
様式２

施設名 横浜市青少年育成センター

団体の概要 

（平成２７年８月現在）

※共同事業体については、構成団体ごとに作成

（ふりがな）

団体名

（こうえきざいだんほうじん よこはまゆーす）

公益財団法人 よこはまユース

所在地

〒231-8454 
横浜市中区住吉町四丁目４２番地１

※法人にあっては登記簿上の本店所在地を、任意団体にあっては代表者の住所をご記入ください

（市税納付状況調査（様式７同意書による）に使用します）。

設立年月日 平成１７年２月１日

沿 革

 昭和４９年設立の社団法人横浜ボランティア協会と、昭和５８年設立の財団法人

横浜市青少年科学普及協会を解散し、新たに、両団体の理念と専門性を継承する財

団法人横浜市青少年育成協会を平成１７年２月に設立しました。その後、公益法人

制度改革に伴い、平成２３年４月に公益財団法人に移行し、名称も「公益財団法人

よこはまユース」に改称しました。

事業内容等

青少年育成のための諸事業を実施しています。 

１ 青少年活動支援事業 

  施設貸与、相談・助言等、調査・資料収集 

２ 青少年を支える人材育成事業 

  青少年育成講座・研修、ボランティア育成 

３ 青少年に体験機会や活動の場の提供事業 

  ボランティア活動体験、各種体験事業、青少年による事業企画・実施 

４ その他（法人目的達成のための事業） 

  研究・活動事例集“YOKOHAMA EYES”発行、爆笑！濱っ子寄席 など

財政状況

年 度(過去 3か年) 平成 26年度 平成 25年度 平成 24年度 

総 収 入 561,294,996 571,359,199 571,898,044 

総 支 出 586,425,105 577,488,253 583,904,219 

当期収支差額 △25,130,109 △6,129,054 △12,006,175

次期繰越収支差額 73,330,420 98,460,529 104,589,583 

連絡担当者

【氏名】大槻  繁美 【所  属】総務部総務課
【電話】045-662-3716 【ＦＡＸ】045-664-6254 
【Ｅ－mail】so-01@yokohama-youth.jp 

特記事項



様式７（提案書）

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人 よこはまユース 

施設名 横浜市青少年育成センター 

１ 基本方針  （１）施設管理運営の基本的な考え方 

ア 役割、課題に対する考え方

１ 青少年を取り巻く現状と課題、横浜市の青少年施策 

（１）青少年を取り巻く現状と課題

核家族化、少子化、共働き世帯、ひとり親世帯の増加など、家庭のあり方が多様化する

とともに、家庭のもつ機能が縮小傾向にあります。一方、地域社会では人と人との繋がり

が希薄化し、青少年が人との繋がりの中で育まれ、自らの力で成長・自立できる環境が失

われています。

また、青少年が他者から見守られている安心感のなか、主体的に集団で活動する場所や

機会が減少しています。

（２）横浜市の青少年施策

横浜市の総合計画（横浜市中期４か年計画 2014〜2017）および、横浜市子ども・子育て
支援事業計画（H27年度～H31年度）には、子ども・青少年が健やかに成長できるよう、
青少年施設や野外活動センター、プレイパーク等での活動機会や体験プログラムの充実を

はかること、そして、子ども・青少年が人とのつながりの中で様々な活動を通じて自主性

や自己選択力を育んでいけるよう、青少年育成のための活動の活発化と効果的な推進をは

かることの必要が示されています。

２ 青少年育成センターの役割 

（１）施設の特徴

▼ 交通の利便性が高い市の中心部に位置しており、市全域から青少年育成に興味・関心を抱

く人たちが集い、青少年育成活動の拠点として活用されています。

▼ 多目的に利用できる研修室・会議室・和室や音楽スタジオを備えるとともに、活動支援機

能（相談窓口、作業スペース、情報コーナー）を有しており、子どもから大人まで様々

な人たちが利用しています。

（２）青少年育成センターの役割

青少年を取り巻く現状と課題および横浜市の青少年施策を踏まえて、施設の特徴を活か

し、青少年育成センターは次の３つの役割を担います。

① 青少年を支える人材の育成

② 青少年および指導者・育成者の主体的な活動の支援

③ 青少年育成に関する相談・情報提供およびネットワーク推進による青少年育成活動の推進
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イ  管理運営に対する考え方                              

 
「横浜市子ども・子育て支援事業計画」を踏まえた、青少年指導者・育成者の養成や青

少年育成活動の支援を通して、施設の役割を達成するため、３つの基本方針を定め相互に

関連づけて取り組むことで、効率的かつ効果的に青少年育成活動を充実します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【基本方針１】 青少年を育む地域づくり・人づくりを推進します 

① 青少年育成への理解を促すために、社会的に関心が高いテーマを取り上げた啓発事業を
実施し、青少年活動のすそ野を拡げます。 

② 初心者から経験者まで、幅広い層を対象に講座・研修を実施します。 
③ 活動相談・コーディネートや、青少年育成に対する関心や課題に応じたネットワークを
充実し、情報交換や交流を通して青少年を支える人材を養成します。 

 

【基本方針３】収集した青少年育成に関する情報を活用し、青少年育成活動の 

拡充をはかります 
 

① 市域全体から様々な人たちが利用する青少年育成センターの特徴を活かして、地
域情報を把握します。 

② よこはまユースの取り組みを通して、地域や青少年育成に関する情報や課題を把
握します。 

③ 収集した情報や課題を調査・分析し、青少年育成に関する新たな課題や取り組み
等を発信するとともに、活動者や団体の興味・関心に結び付け、講座・研修の充

実やネットワーク推進に活用します。 
 

【基本方針２】青少年および青少年指導者・育成者、団体の活動を支援します 

 

① 青少年育成団体のネットワークを推進し、情報の共有・相互理解・連携を図ります。 
② 団体の特性や状況に応じた情報提供、活動相談・コーディネートを充実します。 
③ 利用者の視点に立ち、効果的な活動ができるよう利用者サービスを向上するととも
に、活動内容に応じた柔軟な諸室貸出を行います。 
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様式８（提案書） 
単独団体名・共同事業体名 公益財団法人よこはまユース            
施設名 横浜市青少年育成センター 

１ 基本方針  （２）施設管理運営の５年間の目標と計画方針 

 
 ア 目標について                                    

 

青少年育成センターを運営していく中で、講座・研修等の参加者や相談を通じ、青少年

を支える人材が抱える課題やニーズを直接聞いてきました。  

これまでの成果と把握した課題やニーズを踏まえ、継続が求められる取り組み、さらに

充実させる取り組み、そして新しい視点で行う取り組みが求められています。 

 

これまでの 

成   果 

・青少年育成者・支援者の養成における研修の体系化 

・参加者や相談者からのニーズや課題の把握と事業等への反映 

・市内の青少年に関する社会資源の把握と情報提供 

・関心や課題に応じたネットワーク形成 

把握した 

課題・ニーズ 

・人材が限定される 

・困難な課題のある青少年に対し、必要な支援に関する情報が乏しい 

・相談機能が細分化され、どこに聞いたらよいか分かりにくい 

・相談できる関係性が乏しく、活動に不安を抱えている 

これから 

求められる 

取り組み 

・人材の拡充 

・困難な課題を持つ青少年に寄り添う人材の育成 

・適切な機関に結び付けられる一次相談窓口 

・青少年育成者・支援者が互いに支え合える関係づくりを目的とした 

ネットワークの形成とハブ（結節点）機能 

 

 

▼ ５カ年の達成目標と中期的目標 
 

横浜市の施策を推進し、青少年育成センターの役割と運営における基本方針に沿って、

次期５カ年で達成すべき３つの目標を定めます。  

 

【目 標】 

① 青少年を支える人材を拡充します 

② 相談・情報提供や青少年育成者・団体ネットワークの推進を強化し、青少年活動の 

充実をはかります 

③ 青少年育成活動の拠点機能を充実します 

 

 

 

 

 

 

 

 

－目指す姿－ 

青少年を育み・支える環境の醸成 
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【 目 標 ① 】  

青少年を支える人材を拡充します 
青少年を支える人材を増やしていくために、講座・研修の体系化をさらに進めていき、

効果的かつ効率的に事業を実施します。青少年育成センターの講座・研修参加者が、学ん

だことを地域や職場で活かすことで、市内の青少年育成人材が拡充していくことを目的と

します。 

さらに、地域の核として活動するユースコーディネーターを養成し、活動の充実と整備

のため認定制度に取り組みます。 

 

指 標 ５カ年の到達目標 中期的目標 

講座・研修等参加者数 延べ ３,０００人 延べ １,８００人 

ユースコーディネーター※ 

認定制度 

ユースコーディネーター 

延べ１５０人の養成 
延べ ９０人の養成 

※ユースコーディネーター：青少年の困難な課題に寄り添い、必要な支援につなげることができる地域人材 

 

 

【 目 標 ② 】 

相談・情報提供や青少年育成者・団体ネットワークの推進を強化し、 

青少年活動の充実をはかります 

一次相談窓口として、相談者とともに考える機能を充実し、相談件数・情報提供数の増

をはかり、情報や事例を蓄積します。また、青少年育成に関する課題や目的別のネットワー

クや青少年育成団体のネットワークの推進と強化を図ります。 

 

指 標 ５カ年の到達目標 中期的目標 

相談窓口としての体制強化 
全スタッフが相談対応スキルを身に

付け、青少年に関する一次相談窓口

としての機能を果たしている 

「相談対応事例集」の 

作成 

ネットワークの立ち上げ 
課題やニーズを把握し、反映した

ネットワークの立ち上げ ８組織 

課題やニーズを把握し、反

映したネットワークの立

ち上げ ５組織 

 

 

【 目 標 ③ 】 

青少年育成活動の拠点機能を充実します 
利用者サービスの充実に努め、活動拠点機能の充実と施設稼働率の向上を目指します。 

 

指 標 ５カ年の到達目標 中期的目標 

施設稼働率／利用件数 ８０％／５,４００件 ７7%／５,２００件 

施設機材・物品の充実 機材・物品の充実 機材・物品の充実 
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イ 計画方針について  

 
達成目標を実現していくため、次のような計画方針を立てて取り組みます。 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

目 標 ①：青少年を支える人材を拡充します 

—―—― 計画方針 —―—― 
 

ア：「青少年を支える人材」を増やすため、青少年との関わりについて学ぶ講座・研

修を実施し、すそ野を拡大します。 

イ：青少年の困難な課題に寄り添い、必要な支援につなげることができる人材（ユー

スコーディネーター）を養成するとともに、活動充実のための認定制度を確立し

ます。 

ウ：参加者が持つニーズや実践課題の収集・反映システムをつくり、参加者とともに

講座・研修を実施します。 

エ：今日的な青少年の課題について、市民とともに考える啓発事業を実施します。 

 

目 標 ②：相談・情報提供や青少年育成者・団体ネットワークの推進を 

強化し、青少年活動の充実をはかります 

—―—― 計画方針 —―—― 
 

ア：青少年に関する一次相談窓口としての体制強化のため、職員研修の実施や情報の

一括管理を図ります。 

イ：相談件数および情報提供数の増加をはかるため、広報ＰＲを強化します。 

ウ：課題や目的に応じたテーマ型のネットワークを形成し、自主運営できるように支

援します。 

エ：青少年育成者・団体の情報を収集し、ネットワークのハブ（結節点）として機能

します。 

 

目標③：青少年育成活動の拠点機能を充実します 

—―—― 計画方針 —―—― 
 

ア：アンケートやヒアリング等によりニーズを把握し事業に反映させ、活動支援・事

務所機能等を高め、事業効果を上げます。 

イ：利用者サービスの充実や利用促進に努め、施設稼働率の向上を目指します。 
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様式９（提案書）
単独団体名・共同事業体名  公益財団法人よこはまユース 

施設名 横浜市青少年育成センター 

２ 事業計画  （１）事業実施に関する基本的な考え方 

青少年育成および青少年に関わる人材の育成のための考え方や方針について

事業実施にあたっては、次の３つをベースにして取り組みます。 

１ これからの「青少年育成」に求められること 

  ２ “青少年を支える人材”の育成の考え方 ―４つの考え方と取り組み― 

  ３ 事業実施のための基本的な考え方 
（１）人材育成のための講座・研修 （２）ネットワーク

（３）事業の効果を最大限高める“職員” （４）事業実施に活かせる施設の特徴

（５）指定事業および自主事業の考え方

１ これからの「青少年育成」に求められること 

▼ 「社会全体での支援」・「困難な課題や生きづらさに寄り添う支援」 

青少年が「多くの人に見守られながら健やかに育つ」ことは、いつの時代においても大

切なことです。この考え方をベースとし、ますます厳しくなる青少年を取り巻く課題や、

青少年の生きづらさに寄り添う環境を整備していくことが、これからの青少年育成に求め

られています。 

  

２ “青少年を支える人材”の育成の考え方 －４つの考え方と取り組み― 

（１）誰もが青少年を支える人材になり得る －すそ野の拡大－

“青少年を支える人材”には誰もがなることができます。多くの人が、自分たちがで

きることを見つけていくことで、多くの青少年が力を伸ばせる環境がつくられます。 

（２）青少年の課題や生きづらさに気づき、支える人材の育成

複雑化する青少年の課題に対し、理解を深め、寄り添う

人材を育成します。 

知識やスキルを学ぶことで、早期に「気づく」ことがで

き、アクションを起こすことができます。 

・青少年が本来持っている力を伸ばしていく支援 

・社会全体で青少年の成長を支援していく環境づくり 

・青少年の困難な課題や、生きづらさに寄り添う支援 

・自己肯定感

・他者への思いやり

・社会性
などを育む

・家庭の養育機能の低下 ・子どもの貧困

・いじめ ・不登校 ・ひきこもり

・心身の課題（心の悩み、セクシャルヘルス）   等 
成長・自立 
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（３）家庭や学校、地域の社会資源、専門機関等をつなぐことができる人材の育成

青少年の課題は、家庭や保護者自身の課題が背景となっているケースが多くあります。 

課題解決に向け、学校や地域の社会資源と連携しながら支援していくことで、青少年

が健やかに育つ環境をつくることができます。 

（４）活動者の“意欲”を支える

青少年育成活動を充実・継続していくために最も大切なことは、「明日もまた青少年に

向き合っていこう」と思える意欲です。 

知識やスキルを学ぶことや、課題に直面した時に頼りになる相談窓口があること、そ

して同様の課題を持った支援者など“支え合う関係”があることは、活動者の何よりのモ

チベーションとなります。青少年育成センターの事業を通じ、活動者の意欲を支えます。 

３ 事業実施のための基本的な考え方 

（１）人材育成のための講座・研修

▼ なぜ、「研修や講座」を実施するのか 

青少年との関わり方に正解はなく、「これで良いのか」「どうしたらもっと充実できるか」

等、不安や課題を抱えているケースが多くあります。知識やスキルを学んだり、実践事例

からヒントを得たりすることで、漠然とした取り組みや考え方が明確になり、より積極的

な活動につながります。 

▼ テーマ、内容の企画・立案

企画にあたっては、社会背景や行政施策等から課題を把握した後、ニーズを踏まえてテー

マを決定します。テーマ決定後は効果的な内容を考えるとともに、講師選定にあたっては

有識者だけでなく、団体等の実践者などを積極的に登用します。 

▼ 研修効果を最大限高める「構成・組み立て」 

テーマや対象に応じ、効果を最大限高められるようプログラムを工夫します。 

職員はグループワーカーとして必要に応じた介入やファシリテートを行い、参加者の気

づきを引き出し、参加者同士のつながりを深めていきます。 

【研修プログラムの工夫例】 

○講座・研修に安心して積極的に参加できるように、会場の配置の工夫やアイスブレイク 

などを導入し、参加者同士の関係づくりを行います。 

  ○知識やスキルを習得する研修では、記録により「何が学べたか」「何に活かすことが 

できるか」等その場で習得具合を確認し、持ち帰ることができるようにします。 

  ○同じ目的を持った参加者同士が、日頃の悩みを共有しそれぞれの実践を伝え合うことで 

相互に活動を高めていけるよう、グループワークの時間を設けます。 

  ○実践事例をより深く学ぶために、座学だけでなく活動先の見学等を取り入れます。 

○振り返りの時間を取るだけでなく、受講後にも質問や活動の相談を受けます。 
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（２）ネットワーク

指定期間の５カ年で推進していくネットワークは、課題や目的別に人々がつながるテー

マ型のネットワークです。様々な情報が集まる青少年育成センターがハブ（結節点）とな

り、活動分野や地域、立場を超えたネットワークを形成し、活動に活かせるよう支援しま

す。 

（３）事業の効果を最大限高める“職員” －施設は“人”なり－

講座・研修におけるプログラムの工夫や、収集した情報の整理や活用、ネットワークの

形成などの効果を最大限高めていくには、青少年に関する高い知識やスキルを持ち、人や

情報・団体を結び、青少年活動に関わるすべての人たちに寄り添うことができる「人材（職

員）」の存在が不可欠だと考えます。 

これまでの運営や、よこはまユースにおける様々な

実績や事例、そして、研修を重ねた職員が青少年育成

センターの事業の効果を高めます。 

（４）事業実施に活かせる施設の特徴

－月～土曜日 22時、日・祝日も開館－ 

仕事を持ちながら地域で活動している「ボランタリーな青少年育成者」や「これから活

動を始めたい人」でも、仕事帰りや休日に講座・研修に参加することができます。また、

夜間・休日も相談体制が整っており、市民が気軽に相談しやすい窓口として対応できます。 

（５）指定事業および自主事業の考え方

指定事業および自主事業については、これまでの運営における成果と課題や役割を踏ま

え、これからの青少年育成に求められ、かつ必要とされる新たな事業に取り組みます。ま

た、安定的な運営のための自主財源の確保にも積極的に取り組みます。 

【指定事業】 

「誰もが青少年を支える人材である」をテーマに、支援の輪を拡げ、多く

の人が青少年に関わる基盤作りや団体活動充実の支援など、「すそ野の拡

大」と「活動充実」を目的とします。 

【自主事業】 

指定事業での事業展開によって積み重ねた基礎部分の“次の一歩”とな

る、青少年育成活動のさらなるスキルアップや専門的研修などを実施し、

青少年育成活動の深まりを目的とします。また、施設の特性を活かし、幅

広い市民が参加できる事業を実施します。 
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様式１０（提案書）
単独団体名・共同事業体名 公益財団法人よこはまユース 

施設名 横浜市青少年育成センター 

２ 事業計画  （２）計画的な事業展開について 

―青少年育成センター事業体系図―  

青

少

年

を

育

み

・

支

え

る

環

境

の

醸

成

１ 青少年指導者・育成者の支援（人材育成、活動支援、ネットワーク形成） 

（１）人材のすそ野を広げるための講座・研修……「青少年の居場所づくり講座」、活動実習のコーディネート 他

（２）啓発事業……シンポジウム（今日的な課題等をテーマに取り上げた市民参加事業）、地域等への出前講座の実施 他

（３）課題解決に結び付けることができる人材の育成と支援……ユースコーディネーターの養成と認定【新規】 他 

（４）ネットワークの形成……課題や目的ごとに繋がる「テーマ型ネットワーク」の形成 他

２ 青少年育成団体への支援・ネットワーク形成

（１）「運営」「情報」の支援……助成金情報や各種申請手続きの相談、情報提供 他

（２）「人材」の支援……連携研修の実施、講師派遣・ボランティアのコーディネート 他

（３）「関係性」の支援（ネットワーク・連絡会の実施）……団体連絡会の実施、ノウハウのまとめ【新規】 他 

（４）「活動拠点」「事務局機能」の支援……会議室、活動支援室の貸出、ロッカーの貸出【新規】 

３ 青少年育成にかかるボランティア・市民活動の相談、情報提供

・一次相談窓口／情報コーナー／ホームページによる情報発信 他

４ 音楽スタジオや会議室などの貸出

・諸室・研修用機材の貸出／利用相談 他

５ その他、青少年育成に資する事業

・青少年育成活動の担い手の養成（青少年、青年層対象）……「馬車道カレッジ」、「ユース・チャレンジ」【新規】 

指定事業１－青少年育成に資する事業 

（１）活動を充実させていくための講座・研修……「コーチング研修」、「広報力アップ講座」 他

（２）専門的知識を学ぶ講座・研修【新規】……「相談援助・活動記録演習」、「グループワーカー養成研修」 他

（３）音楽スタジオや会議室、物品の貸出……市民への諸室貸出、イベント物品の貸出、コーヒーポットサービス【新規】 他

（４）施設の特性や機能を活かした事業（団体連携）………市民や近隣の社会人を対象とした講座、体験型事業 他

１ 青少年育成活動の充実、幅広い市民が利用・参加できる事業

２ シンクタンク機能としての事業 【新規】

（１）シニア層の活動コーディネート

（２）教育機関や行政等と連携した調査研究事業……青少年育成に関する調査・研究事業の受託 他

自 主 事 業 

指定事業２ －地域課題の解決や地域貢献に関する事業 

３ 地域の防災拠点としての貢献 

・「帰宅困難者一時滞在施設」としての備蓄品の確保等、避難誘導訓練の実施 他

２ 地域の店舗等と連携した、地域に集まる青少年支援の拠点 【新規】 

・コンビニ等への定期パトロールの協力（青少年指導員、少年補導員等）  他

１ 厳しい養育環境にある青少年の支援 【新規】 

・社会体験事業等の機会提供、学習支援  他
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ア 指定事業の実施計画について

■指定事業１ － 青少年育成に資する事業
基本方針を踏まえ、次の５つの指定事業に取り組みます。

１ 青少年指導者・育成者の支援（人材育成、活動支援、ネットワーク形成） 

２ 青少年育成団体への支援・ネットワーク形成 

  ３ 青少年育成にかかるボランティア・市民活動の相談、情報提供 

  ４ 音楽スタジオや会議室などの貸出 

  ５ その他、青少年育成に資する事業 

１ 青少年指導者・育成者の支援（人材育成、活動支援、ネットワーク形成） 
「これから活動を始めたい人」や青少年活動に関わる人材を対象とした事業を実施し、

人材のすそ野拡大に取り組んでいきます。 

【おもな対象】 
・市民利用施設やプレイパーク等の施設や地域において青少年活動に関わる人材 

  ・これから青少年活動を始めたい人、関心を持っている人 、ボランティア など 

（１）人材のすそ野を広げるための講座・研修

知識やスキルを学ぶ講座・研修を実施することで、人材のすそ野を広げていきます。

活動フィールドを持っていない参加者には「参加して終わり」ではなく、研修効果を深

める実習や活動先のコーディネートを行います。また、内容によって団体と連携し、相互

の役割を活かした研修を実施します。 

≪おもな事業≫ 

・青少年の居場所づくり研修 

・スキルアップ研修（ボランティアマネジメント等） 

・よこはまユースのネットワークを活かした実習や活動先のコーディネート 

（青少年の地域活動拠点、放課後キッズクラブ、プレイパーク 他） 

（２）啓発事業

今日的な課題や話題のテーマを取り上げて、市民が参加

しやすい事業を実施するほか、必要に応じて地域等に出向

き“青少年支援（ユースワーク）”の社会的認知拡大に向け

て取り組みます。 

≪おもな事業≫ 

・シンポジウム 

・地域等への出前講座・研修 

シンポジウム「心の声に気づく・向き合う」 

（H27.1） 
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（３）課題解決に結び付けることができる人材の育成と支援

課題を正しく理解し、青少年に寄り添うことができる人材を養成するほか、必要に応じ

て専門機関や社会資源などにつなぐ人材（ユースコーディネーター）を養成します。 

地域の中で核として活動するユースコーディネーターに対し、認定制度を設け、研修の

体系化や連絡会の実施などに取り組み、活動を充実させる環境を整えます。 

≪おもな事業≫ 

・困難な課題（貧困、ひきこもり、セクシャルマイノリティー等）を理解する講座・研修 

・非行傾向にある青少年の理解や対応、対応機関について理解する研修 

・ユースコーディネーター認定制度の確立【新規】 

（４）ネットワークの形成

課題を共有でき・励まし合える存在がいることは、意欲の向上とともに積極的な活動に

つながります。地域や団体を超えた、課題や目的ごとのネットワークを形成するほか、自

主的な運営に向けた支援を行います。 

≪おもな事業≫   

・課題や目的ごとのテーマ型ネットワークの形成と自主運営の支援 

（例：「中学生の対応について」「居場所づくり」「青少年の非行を考える」「青少年活動

における安全」など） 

【事例】「テーマ型ネットワーク」： 

—― “中学生に向き合う人たち”によるネットワーク —― 

「青少年の『居場所づくり』」講座に参加した、地区センターで働くＡさん、コミュニティハウスで働くＢさん、

青少年指導員のＣさん、プレイパークのスタッフＤさん。グループワークで「施設や地域にいる、やんちゃな中

学生たちが夢中になれることをやりたいけど、反抗ばかりされてね―…」という話で意気投合していました。 

講座終了後も話し込む様子に、職員が「今度集まって情報交換しませんか？」と声をかけ、さらに、アン

ケートに「中学生の対応についてヒントを得たい」と記載したＥ・Ｆ・Ｇさんに連絡し、「中学生に向き合う大人た

ちの“井戸端カフェ”」を開催しました。初回は「こんなことで困っている」「こうすると良かったよ」という情報交

換で盛り上がりました。２回目以降は、ＨＰでメンバーを公募したところ１４人が集まり、Ｋ市で中学生のたまり

場を運営している実践者を講師に「中学生の対応の事例」や具体的な「イベントの企画」について勉強会を

行いました。 

活動する場や立場が異なる人たちが、同じ

テーマ（問題意識）を持っていることを職員が

キャッチし、支援者同士をつなげることで、テーマ

型のネットワークが形成されました。同じような課

題を持った支援者同士が励まし・高め合ったこと

で新たな意欲がわき、支援者それぞれの青少年

育成活動に活かされています。 
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【５カ年の実施計画】 

「青少年指導者・育成者の支援（人材育成、活動支援、ネットワーク形成）」 

前 期(H28～) 中 期 後 期（～H32） 

①シンポジウム 

②出前講座 

啓発事業 

①年１回実施 

参加人数：70人 

②年１回（H29～） 

 養成人数：30人 

①年１回実施 

参加人数：70人 

②年２回 

養成人数：60人 

①年１回実施 

参加人数：70人 

②年３回 

養成人数：90人 

社会的課題・ニーズの把握と反映／広報・ＰＲ／検証／充実 ⇒ ⇒ 

ニーズ調査・広報ＰＲ／検証と反映／団体との連携／検証／充実 ⇒ ⇒ 

・養成人数：30人／年 

・認定制度の検証/反映 

・養成人数：30人／年 

・認定制度の制定/検証 
ユースコーディネーター 

養成事業 

・養成人数：30人／年 

・認定制度の準備  

制度の調査・制定への準備／制定／検証・充実／反映／延べ 150人の養成 

ネットワークの形成 

３組織の立ち上げ・運営 ５組織の立ち上げ・運営 8組織の立ち上げ・運営 

ニーズの把握・反映／課題や目的ごとのテーマ型ネットワークの形成／検証／充実／自主運営の支援

①居場所づくり講座 

②スキルアップ研修等 
（困難な課題理解含む） 

③活動先のコーディネート 

講座・研修による人材養成 
①１講座５回 

養成人数：100人/年 

②養成人数：120人/年 

③コーディネート件数： 

5件以上 

①１講座６回 

養成人数：120人/年 

②養成人数：150人/年 

 

③コーディネート件数： 

８件以上 

①１講座６回 

養成人数：120人/年 

②養成人数：180人/年 

 

③コーディネート件数： 

10件以上 

フォローアップの実施(H29～)／ニーズの反映・充実／講師の発掘

フォローアップの実施(H29～)／ニーズの反映・充実／ネットワーク化

実習先・活動先の調査・発掘／検証／充実 ⇒ ⇒ ⇒ 

講座 「発達障がいの子ども・青少年の理解と支援」(H27.6) 

12



２ 青少年育成団体への支援・ネットワーク形成 
青少年育成団体は、青少年育成活動の核となっているほか、「これから活動を始めたい」

人たちの貴重な活動の場となり、青少年支援に欠かすことができない存在です。 
団体の多くは常勤スタッフや活動拠点を持たないなど、資金面や人材・情報や関係性の

少なさなどの課題を抱えながら活動しています。

こうした課題に対して、団体活動の継続と充実に向けた支援に取り組みます。

【おもな対象】 
・横浜市少年５団体 ※ 
・青少年施設等の運営団体（こどもログハウス・プレイパーク・学童クラブ等）

・青少年育成活動を行うＮＰＯ、地域活動団体  他

※横浜市健民少年団、横浜市子ども会連絡協議会、横浜海洋少年団、ボーイスカウト横浜市連合会、

ガールスカウト横浜市連絡協議会で構成

（１）「運営」「情報」の支援 

活動場所やプログラムの相談や情報収集を青少年育成センターで行えるよう、運営に必

要な情報や資料を蓄積・提供します。

≪おもな事業≫ 

・助成金情報、寄付金募集や各種申請手続きの窓口での相談、ＨＰでの情報提供

・広報ＰＲについてのアドバイス、作成支援

・ＨＰや広報紙を活用した団体活動の紹介  他

（２）「人材」の支援 

継続・充実のためには、活動を担う人材の育成が欠かせません。必要とされるスキルを

ヒアリングし人材養成研修を連携で実施するほか、団体で活動するボランティアや、研修・

講座への団体スタッフの講師派遣などをコーディネートします。

≪おもな事業≫ 

・団体スタッフを対象とした研修・講座（連携含む）

・団体で活動するボランティアのコーディネート

・講師派遣（コーディネート含む）

【事例】団体の人材“ボランティア”のコーディネート 

—― 募集～研修～派遣までを支援します —― 

小学生の文化活動を企画しているＮＰＯが、「子どもたちに関わってくれるボランティアを募集したいが、どのよう

に進めていいか分からないので、相談に乗ってほしい」と青少年育成センターに来ました。 

 相談に対応した職員は、ＮＰＯの活動内容やミッションをはじめとして、ボランティア導入の意図、活動時間や内

容、必要なスキルや年齢層などの人材の条件等を丁寧にヒアリングしながら、ボランティアを受け入れるにあたっ

ての“ＮＰＯ側の体制づくり”についても併せてアドバイスしました。 

 ボランティア募集については、青少年育成センターのＨＰに掲載するとともに、募集チラシを施設や関係機関に

配架し、ＰＲの点でも協力しました。 

 結果、７人の希望者があり、後日、活動説明会やボランティア活動に対する基礎的な研修、見学や体験・面談

のコーディネート、保険加入の手続きなどについて青少年育成センター職員が現場に出向き、アドバイスを行いま

した。今では、７人のボランティアが加わったおかげでＮＰＯの活動も充実し、子どもたちがボランティアに見守られ

ながら、楽しく活動できるようになったそうです。 
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（３）「関係性」の支援（ネットワーク・連絡会の実施） 

青少年育成センターがネットワークのハブ（結節点）となり、団体間の情報共有や関係

性拡大を図ります。そして、ネットワークや連絡会等で話し合われた内容をまとめ、団体

運営に活かします。

≪おもな事業≫

・分野や目的別の団体連絡会等の実施と支援（例：青少年支援に力を入れている市民利用

施設の連絡会など）

・人材育成や運営ノウハウなど、ネットワークで議論・共有された情報のまとめ【新規】

（４）「活動拠点」「事務局機能」の支援 

ミーティングやイベント、資料作成などを行う活動拠点を提供します。 

また、ロッカーを設置し、拠点を持たない団体が活動物品を保管できるよう団体運営を

支援します。 

≪おもな事業≫ 

・会議室やミーティング、資料作成の場の提供、活動機材・物品の貸出

・活動物品の保管（ロッカーの貸出）など、事務局機能の支援【新規】 

【５カ年の実施計画】 「青少年育成団体への支援・ネットワーク形成」 

前 期(H28～) 中 期 後 期（～H32） 

・相談窓口の開設、 

ＨＰ等での情報配信、

広報支援 

運営と情報の支援 ・相談体制の強化 

・情報収集・整理・反映 

・相談体制の強化 

 

・情報収集・整理・反映 

 

・相談体制の強化／検証 

 

・情報収集・整理・反映 

 

スタッフ研修（年２回以上）／相談対応事例集の作成

情報収集・整理・発信／ニーズ把握・反映／団体活動の紹介 

①連携講座の実施（年２回） 

②コーディネート件数： 

年 10件以上 

①連携講座の実施（年３回） 

②コーディネート件数： 

年 15件以上 

①連携講座実施（年３回以上） 

②コーディネート件数： 

年 20件以上 

ニーズ把握／連携体制の強化／実施・検証・充実 ⇒ ⇒ ⇒ 

ＰＲ／ボランティア募集・研修・派遣／ニーズ把握と反映・検証・充実 

①団体連携講座 

②ボランティア等の

コーディネート 

人材の支援 

関係性の支援 

団体連絡会の開催 

・調査／実施 1回 

団体連絡会の開催 

・成果物作成／実施 4 回以上 

団体連絡会の開催 

・検証／実施２回以上 

ニーズの把握／実施への準備／実施・検証・反映／成果物のまとめ・作成

事務局機能の支援 

会議室／活動支援室の貸出 

機材／物品の充実 

ロッカー貸出サービス 

会議室／活動支援室の貸出 

機材／物品の充実 

ロッカー貸出サービス 

 

会議室／活動支援室の貸出 

機材／物品の充実 

ロッカー貸出サービス 

広報ＰＲ／ニーズの把握と反映／サービスの充実 ⇒ ⇒ ⇒ 
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３ 青少年育成にかかるボランティア・市民活動の相談、情報提供 
市民から青少年に関わる相談が年々増加する中で、「どこに相談していいのか分からな

い」という声が多く聞こえてきました。相談機関が細分化されたことで、必要な情報や機

関にたどりつきにくい現状があり、青少年育成センターには「相談を整理し、解決に向かっ

てともに考える」一次相談窓口機能が求められています。

一次相談窓口はじめとした相談・情報提供業務では、よこはまユースが長年培った実績

を活かし機能を充実させます。

【おもな対象】 

・青少年、保護者、青少年育成者、市民  など 

【求められる「一次相談窓口」機能】 

・適切な相談機関の案内、情報提供 

・話を聴き、理解し、解決に向けて共に考えていく 

（職員がいる）。 

≪おもな事業≫ 

・いつでも体制が整っている一次相談窓口の開設 

・図書、ノウハウ集や活動分野別の団体情報等の「情報コーナー」の設置 

・青少年に関わるボランティアの相談・コーディネート 

・青少年に関わる情報（統計や施策の動向、研修情報等）の発信（ＨＰ、情報コーナー） 

・各区区民活動支援センターとの定期的な意見交換 

【５カ年の実施計画】 

【事例】青少年に関する「一次相談窓口」 

—―「息子の件をどこに相談してよいのか分からなくて…」と来館したＡさん － 

３０歳の息子を持つＡさんが窓口にきました。 

話を聴くと、「息子が６か月前に仕事を辞めてから家にいる。就職活動もあまりしていない様子で“ひきこもり”で

はないか？と思っている。どこに相談したらよいのか分からなくて…」という内容でした。職員からは、息子さんの健

康状態や家での過ごし方などについてヒアリングしました。その結果、息子さんは自分なりのペースで就職活動を

していること、近所には外出していること、そしてＡさんが「早く就職しろ」と一日何回も言ってしまい、すぐに口論に

なってしまうこと、などが分かりました。 

職員は、Ａさんが「誰にも相談できないことで精神的に疲れている」状態であり、Ａさん自身の相談先を探すこ

とが先ではないかと考え、地域内にある若者サポートステーションに問い合わせました。結果、就職活動の照会と

ともに、Ａさんが参加できる「親の会」が案内できることがわかり、その件をＡさんに伝えました。その後、Ａさんから

「さっそく息子の面談の予約と、親の会の見学予約ができました」という報告がありました。 

前 期(H28～) 中 期 後 期（～H32） 

①一次相談窓口の開設 

②情報コーナーの運営 

③アウトリーチ等 

①・相談件数 120件／年 

・スタッフ研修（年 2回） 

②情報の充実／ニーズ反映 

③訪問／意見交換会 

①・相談件数 160件／年 

・スタッフ研修（年 2回） 

・相談対応事例集の作成 

②情報の充実／ニーズ反映 

③訪問／意見交換会 

①・相談件数 200件／年 

・スタッフ研修（年２回） 

・相談対応事例集の検証 

②情報の充実／ニーズ反映 

③訪問／意見交換会 

訪問体制の確立／検証／各区民活動支援センター等への訪問・意見交換会／検証・反映 

情報収集と整理／図書コーナーの充実（購入）／ＨＰにおける発信の充実（内容、頻度） 

相談体制の強化／内容の整理・検証／対応事例集のまとめ／発信 
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４ 音楽スタジオや会議室などの貸出 
利便性が高い青少年育成センターの特性を活かし、青少年や団体等が利用しやすく、効

果的に活動できるよう取り組みます。 

≪おもな事業≫ 

・青少年および青少年育成団体の優先予約 

・会議やイベント、準備などに活用できる会議室や音楽スタジオの貸出 

・パソコン、プロジェクター、マイク、プレイマットなど機材・物品の貸出 

・事前打ち合わせによる施設の効果的な活用方法の提案  等  

【５カ年の実施計画】 

５ その他、青少年育成に資する事業 

▼ 青少年育成活動の担い手の養成（青少年、青年層対象） 

青少年育成活動の広がりと充実のために、次世代の担い手となる青少年や青年層が地域

活動に関心を持つ土壌づくりを行います。

また、多様な価値観に触れる機会や仲間との出会い、体験活動を通じて、孤立などの潜

在的課題の解決を図っていきます。

≪おもな事業≫ 

・「馬車道カレッジ」 

青少年育成センターの周辺で働く青年層を対象に、

趣味やボランティアなど気軽に参加できる活動を通

じ、仲間づくりや地域活動への参加を支援します。

（例：「馬車道カメラ部」等）

・「ユース・チャレンジ」【新規】 

中高生が、体験活動や社会参加活動の企画や運営な

どに主体的に活動する機会を提供します。

（例：「赤ちゃんとのふれあい体験」等）

【５カ年の実施計画】 

諸室の貸出・ 

活動の充実支援 

・会議室稼働率：75％ 

・活動物品の貸出と充実 

・効果的な活用方法の提案 

・会議室稼働率：77％ 

・活動物品の貸出と充実 

・効果的な活用方法の提案 

・会議室稼働率：80％ 

・活動物品の貸出と充実 

・効果的な活用方法の提案 

利用促進・ＰＲ／アンケートによるニーズの把握・反映／検証・充実 

前 期(H28～) 中 期 後 期（～H32） 

前 期(H28～) 中 期 後 期（～H32） 

①馬車道カレッジ 

②ユース・チャレンジ 

①年４回／延べ 80人参加 

②延べ 60 人参加／年１回以上 

①年 5回／延べ 100人参加 

 

②延べ 90人参加／年 2回 

①年 5回／延べ 100人参加 

 

②延べ 100 人参加／年２回以上 

ニーズ調査・検証／広報・ＰＲ／実施／検証・反映／運営への参画

ニーズ調査・企画／広報・ＰＲ／学校・団体との連携／実行委員会の組織化／運営への参画

近隣で働く青年たちが参加した 

馬車道カレッジ「カメラ部」 
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■指定事業２ －地域課題の解決や地域貢献に関する事業

地域の貴重な社会資源のひとつとして、青少年に関わる団体や学校、他の施設、機関と

の連携や協働による、地域課題の解決や地域貢献活動を行います。

○ 周辺地域の特色、青少年育成活動の状況と課題

▼ 青少年育成センターが立地する地区は、行政機関や企業、飲食店が集中し、企業や店舗

を中心に町内会や地域活動が形成される特徴的な地域と言えます。

▼ 近年はマンションが建設され、地域で暮らす青少年が増加していますが、夜間や休日は

他の地域から遊びに来る青少年が多く、こうした青少年に対し、店舗などと連携した取

り組みが求められています。

▼ 青少年育成センターが立地する中区周辺は被保護世帯数が高

く、青少年を取り巻く養育環境は厳しいと言えます。
＊参考：中区地域福祉保健計画（第２期）

○ おもな取り組みと事業

１ 厳しい養育環境にある青少年の支援 【新規】 

青少年交流センターや、西区寄り添い型支援事業での法人ノウハウを活用し、中区保護

課および中区寄り添い型支援事業「ことぶき青少年広場」と連携した支援を行います。 

≪おもな取り組み≫ 

・社会体験活動等の機会提供、学習支援（場の提供、支援スタッフのコーディネート）等 

２ 地域の店舗等と連携した、地域に集まる青少年支援の拠点 【新規】 

関内周辺の繁華街に集まる青少年の支援拠点として、 

地域の青少年育成団体や店舗と連携します。 

≪おもな取り組み≫ 

・青少年指導員や少年補導員と連携した店舗（コンビ

ニ、カラオケボックス等）の定期パトロールの協力 

・２２時まで開館している青少年施設として、相談・

連絡等の連携・協力（馬車道商店街協同組合等） 

３ 地域の防災拠点としての貢献 

地震等による「帰宅困難者一時滞在施設」として、支援用の備蓄品を確保するとともに、

同じく「一時滞在施設」となっている関内ホールとの合同訓練や、行政や近隣企業が参加

する中区合同訓練への参加を通じて日常的な連携を図ります。 

【５カ年の実施計画】 

前 期(H28～) 中 期 後 期（～H32） 

①青少年支援等 

②訓練の実施等 

①活動コーディネート５件以上 ①活動コーディネート７件以上 ①活動コーディネート 10 件以上 

ニーズ把握／連携体制の確立／広報・ＰＲ／体験活動・支援ボランティアのコーディネート／検証

②・必要品の備蓄    ・避難誘導訓練（年２回）  ・ＡＥＤ講習会（年１回） 
・関内ホール、中区合同訓練への参加（年１回）  ・マニュアルの作成 

見直し ／ 反映 ／ 実施 ／ 充実 ／ 検証 

全国一斉夜間パトロールの協力 
（関内地区青少年指導員） 

「親子のひろば」の実施 
（中区主任児童委員連絡会と共催） 
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イ 自主事業の実施計画について

青少年育成センターの特性や役割を効果的に活用し、青少年育成活動の充実をはかると

ともに、幅広い市民が参加できる事業を通じ、青少年支援への理解を深めていきます。

また、青少年育成センターが持つ多様な情報や事例などの“資源”を最大限活用した、

青少年育成の“シンクタンク”として、調査・研究活動を行います。

１ 青少年育成活動の充実、幅広い市民が利用・参加できる事業 

２ シンクタンク機能としての事業 

１ 青少年育成活動の充実、幅広い市民が利用・参加できる事業 

（１）活動を充実させていくための講座・研修

「もっと知りたい・学びたい」というニーズに応える、ステップアップを目指す有料の

講座・研修を実施します。講座や研修で学んだスキルは、地域活動やＰＴＡ活動、市民活

動でも活かすことができるため、幅広い層の参加に働きかけます。

≪おもな事業≫ 

・「青少年育成に役立つコーチング研修」、「コーチングステップアップ研修」

・「広報力アップ講座」（写真講座、広報紙づくり講座）

・「コミュニケーションスキル研修」 など

（２）専門的知識を学ぶ講座・研修 【新規】

「もっと深く学びたい」というニーズに応える有料の講座・研修を実施します。よこは

まユースの実績を活用した専門的な知識やスキルを提供することで、活動の核として活躍

する人材を養成するほか、青少年支援（ユースワーク）を本格的に学びたい人に応えます。 
 ≪おもな事業≫ 

・「相談援助・活動記録演習」、「マネジメント研修」、「グループワーカー養成研修」 など

（３）音楽スタジオや会議室、物品の貸出

青少年や青少年育成団体の利用がない時間帯の音楽スタジオや会議室を市民に貸し出し

ます。また、イベント物品の貸出を行うほか、会議や研修が快適に行えるよう研修物品の

貸出や飲料等のサービスを行います。

≪おもな事業≫ 

・音楽スタジオ、会議室の貸出、イベント物品（着ぐるみ）の貸出 

・コーヒー等のサーバー・ポット一式の貸出【新規】 ＊食品衛生法を順守します 

（４）施設の特性や機能を活かした事業（団体連携）【新規】 

親子や幅広い層が参加できる事業を実施します。また、利用登録制度を活用し登録団体

と連携した市民向け事業を実施します。 

≪おもな事業≫ 

・市民や近隣の社会人を対象とした音楽や趣味の講座 

・親子や青少年育成団体が参加できる体験型事業の実施 （例：横浜市教育委員会と連携

した親子向けの体験事業）

18



２ シンクタンク機能としての事業【新規】 

（１）シニア層の活動コーディネート【新規】

「誰もが青少年を支える人材に」を目標に、青少年育成センターを利用するシニア層を

中心とした市民サークルによる、青少年向けの体験活動の場づくりをコーディネートしま

す。また、体験活動への参加を通じ、シニア層が“イキイ

キと社会参加できる”機会をつくります。

≪おもな事業≫ 

・放課後キッズクラブ・青少年の地域活動拠点と利用登録

団体とのコーディネート（スポーツ、音楽、昔あそび、

キャリア相談など）

（２）教育機関や行政等と連携した調査研究事業【新規】

大学や研究機関等と連携した調査研究を行い、青少年育成活動に役立つ事例集の発行や

研究発表を行います。

また、青少年育成センターが持つ相談・情報機能を最大限に活かし、青少年育成に関す

る調査や研究事業を積極的に受託して（自主財源の確保）、市内の青少年育成に寄与してい

きます。

≪おもな事業≫ 

・大学等と連携した、調査研究活動と研究事例集の発行

（年１回、よこはまユースと共同で実施）

・研究事例の発表と情報収集（日本社会教育学会 等）
・青少年育成に関する調査・研究事業の受託

【５カ年の実施計画】 

 

 

 

前 期(H28～) 中 期 後 期（～H32） 

①講座・研修 

②活動充実の支援 

・青少年育成活動の充実 
①スキルアップ・専門研修 

参加人数：60人／年 2回 

②着ぐるみの貸出：年 30件 

 コーヒーポットサービス 

①スキルアップ・専門研修 

参加人数：90人／年 3回 

 

②着ぐるみの貸出：年 32件 

コーヒーポットサービス 

 

①スキルアップ・専門研修 

参加人数：100人／年 3 回以上 

 

②着ぐるみの貸出：年 35件 

コーヒーポットサービス 

 

課題・ニーズの把握／実施／検証・充実／キーパーソン養成へ 

効果的な広報・ＰＲの実施／ニーズの把握・検証／充実へ 

市民参加講座（団体連携）： 

 （年１回以上） 

親子体験事業（年１回） 

市民参加講座（団体連携）： 

 （年２回以上） 

親子体験事業（年１回） 

市民参加講座（団体連携）： 

 （年３回以上） 

親子体験事業（年１回） 

ニーズ把握／団体連携体制の確立／広報・ＰＲ／実施・検証／充実へ

市民参加事業 

①シニア層の活動コー

ディネート 

②調査・研究事業 

シンクタンク機能 

①コーディネート件数：年３件以上 

②研究事例集の発行（年 1回） 

学会等での研究事例発表 

（年１回以上） 

調査・研究事業 

 準備・受託（H29～） 

①コーディネート件数：年 5件以上 

②研究事例集の発行（年 1回） 

学会等での研究事例発表 

（年１回以上） 

 

調査・研究事業の受託 

 

①コーディネート件数：年 7件以上 

②研究事例集の発行（年 1回） 

学会等での研究事例発表 

（年１回以上） 

 

調査・研究事業の受託 

 ニーズ調査／行政・関係機関への広報ＰＲ／受託／検証／充実／反映へ

発行・発表の計画／事例の検討・調査／報告集の発行（年１回 3 月）／研究発表会（各学会）

等）

活動先のニーズ把握・登録団体の調査／コーディネート／効果の検証と反映／充実へ 

職員による研究発表 

（日本社会教育学会、H26.9） 
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様式１１（提案書）
単独団体名・共同事業体名 公益財団法人 よこはまユース  

施設名 横浜市青少年育成センター 

２ 事業計画  （３）利用者サービスの向上について 

ア 利用者サービス向上のための取り組みについて

青少年育成活動の拠点としての充実をはかるほか、公共施設として「すべての人が利用

しやすい施設」を目指してサービス向上に取り組みます。

１ サービス向上のための基本的考え方 

▼ すべての人が安心・安全かつ快適に利用できることを大切にします。 

安心・安全、快適に利用できることは、すべてのサービスの基本です。定期的な

研修や訓練、日々の点検や業務改善を行い、誰もが利用しやすい施設運営にスタッ

フが一丸となって取り組みます。 

▼ 利用者（利用者ニーズ）の声を大切にします。 

利用者からの意見や要望は、サービス向上のために欠かせないものです。

アンケートや意見箱の設置のほか、スタッフが積極的に声をかけ会話の中から

ニーズを探るなど、利用者が意見や要望を出しやすい施設づくりに努めます。

また、意見や要望を検討し迅速に施設運営に反映するほか、対応結果を公表し

ます。

▼ 公平・公正な運営に取り組みます。 

公共施設として、施設運営や事業実施に際して、利用および

参加機会の公平性を保ちます。

２ 具体的な取り組み 

（１）高齢者・障がい者・外国人を含めた、すべての人が利用しやすい施設づくり

・案内掲示は、見やすい大きさや色、図などを使い、誰もが理解しやすいものにします。

・筆談や外国語での対応、車いす・ＡＥＤを設置します。

・和室での椅子使用やプレイマットの貸出等、利用者の状況や状態に応じ柔軟に対応しま

す。 

（２）ニーズの把握と反映システム、苦情対応

・意見箱、利用報告書の意見欄、ＨＰでの問合せフォームを設置します。

・施設利用者を対象に満足度アンケート調査を年１回実施します。

・集約した意見は、業務日誌により全スタッフで共有・検討して事業に反映させます。

・意見や要望、アンケート結果や対応は、館内掲示やＨＰへ掲載します。

・利用者の苦情に対しては、その内容を正確に把握した後、再発防止に向け取り組みます。 
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（３） 簡便で分かりやすく、柔軟な手続

・手続きや利用方法をまとめた『利用の手引き』を作成・配布します。

・ＨＰに空室状況を掲載するほか、手続き書類をダウンロードできるようにします。

・Ｅメール・FAX等で 24時間利用手続きや参加申込を受け付け、確認の返信をします。

（４）活動を充実させていくためのサービス

・パソコン、プロジェクター、ラジカセ、マイク等の物品を貸出します。

・メールマガジンにより青少年情報を配信します。

・メンバー募集や主催事業等の広報協力を行います（チラシ配架、ＨＰなど）。

（５）事業を充実させていくサービス

・対象や内容に応じ、保育付の研修会を実施します。

・研修報告をＨＰに掲載するほか、希望者には研修資料を送付します（郵送代自己負担）。 

（６）会議室等を快適に利用するための“プラスα”サービス

・アンケートやヒアリングによりニーズを聞き出し、随時サービスを追加していきます。

・会議等で使用する資料等を、必要に応じ事前に預かります。

・コーヒー等のポットサービス（有料）を行います。＊再掲

・インセンティブを設けます。（例：利用者満足度アンケート協力者への記念品贈呈など）

（７）公共施設としての市民サービス

・周辺地図の無料配布、案内およびイベント等の情報提供・問合せに対応します。

・青少年育成センター満室時は、他施設の情報を提供します（音楽スタジオ情報など）。

分かりやすい説明・対応を心掛けています 講座・研修の報告をＨＰに掲載することで、 

参加できなかった人もポイントが学べるように 

なっています 
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イ 広報活動・利用促進について

１ 広報活動・利用促進についての基本的な考え方 

青少年育成活動への理解や社会的認知を深めるためには、一人でも多くの人に青少年育

成センターを知ってもらい、利用してもらうことが重要です。

ユニバーサルデザイン化の推進による広報活動と自主事業等による利用促進によって、

多くの市民に施設に親しみを持ってもらうとともに、青少年育成活動の推進をはかります。 

▼ 誰でも使い易い（ユーザビリティ）・誰でも使える（アクセシビリティ）広報活動 

▼ より多くの市民に、「知ってもらい」「利用してもらう」ことで、青少年育成活動への 

理解をはかる 

２ 利用者に合わせた、多様な広報活動と利用促進 

▼ インターネットを使った広報活動とホームページ（ＨＰ）の充実

・誰もが利用しやすいＨＰによる情報発信（ウェブアクセシビリティ）

（施設や利用に関する基本的情報、空室状況、事業案内・報告、活動実践例等の掲載）

・青少年に関する情報が豊富なＨＰ（青少年育成ポータルサイトの運営）

・他団体の情報サイトを活用した広報・ＰＲ（相互リンクなど）

・メールマガジンやＳＮＳによる情報発信 

▼ 紙媒体を使った広報活動 

・施設リーフレットの作成と配布

・広報よこはまや情報紙などを活用した事業案内や情報提供

・青少年活動の「研究報告・事例集」の発行

・広報紙「馬車道通信」の発行

▼ 近隣施設・学校、関係機関と連携した広報ＰＲ活動 

・関内ホールと連携した利用促進事業（例：関内ホール自主事業にあわせた事業の実施）

・市内の公共施設等への利用促進チラシ、リーフレットの送付

・部活動やサークル活動を対象とした利用案内チラシの送付（ボランティア活動や思春期

の悩み等の相談利用についてのＰＲも併せて実施）

≪おもな送付先の例≫ 

・横浜市市民活動支援センター、横浜市社会福祉協議会（ボランティアセンター） 

・各区区民活動支援センター、各区社会福祉協議会 

・市民利用施設（地区センター、公会堂など） 

・市内大学（ボランティアセンター設置校に訪問） 

・市内企業（商工会議所、青年会議所を通じたＰＲ） 
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▼ 多様な層が参加できる事業の実施 －「関心を持ち、足を運んでもらう」 

・親子や青少年育成団体が参加できる体験型事業の実施

 （例：横浜市教育委員会と連携した親子向け体験事業）

・近隣で働く社会人を対象とした講座・研修事業（例：「馬車道カレッジ」の実施）

・利用登録団体と連携した事業（例：ヨガ体験講座等）

▼ 利用促進のためのインセンティブ＊再掲 

・利用者満足度アンケート協力者への記念品（研修等に活用できるグッズ）の贈呈

【広報活動・利用促進の具体的取組み】 

① ＨＰによる情報提供 

  ・空室状況等、施設情報（週１回以上の更新） 

  ・青少年活動に関する情報提供（月２回以上の更新） 

  ・事業案内、活動報告の掲載（随時更新）  

  ・スタッフブログ、コラムなど（月２回更新） 

② 広報紙の発行（「馬車道通信」／月１回） 

③ 「広報よこはま」への事業情報の掲載（随時/年６回程度）、その他「タウンニュース」への 

掲載など 

④ 施設リーフレットの作成（随時） 

⑤ 近隣施設・公共施設・学校等へのチラシ配布 

・利用促進チラシの送付（年２回：4月・10月／300カ所） 

・行事等に合わせた学校へのチラシ送付（年３回：夏期、文化祭前、卒業式前／２０校） 

・着ぐるみ利用促進チラシの送付（年２回：6月、１月／市内保育園・幼稚園、 

ケアプラザなど 15カ所） 

⑥ 多様な層が参加できる事業 

  ・親子向け体験型事業の実施（8月：「きずな夏祭り」） 

  ・近隣で働く社会人を対象とした講座（年 5～6回） 

・利用登録団体と連携した事業（年 3回以上） 

ニーズ把握／実施／検証／反映サイクルにより各項目を充実させ、利用促進に取り組みます

ニーズの把握と実施、効果的な広報を行い、多様な層へＰＲし、利用促進に努めます

広報紙「馬車道通信の発行」（月１回） 

近隣で働く社会人を対象とした講座 
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様式１２（提案書）
単独団体名・共同事業体名 公益財団法人 よこはまユース 

施設名 横浜市青少年育成センター 

２ 事業計画  （４）地域や他機関等との連携・協働について 

市域の学校、青少年関係団体や企業等との連携・協働

市の中心部に位置する「青少年育成活動の拠点施設」として、他機関と連携した効果的

な事業を展開することで、横浜市の青少年育成活動に貢献します。 

１ 連携や協働の効果を高める施設特性と“財産” 

▼ 地域や分野を超えた、様々な“青少年育成活動”が交わる施設 

青少年育成センターには多様な地域や活動形態（NPO・ボランティア団体・学校・PTA
など）、活動目的（子育て支援・障がい児支援など）を持った団体が利用しており、“様々

な青少年育成活動”が交わる施設です。

それぞれの団体の情報や事例、課題を集約・整理して事業に反映するほか、それぞれの

特徴を活かした連携・協働を行います。

▼ よこはまユースの「ネットワーク」と「スケールメリット」 

よこはまユースは、青少年育成活動や中間支援を行う団体として 40年余り、行政や青
少年団体、企業、学校、地域とともに横浜の青少年育成活動を担ってきました。

また、放課後キッズクラブや青少年交流センター、青

少年研修センター、寄り添い型支援事業の運営や事業の

実施により、様々な事例や成果・課題を蓄積しています。 

これらのネットワークや実績は、市の青少年施策を推

進していく上での貴重な“財産”です。青少年育成セン

ターの連携や協働事業に活かすことで、市内の青少年育

成活動の充実をはかります。

２ 具体的な連携・協働先と取り組み 

▼ 青少年育成団体・企業と連携した「青少年育成人材の養成と支援」 

青少年育成団体等と連携し、研修や活動先のコーディネートを行い、市内の青少年育成

人材を養成します。 

≪連携先の例≫ 

・横浜市少年５団体や青少年育成活動を行うＮＰＯ等と連携した研修、啓発事業の実施 

 （例：ボーイスカウトと連携した「救急法講習会」） 

・各区青少年の地域活動拠点と連携した、実践実習の場の提供（例：「青少年の居場所づ 

くり」講座の実習指導） 

・企業ＣＳＲ活動のコーディネート（放課後キッズクラブでの活動、オールクリーン野島 

ビーチなど） 
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▼ 青少年を取り巻く困難な課題への対応やコーディネート 

相談等で寄せられた、虐待や不登校・ひきこもり、非行などの困難な課題に対し、市内

の相談機関と連携し解決に向けて対応します。 

また、これらの課題への理解を深める講座等を連携して実施します。 

≪連携先の例≫ 

・横浜市青少年相談センターや横浜市中央児童相談所、地域ユースプラザ、若者サポート 

ステーション、神奈川県警少年相談・保護センター、ひとり親サポートよこはまと連携 

した、相談対応や研修（「ユースコーディネーター養成研修」など）の実施 

▼ 相談・情報提供における連携 

市内の相談窓口と連携した青少年育成に関する相談事例の把握や情報提供を行います。 

≪連携先の例≫ 

・各区区民活動支援センターや横浜市ボランティア 

センター等と連携した、情報収集・提供 

（定期訪問による情報交換など）

▼ 大学等と連携した、実践事例の検証と研究成果の還元 

大学や他都市の青少年団体と連携して、「青少年支援のあり方」や「青少年関係スタッフ

養成」などの共同研究を行い、成果を青少年育成者や団体に還元していきます。 

≪連携先の例≫ 

・横浜市立大学や神奈川大学との青少年育成に関する共同研究（「居場所づくりにおける人材」など） 

・他都市青少年活動団体（藤沢、札幌、京都など）との共同研究（「青少年関係職員の養成 

プログラム」など） 

▼ 高校と連携した、青少年の社会参加活動の機会提供

市内高校と連携して、ボランティア活動など社会参加の機会を提供します。

≪連携先の例≫

・横浜市立高校と連携した、高校生の体験活動やボラ

ンティア活動、子ども向け事業の実施等 

（みなと総合高校、東高校 など） 

高校生スタッフが活躍した 

「子どもアドベンチャー」(H26.8) 
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様式１３（提案書）

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人 よこはまユース 

施設名 横浜市青少年育成センター  

３ 管理運営  （１）運営体制に関する基本的な考え方 

ア 効果的かつ安定的な運営体制の確立

青少年育成センターの業務を効果的かつ安定的に運営するために、以下の体制によって

施設の運営にあたります。 

１ 運営体制に関する基本的な考え方 

（１）効率的かつ安定的な運営体制の確立

適切な人員の配置および、関内ホール・よこはまユース本部との連携により、安全で効

率的な運営体制を構築します。 

▼ 業務の中核を担う職員のほか、利用受付

や窓口対応等を中心に行うコーディネー

ター（時給職員）を配置して、効率的で

質の高い運営とサービスを提供します。 

▼ 施設管理業務は、関内ホール指定管理者

と連携して一体的管理を実施します。 

▼ 経理・労務・契約事務等は、よこはまユー

ス本部で一括管理することで事務管理を

効率化します。 

（２）業務に応じた適切な人員配置

統括責任者としてセンター長を配置するとともに、業務内容に応じて、関連資格を有す

る適切な職員配置をします。また、利用受付や施設管理は、運営マニュアルに基づき全職

員が行います。

求められる経験や資質／おもな業務内容 おもな資格等 

セ
ン
タ

長

・青少年支援および相談援助等における高い知識・技術を有するととも

に施設管理や運営に精通している者

・指導力や判断力、調整力等に優れている者

・社会福祉士 

・キャリアカウンセラー 

・防火管理者 

・個人情報管理者 

 等 

・業務全体の統括責任  ・対外折衝調整 

・職員の指導育成    ・事業の評価、検証 

・施設管理に関する関内ホールとの連絡調整  等 

職

員

・青少年支援および相談援助等における知識・技術を有するとともに、

施設・安全管理の知識を有する者 ・社会教育主事 

・ボランティアコーディネーター 

・救急法基礎講習修了  

等 

・事業等の企画実施   ・情報収集／相談対応 

・調査・研究    ・広報業務 

・施設管理（防犯、防災、小破修繕等） 

・管理業務／庶務（経理・労務・契約事務）  等 

コ

デ

ネ

タ

 

時
給
職
員

・利用登録／各種受付（利用申込み・受付・貸出） 

・青少年育成に関する情報収集・提供、相談対応 

・事業の実施補助    等 

・ＡＥＤ講習会修了 

運営体制【 図】 
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（３）効率的で効果的な勤務体制 ―切れ目ないサービスと安全管理

開館時間中（９時～２２時）は、常時１名の職員を管理責任者として配置します。

交替時の引継ぎや業務日誌の活用、定例ミーティング、チェック体制の徹底により、常

に質が高く、切れ目のないサービスを提供するとともに安全管理体制を構築します。 

イ 人材育成について

横浜市における青少年育成活動の中核を担う職員として、青少年育成にかかる専門知識

のほか、相談対応やネットワーク形成における、高いコミュニケーション能力やコンサル

ティング能力が求められます。 

体系的な研修を実施することで必要な力を育成するとともに、職員の心身の健康維持を

大切にしていきます。 

１ 求められる人材像 

青少年育成センターの役割を最大限効果的に果たしていくために 

求められる力量・スキルを次のように考えます。 

【青少年育成センターの職員として求められる力量・スキル】 

・青少年の現状や課題、青少年育成活動におけるニーズを捉える広い視野と情報感知力 

・把握した課題やニーズをもとに求められる研修・講座を企画実施する力 

・青少年育成団体・機関と関係構築しながらネットワークを形成する力 

・幅広い相談を受け止め、チームで共有しながら適切な対応ができる相談対応力 

・多様な経験と市民感覚をもち、利用者のニーズに対応できる窓口対応力 

・いつでも安心・安全で快適な活動環境を提供する目配り・気配り 

【休館日】 

関内ホール施設点検日に準ずる 

＊おもに毎月第２・４月曜日、 

祝日の場合は翌日 

勤務ローテーション【図】
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２ 職員の育成・研修方針 ―職員研修プログラムの体系化 

「職員は最大の財産」というよこはまユースの経営方針を踏まえて、体系的な研修計画

をもとに人材を育成します。 

法人研修プログラムと青少年育成センター独自研修を実施するほか、自己啓発を支援し、

職員の力量形成および能力開発をはかります。また、メンタルヘルスのケアに力を入れ、

心身の健康維持に努めます。 

▼ 基礎研修 

すべての職員に求められる基礎的な能力を学びます。 

≪おもな内容≫ 

接遇研修、人権研修、個人情報保護研修、防犯・防災研修、事務研修（経理、文書など） 

▼ 専門研修 

相談対応やグループワーカースキルなど、青少年支援の専門的力量や事業実施に必要な

能力を養います。 

≪おもな内容≫ 

相談対応研修、記録力研修、コーチング研修、ボランティアマネジメント研修、発達障

がい理解研修  

▼ マネジメント研修

センター長に対し、必要とされる能力向上を目指した

実践的研修を行います。 

≪おもな内容≫ 

施設管理責任者研修、チームリーダー研修、業務改善

研修、サービス向上研修、メンタルヘルス研修など 

▼ ＯＪＴによる実践力の向上 

窓口対応や相談業務、人材養成業務などの「質」を高めるため、実践に即したＯＪＴに

力を入れます。経験豊富な職員による専門研修、職員会議での事例検討、個別のスーパー

ビジョンを通して、職員一人ひとりに必要な能力開発およびスキルアップを図ります。 

▼ コーディネーター（時給職員）の研修

ニーズ把握の最前線となる窓口対応にあたるコーディネーター（時給職員）には、利用

者に寄り添った丁寧で的確な対応が求められます。採用時の研修では、接遇、実務などＯ

ＪＴと組み合わせながら基礎研修を行う他、窓口対応、相談対応など業務マニュアルを整

備・活用することで、利用者満足度を高めます。 

▼ 自己啓発の支援等 

・外部研修への参加（行政や他機関が実施する青少年関連の研修など） 

・各種学会への参加、発表、研究（日本社会教育学会、こども環境学会など） 

・他都市青少年関係団体との連携研修（藤沢市みらい創造財団・武蔵野プレイスなど） 

・関連資格取得の奨励（社会福祉士、キャリアカウンセラーなど） 

▼ メンタルヘルスの管理

・メンタルヘルス研修

・セルフケア能力の向上研修（臨床心理士の指導）

・臨床心理士との個別面談の実施（全職員対象、年１回以上）

・メンタルヘルスと併せ、年１回の健康診断を実施し心身の健康維持に努めます。

他都市青少年関係団体との連携研修 
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ウ 危機管理への対応について

利用者の安全確保を最優先に、関内ホール、消防・警察、横浜市等の関係機関との緊密

な連携のもと対応します。また、マニュアルの整備や訓練・点検を繰り返し、被害や事故

を未然防止につとめます。 

１ 危機管理体制の確立 

よこはまユース本部と一体となった組織的な責任・管理体制のもと、関内ホールをはじ

め関係機関と連携し迅速に対応します。 

また、万一事故が発生してしまった場合は、再発防止委員会を法人本部内に設置し、対

応策を検討・実施します。 

２ 防災・防火の取り組み 

東日本大震災の経験を踏まえ、第３期指定管理期間では津波発生時の避難場所の確認、

利用者への連絡手段の確立、ヘルメットや誘導灯、非常時備蓄の増備、職員訓練など実態

に即した見直しを行いました。 

（１）常時の取り組み

▼ 緊急時対応マニュアルの整備

「指定管理者災害対応の手引き」に沿った緊急時対

応マニュアルを作成し、迅速に対応できるよう事務室

の見やすい位置に貼付します。 

なお、マニュアルは、「日中体制時」「遅番体制時」

「休日体制時」の３点を作成します。 

▼ 訓練等の実施 

・利用者を交えた避難誘導訓練（年２回実施）、消防

署指導による訓練を実施します。 

・関内ホールと定期連絡会を実施し、非常時の連携に備えます。 

・全スタッフがＡＥＤ講習会を受講します（年１回）。また、わかりやすく案内掲示します。 

▼ 賠償責任保険の加入 

・施設側の瑕疵により、利用者の身体および物品等に損害が発生した場合に備え施設賠償

保険に加入します。 

利用者を交えた避難誘導訓練

よこはまユース 危機管理体制【図】 
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（２）災害発生時の適切な対応

▼ 火災発生時

青少年育成センター消防計画に基づく自衛消防隊を組織し、各自が役割に応じて初期消

火、通報、避難誘導、応急救護等を行います。 

▼ 地震発生時 

・被害状況と津波襲来情報を把握し、法人本部ならびに横浜市へ報告し、関内ホールと連

携して対応します。津波襲来が予想される場合は、直ちに利用者・スタッフ全員を関内

ホール上層階または最寄りの高層ビル上層階へ避難誘導します。 

・夜間および閉館中に震度５強以上の地震が発生した場合は、よこはまユース防災計画 

（「災害時の職員の自動参集」）に沿って直近動員職員が駆けつけ、被害状況を把握し法人 

本部ならびに関内ホールと横浜市へ報告します。 

（３）風水害への対応

気象情報・交通情報等を把握し利用者に適宜情報提供します。危機管理マニュアルに基

づいた体制を組み、関内ホールと連携して必要に応じて設備点検を行い安全を確保します。 

（４）帰宅困難者一時滞在施設

横浜市防災計画等による「帰宅困難者一時滞在施設」として、飲料水、毛布等の支援用の

備蓄品を確保するとともに、関内ホールと連携して対応にあたります。 

３ 防犯・事故防止の取り組み 

（１）防犯・保安警備業務

【開館中】

関内ホール警備員の定期巡回のほか、職員による巡

回・点検、モニターによる確認を行います。 

【夜間・休館中】 

機械警備を行います。異常が発生した場合は関内ホールと連携し、関係機関への速やか

な通報、警備員の急行により被害を最小限にとどめ、安全確保に努めます。 

（２）事故発生時の対応について

事故防止・事故対応マニュアルに応じて迅速に対応後、直ちに市所管局に報告します。

また、事故報告書を作成し、全スタッフで共有し事故防止に取り組みます。

（３）傷病者への対応

・救命処置や応急処置を施し、救急や近隣の医療機関と連携して適切な対応をします。

（必要に応じてＡＥＤを使用） 

・傷病者の氏名・連絡先を本人または利用団体責任者から聴き取り、経過確認をするとと

もに、報告書を作成し、速やかに市所管局に報告します。 

４ インフルエンザ・ノロウィルス等、感染症への対応 

・横浜市健康福祉局が作成する「感染症対策マニュアル」に従い、必要物品を用意すると

ともに、職員や利用者に注意喚起し予防に努めます。 

・嘔吐が発生した場合は、２次感染予防の観点から職員が適切な処理対応を行います。 

ＡＥＤ講習会の実施 
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エ 個人情報保護に対する取組について

「横浜市個人情報の保護に関する条例」および関係法令を遵守し、よこはまユース「個

人情報の保護に関する規程」に基づき、個人情報を適正に取り扱い、保護に努めます。 

１ よこはまユースの個人情報保護体制 

・「個人情報の保護に関する規程」に基づく個人情報保護マニュアルを作成し、個人情報保

護体制を構築します。 

・各部署・施設における個人情報保護体制の運用状況を、よこはまユース本部の担当部門

が定期的に点検し、改善点を指導します。 

２ 青少年育成センターにおける個人情報保護への取り組み 

▼ 個人情報の厳重な管理と運用 

・業務上必要とし、取得する場合には、その利用目的を本人に通知します。

・収集の際は本人の同意を得て、目的の範囲内、必要最小限とし、目的外に使用しません。

・パソコンデータはパスワードを設定します。

・個人情報を送付する場合は、宛先や内容を複数でチェックします。

・個人情報は鍵のかかる書棚に保管し、業務終了時に施錠します。また、施設外への持ち

出しを禁止します。 

・目的が終了した個人情報は、溶解処理、シュレッダーなどの適切な方法で破棄します。 

▼ 個人情報管理者の配置と日常的なチェック 

・個人情報管理者（センター長）、個人情報管理担当者（職員 1名）を配置し、日常的な管

理体制や研修計画を立てます。 

・チェックリストを作成し、個人情報管理責任者が日常的に点検・指導を行います。 

▼ 個人情報保護研修の実施 

・年２回、全スタッフを対象とした個人情報保護研修を実施します。 

・引き継ぎや全体ミーティング等において、日常的に個人情報保護について注意を喚起し

ます。 

▼ 情報公開請求へ公正な開示 

「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」、「よこはまユース・情報公開規程」に基

づき、情報公開請求などに適正に対応します。 

よこはまユース 個人情報保護体制【図】 
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様式１４（提案書）

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人 よこはまユース 

施設名 横浜市青少年育成センター  

３ 管理運営  （２）収支計画について  

ア 収支計画と無駄な支出の制御策について

1 ５カ年間の収支予算（平成 28 年度〜平成 32 年度） 

【収 入】  （千円） 

項  目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

①利用にかかる料金収入 2,260 2,308 2,344 2,392 2,432 

②自主事業による収入 998 1,050 1,250 1,280 1,300 

合計（①＋②）   （Ａ） 3,258 3,358 3,594 3,672 3,732 

【支 出】  （千円） 

項  目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

①維持管理運営費用 41,820 42,110 42,450 43,100 43,400 

②事業による経費 6,900 6,710 6,606 6,034 5,794 

合計（①＋②）   （Ｂ） 48,720 48,820 49,056 49,134 49,194 

【指定管理料】   （千円） 

項  目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

指定管理料＝ 

（支出（Ｂ）−収入（Ａ）） 
45,462 45,462 45,462 45,462 45,462 

２ 収支計画と無駄な支出の抑制策 

（１）収入計画

▼ 利用にかかる料金収入は、施設稼働率の向上を見込み、５カ年最終の平成 32年度には

2,432千円（平成 28年度対比 7.6％増）を見込みます。

▼ 自主事業による収入については、教室事業の増加、活動支援事業の拡大に伴う収入増、新

たな調査研究受託収入を見込み、５カ年最終の平成 32年度には、1,300千円（平成 28年

度対比 30.3％増）を見込みます。

（２）支出計画と無駄な支出の抑制策

▼ 維持管理運営費用は、５カ年最終の平成 32年度には 43,400千円（平成 28年度対比 3.8％

増）を見込みました。増額は、職員の質の確保の観点から毎年人件費の増額を予定した

ことによるものです。

▼ 事業による経費は、５カ年最終の平成 32年度には 5,794千円（平成 28年度対比 16.0％

減）を見込みました。減額は、相談・情報提供事業の運営効率化、活動支援事業の無駄、

ムラのない事業執行に努め、支出の抑制をはかることによるものです。

（３）指定管理料

収支計画により、指定管理料は、５年間一定の 45,462千円（平成 27年度予算ベース同

額）を見込みました。 
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イ 財務経営状況について

１ 収入源の多様化を進める 

施設稼働率を向上させ、利用料金収入の増加に努めるとともに、自主事業による収入増

に精力的に取り組みます。 

具体的には、教室事業増加による活動支援事業（サービス提供）の拡大、新たな収入源

として、調査研究事業の受託収入を見込みました。特に、調査研究事業の取り組みは、そ

の成果によって、将来的に寄附金の増加にもつながるものと考えます。 

２ 減収に対する迅速な対応 

大きな減収は事業運営に大きく影響するため、常に収入の確保にシビアに取り組む必要

があります。 

当該年度の上半期収入が予定額の 10％を越えて下回った場合には、新たな収入確保のた

めのキャンペーンを展開し、下半期での回復に努めます。 

３ 利用料金設定方針および具体的提案 

（１）第１研修室・第２研修室・ミーティングルーム・和室・スタジオ

利用料金は、部屋面積をもとに算出しています。施設の設置趣旨に基づき、青少年は無

料（スタジオを除く）、指導者・育成者は料金を低く設定しています。 

部 屋 名 第１研修室 第２研修室 ミーティングルーム 和 室 スタジオ 

平

日

月

土
曜

利用時間帯 

① 9:00 ～ 12:00

② 12:15 ～ 15:15

③ 15:30 ～ 18:30

④ 18:45 ～ 21:45

① 9:00 ～ 11:00

② 11:05 ～ 13:05

③ 13:15 ～ 15:15

④ 15:25 ～ 17:25

⑤ 17:35 ～ 19:35

⑥ 19:45 ～ 21:45

料
金

１
コ
マ

 

青少年 無料 無料 無料 無料 
500円 

＊付帯設備使用料を含むため、 

青少年も有料

指導者・育成者 200円 150円 150円 150円 

一 般 1,850円 700円 550円 700円 

日

曜

・

祝

日

利用時間帯 
① 9:00 ～ 12:45

② 13:00 ～ 16:45

① 9:00 ～ 11:00

② 11:05 ～ 13:05

③ 13:10 ～ 15:10

④ 15:15 ～ 16:45

料
金

１
コ
マ

青少年 無料 無料 無料 無料 ① ～ ③ 500円

④ 400円
＊付帯設備使用料を含むため、 

青少年も有料

指導者・育成者 300円 200円 200円 200円 

一 般 2,400円 950円 750円 950円 

（２）団体の活動を支援するための活動支援室の運営と物品の貸出

内容／料金 運営方法など 

活動支援室 

（プリントルーム）

・コピー（10円） ・印刷機（0.5円～） 

・ラミネート（５0円～） 

＊紙折り機、作業物品の貸出（はさみ・ホチ

キス等）は無料 

・利用希望日の１か月前の同日から 

予約受付 

・利用登録や利用許可申請不要 

物品の貸出 

・着ぐるみ（ウサギ・イヌ・ブタ・トラ・パンダ） 

・1泊2日1,000円 （１泊増えるごとに500円

加算、 当日返却の場合も1,000円） 

・利用希望日の2か月前の同日から 

予約受付 

・貸出期間：最長6泊7日 

・利用登録不要 
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様式１５（提案書）

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人 よこはまユース  

施設名 横浜市青少年育成センター  

３ 管理運営  （３）施設の維持管理について 

青少年育成センターは、関内ホールとの複合施設として一体管理を行っています。緊密

な連携と役割分担により、環境と安全に配慮した適切な維持管理に努めます。 

１ 施設の維持管理における基本方針 

・公共施設として、安全・安心・安定性の確保を最重点とした維持管理を行います。

・施設の老朽化を踏まえ、中長期的な視点に立って持続性を持った維持管理に努めます。

・関内ホールの指定管理者と連携・協働し安定的な維持管理を行います。

（１）施設維持管理・長寿命化における取り組み

・常に安全な施設状態を保ち、利用者が快適に過ごすことができるよう、日常の点検や定

期的なメンテナンスを実施します。 

・関内ホールと連携し、法令に基づく各種点検を行います。（建築基準法１２条点検など） 

・「横浜市公共建築物マネジメントの考え方」に従い、計画的な小破修繕を実施します。

また、長寿命化対策事業を踏まえ、比較的大規模な修繕については保全計画を立て、横

浜市と連携して取り組みます。

・横浜市が実施する「公共建築物の保全に関する研修」等

に職員が参加し、施設維持に関する法令や対応を学びま

す。 

（２）日常的な取り組み

・開館前と諸室利用後、職員による自主点検と清掃を行います。

・施設や設備の長寿命化を促進するため、迅速かつ効率的な補修を実施します。

２ 環境への配慮について 

・利用時のゴミ持ち帰りの徹底と併せて、「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」の推進への理解促進を

はかります。 
・物品購入の際には、環境に負担が少なくなるようグリーン購入を行います。 

・国や横浜市が定める環境法令・規則やその他要項を順守し、施設の環境方針を定め、環

境への配慮を実施します。 

・関内ホールと調整し、照明のＬＥＤ化を図ります。 
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様式１６（提案書）

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人 よこはまユース 

施設名 横浜市青少年育成センター 

３ 管理運営  （４）モニタリングの実施について 

よこはまユースの「事業評価システム」により、毎年度すべての事業を対象に評価を実

施します。また、利用者へのアンケート調査等を実施し利用者の声を集めます。 

これらの結果をＰＤＣＡマネジメントサイクルに反映させ、業務改善に取り組みます。 

毎年この取り組みを実施することにより、事業のブラッシュアップを図り、事業効果を

高めます。 

１ 事業評価システム 

▼ 事業評価は、前期（事業年度の 10月実施）と後期（事業実施翌年度の 4月実施）の年２

回実施します。 

▼ 評価として、施設担当者が所管事業を評価（自己評価に相当）する一次評価、法人全体で

取り組む二次評価を実施します。 

▼ 二次評価で、事業評価、今後の対応方針を決定します。この決定をＰＤＣＡマネジメント

サイクルのＡＣＴＩＯＮ（改善）につなげます。 

２ 利用者ニーズの把握と反映システム 

▼ 利用者アンケートの実施 

施設利用者を対象に、利用サービスや管理などの満足度についてアンケート調査します。 

業務改善や貸出物品の購入など利用者サービス向上に反映し、横浜市所管局へ報告する

ほか、結果や対応を館内掲示やＨＰで公開します。 

また、講座・研修等の参加者に対しても、内容についての満足度等をアンケート調査し、

事業実施に反映させます。 

▼ その他のニーズ把握方法 

・施設内に意見箱を設置するほかＨＰに専用フォームを設け、意見や要望等を収集します。 

・集約した意見はデータ化し、全スタッフで共有・検討して業務改善に反映させます。 

ＰＤＣＡマネジメントサイクル【図】
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