
｛様式1)

平成28年度 『北山周地区セシターJ 収受予~ll館

収入の8~ ｛税込、単位：円）

科目
当初予鱒fill 補正敏 予綜1見積 決t草額 差引

説明
(A) (B】 (C=A+B) (D) (C-0} 

J量定管理科 37,062,000 37,062,000 37,062,000 i員浜市より

利用科会収入 4,100,000 4,100,000 4,100,000 

自主事録｛柵書官喧再克当時自主事副担入 2,661,200 2,661,200 2,661,200 

自主;IJ融収入 。 。 。 。

錐入 1,250,000 。 1,250,000 。 1,250,000 

EDil!t 220,000 220,000 220,000 

自動販売ぬ手数料 932,000 932,000 932,000 

駐車時利用斜i収入 。 。 。 。

その他｛遊具 ・寄f付金） 98,000 98,000 .98,000 遊具等の雑収88,000、寄附金10,000

視密資能錨草緩席議論滋意思三事言語｜彰組事J鐙華r~g"Q｜側鎖縦掛 隊創苦海貫通話ゆ議説室生議選治強迫執務総rlfIt君主魁臓器翠操縦瀦謡鶴港継続機各種轍議題
支出の部

科目
当初予算鎖 千南iU買 予鱒1見額 決算額 m号l

説明
(A} ｛日｝ (C置 A+B) (Dl (C-Dl 

人件費 ’. 圃’ ’ 、統e ー一－ー－ ーー担 if 20,886,000 。 20,666,000 , .0 ,・ ・20,6首e;ooo

給与・賃金 18,886,000 18,885,000 18,885,000 

社会保険料 1,585,000 1,585,000 1,685,000 

通勤手当 87,000 87,000 87,000 

健康t重量E貧 69,000 69,000 69,000 

徳利厚生 40,000 40,000 40,000 

動労者福批共済出金 。 。 。 。

ii磁給付引当金総入額 。 。 。 。

事務員 ’・：・ .• ：：・＼”ア？．ν言” 1,178,120 。 .. 1,17事.120、、投5ごJ江口三ム＼1,T1e,126

旅資 15,000 15,000 15,000 

消耗品買 500,000 500,000 500,000 

会繍鮪い貿 10,000 10,000 10,000 

印刷製本質 50,000 50,000 50,000 

通信賀 190,000 190,000 190,000 

使用字1及び貨f!Uヰ 。 。 。 。 。

t量潟市への支払分 。 。 。

その他 。 。 。

僧A'l,JJI入賢 50,000 50,000 50,000 

図．賄入賞 。 。 。

給盟賠償興任保険 22,000 22,000 22,000 

騒員等研修貿 20,000 20,000 20,000 

綴込手数料 10,000 10,000 10,000 

リース科 306,000 306,000 306,000 

手放料 。 。 。

他岐協力費 5,120 6,120 5,120 

事業費 － ー且i ． λ一副．司』、F•• ・.:-' ・.咽・・.・ 3,261,200 0 3,281,200 ．・2・コλ 子＇0;:'":'1';~;2(11:200 
自主事録｛惜宣盲唖伺充当の自主怠圃｝冒 3,261,200 3,261,200 3,261,200 

自主事2韓貿 。 。 。 。’!!fJ!J慣 晶・ ・.～F '.-.・・・: ．副d『・‘・..一』・，ー・－．． .. 10,654,880 0 ・10,654,880 九三、。台、；'-1 (),6.~4.喜~.o
光然水質 6,381,000 。 6,381,000 。 8,381,000 

電気料金 3,550,000 3,550,000 3,550,000 

ガス料金 2,131,000 2,131,000 2,131,000 

水道料金 700,000 700,000 700,000 

清掃貿 1,098,000 1,098,000 1,o98,000 

修緒費 600,000 600,000 600,000 

t提~f.:備買 182,100 182,100 182,100 

段｛帯保全賀 2,393,780 。 2,393,780 0 2,393,780 

空潟衛生t量償保守 1,577,000 1,577,000 ‘1,577,000 
消防段備保守 93,000 申3.000 93,000 

ll1気怒備保守 515,000 。515,000 515,000 

密虫隠除清郷保守 30,780 30,780 30,780 

駐車場役償保全費 。 。 。

その他保全員 178,000 178,000 178,000 

共S主演 。 。 。

公Ul公1畢 ．よとよ恒三： 1,850,000 。 ”1,859,000 。姐 1,850,000

事業Pli税 。 。 。

消費税 1,700,000 1,700,000 1,700,000 

印紙税 。 。 。

その他｛浩人税・2去人住民税毒事｝ 150,000 150,000 150,000 

事務経費 c，十n恒処置民銅製に紀賞ト 6,086,000 。 6,096,000 0 "6,096,000 

本的分 6,096,000 8,098,000 6,096,000 協会全体必要経受を指定管理科・管理費等の額に応じて14抱舷で配分

当滋Mi設分 。 。 。 。

ニーズ対応蹟 守 ＜：，／；，ー、三‘ー 1,367,000 ・ -1,367,000 1，語6(000

蝋省前総轡顎齢孫翌年波鴇劣 駒 ‘端技（糊締滋芸誌港室。1糊 納税!ob限緩朝時まre~.45:673＇.却。 経蟻採穏誤認吟斡議義路~議慾説話控盤議緩協滅語善福語雨量言

自主事震取交

｜ 醐奮菅彊曹存WiiJ可可．間霞自商問罪開界夜蘭濁跨書楓司可E取E出｜ 



（様式3)

28年度自主事業計画書

成人 団体名 北山田地区センター

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 委託料 参加費 講師謝金｜ 材料費 保険その他
シニア健療体操 高齢者（55餓以上） 880,000 。880,000 540,000 90,000 250,000 

(1講座36回） 各コース110名

4,000円

4 
子育てママのビューティ・ 1～3歳児とママ 74,000 20,000 54,000 54,000 。 20,000 

エクササイズ春（6回） 20組（40名）
一一一一一一一

2,700円

子育てママのビューティ・ 1～3歳児とママ 74,000 20,000 54,000 54,000 。 20,000 

ヱクササイズ秋（6回） 20組（40名）

2,700円

0席児の親子遊び 生後4～10か月とママ 12,500 2,500 10,000 10,000 。 2,500 

(2回） 10組（20名）
一－－・

500円

骨盤体操＆ストレッチ 審 成人 81,000 500 80,500 30,000 1,000 50,000 

(5回） 35名

2,300円

骨盤体操＆ストレッチ秋 成人 81,000 500 80,500 30,000 1,000 50,000 

(5回） 35名

2,300円

骨盤体操＆ストレツチ冬 成人 81,000 500 80,500 30,000 1,000 50,000 

(5回） 35名

2,300円

免疫力アップ ！養生気功春 成人 70,000 1,000 69,000 30,000 。 40,000 

(5回） 30名

2,300円

免疫力アップ ！養生気功秋 成人 70,000 1,000 69,000 30,000 。 40,000 

(5回） 30名

2,300円

免疫力アップ ！養生気功冬 成人 70,000 1,000 69,000 30,000 。 40,000 

(5囲） 30名

2,300円

のびのび体幹ストレツチ 一般 60,000 。 60,000 33,000 7,000 20,000 
一 一 一一一

(6回） 20名

3,000円

ミルクで和食 一般 15,000 600 14,400 。 13,000 2,000 
一一一 一一ー

18名

800円

手軽に楽しむお菓子っくり 一般 40,600 8,600 32,000 12,000 25,600 3,000 
一一一一一一一－－－－－

(2回） (6名
2,000円

素敵に ！クリスマスリース 一般 38,000 1,200 36,800 5,000 32,000 1,000 

16人

2,300円

ミニ門松でお正月 一般 37,000 5,000 32,000 12,000 24,000 1,000 

16人

2,000円

ニットカフェ 一般 24,000 。 24,000 11,000 10,000 3,000 
一一一一一一一

(48回） 5名
一一一 一一

100円



（様式3)

①募集対象 自 主 王第 業 予 算 額
一ー一一一一一一一

事業名 ②募集人数
総経費

収入 支出
一一一一一一－
＠一人当たり参加費 委託料 ｜ 参加費 講師謝金 材料費 保険その他

講演会 一般 10.000 10,000 。 10,000 。 。
一一一一一一・『一一日一一

30名
一一一一一－－－一一

無料

教養講座「源氏物語を学ぶJ 一般 36,000 。 36,000 24,000 7,000 5,000 
一 一一一一一’一

(3回） 30名

1,200円

赤ちゃんといっしょに絵本と 赤ちゃんとママ 21,000 6,000 15,000 15,000 3,000 3,000 
四ー一一一一一一一

遊ぽ（3回） 10組（20名）

1,500円

パパと一緒に絵本と逃ぽ お父さんと幼児 8,000 3,000 
ー一一一一一一

5.000 5,000 1,000 2,000 

(2回） 10組（20名）
一一一

500円

持
転ばぬ先の盤 一般 32,000 2,000 30,000 20,000 5,000 7,000 

(3回） 30名
… 一一一一

1,000円

家庭で伝えるいのちのお話 一般 12,000 2,000 10,000 10,000 。 2,000 

(2回） 20名

500円

なないろと歌おう ！ どなたでも 30,000 。 30,000 16,000 8,000 6,000 

(4回） 20名

1,500円

親子ヨガ 赤ちゃんとママ 20,000 。 20,000 16,000 。 4,000 

(4周） 10組（20名）

2,000円

陰ヨガで1）フックス！ 一般 40,000 。 40,000 16,000 10,000 14,000 
一 一

(4回） 20名

2,000円

暮らしに役立つアロマ 成人 11,500 1,000 10,500 3,000 7,500 1,000 
一一一一一

15名
一

700円

野菜たっぷりベジ・キッチン 一般 49,000 10,600 38.400 20,000 26,000 3,000 

(2回） 16名

1,200円

ヘルスメイトさんと一緒に 成人 13,500 700 12,800 4,000 8,000 1,500 

お料理しよう 16名

800円

秀方さんのチヤイニーズ 成人 22,500 3,300 19,200 8,000 13,000 1,500 

キッチン 16名

1,200円

小松菜まるごとクッキング 成人 23,600 4,400 19,200 6,000 16,200 1.400 
一一一一一一一一一

16名
一ー一一一一一一一…，...

1,200円

おせち料理 一般 27,500 8,300 19,200 6,000 20,000 1,500 

16名

1,500円

素材をいかしたアイデア料理 一般 47,000 8,600 38,400 12,000 32,000 3,000 
…一一一一一

(2回） 16名
一一一一一ー一一一町一

1,200円

電気の節電・節約セミナー 一般 。 。 。 。 。
(3回） 30名

無料

大人の木工っくり 一般 34,000 7,000 27,000 15,000 3,000 

(3回） 10名

2,700円



（様式3)

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 委託料 I 参加費 講師謝金｜ 材料費 保険その他
つるし雛を作ろう！ 一般 60,000 15,000 45,000 25,000 30,000 5,000 

4ト注 (5回） 15名

3,000円

手編みでつくるてぷくろ 一般 21,000 13,500 7,500 10,000 9,000 2,000 

(2回） 15名

500円

大人のおはなし会 一般 。 。 。 。 。 。
(2回） 30名

一一一一一一一一一
無料

大人の絵本づくり 一般 11,000 1,000 10,000 5,000 5,000 1,000 
一一一－ー

20名

500円

ロビーコンサート 一般 。 。 。 。 。
(6回） 自由参加

無料

もちつき体験＆おしるこ 一般 40,000 10,000 。 15,000 25,000 

100名

100円

地区センターまつり 一般 350,000 200,000 150,000 10,000 90,000 250,000 

自由参加

無料

ハートでポフンアイア 中・高校生 。 。 。 。 。 。
自由参加

無料-----2,627,700 3aa.aoo I 2.2Ja ooo 1167,000 526,300 934400 

事業ごとに別紙に記載してください。
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（様式3)

28年度自主事業計図書

わんぱく 団体名 北山田地区センター

①募集対象 自 主 事 業 予 算 額

事業名 ＠募集人数
総経費

収入 支出

③一人当たり参加焚 委託料 参加費 講師謝金 ｜ 材料費 その他
おはなしだいすき 幼児・小学生 6.000 6,000 。 6,000 。 。
(2回） 自由参加

無料
子ども卓球教室 I 小学生 86,000 6,000 80,000 75,000 2,000 9,000 

(5回） 40人

2,000円

子どものアート I期 年長～小学生 51,000 31,000 20,000 21,000 16,000 14,000 

(3回） 20人

1,000円

子どものアートE期 年長～小学生 51,000 31,000 20,000 21,000 16,000 14,000 

(3回） 20人

1,000円

子どものアートE期 年長～小学生 51,000 31,000 20,000 21,000 16,000 14,000 

(3回） 20人

1,000円

冬休み親子工作 幼児小学生と親 15,500 8,000 7,500 10,000 4,500 1,000 

（クリスマス飾りボード） 15組〔30人）

500円

北山田駅前スマイル 幼児小学生と親 6,000 。 6,000 。 4,500 1,500 

コレクション 30名
一一一 一

200円

竹と遊ぼう！ 幼児小学生と親 17,000 10,000 7,000 9,000 6,000 2,000 

10組（20名）

700円

お父さんとチャレンジ・クッキング 小学生と父親 23,500 12,700 10,800 12,000 10,000 1,500 

9組（18人）

1,200円

夏休み親子クッキング 小学生と親 9,500 500 9,000 。 8,000 1,500 
一 一一一

9組（18人）

1,000円

親子クリスマス・クッキング 小学生と親 23,500 12,700 10800 12,000 10,000 1,500 

9組（18人）
一 一 一一 一 一一

1,200円

冬の親子クッキング 小学生と親 14,700 5,700 9,000 6,000 7,200 1,500 

9組（18人）

1,000円

サイエンス・ショー 小学生 11,500 8,500 3,000 t0,000 。 1,500 

30人

100円

子どもフラワーアレンジメント 小学生 21,500 7,100 t 4,400 5,000 12,500 4,000 

（母の日） 24人
一一一一一一一

600円

おもしろ科学教室 小学生 21,000 {3,000 8,000 15,000 4,000 2,000 

(2回） 20名

400円



（棟式3)

①募集対象 自 主 事 業 予 算 額

事業名 ＠募集人数
総経費

収入 支出
③一人当たり多加費 委託料 ！ 参加費 講師謝金 材料費 ｜ その他

ジャグリング・パフォーマンス 幼児～大人 8,000 。 8,000 3,000 。 5,000 
一一一一一一

80人

100円

子どもマジック教室 小学生 15,000 1,000 14,000 6,000 4,000 5,000 
(3回） 20人

700円

えいごのあそびぱ春 年中～小学生 50,000 。 50,000 30,000 14,000 6,000 

(5回） 25人
一一一ー一一－

2,000円

えいごのあそびぱ秋 年中～小学生 50,000 。 50,000 30,000 14,000 6,000 
(5回） 25人

2,000円

えいごのあそびば冬 年中～小学生 50,000 。 50,000 30,000 14,000 6,000 
(5回） 25人

2,000円，

子ども手芸教室 小学生 13,800 9,000 4,800 10,000 3,000 800 

24人

200円

和の心に親しむ 小学生と親 。 。 。 。 。 。
何回） 10組（20名）

無料．

絵本を読んであげますよ 幼児と親 。 。 。 。 。 。
(12回） 20組

無料

ちょっぴりこわいおはなし会 小学生と親 。 。 。 。 。 。
15組

無料
マジック・ショー 小学生 3,000 3,000 。 3,000 。 。

30人

無料

センターまつり人形劇 どなたでも 19,500 9,500 10,000 15,000 3,000 1,500 

100入

100円

子どもお菓子教室 小学生 15,500 5,500 10,000 6,000 8,000 1,500 

20人
一一 一一一一

500円

ー一－－
633,500 211200 I 422,300 356,000 176,700 100,800 

総合計 3,261,200 600,000 2,661,200 1.s23,ooo I 1 035,200 
事業ごとに別紙に記載してください。



28年度 自主事業別計画書 （成人）

施設名：北山田地区センター

事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数

シニア健療体操 目的 高齢者の健康づくりと交流。介護を学ぶ 通年 36回
（継続事業・

平成23年度）
内容 基本体操とフォークダンスで健康維持

8月は休み

理由 体操を通した健康づくりに仲間づくり
介護を学ぶ

事業名 ・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期 ・回数

子育てママの 目的 子育て支援と交流 1期（4～7月） 6回
ビューティ・ヱ

2期（9～11月） 6回クササイズ
（平成28年度） 内容 「かわりばんこ保育Jで安価にストレッチやノ〈レ

エなどを行い、身体と心をほぐしてリフレッシュ
する

理由 親子のふれあいのみでなく、子育て中の母親のサ
ポートや仲間づくりを提供

事業名・開始年度 目的 ・内容・選定理由 実施時期 ・回数

0歳児の親子遊 目的 子育て支援、親子での紳づくり 5・9月 2国
び
（継続事業 ・平

成25年度） 内容 生後4カ月～10カ月の赤ちゃんを対象に親子でか
らだ遊びをしてリフレッシュする

理由 助産師を講師に母親の育児不安の解消につなげ
る。母親の仲間づくりのきっかけづくり

事業名 ・開始年度 目的・内容 ・選定理由 実施時期・回数

骨盤体操＆スト 目的 健康維持 l期（5～7月） 5回
レッチ

2期（10～12月） 5回（継続事業 ・
平成23年度） 内容 骨盤と背骨のストレッチ体操 3期（1～3月） 5回

理由 ストレッチで体のゆがみを矯正して健康増進する

事業名 ・開始年度 目的・内容 ・選定理由 実施時期・回数

免疫力アップ ！ 目的 健康維持 l期（5～7月） 5回
養生気功

2期（10～12月） 5回（継続事業・
平成27年度） 内容 正しい姿勢・呼吸法について学ぶ 3期（1～3月） 5回

理由 正しい姿勢と息遣いを学んで心身のリフレッシュ
を図る



事業名・開始年度 目的・内容 ・選定理由 実施時期・回数

のびのび体幹ス 目的 健康維持 4～7月 6回
トレッチ

成（継27年続度事業） ・平 内容 ストレッチ体操。体幹を鍛える

理由 健康増進

事業名 ・開始年度 目的・内容 ・選定理由 実施時期 ・回数

ミルクで和食 目的 食育による健康づくりを学ぶ 6月 1回
（平成28年度）

内容 （株）森永乳業の講師から乳製品を使ったカノレシ
ウムたっぷりの和食を習う

理由 企業のCs Rを活用した料理講座

事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期 ・回数

手軽に楽しむお 目的
菓子作り

手作りのお菓子作りで家族を学ぶ 10～11月 2回

（平成28年度）
内容 家庭で、も手軽に作れるお菓子っくり

理由 食を通した仲間っくり

事業名・開始年度 目的 ・内容・選定理由 実施時期・回数

素敵に！クリス 目的 趣味の講座 12月 l回
マスリ｝ス
（平成28年度）

内容 長く楽しめるク リスマスリースを作る

理由 地域特性を取り入れた講座

事業名 ・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数

ミニ門松でお韮 目的 趣味の講座 12月 1回
月
（継続事業・平

成25年度） 内容 生の竹や松を使い、玄関に飾れる門松をつくる

理由 地域特性を取り入れた講座



事業名・開始年度 目的 ・内容 ・選定理由 実施時期 ・回数

ニットカフェ 目的 趣味プラスワンのサロンづくり 4～3月 羽田
（継続事業・ 情報交換とまちづくりの拠点づくり

平成27年度）
内容 ニット等の編み物を通した情報交換サロン

理由 地区センターの位置（まちづくりの拠点）の確認
の場のひとつ

事業名 ・開始年度 目的 ・内容 ・選定理由 実施時期 ・回数

講演会 目的 新たな視点での地区センターからの発信講座。現 11月 1回
（継続事業・平 代日本のあり方を学ぶ

成26年度）
内容 大学院生の研究内容を直接関く

理由 文化・社会構造を若い研究者の新しい視点を学び
合う

事業名・開始年度 目的 ・内容・選定理由 実施時期・ 回数

教義講座 I源氏 目的 教義講座 ・古典に親しむ 2 • 3月 3回
物語を学ぶj

（継続事業・
内容平成27年度） 千年読み継がれている源氏物語をいろいろな角度

から読み解く

理由 高齢者からのニーズが高い仲間っくり

事業名 ・開始年度 目的 ・内容 ・選定理由 実施時期・ 回数

赤ちゃんといっ 目的 子育て支援と現代の絵本を学ぶ 9・10月 3回
しょに絵本とあ
そぼ！
（継続事業 ・平 内容 赤ちゃんのための読み聞かせの絵本の選び方や読

成26年度） み方などを習う

理由 地域交流
子育て中の母親の仲間づくりのきっかけ

事業名 ・開始年度 目的・内容 ・選定理由 実施時期 ・回数

PaPaと一緒に絵 目的 子育て支援イクメン応援 6月 2回
本とあそぼ ！
（平成28年度）

内容 絵本の魅力や読み開かせの絵本の選び方や読み方
などを習う（工作付き）

理由 子育て中のお父さん同士の交流 都筑図書館・
つづきつこ読書応援団との連携講座



事業名・開始年度 目的・内容 ・選定理由 実施時期・回数
転ばぬ先の塾 目的 東山田地域ケアプラザとの連携講座 5・6月 3回
（継続事業 ・平 シニアを対象とした健康づくり

成27年度）
内容 調整中

理由 地域づくり、仲間づくりに発展
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一小・雨苧歪がいる保官
学ぶ

誕生学から子どもの心と体の話栄養学から成長
期に必要な栄養についての話

内容

理由 地域交流

事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期 ・回数
なないろと歌お 目的 地域交流 ・健康づくり 6・7月 4回
う！
（平成28年度）

内容 ピアノとヴァイオリンの演奏に合わせてみんなで
歌う

理由 仲間っくりや発表の場所づくり

事業名 ・開始年度 目的・内容 ・選定理由 実施時期・回数
｜親子ヨガ 目的 子育て支援 5～7月 5図
（継続事業 ・平

成26年度）
内容 1歳児から3歳児とお母さんを対象に親子でスキン

シップをとりながらリフレッシュする。

理由 子育て中の母親の仲間づくりのきっかけ。

事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数
陰ヨガでリラッ 目的 健康維持、アンチエイジング 9～11月 5回
クス ！
（平成28年度）

内容 ゆったりした動きで身体をほぐす

理由 壮年、老年代を対象に仲間づくり



事業名・開始年度 目的 ・内容 ・選定理由 実施時期・回数

暮らしに役立つ 目的 健感づくり ・趣味の口座 7月 l回
アロマ
（平成27年度）

内容 アロマの知識を学びながら、好きな香りを選んで
虫よけスプレーをつくる

理由 健康維持

事業名・開始年度 目的 ・内容 ・選定理由 ．実施時期 ・回数

野莱たっぷりベ 目的 料理を作りながら地域の人との交流を深める 10・2月 2回
ジ・キッチン
（継続事業・平

成26年度） 内容 野菜ソムリエによる地元の野菜を使ったお菓子と
料理

理由 地産地消と仲間づくり

事業名 ・開始年度 目的・内容 ・選定理由 実施時期・回数

ヘルスメイトさ 目的 食育、料理を作りながら地域の入との交流を深め 1月 2回
んと一緒にお料 る
理しよう
（平成28年度） 内容 ヘノレスメイトからロコモ予防の料理を学ぶ

理由 食を通した仲間づくり

事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数

秀方さんのチャ 目的 食育 6月 1[日
イニーズキッチ
ン
（継続事業・ 内容 外国人講師から手軽にできる四J11料理を学ぶ

平成27年度）

理由 食を通した仲間づくり

事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数

小松菜まるごと 目的 料理を作りながら地域の人との交流を深める 9月 1回
クッキング
（継続事業・

平成27年度） 内容 小松菜を使った家庭料理

理由 地産地消と仲間づくり



事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数

おせち料理 目的 食育、健康づくり 12月 1回
（継続事業・

平成27年度）
内容 日本の伝統料理のおせちを作り、手作りの良さを

感じる

理由 食を通した仲間づくり

事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数

素材を生かした 目的 食育・健康づくり 9・10月 2回
アイデア料理
（継続事業・

平成27年度） 内容 乾物、海藻類を使った料理を学ぶ

理由 食を通した仲間づくり

事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数

電気の節電・節 目的 家庭のエコを学ぶ 7月 1困
約セミナー
（平成28年度）

内容 家電の選定、節電の極意を学ぶ

理由 エネルギーを学び、得する生活の術をえる

事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数

大人の木工づ、く 目的
り

趣味の講座地域交流 9～10月 3回

（平成28年度）
内容 自然木を活用した生活用品づくり

理由 自然との対話を通した工作と仲間づくり

事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数

つるし雛を作ろ 目的
う！

趣味の講座地域交流 1 0～1月 5回

（平成28年度）
内容 中高生と高齢者、成人を対象に「つるし雛jを作

成

理由 縫い物を通じ世代間交流と情報交換



事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数

手編みで作るて 目的 趣味の講座地域交流世代間交流 11月 l回
ぶくろ
（平成28年度）

内容 手編みの良さと楽しさを実感できるてぶくろづく
り

理由 編み物を通じた世代間交流と情報交換

事業名 ・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数

大人のおはなし 目的 ス トーリーテリングや絵本等の情報提供を通じた 9・1月 2回
ぷヨズ〉、 家族や地域の交流づく り
（平成28年度）

内容 図書館司書による創作や外国、日本の昔話などの
梧り

理由 都筑図書館との共催事業

事業名 ・開始年度 目的・内容 ・選定理由 実施時期・回数

大人の絵本づく 目的 趣味の講座孫育て、家族の紳づくり 9～10月 3回
り
（平成28年度）

内容 身近な素材を活用した大人の絵本作り

理由 日常生活の豊かさを満喫

事業名 ・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数

ロビーコンサー 目的 気軽に誰でも参加できるイベント 4～3月 6回
ト
（継続事業・

平成23年度） 内容 ロビーでの音楽演奏

理由 音楽による地域づくり

事業名 ・開始年度 目的 ・内容 ・選定理由 実施時期・回数

もちつき体験＆ 目的 施設、町内会等との交流 12月 l回
おしるこ
（継続事業・平

成26年度） 内容 もちつき体験とおしるこ配布

理由 地域交流、まちの活性化



事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期 ・回数
地区センターま 目的 －利用団体の活動発表の場、施設、町内会等との交 10月 1回
つり 流
（継続事業・

平成23年度） 内容 団体展示 ・発表・体験。地域団体 ・施設の参加、
企画、模擬店など

理由 最も大きなセンターイベント
地域交流、まちの活性化

事業名 ・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期 ・回数
ハ｝ トでボフン 目的 青少年と地域をつなぎ、ボランァィア活動で社会 8月 l回
ティア 性を学ぶ。 青少年の交流の場であるとともに、
（継続事業 ・ 大人たちの気づきの場を形成する。

平成27年度） 内容 中高生を対象に区内120余の市民利用施設や事業
所での夏休みを利用したボランティア活動の実体
験

理由 区内4地区センタ｝とつづきMYプラザが連携し
実施する協働事業。ダイナミックな地域活性化事
業を展開できる。



28年度 自主事業別計画書 （わんぱく）
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事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数

おはなしだいす 目的
き

小学低学年・幼児教育の醸成、子育て支援 4・8月 2回

（継続事業・平
成24年度） 内容 ボランティア団体による絵本の読み聞かせやパネ

ルシアター

理由 絵本等の楽しさを子どもたちに伝える。ボラン
ティア団体の支援

事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数

子ども卓球教室 目的 スポーツを通した仲間づくり 7月 5回
（継続事業・平

成23年度）
内容 都筑区卓球協会の指導による初心者向けの卓球教

室

理由 スポーツの楽しさを教えるとともに、連帯感を培
フ

事業名 ・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数

子どものアート 目的 子どもの情操教育 I期（5～7月） 3回
I期. II期 •ill

E期（9～12月） 3回期
（継続事業 ・平 内容 自然素材や身近な素材を使っていろいろな作品を E期（1月～3月） 3回

成23年度） 作る

理由 ものづくりを通じた創造力のアップ
他者との違いの気づき

事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数

冬休み親子工作 目的 親子の紳をアップ 12月 l回
（継続事業・ 平

成26年度）
内容 サンタを呼ぶオリジナノレの壁掛けボードを作る

理由 親子のふれあいを感じながら作品を作る楽しさを
提供
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事業名 ・開始年度 目的・内容 ・選定理由 実施時期・回数

北山田駅前スマ 目的 子ども携の情事操業教育 まちと自分を考える 7月 1回
イノレコレクショ 地域連
ン（継続事業 ・
平成25年度） 内容 地域4施設（東山田中コミハ・北山田小コミハ・

東山田ケアプラザ・北山田地区センター）で親子
又は高齢者と子どもがTシャツに絵を描き、作品
を着用し駅前広場でファッションショーを実施

理由 まちの主人公である住民がまちを舞台につなが
り、地域活性化へ

事業名 ・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期 ・回数
竹と遊ぼう ！ 目的 区内に多くある竹林の竹を利用した工作 7月 l回
（継続事業・平

成25年度）
内容 日本の竹ファンクラブの協力を得て、水ょうか

ん・竹を使ったおもちゃ作りに挑戦する

理由 子ども達に自然の竹を使った、物作りの楽しさを
提供

事業名・開始年度 目的・内容 ・選定理由 実施時期・回数
お父さんとチャ 目的 手作り食育 6月 1回
レンジ・クッキ
ング
（継続事業・平 内容 旬の食材を使い、手軽にできる家庭料理をつくる

成25年度）

理由 父の日にあわせたイベント 父子の紳を敵成

事業名 ・開始年度 目的・内容 ・選定理由 実施時期・回数

夏休み親子クッ 目的 食育講座 7月 l回
キング
（継続事業 ・

平成27年度） 内容 （株）雪印メグミノレクの講師から牛乳・乳製品を
使った料理を習う

理由 親子の紳を醸成

事業名・開始年度 目的 ・内容 ・選定理由 実施時期・回数

親子ク リスマ 目的 食育講座 12月 1回
ス・クッキング
（継続事業 ・平

成24年度） 内容 クリスマスメニュー

理由 親子の粋を識成
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事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数
小松菜親子ク ッ 目的 食育講座 1月 1回
キング（継続事
業・平成27年
度） 内容 小松菜を使った鮫子をつくる

理由 親子の紳を醸成

事業名 ・開始年度 目的・内容 ・選定理由 実施時期 ・回数
サイエンス ・ 目的 世代間交流（大学生と小学生） 3月 l回
ショ｝
（継続事業・

平成27年度） 内容 大学生の協力を得て、科学を通しさまざまな不思
議 ・気づきを体験する。

理由 夏休みイベン ト
大きなお兄さん、お姉さんとの交流

事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数
子どもフラワ｝ 目的
アレンジメント

・情操教育、創造力のアップ、親子の紳の醸成 5月 1回

（平成24年度 ・
継続事業） 内容 母の日に合わせたアラーアレンジメント

理由 花を生けるおもしろさを感じ、異学年との交流

事業名 ー・開始年度 目的 ・内容・選定理由 実施時期・回数
おもしろ科学教 目的 世代間交流（大学生と小学生） 8月 ・10月
室
（継続事業 ・平 2回

成23年度） 内容 大学生の協力を得て、科学を通しさまざまな不思
議 ・気づきを体験する。

理由 大きなお兄さん、お姉さんとの交流

事業名・開始年度 目的・内容 ・選定理由 実施時期・回数
ジャグリング ・ 目的 世代間交流・親子で楽しむ 12月 l回
パフォ｝マンス
（継続事業・平

成26年度） 内容 大学生のジャグリング・パブオ｝マンス

理由 大きなお兄さん、お姉さんとの交流
親子おもしろ体験
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事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数
子どもマジック 目的
教室

地域交流、異学年・高齢者と小学生との交流 8月 3回

（継続事業・平
成25年度） 内容 小学生でもできる簡単な手品を習い、発表する

理由 高齢者が教えるマジックの不思議体験と世代間コ
ミュニケーションを学ぶ

事業名・開始年度 目的 ・内容 ・選定理由 実施時期・回数
えいごのあそび 目的 身近な英語を学ぶ l期（5～7月） 5回
ば

2期（10～12月） 5回（継続事業・平
成27年度） 内容 楽しみながら英語に慣れ親しむ 3期（1～3月） 5回

理由 国際性の獲得

事業名 ・開始年度 目的 ・内容・選定理由 実施時期・回数
子ども手芸教室 目的 子どもの趣味講座、異学年との交流 12月 l回
（継続事業 ・平

成25年度）
内容 毛糸を使って干支のマスコットをつくる

理由 編み物へのステップ
手作りの楽しさを学ぶ

事業名 ・開始年度 目的・内容 ・選定理由 『恥

実施時期 ・回数
和の心に親しむ 目的 世代間交流・親子で楽しむ 7～1月 9回
（平成28年度）

内容 着付けと所作を通じた日本文化を学ぶ

理由 「和の心jを通した仲間づくり

事業名・開始年度 目的 ・内容 ・選定理由 実施時期 ・回数
絵本を読んであ 目的 読み聞かせ世代間交流 4～3月 12回
げますよ
（平成28年度）

内容 読み聞かせと昔遊び

理由 JiJi • BaBa読書応援隊との共催事業
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事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数
ちょっぴりこわ 目的 読み聞かせから涼を感じる 親子で楽しむ 7月 l回
いおはなし会
（平成28年度）

内容 夏の夜、ちょっぴりこわいお話の語り

理由 都筑図書館、つづきつこ読書応援団との共催事業

事業名・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期 ・回数
マジック ・ 目的 世代間交流・親子で楽しむ 9月 l回
ショー
（継続事業・

平成27年度） 内容 大学生のマジック・パフォーマンス

理由 大きなお兄さん、お姉さんとの交流

事業名・開始年度 目的 ・内容 ・選定理由 実施時期 ・回数
センターまつり 目的 地域安流、親子の粋 10月 1回
人形劇
（継続事業・平

成26年度） 内容 都筑区のボランティアサークルによる手作りの人
形劇

理由 センターまつりのイベント 親子で身近に人形劇
のおもしろさを体験する

事業名 ・開始年度 目的・内容・選定理由 実施時期・回数
子どもお菓子教 目的 食育講座 2月 l回
室
（継続事業・平

成25年度） 内容 子どもでも簡単にできるお菓子っくり

理由 手作りのおもしろさと出来上がりの喜びを体験す
る。

5/5 
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平成28年度施設管理計画表〈北山田地区センター）

項 目 業 務 内 ”t』z、 再委託会社 年回数 実施月
平成28年 平成29年

4月 5月 6月 7月 8Fl 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

電 2全面者巡視点徐 E空自首巡視点主主 （徐）綴浜郷市みらい 12 
気

毎月 。。。。。。。。。。。。
機 空調被保守点検及び冷暖房

中灸fti視装置点主主 ｛線｝セントラル訟骨子合ヱカ 2 4・10月 。 。
様

機~保守点後

&11: 
電気殴備点検c，.：：；圧受電以 巡視点検（隔月1図）定期点≪ii 
よ）電気エ作物保安管理 主主（年1回）

（有）エネ・マネジメント 7 隔月・10月 。 。 。 0・年次 。 。
ii転開始

レジオネラ.ti&M'主主査 水質銭安 【綜〉セントラル~稲子ヲユカ 2 2～3週間後 。 。
街

8月

1:'. 
飲料水水質主主査 水質倹3!t （徐）明光社 3月 。管

理

ねずみ・昆虫苦手紡除 大掃除・鈎：！！！： 〈徐）明光社 2 6・12月 。 。
i自防用段。罰点右足 定期点検 （徐）明光社 2 8・2Fl 0（担I~） 0（総合）

~ 5平隊機点主食 定期点主主 ヱス・イ~，ーエレベータ〈聴｝ 12 毎月 。。。。。。。。。。。。
物
若手

自劫ドア点検 定期点検 （事長）神奈川ナブコ 2 5・ 11月 。 。
機械;fi:点宅金 者島被警備 セコム（徐）都筑支社 12 毎月 。。。。。。。。。。。。

2・‘
’” 

床清掃（洗浄・ワックス） 〈縁）明光社 12 毎月 。。。。。。。。。。。。
銀 清掃m務
、令官1' 

念館ガラス清掃 （株）明光社 3 4・8・12月 。 。 。
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利用者

サービス

平成28年度北山田地区センター自己評価表

卒業計画番（2）イ地域特性、地域ニーズで、対象年度に行う予

定のもの＝。自主率諜への佳民参画 ・高齢者と若い世代との交流

卒業の実施（地区センターに行けば気楽に当日参加ができる）

① ロビーコンサ｝ト ②ニットカフェ

ウ公の施設としての管理詰植栽等の環境整備

① グリーンボランティアの訟置と持続化司4～5名、月 1

～2回程度、通年

(4）オ利用者ニーズの把握と運営べの反映コアンケート （年 1

回）、委員会（年2回）、利用者会謡（年1回）、自主事業後の

参加者ヒアリングの確実な実施 （成人3件、わんぱく3件）

カ利用者サービス向よの取総司ニットカフェの本格開催（月 2

回実施）、 ウィークデイ昼休みミニコンサート実施（週5回）

事業計画書

(3）ア管理運営に必要な組織、人員体制司スタッフの業務担当

制の導入検討①自主事業企画 ②既存事業のプラスワン企画

一「家庭で伝えるいのちのおはなしJ、「かしこい節電セミナーJ

ウ 緊急時の体制と対応計画司王手 1回の緊急速絡網を使った情

報伝逮訓練＋初動主任訓練の実施

業務運営 IC4）ア設置理念を実現する運営内容司地域連畿によるまちづく

りに基づき「地区センターまつり」の協働運営

イ利用促進策＝辛部屋稼働率のUP (61%を目標）

＝今和室、料理室使用の事業展開と

ウ「地域活動拠点Jとして援供するサービス （地区センター

のみ）司利用者サービス向よのとり くみ＋利用団体との協働に

よる地域を対象とした事業の創生①「勇気の輪広がるママの会J
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年 1白から 2回実施②地域の緩やかなつながりづくり講座の

実施（地域ケアプラザとのコラポレーション事業）

キ本市重要施策に対する取組＝。こそだて支援 ・子どもの育

成①大人の絵本塾（学びと実践を各1回）

(5）自主事業計画司学校との連携事業3～5回実施

(6）施設の維持管理計画司区との連援による「長期修総計画」

の推進と協会肉修繕グループによる軽修繕の実施

事~計画書（3）ア管理運営に必要な組織、 人員体制司スタッフ

職員育成
会誌での 「ヒヤリハット』の共有＋職種転換制度の飽設内検討

イ億人情報保護等の体制と研修計画司協会としての個人情報

保護研修＋施設肉検討会1田実施

事業計画審（6）施設の維持管理計画｛における効率化の工夫）

＝令長期修繕宮十函に基づき省ヱネ型機器への順次更新（施設共有

部照明のしED化司（小中会誌室、音楽室〉

(7）ア収入計画の考え方詰 1%UP

財務 イ増収策時空室の直前個人利用48先までを6日先に変更

ウ支出計画司光然資・事務賓の節減（消耗品等の低価格品

購入） ‘ 

(4）ク ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）司図魯コーナー（絵

本、児童容の充実）、 ロピーのテーブル、イスの新鏡店語入

利用者等の意見の把握方法（計商時） 実際に行った利用者等の意見の把握方法（報告時）

＝キ①自主事業終了後のヒアジング ②ご意見箱での意見提案 意見、要望に対する対応（報告時）

＠利用者アンケー トの実施 ＠利用者会議 （年 1回）

利用者等

の意見

《自己手間百》

A:  J十商、目標を上回って実施
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B：計菌、目標を保持して実施

C；計画、目標を下回って実施

※ f利用者等の意見Jは、計部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




