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第１章 計画の概要 
 

１ 計画の趣旨 

  公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団（以下、財団といいます。）は、区民がスポー

ツ及びレクリエーション活動を通じて、心身ともに健康で豊かな生活をおくることがで

きる「生涯スポーツ社会」の形成に寄与することを目的として平成１１年２月に設立さ

れました。設立以来、「いつでも」・「どこでも」・「だれでも」・「いつまでも」身近なとこ

ろでスポーツに親しめる生涯スポーツ社会の実現を目指し、幅広くスポーツ・レクリエ

ーションの普及・振興に努めております。 

財団では、「スポーツの世田谷」を推進する組織として、進むべき方向性を示した新た

なスポーツ施策「世田谷区スポーツビジョン（以下、｢ビジョン｣といいます。）」という

１０カ年の計画を策定しました。 

このビジョンは、これまでのビジョン２１の理念や施策を継承するものであり、平成

２４年に策定された国の「スポーツ基本計画」を参酌するとともに、平成２６年４月か

ら施行される区の新たな「世田谷区スポーツ推進計画」と整合性を図りつつ、財団が取

り組むべき指針となるものです。 

このビジョンを、時代の流れや区民ニーズの変化に対応しつつ着実に推進するため、

計画を前期と後期、調整期間と分けた年次計画を策定します。 

本計画は、ビジョンの前期年次計画として平成２６年度から平成２９年度までの４カ

年で具体的に取り組む施策の内容を示したものです。 

 

２ 計画の目標 

  ビジョンにおける３本の柱と３つの目標を前期年次計画の基本的な目標と掲げ、その

実現に向けて取り組みます。 

（１）地域スポーツの推進 

地域でのスポーツ活動の中心となる総合型地域スポーツクラブの活動支援をはじめ、

世田谷区の豊かな「人材」を活用し、区民が主体となってスポーツ活動ができる機

会を提供します。さらに、区民がスポーツを身近なものとして触れる機会を拡大し、

スポーツを楽しむ場を提供するとともに、拡充に向けた取り組みを進めていきます。 

（２）ライフステージに応じたスポーツ活動等の推進 

子どもたちの体力づくりとスポーツに親しむ習慣づくりや、成人のスポーツ実施率

の向上を目指すなど、個々のライフスタイルや運動能力に応じた財団ならではの事

業を推進するとともに、スポーツの好循環サイクルの創出を目指します。このほか、

高齢者・障害者のスポーツ活動の推進や、施設の特性を活かしたスポーツ事業を充

実させ、区民のニーズに合わせたスポーツ活動を進めていきます。 

（３）安全・安心で快適なスポーツ施設運営及び拡充 

スポーツ施設の安全・安心かつ快適な利用環境を創出するとともに、安定的な管理

運営及び、管理施設の拡大を目指し、すべての区民が公平に良質なスポーツ活動が

できる環境づくりに取り組みます。 
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３ 計画の体系 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の期間 

  本計画は、１０カ年の計画である「世田谷区スポーツビジョン」の前期年次計画とし

て具体的な取り組みを示したものであり、区の「世田谷区スポーツ推進計画」の前期年

次計画と整合性を図り、平成２６年度から平成２９年度までの４カ年の計画としてスポ

ーツ施策を展開していきます。 

 

【世田谷区スポーツビジョンの計画図】 
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《 前期年次計画 》 

（H26～H29） 

 

《後期年次計画》 

（H30～H33） 

 

《調整期間》 

（H34・35） 

世田谷区スポーツ推進計画（H26～H35） 

《調整期間》 
 

（H34・35） 

《 前期年次計画 》 
 

（Ｈ26～H29） 

 

《後期年次計画》 
 
（H30～H33） 

 

世田谷区スポーツビジョン（H26～H35） 

○新たな項目(目標) 

・検討⇒実施⇒検証 
 
○継続的な項目 

・実施⇒検証⇒改善 

○新たな項目(目標) 

・検討⇒実施⇒検証 
 
○継続的な項目 

・実施⇒検証⇒改善 

 

○計画の総括 

・分析と検証 
 
○次期計画策定 

 

進捗状況の共有 
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第２章 スポーツ施策の内容 
 

Ⅰ 地域スポーツの推進 

Ⅰ-１ 総合型地域スポーツクラブの活動支援 所管：事業係 

事 業 内 容 

①区やスポーツ推進委員と連携した総合型地域スポーツクラブ活動支援と認知度アップに向けた取り組み 

②各クラブ間の連携強化を図り、情報共有や相互支援等がスムーズにできる体制の推進 

③クラブスタッフの人材育成・資質向上のため、様々な実技研修や専門講習会等への参加促進 

年次別計画（前期） 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

①-1 効果的支援策を検討

するための意見聴取 

①-2 効果的なクラブＰＲ方

策の検討 

②各クラブ間交流事業の検

討 

③クラブスタッフの資質向

上に向けた研修会の内

容検討 

①-1効果的支援策の検討 

 

①-2 効果的なクラブＰＲの

実施 

②各クラブ間交流事業の実

施 

③クラブスタッフの資質向

上に向けた研修会の実

施・派遣 

①-1効果的支援策の実施 

 

①-2 効果的なクラブＰＲの

実施 

②各クラブ間交流事業の実

施 

③クラブスタッフの資質向

上に向けた研修会の実

施・派遣 

①-1効果的支援策の実施 

 

①-2 効果的なクラブＰＲの

実施 

②クラブ間交流事業の実

施 

③クラブスタッフの資質向

上に向けた研修会の実

施・派遣 

 

Ⅰ-２ 賛助会員との連携 所管：（主）管理係 （副）事業係 

事 業 内 容 

①賛助会員が主体的に企画・運営するための支援強化 

②財団と賛助会員との相互協力体制の充実と強化推進 

年次別計画（前期） 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

①-1 賛助会員の「ガバナン

ス」強化策の検討 

①-2 連絡・情報共有体制

の強化策の検討 

②-1 財団の自主事業等へ

の運営協力・連携体制の

推進 

②-2 競技団体等の事業運

営方法見直しに関する提

案や事業実施への支援 

①-1 賛助会員の「ガバナン

ス」強化策検討と周知 

①-2 連絡・情報共有体制

の強化策の検討 

②-1 財団の自主事業等へ

の運営協力・連携体制の

推進 

②-2 競技団体等の事業運

営方法見直しに関する提

案や事業実施への支援 

①-1 賛助会員の「ガバナン

ス」強化策の実施 

①-2 連絡・情報共有体制

の強化策の実施 

②-1 財団の自主事業等へ

の運営協力・連携体制の

推進 

②-2 競技団体等の事業運

営方法見直しに関する提

案や事業実施への支援 

①-1 賛助会員の「ガバナン

ス」強化策の実施 

①-2 連絡・情報共有体制

の強化策の実施 

②-1 財団の自主事業等へ

の運営協力・連携体制の

推進 

②-2 競技団体等の事業運

営方法見直しに関する提

案や事業実施への支援 
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Ⅰ-３ 地域資源の活用と人材育成 所管：（主）事業係 （副）管理係 

事 業 内 容 

①まちづくりセンターや町会・自治会と連携したスポーツ活動等協力体制の推進 

②地域資源（ＮＰＯ、大学、民間等）との連携や、スポーツ研究・医療機関などを活用した事業の展開 

③世田谷区スポーツ推進委員との連携強化 

④地域スポーツ普及活動者への顕彰制度の充実化 

⑤スポ・レクネット制度の有効活用と推進 

年次別計画（前期） 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

①まちづくりセンターや町

会・自治会と連携したス

ポーツ活動等協力体制

の推進 

②地域資源（ＮＰＯ、大学、

民間等）などを活用した

事業の推進 

③スポーツ推進委員との連

携強化 

④地域スポーツ普及活動

者への顕彰制度の充実

に向けた検討 

⑤スポ・レクネット制度の有

効活用 

①まちづくりセンターや町

会・自治会と連携したス

ポーツ活動等協力体制

の推進 

②地域資源（ＮＰＯ、大学、

民間等）などを活用した

事業の推進 

③スポーツ推進委員との連

携強化 

④地域スポーツ普及活動

者への新たな顕彰制度

の実施 

⑤スポ・レクネット制度の有

効活用 

①まちづくりセンターや町

会・自治会と連携したス

ポーツ活動等協力体制

の推進 

②地域資源（ＮＰＯ、大学、

民間等）などを活用した

事業の推進 

③スポーツ推進委員との連

携強化 

④地域スポーツ普及活動

者への新たな顕彰制度

の継続 

⑤スポ・レクネット制度の有

効活用 

①まちづくりセンターや町

会・自治会と連携したス

ポーツ活動等協力体制

の推進 

②地域資源（ＮＰＯ、大学、

民間等）などを活用した

事業の推進 

③スポーツ推進委員との連

携強化 

④地域スポーツ普及活動

者への新たな顕彰制度

の継続 

⑤スポ・レクネット制度の有

効活用 

 

Ⅰ-４ スポーツに触れる機会の拡大 所管：事業係 

事 業 内 容 

①スポーツ指導者（トップアスリートを含む）の地域派遣事業等の展開 

②物品貸出業務の充実化と推進 

③「観る」スポーツ事業の推進 

年次別計画（前期） 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

①地域等へのスポーツ指

導者（トップアスリート等）

の派遣事業の展開 

②多様なスポーツ物品等

の貸出の充実 

③「観る」スポーツ事業の推

進 

①地域等へのスポーツ指

導者（トップアスリート等）

の派遣事業の展開 

②多様なスポーツ物品等

の貸出の充実 

③「観る」スポーツ事業の推

進 

①地域等へのスポーツ指

導者（トップアスリート等）

の派遣事業の展開 

②多様なスポーツ物品等

の貸出の充実 

③「観る」スポーツ事業の推

進 

①地域等へのスポーツ指

導者（トップアスリート等）

の派遣事業の展開 

②多様なスポーツ物品等

の貸出の充実 

③「観る」スポーツ事業の推

進 
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Ⅰ-５ スポーツをする場の提供 所管：（主）施設係 （副）事業係 

事 業 内 容 

①区内公共施設でスポーツができる場所の拡充 

②施設の設備・機能向上策の検討並びに利用拡大 

年次別計画（前期） 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

①学校開放施設や民間・

大学等施設確保の検討 

②-1 区と連携した夜間照

明設置の検討（総合運

動場・学校開放施設他） 

②-2 区と連携した開放時

間拡大の検討（総合運

動場・千歳温水プール

他） 

①学校開放施設や民間・

大学等施設確保の検討 

②-1 区と連携した夜間照

明設置の検討（総合運

動場・学校開放施設他） 

②-2 区と連携した開放時

間拡大の検討（総合運

動場・千歳温水プール

他） 

①学校開放施設や民間・

大学等施設確保の検討 

②-1 区と連携した夜間照

明設置の検討（総合運

動場・学校開放施設他） 

②-2 区と連携した開放時

間拡大の検討（総合運

動場・千歳温水プール

他） 

①学校開放施設や民間・

大学等施設確保の検討 

②-1 区と連携した夜間照

明設置の検討（総合運

動場・学校開放施設他） 

②-2 区と連携した開放時

間拡大の検討（総合運

動場・千歳温水プール

他） 

 

Ⅱ ライフステージに応じたスポーツ活動等の推進 

Ⅱ-１ 子どものスポーツ・運動をする機会の充実 所管：事業係 

事 業 内 容 

①子どもの体力向上を目的とした基礎運動能力向上事業の推進 

②幼児期から遊びや運動を通じて、外遊びやスポーツに親しむことができる環境づくりと事業の展開 

年次別計画（前期） 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

①ジュニアアカデミーの充

実 

②スポーツに親しむ機会の

提供 

①ジュニアアカデミーの充

実 

②スポーツに親しむ機会の

提供 

①ジュニアアカデミーの充

実 

②スポーツに親しむ機会の

提供 

①ジュニアアカデミーの充

実 

②スポーツに親しむ機会の

提供 
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Ⅱ-２ 成人・子育て世代のスポーツ活動の推進 所管：事業係 

事 業 内 容 

①成人の体力向上と健康増進を目的とした事業の推進 

②子育て世代が親子で参加できる事業の推進 

年次別計画（前期） 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

①平日や夜間及び休日の

成人対象スポーツ教室

の充実 

②子育て世代が気軽に参

加できる事業の推進 

①平日や夜間及び休日の

成人対象スポーツ教室

の充実 

②子育て世代が気軽に参

加できる事業の推進 

①平日や夜間及び休日の

成人対象スポーツ教室

の充実 

②子育て世代が気軽に参

加できる事業の推進 

①平日や夜間及び休日の

成人対象スポーツ教室

の充実 

②子育て世代が気軽に参

加できる事業の推進 

 

Ⅱ-３ 高齢者のスポーツ活動の推進 所管：事業係 

事 業 内 容 

①健康増進や体力維持を図ることを目的とした、高齢者が参加しやすい事業の展開 

②賛助会員や地域・スポーツ団体等と連携したシニアスポーツ支援事業の推進 

年次別計画（前期） 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

①高齢者を対象とした自主

事業の推進 

②賛助会員や地域・スポー

ツ団体等と連携したシニ

ア世代向け事業の実施 

①高齢者を対象とした自主

事業の推進 

②賛助会員や地域・スポー

ツ団体等と連携したシニ

ア世代向け事業の実施 

①高齢者を対象とした自主

事業の推進 

②賛助会員や地域・スポー

ツ団体等と連携したシニ

ア世代向け事業の実施 

①高齢者を対象とした自主

事業の推進 

②賛助会員や地域・スポー

ツ団体等と連携したシニ

ア世代向け事業の実施 
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Ⅱ-４ 障害者のスポーツ活動の推進 所管：（主）事業係 （副）施設係 

事 業 内 容 

①障害者スポーツに関する普及啓発事業の推進 

②障害者スポーツを支える指導者・ボランティアの発掘及び育成 

③障害者スポーツに関する情報発信体制の充実 

④障害者スポーツの場の拡充 

年次別計画（前期） 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

①障害者スポーツに関する

普及啓発事業の検討 

 

②障害者スポーツの指導

者・ボランティアの発掘

及び育成の推進 

③障害者スポーツに関する

情報発信体制の充実 

④更なるユニバーサルデザ

イン化の促進 

①障害者スポーツに関する

普及啓発事業の検討・

推進 

②障害者スポーツの指導

者・ボランティアの発掘

及び育成の推進 

③障害者スポーツに関する

情報発信体制の充実 

④更なるユニバーサルデザ

イン化の促進 

①障害者スポーツに関する

普及啓発事業の検討・

推進 

②障害者スポーツの指導

者・ボランティアの発掘

及び育成の推進 

③障害者スポーツに関する

情報発信体制の充実 

④更なるユニバーサルデザ

イン化の促進 

①障害者スポーツに関する

普及啓発事業の検討・

推進 

②障害者スポーツの指導

者・ボランティアの発掘

及び育成の推進 

③障害者スポーツに関する

情報発信体制の充実 

④更なるユニバーサルデザ

イン化の促進 

 

Ⅱ-５ 競技力向上施策の推進とスポーツの好循環の創出 所管：事業係 

事 業 内 容 

①国際舞台で活躍できる選手の育成に向けたトップアスリートの発掘や育成事業の強化・推進 

②地域における国際交流を目的とした、諸外国との交流を図る事業の実施 

年次別計画（前期） 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

①トップアスリート育成事業

の推進 

②地域国際交流事業の検

討 

①トップアスリート育成事業

の推進 

②地域国際交流事業の検

討 

①トップアスリート育成事業

の推進 

②地域国際交流事業の検

討・実施 

①トップアスリート育成事業

の推進 

②地域国際交流事業の検

討・実施 
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Ⅱ-６ 施設の特性を活かしたプログラムサービスの拡充 所管：施設係 

事 業 内 容 

①各指定管理者・受託施設の特性を活かしたプログラムサービスの拡充 

②管理施設近隣の地域特性を活かしたプログラムサービスの拡充 

年次別計画（前期） 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

①施設の特性を活かしたプ

ログラムサービスの拡充

検討 

②地域特性を活かしたプロ

グラムサービス・イベント

の検討 

①施設の特性を活かしたプ

ログラムサービスの拡充 

 

②地域特性を活かしたプロ

グラムサービス・イベント

の実施 

①施設の特性を活かしたプ

ログラムサービスの検証・

拡充 

②地域特性を活かしたプロ

グラムサービス・イベント

の検証・拡充 

①施設の特性を活かしたプ

ログラムサービスの検証・

拡充 

②地域特性を活かしたプロ

グラムサービス・イベント

の検証・拡充 

 

Ⅱ-７ 広報・広聴機能の充実 所管：企画・計画係 

事 業 内 容 

①時代変化やニーズに応じた効果的・効率的な広報活動の実施 

②利用者ニーズの情報収集体制の充実・強化 

年次別計画（前期） 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

①-1 効率的かつ効果的な

広報活動の実施 

①-2 地域や民間企業と連

携した広報活動の検討 

①-3ホームページ大幅リニ

ューアルの検討 

②-1 区内スポーツに関す

る情報の一元管理の検

討 

②-2利用者満足度調査な

どの実施・検証 

②-3 新たなマーケティング

リサーチの研究 

①-1 効率的かつ効果的な

広報活動の実施 

①-2 地域や民間企業と連

携した広報活動の検討 

①-3ホームページ大幅リニ

ューアルの実施 

②-1 区内スポーツに関す

る情報の一元管理の検

討 

②-2利用者満足度調査な

どの実施・検証 

②-3 新たなマーケティング

リサーチの研究 

①-1 効率的かつ効果的な

広報活動の実施 

①-2 地域や民間企業と連

携した広報活動の検討 

①-3 リニューアルＨＰの運

用と効果の検証 

②-1 区内スポーツに関す

る情報の一元管理 

 

②-2利用者満足度調査な

どの実施・検証 

②-3 新たなマーケティング

リサーチの研究 

①-1 効率的かつ効果的な

広報活動の実施 

①-2 地域や民間企業と連

携した広報活動の検討 

①-3 リニューアルＨＰの運

用と効果の検証 

②-1 区内スポーツに関す

る情報の一元管理 

 

②-2利用者満足度調査な

どの実施・検証 

②-3 新たなマーケティング

リサーチの研究 
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Ⅲ 安全・安心で快適なスポーツ施設運営及び拡充 

Ⅲ-１ 災害に備えた安全・安心な施設づくり 所管：施設係 

事 業 内 容 

①区と連携した大規模災害対策の推進 

②「危機管理基本マニュアル」「施設安全管理マニュアル」の充実 

③大規模災害時を想定した各種訓練の拡充 

④従事者の教育・研修体制の検討・充実 

年次別計画（前期） 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

①区と連携した災害対策の

検討 

②危機管理基本マニュア

ル・施設安全管理マニュ

アルの検証 

③各種訓練の検討・検証 

④従事者の教育・研修体

制の検討・検証 

①区と連携した災害対策の

連携・整備 

②危機管理基本マニュア

ル・施設安全管理マニュ

アルの改善 

③各種訓練の改善 

④従事者の教育・研修体

制の改善 

①区と連携した災害対策の

連携・整備 

②危機管理基本マニュア

ル・施設安全管理マニュ

アルの改善 

③各種訓練の改善 

④従事者の教育・研修体

制の改善 

①区と連携した災害対策の

連携・整備 

②危機管理基本マニュア

ル・施設安全管理マニュ

アルの改善 

③各種訓練の改善 

④従事者の教育・研修体

制の改善 
 

Ⅲ-２ 快適な施設利用の推進 所管：施設係 

事 業 内 容 

①利用者ニーズの調査・検証体制の整備・充実 

②施設・地域の特性を活かした施設運営の検討・実施 

③接遇等従事者の教育・研修体制の充実 

④更なるユニバーサルデザイン化の促進 

年次別計画（前期） 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

①-1 ニーズの調査体制の

検証 

①-2利用者満足度調査に

よる接遇検証体制の検

討 

②-1 利用時間の拡大や手

続きの簡素化等の検討 

 

②-2 区と連携した効果的

な目的外使用活用の検

討 

③-1 日常教育体制の検

討・充実 

③-2 接遇等に関する研修

体制の検討・充実 

④更なるユニバーサルデザ

イン化の検討・促進 

①-1 ニーズの検証体制の

整備 

①-2利用者満足度調査に

よる接遇検証体制の実

施 

②-1 利用時間の拡大や手

続きの簡素化等の検討・

実施 

②-2 区と連携した効果的

な目的外使用活用の検

討・実施 

③-1 日常教育体制の整

備・充実 

③-2 接遇等に関する研修

体制の整備・充実 

④更なるユニバーサルデザ

イン化の促進 

①-1 ニーズの検証体制の

整備・充実 

①-2利用者満足度調査に

よる接遇検証体制の充

実 

②-1 利用時間の拡大や手

続きの簡素化等の検討・

実施 

②-2 区と連携した効果的

な目的外使用活用の検

討・実施 

③-1 日常教育体制の整

備・充実 

③-2 接遇等に関する研修

体制の整備・充実 

④更なるユニバーサルデザ

イン化の促進 

①-1 ニーズの検証体制の

整備・充実 

①-2利用者満足度調査に

よる接遇検証体制の充

実 

②-1 利用時間の拡大や手

続きの簡素化等の検討・

実施 

②-2 区と連携した効果的

な目的外使用活用の検

討・実施 

③-1 日常教育体制の整

備・充実 

③-2 接遇等に関する研修

体制の整備・充実 

④更なるユニバーサルデザ

イン化の促進 
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Ⅲ-３ 安定的な施設管理体制の推進 所管：（主）企画・計画係 （副）管理係 

事 業 内 容 

①各種業務マニュアルを活用した管理運営体制の充実 

②様々な職員教育・研修体制の再構築 

③より効率的な運営に向けた、他自治体における施設管理運営手法の定期的な調査・分析 

④利用者満足度・外部評価向上策と、財団認知度向上のための取組み 

年次別計画（前期） 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

①管理運営に関する業務

マニュアルの運用と定期

的な見直し 

②財団職員の教育・研修

体制の現状分析 

③施設管理運営の先進的

事例の調査・分析 

④-1指定管理者外部評価

結果の分析と改善 

④-2財団認知度向上策の

検討 

①管理運営に関する業務

マニュアルの運用と定期

的な見直し 

②新たな職員教育・研修体

制の再構築 

③調査・分析結果の活用と

応用 

④-1指定管理者外部評価

結果の分析と改善 

④-2財団認知度向上策の

実施 

①管理運営に関する業務

マニュアルの運用と定期

的な見直し 

②新たな職員教育・研修体

制の確立 

③調査・分析結果の活用と

応用 

④-1指定管理者外部評価

結果の分析と改善 

④-2財団認知度向上策の

実施 

①管理運営に関する業務

マニュアルの運用と定期

的な見直し 

②新たな職員教育・研修体

制の確立 

③調査・分析結果の活用と

応用 

④-1指定管理者外部評価

結果の分析と改善 

④-2財団認知度向上策の

実施 
 

Ⅲ-４ 新たな管理施設の獲得に向けた取り組み 所管：企画・計画係 

事 業 内 容 

①指定管理者制度に関する講習会への参加や先進的な施設管理団体の視察、区の動向などの情報の収集や調

査・分析 

②区内のスポーツ施設の一元的な管理や管理施設の獲得に向けた取り組み       

年次別計画（前期） 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

①指定管理者制度や区の

動向の情報収集、調査、

分析 

②新たな施設管理の受託

検討 

①指定管理者制度や区の

動向の情報収集、調査、

分析 

②新たな施設管理の受託

検討 

①指定管理者制度や区の

動向の情報収集、調査、

分析 

②新たな施設管理の受託

検討 

①指定管理者制度や区の

動向の情報収集、調査、

分析 

②新たな施設管理の受託

検討 
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