）

12月全2回

（内容）

・地元講師の指導により、生のコンミャクイモからコンニャク

完成までを一貫Lておこなれ

・量販品とは一味違うコンニヤクを作る。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

・老若男女を問わず誰でも気軽に参加でき、共通の物を作る中

で、参加者同士でコミュニケーションがとれ世代を超えた交

流を図る。

クリスマスの小物作り （内容） 12月 1回
・地元の講師の指導のもと、実用的なクリスマスグツズを作る。



（様式4)

横浜市阿久和地区センター 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

（目的）

・発酵食が、貴重な食べ物を保存するための手段と考えた先人

の知恵を垣間見て、日（稼本働の食文化を再認識する。
－料理室の有効利用。 率向上）

昔ながらの味噌作り （内容） 1月全2回
・大豆を茄でるところから樽詰めまでの工程を当センターを利

用されている地元の方の指導のもと行う。

・参加された方には一人約 5kg持ち帰ってもらう。

事業名 自的・内容等 実施時期・回数

（目的）

（： ・実技を通じ趣味を持ちたいが何がよいかと悩んでいる方へ
きっかけにしていただく。

陶器をわたし好みに絵 （内容）
付け「ポーセラーツJの －誰でもが楽しみながら簡単にできる。 2月 l回
世界を見る ・無地の陶器に絵付けし世界に一つだけの作品を作る。

（← 



（様式4)

横浜市阿久和地区センター 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・せや止

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

・ヒップホップを通して、体を動かす楽しさを経験する。

－異年齢の子どもたちとの交流の機会を作る。
,Do Sports! 

ダンス教室 （内容） 4月～7月 全4回
・中学体育の必修科目となったダンス。音楽に合わせて表現

できるようにする。

・地域の指導者から、ヒップホップの基礎を学ぶ。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

（ －社会見学に親子で参加することで、ふれあいを深める。

・同世代の家族同士の交流の機会を作る。
親子社会科見学

JAL機体整備工場 （内容） 5月 1回

・展示エリアで様々な体験をして、講習会で飛行機について

学び、機体整備工場を見学してその迫力を体感する。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

・専門職である司書から、読み聞かせの意義と絵本を通して

親子のふれあいの大切さを学ぶ。

瀬谷図書館司書による ・子育て中の親同士の交流の機会を設ける。
おひざにだっこで 5月 1回

楽しむ絵本 （内容）

・年齢に応じた絵本の選び方を教わり、わらA うたを歌いなが

ら親子でスキンシッフρをはかり、絵本の読み聞かせを楽し

む。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

・地元のパン屋さんの仕事を学び、手作りの良さや、食への感

謝の気持ちを育てる。
，、気のお仕事①「ボン ・グループで協力して作業をすすめることを身につける。
ヌ・ジユ／レネ」さんの 6,3月 2回
こどもパン作り教室 （内容）

・地元のパン屋さんから、メロンパン、ウィンナーパン、

クリームパン、チョココロネの4種類の作り方を教わり、

生地から作る。



（様式4)

横浜市阿久和地区センター 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・せ全

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

－電気の働きを学び、身近な物の仕組みに関心を広げる。

日立ふしぎ発見理科ひろば 「理科が大好き」な子どもを育てる。
飛行機タワーを作って ＼ 

電気の働きを学ぼう （内容） 7月 1回

・地元の講師に、モーターの仕組みゃ電気の働きを教わり、

2機の飛行機が回るタワーを作る。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

仁 （目的）

－ものづくりの楽しさを味わい、創造性を高める。

－異学年の交流の機会を作る。
夏のクラフト

キラキラ“ノ宅ブェ” （内容） B月 1回
・地域の講師に教わりながら、キラキラした夏らしいアクセ

サリーを作る。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

－乳幼児子育て中の母親同士の交流の場であるとともに、

中学生とのふれあいの機会を作る。
原中学校ボランティア ・中学生にとっても乳幼児との貴重なふれあいの場とする。
による夏休みのgお話会 B月 全3回

（内容）

・子育て支援相談の中で、 1～2歳の子ども対象の絵本の

読み聞かせを楽しむロ

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

・バドミントンを通して、体を動かす楽しさを経験する。

－異年齢の子どもたちとの交流の機会を作る。

Do Sports! （内容）

バドミントン教室 ・気軽にできるスポーツとして子どもたちに人気があるので、 8月～11月 全4回
生涯スポーツとなるよう親しんでもらう。

・地域の指導者から、l 基本技術をしっかり学んで、 「打てるJ
ようにする。



（様式4)

横浜市阿久和地区センター 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

（目的）

・音楽に合わせて体を動かすことにより、豊かな情緒や認知

能力の発達を促す。
音楽あそび ・親子のふれあいを深めるとともに、お母さん同土の交流の

親子リトミック 輪も広げる。 9月～10月 全4回
（内容）

・地域の音楽セラピストが音楽療法を取り入れたフ’ログラムを

行い、遊びの中で「からだ・こころ・あたまJを育てる。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

仁
（目的）

－想像力を広げ、イメージした描きたいものが描けるテク
人気のお仕事②イラス ニックを身につけ、自ら作品を生み出す喜びを味わう。
トレーターに教わる －異学年のふれあいの場とする。
プチかわいい 10月 I回

イラストの描き方 （内容）

・プロのイラストレークーから描き方のコツを教わり、オリ

ジナノレのイラストをベンを使ってスケッチプ、ツクに描く。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

－消防署との協働事業。皆で楽しい時間を共有した後、子ども

が一人でもできる救急法を学ぶ。
お楽しみ人形劇と

こども救急教室 （内容） 10月 1回

し －地元の人形劇団「カシュカシュ」による、幼児から小学校

低学年対象の人形劇を楽しんだ後、瀬谷消防署からケガな

ど、イザという時に子どもにもできる対処法を学ぶ。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

・素材や道具の扱い方を学び、色合いのバランスなどを工夫

することを楽しみ、豊かな発想を育む。
プリザーブドフラワー ・お互いの作品を鑑賞し合う。
クリス-z7.のトピアリー 11月 1回

（内容）

・子どもの自由な発想、を大事にしてくれる地元の講師に、プ

リザーブドフラワーの作り方や扱い方を教えてもらい、木の

実や枝も使ってクリス7 スの飾りを作る。



（様式4)

横浜市阿久和地区センター 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

（目的）

・車球を通して、体を動かす楽しさを経験する。

・具年齢の子どもたちとの交流の機会を作る。
Do Sports! 

卓球教室 （内容） 12月～3月 全4回
・年齢を問わず幅広い世代に人気があるので、子どもたちにも

生涯スポーツとなるよう親しんでもらう。

－地域の指導者から、基本技術をしっかり学んで、 「打てるJ
ようにする。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

c （目的）

－地元のパン屋さんの仕事を学び、手作りの良さや、食への感

謝の気持ちを育てる。
クリスマスの ・グループで協力して作業をすすめることを身につける。

カップケーキ 12月 1回
（内容）

・お菓子作りに興味がある子どものために、初心者でも簡単

に作れるコツを地元の講師から教わり、今流行のカップ

ケーキを作る。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

・地元のケーキ屋さんの仕事を学び、手作りの良さや奥深さ

などを学ぶ。

l 
人気のお仕事③ ・調理器具をEしく安全に使うこがをできるようにする。
「KeiminJ さんに教わる 1月 1回
こどもお菓子教室 （内容）

・上級なお菓子作りをしたい子どものために、人気の高いマカ

ロンを地元のパティシエから教わる。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

「手づくり」のよさ・楽しさに親しんでもらいながら、

自主性や創造性を養う。
日本DIY協会による ・正しい道具・工具の知識を習得する。
こども工作教室 2月 l回

（内容）

・木材（切れ端）を使い、自由な発想、で工作を行う。

. IEしく安全に道工具を使う。



（様式4)

横浜市阿久和地区センター 自主事業（ワンパグ）別計画書（単援）

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

（目的）

－専門職である司書から、絵本やわらべうたを通して親子の

ふれあいの大切さを学ぶ。

瀬谷図書館司書による ・子育て中の親同士の交流の機会を設ける。

ひよこのおはなしかい 3月 1回
出張 in阿久和 （内容）

－瀬谷図書館で毎月開催されている「ひよこのおはなしかい」

の出張講座。

－わらべうたで親子でスキンシップをはかり、絵本の読み

聞かせを楽しむ。

C' 

( 



（様式4)

横浜市阿久和地区センター 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

（目的）

・近隣の高校や地域の講師の協力により、物づくりの楽しさ

や様々な体験をして、夏休みの 1日を有意義に過ごす。
おもしろ何でも ・幼児から高齢者まで多世代の交流の機会を作る。

チャレンジ2016 7月 1回
（内容）

（ 
・スーパーボーノレやスライムなどの科学実験、バイオテクノ

ロジーの体験、 7 ジック貯金箱などドリック工作にチャレ
ンジする。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

（目的）

・当センターを利用されている団体の一年間の活動成果発

表の場。また地元の自治会、スポーツ推進委員連絡協議

会、中学・高等学校の参加や阿久和地域ケアプラザとの
共催により地域交流を深める。

地区センターまつり 2月 1回
（内容）

・利用団体の作品展示、舞台発表、体験コーナー、出店販

売などの楽しいイベント。

仁v



様式5
(5 ①） 特定非営利活動法人区民施設協会・せや

横浜市阿良和地区セン告ー

単独団体名・共同事業体名
施設名

（兼指定管理料提案書）平成28年度収支予算書
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100.附
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提案額の区指定よ限額に対する割合
(a) / (bl 

差

（総括表）平成28年度収支予算書II. （ 
収入の部1 

考備
合計金額

（単位千円）目項

3. 070 利用料金収入［A]

453 

1. 360 

.4:J!~ii:騨蹟収入ぬ釘3
35, 1971【ウ】ー【ア】

([A]'-[CJ) 

ι 自主事業収入［BJ

計

指定管理料①［DJ

雑入［CJ 

[7] 

1. 0231 [A］× 1/3 

；お：irojJ時管理到の計J

[ E] 指定管理料②（ニーズ対応費分）

［イ】（［D]c-0[E) ) 計

41, 103 収入合計｛【ア】＋［イ】）

項 目
合計金額 ｛請 考

（単位干円）

人件費［a] 21. 477 

事務費［bl 2,373 

自主事業費［cl 1. 353 

管理費A （光熱水費等） [d] 6, 950 

管理費8 （保守管理費等） [ e] 4,342 

公租公課［ f l 1,680 

事務経費［g] 1. 905 

言十 【ウ］ ([al 勾［g]). 40.080 施設管理運営経費の計
ニーズ対応費［h] (=[E]) 1,023 [E］と同援になります。

小計【エ】（［h]) 1.Q2.3 三一ズ対応費の~f • 

支出合計〈【ウ】＋［ヱl) 41, 103 
」

支出の部2 c 

※金額は、消費税及び地方消費税（ 8同）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B切ですが、現段階では利用料金は据え置き（消費税及び地方消費税5怖の肉税）としてい
ます。



1 

（： 

単独団体名・共同事業体名

施設名

収入の部肉訳［指定管理科除〈）

項 目

利用料金収入 小会議室

中会議室

音楽室

料理室

工芸室

和室

和室（水屋倒）

体育室

小 計

自主事業収入

ワン，，（フ

,J、 計

雑入 印刷代

自動販売機手数料

そのf也

小 計

言十 【7]

平成28年度収支予算書

内 廿ー 等

自540x440コマ

@720×440コマ

。810x 885：：，マ

申600×210コマ

@660 x 370コマ

@540×180：：，マ

。540x125コマ

@1.950×650コマ

文学、手芸、料理、体操等各種講座の参加費

ダンス、手芸、工作、料理等各種講座の参加費

印刷、コピー代金

公衆電話、カラオケ利用料等

施設運営収入計

※金額i立、消費税及び地方消費税（ 8 %）込みの額を記載してください。

盟主 王Bl
金 額

ア 237 

イ 316 

ウ 716 

工 126 

オ 244 

力 97 

キ 67 

イフ 1267 

ケ

［日 3,070 ア～ケ

コ 417 

サ 36 

〉、, 

ス

セ

[BJ 453 コーセ

ソ 130 

f与 925 

チ 305 

ツ

T 

ト

[CJ 1, 360 ソート

I.・: .: ¥' 4,BB31[A]-[C] 

※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帖の肉税）から
見込んだ額を記載してください。

様式5

(5－②） 



仁

単独自体名・共同事業体名

島設名

蒋定事膏有吉扇玄天
区喜市詩協会・せや

横浜市阿久和地区セン聖一

平成28年度収支予算書

z 支出の部内訳（ニーズ対応畳除く）

項 自 内 苦｛ 等

人件費 常勤職員 給与

時給ス，，ッフ 賃金

社会保険料等 社会保険料、通勤手当、健康診断、福利厚生等

小計

事務費 ！糊費通信費使用料及び賃借料図書購入費等

自主事業費 ！文学手芸料理体操工作等各種講座の開催

管理費A 電気料金

ガス料金

上下水道料金

小計

管理費目 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

エレベヲー

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

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

※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。

盟主」王旦1
金 額

ア 10, 050 

イ 9, 281 

ウ 2. 146 

[a] 21, 477 ア～ウ

[bl 2. 373 

[cl 1,353 

ヱ 3,900 

オ 2. 150 

カ 900 

[d] 6,950 ヱ～カ

キ 6GO 

ク 622 

ケ 70 

コ 345 

サ 1, 466 

1、,' 141 

ス 25 

セ 150 

ソ 。
f担 39 

チ 622 

、y 42 

ヲー 220 

ト

ナ

[ e] 4,342 キ～二

[ I] 1官 680

[g] 1. 905 

4o.oso. Hal～［ g l 

※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

(5③） 
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(5-2－①） 特定非営利活動法人区民施設括会・せや
横浜市阿久和地区セン事

天井脱落対策工事年度収支予算書（兼指定管理料提案書）

※指定期間中に体育室が4か月間利用できない年度あることを想定してご記入〈ださい。

詳しい工事時期や工事期間判明後、その聞の扱いについて区と指定管理者で協議することとします。

指定管理料

~ム） 入記中乞イ［
 

ム
IE
 

一一
額案提料理笹固定指凋

斗

円

6nれ

位

3

単

仁 II. 収支予算書（総括表）

1 収入の部

（ 

項 目 合計金額
備 考（単位。千円）

利用料金収入［A] 2,649 

自主事業収入［BJ 453 

雑入［CJ 1, 360 

•. - • 4;J62 施設運営収入の計L.. ; －ご2プE十【ア】（［A］～［CJ)
＼ l晶、..d 』

指定管理料①［DJ 35,591 【ウ】ー［7]

指定管理料②（ニーズ対応費分） [E] 1,023 通常年度の収支予算書で提案した額

小 言十【イ］（［凶＋ [E] ) 36 
質事管理事4φ野生 .・一 三：－・、 .6t4 一：一『l』「、ーF’‘ Fぜん’ 一＇ 一一？ ' 『

d 『. -

収入合計（【ア】十【イ】） 41,076 

2 支出の部

項 目 （単合位計金千額円） 備 考

人件費［a] 21.477 

事務費［b] 2,355 

自主事業費［cl 1,353 

管理費A （光熱水費等） [d] 6,950 

管理費B （保守管理費等） [e] 4, 333 

公程公課［ f] 1. 680 

事務経費［g] 1,905 

小計 【ウ】（［•］～［g]l 40 053 施設管理運営経費の言f今 γ 
，・ー h』 - . ’ 

ニーズ対応費［h] (=[F]) 1. 023 [E］と同額になります。

計 【エ】（［h]) 1 043 手ーズ対応費の言十- . 
支出合計（［ウ】＋［エ］） 41,076 

※金額l士、消費税及び地方消費税（8帖）込みの複を記載してください。
※この提案書は、参考資料として扱います。 （評価の対象外）



様式5-2

(5』 2ー②）単独団体名共同事業体名

施設名

天井脱落対策工事年度の収支予算書

項 自 内 容 等 金 額

利用料金収入 小会議室 前40x440コマ 7 237 

中会議室 自720x 440コマ イ 316 

音楽室 申810X885コマ ウ 716 

料理室 申600x 210コマ エ 126 

工芸室 制60x370コマ オ 244 

和室 ｜前40X1日間 カ 97 

和室（水屋側） 申540X125コマ キ 67 

体育室 申1.950×434コマ（H28年度予算の12分の4の減） fフ 846 

ケ

小 計 [Al 2. 649 ア～ケ

自主事業収入 文学、手芸、料理、体操等各種講座の参加費 コ 417 

ワンパウ ダンス、手芸、工作、料理等各種講座の参加費 サ 36 

γ 

ス

セ

小言十 [BJ 453 コ～セ

雑入 印刷代 印刷、コピー代金 ソ 130 

自動販売機手数料 ', 925 

モの他 公衆電話、力ラオケ利用料等 チ 305 

ツ

号

ト

小 計 [CJ 1. 360 ソート

盟主ム王旦I収入の部内訳｛指定審理料除く）1 

fx 

c 

i・ c .・＞＇；吋［ A]-[C施設運営収入計【ア】計

※金額は、消費税及び地方消費税（8同）込みの額を記載してください。
※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
記載してください。



（ 

c 

単独団体名・共同事業体名

施設名

天井脱落対策工事年度の収支予算書

2 支出の部内訳（ニーズ対応晋除〈）

3頁 目 内 容 等

人件費 常勤職員 給与 ア

時給ス51ッフ 賃金 イ

社会保険料等 ｜社会保険料、通勤手輩、健康診断、福利厚生等 ウ

小 計 [a] 

事務費 ｜糊費通信費使用料及び賃借料図書購入費等
（体育室仙川町7・代の減） [b] 

自主事業費 l文学手芸料理体操工作等吾種講座の開催 [cl 

管理費A 電気料金 エ

ガス料金 オ

上下水道料金 カ

小計 [d] 

管理費B 修繕費 キ

清掃 （体育館1回分の滅） つ

消防設備 非常用放送設備吉む ケ

機械警備 コ

室調設備 サ

エレベ一書一 エノ

自動ドア ス

電気保守管理点検 セ

非常用放送設備 ソ

害虫駆除 51 

植栽官理 チ

設備総合巡視点検 ツ

その他 T 

ト

ナ

小計 [el 

公租公課 消費税及び地方消費税 ［千］

事務経費 （労務、経理、契約、職員研修など） [g] 

生生壬旦1
金 額

10. 050 

9, 281 

2. 146 

21. 477 

2. 355 

1. 353 

3, 900 

2. 150 

900 

6, 950 

600 

613 

70 

345 

1. 466 

141 

25 

150 

。
39 

622 

42 

220 

4. 333 

,. 680 

,. 905 

様式5-2

(5-2ベ~）

ア～ウ

ヱ～カ

キ～ニ

小計 問 ｜ 施設管理運営経費計 r / 4附j[aJ～［g]

※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。

※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。



事業計画書表紙

横浜市中屋敷地区センタ一指定管理者事業計画書

申込年月日 平成27年 7月30日

団体名 ｜三菱地所コミュニティ株式会社

代表者名 代表取締役清沢光司 設立年月日 昭和44年 1 2月 l日

団体所在地｜東京都中央区八重洲2-3-13

電話番号 03 6895-3800 FAX番号 03-6895 1830 

1969年 12月｜藤和不動産株式会社管理部より分離独立し、藤和管理株式会社を設立

1988年 11引藤和管理株式会社を藤和コミュニティ株式会社に社名変更

1989年 3月｜三菱地所住宅販売株式会社（現三菱地所付Jほステートサペコ附）の分譲住宅管

理専門会社として、株式会社ダイヤコミュニティーを設立

1999年 4月 ｜三菱地所住宅販売株式会社（現三菱地所97侭ステートサービス附）より、株式会社

ダイヤコミュニティー総発行株式激の 60%を三菱地所株式会社に譲渡

2003年 4月｜株式会社ダイヤコミュニティーを三菱地所コミュニティーサービス株式

会社に社名変更

2005年 3月 l三菱地所株式会社が藤和コミュニティ株式会社の総発行株式数の 51出を

沿 革｜ ｜取得

業務内容、｜

担当者

連絡先

2006年 4月｜三菱地所コミュニティーサービス株式会社と藤和ョミュニティ株式会社

が合併し、三菱地所藤和コミュニティ株式会社となる

2011年 4月｜三菱地所藤和コミュニティ株式会社を三菱地所コミュニティ株式会社に

社名変更

却 11年 12月l株式会社ジェイケイコミュニティーと合併

2014年 7月｜三菱地所株式会社と丸紅株式会社が共同株式移転により三菱地所コミュ

ニティ株式会社と三菱地所丸紅住宅サービス株式会社の完全親会社とな

る持株会社、三菱地所コミュニティホールディングス株式会社を設立

初 15年 1月｜子会社の町コミュニティスタッフ株式会社を反収合併

φ指定管理業

公共施設（10施設）

φマンション総合管理事業 ※2, 973棟 185, 807戸（平成27年4月現在）

管理組合運営サポート、建物設備の保守保全、清掃管理、会計業務、管理員業務等

。ピル総合管理事業

オフィスピル、店舗施設などのピル総合管理業務等

φリニューアノレ工事事業

建物診断、修繕計画立案、工事コンサルティング、専有リフォーム、改修工事の実施等

・百連事業

損害保険・生命保険代理店業務、各種生活用品販売及びレンタル業務等氏名．圃・ 所属

電話 03-6895-3910 FAX 03-6895-1890 

E-mai I 



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

三菱地所コミュニティのマシション管理は 当社は、三菱地所グループの中で住宅事業を担つ

もヲ！：:titに、あなたに近〈． ており、主にマンション管理事業を中核としています。

繕問客向言霊芸品総議員撞記送話露是認 横浜市内でも藤和瀬谷コープをはじめ、横浜市内に353

棟25,395戸（H27年4月）のマンションを管理し、ネ

ットワークを構築し、毎年黒字経蛍と経嘗状況は安定的成長を続けています。

マンションや住宅の建設は、街づくりのスタートライン。当社は［安心で快適な生活環境の創造］が

理念。「もっと身近に、あなたに近く Jをモットーに安全安心な暮らしを 24時間365日お届けする高

昂質なマンシヨンの維持管理を基本に、街づくり、コミュニティ形成に向けた暮らしに付加価値を生み

出す取り組みに努め、指定管理者としても事業活動しています。

イ 応募団体の業務における中屋敷地区センタ一指定管理業務の位置づけ

℃ 
三菱地所室＝§鐙グ5畳主ルス一盆ーロー盆プーム印盛ガ象ンF盛曜h衡人ゑ守p主吾をJ主ゑず命、、桂想怒：硲保うう謡－カカ議E。． 議ι 

i寸志聖？L、U号J、5~? 
CSR＜企業の社会的責任〉の向上

地区センター
街づくりの一環

畠同時 m在住事皇室営

当グループのスローガンは、「人を、想う力。街を、想、う力。」社員全員がこのカを高めることが当社の社会

的使命と感じています。マンション管理運営で滞ったノウハウと経験を基に「瀬谷区に暮らしてよかったJと

感じて頂ける地域コミュニティづくりを進めることが、責任ある街づくりと考えています。

千葉市「幕張コミュニティセンター」の指定管理者としての管理運営は岡市14施設中、当社のみがSラック

の高い評価を獲得しました。本施設には図書室もあり、予約システムを構築L」亘書室運蛍でも実績を挙げてい

ます。また東京都中央区7区民館においても順調な施設運営で、利用者の皆さまからも高い詞咽を頂いていまオ九

横浜市の指定管理制度は、他の自f併本に先駆けて導入され、行政・市民・指定管理者の関係性が緊密で、瀬

谷区の区政方針は、当社の指定管理業務の位置づけと合致しています。

指定管理者としての当社の経験をもっと広げていくことが、企業の社会的責任を果たすことであり、豊かな

仁
地欄士会の醸成に寄与すると考えて、指定管理施設運営の拡大を図っていく方針の下で、皆さまと共に良好な

コミュニティを醸成したいとの想いで中屋敷地区センターに応募しました。

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

現在管理運営している全 10施設名 所在都道府県市区名 業務開始年月 業務区分

花見川区幕張コミュニティセンター 千葉市花見川区 平成23年 4月 指定管理

中央区立京橋区民館 東京都中央区 平成24年 4月 指定管理

中央区立京橋プラザ区民館 東京都中央区 平成24年 4月 指定管理

中央区立銀座区民館 東京都中央区 平成24年 4月 指定管理

中央区立新富区民館 東京都中央区 平成24年 4月 指定管理

中央区立明石町区民館 東京都中央区 平成24年 4月 指定管理

中央区立八丁堀区民館 東京都中央区 平成24年 4月 指定管理

中央区立新川区民館 東京都中央区 平成24年 4月 指定管理

板橋区立リサイクノレプラザ 東京都板橋区 平成22年 4月 指定管理

足立区リサイクノレセンター 東京都足立区 平成24年 4月 指定管理

(1/13) ※A4版1ベージ以内でおまとめください。



事業計画書（2)

(2) 中屋敷地区セン合一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

仁 1 設置目的の理解条例にあるように地区セシターは、地域住民が自主的に活動し、スポーツ、レ

クリェーション、サークル活動を通して交流を深め豊かな暮らしを醸成するための地域の拠点です。

包 2 区政運営上の位置づけへの理解
l目指すはふれあいのコミユーアイ 中屋敷地区センター奈義II

瀬谷区は、“幸せが実感できる瀬谷づくり”を基本目標にあげ、「子どち・青少年の育成j「健康・福

祉の充実」「安全・安山のまちづくりJ「魅力の創出・区民協働の推進」の4つを目標達成に向けた

施策と位置付け事業や地域活動の担い手を応援しています。当社i士、各項目において地区センターの役割を次

のように考えます。

1 子ども：子育て支援ジ・孤に立あ防わ止せた＝今取学組校（、食捌育推或子進育、て介護安援予拠防点等、等）他を暗推進室と司明自富主霧語括動の促進
2 健康一：ライフステー

3 安全．地捌!15.災カの充実＃地域コミュニティ甜重成

4 魅力：地域資源の魅力を発信＝今地元農家とι漣皐イベントの罰百

＼ 当社は区民の暮らしに一番近い公共施設として中屋敷地区センターを捉え、目指す姿のキャッチフレ

ーズを「ふれあいのコミュニティ 中屋敷地区センター」とし、「確実な管理・丁寧で／~＼温ま忍サービス

を提供します」、「自主的活動をパックアップします」、「地域コミュニティを醸成します」を基本方針の三

本の往とし地域とともに「幸せが実感できる」瀬谷区を実現します。

イ 地域特性、地域ニーズ

ζ1  地域特性
瀬谷区の人口は125,326人（H27年1月）で、平成21年と比較すると I,596人（1.3%）減少しでいます。 65歳以上の

割合は 26.1%、と横浜市全体（22.9%）と比較して高齢｛凶警銃Jでいますロ 「広報よこはま瀬谷区版」の興味のある

分野は何ですかというアンケートでは、文化・スポーツ（68.4%）、領谷の魅力（59.2%）、健康（43.9%）が上位

を占めております。また、 「イベントに参加することによって人間関際主主作られるので、これからもどんどん参加し

て友人を増やしたしLJという区民からの意見もございました。

今後、シニア層のいきいきとした暮らしを実現レていく為にち、地域活動参加の機会創出が必要だと者

えております。

(~' L 2 地域一一ズの反映 アンケート等で把握した要望を踏まえ、自主事業や地域連携事業に注力します。

・生涯健康づくり活動傍観習慣、会育、介護予防等）

・シニア対応健康づくり等高齢者向け自主事業、「演ともカードJ提示による貸出冊数優遇

・地域コミュニティ醸成、地域連携に向けて

－世代間交流＝今ふれあいの環境づくり（娯楽コーナー・ロビー）、どの年齢世代の方も参加できる園曜重大会

・同世代間交流司子育て、高齢者等の仲間づくりを促す（歌声広場等申込不要な事業開催）

－地域交流＝今各連合町内会での活動や、地元農家と連携した事業を開催（まちゼミ〉学筋書集

－地主翼活動へのきっかけづくり司ポランティ7彊成、サークノL紹介月間、体験会等を新たに実施

・子ども、青少年が活用できる施設に＝今図書コーナー、学習室の手IJ用の促進

、・多文化交流＝今国籍の異なる居住者のコミュニティ形成を促す交流

ウ公の施設としての管理

公の施設として、関係条例・法律・佐様書等コンブライアンスを遵守l泥公平平等な管理運嘗を実施しますa

利用許可や施設貸出も、許可権限の責務を認識し、特定の団体による既得権的な独占利用のないよう公平平等

に行います。研修によるスタップへの意識啓蒙、接客対応を徹底し、老若男女、ハンディキヤyプ、職業、国籍

などにより差別や制限のないサービスをご提供します。区民に対し、有益な情報をタイムラグなく平等に伝達す

るように、施設掲示版や広報誌、ホームページ、新たにメノレマガを活用したリアルタイムな情報伝達を行います。

(2/1 3) ※A4版 1ペ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

1 人員体制・勤務体制

本部に指定管理者担当組織を設置して、財務面の責任を持ち、管理面、事業企画、緊急時等に支援し、安心・

安全な維持管理、活発な事業運営とともに安定的に管理運営ができる組織体制とします。

指定管理者が変更しでも、雇用を継続し職の安定を図ることは、指定管理者制度の課題となっています。当

社は、現従事者の継続雇用を図るように最善を尽くします。新規採用も可能な限り地域採用とします。

－館長、副館長、運営職員（各1名）＝今契約社員 1日8.5時間・ 1時間休憩 5日／週勤務 （有給10日／年）

－職員（9名）＝今パート採用 1日4時間 3日／週勤務 （有給5日／年）

－清掃員（2名）司パート採用 1日3時間（委託）

仁

・舘長不在日寺は必ず雷臓長か運営職 配置人員 時間帯 8 l時：，；.. 時 n時 I1時2! l時3i局”l，時5:E”喜IJ劇7i 18 '19 i 20 i 21122 
時 持l時時時i時

員を配し、責任者不在の時をつく 館長 回目～17：田

－＃耕
（正規）

りません。 副館長 問。。～21：却
｛正規｝

・館長または副館長、運営職員で早 職員A
9:00～13・∞（／｛ー＋｝

番・遅番の引継ぎ時間を設け業務 韓員B
9:00-13：田

や情報の確実な伝達を行います。
c，，ー＋］
職員C
（，＜ー＋）

世田～17：田
・通年開館を実施しながら、有給取 職員。
得等職員の労働条件や福利厚生 （，｛，ー＋） n回～21・∞

F も確保された働きやすく働き甲
職員E 日田町21・田
｛パート）

斐のある職場を実現します。 清掃員
8:00～11：由 E璽撃3（，＜－ー＋）

・交替職員に余裕を持ち、勤務時間

に個人事情を配慮する等女性の働きやすいシフトとします。

・本社に担当職員を配し、緊急時や職員の都合がつかない時等のパックアップ’体制を整えています。

2 優位点

c 本体制は、安定して働ける環境が整い、職員間の情報共有が図りやすく、自主的に行動しやすい体制です。

職員は、公の施設の職員として利用者視点に立ってサーピ‘スを提供し、事業企画・運営をしやすくなります。

他施設との館長会儀をはじめ、施設内においての職員会議 c S会議図書選書委員会事業検討会議

等をもち、 PDC Aシステムを確立し運営してまいります。

3 業務種別・業務内容
、職位与l 本業務内容～己 I C. "Ji.ご能力・置怨d

管理運富責任者 組踊菅畢謹宮蛭盟雷
館長 個人情報樺謹責任者 吏防読火サ管理ポー者ト・童普話遍救軽量貧音講習

－館長は、組織管理運営経験 5年以上の者を配します。
副首長 盟長代理・提理責任者 吏読サポート聾括経昌吉

・菖lj館長、！職員いずれかl名以上司書資格若しくは図書 防火管理責E音 店火管理置・昔遇措置命講置

室勤務3年以上の者を配し、図書コーナー責任者とし 彊富職員 副館長措置・自主事業責置害 イパント企画業活桂昌吉
図書コーナー貢圧音 陪火管理吉・晋遇担命講習

ます。
畳世事語・図書コーナー運宮覇員 自主事聾運宮・講師 市民活動等に興味F晶町の高い者

・公共施設を管理運営する責任感、市民活動に興味関心

のある方、コミュニケーション能力の高い方を配置します。

－館長、副館長に女性を積極登用します。

・障がい者採用を促進します。

(3/1 3) ※A4版1ベ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 個人情報保護等の体制と研修計画

r 1 個人情報保護その他の法令違守に関する体制

；保護体制

弘一一一一一一一一一一一一
・当社では、プライバシーマークを取得しています。当施設でも、本部の管理下で個人情報保護、その

他法令のPOCA管理マネジメント（計画・実施・チェック・見直し）を行ないます。

・本部に専門的な研修を受けた法令遵守絵括責任者を配置し、当地区センター等の各施設の統括をします。

・当地区センターでは館長を責任者として本部の統 「「 ! 一一可、一一…占＝＝・

活責任者と遠携した管理体制で個人情報保護、法

令道守を管理します。

1具体的な個人情報保護方法

施設の管濫軍営に必要最低限の情報を収集し、適正な

管理をして情報の保護に努めます。

一収集する個f人情報三
・利用団体登録手続き

・教室・イベント参加申込み

・講師、ボランティア情報

・職員情報

・図書貸出に関係する情報

層間覧会、
・紙媒体の情報は、ファイリン

グし、鍵付き書庫に保管

・電子データはサーパに保管

腫隈欝ザ三三
．取扱者の制限

・保管場所の施錠管理

・使用するパソコンは、外部ネ

ットワークからの腐離

• USB,CD等の媒体使用禁止

区；2職員の業務習熟、資質問上のための研修体制

！！？一一一一一一一一一一一一一一一
職員は、 「区を代行して公共施設を管理運営する」との認識を持って業務に習熟

し、資質向よを図り、地域の住民に良質なサービスを提供する人材の育成を目指し I止

た研修をします。

・職員の誰もが同一サービスを提供できるようにします。

・利用者の要望を捉えて改善を図れる人材を育成します。 当社研修施設

・新人でも、部署が変わっても迅速に安定した業務が行えるようにします。

｛研修体制

館長やlij!J館長を中心に，

実務研修を行ない、接遇、

個人情報、防災等は毎年全

員が受講します。事業企画、

法令道守等の専門研修や保

守管理、清掃、緊急時対応

等の維持管理・安全管理は

本部でパックアップし、本

部と地区センターで一体と

なった研修体制とします。

磁議議溺緩溜揚醸酒醐掘臨韓臓機櫨麗寝認謹璽
指定官理者制民地Eセ可ーの註置目的j菅理運宮方針、コ立方行7.1田含
ス（量令遵守．社会的責任期 ： フ＂ . ·•勺三 r 三」「 1 正

身元もなみや言葉遣い撞害利用者対応 1国

人権、人の幸雄性の理酔，尊重に台いて ー一 一 一ー 1田
高齢者・降がい者の立場に立ったサービス提棋 1回
ー詑知量の正しし、却識を，，，.古If.認知症のf.1'軍最寄の計r,;,,;iJ用しゃγ・・；由主

団主if！手方耳／：C¥'' ...己；ー一一、…二さにコιー

l血施設を見学して、制置性向上の取組砕を宇官 1田
空斡画の研鉱躍を事師として．時〈理堅守哩青空習揖 L宣言で
法令順守、社会的責臨均どコyブラ行？ンスを学習 一 1田

個人情報揮童話の基程掴謡‘惇謹の取組品在学習でど子3 ••＇＇，／宅一羽田セー
リスクマネジメノトの重要性、地震・大理4里見害を想空した緊急時対応方法 1国

書面・盟国による宣全確俄宇官 '.• 二＇._r;::＇＇：：＇七 三一円当困
L 一一一 一一一...,-,_ ~－一一··－--""・-・-""'・""---・----

AED提it.菅過酷命講習畳語訓障害緊急事態事態が尭生した想定で肪 1田
見訓轄

一世萌障や日常葉請で1;i：習得宵，w回れ屯r，菅理運営iζ品喜とされる 適宜
能力を亜宜研慎 一 一一… 〕

(4/1 3) ※A4版1ベージ以内でおまとめください。



事業計画書（3）ーウ

組織体制(3) 

緊急時の体制と対応計画

防災への取組の考え方

区の防災計画では、大地震等の災害が発生した時、瀬谷区は臨海部や都心部と比較して被害程度が

軽いものの人的被害、建物被害の発生が想定されています。地区センターの管理運営事業者として地

塚住民、利用者や職員の安全確保、地域への貢献等の役割を認識し、膿員は震災対策に関する知識や

技術の修得、市や県に穫極的に協力等責任を持って防災に取組みます。

ウ

1 

・日頃から、地域と連携レて防災体制の護備や防災訓練を実施します。

・保守点検、維持管理を還じて施設や設備の安全性を確保レます。

・災害時には、状況に応じて区と協議して被災者、まだ利用者や職員が安全に帰宅できるまでの

問、ロビーや和室、会議室などの揚所の提供も検討いだします。

三董地所コミュ二子イ本部

応援・主撞

門
川
間
州
問

U

口
問
間
同
州
出

有
抽
－
者
一
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持
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m
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一
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[ 2 施設設鯖の故障、事故、犯罪等の予防の計画や体制

［；＿~宇叩同一一一一一一一一一一一一一一
災害や事故、急病等の発生時には、即座に対応し、関係機関

の支援を仰げるように館長を責任者としだ緊急対応体制を構築

レます。

i；故障、事故、犯罪等を予防する具体的な計画 一一ー

日常から施設設備の故障、事故、犯罪等を未然防止に努めます0

・チェックリスト準備：保守点検、巡回を確実なものにします。

・保守点検：設備の故障を未然防止します。

・巡回設備異常、利用者状況内不審者等に注意じて行います0

・保守点検、維持管理を通じて施設設備の安全性を確煤します。

・研修・司I隙：故障、事故、犯罪への未然防止、発生時の対応に

ついての研彦、訓練を行います。

ぐ、

rr：｝事故71J.i害等の緊急時の体制及び具体的な対応計画

緊急対応マニュアルを整備し 緊急時対応体制を構築レて迅速に事故・災害等の緊急事態に対廊

c; 

て、毎年、言幅的に緊急対F詞l隙

を行いま七緊急事誕訪溌生した

場合には緊急日空対応責任者の指

ヱ温盛三知志します。

(5/1 3) ※A4版 1ページ以内でおまとめください。

実板橋区の当相旨定富里施設において、 AEDを使用l.Ac迅速な人命救助を行

ったことが東武消防庁より表彰されまvie。 (H26 
今後も安全・安l白dゴ取り組みを徹底してまいります。

i表敬訪問風景（区長と）
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事業計画書（4）ーアイ

(4) 施設の運営計画

ア 設置理念を実現する運営内容

？ ？ 地域コミュニティ醸成への取組み

単に施設を運営し、講座を提供するのではなく、常に地域コミュニティ¢醸成に寄与することを念頭に運営し

ます。職員は地域コミュニティ醸成のコーディネーターとして自覚し芦掛け・目配り・おもてなしを徹底します。

サークル活動のパックアップ lサークルのポスター作りや、参加希望者の紹介。サークル立ち上げ支援 l

地域の先生を自主事業講師に l自主事業に地域の講師の方を積極登用、「地域区民活動センターJ「コ

地域講師パンク新設 ｜ミュニティ・スクーノレ」とも連携

地域青報の収集、集約、発信｜区や市のお知らせ、町内会、市民活動団体等情報を収集、掲示・ホー

ムページ・新たにメルマガ等で発信、広報紙を地域ミニコミ誌的内容

に刷新

区の施策にち協働します ｜ 「瀬谷区環境行動推進協議会」参加、地域交流（写真展・図書特集）

ボランティア育成 ｜保育等ボランティア育成講座開催

よこはまシニアボランテイアポイントに参加（参加プログラムの整備）

2 地域の連携を促進させる取組み

・地域活動団体と連携．「瀬谷区民活動センター」や「コミュニティ・スクール」等、地域活動団体と連

携し事業計画を立案します。

・瀬谷区の魅力発見コーナー設置（瀬谷から見る富士山の写真、お店紹介、歴史紹介〉等

・夏休み子どもフェスタ（シニアから昔遊び伝授等子どもが楽しめる1日〉 店主君主主7tI 11梢？凡手手話すif望号
・他施設に出前講座．老人施設等に出前講座を実施します。 宮雲笠竪迄ネ2、副出

．学殺i童携ポランテイアや職業体験受け7入札児童．生徒の作昂展示 （勘白討重

－ 
．他の固本と連携：：頼足主区環境行動推進協議会と連携 Cl＆矯区よ足立区で環境啓

蒙施設のノウハウちi舌用レます〉

－地域活動に参加・「瀬谷フェスティJ'iル」や「せやっこ農体験」等地域の行事への参加を促します。

イ利用促進策

現状の利用状況を分析し、目標値を設定して計画を策定い四半期ごとに検証、改善します。

利用状況の分析 ー守司司令三三J三が計三ヅ利用促進策γ三γ•C, 'i5 ぷ二

地区センターを利用したこと l新聞の折り込みチラシ 町内会の回覧を利用

がない方がいらっしゃる。 I HPリニューアノレ（リンク先を増加，メルマガ配信）タウン情報誌掲載

采館者数巴標’ 116,800人｜地域商店のチラシ設置箇所を拡充 自主事業を充実

料理室の稼働率の1~迷 ｜料理室を利用した自主事業を開催（男の料理教室・チャレンジ親子クッキ

稼働率目標・ i3% ｜ング）日曜、祝日の最終コ？を2時間から3時間に延長 ~. 

図書コーナーの利用蓄の国閉じ｜新たf淵献立策演ともかト跡でプラス1冊貸出可能 川（各
施設の老朽化 I 5S （整理・整頓・清掃・清潔・挨）の徹底軽微改修 滞弘i
外国人の利用が少ない ｜区パンフレットの三か国語対応 ,,.'1~i 司

案内版の 3か国語表示、多文化交流事業の開催 Eドラムセyト（他施設例）

ドラムセット等の新規導入、大型ミラーの追加 ' 区一品二二
HPや館内掲示でサークル活動報告、ポスター及びれ ！藍~主筆墨
一覧表掲載、サークル立ち上げ相談 日E’11111.\k，~；：；；.；；ち言援

一
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支

一
性
の

一
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札
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足
一
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不
一
ル
一

の
一
ク
サ

ロ
凹
二
規

備
一
サ
新

来館機会の充実

平均稼働率目標 35% 

※体育室除く

日曜・祝日閉館時間延長

リサイクノレ広場の定期開催

夜間に自主事業を開催

(6/1 3) 
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事業計画書（4）ーウ

(4) 施設の運首計画

ウ 利用料金の設定について（※地区センターのみ該当）

料金変更、時間枠の変更！こ関してはよく所管課と協議レ、利用者に周知する期間を十分設け実施します。

1 料金設定の考え方

特記仕様書記載の利用料金を基本とし、下記の表のような料金体制で実施します。

利用促進、稼働率向上の観点から割引料金の適用時間の一部拡充を提案します。

初年度は、混乱を避けるため、従来と閉じ料金設定とし、 2年目以降、所管課

と協議の上、よりサービスを拡充しますD

［料金表］

部屋名 利用時間！ 今 ι 利用料金 1 利用定員

小会議室 480円 1 8名

中会議室
1コマ3時間 1, 080円 48名

/J＼＋中会議室 9～1 2日幸 1, 560円 66名
音楽室

1 2～1 5時 780円 1 6名

工芸室
1 5～1 8時

420円 1 2名

和室
オ8～21時

450円 オO名

料理室
※料理室は

680円 30名
体育室（全面）

1コマ2時間
2. 01 0円

に 2 料金設定の新提案

1 ）日曜日・祝日の閉館時間を 18時までとします。

（理由）・日曜、祝日の閉館待聞を 18時までにすることで、料金設定の2時間枠がなくなり明解な料金

設定となります0

・利用者の皆さまにより利用しやすい施設を目指し、開館時間を延長します。

・平日、お仕事で利用しにくい利用者の皆さまにより利用しやすい施設をご提供できます。

・中屋敷地域ケアプラザは、日曜、祝日も 18時30分まで営業しており、延長は可能です。

2）日曜、祝日の料理室の最終コマを 15～18時までの3時間とします。

（理由）・日曜、祝日の閉舘時間を 18時までに延長することに伴い、 2時間単位の料理室を同一金額で

1時間延長してお使い頂きます。

－稼働率の低い料理室の利用促進につなげます。

3〕スタンプカード導入

体育室fill]人利用者 1回の利用で1スタンプ、 10個貯まると1回の利用をサービスします。

（理由）・気軽に足を運んでいただき、体育室と料理室の

利用を促進するため

－施設のファンを創るため

・高齢者の健康促進に、来館機会の増加のきっかけ

づくりのため

・本制度は他施設で実施しており、来館者からの

評判が良く、利用増加につながりました。 !if当社がキャラクターを作成し公募で名前をつl
；けた「まこちゃんJサービスとともに好評ですU

'(7/13) ※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

利用者ニ｝ズは、年代や立場、手（周目的で様々です。普段から職員全員、利用者の声を伺い活塞に対応しま七

ご意見・割情・ご要望の対応責任者を配し責任持って対応します。

・年代や立揚、利用目的で様々なニーズを偏らす溜援するように意慰収集の方法・対象・件数等割曜します0

．業務経験に基づき本部が苦情対誌7 ニュア／レを整備します。

ご意見・要望・苦情地必す可哉員全員で「お客様ノートJ「ミーティング」で情報共有し、速やかに対応・改善

を図り施設運営に反映しま士一

・「ご意見シート」に記録し、対応結果と経緯を、掲示，広輔氏・ HPで公開、区にも報告します

・本社のパックアップ体制を確立して所謂クレーマーへの対応等は組織的に対応します。

『利用者ニーズを捉える手法一

意見収集機関.'.c ・,' 

主丘三宮＝ニ＝＝＝＝＝＝＝＝＝二E司

ご意見を事業に反映する仕組

地区センター委員会、利用者会議

アジケート・ヒアFジグ
事業参加者アンケート（事業ごと）

利用者アンケート（2回／年）

但 雪墨
地域住民ヒアリング (1回／年）

ご意見収集 に司・－ ,. ., . ', '.:-

ご意見箱 （複数設置）、貸出時チェy

夕、ン」ト開閉者のコ〆ント記入欄付き）

ご意見メール・電話・お客様ノート

ペ瀬谷区実施の各種区民アンケート

オ 利用者サービス向上の取組

;: 1浬蛍唄法タ改善
区と協議し、サービス向上に向けて運営方法を改善します。

・開館時間の延長： B曜、祝日ち 18時まで営業します。（区と協議して実施）

．電話・ FAX・ホームベージからのお申込みを受付けいたします。

喜

・部屋の貸出時にご意見欄付きチェ yクシートをお渡しし、利用者ニーズを積極的に伺い

ます。

~；；；三主記＝＇－＂＇
主主主器曜日＇，
・＝宮岩Eι

望室：警手；
竺竺1坐土胆＠旬；：；cょ＝二一 j

・広報紙をA3両面に拡充。地域情報を盛り込んだミニコミ誌的紙面構成にします。

2 新たなサービスの実施

・体育室及び料理室用スタンプカード導入〔所定回数の利用で1ロサービス），

・囲碁（4萄→10面｝、将棋（6面→10面）の盤を追加します。

・和室の利用促進を図る為に、椅子とテーブルを導入します。

. ；＇震とも力ードご提示の方に図書貸出冊数を 5冊に増やします。

．託児付き事業を開催します。

・メノレマガ配イ言。講座情報を迅速にお伝えします。

カ ニーズ対応費の使途について（※地区センターのみ該当）

当社は民間住業でありますが、指定管理者として利益を市民に還元し、地域ζ貢献します。

jミニコミ誌的構成
広報誌（他施設例）

睡島畠晶昼
間霊E『抽~言語「盤

、引が事

センターまつり等地域交流事業に充当します。また老朽化した備品の取替、新現繍＆購入、図書の購ス等に充当し

ま七和朗者アンケートに改善要望¢設問を設け、記載の多かった事項判昔品にも充当して行きます。

(8/1 3) ※A4版 1ベージ以内でおまとめください。
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市は平成25年3月に横浜特別自治市大綱を策定、「特別自治市」を目指

し、「人ち企業も輝く横浜」をスローガンに様々な施策を実施します。指

定管理者として、「市を代行しているJことを認識して市の方針、重要施

策を踏まえて地区センターを管理運営いたします。

当社は、「安ii!,＼で快適な生活環境を創造し、豊かな社会づくりに貢献し

ます。」を企業理愈とレて「社会的責任」を果たよう努めており、情報公開、人権尊重、環境への

配慮をレ、市内企業の活性化など市の霊要施策に寄与するように企業活動をしてまいります。

［遁~盆L一一一
・市民の知る権利を尊重し、横浜市「情報公開に関する標準規定Jに準拠して「情報公開規定」を作成

し、適切な対応をいだします。

・施設の運営方針、運営状況、アンケート結果等に関しても掲示、ホームベージ、資料のファイリング等

複数の方法で公開します。

f込宝盟国
性別・年齢・障がいの有無・国籍等で差別のない様、公平・平等に対応します。

・ノー7 ライゼーションに毘慮した施設掲示／授乳スペースの確保／国際交流事業実施／障がい者

雇用を積極的に進めます
1環視スローガンロゴマーク

~！環境への配慮
三菱地所グループの環境スローガンは「衝の力を地球のカに」環境

環境スロー刀ンにこめた＂＂

教育として職員にエlコ検定の受験を推奨していますロ l当社環境スロ｝ガン川正五夜

よこはまエコアクションの様々な具体案「横浜みどりアップ計画」「ヨコハマ一一一一

bブラシ」を地区センターでも実践（ミニピオトープ等右実施例）

・グリーンカーテンを市民参加で育成／リサイクノレ消耗品購入／エコキャッフ彊動

じ ｜ 日市内企業発注

安市向中小企業を応援します女、 'M ミニピオトープ

当社は、横浜市内の事業活動を通じて市内の中小企業の発展にこれまで採り組んで来ました。

管理運営業務に関連する業務の発注、備昂・消耗昆の購入は、市内の中小企業を優先レます。

委託業務（設備保守管理業務・清掃業務・警備関連業務・修繕業務〉は市内中小企業主正優先レます。

ι女性の活躍 一一一
横浜における女性の活躍は、多くの実績をあげています。当社も館長・国l館長に積極的に女性を登

用します。職員の地元採用を優先し、女性の雇用を促進、また働きやすい環境を整備します。

民間盟璽坐竪ι
市民の視点から市の具体的施策に貢献する取り組みを行います。

・よこはまシェアボランティアポイントに参加 ・演ともカード持参者へ貸出冊数増加

．ょこはまウォーキングポイントのポイントリーダー設置

－横浜市民読書活動推進計画を反映した図書コーナー運営

(9/1 3) ※A4版1ベージ以内でおまとめください。
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(5) 自主事業計画l

:. 1考え方

事業計画書（5)

「~二コ五五的の「地域コミユニ引高石了高五五五万五百石豆妄！
いを実施します。これまでのニーズの高い事業l土継続し、さらに利用者ニ｝ズを反映して拡充し、年代べ f 

l目的、興味・関心が偏よらず誰でも参加し、交流でき、新しく地区センターを利用するきっかけ作りと i
I る幅広いジャンルの事業を展開します。 一 • I 

・三つの交流（同世代交流・世代間交流ー地域交流）をテーマとした自主事業を実施します。

・センターの設置目的に沿い、「学びの講座Jとセンターまつりの様な「集いの事業」を実施します。

．学校連携事業を新たに展開します。

・費用は、ほぽ実費徴収とし参加しやすい価格設定にします。

－稼働率の低い部屋や時間帯を利用し、他の利用者に支障をきたしませんo

L 2特徴 1

・企業の CSR部門との連携した事業を開催します。

※実施例： PC分解講座（PC内部の仕組みを理解し資源の再利用を学ぶ）

・スマホ便利講座等、営利目的でないことの配慮の上、近隣企業、民間企業の講座も取り入れます0

・福祉施設や保育園等来館が困難な方には、出前講座を開催します。

－研修を受けた職員はコーディネーターとして、自主サークノレ立ち上げを支援します。

・自主事業計画シートを作成し、企画時に評価ポイントを設定し、実施後に振り返り、改善に努めます。

・近隣の学校や区内の施設、瀬谷フェスティパノレ等、地域と連携した事業を実施じます。

c . .9＿独自性三
・授賞firのあ0職員、研修により技術を習得レた職員、自らが講師となって事業を開催します0

・当社他施設で好評の夜間講座（ナイト寄席）や男の料理教室等、を開催します。

・講師は「瀬谷区蓄の先生」等地域の方を積極登用、地区センターに地域講師パンクを新設し、

地域コミコニティ醸成C繋げます。

・地区センタ一所属のサークルや近隣の教育施設にもllWびかけて、世代間交流・地I或交流が促進で

きる子どもフェスタを開催します。

－音楽活動をしている地域の方の発表の揚として「あったか瀬谷コンサート」を開催します。

c,: I ,: 4実現性 l

まず利用者の声を伺い既存事業を継続し、次に本部職員の指導の下で、他施設の実績を反映させ新事

業を展開するため高い実現性があります。

26年度当社の運営する幕張コミュニティセン．ター（千葉市評価Sランク〉では26事業実施。

下記に新規実施予定の一部を示します。具体的に提案する自主事業は様式3をご参照ください。

事業名 対象 目的 内容・特色

裂き織りぞうり作り教室 一般 地域交流 自主活動支援 裂き織りぞうり作り講習

あなたもこれから収納上手 般 地域交流多文化交流 収納技術を専門家から学ぶ

元気が出るメイク術 一般 世代間交流 元気になるメイク術を学ぶ

ナイト寄席 一般 地域交流夜間稼働率向上 落語愛好家の上演

交通安全教室 子ども寸主 士協校流イ出超短藍携 運送会社出前講座

初めてみませんかボランティア 子ども一般 地車問舌動のきっかけづくり 各種ボランティア骨歌

レッツ昔あそび 子ども一般 世代間交流 昔遊びをシニアから学ぶ

ファミリーコンサート 子ども寸空 地域交流 ？？さんパンドコンサート

回数

4回

2回

1回

1回

1回

随時

4回

1回

(10/13) ※A4版 1ページ以内でおまとめください。
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(6) 施設の維持管理計画

地域の人々が「ふれあいのコミュニティ」として親しみ、気軽に立ち寄り、いつまでも長く、気持ち

よく安心して活動・交流できる施設を目指して維持管理します。

1 者え方

マンション維持管理で培った当社ノウハウを適用し、利用者が快適

で安全・安，11，に利用できるように計画的に刻率よく維持管理します。

＠作業時間や作業腹序等の作業方法を見直し、刻率｛じを図ります。

・維持管理マニュアノレ、チェックリストを用いて確実に行います0

・利用者の視点から作業内容・方法に工夫をします。

・設備、機器の点検、予防保全に努め、維持管理費用を削減し、また

長期保全計画に活用しますロ

2＂作業（作業内容、作業頻度〉

清掃、点検、巡回は日常、定期に区分して行い、適正な維持管理、予防保全に努めます。

・作業の特性に応じて、作業内容・作業頻度を検討し、年間計画を立てて実施します。
ぐ

日当社社員が指定管理施＝

；で点検している様子

・空調機器、昇降機、自動ドアの保守点検・修理については、原則市内の専門業者に委託します。

・毎年、簡易建物診断を実施し、市と協議して建築物の保全措置を講じます。

・休館日に定期清掃を行う等、利用者に不便が生じないように配慮します。

」 3 作業体制

璽霊童霊議選櫨襲撃翠醸
号越頃＂＇つ：，： s陪宇野：坂長；：主ミ三ι：志向三三！三：子必至7三？三ア

(: 

消防E愛情需守

エレベータ保守

自動ドア樺守

｝自軍用量'l:tl実情保守

')ii涜官酒装置時守

d令昨J京揖器保守

窓気調和等開通控器保守

桔排水商隼柑器保守

監覗制却設糟龍守

，，令瞳罵措器開留保守

自軍用電気工作物保守

エレベーター保守摂理時基準法12長4喧拍車用者横含む

，，自動ドア樺守 h 一＇,,i, 
〉自北器具
語耳灯
非常害報設輔｛掠通話情1
8動火諜報知設惜
カ’ス漏れ此災報知註惜

非常用車官曜日点積、県守

非常灯、防災電踊用由直読電掴設輔の点権保守

眼目靖湛水槽‘今冷却培寄由点揖

ファンコイルユニット、空調用ポノブ等点帯、保守
一一ー一一？ザーー一

守保

守

免

時
点

肱
曙
一
点

J
4

等

主

置
置

醤

高

刷

出
～
踊

主

監
ホ

究

費

中

置掴鹿島毎君臨謹選器瞳橿臨

日 ι＇1回／月＇ f, 
ァ二一ニτJ,cニコ云竺テ之 三二三二

十 J～ ） 七2田ノ年 ' 
ぃ 一一一一九岳山一ームー

2"'1／年
マ J

－ ι』

2回／年

一
日
一
眠
時
一
蹴
一4 一一

ι 一 － 一」一一 " 一今

適時一

GHP点桔室晴

会ニュ

年2田
' '"J;t自ゅー

' イ何年1回一

点検、清掃等幅広く対応するように副館長を維持管理責任者とします。

・維持管理責任者は業務の効率化方法を検討して定期清掃、定期点検等を専門業者に委託します。

・委託業務は、社内の委託基準に基づいて複数の業者から見積もりを取り、コストのj!,l;減、業務水準の

維持に努めます。

・業務終了後は報告を受け、確認、し、また不備な点を指摘して、業務の水準を維持します。

運営スタッフは、日常の館内・館外の点検を担当するほか、館内の大きなゴミを処理する等で清掃

業務を助勢します。

白票用電車工作物の需宮菅埋聾器

(11/13) ※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（収入計画）

ア 収入計画の考え方について

1 基本的な考え方 単位｛平向1

28年度の指定管理料上限額と予算 26年度収入 項目 128年度上限諒I28年度予算 j差額
l指定菅理科｜ 35.743 ! 35.380 l -3631 

実績を表に示します。利用料金収入と自主事業収入

は当社独自の取組みにより、収入増を見込んでいま
項同 26年度実績 I28年度予算 i差額

利用料金収入 3.107 I. 3.270 I 163 

す。 自主事業収入 743 I 1.000 I 257 

．［主な取組み］
各怯 ]. 1.437 I 1.500 I 63 
合計 5.287 I 5.770 I 483 

－稼働率の低い部屋の利便性を図ります。

・子育て世代が参加しやすい保育付き自主事業を開催します。

－今後、さらに増加するシニア世代向けの自主事業を拡充します。

－仕事帰りの社会人や、子どもが成長して手が離れた主婦等を対象に、関心の高いテ｝マを取り入れ

た自主事業を開催し来館のきっかけとします。

・広報活動の充実をはかり、地区センターを利用したことのない方へ新規の利用を働きかけます。

（ 2 特徴

－利用料金収入の金額は 26年度の実績を基に目標値として、設定しました。

・利用料金収入と自主事業収入の増額分を原資として指定管理料を縮減しました。

L 3 独自性

－利用料金収入の設定金額を基準額として、その金額を超過した場合は、超過分の50%を

横浜市瀬谷区に還元します。

・弊社の保有するネットワークを活用して、従来、あまり

地区センターを利用していなかった方々にも利用を

働きかけ、有料施設の稼働率向上を図ります。 利用料金収入
－他施設でのノウハウを活かした取組みで地域の方々の 3.470千円

来館のきっかけをつくります。

4 実現性

従来の管理運営の継続を基本として、自主事業の拡充、サ｝ピス向上を計画しています。従来から

の利用者の利用増加と、当社の取組みにより幅広い年代の方の利用が新規に増えると見込んでいます。

（： 
従って、実現性の高い収入計画としました。

イ 増収策について（※利用料金収入l立、地区センターのみ該当）

L 1 利用料金収入

利用者サービス策、自主事業の拡充と共に地区センターの認知度向上を目的として、広報誌（毎月

発行）やチラシを町内会（回覧） ・公共施設・教育機関等へ配架し、周辺住民への周知を図って参り

ます。それによって、新規利用者を獲得し、稼働率の低い時間帯である午後及び夜間の有料施設の稼

働率を向上して、 28年度には利用料金収入の 5o/o (26年度比）の増加を目指します。

2 自主事業収入

従来からの自主事業は原則として継続しますが、そのうえで、当社で、指定管理者として管理運営

しているコミュニティセンターでのノウハウを導入して自主事業を段階的に拡充します。それに伴っ

ーて、自主事業収入が増加し、 28年度には 1,100千円の収入を想定しています。

3 雑入

雑入は、自販機収入・コピー代・カラオケ使用料等の収入からなり、利用者数に比例すると予測さ

れます。 28年度の利用者数の目標は 116,800名（26年度比約 5o/o増）としました。従って、雑入も28

年度には 1,500千円（26度比 5o/o増）を目指します。

(12/13）※A4版 1ページ以内でおまとめください。



事業計画書（7）ウ

(7) 収支計画（支出計画）

ウ 支出計画の考え方について

: .1 基本的な考え方 単位（干円）
26年度の支出実績と 28年度予算を表 項目 I 26年度実績 28年度予算 差額

に示します。人枠費は当社水準による積 人件費 21 .1 75 19.523 向 1.652

算では、大幅な縮減となっていますが、 事務費 2.490 2,583 93 
事業費 1.610 1.574 同 36

事務費では広報活動の充実を、事業費で
管理費 11 .206 10.453 ー753

は自主事業の拡充のため予算を増額しま 公租公課 1.849 2.969 1.120 
した。 事務経費 1.881 2.958 1.077 

ーーズ対応壷 i 1.230 1.090 ー140
合計 41.441 41.150 -291 

じ 2 特徴

サービス庖上、広報活動の充実に経費を増額する中で他の項目の経費の抑制を図ります。経費総額

（： 
では、 26年度実績と比較すると、企291千円縮減レましだ。

・人件費は、従来の常勤職員の勤務時間に比べて当社が配置する人員は 30分長い勤務時間になります。

それによって、管理運営に携わる時聞が長くなるため開館準備や引継ぎにもゆとりをもって勤務す

ることができます。人件費総額は勤務時間延長と賃金上昇分も含んだ設定としています。

－当社ではシニア世代の雇用創出を目的として、その世代の方々を積極的に採用しています。さらに、

ノミート社員の効率的な採用を行うことにより、人件費を抑制し経費総額の縮減を図ります。

・事務費は、広報活動にカを入れるため新たにホームベージを立ち上げる費用を計上しました。自主

事業の告知、サークル紹介やサークノレの活動報告の掲載、毎月発行の広報誌もダウンロードできる

ようにするなど、利用者の利便性とサービス向上にカを入れています。

・管理費では、光熱水費及び維持管理に係る経費は前年同程度の設定としています。しかし、光熱水

費使用量の抑制に積極的に取組み経費節減も実現してまいります。

・事務経費は、当社基準に基づいた本社経費を計上しています。

3. 独自性

事務用面の調達コストを縮減レます。

（； ・事務用品、パソコン及び複合機においては本社一括で契約する三とで調達コストの縮減を実現しま

す。その他、ケアプラザとの協議が必要となりますが維持管理に係る委託先を当社と多くの取引実

績のある会社へ切り替えることによって、大幅な経費縮減が実現できる可能性もあります。

L 4 実現住

毎月、本社と館長との閑で経理データを基に予算執行状況表を作成し、収支を把握しますロまた、

光熱費については毎月の使用量をグラフ化して、職員会議で活用することで節約意識の徹底を図り、

経費縮減をはかりますロ

5 利用者サービスや修繕費などへの経費配分の壱え方

利用者にかかわる経費については、サービス向上を目的として、予算を増額して配分しました。修

繕費については、サービスに支障が発生しないように 26年度実績を上回る予算としました。もし、予

算を超過しそうな場合は、他の項目の予算を圧縮するなど工夫して対応します。

収入計画の独自性でも記載のとおり、利用料金収入の超過分は横浜市lこ還元しますが、用途は施設

の魅力アップのための信田購入や必要な修繕等、利用者に還元します。

(13/13）※A4版1ベージ以内でおまとめください
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横浜市中屋敷地区センター自主事業計画書

団体名 三菱地所コミュニティ株式会社

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

参加費 講師謝金！ 材料費 その他③一人当たり参加費
から充当

学びの講座（世代間交流） 一般

地域の達人によるリレー講座 20人 45,000 45, 000 。 45, 000 。
（全B回） 。円

学びの講座（世代間父流） 幼児・保護者

おはなし会 10品丑 41, 000 5, 000 36,000 。
（全12回） 300円

学びの講座（世代間交流） 一般

パワーアップ体操 50人 324, 000 124, 000 200,000 220, 000 104, 000 
（全40回） I, 000円（10回分）

学びの講座（向世代交流） 一般

ゆったり・ふれあい体操 50人 324,000 124,000 200,000 220, 000 104,000 
（全40回） I, 000円（10回分）

学びの講座（同世代交流） 一般

季節の寄せ植え 20人 105,000 15,000 90,000 15,000 90,000 
（全3回） 1, 500円

学びの講座（同世代交流） 一般

裂き織りぞうり作り教室 20人 40, 000 。 40,000 24, 000 16, 000 
（全4回） 500円

学びの講座（同世代交流） 一般

苔玉を作ろう！ 20人 10,000 4, 000 6, 000 5, 000 5,000 
（全1回） 300円

学びの講座（同世代交流） 一般

親子で楽しむリトミック 20車E 62, 000 2, 000 60, 000,. 48, 000 14,000 
（全6回） 500円

学びの講座（同世代交流） 一般・子ども

レッツ昔あそび 20名 20,000 20, 000 。 16, 000 4,000 
（全4回） 0円

学びの講座（同世代交流） 親子

親子で行く工場見学 20組 5,000 5, 000 。 。 5,000 
（全1回） 。円

学びの講座（同世代交流） 一般

みんなで歌を楽しみましょう 30名 45,000 27, 000 18,000 33, 000 
（全日回） 100円

l口'- 計
1, 021, 000 650,000 。

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

(1 /4) 



（様式3)

横浜市中屋敷地区センター自主事業計画書

団体名 三菱地所コミュニティ株式会社

①募集対象 自 主 事 業 予 算 額

事業名 ②募集λ数 収入 支出
総経費

参加費 講師謝金｜ 材料費 その他母一人自たり参加葺 から充当

学びの講座（世代間交流） 一般

あなたもこれから収納上手 20人 12, 000 。 。 12,000 。
（全2回） 300円

学びの講座（世代間交流） 一般

元気が出るメイク術 20〆、 10, 000 。 10,000 5,000 5,000 

（全1回） 500円
学びの講座（世代間交流） 一般

シニアスマートフォン教室 20人 。 。 。 。 。
（全2回） 。円

仁 学びの講座（世代筒交流） 一般

廃油で作るエコ石鹸 20人 10,000 2,000 8,000 6,000 4, 000 

（全1回） 400円
夜間講座（世代間交流） 一般

ナイト寄席 30人 15,000 。 15, 000 15,000 。
（全1回） 500円

夜間講座（世代間交流） 一般

仕事帰りのヨガ教室 10人 13, 000 3, 000 10, 000 12,000 1, oo・o 
（全2回） 500円

中屋敷クァキングスタジオ 一般

季節のおもてなし料理 20人 80, 000 。 80,000 20, 000 60,000 

（全4回） 1, 000円
中屋敷クッキングスタジオ 一般

男の料理教室 16人 21,000 5, 000 16,000 5, 000 16,000 

仁
（全1回） 1,000円

キッズチャレンジ講座 小学生

なかやしきかがくクラブ 20人 21,000 3,000 18,000 15, 000 6,000 

（全3回） 300円
キッズチャレンジ講座 小学生

こども料理教室① 20人 26,000 14,000 12,000 10, 000 16,000 

（全2回） 300円
キッズチャレンジ講座 小学生

，， 

こども料理教室② 20人 26, 000 14,000 12,000 10,000 16,000 

（全2回） 300円
ぷ口〉、 計

234, 000 181, 000 。
事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

(2/4) 



（様式3)

横浜市中屋敷地区センター自主事業計画書

団体名 三菱地所コミュニティ株式会社

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

参加費 講師謝金 l材料費 その他③一人当たり参加費 から克当

キッズチャレンジ講座 小学生

クリスマスグyズを作ろう 20人 8,000 4, 000 。 5, 000 3, 000 
（全1回） 200円

キッズチャレンジ講座 小学生

うどん作り教室 20人 26,000 18, 000 8,000 12, 000 14, 000 
（全1回） 400円

キッズチャレンジ講座 小学生

紙漉き体験教室 20人 " 6, 000 。 6,000 3, 000 3, 000 
（全1回） 300円

(~ キッスチャレンジ講座 小学生

パソコン分解講座 20人 30, 000 26, 000 4,000 30, 000 。
（全1回） 200円

キッス、チャレンジ講座 小学生・保護者

親子でソフトYーラン体験 15組 12,000 12,000 。 12,000 。
（全1回） 。円

キッズチャレンジ講座 小学生

折り紙ワークショップ 20人 8, 000 2,000 6,000 5, 000 3, 000 
（全3回） 100円

キッズチャレンジ講座 小学生

地元高校生による親子で作る 20人 30,000 。 30, 000 。 30,000 
お正月の寄せ植え （全1回） !, 500円

キyズチャレンジ講座 小学生

天体望遠鏡づくり 25人 200,000 125, 000 75, 000 100, 000 100, 000 
（全2回） !, 500円

つどいの事業（地域交流） どなたでも

あったか瀬谷コンサート 20名 45,000 45, 000 。 45, 000 。
（全2回） 。円

つどいの事業（地域父流） どなたでも

ファミリーコンサート 20人 30, 000 30,000 。 30, 000 。
（全1回） 。円

地域交流事業（地域交流） どなたでも

振込詐欺から身を守る 20人 。 。 。 。 。
（全1回） 0円

i口込 計
395, 000 129, 000 。

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

(3/4) 
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横浜市中屋敷地区センター自主事業計画書

団体名 三菱地所コミュニティ株式会社

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 1',~;"",c~.. I －参加費 講師謝金 i材料費 ！ その他⑨一人当たり参加費

地域交流事業（地域交流） 子ども・保護者

交通安全教室 20人 。 。 。 。 。
（全1回） 0円

地域交流事業（地域交流） どなたでも

災害から身を守る 20名 。 。 。 。 。
（全1回） 。円

地域交流事業（地域交流） 18歳以上

始めませんかボランティア 20名 。 。 。 。 。
（全日回） 。円

（ 地域交流事業（地域交流） 中学生以上

学校連携事業 20名 。 。 。 。 。
（全3回） 。円

地域交流事業（地域交流） どなたでも

マンション管理相談コーナー 自由参加 。 。 。 。 。
（全2回） 。円

地域交流事業（地域交流） どなたでも

囲碁大会 40名 50,000 10, 000 -40, 000 10, 000 40, 000 

（全1回） 1, 000円

ムロ 計
50, 000 40,000 。

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

(4/4) 



（様式4)

横浜市中屋敷地区センター自主事業別計画書（単表）
団｛本名 三菱地所コミュニティ株式会社

0目的
地域との交流、地区センターの認知率向上

麟襲撃聾麟鶴轟轟轟轟輯盤聾欝謹輔聾覇欝聾盟関覇軍欝輯

0内容
地域の達人による｜ 地元であることに精通した方を発掘して、熱く語っても

Dレー講座 ｜ らったり実践していただきます。中屋敷の歴史に詳しい
方や映画通、コーヒ一通などです。

年B回

醸欝襲襲聾購櫨欝欝離離欝鶴麟覇曜寵謹鱒騨輯韓轟轟轟轟醸韓麓理顕盟国

c 
0目的
概ね3才～就学前の子どもと保護者の方を対象に、ふれ
あう機会を創出することにより、保護者同土やお子さん
同士の交流の場とします。

0内容
幼児向絵本の読み聞かせや紙じばい、簡単な工作等を行
います。

おはなし会

年 12回

醸轟轟轟盤輯撞轟醸轟轟轟轟轟轟欝盤麗謹輯輯聾輯轟轟盤輯離麓題欝哩輔｜

f＼」

0目的
体操を通じて健康づくりと仲間づくりの場をつくり、
いきいきとした地域での交流の輸を広げていただきま
す。

パワーアップ lo内容
体操 ｜ 筋肉を鍛える体操やストレッチでなまった体を鍛えま

すロ

年40回

臨欝嚢議離襲覇罷麟謹鞠麟鱒麟麓襲曜聾欝韓欝輯輯撞欝輯離盤覇翻麗麟富農！
0目的
体操を通じて健康づくりと仲間づくりの場をつくり、
いきいきとした地域での交流の輸を広げていただきま
す。

ゆったり lo内容
ふれあい体操 I パワーアップ体操とは異なり、ヨガの動きなど取り入

れ、つまさきとかかとの運動、ひざ上げの運動、後ろ脚
上げの運動、スクワット、ツイスト などの内容で、つ
まづき防止やすばやい動きの維持に繋げます。

(1/10) 

年40回
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（様式4)

横浜市中屋敷地区センター自主事業別計画書（単表）
団体名 三菱地所コミュニティ株式会社

瞳離謹護霊轟轟轟聾聾輯轟轟轟轟関蕗関轟轟轟購轟轟轟輯輯聾寵麓聾醤曜l
0目商
狭いスペースで色々な花が楽しめる寄せ植えのやり方
を紹介し、春、秋、冬の主婦層の来館促進イベントとし｜ 5月、 10月
て楽しんでいただきます。 I 1 2月

O内容
季節の寄せ植え｜ 季節を感じる寄せ植えのやり方を学びます。

＼ 

臨轟轟寵鱒費量瞳轟輯瞳轟輯購購覇輔聾謹醸輯轄輔轟轟聾輯轟轟轟轟麗轟｜
0目的
家で使わなくなった布を使用して、ぞうりを作る教室。
「もったいない」という意識と物を作る楽しさを体験
してもらいます。

裂き織りぞうり lo内容
作り教室 ｜ 家で使わなくなった布を持参していただき、ぞうりを織

り込んで作ります。

年4回

臨重量藍遡霞璽霊藍謹翠皇警護費藍E買主要腎宮司医争fJzf［＇；！龍司
0目的
普段ではあまり経験出来ない苔玉作りに挑戦していただ
き、夏むけの主婦層の来館促進イベントとします。

0内容

B月に1回

(/ ｜苔玉を作ろう！ ｜ 土と苗を用意して、鑑賞用の苔玉を作ります。

麟轟轟轟轟鱒麟轟轟轟轟轟欝聾覇瞳聾轟謹盟轟鱒聾瞳輯盤輯聾霊櫨覇盤融｜
0目的
身体的、感覚的、知的に優れた子どもたちの育成を図り
ます。

親子で楽しむ lo内容
リトミック ｜ 楽器を演奏したり、身体を動かしたり、音楽を通して楽

しくわくわくしていただきます。

(2/10) 

年6回
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横浜市中屋敷地区センター自主事業別計画書（単表）
（様式4)

団｛本名 三菱地所コミュニティ株式会社

麟盤盤襲襲！盤輔盤欝輯購髄撞輯輯輔輯醒醸麟韓関
0目的

シニアの方が子どもに昔はやった遊びを伝授することで
世代聞の交流を行います。 I 年4回

レッツ普あそび
Jo内容

地元等のシニアの方に来ていだだき、子どもを対象に
ベーゴマやお手玉、いろはかるたなど今のデジタル世代
では味わえない遊びを楽しみます。

麟盤輯轟！輯難翻盤輔輯麟麟輔騨聾輯輔麟瀧瞳輯！
0目的
地域のこと、社会のことに輿味をもってもらうことを目
的に親子対象に工場等の見学を行います。

親子で行く Jo内容
工場見学 _/ 航空機の機体工場や、車両基地等の見学会を実施しま

す。

7月

麟麓鰭轟電離離輯輯輔関関購輯騨購輯静輔醐輔lj
0目的

みんなで歌を
楽しみましょう

好きな歌を歌って、健康維持と地域の交流に役立てま
す。

0内容
地域の皆さんとカラオケを楽しみます。

年6回

麟鰭襲韓欝鶴欝韓麓髄鱒轟轟醸醸難鑑謹額融韓関欝韓関轟轟轟｜
0目的

あなたも
これから収納

上手

女性の来館促進を目的に女性の悩みに応える教室を企画
します。

0内容
主婦には大きな悩みの収納方法について、先生の指導の
下、そのヒントを学びます。

(3/10) 

年2回
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（様式4)

横浜市中屋敷地区センター自主事業別計画書（単表）
団体名 三菱地所コミュニ子イ株式会社

轟轟襲警鱒鱒輔鱒轟覇欝襲撃聾瞳躍罷璽覇轟轟韓轟輯轟輯聾罷覇翠題曜｜
0目的

元気が出る
メイク教室

地域の人との交流の場の一環として認知度の向よ、部屋
稼働率の向上に繋げます。

0内容
自己流のメイクから脱して、、先生の術で見違えるほど美
しくなっていただきます。メイクで表情も明るく元気に
なる方法を学びます。

11月にl回

協
瞳轟轟轟轟轟醤撞寵醸寵聾鰭襲輯寵聾輯璽謹瞳離盤輯輯韓盟闇轟轟富覇瞳趨｜

0目的
需要の多い講座の開講により、認知度の向上、部屋の稼
働率向上に繋げます。

0内容
シニアスマート｜ 大手通信機器会社との協働事業、シニア向けのらくらく

フォン教室 ｜ スマートフォンの簡単な操作方法や使い方を学びます。

年2回

罷護霊童翠鹿霊安援護謹彊霊童室主百店琵llitl豊富E詔｜
0目的

廃油で作る
エコ石鹸

夜間講座

ナイト寄席

使わなくなった廃油を最利用して、石鹸を作る環境意識
啓発講座。楽しみながら「もったいない」という意識を
体験してもらいます。

0内容
廃油と苛性ソーダ、を使って石鹸を作ります。

0巨的
一般の方対象に、寄席を楽しんでもらいます。
夜の来館者促進につなげるとともに、区民センターを
知ってもらうきっかけとします。

0内容
アマチュアの落語家や若い落語家に来ていただき、落語
を
楽しんでいただきます。

(4/10) 

6月に1回



（様式4)

横浜市中屋敷地区センター自主事業別計画書（単表）
団｛本名 三菱地所コミュニティ株式会社

麟襲襲騒轟轟轟轟轟轟購轟轟麓謹轟轟謹轟轟聾轟轟轟轟轟轟襲撃轟轟轟輯

座

川

室

誘

引

教

欄

間

げ

0目的
一般の方対象に、健康促進と夜の来館利用促進として、
ヨガ教室を開催します。 ！ 年2回

0内容
和室を会場に、インストラクターの指導により I時間の
ヨガを体験します。

品問一に対一一一一

A

麟轟轟欝轟轟麟輔輔謹離轟離轟轟鱒轟轟輯鱒轟轟轟轟輔轟轟轟轟轟欝麓（

仁
中屋敷クッキング

スタジオ

季節の
おもてなし料理

。目的
料理室の稼働率向上と地区センターの認知率向上の為に
開催します。

0内容
句の食材を使って、季節の料理や和食以外の各国の料理
についても挑戦していただきます。

4月、 9月、
1 2月、 2月

麟議議議聾輔轟轟韓聾轟轟轟轟轟轟麓聾欝輔轟轟離髄輯輯輔轟轟謹瞳謹輯

に
中屋敷クッキング

スタジオ

男の料理教室

0目的
来館者の少ない男性の利用促進と料理室の稼働率の向上
及び施設の認知度促進に繋げます。

0内容
男性が 1人でも厨房に立って料理が出来るように、料理
の基本を学んでいただき料理する楽しさを味わってもら
いますロ

5月に 1回

醸鱗議髄覇軍量購議離轟轟轟羅馨麓鶴麗謹輯輯輔韓議羅輯輯龍謹欝謹轟轟轟

キyズチャレンジ
講座

なかやしき IO内容
かがくクラブ｜ いろいろな実験や工作実験を体験してもらいます。

0目的
子どもたちに理科の実験を通して、理科・科学に興味を
持ってもらい、創造性を養っていただきます。 6月、 8月、

1 1月

(5/1 0) 



l様式4)

横浜市中屋敷地区センター自主事業別計画書（単表）
団体名 三菱地所コミュニティ株式会社

0目扇
句の食材を使った簡単な料理を作るという共同作業を通
して、作ることによって、コミュニケーションの大切
さや達成感を学びます。

キッズチャレンジ
講座

子ども料理教室①10内容
目 和食の素晴らしさを調理を遥してプロの先生から学びま

す。

6月、 10月

麟襲撃醐麟髄轍韓関聾轄 鱒 輔 輔 瞳 轟 轟 轟 鱒 輔｜

仁
。目両

クリスマスケーキや雛祭りのケーキを、みんなの共同作
業を透して作ることによって、コミュニケーションの
大切さや達成感を学びます。

キッス。チャレンジ
講座

子ども料理教室②10内容
白 プロの講師に教わりながら、

のケーキを作ります。
クリスマスケーキや雛祭り

1 2月、 3月

麟蟻覇離量購韓関臨鯖瞳購聾覇聾輯輯輯撞翠輯韓醸羅！
0目雨
物づくりを通して、創造性を養い達成感を学びます。
クリスマスの集客イベントです。

fa－L
 

キッズチャレンジ
講座

クリスマスグッズ
を作ろう

クリスマスキャンドルやリースを
0内容
身近な材料を使って、
作ります。

1 2月に 1回

麟襲撃聾襲撃i麟襲盤鱒鱒寵欝醸鱒輯輯輔聾覇鞠韓覇欝謹罷
0目的
小麦粉を練って、麺からうどん作りに挑戦することで
料理のみならず職業についても認識を深めていただきま

キッズチャレンジ｜ す。
講座 ｜ 

10内容
うどん作り教室｜ 地主のうどん屋さんを講師に招き、麺作り～出汁作り

までを体験し、最後はみんなでいただきます。

(6/10) 

1 1月に1回



（様式4)

横浜市中屋敷地区センター自主事業別計画書（単表）

国｛本名 三菱地所コミュ二ティ株式会社

！韓関騒騒鰭髄髄購輯輔麟盟謹麟 ！

キッズチャレンジ
講座

紙漉き体験教室

0目的
地域交流の一環として実施します。地元警察署の協力を
得て振込詐欺に会わないようにする為の、心得を学びま
す。区内の犯罪減少にも貢献します。

0内容
振込詐欺が依然増えていることから、いつ犯罪に巻き込
まれるかわかりません。警察から詳しい犯罪の実態や身
を守る方法を伝授していただきます。

8月に1回

麟襲謹韓襲譲j謹輯麟麟寵轟轟麓謹輯韓轟轟轟輯轍i覇離輯麓醸聾｜

仁
キッズチャレンジ

講座

パソコン分解講座

0目的
小学生中学年～中学生を対象にパソコンの分解を通して
資源の 3Rについて学んでいただきます。

0内容
デスクトップパソコンを分解して、中のしくみを学び、
資源の再利用やリサイクノレについて理解します。

9月に 1回

f
L
 

キッズチャレンジ
講座

親子でYフト
ソーラン体験

0目的
身体を使うことで、楽しみながら親子の交流を深めま
す。

0内容

動きの遅いソーラン踊りを親子で体験し、楽しみます。

9月に 1回

キッズチャレンジ
講座

折り紙
ヲークショップ

0目的
未就学児と小学生低学年生と保護者を対象に、創造性を
伸ばすこと、交流を目的に開催します。

0内容
簡単な折り紙の折り方を学びます。

年に3回

(7 /10) 



（様式4)

横浜市中屋敷地区センター自主事業別計画書（単表）
団｛本名 三菱地所コミュニ子ィ株式会社

麟轟轟轟轟轟轟轟轟鱒撞鱒聾轄瞳盤藍謹轟轟轟轟轟醸麗聾輯韓議蕗聾欝麗！

回1
ム

同
月ワム“1

ょ

を
ま

力
び

協
学

の
を

署
得

察
心

警一元の
地
為
。

。
る
す

す
す
ま

ま
に
し

し
う
献

施
よ
貢

実
い
も

て
な
に

し
わ
少

と
会
減

環
に
罪

一
欺
犯

の
詐
の

流
込
内

交
振
区

的
域
て

白
地
得
す

。
ジンレヤ

座
チ
講

ズツキ

地元高校生による

親子で作るお正
月の寄せ植え

込
身

き
や

巻
態

に
実

閉
非
の

犯
罪

つ
犯

’υ‘、
b
v

、
し
。

ら
詳
す

か
ら
ま

と
か
き

こ
察
だ

る
馨
日
た

し

o
b

て
ん
て

え
せ
し

増
ま
授

然
り
伝

依
か
を

が
わ
法

歎
か
方

詐
る
る

容
込
れ
守

内
振
ま
を

。

醸鱒謹襲轟轟盤盤轟轟轟轟轟轟轟欝議騒箪覇離輔輯聾輯輯輔襲襲盤韓罷曜｜

仁
0目的
星座についての理解と天体望遠鏡を自分で作る楽しさを
体験してもらいます。

0内容
夏と冬の星座を学び、その後で天体望遠鏡のキットを組
み立てます。

キッズチャレンジ
講座

天体望遠鏡づくり

年に2回
( 8月、 2月）

曜轄謹鞠輔輯髄撞観輯聾瞳撞聾轟轟轟謹聾瞳聾輯睡盟輯豊富聾謹盤醤瞳麗寵1

つどいの事業

0目的
プロ・アマを問わず音楽活動をしている地域の方に発表
の場を作ることで地域との交流、入館者数の拡大、施設
認知度の向上につなげます。

0内容
地域の方で音楽活動をしている方に来ていただき、誰で
も気軽に楽しんでいただけるようなアットホームな音楽
会を関催します。

あったか瀬谷
コンサート

6月、 12月

麟霊童護費欝盟麟轟轟麓欝翠盤盟盤躍轟轟轟轟輯撞輯輔輯轟璽醤璽瞳欝聾｜

つどいの事業

0目的
家族連れの方や一般の方を対象に、親しみやすい選曲の
コンサートを開催することで、地区センターのファンを
広げます。

を
し

ト
楽

サ
方

ン
い

コ
広

た
憶

し
で

成
楽

編
音

で
の

ド
ル

ン
ン

パ

ヤ
る
ジ

よ
る

に
ゆ
。

の
ら
す

ら
あ
ま

ん

o
き

さ
す
だ

マ
ま
た

マ
し
い

容
元
催
で

内
地
開
ん

。－
トロ一ミサア

ン
フ
コ

(8/10) 

3月に1回
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横浜市中屋敷地区センター自主事業別計画書（単表）
（様式4)

団イ本名 三菱地所コミュ二子ィ株式会社

地域交流事業

振込詐欺から
身を守るには

0目的
地域交流の一環として実施します。地元警察署の協力を
得て振込詐欺に会わないようにする為の、心得を学びま
す。区内の犯罪減少にも貢献します。

0内容
振込詐欺が依然増えていることから、いつ犯罪に巻き込
まれるかわかりません。警察から詳しい犯罪の実態や身
を守る方法を伝授していただきます。

2月に1回

関轄輯翻鱒盤盤鱒翻鱒輯醸輯購輔韓鱒轄難関麟盤！
。目的

地域交流事業

交通安全教室

地域交流の一環として実施します。小学生に交通安全の
基礎を学んでもらい、交通事故に合わないようにしま
す。

O内容
宅急便事業企業から出前教室を開いていただき、実際の
トラックを使って交通安全教室を行います。

6月に 1回

騨龍欝轄難臨騨鱗欝鶴鞠輯鶴醸麓麟輯購輯輯韓盟瞳盟藤観購瞳醜聾｜
0目的

地域交流事業

災害から身を
守る

地域交流事業

地域交流の一環として実施します。いつ襲ってくるかわ
からい災害に備える為、専門家の話を閤き、防災意識の
向上を目指します。

0内容
地元消防署から来ていただき防災について日常注意する
こと等についてお話を伺います。

0目的
地域交流の一環として実施します。ボランティアをした
いがどうしたら良いかわからないという利用者の為に、
ボランテイアのいろはを伝授しま守。

0内容
始めませんか｜ 社会福祉協議会等の協力を得て、ボランテイの登録の仕
ホランティア ｜ 方やどのようなボランティアがあるか等の話をしていた

だきます。

(9/10) 

9月に 1回

年6回
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（様式4)

横浜市中屋敷地区センター自主事業別計画書（単表）
団体名 三菱地所コミュニ子ィ株式会社

躍謹襲罷欝盤轟轟轟轟轟瞳璽哩聖曹櫨理璽理塑開時帯電麗調関韓嘩麗覇I

地域交流事業

学校連携事業

0目的
地域交流の一環として実施します。地元警察署の協力を｜ 年3回
得て振込詐欺に会わないようにする為の、心得を学びま
す。区内の犯罪減少にも貢献します。

0内容
振込詐欺が依然増えていることから、いつ犯罪に巻き込
まれるかわかりません。警察から詳しい犯罪の実態や身
を守る方法を伝授していただきます。

盟議鐘盤遡瞳盤盤謹鑑霊童盟理藍I~盈皇室直霊彊亙事国｜

地域交流事業

マンション管理
相談コーナー

（目的）
成人の方を対象に、マンション住まいでの疑問やお悩み
のご相談窓口を開設し、諸問題の解決に役立てていただ
きます。
（内容）
当社のマン、ンョン管理業務の経験を活かして、実際に管
理組合の運営サポートの経験者が、共同住宅で生活する
上で必要なノレールや暮らし方及び問題案件の解決に向け
てのアドバイスを致します。

年2回

｜選遊説： 厚沼産霊室主彊E重量主主自i,i芝Hiff；］［！唇，［if~晋暗号~I
0目的

地域交流事業

囲碁大会

地域の方の交流促進の場として実施します。囲碁ファン
を増やし、地区センターの利用促進につなげますo

0内容
審判や運営委員会を施設と囲碁愛好者で選出し、囲碁
大会を運営します。

(10/10) 

1月に1回
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単独団体言つ英司事豪雨名
菟歪玄一一一一

ニ菱地所コミュニティ株式会社
横浜市中屋敷地区セン聖一

様式5

(5－①） 

平成28年度収支予算書 （兼指定管理料提案書）

指定管理料

案 額（ a ) 

※区指定上限額（ b) 

差 引（a）ー（ b) 

提案額の区指定よ匝額に対する割合
(a)/ (b) 

II. 平成28年度収支予算書

1 収入の部

項

利用料金収入［A]

自主事業収入［BJ

雑入［CJ

2 支出の部

項

人件費［a]

事務費［bl

自主事業費［cl

管理費A （光熱水費等）

1管理費B （保守管理費等）

公租公課［ I] 

事務経費［g]

目

自

[ d l 

[e] 

（単位千円）

｜ふ."()J＇＇七三日日＂ I指定管理料提案額＝小計［イ】凱
" •••. {>. ミユJ L了・＠5,3801※区指定上限額（ b）の範囲内で提案してく

τ弓九 s. {'' ＇～ごト込て Jご Iださい固

（総括表）

合計金額
（単位千円）

合計金額
（単位千円）

・今後の市の方針により指定管理者と協議す
ることになりますが、実際に市から支払う金
額は、提案額（a）に前々年度の利用料金収
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

企 3631込みです。

備 考

3,270 

1,000 

備 考

19,523 

2,583 

1. 574 

6,666 

3, 787 

2.969 

※金額は、消費税及び地方消費税（ 8拍）込みあ蚕妄言嘉してく定吉い。
き現在の消費税及び地方消費税はB拍ですが、現段階では利用料金は据え置き（消費税及び地方消費税5%の内税）とLてい

す。
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ヱ菱地所コミュニ子ィ株式会社
績浜市中屋敷地区センヲ

様式5

(5－②） 

平成28年度収支予算書

1 収入の部肉訳（指定管理料除く）-
項 目 内 容 等 金 議

利用料金収入 部屋利用料 ア 3270 

イ

ウ

ヱ

オ

カ

キ

勺

ケ

小計 [Al了…・・・.・・・ 3, ~79 ア～ケ
”ー‘『 F ‘

自主事業収入 各種講座 コ 960 

地域交流 サ 40 

ミ－．ノ

ス

セ

小言十 コ～セ
c 

雑入 印刷代 ソ 145 

自販機手数料 告、 940 

公衆電話使用料 チ 65 

カラオケ使用料 ツ 350 

つ「

ト

小言十 [G] •’ ι 、 1500 ソ～ト

笠隼ょ王Bl

（＼ 

c 

小計［7] 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。

※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
記載してください。
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様式5

(5ー③）

平成28年度収支予算書

2 支出の部内訳（ニーズ対応費除〈）

項 自 内 容 等 金 額

人件費 常勤職員 館長1名、盲lj館長1名、運営職員1名 ア 8, 980 

時給ス51ッフ 受付ス事ツ79名、美化担当2名、臨時ス事ッフ分 イ 10,543 

ウ

小計 ア～ウ

事務費 l旅費糊費印開費通信費賃信料図書購 [bJζ 二一三一て2,!i83c 入費、保険料‘ HP管理費等

138事業 175回開催 ['.c] ＇ ι・l,57/ 自主事業費
←！日〆

管理費A 電気料金 エ 3, 796 

ガス料金 オ 1, 944 

よ下水道料金 力 926 

小計 [i:f｝“三 J)6~ エ～力

管理費日 修繕費 キ 741 

空調設備 ク 1, 037 

電気設備 ケ 343 

消防設備 コ 65 

設備総合巡視 サ 40 

エレベ－51- ユ‘ノ 131 

調整池 ス 32 

植栽管理 セ 278 

清掃 、J 574 

機械警備 51 324 

ボイラー チ 99 

レン告lレマット 竺J 123 

ナ

ト

ナ

小計 r¥rイ， t]?7 キ～ニ

公租公課 l(i/c・・・・・ ? .. 2.9sI• 

事務経費 （労務、経理、契約、職員研修など） [ ,ii f 2'.乙958

笠隼.，.£旦］

ぐ：

仁：

小計［ウ］ 施設管理運営経費計 ·• [a］～［g] 

※金額はコ肩蚕税及び一面芳清憂寝込（自%）込みの額を記載しモ~ぃ。
※公租公課欄にl立、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でください。



単独団体名・共同事業体名

施設名
ニ菱地所コミユニ子ィ株式会社

横浜市中屋敷地区セン空ー

様式5
(5 2.－①） 

天井脱落対策工事年度収支予算書

I 指定管理料

~額（a ) 

T
－－－
E

・E

・－’t

・

（単位：千円）

司一提案額一】を記入

II. 収支予算書（総括表）

c・ , 収入の部

項

利用料金収入［A]

自主事業収入［BJ

雑入［CJ

目
合計金額

（単位千円） 備 考

2.680 

1. 000 

1, 500 

収入合計（［ア］＋【イ］） 39, 790 

2 支出の部

項 自
合計金額

備 考（単位．千円）

人件費［a] 19, 148 

事務費［bl 2,583 

自主事業費［c] 1, 574 

管理費A （光熱水費等） [ d J 6.296 

管理費巳（保守管理費等） [el 3, 787 

公租公課［ f J 2,881 

事務経費［g] 2,627 

支出合計（［ウJ+ [:r:J ) 39, 790 

※金額は、消費税及び地方消費税（呂帖）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自切ですが、現段階では利用料金は据え置き（消費税及び地方消費税5%の内税）としてい
ま
す。



c 

単独自体名・共同事業体名

施設名
ー菱地所コミュニティ株式会社

費塁型空屋敷地区セン合一

様式5
(5-2【②）

天井脱落対策工事年度収支予算書

1 収入の部内訳（指定管理主墜_Q- 笠盆ょ壬旦］
項 目 内 廿ー 等 金 額

利用料金収入 部屋利用料 ア 2680 

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

勺

ケ

I, 

小計 [A] 2, 680 ア～ケ
' h 晶 v 一、＇＇ ' 

自主事業収入 各種講座 コ 960 

地域交流 サ 40 

ン、

ス

セ

小計
vよ 勺 一三100一子0 
¥Bl コ～セ

雑入 印刷代 ソ 145 

自販機手数料 f言 940 

公衆電話使用料 チ 65 

カラオケ使用料 ツ 350 

つr

ト

小計 [CF ＇•戸、 l~CO ソ～ト

小計【7] 施設運営収入計 [Al～［CJ 

※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。
※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
記載してください。



c・ 
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単独団体名・共同事業体名

施設名

ニ菱地所コミュニティ株式会社

横浜喧空里敷地区セン聖一

天井脱落対策工事年度収支予算書

2 支出の部内訳（ニーズ対応費除〈） 型隼ム王Bl
項 自 内 容 等 金 額

人件費 常勤職員 ｜館長1名、副館長1名、運営職員1名 ア 8,980 

時給ス1'ッフ ！受付ス合ツフ9名、美化担当2名、臨時ス告ツフ分 イ 10 168 

ウ

小計 [a] )!!, 14里

｜ 旅 費 消 耗 品費印刷製本費通信貴賃借料図書購
民－．、..ザ t唱、F• 

事務費
入費、保険料、 HP管理費等

[b].' '2;583 

自主事業費 138事業 175回開催 [ ＂；.一 ーし一ー 〕ゥ〆…1，日57ゴ4円－ 

管理費A 電気料金 ヱ 3, 426 

ガス料金 オ 1 944 

上下水道料金 カ 926 

小計 [~]],6;296 

管理費目 修繕費 キ 741 

空調設備 ク 1, 037 

電気設備 ケ 343 

消防設備 コ 65 

設備総合巡視 サ 40 

エレベ一世ー 三、ノ 131 

調整池 ス 32 

植栽管理 セ 278 

清掃 ソ 574 

機椋警備 1' 324 

ボイラー チ 99 

レン1'Jレマット ツ 123 

ーア

ト

ナ

小計 [el o 3 ・787 

公租公謀 [fj 子 2;88)
’‘ ・民 一、

事務経費 （労務、経理、契約、職員研修など） [gJ ～ 2,621 

小計【ウ ］ 施設管理運営経費計

系金額ff': 消憂読».び地方泊費税込，（8%）~み函蚕を記載してくださし、。
※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、その他税喜重を記載してください。

ア～ウ

エ～力

キ～ニ

様式5
(5-2 ベ~）



（様式2)

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

団体名 特定非営利活動法人

日
一1

－
 

q
u

一

月
一ゥ，一

年
一

7
’－ 2

一

成
一

平
一

日
一

同
月
一

年
一

叫
二
や

居。一せ
．
 

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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(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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(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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(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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(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。



（様式3)

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。



（様式3)

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） 
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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。
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