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・１．総 評 

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【取組事項等】 

 第２期指定管理期間は、平成 23 年３月１１日に発

生した東日本大震災の影響により、避難所施設として

の協力や津波の心配など、青少年研修センターを取り

巻く状況は提案時と比べ大きく変化しています。 

 

≪防災対策と利用者回復対策≫ 

利用者に安心と安全を提供することを優先に取り

組みました。 

・避難場所である野島山までの避難経路や避難時間の

明示、利用時の避難プログラム提供による津波被

害対策の強化 

・利用回復に向けた広報活動や平日利用促進など営業

活動を強化 

 しかし、未だ津波を心配する影響で、小学校体験学

習の利用が回復していないため、学校のニーズに応じ

た利用サービスの向上や体験学習パンフレットの新

規作成など、学校利用増に向けて重点的に取り組み、

少しずつ利用者の回復が図れてきています。 

 

≪提案書に沿った取り組み≫ 

横浜にある唯一の青少年の宿泊研修施設として、恵

まれた自然環境を活かしながら多様な研修活動や集

団活動の場を提供しています。 

～～立地条件のメリットを存分に活用して～～ 

・野島の自然を活用した体験プログラムの充実 

カヌー体験教室、海の生き物観察、近隣施設と協働した体

験プログラムの提供等 

・地域の活動団体、地縁組織と協働した環境保全活動 

横浜に唯一残された自然海浜の保全活動など環境問題

の啓発プログラムの展開 

・指導者研修やリーダー育成と食育プログラムの充実 

 

今後も引き続き、よこはまユースの理念と施設の機

能を活かし、青少年研修センターの使命を果たしてい

きます。 

【東日本大震災発生による環境変化への対応】 

・東日本大震災発生後の利用者減少という厳しい環境の中で、安全・安心な環境づ

くりが心がけられており、また、広報活動の強化、利用促進のためのアンケート調

査によるニーズ把握など、地道な努力が行われています。 

・想定外の大災害、しかも津波被害が想定される状況の中で利用者の激減に見舞わ

れましたが、安全対策を講じつつ、徐々に利用想定者への働きかけを強め、何とか

大震災前の利用者数近くまで回復してきた努力は評価したいと思います。 

・発災時の安全確保については、東日本大震災の例を見てもわかるように、想定外

の事態発生の可能性もあることから「絶対に安全」と断言することは難しいと考え

られます。従って、万全を期して施設が行っている事（事実）をきめ細かく伝える

ことで、安心感の醸成につなげていくことが現実的と考えられます。 

・また、防災や発災時において施設が新たに地域に果たしていく役割を見直し、地

域住民の参加も促進しながら、海沿いの環境における避難訓練や救急救命講座の定

期開催などを検討していくことなどが望まれます。 

・東日本大震災により減少した稼働率の向上も大切ですが、「活動の成果」や「利

用者の満足感」を運営の基本として欲しいと考えます。安心・安全を巡っては広報

宣伝活動にはより一層の工夫が求められますが、逆に海沿いという立地条件を活か

し、「防災教育プログラム」等の積極的展開も考えられます。 

【費用対効果の向上】 

・利用促進に関しては、最適な実施方法を多様な視点から検討し、費用対効果の高

いものとしていくことが期待されます。例えば、宿泊体験プログラムの案内チラシ

の表紙に施設建物の写真が使用されていますが、人気の高いプログラムに子ども達

が活き活きと取り組んでいる姿の写真とし、見る人へのインパクトを高めるといっ

た工夫が挙げられます。アンケートやヒアリング調査についても、目的を明確化し、

結果がその後の動きにつながる調査設計にすることが望まれます。 

【収支採算の確保と必要な支出の抑制回避】 

・平成 24 年度も収支バランスは確保されていますが、利用料金収入の予算未達、

人件費の大幅抑制、修繕費の予算オーバーが目にとまります。収支採算の確保が第

一義となって必要な支出まで抑制され、人的体制などに無理が生じるということが

ないよう留意が求められます。 

・3.11 以降、青少年研修センターを取り巻く状況がそれまでと大きく変化したこ

とによる施設のご苦労を感じました。しかし、大きな 変化をポジティブにとらえ、

きめ細かな防災対策の見直しや、利用者回復の取り組み、新たなプログラム作りに

着手され、と同時に野島青少年研修センターの使命を再確認される機会になったと

感じました。 

【全体的なこと】 

・宿泊研修施設としての特色、さらには恵まれた自然環境を最大限に活かすプログ

ラムの提供に力を注いでいます。 

・全般にきめ細やかな施設運営がされていることで、施設の設置目的に沿った役割

をはたしています。 

・今後は現状維持にとどまらず、さらに積極的に、先駆的な取り組みを、職員一丸

となって進めることを望みます。 
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・２．基本方針 

（１）施設管理運営の基本的な考え方 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 役割、課題に対する考え方 
☑Ａ □Ｂ □Ｃ ☑Ａ □Ｂ □Ｃ 

 横浜市の青少年育成施策の現状や課題を踏まえ、当該

施設に期待されている役割を果たしている 
      

イ 管理運営に関する考え方 
☑Ａ □Ｂ □Ｃ ☑Ａ □Ｂ □Ｃ 

 基本方針に沿って、施設が管理運営されている 
      

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

１ 利用者や団体の特性に配慮した施設の貸出や柔

軟な対応に努めました。 

２ 青少年が社会性や協調性を育めるように、施設を

活用した集団宿泊体験や野島の自然を活かした体

験プログラムを提供してきました。 

３ 市民活動団体と協働した環境保全活動など様々

な機会や場を提供したほか、近隣の学校や町内会な

どとの関係作りに力を入れました。 

・入退所や入浴時間の時間外対応、対人関係が苦手な若者支

援団体への占有貸出など利用者の要望や状況に応じた対応 

・利用に際しての活動コーディネートや活動計画のアドバイ

スや進め方の工夫などの助言・相談 

・体験プログラムの指導や学習教材の提供による活動中の引

率者や指導者のサポート 

・カヌーや海辺の生き物観察など自然体験プログラムの提供 

・事業サポートを通した青年ボランティアの育成 

・市民活動団体や地縁組織の活動支援 

・地域活動への参加や地域住民への施設の貸出 

【現状の評価】 

・丁寧に管理運営をしていることが、館内の様子から見てとれます。 

・子ども、若者のさまざまな体験を通じた学びという理念を明確に持ち、これに即

した運営、プログラム開発・提供が行われています。 

・施設として利用者や利用団体との綿密な打ち合わせや、利用団体同士の打ち合わ

せの機会を作る等、きめ細かな配慮が感じられました。利用者側が安心できる体制

が施設にあることは、リピーターを増やすことにもつながると思います。 

【今後予定している取組等】 

１ 利用者のニーズに合わせた柔軟な対応をしつつ、

引続き集団宿泊体験を通じて青少年育成の場を提

供します。 

２ 地域団体と協働し野島周辺の資源を活用したよ

り魅力的なプログラムの展開を図っていきます。 

３ 変化の激しい青少年の育成環境や課題にも迅速

に対応する姿勢を保ち、管理運営を進めていきま

す。 

・成功・失敗体験など様々な体験機会の提供と気づきの支援 

・集団で活動できる体験プログラムの開発 

・市民活動団体や地縁組織の活動支援とネットワーク作り 

・困難（課題）を抱える青少年の自立支援の充実 

【提案・意見】 

・宿泊体験学習が本施設の第一の特色です。加えて、恵まれた自然環境を十二分に

活かすプログラムを開発し、提供できるように努力をお願いします。 

・今後はさらに「場」の持つ力を最大限に発揮し、「人」「地域」のつながりを活

かし、新たな発想を加え管理運営されることを期待しています。 

・東日本大震災の発生を受けて、「安全・安心」という側面の環境が変化したこと

を踏まえ、「単に安心を訴える」ということに終始するのではなく、施設が新たに

担うことのできる役割の積極的開拓（例えば、海沿いの環境の中での避難訓練、救

急救命等）など、立地特性に立った青少年施設の運営理念の見直しを期待したいと

思います。 

・小中高の宿泊体験学習を基本にしつつも、空き時間を使った新規利用層にも、豊

富な海浜環境を利活用したプログラムの開発、実施をすすめ、従来の施設利用にと

どまらない柔軟な対応にも期待したいと思います。 

・今後は、子どもの団体宿泊時に起こるかもしれない危機に備えて、夜間の職員体

制等を更に万全なものとする必要を感じました。 



3 
 

（２）施設管理運営の目標と計画方針 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 施設管理運営の目標と計画方針 
□Ａ ☑Ｂ □Ｃ □Ａ ☑Ｂ □Ｃ 

 指定期間の達成目標と中期的目標に対し、計画通りに

施設が管理運営されている 
      

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

 指定管理期間の初年度は、3.11 東日本大震災被

災者の避難所施設として運営してきたことや津波の

心配から大きく利用が減少しました。 

１ 震災を教訓に新たな防災対策を強化し、避難場所

の明示や災害対応マニュアルを明確化し、併せて利

用プログラムに災害時避難訓練を組入れました。 

２ 子ども会をはじめ地域活動団体などに営業を強

化した結果、24 年度には震災前（22 年度）の約

85％まで利用者数を回復させました。 

 
年度 2２ 2３ 2４ ２５ 

利用者

数 

27,434

人 
11,143 人 23,383 人 24,650 人 

団体数 562 団体 273 団体 469 団体 565 団体 

・23 年度：利用再開案内を約 3,000 ヶ所に配布 

・24 年度：避難場所や災害対策マニュアルの作成・配信、 

 カヌーキャンプやのり作り体験など新規プログラムの実

施 

・25 年度：小学校体験学習校向けの新規パンフレットを作

成し県内約 2,000 校に配布、学童保育所やフリースクー

ル等 500 ヶ所にも案内チラシ配布（平日利用の促進） 

・近隣高校や大学へ部活合宿利用の営業 

・「海浜清掃」「金沢水の日」など地域連携事業の再開 

【現状の評価】 

・施設利用に関する優先順位の設定や、利用者への活動支援として、事前打ち合わ

せ等を制度化していることは評価出来ます。 

・大震災で指定管理者として計画通りの事業が実施できませんでしたが、重点を安

全面の確保と利用・信頼度の回復の 2 点に絞って取組んだ点は評価してよいと考

えます。 

・24 年度の利用者数が、震災前（22 年度）の約 85％にまで回復し、25 年度も

目標稼働率を上回る実績が確保できる見込みであることは、利用促進に向けた地道

な努力の成果と考えられます。 

・提案書以上の成果を上げるためにも、自然の豊かさを活かしたプログラム展開を

多彩な市民団体とともに進めることにより、利用者の幅を広げていってもらいたい

と思います。 

 

【今後予定している取組等】 

１ 「安心」「安全」を届けられるよう防災対策の強

化と情報提供に努め、施設の安全性、信頼性の向上

を図ります。 

２ 引き続き、団体の状況や現状に沿った活動が行え

るよう、柔軟な対応と活動コーディネートで、使い

やすく活動しやすい施設を実現していきます。 

利用増加に向けた新たな視点として、市内小中学

校の優先予約終了後に市外の小中学校等の利用を誘

致し、平日の利用促進に取り組んでいきます。 

 

・全スタッフの防災意識の向上と防災対策の強化 

・校長会を通じた学校への安全性、信頼性の広報 

・社会見学と自然体験のパッケージプログラムの新規開発 

・地域ネットワークの構築と地域人材の活用 

【提案・意見】 

・「災害時避難訓練プログラム」を利用者に積極的に提供することも考えられます。 

・提案書に掲げられた年度ごとの計画において、青年ボランティアのステップを踏

んだ育成が、予定どおりに進捗していないように見受けられます。登録者数が少数

にとどまっていること、活動可能曜日に偏りが生じていることなど、年度ごとの結

果の検証をしっかりと行い、計画との差異を解消する策を次年度計画に反映させて

いくといった、ＰＤＣＡサイクルの着実な励行が望まれます。（これは、体験プロ

グラムの展開等においても同様です。） 

・震災を教訓に新たな防災対策や災害時の避難訓練を組み入れたプログラム開発

は、大変積極的な取り組みと感じました。今後は平日の利用や閑散期の利用促進の

ための具体策を期待します。NPOや他機関と連携した新たなプログラムの導入や、

利用者である青少年のニーズ把握も検討してください。 
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・３．事業計画 

（１）事業実施に関する基本的な考え方 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 青少年の体験学習・集団活動の支援や青少年指導

者・育成者の研修活動支援のための取組みについて 
□Ａ ☑Ｂ □Ｃ □Ａ ☑Ｂ □Ｃ 

 青少年の体験学習・集団活動の支援や、青少年指導者・

育成者の研修活動支援に取り組んでいる 
      

イ 計画的な事業展開について 
□Ａ ☑Ｂ □Ｃ □Ａ ☑Ｂ □Ｃ 

 計画どおりに事業が展開されている 
      

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

避難施設対応による実施事業や関係団体との協働事

業の中止、津波を心配する影響による利用者減少などの

理由から、Ｈ23 年 8 月の利用再開時点で事業計画を見

直しました。 

１ 野島周辺の自然環境や資源を活用してカヌー体験

キャンプや化石探検など魅力ある新規プログラムを

提供しました。 

２ 利用団体の活動相談や助言などコーディネートを

丁寧に行いました。 

３ 市民活動団体や地縁組織と連携して「のり作り体

験」や「海辺の生き物観察会」など特色あるプログラ

ムも実施しています。 

４ その結果、利用者アンケートでは「活動目的が達成

された」との回答が９９％という高い評価を頂くこと

ができました。 

・指導者・引率者向けに野島プログラム体験会を実施 

・集団体験活動への助言や事前打合せ会による活動サポート 

【現状の評価】 

・「事前打ち合わせ会」を通じて、宿泊体験が有効なものとなるよう、きめ細か

く対応が図られており、また、横浜サイエンスフロンティア高校や鎌倉女子大学

管理栄養学科などの協力の下でのプログラム開発等によって、「育ちの場」の拡

充が着実に図られています。 

・自然体験活動では知識や技能を教えることから、可能性や意欲を引き出す視点

が重要と考えられ、提案書以上の成果を上げるためにも、事業企画運営のさらな

る工夫が求められます。 

・また、ボランティアの計画的な育成と活用が今後の大きな課題と考えられます。 

 

 

 

【今後予定している取組等】 

１ 学生を中心とした事業ボランティア（80 人）を施

設ボランティアとして育成し、仲間作りや青少年理

解、レクリエーションなどのスキルアップを図り、利

用する子ども・青少年たちと共に成長できる機会を

作っていきます。 

２ 青少年研修センターを拠点に活動する市民活動団

体や周辺の地縁組織等との連携強化を目指して、ネッ

トワーク会議を実施していきます。 

・青年ボランティアの育成 

・市民活動団体や地縁組織のネットワーク会議の開催 

・「海」をテーマにした体験プログラムの新規開発 

【提案・意見】 

・青少年の活動支援につながるプログラムの充実を求めたいと考えます。 

・２（１）で記載したように、「プログラム開発事業」の中に、『災害発生時の

安全・安心を確保する緊急対応プログラム』のようなものを追加し、青少年だけ

でなく、地域住民をも参加対象として、避難訓練や救急救命の実践などを行って

いくことが望まれます。 

・26 年度に予定しているネットワーク会議については、年 2 回の開催となって

いますが、会議の目的を明確化し、そこでの議論が着実に施設運営の充実につな

がっていくような開催内容としていくことを期待します。 

・今後予定している取り組みの中での、市民活動団体や周辺の地縁組織等のネッ

トワーク会議の実施は、大変期待できる取り組みと思います。ぜひ実現して連携

の強化を目指してください。 



5 
 

（２）利用者サービスの向上について 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 利用者サービス向上のための取組みについて ☑Ａ □Ｂ □Ｃ ☑Ａ □Ｂ □Ｃ 

 利用しやすい工夫や館内サービスの向上、利用者ニーズへの対

応が図られている 
      

イ 体験活動に関する情報の収集、提供、活用について ☑Ａ □Ｂ □Ｃ □Ａ ☑Ｂ □Ｃ 

 体験活動に関する情報の収集、提供、活用が図られている 

立地上の特性を活かした取組みを実施している 
      

ウ 広報活動・利用促進について ☑Ａ □Ｂ □Ｃ ☑Ａ □Ｂ □Ｃ 

 広報活動・利用促進策に取り組んでいる       

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

１ 効果的な活動を支援するために、利用者の特性に配

慮した対応を心掛けています 

２ 臨海の施設という立地を活かして、横浜で唯一残さ

れた自然海浜（干潟）を活用した海に親しむ海浜プロ

グラムを充実させています。 

３ 利用者増加に向けた施設の最新情報の提供や利用

促進の広報に努めています。 

・幼児や小学生、個別支援級の児童・生徒に対して説明パネ

ル（イラスト）や模型を使った入所式（利用説明） 

・肢体不自由の利用者に対する洗浄便座の設置 

・生き物観察セットや生き物ガイドなど学習教材の無料貸出 

・カヌー体験、いかだ作り、磯遊びなど海浜プログラムの充実 

・地元漁師と協働した生き物観察会やのり作り体験の実施 

・メールやＦＡＸによる申請受付の開始 

・ホームページで空き室情報の配信と週２回の更新 

・季節ごとの利用案内の配信（放課後３事業を中心に配布） 

・空き部屋の稼働対策として２０人以下の小規模団体の受入 

【現状の評価】 

・利用団体の予定に即した柔軟な対応が心がけられており、また利用促進に向け

市内外の学校や、近隣高校・大学への働きかけを行うなど、サービス向上に向け

た地道な努力がはらわれています。 

・行き届いた管理運営がされています。さらに、新しい視点から、空間デザイン

や掲示物、広報、ＨＰ等で発信力を高めることで、新規参入の団体の開拓や地域

ネットワークの広がりにつなげられると思います。 

・体験活動に関する情報の収集、提供等については、利用者の特性に応じたきめ

細かな対応を期待します。提案書以上の成果を上げるためにも、ボランテイアを

含め、運営に関わる人材を拡充する必要があると考えます。 

 

【今後予定している取組等】 

１ 体験学習校の津波被害への不安感を軽減するため、

横浜市と協働で青少年研修センターの防災安全対策

を強化し、発信していきます。 

2 要望が多い食事提供サービスも検討し、対応できる

体制を構築していきます。また、平日の利用促進とし

て、大学、企業へも積極的に広報を行います。 

・小中学校長会を通じた安全性のＰＲと利用促進 

・食事提供や食材発注などのサービス向上 

・大学や企業あてに利用案内パンフレットの配布 

【提案・意見】 

・大学、企業等の利用を促進するための食事提供サービスの向上は検討すべき重

要な取組みであり、スピード感をもって取り組んでほしいと考えます。 

・「安全性の PR」については、単に安心ということを強調するのではなく、実

際に施設が行っている事(野島山までの避難経路の案内、海での活動中の発災に

おける指導者・引率者との間の取り決め等)など、「事実」を発信していくこと

で、安心感に結び付けていくことが望ましいと考えられます。そうした情報を、

宿泊体験プログラムの案内チラシの裏表紙などに掲載することも考えられます。 

・食事提供サービスに対するニーズが高く、また、施設内で調理提供することは、

事業収入増（収益率向上）にもつながります。こうしたことから、さまざまな条

件整備が必要であるとは思いますが、業者を紹介するだけではなく、施設の直接

事業としての実現可能性を検証してみることが期待されます。 

・利用者への効果的な活動のための配慮を感じられました。広報活動に関しては、

高校生や大学生がHPを見て利用を希望するような魅力あるHPにすることも検

討課題と感じました。高校生や大学生、社会人の場合、パンフレット配布より 

インターネット上で HP から、利用を検討することも多いと考えます。また大学

のサークル等では毎年決められた時期に合宿を実施し、大所帯の宿泊計画に苦労

している学生もいるようです。職員のもつノウハウ、スキルで合宿等のアドバイ

スや支援ができることを広く広報して利用促進につなげることはできないで

しょうか。 
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（３）他機関との連携・協働について 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 他機関との連携・協働について ☑Ａ □Ｂ □Ｃ □Ａ ☑Ｂ □Ｃ 

 他機関との連携・協働が図られている       

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

1 子ども・青少年に多様な体験活動を提供するため

に、市民活動団体や地縁組織と協働した体験プログラ

ムを展開しています。 

２ 障がい児や不登校の児童生徒を対象としたキャン

プを教育委員会や関係機関など様々な機関と連携し

て実施しています。 
・地元団体によるカヌー体験やのり作り等の指導協力 
・市民活動団体や行政と協働した環境イベントの開催 

・ハートフルスペースキャンプ（不登校児童生徒対象） 

・野島クリスマスキャンプ（障がい児対象） 

・西柴中学校個別支援学級の職場体験の受入 

【現状の評価】 

・市内高校や県内の大学とのプログラム開発など、多様な団体との連携関係の拡

充が図られています。 

・提案書以上の成果を上げるためにも、近隣大学や企業とは、施設が開発したプ

ログラムへの参加にとどまらず、協働事業を一緒に検討、開発するくらいのとこ

ろまで踏み込んでほしいと考えます。 

 

 

 

【今後予定している取組等】 

１ 周辺の高校（横浜創学館、関東学院大付属、金沢高

校）や大学（横浜市大、関東学院大等）と協働してボ

ランティア活動の推進やプログラム開発に努めます。 

２ 市内の資源を結びつけた小学校体験学習向けの

パッケージプログラムの開発も進めていきます。 
・近隣大学と連携した食育体験プログラムの新規開発 

・港湾見学を含めた横浜の海の学習プログラムの開発 

・金沢動物園など近隣施設と協働したプログラムの開発 

【提案・意見】 

・青少年育成にかかわる担い手として、他機関とも良きパートナーとなれるよう、

協働のプロセスを創っていく工夫を大事にしてほしいと考えます。そのために

も、管理職だけでなく、時には職員もコーディネート力を高める必要があると思

われます。より開かれた施設として、地域、企業、大学、ＮＰＯ等との連携を組

織的に深められることを期待します。 

・教育機関や公的機関、団体にとどまらず、地域住民など、更に幅広い連携・協

働を推進していくことを期待します。例えば、次項の「地域貢献」とも関連して

きますが、地域の高齢者を市民講師として「昔ながらの海遊び」を教わる場を設

定し、多世代間交流を図る具体的なプログラムなども考えられるのではないで

しょうか。 

・幅広い視野からの今後の事業展開を見据えて、「ネットワーク会議」の参加メ

ンバーを設定していくことが望まれます。 

・繁忙期には本来業務のプログラム提供や利用者対応の多忙さを想像すると、現

在の 職員体制（人数）では他機関と連携をするための時間や作業に力を注ぐこ

とは職員の負担が非常に大きいと考えます。職員の負担も考慮しながら丁寧な連

携を目指してください。 
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（４）地域貢献について 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 地域貢献について □Ａ ☑Ｂ □Ｃ □Ａ ☑Ｂ □Ｃ 

 地域貢献を行っている       

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

 横浜に唯一残る野島の自然海浜の保全と、その存在

を市民に広く伝えるために、市民対象の海浜清掃を年

４回開催しています。地域行事に積極的に関わり、地

域への貢献に努めています。 

・オールクリーン野島ビーチの開催（年４回） 

【現状の評価】 

・施設側による地域活動や事業への参加・協力という面での努力は認められます。 

・地域貢献についてはすでに取り組まれていますが、提案書以上の成果を上げる

ためには、相互交流などにより本施設の活動の一層の理解をはかる工夫が必要で

あると考えます。 

 

【今後予定している取組等】 

 引き続き町内会等と連携して地域の活性化や理解

に努めます。地域の方々に気軽に利用してもらえるよ

う敬老会やサークル活動の支援も行っていきます。 

・地域住民との交流事業の実施 

【提案・意見】 

・根拠であげているものだけでなく、最も重要な地域貢献策として、災害対策を

地域の自主防災組織（自治会等）と協働で検討を進め、一歩踏み込んだ地域貢献

を検討、実施する必要があるのではないでしょうか。 

・地域の大型施設として、ハード面での貢献とともに、ソフト面での強みを活か

し、防災、まちづくり等で時にはリーダーシップを発揮する場面も考えられるの

で、日常的に地域とつながり、信頼関係を構築していくことが大切です。 

・地域貢献は、施設側が一方的に協力する・プログラムを提供するという方法だ

けではなく、社会参加の場（自らの力が発揮できる場）を求めている人に、協力

を呼びかけるという方法もあると考えられます。前項に記載したように、高齢者

の豊富な経験を活かし「市民講師」として活躍できる場を設定するなど、広い視

野からの「貢献」の検討が望まれます。 

・地域の人達の気軽な利用を促進するには、年に１度「オープンデー」などを設

定し、誰もが気軽に立ち寄れるイベントなどを開催する方法なども考えられま

す。ビジターホールを青少年による「おもてなしの場」として、発表を行ったり、

地域の人達のおもてなしをして、青少年と地域住民との交流を図るなども一案と

考えます。 

・この施設はいろいろな意味で地域の方々と繋がっていると考えます。地域の

様々な人材の力を発揮する「場」として機能できることも期待いたします。 
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・４．管理運営 

（１）－１ 運営体制に関する基本的な考え方について 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 効率的かつ安定的な運営体制の確立 
□Ａ ☑Ｂ □Ｃ □Ａ ☑Ｂ □Ｃ 

 効率的かつ安定的な運営体制が確立している 
      

イ 人材育成について 
☑Ａ □Ｂ □Ｃ ☑Ａ □Ｂ □Ｃ 

 職員の育成、資質向上に取り組んでいる 
      

ウ 危機管理への対応について 
☑Ａ □Ｂ □Ｃ ☑Ａ □Ｂ □Ｃ 

 安全管理、危機管理への対応、事故防止に向けた対策を

講じている 
      

エ 個人情報保護に対する取組み 
☑Ａ □Ｂ □Ｃ ☑Ａ □Ｂ □Ｃ 

 個人情報保護に取り組んでいる 
      

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

１ 青少年研修センターの役割は幅広く多岐に及びま

す。安定的な運営と利用者へ安心・安全を提供する為

に、日常の安全点検やスタッフ研修に努めています。 

２ 個人情報の管理は、保管場所の施錠や研修の実施等

スタッフの個人情報保護管理の徹底に努めています。 

・全スタッフによる防災訓練や日常・定期点検の実施 

・日勤・夜間警備アルバイトの導入による安全性の確保 

・食物アレルギー表や感染予防マニュアルの作成・配布 

・青少年育成スキル研修等への参加による職員資質の強化 

・応急救護などのスタッフ研修の実施 

・個人情報保護研修の実施（全スタッフ対象） 

【現状の評価】 

・定期的な職員連絡会や打ち合わせ、業務日誌、メール等によりきめ細かなスタッ

フ間での情報共有化が図られており、また利用者とのコミュニケーションを重視

している姿勢は評価できます。 

・人は施設の魅力を倍加する存在です。効率的かつ安定的な運営体制の確立につ

いて、提案書以上の成果を上げるためにも、常勤のスタッフ、非常勤、ボランティ

アなど、施設運営に関わる人材の育成・研修に力を注ぐことが必要であると考え

ます。 

 

【今後予定している取組等】 

１ 引き続き、職員の資質向上に努めます。 

２ 行政や公園管理事務所、自治会とも安全対策（応急

救護や火災予防等）の連携を図り、事故防止の強化に

努めていきます。 

・事前打合せにおける利用者への防災や感染予防の啓発強化 

・青少年育成スキルなど外部研修への積極的な参加 

・区役所や公園事務所等との事故対応の協議 

・市内の青少年施設や宿泊施設との連絡会の開催 

【提案・意見】 

・職員ひとりひとりの力を存分に発揮できる組織をつくり、さらにチームとして

動けるよう、リーダーとともに動けるミドルリーダーの育成が要になるでしょ

う。 

・「よこはま型若者自立塾」との連携による維持管理業務（就労体験の場）の提

供については、環境変化の中で今だ実現に至っていない状況を踏まえ、今後 2

年間の取組み方針の見直しを図ることが望まれます。 

・職員の育成、資質向上に加え、職員のメンタルヘルス対策の充実と職員間のコ

ミュニケーションのスキルアップにも取り組まれることを期待いたします。 
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（１）－２ 災害対応の取組みについて 

ア 災害対応に向けた取組みについて 
 

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

１ 年２回以上の防災訓練実施と、職員による週１回の

消防設備点検を義務付け、災害対策に努めています。 

２ 津波対策の一環として野島山までの避難経路の案

内や新たな防災関連の情報配信など、利用者への情報

提供と意識向上に努めています。 

３ 利用者に、入所後すぐに避難経路の確認を義務付け

るほかに、野島山までの避難訓練も促しています。 

・事前打合せや入所式における防災意識の啓発 

・避難訓練・防災訓練の実施（年２回以上） 

・野島山へ避難経路を手引きやホームページで明示 

【現状の評価】 

・東日本大震災に学び、すでに可能な取り組みはなされていると考えます。施設

としての具体的な対応策を内外に情報提供すると共に、災害対応のプログラムを

学ぶ機会を提供することも考えられます。 

・定期的な防災訓練の実施や、野島山までの避難経路の案内、入所後の避難経路

の確認の義務付けなど、安全確保のための対策が実施されています。 

【今後予定している取組等】 

 首都直下型地震においても想定津波が２ｍであるこ

とから、乳幼児や高齢者、障がい者の方々の避難を施設

内（２Ｆで４ｍ、屋上で８ｍ）で対応できるか、利用者

人数分の防災グッズの常備など、防災対策を横浜市と協

議していきます。 

・利用者を含めた防災訓練の実施 

・施設内避難など新たな防災対策に関する協議 

【提案・意見】 

・津波対策、避難訓練だけでなく、災害対応やサバイバル体験等の視点を織り込

んだ、新しいプログラム開発、実施をこれからの大きな「強み」にできるのでは

ないかと考えます。 

・地域施設のハードとして果たす役割だけでなく、すでにこれまで培った危機管

理、安心、安全へのスキル、情報ネットワークを地域に提供することも今後は必

要になるでしょう。 

・入所後の避難経路の「確認」を義務付けるだけでなく、指導者・教員等との事

前打ち合わせの際に、実際に避難経路を歩く防災訓練も生活体験の一環として、

入所後のプログラムに組み込むことを進言していくことが望まれます。 

・（再掲）東日本大震災の発生を受けて、施設が新たに担うことのできる役割を

見直し、地域住民の参加も得ながら、例えば、海沿いの環境の中での避難訓練、

救急救命等の講座開催などを検討していくことを期待します 

・防災対応に関しては、きめ細かな配慮、取り組みが見られます。これらの取り

組みをぜひアピールされて広報していかれたらいいと思います。 

  

 

 

 

 

イ 地域との連携・協働の取組みについて 

指定管理者記入欄 

【評価の根拠】 

野島町内会の防災訓練には、全職員で参加していま

す。地域の防災マップの共有を図るなど地域との情報交

換も行っています。また、日頃から地域活動等に参加す

ることで、災害時にお互いが助け合える関係性を築いて

います。 

・地元自治会の防災訓練への参加（年１回） 

・防災マップや避難経路など自治会との情報交換 

【今後予定している取組等】 

引き続き、職員の防災意識の向上と地域連携・情報交

換を行っていきます。また、研修センター休館日で職員

がいない場合など様々な状況を想定した対策を横浜市

や地元自治会、公園管理事務所と協議していきます。 

・金沢区災害ボランティアネットワークとの連携強化 

・年末年始など休館日における防災対策の協議 
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（２）収支計画について 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 収支計画とコスト削減について 
☑Ａ □Ｂ □Ｃ ☑Ａ □Ｂ □Ｃ 

 無駄な費用の抑制に努め、計画通りに収支が推移してい

る 
      

イ 財務経営状況について 
□Ａ ☑Ｂ □Ｃ □Ａ ☑Ｂ □Ｃ 

 施設を継続的、安定的に運営するための財政的基盤が

整っている 
      

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

１ 施設運営課題の「早期発見・早期対応」により修繕

費等のコスト削減に努めています。 

２ 利用者に直接影響のある個所から優先に改善・修繕

を行い安全性と快適性を提供することや、プログラム

の充実や営業活動に力を入れ、利用者増（収入増）に

努めています。 

３ 事業参加費は、受益者負担の考えで実施相当分の参

加料金を設定しています。 

４ 指定管理料は計画通り支出されています。利用料金

収入は減収していますが、定常コストによる収支バラ

ンスは取れています。 

・多目的トイレの改善や宿泊室、浴室の修繕 

・利用者増に向けたプログラムの充実 

・新規利用団体獲得に向けた営業活動（約 3000 ヶ所） 

・プログラムの質の向上に向けた事業参加費の設定 

・計画的な予算執行による収支バランスの維持 

【現状の評価】 

・海沿いの施設という立地特性から、東日本大震災後の利用者減少という状況の

中で、収支バランスを確保するための努力がはらわれています。 

・より安定的に運営するための財政的基盤を整えるために、受益者負担の考え方

の中に、どの程度コスト感覚が取り入れられるか、検討の余地があります。 

 

 

 

 

【今後予定している取組等】 

１ 現在の取り組みを継続していくと共に、新たなプロ

グラムやサービスを提供し、新規利用者の獲得を図り

ます。 

２ 平成 27 年度に予定されている増税に向けて、収支

計画の見直しと協議を行っていきます。 

３ 法人の寄附金を活用した新規プログラム開発も行

い、新たな青少年課題に対する活動も実施していきま

す。 

・平日利用促進に向けた営業強化 

・高校や大学の部活動や企業研修などの誘致 

・連泊団体に対する生活設備の改善 

・寄附金を活用した新たな青少年課題への対応 

【提案・意見】 

・稼働率を上げることで収入を増やすことは可能ですが、あくまでも本施設の設

置目的を柱とする運営を心掛けて欲しいと考えます。 

・20 年経過した施設であり、企業等の閑散期利用を進めるため、まとまった修

繕や新たな施設整備が必要になる場合が多く発生する可能性があり、安定した財

政運営を圧迫する事態も想定されます。 

・利用料金収入の予算未達を、人件費支出の抑制によってカバーする形で、収支

採算が確保されていますが、これによって人的体制（施設利用者への対応、新規

プログラムの開発、利用促進のための営業等）が脆弱となり、悪循環に陥ること

のないよう留意してください。 

・（再掲）食事の提供など、ニーズが存在する分野で収益力向上を図っていくこ

との実現可能性検討が望まれます。 

今後の取り組みとしての「高校や大学の部活動としての利用促進」に関しては、

口コミを利用することも１つの手段と考えます。 

・すでに宿泊利用した高校生や大学生と繋がり、利用者を広げていく方法もある

と思います。 
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（３）施設の維持管理について 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 施設の維持管理について 
☑Ａ □Ｂ □Ｃ ☑Ａ □Ｂ □Ｃ 

 施設の保守管理、維持管理に取り組んでいる 

 
      

イ 環境への配慮について 
☑Ａ □Ｂ □Ｃ ☑Ａ □Ｂ □Ｃ 

 地球温暖化対策等、環境に配慮した取組みを進めている 
      

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

１ 施設の保守・維持管理については、業務の基準に基

づき適正に実施しています。そのほか、故障や改善個

所を早期発見し対応するために、月１回維持管理計画

に基づき委託業者と施設管理委員会を開催していま

す。また、横浜市とは常時連絡調整を行っています。 

２ 環境への配慮については、横浜市が取り組む「ヨコ

ハマ３Ｒ夢」の推奨や環境創造局主催の環境イベント

「金沢水の日」への参加など環境啓発に努めていま

す。 

・委託業者による施設の日常・法定・定期点検の実施 

・月１回の施設定期日の設置と点検・清掃の実施、 

・浴槽の定期清掃と消毒の実施（週１回） 

・植栽・剪定による施設景観の維持と緑化推進 

・温度計設置とゴミ箱の分別表示による利用者意識の向上 

・環境啓発イベントへの参加や事業協力 

【現状の評価】 

・施設の管理が丁寧になされていることを評価します。 

・老朽化が進む施設にあって、日常点検と法定点検の励行により、「安全で安心

して利用できる環境の維持」が心がけられています。 

・施設側の説明の１つで、夏の団体対応で利用者の入室前にエアコンで部屋を涼

しくしておき、エアコンの負担を減らす等の配慮を伺い、様々な工夫と努力をさ

れていることを感じました。 

 

 

 

 

【今後予定している取組等】 

１ 現在、老朽化に伴う大規模工事と省エネ対策に伴う

大規模な改善・修繕が残っています。この工事は指定

管理者の対応範囲を超えるため横浜市と対応を協議

中です。 

２ 引き続き、利用者と共に環境保全に取り組んでいき

ます。 

・老朽化した各居室エアコンの大規模交換工事 

・公共建築物の長寿命化対策への対応 

・館内照明のＬＥＤ化の推進（蛍光灯部分） 

・環境啓発事業やイベントへの協力や参加 

・野島の自然環境保全活動の実施 

【提案・意見】 

・老朽化などが進む中で、日常的な保守管理の徹底と早めの補修点検が費用の縮

減に繋がると考えます。 

・横浜市と施設管理者で継続的に検討する場を設け、中長期の施設改修計画（大

規模修繕、中規模修繕、小規模修繕）を検討、策定し、どこで対応すべきか予算

化の裏付けを検討する必要性があるように思います。 

・植栽、剪定などについては、園芸講座、さらに施設ボランティア養成をおこな

い、楽しみながら花壇づくりや剪定作業をする活動が各地で展開しているので、

参考にして欲しいと考えます。 

・日常面では、引続き、利用者アンケート等で寄せられた意見などを参考に、快

適な環境創出を目指していくことが期待されます。 

・修繕については、緊急を要する小規模なものに即時対応が図れるよう余裕を

持った予算を組むとともに、大規模なものについては、横浜市との綿密な協議の

下で進めることが望まれます。 
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（４）モニタリングの実施について 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア モニタリングの実施について 
☑Ａ □Ｂ □Ｃ □Ａ ☑Ｂ □Ｃ 

 事業評価及び PDCA マネジメント等により、事業改善に

つなげている 
      

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

１ 事業評価システムを導入し、ＰＤＣＡマネジメント

により全事業についてアウトカム評価を基準に事業

の見直し・改善を図っています。（同システムは研修

センターの自己評価を基に、法人全体で評価会議を実

施し評価・改善に取り組む仕組みになっています。） 

事業評価システムの中で、利用者アンケートを実施

し、新たなニーズや課題を把握した場合は、職員会議

で検討し対応を図っています。 

２ 事業の協働団体へのヒヤリングを行い、事業の見直

し改善に反映しています。 

・事業評価システムの実施 

・利用者アンケートの実施 

・事業参加者・保護者アンケートの実施 

・協働相手と事業のふりかえり、意見交換の実施 

【現状の評価】 

・自己評価、関係者評価を丁寧にされ、今回第三者評価を実施。その結果が活か

されています。 

・施設利用者アンケートに加え、平成 24 年度には、私立小中学校を対象とした

体験学習に関するアンケートを実施するなど、利用しやすい施設環境整備に向け

た情報収集が図られています。 

・提案書以上の成果を上げるためには、利用者の声を丁寧に拾い上げると共に、

潜在的利用者（横浜市内小学校及び近隣地域の小学校など）に対する調査などを

積極的に行う必要があると考えます。 

 

 

【今後予定している取組等】 

１ 引き続き、事業評価システムを実施し、アウトカム

評価を基準に事業の見直し・改善を図ります。 

利用者の具体的な内容を聞くために、アンケート調査

だけでなく、利用中や利用後にヒヤリングを行いサー

ビスの向上や活動環境の改善に努めていきます。 

２ 体験学習校の利用増加に向けて、体験学習校専用の

アンケートを作成し学校ニーズの把握に努めます。 

・事業評価システムの実施 

・利用者ヒヤリングの実施 

・モニター団体による施設および職員評価の実施 

・体験学習校専用の利用アンケート作成 

【提案・意見】 

・広報宣伝活動については、若手のフレッシュな感性を最大限活用することも一

つの方策であると考えます。 

・今後予定している「体験学習の未利用校へのヒアリング」において、紙ベース

でのアンケート調査結果をもう一段掘り下げる形でのニーズ把握を行い、着実な

利用促進効果に結びつけていくことが期待されます。 

・また、PDCA マネジメントにおいて、評価の後に職員間での学びと共有の必

要があると考えます。 

 


	（１）－１　運営体制に関する基本的な考え方について

