
                                                     （様式 １） 

平成 29 年度上矢部地区センター維持管理計画概要書 

 

指定管理者 共同事業体 ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク 

 

項      目 内            容 

１． 施設の維持管理体制 組織図、担当業務、人数等は別紙のとおり 

２．施設

の維持

管理に

関する

考え方 

 

設備の保守管理 

電気、空調、昇降機、給排水衛生設備等の保全のため委託業者

とともに設備保全担当者が随時巡視し、不具合箇所等の早期発

見に努め、同時に小破修繕を実施する。又、定期的な点検・整

備を行うことにより、円滑な運転状態を保つとともに機器の長

寿命化を図る。 

施 設 の 清 掃  

持続可能な品質計画に基づき業務を遂行し、利用状況、使用頻

度、各床材、建材の状態を把握し延命に適した器材の選定と環

境配慮したケミカル製品を使用する。 

常に安心、快適、清潔な施設の維持に努める。 

施 設 の 点 検  

地区センター管理運営の最重点目標は、利用者が施設を安心し

て安全に利用できる状態を維持することにある。法令に基づく

定期的な点検はもとより、日頃から職員の目視により、施設の

保全や危険予知の観点から損傷、腐食その他の状況点検を行い、

常に施設を良好な状態に保ち利用者が快適に過ごせる施設管理

を行う。 

植栽の維持管理 

等その他の維持 

樹木の剪定は定期的に専門業者に委託し、日常的な手入れなど

は、除草とあわせて職員が行う。又、施設の外観や周囲の植栽

はみんなのまちづくりクラブ、建物管理ネットワーク会員によ

る活動などにより四季を通じて美観の維持に努める。 

３． 施設の安全管理に関する 

考え方 

子どもからお年寄りまで多くの市民が利用する施設なので、 

（１） 地震発生 

（２） 暴風雨・大雪 

（３） 不審者の侵入 

（４） 爆発物等不審物の発見 

（５） 急病者及び事故等による負傷者の発生 

などの緊急時の対応及び防犯・防火の対応についてマニュアル

に基づき、また、事故等が発生した場合は利用者の安全と施設

の保全と確保を迅速に行い、区役所等への連絡、報告を徹底す

る。 

また、警備については施設の開館時間は館長以下職員全員が

安全管理に努め、夜間は専門の警備業者に委託し万全を期す。 

※施設の維持管理の内容がわかる各保守管理等の仕様書等を添付してください。 





 

 事業計画書様式２－２    

１ 平成 29年度の管理運営に関する基本方針について 

 

 

 ＮＰＯみんなのまちづくりクラブは、上矢部地区センターを地域に根ざした地区センターとして、

常に地域の皆様の声を吸い上げ、利用者サービスの向上と安全で効率的な管理運営を意欲と責任を

持って進めてまいります。 

 地域の住民がサークル活動、スポーツ、レクリエーションなどの自主的な活動を通じて相互交流

を深め、地域コミュニティの形成を促進する事と捉えています。 

 

  ・安心・安全で明るく温かい雰囲気の地区センター 

  ・子どもから高齢者、ハンディキャップのある人など誰もが楽しめる地区センター 

  ・主体的にサークル活動ができる地域の拠点としての地区センター 

作りを目指します。 

 

 ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワークの共同事業体は、それぞれの得

意分野を活かした管理運営を行い、地域ニーズを捉えた事業に積極的に取り組むとともに、経営の

効率化、経費節減を行ってまいります。 

 

平成 28 年 9月に来館者 200万人を達成しました。共同事業体がこれまでの 11年間に積み重ねて

きた「地域とのつながり（連携）」をより一層深め、より利用しやすい地区センター運営と地域の人々

に喜ばれる事業展開を推進し、「次につなげる年」にしていきます。楽しい活動拠点づくりを進めて

まいります。 

地域の人々とＮＰＯが一緒になってより大きな力を発揮することで、「活気のある、暮らしやすい

まちづくり」を目指してまいります。 

 

（１／５） ※Ａ４版１ページ以内でおまとめください。 



 

事業計画書様式２－３       

２ 平成 29年度の施設の運営業務について 

（ア）利用者へのサービスの提供 

（イ）地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方 

（ウ）利用者会議の開催の考え方 

(ア)利用者へのサービスの提供  ☆上矢部独自の取組☆ 

  ①子育て支援 

   ・プレイルームでの「遊び場しゃべり場ほっとタイム」を毎週火曜・木曜に実施します。 

   ・子育て中の人達が地区センターを利用しやすくするため、託児付の自主事業を実施します。 

   ・初めて子育てを経験する当事者のための講座を充実させます。 

   ・親子で楽しめて地域の子育て中の人とのつながりができるような講座を毎月実施します。 

  ②利用者の利便性向上と負担軽減 

   ・体育室団体利用者対象の「代理抽選サービス」を継続し、利用者の利便性向上に努めます。 

   ・利用者の負担軽減のため「当日申し込み半額制度」を継続していきます。 

  ③環境整備 

   ・開館 24年目になり、備品類も古くなっているので、買い替えを進めます。 

   ・安心・安全な地域の拠点として、災害時の飲料水などの備蓄をします。 

   ・誰でもが気持ちよく利用できるような「清潔で明るく親しみやすい雰囲気作りや接遇」を 

    心がけます。 

   ・点字による案内表示や、館内のバリアフリーに配慮します。 

（イ）地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方 

   ・町内会、地区センター委員会、利用者会議などを通して利用者の意見要望を把握し、ご意 

見やご提案について積極的に取り入れ、地域ﾆｰｽﾞ・利用者ﾆｰｽﾞを反映した運営を行います。 

   ・毎月 23日に行われる連合町内会の定例会に出席し地域の生の声を聞き、運営に活かします。 

   ・館内に設置したご意見箱やﾒｰﾙ、日常のご利用者との会話などからﾆｰｽﾞの収集に努めます。 

   ・定期的なアンケート調査、自主事業参加者へのアンケートを行い、上矢部地域の特徴を捉 

え、多様化する住民ﾆｰｽﾞに応えていきます。 

   ・隣接する戸塚工業団地の皆様のニーズを把握するため、「工業団地組合」と定期的に意見交

換をおこないます。 

（ウ）利用者会議の開催の考え方 

    利用者会議は上矢部地区センター利用者のご意見・ご要望を伺うことができる重要な会議と

とらえています。会議室利用団体、体育室利用団体、個人利用者に会議開催をご案内し、多く

の方の参加をお願いします。利用者会議では、利用者間での活発な意見交換ができるようにし

ます。利用者会議で話し合われたことは、地区センター委員会で審議し、地区センター運営に

反映させます。 

（２／５） ※Ａ４版１ページ以内でおまとめください。 



 

 事業計画書様式２－２    

１ 平成 29年度の管理運営に関する基本方針について 

 

 

 ＮＰＯみんなのまちづくりクラブは、上矢部地区センターを地域に根ざした地区センターとして、

常に地域の皆様の声を吸い上げ、利用者サービスの向上と安全で効率的な管理運営を意欲と責任を

持って進めてまいります。 

 地域の住民がサークル活動、スポーツ、レクレーションなどの自主的な活動を通じて相互交流を

深め、地域コミュニティの形成を促進する事と捉えています。 

 

  ・安心・安全で明るく温かい雰囲気の地区センター 

  ・子どもから高齢者、ハンディキャップのある人など誰もが楽しめる地区センター 

  ・主体的にサークル活動ができる地域の拠点としての地区センター 

作りを目指します。 

 

 ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワークの共同事業体は、それぞれの得

意分野を活かした管理運営を行い、地域ニーズを捉えた事業に積極的に取り組むとともに、経営の

効率化、経費節減を行ってまいります。 

 

平成 28 年 9月に来館者 200万人を達成しました。共同事業体がこれまでの 11年間に積み重ねて

きた「地域とのつながり（連携）」をより一層深め、より利用しやすい地区センター運営と地域の人々

に喜ばれる事業展開を推進し、「次につなげる年」にしていきます。楽しい活動拠点づくりを進めて

まいります。 

地域の人々とＮＰＯが一緒になってより大きな力を発揮することで、「活気のある、暮らしやすい

まちづくり」を目指してまいります。 

 

（１／５） ※Ａ４版１ページ以内でおまとめください。 



 

事業計画書様式２－３       

２ 平成 29年度の施設の運営業務について 

（ア）利用者へのサービスの提供 

（イ）地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方 

（ウ）利用者会議の開催の考え方 

(ア)利用者へのサービスの提供  ☆上矢部独自の取組☆ 

  ①子育て支援 

   ・プレイルームでの「遊び場しゃべり場ほっとタイム」を毎週火曜・木曜に実施します。 

   ・子育て中の人達が地区センターを利用しやすくするため、託児付の自主事業を実施します。 

   ・初めて子育てを経験する当事者のための講座を充実させます。 

   ・親子で楽しめて地域の子育て中の人とのつながりができるような講座を毎月実施します。 

  ②利用者の利便性向上と負担軽減 

   ・体育室団体利用者対象の「代理抽選サービス」を継続し、利用者の利便性向上に努めます。 

   ・利用者の負担軽減のため「当日申し込み半額制度」を継続していきます。 

  ③環境整備 

   ・開館 24年目になり、備品類も古くなっているので、買い替えを進めます。 

   ・安心・安全な地域の拠点として、災害時の飲料水などの備蓄をします。 

   ・誰でもが気持ちよく利用できるような「清潔で明るく親しみやすい雰囲気作りや接遇」を 

    心がけます。 

   ・点字による案内表示や、館内のバリアフリーに配慮します。 

（イ）地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方 

   ・町内会、地区センター委員会、利用者会議などを通して利用者の意見要望を把握し、ご意 

見やご提案について積極的に取り入れ、地域ﾆｰｽﾞ・利用者ﾆｰｽﾞを反映した運営を行います。 

   ・毎月 23日に行われる連合町内会の定例会に出席し地域の生の声を聞き、運営に活かします。 

   ・館内に設置したご意見箱やﾒｰﾙ、日常のご利用者との会話などからﾆｰｽﾞの収集に努めます。 

   ・定期的なアンケート調査、自主事業参加者へのアンケートを行い、上矢部地域の特徴を捉 

え、多様化する住民ﾆｰｽﾞに応えていきます。 

   ・隣接する戸塚工業団地の皆様のニーズを把握するため、「工業団地組合」と定期的に意見交

換をおこないます。 

（ウ）利用者会議の開催の考え方 

   利用者会議は上矢部地区センター利用者のご意見・ご要望を伺うことができる重要な会議とと

らえています。会議室利用団体、体育室利用団体、個人利用者に会議開催をご案内し、多くの方

の参加をお願いします。利用者会議では、利用者間での活発な意見交換ができるようにします。 

  利用者会議で話し合われたことは、地区センター委員会で審議し、地区センター運営に反映させ

ます。 

（２／５） ※Ａ４版１ページ以内でおまとめください。 



 

事業計画書様式２－４       

３ 平成 29年度の施設の経営について 

（ア）利用者数の目標、利用料金収入の計画 

（イ）その他事業収入等（自動販売機、印刷機等）の計画 

（ウ）管理経費の節減計画 

(ア)利用者数の目標、利用料金収入の計画 

  平成 20 年度に年間利用者が 10 万人を突破して以降、利用者数は毎年順調に伸びています。（昨

年の年間利用者数は、約 10万人でした。） 

  部屋の稼働率は「当日申し込み半額サービス」と「代理抽選サービス」による部屋の利用増の成

果により上向き、館全体が賑わっています。 

  今年度は、新たな自主事業や NPO主催事業を実施することで、初めて地区センターを利用する人

を増やしていきます。また、戸塚工業団地の皆様への夜間利用の呼び掛けを継続し、さらに工業

団地組合との協働事業実施（卓球大会・ヒップホップダンス・フラダンスなど）による利用者数

増に努めます。 

   利用料金収入は、目標額 400万円をすでに達成しておりますので、今後も、利用しやすい地区セ

ンター作りと、自主事業からのサークル育成に努め、収入アップを目指します。 

 

（イ）その他事業収入等（自動販売機、印刷機等）の計画 

  お茶やコーヒーなどの自動販売機と、子供向け飲料用自動販売機による収入は年間 55万円、 

  印刷代は年間 15万円、合計で 70万円を目標額とします。 

  その他、貸しロッカーや古紙回収などの収入をわずかですが見込んでいます。 

 

（ウ）管理経費の節減計画 

   平成 26年４月に、消費税が８％になり、経費の節減は厳しい状況です。 

      上矢部地区センターでは、引き続き、利用者に節水・節電のご協力をお願いし、皆で 

      節電節水に取り組みます。 

① 照明は最低限必要な場所だけ点灯する 

② 冷暖房の設定温度を守り、使用後の消し忘れをしないようにする。 

 順次、照明をＬＥＤに変える（昨年度末に、会議室の照明の一部を LEDに変えた） 

      また、光熱水費は、同一建物内併設施設のケアプラザ、障害者施設の使用量に応じた負担割 

合にしていただければ、経費削減が見込まれます。 

 

  

（３／５） ※Ａ４版１ページ以内でおまとめください。 



 

事業計画書様式２－５       

４ 平成 29年度の事業の実施について 

（ア）自主事業の基本的な考え方 

（イ）自主事業別計画（様式３，４に記載してください。） 

（ウ）その他の事業の実施 

 

（ア）自主事業の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊自主事業予算については、指定管理料から充当せず参加費で賄う。 

 

（ウ）その他の事業の実施 

   ・上矢部高校や近隣小学校放課後キッズクラブとの協働事業を実施します。 

夏休みはまっこスペシャル：世界のゲーム・小学生ワンパク空手・理科実験教室など 

    ・地域の団体や地区センター利用サークルと共に「夏休み上矢部こどもまつり」を実施しま 

す。地区センターを利用したことのない親子に来ていただくきっかけ作りとして開催。 

   ・地区センター利用サークルの祭典「レインボーフェスタ」を併設のであいの会と連携開催 

   ・地域の人に楽しんでいただけるようなコンサート、落語を定期的に実施。 

   ・戸塚工業団地内事業所の従業員対象のイベント（フラダンスなど）を協働事業として実施。 

   ・親子で地域の会社を訪問し、仕事を体験する「上矢部・親子☆探検隊」で地域住民との交

流を図る。 

（４／５） ※Ａ４版１ページ以内でおまとめください。 

 
  
 
                 職員がコーディネート 
 

 
 
 
 

地域の多様なニーズに対応し、地域力・市民力を引き出すよう 

職員スタッフがコーディネートし、自主事業を企画・実施します 

 

 
 
 
 

地域の多様な関心とニーズ 

子育て・健康づくり・福祉・消費生活・ 

生涯学習・まちづくり・国際交流等 

（アンケートなどによるニーズの把握） 

地域力・市民力 

地域の団体との協働 

サークル支援 

 

自主事業の企画・実施 

新しい利用者の増加 ・ 仲間作りの活発化により、地域の活性化を実現します 





（様式３）

①募集対象

事業名 ②募集人数

③一人当たり参加費
指定管理料
から充当 参加費 講師謝金 材料費 その他

子育て支援事業 0歳児

すくすく赤ちゃん体操 親子20組

10回(2クール) 無料

子育て支援事業 0歳児

パパも一緒に赤ちゃん体操 親子15組

1回 無料

子育て支援事業 0歳児

ベビーマッサージ 親子10組

1回 200円(1回)

子育て支援事業 0歳児

離乳食講座 親子12組

1回 200円(1回)

ワンパク 1歳児

上矢部せんた君 親子20組

20回(2クール) 250円(1回)

ワンパク 2～3・3～4歳児

かみやべ親子体操 親子20組

20回(2クール) 250円(1回)

ワンパク 2～4歳児

英語で遊ぼう！ 親子15組

24回(2クール） 2,000円(全5回)×2

ワンパク 4・5～6歳児

ちびっこスポーツ 20人

6回×4(2クール） 2,100円(全6回)×4

福祉保健センターによる 乳幼児

乳幼児のただしい歯の磨き方 親子20組

1回 無料

ワンパク 小学生

夏休み小学生料理教室 15人

2回 700円(1回分）

849,540 11,340 838,200 641,000 19,000 189,540

事業ごとの事業内容等を様式４に記載してください。

6,400 21,000 10,000 15,000 室2,400

50,000 0 室15,30060,0005,30065,300

354,240 1,440 352,800 288,000 0
保険14,400

室51,840

-4,800 200,000 140,000

140,000

0 0 0 0 0

27,400

182,600 -17,400 200,000 0
保険12,000

室30,600

0
保険12,000

室43,200
195,200

室料減免

2,000
保険600

室料減免

0
保険600

室料減免

2,000
保険600

室料減免

5,600 0

6,000 6,000

3,000

5,000

合　　　　計

5,600 3,200 2,400

0

7,600 5,600 2,000

5,0005,600

0
保険6,000
室料減免

0

自　　主　　事　　業　　予　　算　　額　

支出収入
総経費

上矢部地区センター自主事業計画書　　　　　Ｎｏ.1

団体名　共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク



（様式３）

①募集対象

事業名 ②募集人数

③一人当たり参加費
指定管理料
から充当 参加費 講師謝金 材料費 その他

ワンパク 幼児～小学生

こども造形 20人

(協力)ミニョンさん　　2回 無料

ワンパク 幼児～小学生

はじめてのピアノ 10人

3回 2,100円(全3回)

ワンパク 1・2～3歳児

キッズリトミック 親子12組

12回(2クール） 400円(1回)

ワンパク 小学生

夏休みかぶと虫教室 20人

1回 300円(1回)

ワンパク 小学生

ふしぎ発見理科ひろば 20人

(協力)日立理科クラブ：2回 700円(1回)

ワンパク 親子

親子でクッキング 12組

2回 1,300円(1回)

ワンパク 幼児～小学生

夏休みダンス！ダンス！ダンス 20人

5回 2,000円(全5回)

ワンパク 親子

パパと一緒にパン作り 12組

1回 1,500円(1回分）

ワンパク 親子

竹灯篭を作ろう 10組

(協力)谷矢部池公園愛護会：1回 300円(1回)

ワンパク 乳幼児

絵本の読み聞かせ 20組

2回 無料

263,060 -3,340 266,400 160,000 60,160 42,900

事業ごとの事業内容等を様式４に記載してください。

合　　　　計

0 0 0 0 0 0

4,730 1,730 3,000 0 2,000
保600

室2,130

18,000 0 18,000 5,000 11,200 室1,800

35,650 -4,350 40,000 25,000 0
保険3,000

室7,650

31,200 0 31,200 10,000 18,800 室2,400

33,060 1,060 32,000 10,000 20,000 室3,060

6,000 0 6,000 5,000 160 室料840

110,360 -4,840 115,200 84,000 8,000  室料18,360

24,060 3,060 21,000 21,000 0 室料3,060

0 0 0 0 0  室料減免

上矢部地区センター自主事業計画書　　　　　Ｎｏ.２

団体名　共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

自　　主　　事　　業　　予　　算　　額　

総経費
収入 支出



（様式３）

①募集対象

事業名 ②募集人数

③一人当たり参加費
指定管理料
から充当 参加費 講師謝金 材料費 その他

ワンパク 小学生

体操教室(トランポリンに挑戦）15人

6回 3,000円(6回）

ワンパク 小学生

夏休み1日スタッフ体験 6人

3回 無料

ワンパク 幼児～小学生

夏休み本を読もう！

1回 無料

50,240 5,240 45,000 30,000 8,000 12,240

事業ごとの事業内容等を様式４に記載してください。

上矢部地区センター自主事業計画書　　　　　Ｎｏ.３

団体名　共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

自　　主　　事　　業　　予　　算　　額　

総経費
収入 支出

3,000 3,000 0 0 3,000 0

5,000 5,000 0 0 5,000 0

合　　　　計

42,240 -2,760 45,000 30,000 0
保3,600
室8,640



（様式３）

①募集対象

事業名 ②募集人数

③一人当たり参加費
指定管理料
から充当 参加費 講師謝金 材料費 その他

健康づくり事業 一般

健康体操 70人

20回×2 300円(1回）

健康づくり事業 一般 191,600 -10,000 201,600 120,000

Dance&ソフトエアロビ 28人(保育3人）

6回×4    (保育） 300円（保育500円） 36,000 0 36,000 36,000

健康づくり事業 65歳以上

歌って回想健康法&はまちゃん体操 20人

11回 無料

子育て支援事業(保育付き） 一般

子育てママのリフレッシュスポーツ 20人

(共催)子育て支援ちゅーりっぷ：1回 1,000円(1回)

一般 一般

じっくりゆっくりヨガ体操 15人

5回 2,000円(全5回)

一般 一般

懐メロソングde楽しく歌おう 25人

7回 500円（１回)

一般 一般

バウンドテニス入門 12人

(協力)バウンドテニス協会：4回 2,000円(全4回)

一般 一般

人気店シェフに学ぶフランス料理 15人

1回 1,800円

一般 一般

基礎から学ぶ男の料理 15人

2回 1,300円(1回)

一般 一般

美味しいパンを基礎から学ぼう 15人

2回 2,500円(全2回）

1,327,870 -18,730 1,346,600 974,000 118,790 235,080

事業ごとの事業内容等を様式４に記載してください。

室3,600

室2,400

室1,800

保険3,000
室5,100

98,140 10,640 87,500 91,000 0 室7,140

10,000 25,100

40,930 1,930 39,000 10,000 27,330

00

30,000 25,000 0

保険2,400
室5,760

160 28,000 20,000 0

保険14,400
室51,840

1,000
保険600
室2,640

0

17,000

26,800 -200 27,000 5,000 20,000

合　　　　計

21,240 1,240 20,000

37,500 0 37,500

28,160

33,100 3,100

40,000
保険48,000

室86,400
840,000 640,000

0 0

814,400 -25,600

0

5,360

自　　主　　事　　業　　予　　算　　額　

支出収入
総経費

上矢部地区センター自主事業計画書     ＮＯ.４

団体名　共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク



（様式３）

①募集対象

事業名 ②募集人数

③一人当たり参加費
指定管理料
から充当 参加費 講師謝金 材料費 その他

一般 一般

季節の料理 15人

（全3回) 1,500円(1回）

一般 一般

秋の和菓子を作ろう 15人

（1回） 1,500円(1回）

一般 一般

年末年始のおもてなし料理 15人

（1回） 1,500円(1回）

一般 一般

恵方巻きと節分料理 15人

(1回) 1,300円(1回）

一般 一般

毎年好評手作り味噌 20人

（全2回） 3,500円(1回）

一般 一般

人気講師によるお菓子づくり 12人

(全8回) 1,500円(1回）

一般 一般

そば打ち入門 4人

(全4回) 1,500円(1回）

一般 一般

トラベル英会話 12人

(全6回） 3,000円(全6回）

一般 一般

はじめてのオカリナ 20人

6回 2,000円(全6回）

一般 一般

初心者囲碁講座 15人

4回 600円(全4回）

451,520 -480 452,000 128,000 283,320 40,200

事業ごとの事業内容等を様式４に記載してください。

70,000 10,000 56,400 室3,600

154,800 10,800 144,000 40,000 105,200 室9,600

15,000 室1,800

70,000 0

24,000 0 24,000 0 19,200 室4,800

22,500

21,800 2,300 19,500 5,000

5,000 18,000 室1,800

22,500 0 22,500 5,000 15,700 室1,800

24,800 2,300

67,500 0 67,500 15,000 47,100 室5,400

合　　　　計

36,000 0 36,000 30,000 3,120

24,120 -15,880 40,000 18,000

団体名　共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

上矢部地区センター自主事業計画書     Ｎｏ.５

自　　主　　事　　業　　予　　算　　額　

総経費
収入 支出

室2,880

0 室料6,120

6,000 0 6,000 0 3,600 室料2,400



（様式３）

①募集対象

事業名 ②募集人数

③一人当たり参加費
指定管理料
から充当 参加費 講師謝金 材料費 その他

一般 一般

子連れママのフラダンス 12人

（5回) 2,500円（全5回）

一般 一般

緑のカーテン＆夏野菜 10人

(協力)緑の協会：1回 1,000円(1回）

一般 一般

ハンキングに寄せ植え 10人

(協力)緑の協会：1回 1,600円(1回）

一般 一般

木目込みでつくる干支 13人

全2回 3,000円(全2回）

一般 一般

笑って年越し～楽しい落語～ 30人

（1回） 500円

一般 一般

クリスマス＆正月飾り 10人

(１回) 1,500円(1回）

一般 一般

ステンドグラス 10人

(2回) 2,500円(全2回）

一般 一般

初めてのピアノ入門 10人

(全6回） 5,000円(全6回）

一般 一般

心静かにかな書道 15人

6回 3,000円(全6回）

一般 一般

オリジナルジュエリーを作ろう 10人

4回 1,500円(1回）

250,450 -9,550 260,000 149,000 79,310 22,140

事業ごとの事業内容等を様式４に記載してください。

室料2,880

室料480

合　　　　計

32,880 -12,120 45,000 30,000 0

15,000 0 15,000 5,000 9,520

50,000 0 50,000 42,000 1,880 室6,120

25,960 960 25,000 10,000 15,000 室960

15,000 0 15,000 5,000 9,310 室690

13,960 -1,040 15,000 10,000 2,940 室1,020

39,000 0 39,000 12,000 26,040 室960

16,000 0 16,000 5,000 10,310 室690

10,000 0 10,000 5,000 4,310 室690

32,650 2,650 30,000 25,000 0 室7,650

上矢部地区センター自主事業計画書     Ｎｏ.６

団体名　共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

自　　主　　事　　業　　予　　算　　額　

総経費
収入 支出



（様式３）

①募集対象

事業名 ②募集人数

③一人当たり参加費
指定管理料
から充当 参加費 講師謝金 材料費 その他

一般  母の日企画 一般

アートパンフラワーでカーネーション 10人

（１回) 2,000円(2回）

一般 一般

季節の折り紙（クリスマス・おひな様） 20組

（2回） 無料

一般 一般

クリスマスのポップカード 10人

（１回) 300円(1回）

一般 一般

やさしい相続基礎知識 20人

（１回） 無料

一般 一般 0 0 0 0 0 室料減免

いざ！という時の救命救急 50人

地域の皆様：1回 無料

一般 一般 480 480 0 0 0 室480

タブレット入門 20人

（１回） 無料

一般 一般 15,000 0 15,000 10,000 4,040 室960

墨彩画入門 10人

(全2回) 1,500円(全2回）

一般 一般 5,600 800 4,800 5,000 0 室600

お掃除テク☆障子の張り替え 16人

協同事業体：1回 300円

54,520 11,720 42,800 34,000 16,560 3,960

事業ごとの事業内容等を様式４に記載してください。

合　　　　計

480 480 0 0 0 室480

4,480 1,480 3,000 3,000 1,000 室料480

480 20,000 10,000 9,520 室料960

8,000 8,000 0 6,000 2,000

上矢部地区センター自主事業計画書     Ｎｏ.７

団体名　共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

自　　主　　事　　業　　予　　算　　額　

総経費
収入 支出

20,480



（様式３）

①募集対象

事業名 ②募集人数

③一人当たり参加費
指定管理料
から充当 参加費 講師謝金 材料費 その他

ＮＰＯ事業 一般

おしゃれナイトコンサート 30人

（2回) 500円(1回）

ＮＰＯ事業 幼児～小学生

ファミリーコンサート 親子30組

(1回) 300円（1回）

ＮＰＯ事業 小学生

夏休み理科実験教室 30人

(共催）ディレクトフォース:1回 無料

ＮＰＯ事業 幼児～小学生

ワンパク空手 30人

(協力)湘南空手道クラブ:1回 無料

ＮＰＯ事業 幼児～小学生

ヒップホップダンス 30人

(協力)LILALMOND:1回 無料

NPO事業(青少年育成事業） 小・中・高・大学生

放課後の居場所:月イチカレー50人

（12回） 無料

ＮＰＯ事業 幼児～小学生

夏休み上矢部こどもまつり 500人

(1回) 無料

ＮＰＯ事業 幼児～小学生

上矢部こどもクリスマス会 200人

(1回) 無料～300円

NPO事業 小学生と保護者

上矢部探検隊(工場見学） １0組

(共催)戸塚工業団地協同組合：1回 無料

NPO事業 一般

上矢部てくてく探検隊 21人

1回 無料

NPO事業 一般

無料フリーマーケット

12回 無料

12,800 3,800 9,000 5,000 1,670 6,130

事業ごとの事業内容等を様式４に記載してください。

3,260,000 0 3,260,000 2,121,000 586,810 552,190

0 0

0 0

0 0 0 0

600 600

合　　　　計

総　　　　合　　　　計

0 保険600

600 600 0 0 0 保険600

600 600 0 0 0 保険600

1,000 1,000 0 0 0 保険1,000

0 0 0 0 0 室料減免

600 600 0 0 0
保険600

室料減免

600 600 0 0 0
保険600

室料減免

600 600 0 0 0
保険600

室料減免

7,200 -1,800 9,000 5,000 670 室料1,530

1,000 1,000 0 0 1,000 室料減免

上矢部地区センター自主事業計画書     Ｎｏ.８

団体名　共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

自　　主　　事　　業　　予　　算　　額　

総経費
収入 支出



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名

実施時期・回数

目的・内容

0歳児
パパも一緒に
赤ちゃん体操

6月
1回

目的・内容

《目的》　子育て支援事業
父の日にパパも一緒に加わって、親子で楽しくスキンシップ
《内容》
パパも一緒に、体操に加わってもらい、簡単なおもちゃなども
作って、パパママ一緒に楽しくふれあう。

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）  Ｎｏ.1　

目的・内容等

0歳児
すくすく赤ちゃん体操

《目的》　子育て支援事業
親子でスキンシップしふれあいを楽しむ。、親たちの交流の場
《内容》
ハイハイを始めた赤ちゃんと親対象。親子で出来るふれあい、
遊びなどを楽しくおこなう。赤ちゃんが落ち着いているときはお
母さんもストレッチを楽しむ。
お母さん同士の交流の場も設ける。

実施時期・回数

実施時期・回数

通年
10回2クール

団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

０歳児
ベビーマッサージ

《目的》 子育て支援事業
赤ちゃんの身体を、オイルでマッサージしながら、ふれあいを感
じる。
《内容》
お顔や首、お腹や手や足などを、優しく体操しながら、マッサー
ジをして、楽しむ。

3月
1回

目的・内容

０歳児
離乳食講座

《目的》子育て支援事業
離乳食の作り方を　栄養士さんから学ぶ。同じ月齢の赤ちゃん
を持つママたちの交流の場になる。
《内容》
ごっくん期・もぐもぐ期・かみかみ期・ぱくぱく期の離乳食の作り
方・
メニューを学び、試食もしながら、親子で交流を図る。

実施時期・回数

11月
1回



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）     Ｎｏ.２　
団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

目的・内容等 実施時期・回数

1歳児
上矢部せんた君

《目的》 子育て支援事業
親子で運動、遊び、親たちの交流の場
《内容》
リズムに合わせて動いたり踊ったり親子で楽しむ。
ボール、バルーン等でも元気に遊ぶ、他の子どもとのふれあい
やお母さん同士の交流の場もできる。

通年
20回2クール

目的・内容 実施時期・回数

2～3・3～4歳児
かみやべ親子体操

《目的》子育て支援事業
親子で運動、遊び、親たちの交流の場
《内容》
広い体育室でリズムに合わせて動いたり踊ったり親子で楽し
む。ボール、バルーン等でも元気に遊ぶ、他の子どもとのふれ
あいやお母さん同士の交流の場もできる。

通年
20回2クール

目的・内容 実施時期・回数

3～4歳児
英語で遊ぼう

《目的》子育て支援事業
あそびのなかで、自然に英語を使い、意識せずに英語に慣れて
いく。
《内容》
ペープサートやカードを使いながら英語でゲームあそびをして自
然に言葉を覚え、英語の歌や踊りを親子で楽しむ。
春と秋の２回講座。秋はハロウィン、クリスマスなども取り入れて
楽しむ。

通年
10回

目的・内容 実施時期・回数

4・5～6歳児
ちびっこスポーツ

《目的》 子育て支援事業
いろいろな用具を使用して運動しますが、何ができるようになるというこ
とではなく、体を動かす事を大好きになってもらうことが、目的です。子
どもが１人で参加、就学前の親離れ子離れになります。
《内容》
楽しみながら、身体を動かす基本的な動作をしっかり身につけていきま
す。鉄棒・跳び箱・マット等を使い、体操の基礎を身につけます。また集
団の中で、お友達と仲良く遊ぶ事も大事です。ゆずりあい・思いやりの
心が育ちます。できる事ではなく、頑張っている事、楽しんでいる事をほ
めてあげ、スポーツを好きになってもらう。

通年
20回2クール



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名

3月
3回

目的・内容

はじめてのピアノ

《目的》子育て支援事業
音符やリズム感を養う。キーボードにさわり、簡単な曲をひいて
みる。
《内容》
キーボードで、簡単な曲が弾けるよう学ぶ。

実施時期・回数

実施時期・回数

通年
1回

目的・内容

想像力を高める
こども造形教室

《目的》子育て支援事業
身近にあるもので、想像、工夫をし、完成させた喜びを体験しま
す。
《内容》
身の回りにある牛乳パック、ペットボトル、プリン容器など工夫して
お面を,作ったり、竹を使って、楽器を作ったり
工夫して作る楽しさを学びます。親は危なくないよう見守りながら
子供の想像力を育てます。

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）     Ｎｏ.３　

目的・内容等

福祉保健センター
による乳幼児の正
しい歯の磨き方

《目的》 子育て支援事業
福祉保健課の歯科衛生士さんの指導をうける。
《内容》
乳幼児のただしい歯の磨き方や歯ブラシの選び方などを学び、
子どもと共に練習する。

実施時期・回数

団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

実施時期・回数

目的・内容

小学生
夏休み料理教室

通年
2回

10月2月
2回

《目的》子育て支援事業
料理を作る楽しさ、自分で作ったものを食べる楽しさを体験す
る。
《内容》
ガスの扱い方や、包丁の使い方を覚えながら友達と協力して
作ったものを味わって楽しむ。後片付けもきちんとする。



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名

実施時期・回数

目的・内容

夏休み
かぶと虫教室

7月
１回

目的・内容

《目的》子育て支援事業
かぶと虫について学び、飼育方法を学ぶ。
《内容》
かぶと虫の飼育方法を学び、実際に、土の入れ方、えさの与え
方を学び、飼育する。

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）  Ｎｏ.４　

目的・内容等

1・２歳児
キッズリトミック

《目的》子育て支援事業
リズムに合わせて、手をたたいたり、動いたり、親子で楽しく
リズム体操
《内容》
ピアノに合わせて、親子で楽しくスキンシップ。
音感やリズム感を養います。

実施時期・回数

実施時期・回数

通年12回　2クール

団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

ふしぎ発見
理科ひろば

《目的》子育て支援事業
物の仕組みを学び、科学への興味を持たせる
《内容》
子ども達自身の手で教材をくみたてる。いろいろな実験をして科
学の眼を開く。（地元企業日立理科クラブさんの先生方の指導）

通年
2回

目的・内容

親子で
クッキング

《目的》
親子で、楽しく料理を作り、季節を味わう。
《内容》
季節の料理やパン作りを親子で一緒に作り、準備から片付けま
で、また、他の親子の方とも、ふれあい、楽しむ。

実施時期・回数

通年
2回



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）     Ｎｏ.５　
団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

目的・内容等 実施時期・回数

夏休みダンス！
ダンス！ダンス

《目的》
夏休みに、ダンスを習い、1曲踊りきる。
《内容》
ダンスの楽しさを学び、振付を学んで、1曲完成させる
みんなで踊る楽しさや、リズム感を養い、軽やかな動きができる
ようになる。

8月
5回

目的・内容 実施時期・回数

パパと一緒に
パン作り

《目的》
父の日にパパと触れ合う企画、一緒にパンやピザを作る。
《内容》
パンの基本の作り方を学び、パパと一緒に作り、一緒に食べる。

6月
1回

目的・内容 実施時期・回数

竹灯篭を作ろう

《目的》
親子で、竹を使って、灯篭を作る
《内容》
谷矢部池公園愛護会のご協力で、のこぎりやドリルの使い方を
学び竹に穴をあけて、灯篭を作る。完成品に灯りをともし、楽し
む。

8月
1回

目的・内容等 実施時期・回数

絵本の読み聞か
せ

《目的》　　NPO事業
親子で絵本への興味、物語の楽しさをかんじてもらう。
《内容》
紙芝居や絵本で、季節の物語を読み聞かせ、楽しさを知っても
らう。

通年
2回



（様式４）

事業名

事業名

事業名

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）     Ｎｏ.６　
団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

目的・内容等 実施時期・回数

夏休み体操教室
トランポリン

《目的》
夏休みに、トランポリンを体験する。
《内容》
トランポリンを練習する。繰り返し跳ぶ事で、体幹が鍛えられ、
全身を使って体を動かせる楽しさを体験します。

8月
4回

目的・内容 実施時期・回数

夏休み1日スタッフ
体験

《目的》
地区センターの仕事に興味をもってもらう。
《内容》
来館時の挨拶や、本の貸し出し、お部屋の案内など
地区センターでの仕事の一部を体験しながら、ふれあいを
楽しんでもらう。

8月
 3回

目的・内容 実施時期・回数

夏休み！
本を読もう！

《目的》
夏休み期間中に、多くの本に触れ、本を読むことの楽しさを
味わう。
《内容》
図書通帳に読んだ本を記録し、夏休み期間中に10冊を目標に
チャレンジしてもらう。達成できた子ども達は、鉛筆やマーカーペ
ンなどがもらえる。

７・8月



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名

歌って回想健康法
はまちゃん体操

《目的》
地域の高齢者の健康作り、仲間作り
《内容》 ６５歳以上対象
同年代の人と懐かしい歌を歌って楽しむ。
体力に合わせて、座位編・立位編・リズム編をＤＶＤに合わせ
て、体操をする。

通年
11回

目的・内容等 実施時期・回数

保育付
子育てママの
リフレッシュスポーツ
（子育て支援
ちゅーりっぷ共催）

《目的》
子育てに追われているママのリフレッシュスポーツ。
《内容》
子育て中のママにソフトバレーなどのスポーツをして、ストレス発
散してもらい、楽しいひと時をすごしてもらう。子どもは保育士と
楽しく遊んですごす。

10月
1回

目的・内容 実施時期・回数

Dance&
ソフトエアロビ
（保育有）

《目的》
心身のストレスや疲労を回復し、リフレッシュして生き生きと健康
に　（保育もあるので、お子様を預けてリフレッシュできる）
《内容》
軽快なリズムに合わせたダンス。自分の体調、体力に合わせた
無理のない有酸素運動と筋力アップを図ります。大勢の仲間と
一緒に身体を動かし、楽しく無理なく続けることが大切です。

通年
24回

目的・内容 実施時期・回数

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）  Ｎｏ.７　
団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

目的・内容等 実施時期・回数

健康体操

《目的》
心身のストレスや疲労を回復し、リフレッシュして生き生きと健康
な毎日をおくる。
《内容》
自分の体調、体力に合わせた無理のない有酸素運動と筋力
アップを図ります。大勢の仲間と一緒に身体を動かし、楽しく無
理なく続けることが大切です。今年度より、指導者も二人となり、
より適切なアドバイスをしていただけます。

通年
40回



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名

通年
１回

目的・内容

人気シェフに学ぶ
フランス料理

《目的》
シェフから、ワンランク上の料理を学ぶ。

《内容》
人気店シェフから、フランス料理の調理方法を学ぶ。盛り付け方
法など、ワンランク上の技を学び、実生活に役立てる。

実施時期・回数

実施時期・回数

9月
4回

目的・内容

バウンドテニス入
門

《目的》
体育室でできるバウンドテニスの基礎を学ぶ。
《内容》
バウンドテニス協会の講師に基本やルールを学び、試合ができ
る様に指導をうける。
仲間と楽しく打ち合いができる様になり、機敏さを養うことができ
る。

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）  Ｎｏ.８

目的・内容

じっくりゆっくり
ヨガ体操

《目的》
じっくりゆっくり筋力をつけ、老化予防と腰痛などを治す。
《内容》
元気で生き生きとした毎日をおくるために、筋力をつけ、腰痛予
防や足腰を強化し、すっきりした体格を作る。

実施時期・回数

団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

実施時期・回数

目的・内容

懐メロソングde
楽しく歌おう

通年
10回

10月～11月
4回

《目的》
懐かしの昭和歌謡を、皆で楽しく歌う
《内容》
皆が知っている歌を、ピアノの伴奏に合わせて、楽しく唄う。
その歌の時代のエピソードなども学ぶことができる。



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）  Ｎｏ.９
団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

目的・内容 実施時期・回数

基礎から学ぶ
男の料理

《目的》
料理の基本を学び、手作りの楽しさを知る
《内容》
料理を作り、味わう。また男性同士で協力して片付けまで学ぶ

11月
2回

目的・内容 実施時期・回数

美味しいパンを
基礎から学ぼう

《目的》
パンの作り方を学びながら、簡単なクッキングも学び、楽しくラン
チをたべる。
《内容》
色々なパンの作り方を学び、発酵させている時間に、簡単メ
ニューのおかずをつくり、焼きたてのパンと共に楽しいランチを
食べ、仲間作りをする。

10月
2回

目的・内容 実施時期・回数

季節の料理

《目的》
夏や秋、冬の季節の食材を使って料理を作る。

《内容》
季節にあった食材を使い、行事にあったメニューの調理方法を
学ぶ

通年
3回

目的・内容 実施時期・回数

秋の和菓子作り

《目的》
本格　練り切りの和菓子作りを学ぶ。

《内容》
秋の和菓子の作り方を学び、4つ作り、持ち帰る

9月
1回



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名

毎年好評
手作り味噌

《目的》
家族の嗜好にあった、美味しい味噌を手作りして味わい楽しむ。
《内容》
良い素材を使い、好みの塩加減で自分のオリジナル味噌を作り
味噌作りの楽しさを知る。

1月
1回

目的・内容 実施時期・回数

人気講師による
お菓子作り

《目的》
季節のお菓子を習い家族に食べてもらえる楽しさを知ってもら
う。
《内容》
旬の果物を使い基本的なスポンジ作りから美しいデコレーション
の仕方など学ぶ。

通年
8回

目的・内容 実施時期・回数

恵方巻と節分料
理」

《目的》
恵方巻の作り方を学ぶ。
《内容》
いろいろな具材の恵方巻を教わり、節分に合う料理メニューも
作る。

1月
１回

目的・内容 実施時期・回数

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）  Ｎｏ.１０
団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

目的・内容 実施時期・回数

年末年始の
おもてなし料理

《目的》
年末年始のおもてなし料理を学ぶ
《内容》
クリスマスや大晦日、お正月の行事で、来客が多い時、役立つ
メニューを作り、ワンランク上のおもてなしを学ぶ。

12月
1回



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）  Ｎｏ.１１
団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

目的・内容 実施時期・回数

そば打ち入門

《目的》
そばの基本的な作り方を学ぶ
《内容》
そば打ちの道具を使って、手作りのそばをつくる。ゆで方やダシ
の作り方をまなぶ。

通年
4回

目的・内容 実施時期・回数

トラベル英会話

《目的》
日常会話から、旅行等で使う簡単な会話を教わる。
《内容》
初めての人対象で、簡単な会話から、楽しく学んでいく。

10月
6回

目的・内容 実施時期・回数

はじめての
オカリナ

《目的》
オカリナの吹き方を学び、演奏して楽しむ
《内容》
オカリナの楽器の扱い方や吹き方を学び、皆で演奏する。
仲間づくりができ、演奏する楽しさを学ぶ。肺活量も鍛えられる。

5～6月
6回

目的・内容 実施時期・回数

初心者囲碁講座

《目的》
囲碁を学んで、交流をはかる
《内容》
はじめての方対象に基礎を学び、囲碁の楽しさを学んで、多くの
方と楽しく交流する。

4月
4回



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名

12月
2回

目的・内容

木目込みでつくる
干支

《目的》
木目込み人形で毎年干支を作り十二支揃える。
《内容》
毎年続けている講座です。木目込みで来年の干支を作り、新年
に飾る。十二支作り上げることを目標に、毎年一つづつ作ること
を楽しんでいる。

実施時期・回数

実施時期・回数

6・7月
5回

目的・内容等

秋の寄せ植え

《目的》
秋のお花の寄せ植えを作ります。
《内容》
お花の組み合わせを学び育て方を教わりながら、寄せ植えを作
る。

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）     Ｎｏ.１２

目的・内容

子連れママの
フラダンス

《目的》
子育て中のママも子育て終わったママも楽しくフラダンスを学ぶ
《内容》
はじめての方対象に基礎を学び、曲に合わせて、踊る。
お子様と一緒に楽しむ講座なので、気楽に参加して楽しむこと
ができる。

実施時期・回数

団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

実施時期・回数

目的・内容

緑のカーテン＆
夏野菜

5月
1回

9月
1回

《目的》
夏野菜の育て方を教わります。
《内容》
ゴーヤ・プチトマト・レタスなどの育て方を学び、実際にベランダ
で植え方を学びます。苗や種を持ち帰り、各家庭で育てます。



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名

ステンドグラスで
クリスマス

《目的》
ステンドグラスの作り方を学ぶ
《内容》
ステンドグラスで、クリスマス飾りを作り、照明に写るステンドグ
ラスの美しさを堪能し、クリスマスに飾る。

11月
2回

目的・内容 実施時期・回数

はじめてのピアノ
入門

《目的》
はじめてピアノを習う方に、音楽の楽しさを味わってもらう。
《内容》
音符や鍵盤の使い方を学び、曲を演奏する楽しさを学ぶ。

10月
6回

目的・内容 実施時期・回数

クリスマス＆
正月飾り

《目的》
クリスマスや正月のドア飾りを作る
《内容》
クリスマス飾りを学び、アレンジを変えて、正月まで飾ることがで
きる
フラワーアレンジを学ぶ。

12月
1回

目的・内容等 実施時期・回数

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）     Ｎｏ.１３
団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

目的・内容 実施時期・回数

笑って年越し
楽しい落語

《目的》
年の最後に笑って楽しく過ごす
《内容》
地域の方々と、楽しい落語を聞いて、笑って年を越す

12月
1回



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名

母の日企画
アートパンフラ
ワーでカーネー
ション

《目的》
粘土から作るカーネーションを母の日用にアレンジ
《内容》
アートクレイ粘土の色付けや形作りを学び、母の日の
プレゼント用にカーネーションの犬を作る。

4・5月
2回

目的・内容 実施時期・回数

季節の折り紙
クリスマス
お雛様

《目的》
折り紙で、季節を表現して楽しむ
《内容》
クリスマスのリースやお雛様を折り紙で作り、飾る。

12・2月
2回

目的・内容 実施時期・回数

オリジナル
ジュエリーを
作ろう

《目的》
シルバーアクセサリーを作る
《内容》
夏のアクセサリーであるシルバーのペンダントトップを作る。
世界に1つだけのジュエリーになります。

7月
1回

目的・内容等 実施時期・回数

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）  Ｎｏ.１４
団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

目的・内容 実施時期・回数

心静かに！
かな書道

《目的》
かな書道の描き方を習います。心を静かに、集中して書きます。
《内容》
筆や墨の使い方を習い、心静かに書を楽しみます。

2・3月
6回



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名

いざ！という時の
救命救急

《目的》
緊急時の備え方を学ぶ。
 《内容》
鳥が丘消防署に教わる、いざという時のために、備えておきた
い救命の知識。通報訓練・地震訓練を学ぶ。

6月
1回

目的・内容 実施時期・回数

タブレット入門

《目的》
はじめてタブレットを使う方対象に、賢い使い方を学ぶ。
《内容》
実際、端末を使って触って覚える。賢い利用術を学び、暮らしに
役立てる。

9月
1回

目的・内容 実施時期・回数

やさしい
相続基礎知識

《目的》
新しく変わった相続についての法律を学ぶ
《内容》
司法書士の方に、相続についてのさまざま知識を学ぶ。

3月
1回

目的・内容等 実施時期・回数

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）  Ｎｏ.１５
団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

目的・内容 実施時期・回数

クリスマスの
ポップカード

《目的》
クリスマスカードを作ります。
《内容》
用紙の選び方やカッターで細かな部分をカットして、素敵なクリ
スマスカードを作ります。

11月
１回



（様式４）

事業名

事業名

実施時期・回数

2月
2回

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）  Ｎｏ.1６

目的・内容

墨彩画入門

《目的》
水墨画に色付けする墨彩画を学ぶ。
《内容》
筆使いや、色の付け方を学び、はがきに描く。

実施時期・回数

団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

目的・内容等

協同事業体に教わ
るお掃除テクニッ
ク

11月
1回

《目的》
協同事業体ＮＰＯ建物管理ネットワークに教わる障子/ふすまの
張り替え

《内容》
障子・ふすまの張り替え方法のコツを教わる。



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名

NPO事業
ディレクトフォース
理科実験教室

《目的》
子ども達の科学の夢をひろげる。
《内容》
理科実験を通して、科学の楽しさを学ぶ。上矢部・鳥が丘小の
キッズクラブ、学童保育対象の事業で、子供たちの交流も図
る。

8月
1回

目的・内容 実施時期・回数

NPO事業
ワンパク空手

《目的》子育て支援事業
空手道にふれ、精神を学ぶ
《内容》
湘南空手道クラブの指導の下、空手の基礎を学び、上矢部・
鳥が丘小キッズクラブ、学童保育の子供たちの交流をはかる。

8月
1回

目的・内容等 実施時期・回数

NPO事業
ファミリー
コンサート

《目的》
小さなお子様も一緒に楽しめるコンサート
地域の方に地区センターを知ってもらう。
《内容》
お子様も一緒に楽しい音楽にふれ、家族で楽しいひとときを過
ごしていただく。

3月
1回

目的・内容 実施時期・回数

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）  Ｎｏ.1７
団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

目的・内容 実施時期・回数

NPO事業
おしゃれ
ナイトコンサート

《目的》
地域の方に地区センターを知ってもらう。
《内容》
音楽にふれ、楽しい夜のひとときを過ごしていただく。

9月・12月
2回



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名

実施時期・回数

目的・内容等

NPO事業
放課後の居場所
月イチカレー

通年
12回

目的・内容

《目的》
子どもたちの放課後の居場所作り
《内容》
月に一度、子供たちの大好きなカレーを食べる日を決め、皆で
楽しくカレーを食べて、交流を図ってもらう。地域の方も、ボラン
ティアでカレー作りから、お手伝いいただき、子供たちとの交流
も図れる。
皆でワイワイ食べる事が、楽しいらしく、毎回多くの子供たちが
遊びに来る。

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）  Ｎｏ.１８

目的・内容等

NPO事業
ヒップホップダンス

《目的》
ヒップホップダンスでダンスの楽しさを学ぶ。
《内容》
ダンスの振付を学び、１曲踊りきる。上矢部・鳥が丘小キッズク
ラブ、学童保育のお友達で、楽しくダンスを踊り、交流を図る。

実施時期・回数

実施時期・回数

8月
1回

団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

NPO事業
夏休み
上矢部こどもまつり

《目的》
地域の人に地区センターを知ってもらう
《内容》
三協役員、サークルの講師、地域ボランティア協力
幼児から楽しめる人形劇、こども料理教室、造形などで家族で
作品をつくり楽しむ。作品は夏休みの宿題で提出できると喜ば
れている。

12月
1回

目的・内容

NPO事業
上矢部クリスマス会

《目的》
地域の人に地区センターを知ってもらう
《内容》
三協役員、サークルの講師、地域ボランティア協力
幼児から楽しめる人形劇、

実施時期・回数

7月
1回



（様式４）

事業名

事業名

事業名

上矢部地区センター自主事業別計画書（単表）  Ｎｏ.1９ 
団体名 共同事業体ＮＰＯみんなのまちづくりクラブ・ＮＰＯ建物管理ネットワーク

目的・内容等 実施時期・回数

ＮＰＯ事業
夏休み
上矢部探検隊
工場見学

《目的》
上矢部地区センター周辺の工業団地の企業の見学
《内容》
夏休みに親子で、地元の企業がどんな物を作っているのか、見
て触れて学ぶ。（戸塚工業団地協同組合協力）

8月
1回

ＮＰＯ事業
上矢部てくてく
探検隊

《目的》
上矢部地区センター周辺のマップ「上矢部てくてくマップ」を見な
がら、桜さがして、歩け歩け！
《内容》
桜を見ながら、周囲のお寺や神社。阿久和川に沿って、、お散
歩を楽しむ。

4月
1回

目的・内容 実施時期・回数

ＮＰＯ事業
無料フリーマーケット

《目的》
まだまだ着られる子供服や制服など、必要な方に使っていただ
く。
《内容》
捨てるにはもったいない子供服や婦人服、着られる方に気軽に
あげられれば・・・との地域の声に「無料フリーマーケット」を月に
1度第４日曜日に開催。喜ばれている。

通年
12回

目的・内容 実施時期・回数

01111272
テキストボックス



　（様式８）

№ 委託期間 委　託　内　容 金　額　(円） 業　者　名

1
平成29年4月1日～
平成30年3月31日

清掃業務 1,468,756 ビル管財（㈱）

2
平成29年4月1日～
平成30年3月31日

空調機器保守点検 561,600 テクノ矢崎

3
平成29年4月1日～
平成30年3月31日

冷暖房機器保守点検 819,720 富洋興業㈱

4
平成29年4月1日～
平成30年3月31日

貯水槽清掃業務 158,285 富洋興業㈱

5
平成29年4月1日～
平成30年3月31日

エレベーター保守点検 453,600 ジャパンエレベーターサービス㈱

6
平成29年4月1日～
平成30年3月31日

設備総合巡視点検 317,520 三洋装備㈱

7
平成29年4月1日～
平成30年3月31日

機械警備業務 1,075,680 ㈱国際連邦
警備保障

8
平成29年4月1日～
平成30年3月31日

自家用電気工作物保守管理 346,906 （財）関東電気
保安協会

9
平成29年4月1日～
平成30年3月31日

設備管理業務 194,400 富洋興業㈱

施設名　横浜市上矢部地区センター

平成29年度　委託内容一覧



（様式３） （指定管理者が記入する様式）

収入の部 （税込、単位：円）
当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

35,162,000 35,162,000 35,162,000 横浜市より
4,005,000 4,005,000 4,005,000
3,260,000 3,260,000 3,260,000

0 0
810,000 0 810,000 0 810,000

印刷代 160,000 160,000 160,000
自動販売機手数料 600,000 600,000 600,000
駐車場利用料収入 0 0
その他（ ） 50,000 50,000 50,000

43,237,000 0 43,237,000 43,237,000
支出の部

当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

20,872,000 0 20,872,000 0 20,872,000
18,500,000 18,500,000 18,500,000
2,200,000 2,200,000 2,200,000

120,000 120,000 120,000
28,000 28,000 28,000
24,000 24,000 24,000

0 0 0
1,246,000 0 1,246,000 0 1,246,000

10,000 10,000 10,000
600,000 600,000 600,000
20,000 20,000 20,000

0 0
250,000 250,000 250,000
75,000 0 75,000 0 75,000

横浜市への支払分 75,000 75,000 0 75,000
その他 0 0 0

100,000 100,000 100,000
0 0 0

11,000 11,000 11,000
30,000 30,000 30,000
30,000 30,000 30,000

0 0 0
20,000 20,000 20,000

100,000 100,000 100,000
3,260,000 0 3,260,000 0 3,260,000
3,260,000 3,260,000 3,260,000

0 0 0
12,645,000 0 12,645,000 0 12,645,000
7,600,000 0 7,600,000 0 7,600,000

電気料金 4,400,000 4,400,000 4,400,000
ガス料金 700,000 700,000 700,000
水道料金 2,500,000 2,500,000 2,500,000

810,000 810,000 810,000
600,000 600,000 600,000
550,000 550,000 550,000

3,085,000 0 3,085,000 0 3,085,000
空調衛生設備保守 1,100,000 1,100,000 1,100,000
消防設備保守 250,000 250,000 250,000
電気設備保守 650,000 650,000 650,000
害虫駆除清掃保守 350,000 350,000 350,000
駐車場設備保全費 10,000 10,000 10,000
その他保全費 725,000 725,000 725,000

0 0 0 0 上矢部地域ケアプラザ負担金152,915

1,929,000 0 1,929,000 0 1,929,000
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0

1,950,000 0 1,950,000 0 1,950,000
0 0 0
0 0 0 税理士報酬・事務所費代

1,335,000 1,335,000 0 1,335,000 有隣堂・すくすく・こども祭人件費

43,237,000 0 43,237,000 0 43,237,000
0 0 0 0 0

0
0
0

0
0
0

平成29年度　「横浜市上矢部地区センター」　収支予算書兼決算書

科目

指定管理料
利用料金収入
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入
自主事業収入
雑入

収入合計

科目

人件費
給与・賃金
社会保険料
通勤手当
健康診断費
勤労者福祉共済掛金
退職給付引当金繰入額

事務費
旅費
消耗品費
会議賄い費
印刷製本費
通信費
使用料及び賃借料

備品購入費
図書購入費

地域協力費

施設賠償責任保険
職員等研修費

リース料
振込手数料

その他
事業費
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費
自主事業費

管理費
光熱水費

清掃費
修繕費
機械警備費
設備保全費

共益費
公租公課
事業所税
消費税
印紙税
その他（法人税・地方法人税・法人市民税）

事務経費　（計算根拠を説明欄に記載）
本部分
当該施設分

管理許可・目的外使用許可収入
管理許可・目的外使用許可支出
管理許可・目的外使用許可収支

ニーズ対応費
支出合計

差引

自主事業費収入
自主事業費支出
自主事業収支



平成 29年度上矢部地区センター自己評価表 

目標設定

の 視 点 
計画内容及び運営目標 

計画内容及び運営目標 

に対する実績 

今後の取組 

（改善計画） 

自己

評価 

利用者 

サービス

１ 地域特性、地域ニーズ 

上矢部地域はボランティア活動が活発で高齢者の食事会、小学

生の登下校の見守り隊、阿久和川の清掃活動などが定着し連帯

感や仲間意識が強い町内会です。 

 近年は、定年退職者層も増えているが、一方では大型ﾏﾝｼｮﾝ

の建築も進み若い世代が増加しています。 

また、地域内には工業団地もあり、そこで働く人達の仕事の

リフレッシュ策として、文化・スポーツ活動の支援が出来るよ

う各事業に積極的に働きかけをしていきます。 

２ 公の施設としての管理 

・公平で公正な管理運営

・利用者の人権尊重

・個人情報の適切な管理

・自主事業費の参加はできるだけ低額の料金設定

・ホームページ、館内掲示、地域回覧、広報戸塚区版、エフエ

ム戸塚など多様なメディアによるイベントや利用サークルなど

の情報発信 

・安全で清潔、いつでも誰もが気持ち良く過ごせる憩いの場づ

くり 

・アンケートやご意見などからの利用者、地域ニーズの収集と

それらを反映させた運営 

・利用者会議やセンター委員会の「議事録」「業務報告書」など

の公開を通じて情報公開を進め、透明性のある運営 

３ 利用者ニーズの把握と運営への反映 

・町内会自治会の定例会に毎月出席し情報を共有します。

・地区センター委員会、利用者会議などを通して利用者の意見



や要望を把握します。 

・館内に設置したご意見箱や、メールなどで利用ニーズ、地

域のニーズの収集に努めます。

・苦情に対しては、館内掲示版やホームページで回答し理解

頂くよう努めます。

・日頃より明るく親しみのある、親切で公平な対応を心掛け

る事で、気軽に話し合える雰囲気をつくり、利用者ニーズの把

握に努めます。

・定期的にアンケート調査や自主事業参加者へのアンケート

を実施し、上矢部地域の特徴を捉え、多様化していく住民ニー

ズに応えます。

４ 利用者サービス向上の取組 

・利用者の利便性向上と負担軽減

体育室が空いている場合、個人利用者に卓球台を有料で貸し 

出します(卓球台 1台 120円) 

・図書スペースと読書環境の充実(図書の予約を開始)

・新しい利用者の開拓

・平成 27年度の図書購入費 30,000円を 50,000円とし利用者か

らの希望図書購入に充てます。 

・親子コンサートなど新しいイベントを企画します。

・隣接する泉区に講座のチラシを回覧し、利用者増を目指しま

す。 

・留守家庭児童対策として「放課後の居場所・月イチカレー」

を実施します。 

業務運営 

１ 管理運営に必要な組織、人員体制 

・NPOみんなのまちづくりクラブが地区センターの運営を行い、

NPO建物管理ネットワークが施設の管理を行います。 

・共同事業体は四半期ごとに経営会議を開催し、運営の見直し

と情報を共有します。 

(運営)NPOみんなのまちづくりクラブ 



館長・副館長・職員 2・スタッフ 10 

(施設管理)NPO建物管理ネットワーク 

設備管理・清掃 

２ 緊急時の体制と対応計画 

① 防犯、防災その他の災害・事故予防計画

・緊急時対策・事故対策の為の研修を実施します。

・初期消火と避難誘導の訓練を実施します。

・消火器・消火栓・避難誘導灯の設置場所を記した図面を用い、

利用者会議で図上訓練を実施します。 

・利用者と共に AEDの講習を受け救急対応に備えます。

・マニュアルを整備し、役割分担を明確にします。

・地域の防災拠点訓練に参加します。

② 横浜市防災計画及び戸塚区防災計画に基づき、区と締結し、

危機発生時の体制を整えます。 

・豪雨や震度 5 強以上の地震による帰宅困難者の一時滞在施設

として受け入れ体制を整えています。 

・防災計画・消防計画を策定し、緊急時に備え防災訓練を年 2

回実施します。 

・外部侵入者による被害防止の為、事務所で監視カメラをチェ

ックし、職員、スタッフの見回りを 1 階駐輪場やベランダなど

昼夜巡回します。 

・日頃から区役所、警察署、消防など関係機関との連携を密に

し、緊急時の対応について指導を受け、職員スタッフ全員が危

機管理に対する知識、技術を習得し対応できるようにします。 

(常勤職員・夜間スタッフは防火管理者資格を取得) 

・警備会社は夜間機械警備だけではなく、緊急時には即時対応

します。) 

・防災用としてヘルメット・メガホン・担架・安心避難セット(救

急用品・非常食)を備え、毎年点検を行っています。・施設賠償

責任保険 1億円に加入します。 



・自主事業参加者に対して傷害保険に加入します。

③ 事故・災害等の緊急時の体制及び具体的な対応計画

・1階ケアプラザ、2階身障者支援自立センターであいと連携体

系を整えます。 

・事故・災害等緊急時の「緊急時連絡網・連絡先機関一覧表」

を整備し、緊急時対応に万全を期します。 

・緊急時対策・事故対策を定めた「防災マニュアル」に従い、

職員スタッフは各自の役割を実行し、利用者の避難誘導と安全

を確保します。 

・風水害には、天気予報などで情報を的確に把握し、利用者の

安全を第一に考え対応します。 

３ 設置理念を実現する運営内容 

・「上矢部てくてくマップ」を作成し、上矢部全戸配布を行いま

す。 

・上矢部高校・上矢部小学校など近隣小・中学校との連携を強

め、自主事業に活かし地域に根ざした事業運営を実行します。 

・工業団地協同組合と共催し夏休みに「上矢部探検隊工場見学」

を毎年開催します。 

・近隣小学校の放課後キッズクラブ・学童クラブと共催し(夏休

みの特別企画)を開催します。 

・地区センターを利用した事のない人に来て頂くきっかけを作

るためのイベント「夏休み上矢部こどもまつり」「おしゃれナイ

トコンサート」「音楽と落語」など開催します。

・ニーズを反映させた自主事業を行い、多くの人が参加したく

なる地区センターにします。 

・併設の地域ケアプラザ・障がい者自立支援センターであいと

連携しレインボーフェスタを開催します。 

・親が就労している子どものために「子ども食堂」を実施しま

す。 

４ 利用促進策 



① 「活動拠点」を目指して、地域の人の様々なニーズを大切

にし、皆が楽しく過ごせる居場所づくりを行います。 

② 子育て支援事業の充実を図ります。

・子育てママの保育相談を毎週 2回実施します。

・親子で楽しめる季節のお楽しみ会を実施します。

・人形劇・親子体操など土曜・日曜に開催し、保育園に通って

いる子どもや父親が参加できるようにします。 

・上矢部のニーズに合わせた「2 ヶ月前曜日応当予約」「6 ヶ月

定期予約」さらに「当日申し込み半額サービス料金制度」を定

着させ、空き部屋の利用を促進しています。 

５ 本市重要施策に対する取り組 

① 情報公開

・情報公開規定を作成し、情報開示の申し出があった場合はル

ールに則して対応します。 

② 人権尊重

・毎年、職員スタッフ全員が「人権研修」を受講し、自己啓発

に努めます。 

・ひとりひとりの市民が互いに尊重し合い「共に生きる社会」

の実現のために、誰もが働きやすい職場作りに取り組んでいき

ます。 

・地区センターを利用する人に対しては外見で判断せず、障が

いのある人や外国人も参加しやすくするなど利用者の人権に配

慮します。 

・発達障がいの子どもや LGBTについて学び、常に意識するよう

にします。 

・多機能トイレは誰でも自由に使えるよう配慮します。

・最近では SNS による他人の誹謗中傷や侮辱、無責任な噂、差

別的な書き込みなどの人権侵害が社会問題となっています。 

このため、地区センターでは地域の小学生向けに「DVD で学ぶ

携帯・ネットの正しい使い方教室」を実施します。 



③ 環境への配慮

・横浜市が取り組んでいる「横浜みどりアップ計画」に賛同し

上矢部地区センターを緑あふれる場所として地域住民が寛げる

場にします。(ゴーヤのカーテンなど) 

・こまめな消灯と冷暖房の温度管理を徹底します。

・蛍光管を順次 LEDに変えます。

④ 市内中小企業優先発注

・地元経済の活性化、地元企業の育成を基本とし、優先的に発

注します。 

⑤みんな元気に！

・「よこはまウォーキングポイント」のリーダーを設置し「ウォ

ーキングで健康作り」の講座を実施します。 

・「健康麻雀」「囲碁将棋カフェ」「季節の折り紙」など楽しく皆

で交流できる場をつくります。 

６ 自主事業計画 

① 自主事業の特徴

・一年間を通じて多くの自主事業を実施しています。

・子育て支援の充実(0歳児から小・中高生まで各年代)

・健康作りの推進(毎回 100人参加の健康体操など)

② 独自性

・毎週金曜日の午後②(午後 3 時～6 時)体育室を青少年育成事

業枠としています。 

・就学前の幼児を対象とした体操教室を実施します。

・地域の親子・学生たちがスポーツで交流ができるようにして

います。 

③ 実現性

・自主事業は年間事業計画を策定し、人員・予算を確保したう

えで地区センター委員会で発表します。 

・これまで培ってきた地元との協働、ノウハウを駆使して「地

域の人達による地域の人たちの活動拠点」作りに努めます。 



７ 施設の維持管理計画 

施設・設備の状態を事前に把握し、維持管理計画を策定し効率

的な管理業務を行います。 

① 施設・設備の保守点検について 

毎月の点検日に NPO 建物管理ネットワークが保守点検や設

備総合巡視点検を行い、常に安全に利用できるよう状態に

します。不具合が見つかった時は早めの対応により施設の

長寿命化を図ります。 

② 補修計画 

上矢部地区センターは開館後 23年が通過し、建物のクラッ

クなど劣化が生じています。建築物の管理専門である NPO

建物管理ネットワークが補修計画を策定し、緊急性の高い

ものから順次補修計画を進めていきます。指定管理期間の

保守・保全計画を立て、費用の掛かるものは区と相談しな

がら実施します。 

③ 清掃計画 

毎月休館日に行う定期清掃については効率的な年間管理計

画を立て、環境に配慮した資材・洗剤を取り入れながら美

観の維持に努めます。 

毎日の清掃は「さわやかスタッフ」が行う他、全スタッフ

が協力し合い良好な環境を提供します。 

④ 外構・植栽等管理計画 

日常的にスタッフが敷地内を巡廻し点検をします。植栽の

手入れは、剪定業者に依頼しますが、出来るだけ建物管理

スタッフが地域ボランティアさんの協力を得ながら行いま

す。 

⑤ 保安警備計画 

警備業務は、機械警備により行います。毎日開館時と閉館

時に警備会社に連絡し、コミュニケーションを密にします。 

地元の上矢部交番との連携を密にし、定期的な巡回を依頼

 

 

 

 

 

  



しています。 

職員育成 

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 17条第 1項の規定に従い、

職員スタッフに研修を行います。 

・個人情報保護法及び関連するその他の法令・規範を遵守し個

人情報を適切に取り扱う誓約書を横浜市に提出します。 

・館長を個人情報保護の管理責任者とし、全職員・スタッフは

個人情報保護研修を受けます。 

・取得する個人情報は目的を明確化し、本人の同意を得て必要

最小限適正な情報取得とします。 

   

財務 

１ 収入計画の考え方 

① 利用料金収入 

共同事業体が指定管理者として上矢部地区センターの業 

務に就いてからの 10 年間の利用料金収入実績は、指定管

理 2年目が前年比 20％増、その後 8年間順調に伸びていま

す。決められた利用料金目標もすでに達成しています。今

後の指定管理期間で年間 440万超を目標とします。 

② 自主事業収入 

  上矢部地区センターの稼働率は 10年間で 41.1％から 57.6%

と約 17ポイント伸び、日中の利用時間帯によって高稼働状

態ですので、自主事業規模の拡大は難しい状況にあります。

このため稼働率の低い午後②夜間に新規事業を実施するこ

とで収入増を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 増収策 

① 利用料金収入 

・自主事業からのサークル化を積極的に支援します。 

・平成 27年度の新規団体 128を 150団体の登録を目指します。 

・稼働率の低い部屋・時間帯での新規自主事業の開拓を行い利

用料金の増を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② 雑収入 

・印刷代 

・貸しロッカー 

・自動販売機収入 

・刊行物 

・古紙還元費 

 

 

３ 支出計画 

① 光熱水費の節減計画(平成 27年度の電気代 480万円を 30万

円削減を目指します。) 

② 自主事業費 

③ 人件費 

④ 管理費 

⑤ 事務経費 

  

 

 

４ ニーズ対応費の使途 

・図書購入費 

・新聞代 

・備品購入 

・センターまつり 

・親子コンサート 

・夏休み上矢部こどもまつり 

・近隣小学校の放課後キッズクラブ・学童クラブとの協働事業 

・放課後の居場所「月イチカレー」 

   

その他 

（上記４
つの視点
以外の項
目があれ
ば追記） 

・目標設定の視点に基づく目標を記載 

 

 

   

利用者等

の意見 

利用者等の意見の把握方法 

・利用者会議 

・ご意見箱 

・事後アンケート 

  



・年度末アンケート 

 

≪自己評価≫ 
Ａ：計画、目標を上回って実施 
Ｂ：計画、目標を保持して実施 
Ｃ：計画、目標を下回って実施 

 
※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載 
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