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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】 

私たち体育協会は青少年野外活動センターの指定

管理にあたり、３施設間での情報交換や合同の研修会

などを通じて一体管理を実現し、青少年の健全育成と

成長空間の醸成を促進する施設運営に取り組んでい

ます。 

施設管理においては職員による日常清掃や日常点

検とあわせて、専門業者による定期点検を行い、不具

合箇所の早期発見と迅速な補修・修繕により、正常な

状態を保っています。また、点検以外にも日頃から施

設内美化に努め、利用者に安全かつ快適に利用できる

空間を提供しています。 

利用者支援に関しては、各施設それぞれの特徴や周

辺環境を活かしながら、体験活動・体力向上・環境へ

の意識・健康への関心など、多面にわたる、青少年の

ためのプログラムを提供しています。また、利用者ア

ンケートによるモニタリングにより、利用者のニーズ

にあわせたプログラムの見直しや新規開発を行って

います。 

また、空き時間の有効活用として、青少年以外の市

民にも利用いただけるよう、土・日での家族・グルー

プによる利用を積極的に受け入れ、団体とは異なる配

慮や対応を行い、利用の促進を図ってきました。 

これらの施設の運営にあたっては、３施設一体の業

務委託や物品購入など、スケールメリットを活かした

経費の縮減を実現し、かつ無駄を抑えた経費支出や自

主事業の展開による財源の確保を実施するなど、健全

で適正な運営を行っています。 

広報活動については、フェイスブックや施設ブログ

といった新規媒体の導入も行いました。これらを活用

しながら教室事業やイベント事業を拡充させていま

す。 

２３年度は、年度当初に東日本大震災による被災者

受入れ待機期間を設定したため目標値に達すること

はできませんでした。２４年度も目標値に達しなかっ

たものの、延利用人数・実利用団体数では２２年度を

上回ることができました。 

第２期指定管理期間は、残り２年となりますが、次

年度末には全施設で、提案事項の１００％達成を目指

してまいります。 

 

・東日本大震災の発生による影響や、施設改修にともなう利用制限など、

必ずしも良好とは言えない運営環境もあった中で、利用者数・団体数の確

保に向けた堅実な努力が行われています。 

・提案書に基く事業計画に真摯に取り組まれている状況が伺えました。自

己評価において一部厳しく評価されている面がありますが、東日本大震災

による影響を考慮されなければならないと考えます。四半期毎の事業評価

会での事業目標値、及び管理指標のチェックにより適正に事業展開が行わ

れていると判断します。 

・３施設一括での指定管理という特性を活かし、合同での「エコキャンプ」

事業実施など、連携強化、相乗効果を追及する姿勢も見られます。 

・そうした中、利用者側に多様な選択肢があることを踏まえ「横浜市内の

施設で体験学習を行うことの意義（メリット）」や、「各施設の特性を活か

した、そこでしかできない体験と学び」を、明確化し、これを強く情報発

信していく必要があると考えられます。 

・また、平日の空き時間への対応については、施設の役割を「乳幼児・児

童～青少年の課題対応」と広くとらえ、体育協会の独自性を活かしつつ、

子育て支援団体や不登校・ひきこもり支援団体など、その分野の専門団体

などとの連携の中で、有効活用を促進していくことが望まれます。 

・従来型の野外活動施設としては、施設の維持管理、利用者の拡大など、

頑張ってよくやっています。今後、青少年の課題に対応した新しい需要を

生み出す工夫（野外活動に縁がなかった人たちへのアプローチ）や、異分

野と連携したプログラム開発に期待します。 

・一方、収支においては、３施設のうち２施設が２年度間連続して赤字を

計上していることから、地域貢献・社会貢献的な役割からの事業に加え、

良質な内容を有料で提供し、収益強化につなげていくようなプログラム開

発を行っていくことも期待したいです。 

・より良い運営を目指すためにも、外部の人に協力してもらえる運営協議

会を設置してはどうか、と考えます。 
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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】 

私たちは、横浜市の青少年育成施策の中でも、「成長

空間」の創出と「協働の輪」の拡大が必要だと認識して

います。 

また、野外活動センターを「かがやけ横浜こども青少

年プラン後期計画」の推進拠点として位置づけ、共創・

協働による運営の推進、３施設一体の運営、経年劣化へ

の対応を重点課題と設定しました。 

これらを踏まえ、ボランティアの活用により子ども、

青少年の自立を支援するなど「共創・協働によって子ど

も・青少年を育む『成長空間』を創る」こと、２０年以

上に及ぶ管理運営の中で蓄積したノウハウや専門知識

を活かした教室事業など「施設を最大限に活用し、その

価値を高める」こと、グリーン電力の購入や緑のカーテ

ンの導入など「人と環境に優しい運営を行う」こととい

った３つの基本方針を策定しました。３施設の指定管理

事業にあたっては、常に念頭においたうえで、一つひと

つ取り組んでいます。 

【現状の評価】 

・横浜市の管理代行者としての意識を有し、横浜市の計画を踏まえなが

ら、施設の管理運営が行われています。 

・横浜市青少年育成施策を十分に踏まえ、重点課題を設定し基本方針を

策定し取り組んでいます。 

・「成長空間」の創出という提案書に沿った管理運営がされています。 

 

【今後予定している取組等】 

子どもたちを取り巻く社会状況の変化に伴い、新たな

課題が発生してくることと予想されます。現行の「こど

も青少年プラン（後期計画）」が終了する２６年度以降

の新たな青少年育成施策を見据えながら、施設に期待さ

れる新たな役割を中長期的に考えていきます。 

 

【改善に向けた提案・意見】 

・経験豊富な人材がいるので、実践の場から感じる課題を広く他団体と

共有するネットワークを作り、プログラム開発に生かして、社会に向け

て発信することを期待します。 

・青少年に対する教育的事業の強化や普及については、工夫の余地があ

ると考えられます。センターならではの特徴をもっとしっかりと打ち出

していってもらいたいです。 

・青少年野外活動センター３施設のそれぞれの特性を十分に活かし、利

用側が最適な施設を選択できるような情報発信（例えば３施設すべてが

掲載されたパンフレット作成）を行っていくことが望まれます。 

・横浜市の代行者の立場にとどまらず、指定管理者として自立的に青少

年育成に関わる課題認識や理念を持ち、施設管理運営について横浜市に

提案していくといった積極的な姿勢も期待したいです。 
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（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】 

この目標を達成するため、３つの基本方針に基づき、

5 つの運営方針と１４のアクションを策定しています。 

これら 14 のアクションを着実に実施し、目標値の達成

をめざしています。 

 14 のアクションプランで提示している 49 項目のう

ち、既に 42 項目は実施（実施率約 86％）しました。 

平成 24 年度の実・延利用人数・実利用団体数の実績

は、23 年 3 月の東日本大震災の影響や施設改修にとも

なう利用制限などにより目標値を達成することができ

ませんでした。しかしながら、延利用人数と利用団体数

については 22 年度の実績を上回っており、今後の利用

回復が期待できる状況です。 

年度 指標項目 目標値 実績 

 

22 年度 

実利用人数 － 55,375 

延利用人数 － 70,330 

実利用団体数 － 2,713 

 

23 年度 

実利用人数 57,952 42,644 

延利用人数 75,218 57,802 

実利用団体数 2,831 1,977 

 

24 年度 

実利用人数 58,526 53,857 

延利用人数 76,722 70,432 

実利用団体数 2,859 2,761 
 

【現状の評価】 

・東日本大震災の発生や施設改修による利用制限など、難しい運営環境

もあった中で、提案書に記載されたアクションプランの実施率は高いも

のとなっています。 

・アクションプランの実施率は 86％ですが、東日本大震災の影響を勘

案すると十分な成果を上げていると評価できます。 

・２３年度の一部目標は達成されていませんが、不可抗力部分でもあり、

回復の見通しもあるため、今後の取組に期待します。 

【今後予定している取組等】 

第 2 期指定管理期間の残り 2 年の中で、まだ実現で

きていない提案事項を着実に実施しつつ、新たな課題の

洗い出しとその課題達成のための方策を検討し、提案し

ている目標以上の実現を目指します。 

 

【改善に向けた提案・意見】 

・利用人数、利用団体数などの数値面の目標達成に追われるだけでなく、

質の充実についての目標（例えば「くろがね」のカヤック教室や、テン

ト泊、「三ツ沢」のカートンドックなど、そこでしができない体験を通

した『学びの提供』など）も打ち出していくことが望まれます。 

・質の向上によって、利用者増につながる好循環を生み出すためにも、

数値に表現できない利用者の満足度や達成感なども丁寧にくみ上げて、

今後の行動計画に活かす必要があると考えます。 

・また、事務局（横浜市）には、実績を数量だけでなく、質で測る評価

方法も検討してもらいたいと考えます。 
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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 野外活動の普及・振興のための取組みについて ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 野外活動の普及・振興に取り組んでいる       

イ 野外活動センター３施設の特長と連携について □Ａ ■Ｂ □Ｃ □Ａ ■Ｂ □Ｃ 

 野外活動センター３施設の特長を活かした取組みをおこ

なうとともに、効果的な連携を図っている。 
      

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

 野外活動を安全かつ、効率的に実施するために必要と

される「人」「プログラム」「フィールド」の３要素を整

え、野外活動の普及振興に努めています。 

「人」に関しては、専門知識を有する職員を所長とし

て配置するほか、アウトドアリーダー講座の研修会や実

習を各施設で受け入れ、職員が講師として参加し、施設

や地域に貢献できる市民指導者を育成しています。 

施設利用にあたっては、団体の目的を踏まえたうえで

野外活動プログラムの実施を提案し、「プログラム」や

「フィールド」の充実を図ることで、多くの利用者に野

外活動の機会を提供できるようにしています。 

また、インターネットを活用した利用手続きの簡素化

や、販売品やレンタル品を用意し、気軽に野外活動を親

しむ機会をつくり、野外活動の普及・振興に貢献してい

ます。 

所長会や職員合同研修会を通じて、プログラムや料理

メニューの共同開発と提供などを進めているほか、３施

設合同での「エコキャンプ」事業を実施しました。 

三ツ沢では横浜ＦＣとの協力による「サッカー観戦と

アウトドアランチ」の実施、くろがねではテント泊、こ

ども自然では家族や小規模グループを対象とした利用

日の設定など、3 施設それぞれの特長を活かした運営を

行っています。 

【現状の評価】 

・各施設に専門的な人材を配置しつつ、アウトドアリーダー講座の研修

会を開催するなど、野外活動の普及・振興に務めています。 

・また、３施設合同での「エコキャンプ」への取組みなど、一体的な施

設運営の相乗効果を追及する姿勢が見られます。 

・専門知識を有する職員配置や合同研修、モニタリングによる事業改善

が利用者アンケートの高評価につながっています。幅広い世代への事業

展開に努力しています。 

・各施設の立地・環境状況の合わせたプログラムを含め、多種多様なプ

ログラムが用意され多くの利用者を受け入れる準備がされています。利

用者ニーズの把握方法も含め、より多様なニーズ把握に努めていただき

たいと考えます。 

・野外活動センター３施設の特長と連携について、提案書以上の成果を

あげるためには、小中学校などが市外での体験学習を選択することも多

くなっている中で、「横浜市内で過ごすことの意義（メリット）」や「各

施設の独自性あるプログラム」などを前面に打ち出して、訴求していく

ことが必要と考えます。 

【今後予定している取組等】 

アウトドアリーダー講座を修了した野外活動支援ボ

ランティアの活動の機会を３施設で提供し、指導者とし

てのスキルアップを図ることで、市民による野外活動の

より一層の普及振興に取り組みます。 

事業内容によってチラシやホームページ、ブログなど

の媒体を選択し、より効果的・効率的な広報・ＰＲを行

うための調査、研究をさらに進めていきます。 

【改善に向けた提案・意見】 

・出前講座、防災教育などの取組みを積極的に展開することで、市民に

もその存在、施設の重要性を訴えることができると考えます。 

・団体利用の促進にあたっては、利用施設を選択する意思決定者を明確

にした上で、意思決定者層への積極的なアプローチと魅力的な提案を行

っていく必要があると思われます。 

・インターネットからの情報取得が多いので、具体的な体験内容、参加

した子どもの驚きや変化、参加者の声などを発信できれば、更なる新規

利用者増につながると感じます。 

・提案書に記載された「平日の空きスペースの有効活用」については、

外部団体との連携なども視野に入れながら、居場所提供やプログラム実

施を検討していくことが望まれます。 
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（２）計画的な事業展開について 

 
ア 三ツ沢公園青少年野外活動センター 

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 プログラムの開発と実施計画について ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 各施設において、青少年を対象としたプログラムの開発

と実施計画に取り組んでいる 
      

イ 自主事業計画について □Ａ ■Ｂ □Ｃ □Ａ ■Ｂ □Ｃ 

 自主事業の目的と効果を明確にし、計画的に取組みを行

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】 

 新たなプログラムの開発は、おもに野外活動教室で行

っています。例えば、自分たちで作ったキャンドルに火

をともして、相談・協力しながらスタンツ（即興劇）を

行う表現活動や、食育のひとつとして食べ物の産地から

の移動距離を体で体験するゲーム「フードマイレージ」

を開発しました。 

また、子どもたちの関心をひくことができるよう、ポ

リ袋を利用したロケット型の熱気球の実験風景や、チー

ズケーキのレシピをホームページ上で公開するなどの

取り組みを行いました。 

 教室事業では、小学生をはじめ幼児から大人まで、対

象を幅広く設定し、気軽に利用できるよう努めていま

す。 

ほかにも、活動に必要となる食材や消耗品の販売、活

動用品のレンタルを自主事業として実施しています。 

【現状の評価】 

・野外活動教室において、独自性あるプログラム開発が行われています。 

・食育事業の開発は興味深い内容です。「お手軽アウトドア体験」も、

野外活動の普及につながると期待できます。 

・施設の老朽化や 25 人定員の大部屋のみなど、今後の利用促進にあた

って、施設・設備が今の時代の中で必ずしも好条件とは言えない状況下、

駅から徒歩圏内という立地の利便性や、プログラムなどのソフト面にお

ける魅力を訴求していくことも必要と考えられます。 

・自主事業の計画的実施について、提案書以上の成果をあげるためには、

室内施設をより一層有効活用することや、新規利用者の開拓に向けて広

報活動の工夫が必要と考えます。 

【今後予定している取組等】 

 三ツ沢周辺の住民を対象に「霧笛楼」の協力による、

食育事業を行うほか、手焼きせんべいやピザ作りなど、

少人数でも手軽にできるようなプログラムの提供を計

画しています。 

 レンタル品ではバーベキューコンロの貸出を行うほ

か、クラフトなどの販売品の見直しを随時行います。 

【改善に向けた提案・意見】 

・コストをかけない範囲で、ハード面の改善の工夫をしていくことも期

待したいです。例えば、暗く感じる室内の壁に、児童とともに明るい絵

を描くなどが一案として考えられます。 

・野外活動に必要な施設設備について更新等が求められます。また、バ

リアーフリーの取り組みも求められます。 

・ウィークディ利用を促進するためには、学校への更なる広報の充実が

必要と感じます。 
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イ こども自然公園青少年野外活動センター 

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 プログラムの開発と実施計画について 
■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 各施設において、青少年を対象としたプログラムの開発

と実施計画に取り組んでいる 
      

イ 自主事業計画について □Ａ ■Ｂ □Ｃ □Ａ ■Ｂ □Ｃ 

 自主事業の目的と効果を明確にし、計画的に取組みを 

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】 

既存プログラムの利用状況やニーズに応じた見直し

を随時行い、公園の自然を観察しながらウォーキングを

楽しむフォトラリー、ピザ等の料理ができる石窯の設

置、自然の素材とふれあうクラフトなど新規のプログラ

ムの提供を始めました。 

また、当日の受付で気軽に味わえる焼きいも体験は、

さつまいもの販売を始めたことにより利用が増えまし

た。 

自主事業では、野外活動体験の機会を拡大・充実及び

利便性向上のため、野外活動教室をはじめ食材販売等の

飲食事業、物品販売事業、レンタル事業を行いました。

サービスの内容は利用・応募状況やニーズに応じた見直

しを毎年度行い、利用者の増加につなげています。 

 

【現状の評価】 

・「焼きいも体験」によって、気軽な立ち寄りを促進したり、施設内に

コーナーを設置して子ども連れの来園者に「おむつ交換や休憩所」とし

て開放するなど、公園来園者に対する施設の認知度向上に努めていま

す。 

・緑豊かな自然環境を最大限に活かした活動が展開されており、特に、

キャンププログラム（ディキャンプ）が充実実施されています。 

・予約なしで楽しめる事業は参加しやすいと感じます。幼児を対象とし

た自然遊びの教室は需要の伸びが見込まれます。ウォーキングマップ、

家族利用日などの利用の広がりに期待したいです。 

・自主事業の計画的実施について、提案書以上の成果をあげるためには、

デザイン性にすぐれた施設であること、宿泊棟も分室で少人数対応が可

能であるなどの特性を前面に打ち出した情報発信や事業内容の充実に

より、多様な利用の促進を図っていく必要があると考えます。 

 

【今後予定している取組等】 

提供するプログラムは、引率責任者との利用打合せ時

に希望を聞き取りながら紹介をしていますが、事前に活

動内容を詳しく知ることで計画が、より立てやすくな

り、利用機会の拡大につながります。体系的な一覧表や

詳しい指導方法が分かる手引きを作成し、ホームページ

に掲載することで利便性の向上を図ります。 

 自主事業では、日本バーベキュー連盟と連携し、バー

ベキュー検定講習会の開催やコンロのレンタルなどを

行います。また、野外活動教室では幼児を対象とした自

然遊びの教室を平日に開催し、一層の利用者増を図りま

す。 

【改善に向けた提案・意見】 

・独立した棟の雨天集会場もありピアノなども設置されていることか

ら、春休み期間などにおける大学サークルの合宿利用や、４月の企業に

よる新入社員研修の利用なども考えられます。 

・新規利用者の開拓に務める必要があります。利用者増加を図るために

もテント泊を積極的に検討しても良いのではないでしょうか。 
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ウ くろがね青少年野外活動センター 

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 プログラムの開発と実施計画について ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 各施設において、青少年を対象としたプログラムの開発

と実施計画に取り組んでいる 
      

イ 自主事業計画について 
□Ａ ■Ｂ □Ｃ □Ａ ■Ｂ □Ｃ 

 自主事業の目的と効果を明確にし、計画的に取組みを行

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】 

 野外料理では仲間との取り組みや食育に繋がるメニ

ューを、自然プログラムやクラフトでは自然の温もりに

触れたり感動を得ることができる素材を、キャンプファ

イアやフィールドゲームでは身体の動きにあわせて一

体感や感動を得られるプログラムをそれぞれ意識し、既

存プログラムの見直しや新規プログラムの開発を行い、

青少年の健全育成に貢献しています。 

 自主事業については、「ファミリークッキング」や「親

子カヤック教室」など、子ども・幼児・大人を対象とし

た教室事業を実施し、広く市民に親しんでいただいてい

ます。 

また、利便性の向上を目的として、食材調達・消耗品

の販売や、物品のレンタルなどを利用団体に案内し、引

率者や指導者の負担を軽減できるよう支援しています。 

【現状の評価】 

・立地条件を活かし、さらに利用形態を工夫した取り組み等を展開し、

サービスに対する評価が高い状況です。 

・地域住民を対象にしたプログラムが展開されています。食育に関する

プログラム開発、グランドなどの施設を活用した利用促進、カヤック教

室、古墳ウォークなど周辺環境を生かした独自のプログラムは評価でき

ます。 

・特に、地域の特徴を生かしたプログラムとしてカヤック教室が人気を

得ています。 

・また、平日の空き時間に乳幼児サークルの利用があるなど、多様な層

の利用促進に努めています。 

・自主事業の計画的実施について、提案書以上の成果をあげるためには、

施設の立地を活かし、隣接する農地や自然環境を活用する連携プログラ

ムの更なる展開等に取り組む必要があると考えます。 

 

【今後予定している取組等】 

緑の多い周辺環境を活かし、子どもの体力向上や市民

の健康づくりのために、施設を拠点としたウォーキング

マップを作成します。誰もが気軽にウォーキングをしな

がら身近な自然に触れることができるようにするとと

もに施設の利用を促進していきます。 

また、栄養士による、子どもを対象とした栄養や食に

対する意識づけを、野外炊事プログラムなどの機会を利

用して提供していきます。 

 

【改善に向けた提案・意見】 

・宿泊定員が 50 人と小規模である特性を活かし、繁忙期を除いては

30 人程度以上で単体貸切利用ができるなどを情報発信することで、学

校以外の団体利用を促進できる可能性があります。 

・コンパクトな施設だからできる事業を開拓してほしいと考えます。 
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（３）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 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】 

利用申請手続きの簡素化については、抽選会の事前申

込みを電話、ＦＡＸ、インターネットで受付可能とし、

利便性を向上させました。事前打合せでは、活動プログ

ラムや貸出し物品、施設で調達できる食材などの紹介を

行い、利用者の活動がより良い内容となり、負担を軽減

させています。利用の際には、要望に応じた指導や説明

を随時行っています。 

広報活動については、「広報よこはま区版」の活用の

ほか、スポーツセンターをはじめとする公共施設へのチ

ラシの配布、地元町内会への回覧板による情報提供、自

施設のホームページをはじめ、E-PAGE やフェイスブ

ックの活用や、施設のブログ等を使って情報発信してい

ます。 

また、三ツ沢では地元町内会への回覧板を使った広報

を始めました。くろがねでは、グランドの利用を促すた

め、新たに区内の保育園園長会にて施設利用を直接ＰＲ

しました。 

【現状の評価】 

・車イスでの利用への配慮・調整や、障がいを持つ方達へのコミュニケ

ーション面での工夫など、ユニバーサルな視点からの利用者サービスが

行われています。 

・団体利用に際しては、綿密な事前打ち合わせにより、滞在時間が有効

に過ごせるように配慮がなされていることなども評価できます。 

・利用者の要望に応え、利用申請手続きの簡素化、物品貸出、食材調達

等、利用者利便性向上、負担軽減が図られています。 

・広報活動・利用促進について、提案書以上の成果をあげるためには、

情報の発信だけでは十分とは言えないため、利用者サイドに立脚した広

報活動をさらに推進していく必要があると考えます。 

・また、平日利用率向上、低利用率施設の利用向上のため、学校、青少

年団体へのより積極的な広報活動、利用説明会などの施策に期待しま

す。 

【今後予定している取組等】 

利用者のニーズに応えることができるよう、販売品や

レンタル物品の見直しを行います。 

 広報に関しては、施設ＰＲ用のリーフレットの更新を

行うほか、事業の目的に応じ、広報媒体を適切に選択し

ていきます。 

【改善に向けた提案・意見】 

・広報にあたっては、どのような層のいかなる利用を促進するかを明確

にした上で、効果の高い媒体や広報ルートを選択していくことが望まれ

ます。例えば、団体利用か個人・グループ利用か、また団体利用でも、

学校などの公的利用か、大学のサークル活動や企業の研修等の利用かど

によって、前面に打ち出す施設特性や提供プログラムが異なってくるは

ずです。 

・適切な施設を選択してもらうために、３施設すべてが掲載された案内

書を作成することも考えられます。その際、それぞれの施設特性や独自

プログラムを明確に打ち出すことで、利用者側は利用目的に合致した施

設を選べるようになります。 
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（４）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】 

小学校体験学習の事前指導や中学校職業体験の受入

れをはじめ、旅行業者（日通旅行）との事業連携、体育

協会が主催するウォーキング事業などによる利用など、

他機関や協会他部署との協働・連携による事業展開を図

っています。 

また、新たに戸塚区と連携して、戸塚区主催の環境啓

発事業「とつかエコフェスタ」に 3 施設合同で出展し、

市民に対して野外活動の楽しさと環境保全の大切さに

ついての啓発を行いました。 

 さらに、三ツ沢では隣接の平沼記念体育館と連携し、

同体育館イベント「平体祭」においてクラフト体験コー

ナーを出展しました。 

 こども自然では、園内のちびっこ動物園と協力して動

物園作業体験イベントを実施しました。 

【現状の評価】 

・他機関との連携・協働について工夫を重ねてきており、地域の小中学

校や行政、公的機関などと、幅広い連携が図られています。 

・一方で、提案書以上の成果をあげるためには、イベント等における連

携にとどまらず、連携先と目標を共有し、事業にその強みを活かすなど、

学校、青少年団体等とのより深く掘り下げた連携・協働に取り組む必要

があると考えます。 

・特に、学校教育との連携については、より緊密に行っていく等、さら

なる努力が必要と感じます。 

【今後予定している取組等】 

三ツ沢公園内にある「横浜馬術クラブ」との教室事業

の実施、こども自然公園での「どろんこクラブ」と連携

したプログラム展開、くろがねでの（公財）よこはまユ

ースとの連携による事業を計画しています。 

 

 

【改善に向けた提案・意見】 

・旅行業者との事業連携は新しい事業の可能性があります。よこはまユ

ース、ＹＭＣＡ、フリースクールなどとの連携で、青少年の課題に対応

した事業開発を期待します。 

・イベント展開に加え、定常的なプログラムや居場所提供にあたって、

子どもや青少年育成に関わる専門的団体との連携・協働を広げていくこ

とが期待されます。例えば、子ども・子育て支援団体、不登校・引きこ

もり支援団体などが想定されます。 

・また、消防署と連携しての「救急救命講座」や、警察署と連携しての

「オレオレ詐欺被害防止講座」や、体育協会主催による野外で震災が発

生した際の親子避難訓練など、時代環境に即した実践的なプログラム開

催なども考えられます。 
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４．管理運営 

（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】 

各施設にはキャンプディレクター１級等の有資格者

を配置しているほか、利用状況に応じた柔軟な勤務シフ

ト体制を敷いています。 

また、施設ボランティアを積極的に活用しているほ

か、協会本部のバックアップ体制により効率的かつ安定

的な管理運営を行っています。 

人材育成は、全職員にコンプライアンス、人権、個人

情報、応急手当（救急救命講習）などの研修を義務づけ

ています。さらに野活３施設の職員向けに専門研修を実

施し、職員の資質向上に努めています。 

そのほか、安全管理対策として消防訓練の実施や食品

衛生責任者講習会の受講、AED の設置、施設賠償保険

への加入など、万全な体制で危機管理を行っています。 

個人情報保護については、プライバシーマークを更新

しており、法令以上の厳格な体制で取り組んでいます。 

【現状の評価】 

・東日本大震災の発生を受けて、安全管理・危機管理への対応の見直

しが図られており、また、個人情報保護に関してプライバシーマーク

を認定取得しているなど、堅実な運営体制が整備されています。 

・各施設のスタッフには資格・研修要件を明確にし、人材が配置され

運営されています。また、所長には、経験豊富で専門的知識を有する

人材が配置されています。 

・協会本部による定期的な研修や現場出向も実施など、本部のバック

アップ機能と連携した運営体制が伺えます。 

・人材育成や危機管理への対応について、提案書以上の成果をあげる

ためには、更なる人材の育成や施設ボランティアの積極的な活用等に

より、安定した管理運営を維持していく必要があります。 

・また、危機管理に対する情報を幅広く入手し、より広範囲な対応が

出来るようにするべきと考えます。 

 

【今後予定している取組等】 

日本バーベキュー連盟の指導者講習会を主催できる

よう、職員のインストラクター資格取得をすすめていき

ます。 

また、館内の避難経路を見やすく、わかりやすい位置

に掲示するなど、ユニバーサルデザインを意識した改善

を行います。 

【改善に向けた提案・意見】 

・市民ボランティアとの協働によるプログラム開発なども行われてい

ますが、施設管理運営についても、外部の目や意見を取り込む場面の

設定が望まれます。（（４）モニタリングの実施にも関連してくる事項） 

・ボランティアの人材育成は、活動の魅力とセットにして発信する工

夫が必要と考えます。 
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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】 

スケールメリットを図るため、協会が管理運営するスポ

ーツセンターと一括して競争入札を実施しています。 

また、施設の小破修繕を可能な限り職員が補修するなど、

コストの削減を行っています。 

 シーツクリーニングや薪代等の利用にかかる料金収入、

教室や飲食などの自主事業収入は、月毎の収支執行管理表

で把握し、常に収支のバランスをとりながら、収支管理を

行っています。 

そのうえで、施設と協会本部との間で、毎月や四半期毎

の収支状況の認識共有を図り、適切な執行管理をおこなっ

ています。  

 協会の平成 24 年度決算は、基本財産 122,150 千円に

対し、総資産対正味財産比率も 58.7%と、目安となる

30%を上回っており、財政的基盤は十分に整っています。 

【現状の評価】 

・施設の小規模な破損修繕は職員が行う、体育協会での一括購入、等

によるコスト低減が行われています。自主事業収入増にも努力の成果

が表れています。 

・協会本部の安定的財政基盤に支えられる形で、収支採算が確保され

ている状況ですが、一施設では賄えない形の収支状況は、安定的とは

言えないと考えます。 

・提案書以上の成果をあげるためには、無駄なコスト抑制に努めなが

ら、収入の増につながるような取組が必要と考えます。 

【今後予定している取組等】 

今後も引き続き、新規利用者数の拡大を目指したうえで、

シーツクリーニング代、薪代などの利用にかかる料金収入

の増収つなげるほか、提供する食材やレンタル物品を拡充

するなどして、収入の増加を図ります。 

 

【改善に向けた提案・意見】 

・安定運営には人件費（有能な人材の雇用）が影響するため、支出削

減だけでは対応できないと考えます。 

・地域貢献・社会貢献的な役割からの事業に加え、良質な内容を有料

で提供し、収益強化につなげていくようなプログラム開発を行ってい

くことも期待したいです。 
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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】 

施設等の修繕は、執行状況の確認や所管局との協議・

調整のうえ適切に実施しています。 

職員が行う建物・設備の日常点検と日常清掃、専門業

者に委託して実施する設備の法定点検や定期点検、及び

特別清掃や害虫駆除は、計画通りに実施しています。 

同様に外構・植栽管理も可能な限り職員が行い、専門

的な技術が必要な作業は業者に委託して行いました。 

チャレンジ 25 キャンペーンへの参加、ごみの減量化

への取組、教室開催時のグリーン電力の購入、緑のカー

テンの取組など環境に配慮した施設の管理運営を行っ

ています。 

【現状の評価】 

・協会自身による点検や小規模修繕に加え、専門的な作業の業者委託に

よって、きめ細かな維持管理が実施されています。 

・施設は計画通りに維持管理されています。設備の不具合苦情について

は迅速に対応している様子が利用者アンケートから伺えます。計画にな

かった雪の被害による突発的な補修には職員、ボランティアで可能な対

応をしています。 

・環境への配慮について、提案書以上の成果をあげるためにも、野外活

動施設という点も踏まえ、更なる取組に期待します。 

【今後予定している取組等】 

これからも引き続き、日常点検や清掃を確実に行い、

施設・設備の異常の早期発見に努めることで将来的に無

駄な支出につながらないようにします。 

三ツ沢での照明の LED 化のほか、くろがねで実施し

ている生ごみのコンポスト処理を他の２施設で導入す

る予定です。 

【改善に向けた提案・意見】 

・施設の老朽化は、利用者数や団体数を左右する要因ともなることから、

横浜市と協議しながら、対応の方向性を検討す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】 

利用者の要望や苦情を収集する仕組みとして、団体引

率責任者や教室参加者に対し、アンケート形式で施設サ

ービスをはじめプログラム内容や満足度などを調査し

ています。これを施設内で分析し、業務やサービスの改

善を行っています。 

具体例としては、風呂の利用時間を消灯時間を過ぎた

２２時以降でも利用できるよう弾力的な運用を始めま

した。 

これらの結果は３施設長と協会本部職員で構成する

施設長会や事業評価会で情報共有し、収入、支出、利用

者数等の実績や課題の検討を行うことで、PDCA マネ

ジメントを進めています。 

さらに、定期的に、こども青少年局青少年育成課との

連絡会を開催し、利用状況の確認や情報共有を図ってい

ます。 

【現状の評価】 

・アンケート結果を受けて改善策を実施するなど、PDCA サイクルに沿

ったマネジメントが行われています。 

・利用者に対するアンケートにより利用者の満足度調査が行われ適正に

対処されています。また、利用者からは高い評価が得られています。 

・事業評価を積極的に活用して、利用者の満足度の向上につながる改善

が図られています。 

・一方、提案書以上の成果をあげるためには、「事業評価会」や「事業

拡大執行会議」などに外部人材の参加が得られていないことから、「運

営協議会」のような形で、外部の目や意見を取り込んでいくことなども

検討が必要と考えられます。 

 

【今後予定している取組等】 

今後も引き続き、事業評価会を実施し的確な施設運営

を実施していきます。 

利用者や参加者から寄せられたご意見や苦情などの

対応や回答を施設内掲示板やホームページで公表しま

す。 

【改善に向けた提案・意見】 

・利用者のリピート利用についても追跡調査をかけ、利用頻度とその理

由、又は少ない理由（０回も）、などのデータ収集と新たな課題発掘に

期待したいです。 

・便利と快適を求める意見もありますが、野外活動センターならではの

不便や不快から学ぶことを伝えてほしいと考えます。 
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