
令和３年１０月１２日（火）

不入斗公園ほか８箇所指定管理者 事業計画書
プレゼンテーション資料
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応募理由（シティサポートよこすかが目指すもの）
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年間１億円余を今後３２年間、地域に還元

「スポーツ・文化振興」で地域貢献

ＣＳＹスポーツ・文化振興事業
～横須賀から世界へ はばたけ子どもたち～

ケンブリッジ飛鳥選手走り方教室 記念艦三笠コンサート ウインドサーフィン体験会

令和元年10月20日開催 令和２年１月19日開催 令和３年７月14日・15日開催
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4

CSY公益事業（動画）



事業計画書のポイント

１ 安全・安心に利用できる環境づくり
（経験に基づく維持管理、公平・公正な施設運営、リスク管理）

２ 地域と連携・協働したサービスの提供
（地域貢献、地域に開かれた事業・運営、地域との連携による運営）

３ スポーツ人口の増加への取り組み振興
（各種自主事業、公益目的事業の実施など）

5

事業計画書２ページ



１．法令遵守について

関連する法令、条例等の理解と遵守

個人情報保護の取り組み

情報公開制度の適正な運用
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⇒ 都市公園法、都市公園条例ほか十分な理解

事業計画書５ページ

⇒ 公の施設管理者としての認識を常に持って行動

⇒ 保護に対する体制、スタッフの教育、リスクマネジメント

⇒ 情報公開条例に沿った適切な運用



２．施設管理について

⇒ 点検体系の確立、予防保全
及び迅速な修繕

⇒ 業者に任せきりにしない
掃除能力検定資格の取得

安全な施設維持管理

快適な利用環境の提供
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事業計画書１１ページ

トイレ清掃の研修

清掃実技研修



⇒ 利用者調整会議の開催

⇒ 利用者の気持ちに寄り添った運営

運動施設を総合的に考えた利用調整

平等、公平、公正な管理運営

⇒ ホスピタリティを重視した応対
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３．利用者への配慮について 事業計画書１５ページ

⇒ LGBTの理解と配慮



３．利用者への配慮について

利用者の声を反映する仕組み

⇒ 利用者とのコミュニケーションを重視
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アンケート調査

⇒   ご意見箱、利用者アンケート（年１回）、イベント・自主事業開催時、
ホームページに問い合わせフォームを設置

⇒ 令和２年１２月実施

事業計画書１５ページ

⇒ 利用者の声と誠実に向き合う

⇒ すべての情報を組織的に共有

第三者評価における振り返りと課題への対応

⇒ 全ての公園にご意見箱を設置



事故等の未然防止策の実施

公園毎のリスク状況の把握

防災への適切な対応

新型コロナウイルス感染拡大防止対策
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４．リスクへの対応について 事業計画書２０ページ

⇒ withコロナの認識

⇒ 広域避難地などを把握し、大規模災害時に適切に対応

⇒ マニュアル整備や各種研修を通じた組織的な事故防止

⇒ 緊急対応マニュアル作成、全スタッフ普通救命講習受講



５．障害者及び男女共同参画への配慮について

障害者雇用率

⇒ 令和３年６月１日現在
３．１６％ ＞ 法定雇用率２．３％
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障害者団体支援

⇒ はまゆう公園の自販機１台を
ともしびショップで運営

事業計画書３０ページ

⇒ 就労施設等への発注実績
令和２年度 1,179,380円



⇒ 三浦半島４市１町在住者 94.6％、市内在住者 90.2％

⇒ 資材・備品・消耗品・外部委託業務の優先発注

積極的な地元人材の雇用

市内中小企業者等への積極的な発注
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６．地域貢献について 事業計画書３４ページ

積極的な高齢者雇用

⇒ 60歳以上90.9％、65歳以上74.7％

⇒ 令和３年度市役所北口駐車場大規模修繕工事
１３４，８６０千円を市内企業へ発注



⇒ 職場体験学習、地元高等学校・
キャリア教育推進事業への協力
など

公益目的事業による寄付

子どもたちへの支援・地域との連携
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６．地域貢献について 事業計画書３４ページ

⇒ キックバイク、おもしろ自転車、
みどりの愛護記念植樹など

中学校の職場体験
キャリア教育推進事業

保育園へキックバイクの寄付

みどりの愛護記念植樹
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７．人員体制について 事業計画書４２ページ



利用者との連携

地域との連携が必要な円滑な駐車場運営

⇒ 利用者・スタッフの共同作業による花植え

⇒ 湘南学院・体育会館指定管理者等との
行事日程の情報共有
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８．施設の目的に即した総合運営について 事業計画書５０ページ

運動施設の安全な運営管理

⇒ 熱中症予防対策、異常気象への対応

運動施設や競技ルールに精通した人材

⇒ （一社）よこすかスポーツM学舎BAO
とアドバイザリー契約



⇒ ホームページリニューアル、
ツイッターの開設

⇒  タウンニュース、J：COM、
神奈川新聞、FMブルー湘南
との連携

ホームページ、ＳＮＳの活用

地域メディアとの連携
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８．施設の目的に即した総合運営について 事業計画書５０ページ



⇒ 適切な初期対応、対応体制の確立

クレーム・トラブル対応
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９．利用者への対応について 事業計画書５９ページ

利用者の声への対応例

⇒ 日除けの屋根・シート、棚、
ウォシュレットなどの設置

（大久保哲哉選手） （秋山翔吾選手）

トップアスリートからのメッセージ



⇒  長寿命化を視野に入れた維持修繕
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１０．施設の維持管理について 事業計画書６６ページ

植栽管理

⇒  横須賀緑化造園協同組合
の専門的な植栽管理

運動公園施設や遊具施設の安全性への配慮

⇒  適切な安全管理の取り組み



⇒ 世界のケンブリッジ飛鳥選手 横須賀にやってくる

CSYトップアスリート指導セミナー

１１．スポーツの普及・振興について 事業計画書７４ページ
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⇒ 元日本代表陸上選手 森拓朗選手

⇒ プロサッカー選手（元Jリーガー）を
大久保哲哉選手を学校・チームへ派遣

CSYトップアスリート指導セミナー

CSYトップアスリート派遣事業

１１．スポーツの普及・振興について 事業計画書７４ページ
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CSYトップアーティスト指導セミナー

１１．スポーツの普及・振興について 事業計画書７４ページ

長沢中学校へ派遣

⇒ プロ演奏家 栗原武啓氏（津軽三味線）を中学校へ派遣

坂本中学校へ派遣

生徒も津軽三味線を体験 21



プロスポーツチームとの協働

＠KBT
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１１．スポーツの普及・振興について 事業計画書７４ページ

＠KBT

新規



＠KBT

横須賀キッズ
サッカー大会

シェアサイクル
ステーション

新たな

スポーツ教室

低稼働率時間
帯の利用促進

また行きたくなる
公園の創出

利用促進の
取り組み

23

子ども育成や
高齢者の
健康維持

１１．スポーツの普及・振興について 事業計画書７４ページ

新規 新規新規



新たなスポーツ教室の実施予定場所

１１．スポーツの普及・振興について 事業計画書７４ページ
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令和佐原球場の外野芝生

リーフスタジアム

不入斗公園陸上競技場



１１．スポーツの普及・振興について 事業計画書７４ページ

⇒ 走り方教室（元日本代表陸上選手 東アジア大会棒高跳び 金メダリスト）

⇒ジョギング教室（女子ハーフ2012～2019優勝８大会連覇中）
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（一社）よこすかスポーツM学舎BAO 指導スタッフ



交通公園としての特性に対応

１２．施設の特性に応じた提案（根岸公園）について

⇒ チリリンスクール、
交通安全学習の実施
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事業計画書８０ページ

開設５０年を迎えた根岸公園

⇒ おもしろ自転車を寄付



地域との連携による運営

１２．施設の特性に応じた提案（根岸公園）について

⇒ 北久里浜まちづくり協議会との連携

⇒ 地域の園児との交流
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事業計画書８０ページ

桜まつり

秋まつり



＜新規＞ミニバスケットボール教室の開催

１２．施設の特性に応じた提案（根岸公園）について
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事業計画書８０ページ

⇒ DeNA川崎ブレイブサンダースのミニバスケットボール教室を開催

予定場所：中央広場

イメージ写真



１３．指定管理料について

管理経費の削減

市民サービス等への有効活用
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⇒ 直営（即対応班）による対応

事業計画書８６ページ

⇒ 業務改善コンクールの実施

⇒ 公益目的事業の実施

⇒ スポーツ器具寄付

令和元年度 １，２８８千円
令和 2年度 １，３１３千円



ご清聴ありがとうございました。
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