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平成２０年度 横浜市道志青少年野外活動センター事業計画書 

 

１ 施設管理に関する基本方針 

・施設の管理運営について 

１ 地元の地域特性を生かした施設運営 

私たちは、地元の特性を生かし、幅広い層のニーズに対応した魅力ある野外活動プログラムと

充実した各種サービスを提供することにより、青少年をはじめ広く市民に親しまれ、気軽に利用

される施設運営をしていきます。 

また、野外活動センターが横浜市と道志村との合意によって開設された経緯と、平成 16 年に交

わされた「横浜市と道志村の友好・交流に関する協定書」の趣旨を踏まえ、地元の人材活用や経

済活性化への貢献など、今まで築きあげてきた地元との協力・連携の関係を基にした施設運営を

していきます。 

 
２ 施設特性に応じた運営 

(1) 質の高い活動支援 

豊かな自然環境の中にあるキャンプ場については、利用者が安心して野外活動体験ができる

よう支援していきます。 
そのために、様々な自然条件に対応できる経験・ノウハウをもつ職員の配置とともに、私た

ちがすでに構築した、市内で活動している野外活動指導者等を派遣できる体制を活用して、安

全で楽しい野外活動を提供することにより利用者満足度の高い運営を行います。 
(2) 地元との交流拠点 

「山村振興モデル事業」により開設されたスポーツ広場については、その趣旨を踏まえ、横

浜市民と道志村民との交流の拠点とするとともに、広く市民に親しまれるスポーツ施設として

運営します。 
 

３ 多様な自主事業展開 

地元の特性を生かした物販等による利用者サービスと、より多くの市民にとって野外活動の機

会が得られるような各種野外活動教室を利用団体に支障のないよう配慮して実施し、利用促進を

図ります。 
 
４ 利用者サービスの向上とコストの縮減 

市民が予約から利用までを気持ちよく行えるよう、利用者志向に徹した日々の業務を遂行し、

常に創意工夫を心がけるとともに、改善意欲を持って施設運営を行います。 
一方、蓄積した経験・ノウハウの活用、専門知識を持った人材の効率的な配置及び本部機能を

含めた後方支援体制に加え、専門技術を要する各種業務については業務委託を行い、安全性・効

率性を重視したコストバランスのとれた管理運営体制を構築します。 
また、利用者サービスの向上も含めて、全ての管理運営にＰＤＣＡサイクル（計画→実践→評

価→改善）を取り入れ、より利用者満足度の高い管理運営を行います。 
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・野外活動事業について 

１ 魅力ある野外活動機会の提供 

これまでの経験やノウハウと地元の特性を熟知した人材を生かし、市民の各世代に対応したプロ

グラムを提供し、より多様で魅力ある野外活動事業を実施します。 
また、横浜市スポーツ情報センターと連携したインターネットのホームページや各種広報媒体を

活用して、野外活動センター情報やさまざまな魅力ある野外活動情報を発信します。これにより、

すでに野外活動に親しんでいる層はもとより、比較的関心の薄い層に対しても、野外活動の普及・

振興を図ります。 
 
２ 地元の特性を生かした事業展開 

地元の関係機関をはじめ横浜市水道局、民宿   や施設などと協力・連携し、水源涵養林、観

光資源等を活用するとともに、地元の歴史や自然をよく知る地元の人材を活用した事業展開を一層

進めていきます。 
 

３ 各種団体指導者のニーズの反映 

学校や青少年団体、青少年指導員、体育指導委員など利用団体指導者の要望等を積極的に取り

入れ、より質の高い野外活動事業を展開します。 
 
４ これからの野外活動展開 

(1) 環境学習事業の展開 

これまでの活動プログラムにも環境学習に関する要素を取り入れてきましたが、今後は、学

校教育のカリキュラムに対応した環境教育や、市民の誰もが自然体験により環境への関心を深

められる事業を展開し、横浜市が進める持続可能な循環型社会の形成に寄与します。 
(2) 不登校児・生徒支援事業 

学校や各種団体が行う自然体験や集団宿泊体験による不登校児・生徒の支援事業については、

関係機関と協力・連携して積極的にサポートします。 
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・運営業務について 

１ 利用者から信頼される施設運営 

(1) ホスピタリティをもった対応 

入所から退所まで、全職員が蓄積した経験・ノウハウをもとに、利用者に対するきめ細かな

アドバイスや接客を実行するなど、ホスピタリティ（人に対する思いやりの心）をもって運営

にあたります。 
(2) 利用者満足度の高い施設運営 

市民ニーズや時代の要請を反映する仕組・手段として、利用者モニタリング等を実施し、そ

の評価を検討して、常に利用者満足度の高い施設運営につなげていきます。 
(3) 適正な個人情報管理 

私たちは、平成 12 年から横浜市条例に準拠した内部規程(個人情報の保護に関する規程)を制

定し、個人情報の保護に組織的に取り組んできました。今回の条例改正にともない、職場内研

修を充実させるとともに、委託業者との契約においても個人情報の保護を徹底する旨を盛り込

んでいます。今年度当初に「プライバシーマーク」の取得をします。 
(4) 透明性をもった施設運営 

指定管理者は、野外活動センターに投入される税金の使途を市民に対し説明する責任がある

と考えます。私たちは、横浜市の条例に準拠した内部規程に基づき、個人情報の保護に 大限

配慮しつつ、ホームページで施設管理運営情報を公開します。 
  
２ 利用者への活動支援 

(1) キャンプ場の施設運営 

キャンプ場では、市内で育成した人材を運営スタッフとして活用し、豊富な活動プログラム

を用意するとともに、利用団体の目的や特性に合った助言・指導を行い、多様なニーズに対応

した運営を行います。 
さらに、経験豊富な職員と、利用者の病気やケガの予防に対する助言や救急処置ができる人

材を配置し、安全を確保した運営を行います。 
(2) スポーツ広場の施設運営 

スポーツ広場での活動は、テニスに限らず多目的なスポーツ活動や文化活動ができるよう、

利用者ニーズに応えた運営を行います。また、横浜市民と道志村民との交流拠点として、広く

村民にも親しまれる施設運営を行っていきます。 
 
３ 利用促進 

施設利用案内や野外活動教室の開催案内等について、インターネットやリーフレット等、多様

なメディアを活用した効果的な広報を行います。 
また、自主事業の収益で多くの市民が集まるイベントを開催することにより、施設利用のＰＲ

を図り、利用促進につなげます。 
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・維持管理業務について 

１ ファシリティ・マネジメント体制の構築 

(1) 自助努力を重視した管理 

日常の施設設備の安全点検や館内清掃等については、適切な管理マニュアルのもと、施設職

員自らが行います。電気・機械設備に精通した技術専門職員や体育施設管理士による、施設設

備の劣化・老朽化に対する技術面での後方支援体制を強化します。 
(2) 施設設備情報のシステム化 

施設設備の修繕履歴等の各種情報をシステム化し、ファシリティ・マネジメント（建物の効

率的総合管理）体制を築くことで、故障・障害時の迅速・適切な対応を可能とさせるうえ、横

浜市の営繕計画執行に的確に協力することができます。 
また、この体制の構築により、計画的な保全や迅速な修繕対応が可能となり、光熱水費や保

守管理費等を含む、建物の生涯費用を低減させ、設備機器等の長寿命化に貢献します。同時に、

契約内容の見直しなどの取り組み・改善を行い、日常的なコスト縮減も図ります。 
ファシリティ・マネジメントの実施により縮減した財源は、備品の更新や小破修繕費等に充

当することにより、横浜市の財源負担を軽減していきます。 
 
２ 安全で快適な施設づくり 

(1) 安全・快適な施設管理 

利用者満足度を高めるために、施設環境空間の安全性・快適性について、ファシリティ・マ

ネジメント体制の中で相互に評価し、その推進に 大限の配慮をします。 
また、利用者・施設に万が一の事態が発生した場合に備え、危機管理体制マニュアルに則り、

定期的に訓練をすることで、安全な施設管理を遂行します。 
(2) 専門性を確保した管理 

水道設備や消防設備の点検など、高い専門性を必要とする業務の遂行については、信頼のお

ける地元の専門業者に業務委託を行うことで、より安全・安心な施設管理を担保します。 
 
３ 環境にやさしい施設環境づくり 

(1) トータルコストに優れた施設 

常に、中長期的視点に立った経営的施設管理を行い、施設の長寿命化を図るとともに設備の

効率的な運転を確立し、省資源・省エネルギーを推進します。 
(2) 環境マネジメントの構築 

環境問題克服への取り組みは、私たちの当然の責務です。そのために、横浜市が奨めている

「ヨコハマＧ３０」を積極的に取り組み、継続して施設の環境保全を図ります。 
(3) 省資源・省エネルギーの推進 

節水・節電の館内掲示を行うとともに、契約電力の見直しやグリーン購入の取り組みなど環

境に配慮した施設管理を行います。 
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・地域との連携について 

１ 横浜市と道志村との連結役 

私たちは、野外活動センターの管理運営を受託して以来 20 年に亘り、横浜市及び地元道志村と

連携・協力した、道志村児童を横浜市に招待する「教育施設協力町村児童受入事業」等の各種事業

を展開してきました。これまでに築き上げてきた信用、信頼関係と事業提携ノウハウを 大限活用

し、今後も両自治体相互の連携・協力による友好関係維持、発展のための事業展開を行い、連結役

としての役割を積極的に果たしていきます。 
 
２ 友好交流促進事業への支援 

横浜市と道志村で交わされた「横浜市民ふるさと村」に関する覚書では、多くの市民が道志村

を訪れ、多種多様な体験等を通して自然に親しむ中で、市民と村民との交流が活発に持続して行

われるように友好交流促進事業を行うとしています。 
私たちは、この趣旨を踏まえ、野外活動センターの施設運営を通して、「道志村の自然体験教育

のモデルプログラム検討事業」や「道志水源林ボランティア活動について」などの事業を積極的

に支援していきます。 
 
３ 地元に密着した施設運営 

野外活動センターの施設職員は、これまでと同様に地元に在住する人材を雇用し、地元との良

好な関係を築いていきます。特にキャンプ場は、自然環境に左右されやすい立地条件にあるため、

管理運営業務に豊富な経験とノウハウを持った人材を雇用します。 
また、スポーツ広場の外構清掃や植栽の管理、キャンプ場の開設準備などは、地元の人材等を

活用し、地元経済の活性化にも貢献していきます。 
 
４ 地元の特性を活用したプログラム展開 

利用団体に提供する活動プログラムは、野外活動センター周辺の自然環境と特性を存分に活用

した野外活動や自然体験活動を中心に展開していきます。 
その中でも、横浜市の水源となっている道志川の支流、その源となっている水源涵養林を活用

した、ハイキングや自然観察等のプログラムの展開をします。これにより、横浜市の水源林の仕

組みや大切さを理解する機会としていきます。 
また、地元の観光地や公共・民間施設を活用し、広い市民層にも楽しむことができる事業の開

発を進めていきます。 
 



２ 施設管理に関する基本目標値 

・利用団体数：広報、プログラムの充実や教室などの利用促進を図り、利用団体数５４０団体を目

指します。（平成 14～16 年度比６％、30 団体増） 

・利用者数：テニスコートの利用区分やテントサイトの割り振りを柔軟に対応することで１団体あ

たりの利用者数を増やし、実利用者数４，３２０人を目指します。 

・プログラム提供：自然観察などのプログラムを１件、創作活動などのプログラムを１件、伝承遊

びなどのプログラムを 1 件、合計３件の新規プログラム開発又は既存プログラムの改良を目指し

ます。 

・野外活動教室：自然体験や集団活動体験を通して青少年の健全育成を図る目的を持った教室を２

事業、家族で自然とのふれあいを楽しむための教室を２事業、合計４事業の実施を目指します。

（平成 19 年度５事業） 

   

３ 実施体制・職員配置計画 

職 務 人数 

・所長（統括責任者） 事務局施設運営課担当課長兼務  １ 

・嘱託職員（主事） スポーツ広場管理運営担当者  １ 

・管理員 キャンプ場管理担当者  １ 

・アルバイト スポーツ広場管理運営補助  ２ 

・運営スタッフ キャンプ場運営サポート  

  

 緊急時の連絡体制 

 

① 緊急時には、全職員及び委託業者が事務局所管課長（責任者）へ直接、連絡報告する体制とし、

迅速な対応を行います。また、必要に応じて道志村役場へ連絡・報告します。 

② 事務局所管課長（所長）は情報の確認、把握をしたうえで遅滞なく横浜市こども青少年局（所

管課）へ連絡、報告します。 

 

アルバイト嘱託職員

体育協会事務局
施設運営課担当課長

こども青少年局
青少年育成課

横浜市道志青少年野外活動センターの緊急連絡体系図

体育協会事務局
　施設運営部長

　　　道志村役場

スポーツ広場

キャンプ場（夏期）

管理員 運営スタッフ

TEL 0554-52-2254

TEL 0554-52-2165
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４ モニタリング（指定管理者）実施計画 

 (1) 利用団体指導者・引率者 

頻度 

 利用団体の利用機会ごとに実施します。（全利用団体） 

方法 

 提供する施設・サービスについて、利用者満足度をはかるための５段階評価（２０問程度）と要

望を口答でお聞きします。質問は退所式前の空き時間に団体責任者・引率者へ個別に依頼します。

モニタリング項目 

 利用者満足度（利用期間、接客・利用者サービス、施設・設備の利便性と快適性、提供するプロ

グラムの種類・内容・指導）とその理由及び要望。 

   

 (2) 団体利用者 

頻度 

 利用団体の利用機会ごとに実施します。（全利用者） 

方法 

 提供する施設・サービスについて、利用者満足度をはかるための３段階評価（１０問程度）と自

由記述の要望を質問紙（Ａ４用紙１枚）でお聞きします。質問紙は、依頼可能数を入所受付時に代

表者へ渡し、退所時の提出を依頼します。 

モニタリング項目 

 施設・設備の利便性と快適性、体験したプログラムの満足度とその理由及び要望。 

 

 (3) 野外活動教室参加者 

頻度 

 事業の参加機会ごとに実施します。（全参加者） 

方法 

 提供する事業内容・サービスについて、利用者満足度をはかるための５段階評価（２０問程度）

と自由記述の要望を質問紙（Ａ４用紙１枚）でお聞きします。質問紙は参加対象に応じて、事前に

郵送、退所前の「ふりかえり」時間に記入するなどの方法で依頼します。 

モニタリング項目 

 利用者満足度（野外活動教室の時期・時間・回数・金額・種類・プログラム内容・指導内容）及

び要望 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 広報・利用促進実施計画 

 １ 広報計画 

 

２ 利用促進計画 

(1) スポーツ広場の利用促進 

テニスコートは、予約状況に応じて時間延長や利用区分の調整を柔軟に対応します。また、

テニス合宿等が可能となるように寝具等のレンタルを自主事業で行い、利用促進を図ります。

クラブハウス内の和室は地元住民の会合や集会、ゲートボール場は地元老人会など、定期的

な利用を道志村役場等と協力、連携して働きかけています。 

横浜市水道局、ボランティア団体「道志間伐材活用横浜サポート隊」等と協力、連携し、活

動の受け入れをはじめ、ホールに水源涵養林や間伐ボランティアの活動を紹介する展示コーナ

ーを設置するなど、横浜市民と道志村との交流の拠点となる取り組みを行い、多目的な施設利

用を図ります。 

(2) キャンプ場の利用促進 

多様化した市民ニーズの対応や利用促進の観点から、夏休み前の連休となる７月 19 日（土）

より８月 31 日（日）まで、利用の受け入れを行います。 

「水源林」や「緑のダム」をテーマにした自然観察や環境教育となるプログラムの充実とと

もに、それに伴う指導体制と指導技術の向上を図り、利用者満足度を高めます。 

(3) 自主事業による利用促進 

青少年をはじめ、家族や広い市民層が道志の自然を満喫できる野外活動教室４事業を開催す

るとともに、利便性を図るための物品販売やレンタルなどの自主事業を行うことにより、定期

的に利用するリピーターを増やし、利用促進を図ります。 
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方　　法 回数・数量

予約状況情報 ホームページの定期更新 週１回

利用案内、教室案内、プログラム紹介、施設
周辺の自然状況、野外教育・野外活動関連
サイトのリンク先　他

ホームページの随時更新 随時

利用申込の利便性
申請書類等、利用の手引き等のダウンロー
ド、ホームページ上で教室の受付

随時

施設利用案内パンフレット・チラシ 1,000部×１回

教室チラシ 2,000部×４回

夏期利用抽選会の案内 「広報よこはま全市版」４月号掲載依頼 １回

教室案内
「広報よこはま全市版」「みんなで育てるハマ
の子ども」「よこはま環境伝言板」掲載依頼

随時

市内で開催するイベント「ヨコハマ・ワール
ド・ウオーク」「スポーツ・レクリエーション・
フェスティバル」等

野外活動体験・施設ＰＲコーナーの開設、利
用案内・教室チラシ等の配布

５月、１０月

地域イベントの参加協力
道志村で開催される「林間ロードレース」のイ
ベント協力で施設利用案内パンフレット・チラ
シの配布による施設利用等のＰＲ

１０月

内　　容

パンフレット・チラシの配布

市ＰＲボックス、各区役所情報コーナー、協会
管理施設などへの配布

広報媒体の活用

イベントでのＰＲ活動

インターネットによる情報配信
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６ プログラム提供実施計画 

１ プログラム内容 

(1) スポーツ広場で提供するプログラム 

スポーツ広場のメインプログラムであるテニスは、硬式、軟式のラケットとボールを無料で

貸し出し、道具を持っていない利用者でも手軽に楽しむことができるようにします。 
テニスコートを活用したインラインスケートや一輪車など、必要な用具は自主事業で購入

し、有料で貸し出します。 
研修室では卓球、ホールや研修室ではけん玉・輪投げ等の昔遊び、水源林の間伐材を活用し

たコースター作りなど、幼児から大人まで一緒に楽しむプログラムを提供します。 

芝生広場では、バトミントン、キャッチボールなどのスポーツ・レクリエーション活動をは

じめ、バーベキューなどの食事作りを楽しむプログラム提供を行います。 

(2) キャンプ場の自然体験活動 

テント設営や野外炊事のための用具の貸し出し、テントサイトへの案内、テント設営指導や

カマド作りからの野外炊事指導など、運営スタッフが全面的に支援します。 

沢をせき止めた溜まりに養魚場から仕入れたニジマスやヤマメを放し、つかみ取りや自分で

さばいた魚を食べる体験となるプログラムをコーディネートします。 

水源林の環境を生かしたハイキングや川の環境を学習する自然観察会では、「緑のダム」と

言われる所以の保水力を確かめる実験を行いながら、木々とふれあう森林浴を楽しみます。 

夜のプログラムは、家族利用を対象にキャンプファイアや星空観察などのプログラムを運営

スタッフが主催します。 

クラフトコーナーを 9 時から 15 時まで管理棟や雨天集会場に設置し、焼き板や木のペンダ

ント、小枝のカードたてなど、どれでも一つ 100 円で提供し、運営スタッフが指導します。 

 

２ プログラムの提供方法 

(1) スポーツ広場 

テニスの利用は、午前９時から午後９時までのナイター利用を含めた２時間単位、６区分を

設定します。利用できる区分については、１日につき１区分までとしますが、予約状況に応じ

て柔軟に受け付けます。 

テニスラケットやボールは無料で貸し出しを行い、初心者でも気軽に楽しむことができるよ

うにします。 

テニスの休憩時間やコート待ちをしている利用者には、短い時間でも楽しむことができるク

ラフトや軽スポーツを随時紹介し、希望に応じた提供をします。 

(2) キャンプ場 

利用団体の活動については、団体指導者、引率者の下見や実地踏査、職員や運営スタッフと

の十分な事前打ち合わせを行うように助言します。打ち合わせでは、目的や団体の条件にあわ

せてコーディネートをし、引率者が直接指導する場合には、実施方法もアドバイスしていきま

す。また、プログラム等の相談のみでなく、活動が安全に円滑に実施できるように、食糧計画

や、傷害保険などのマネジメントに関する相談も行います。 

団体指導者、引率者の経験が豊富で、プログラムに関する資料等の提供のみで実施可能な場
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合には、職員・運営スタッフは、必要物品の貸し出しなど管理上の支援を行います。 

団体が希望するプログラムの運営に専門的技術や経験が必要な場合には、職員・運営スタッ

フが楽しく、安全にプログラム指導を行います。 

(3) 地元との連携 

道志村役場をはじめ、地元の観光施設と協力・連携を図り、利用者が温泉入浴やそば打ち体

験、魚釣りなどのプログラムを実施するための利用案内をします。また、小学校体験学習など

の学校利用では、「東富士七里太鼓」や「村民との交流会」等の会場として関係機関との調整

を図ります。 

 

３ スタッフ体制 

(1) 職員、運営スタッフの指導体制 

スポーツ広場では、職員１～２人がテニスコートのセッティングや希望に応じたプログラム

の準備、用具の貸し出しを行うとともに、利用についての説明、安全上の注意を行います。 

キャンプ場では、利用団体の人数等に応じて運営スタッフ１～２人が担当者となり、当日の

受付から退所までの活動を支援します。プログラムの指導依頼が無い場合は、用具の貸し出し

説明等を行うとともに待機し、安全に配慮します。また、指導依頼が有る場合は、内容や利用

団体の人数等に応じ、担当する運営スタッフを中心に１～４人が指導にあたります。 

(2) 運営スタッフの育成 

キャンプ場の運営スタッフには、横浜市野外活動指導者をはじめとする市民ボランティアを

活用し、利用団体へのプログラム支援を行います。その育成は、開設前に個人情報の取り扱い

やＡＥＤの操作方法等について研修会を実施するとともに、施設の管理運営を行う中で指導技

術や接客についてＯＪＴ研修を職員が行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 建物等の保守管理・補修実施計画 

１ 保守管理計画 

日常点検については、事務局

設備管理担当監修の点検マニ

ュアルを作成し、職員が各設備

起動時及び利用者清掃後の点

検や補完清掃時に実施し、法定

点検や専門技術を必要とする

業務は専門業者へ委託します。 

委託時には委託先責任者及び作業担当者に対して、業務内容に関する業務仕様書により教育を

行い、作業状況及び報告書のチェックにより、業務の見直し改善を行います。これにより、施設

の長寿命化に貢献できる効率的な保守管理を行います。 

また、事務局へ維持に関する相談や緊急対応を可能とする保全コールセンター機能を設け、「安

心」「快適」な施設運営をバックアップするとともに、効率的な職員配置を実現します。 

 

２ ファシリティマネジメントに基づく補修計画 

職員及び委託業者による施設点検において発見した不具合箇所や、補修等の履歴を施設設備デ

ータとし蓄積し、施設職員と事務局とで情報の共有化を図ります。この情報システムを活用して、

ホールの水銀灯交換などの年次保全計画及び熱源機器等の主要部品交換など、３～１０年間隔の

中長期保全計画の作成準備を進めます。 

 

３ 施設職員による補修計画 

 施設の長寿命化を図るため、職員が行える補修等については

定期的及び日常点検で発見した破損箇所は随時実施します。今

年度はキャンプ場の野外炊事棟など、利用する上で安全を確保

するための補修を行います。 

 

４ 専門業者による補修計画 

 職員が行う補修では対応できない専門的な技術を要する場合は、補修方法や内容について専門

業者と打ち合わせを行い、年間予算の範囲内で緊急性の高いものから実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務名称 点検項目 点検内容 点検者 回数

建物 破損等目視点検 毎日

浄水設備（ｷｬﾝﾌﾟ場） 作動点検 毎日

ボイラー（ｽﾎﾟｰﾂ広場） 作動点検 使用時

消防設備（ｽﾎﾟｰﾂ広場） 外観・総合（法定） 年２回

浄化槽設備（ｽﾎﾟｰﾂ広場） 水質検査・機能点検 年６回

浄化槽設備（ｷｬﾝﾌﾟ場） 水質検査・機能点検 年２回

浄水設備（ｷｬﾝﾌﾟ場） 水質検査・機能点検 年２回

定期点検 専門業者

日常点検 施設職員

キャンプ場補修内容 数量

野外炊事棟補修 ２棟

ハイキングコース整備 １コース

常設テント用土台 30か所
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８ 清掃・外構植裁管理実施計画 

１ 清掃計画 

(1) 利用団体の清掃活動指導 

利用団体が使用した場所や共用部分の

清掃は、清掃方法や用具置き場、団体ご

との分担などを利用の手引きや利用打ち

合わせにおいて団体指導者へ助言と調整

を行い、利用団体の清掃活動が自主的、

円滑に実施できるよう支援します。 

(2) 日常清掃 

利用者の活動中や利用の前後に職員や

運営スタッフによる清掃とチェックシー

トを使用した点検を行います。特に、ト

イレや浴室等の水回りについては、利用

状況に応じて洗浄・殺菌・消毒により常

に衛生的に保ちます。 

キャンプ場で貸し出す野外炊事用具の

洗い直し、毛布の乾燥などの作業は運営

スタッフが行い、次の利用者への準備、

汚れや破損等の点検を併せて行います。 

(3) 定期清掃 

スポーツ広場の窓ガラス等の清掃は、職員が月に１回、定期清掃として行います。 

キャンプ場の開設準備期間中には、テントサイトの落ち葉･枝の除去、常設テントの清掃、

撤収期間中には次年度に向けてテントの防水加工や補修などの作業を行います。 

(4) 水遊び広場の清掃活動 

旧キャンプ場跡地に隣接する水遊び広場は、人工池内の枯葉・泥の除去や周辺の清掃を行い、

沢からの水が絶えず池に流れ入るように保ちます。また、簡易水洗の仮設トイレをレンタルで

自主的に設置し、１日に１回の清掃とトイレットペーパーなどの消耗品の補充を行います。 

 

２ 外構植栽管理計画 

日常業務として植栽点検や建物周囲の落ち葉清掃を職

員や運営スタッフが行い、病害虫等の早期発見に努める

とともに、植栽がプログラム活動や歩行者、車両の妨げ

とならないように管理します。 

除草、中低木の剪定や刈り込み、雨樋や排水溝の清掃

は、定期的に職員や運営スタッフが行います。剪定については、植栽の種類により毎年その内容

の必要性を検討し見直しを図ります。薬剤の散布や高木の剪定については、必要に応じて専門業

者に委託します。 

 

【スポーツ広場の外構植栽管理計画】
　　内　容 回数 実施者
芝刈り 月１回 職員等
除草 随時 職員等
中低木剪定 年１回 職員等
高木剪定・消毒 随時 委託業者等
排水溝 年１回 職員等

【職員及び運営スタッフの清掃計画】

ごみ収集（ゴミ箱） 毎日
台所の床除塵、洗浄 毎日
調理器具滅菌、除菌等 適宜 利用ごと
ホール・集会室の床除塵、整理 毎日
事務所内の除塵、整理 毎日
トイレの床除塵、便器清掃 毎日
トイレ等衛生消耗品の点検・補充 適宜 利用ごと
シャワー室清掃 適宜 利用ごと
建物内・外、外構ごみ拾い 毎日
テニスコート、芝生広場の除塵 毎日
台所排水溝清掃 週１回
台所換気扇清掃 年４回 4･7･10･1月
ガラス窓清掃 月１回
トイレ換気扇清掃 年３回 4･9･12月
照明器具清掃 年４回 4･7･10･1月
食堂電気傘・高所埃除去 年２回 6・12月
管理棟の床除塵、整理 毎日
テントサイトのごみ拾い 毎日
野外炊事場のごみ拾い、洗浄 毎日
雨天集会場のごみ拾い 毎日
トイレの床除塵、便器清掃 毎日
トイレ等衛生消耗品の点検・補充 毎日
水遊び広場の清掃（トイレ含む） 毎日
常設テントの清掃 毎日
常設テントの洗浄・防水・補修 年１回 撤収時
場内整備 年１回 開設時
毛布乾燥 毎日

内　　　　　容

ス
ポ
ー

ツ
広
場

キ
ャ
ン
プ
場

回数
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９ 保安・警備実施計画 

１ 施設の保安・警備体制 

(1) 日常の安全管理 

日常業務として、施設内外の巡回点検を日常清掃と併せて職員が行い、破損などの異常を発

見した場合は事務局担当課長へ連絡し、対策を講じます。また、野外炊事場などの施設設備及

び刃物等が含まれる貸し出し用具についても日常点検を行い、チェックシートで保管状況を確

認するとともに、常に職員や運営スタッフ全体が把握することで事故発生の予防をします。 

(2) 夜間・宿泊時の警備体制 

スポーツ広場の夜間利用がある場合は、遅番勤務の職員を１人配置し、施設内の見回りを行

い防犯、防火及び防災に努め、異常時の際は迅速かつ適切に対処します。 

キャンプ場の宿泊利用がある場合は、利用団体が行うキャンプファイア等の夜間プログラム

や消灯後のテントサイト等の見回りを運営スタッフが行い、防犯、防火及び防災に努め、異常

時の際は迅速かつ適切に対処し、宿泊施設としての安全管理を図ります。また、各テントや野

外炊事場での安全管理については、利用の手引きや事前打ち合わせの中で、火器の取り扱いや

就寝時のカマドの火の元確認など、利用団体責任者へ助言・指導を行います。 

(3) 盗難対策 

貴重品については、利用団体の自己管理によって盗難防止を図るように助言し、盗難事故が

発生した場合は、職員が詳細を把握し、警察や事務局、所管局に通報、報告を遅滞なく行いま

す。また、拾得物や忘れ物については、記録簿に記載して保管するとともに、名前が書いてあ

るなどの持ち主が分かるものは、団体責任者に連絡します。 

 

２ 緊急時の対応 

(1) 定期訓練の実施 

防火管理者は消防計画を策定し、職員間に周知徹底をするとともに、毎月一回の自主点検及

び毎年一回以上の防火・避難訓練を実施します。また、スポーツ広場の職員は普通救命法の講

習を受講します。スポーツ広場、キャンプ場ともに、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の配置及

び取扱いについての定期研修を実施し、職員やキャンプ場運営スタッフが不測の事態において

も適切な対応がとれる、安全な施設運営を行います。 

(2) マニュアルに基づく対応 

施設内外で緊急事態が発生した場合、職員は、『危機管理マニュアル』（防災計画、不審物発

見時の対応、事故発生時の対応、心肺蘇生・自動体外式除細動器使用方法等の内容を整備）及

び日頃の訓練に基づき、利用者の応急処置や避難誘導等を実施し、安全を確保します。同時に、

必要に応じて、地元警察・消防署等への連絡や、事務局・所管局会等への報告を遅滞なく行い

ます。 

(3) 自然災害時の利用対応 

大規模な台風や地震などによる自然災害が発生した場合には、危機管理マニュアルに基づ

き、事務局に災害対策（警戒）本部を設け、情報を収集し、所管局に報告するとともに、施設

に対して災害応急対策実施の支援等を行います。開所時間外については、配備・動員計画（風

水害・地震配備体制）に基づき、施設の保全や緊急連絡が行える体制をとります。 
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台風等の接近が予想される場合は、利用者の安全確保を第一に考え、早急に事務局との協議

により対応策を決定し、所管局等へ報告します。利用中止の場合は、早急に利用団体責任者へ

連絡するとともに、ホームページ等にその旨を掲載します。この場合、可能な限り代替日を調

整します。 

また、滞在中の利用団体への対応は、予想される被害や降雨量により国道 413 号線が通行止

めになる交通事情などを考慮し、日程を短縮しての退所、もしくは延泊などの対応策を利用団

体責任者とも相談して決定します。特にキャンプ場は携帯電話が使えず、電話や林道が遮断さ

れた場合は連絡を取る手段が無くなるため、 新の気象情報の収集や地元職員の持つ経験を生

かすなど、細心の注意を払った対応を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０ 自主事業実施計画 

１ 野外活動教室事業 

キャンプなどの野外活動を通して、青少年の健全育成に寄与する事業、家族を対象とした事業

等、平成 18・19 年度の実績や参加者モニタリング等の分析を基に、全４事業を実施します。ま

た、テニス愛好者にスポーツ広場の利用機会を提供する教室、キャンプ場の比較的利用が少ない

平日に子どもや家族を対象とした教室を開催し、施設の利用促進を図ります。 

(1) こどもを対象とした事業 

様々な自然体験活動、テニスなどのスポーツ、異年齢集団での宿泊体験を通して、仲間との

課題解決のプロセスで得られた達成感を味わうことにより、自主性、協調性、創造性を養い、

自分や自然を見つめなおす機会とする教室を２事業開催します。 

(2) 家族を対象とした事業 

親子や家族でハイキングや自然観察、釣りなどの自然体験活動を通して、野外で遊ぶ楽しさ

や家族でふれあう喜びを感じる教室、家族でテニスをはじめとするスポーツや道志の自然を楽

しむ教室の２事業を開催します。 

 

２ 物販事業による利用者サービス 

(1) 宿泊・プログラム用品の販売 

利用者の利便性を図るため、宿泊に必要な日常生活品や活動に必要な物品などを管理棟で職

員が販売します。また、お土産用として、地元の水源林の間伐材を活用した民芸品や「はまっ

子どうし」などを販売し、思い出と一緒に持ち帰ることができる利用者サービスを行います。

(2) 自動販売機の設置 

スポーツ広場のラウンジに４月から１０月までの７ヶ月間、キャンプ場の管理棟前に７・８

月の２ヶ月間、清涼飲料水などの自動販売機を設置し、利用者の利便性の向上を図ります。 

(3) 給食・ケータリング 

スポーツ広場の厨房設備は利用者が自由に使用できるようにするため、施設での食事提供は

実施しませんが、事前に地元の商店や民宿などに注文し、食材や弁当などの配達ができるよう

に紹介を行い、利用者の利便性を図ります。 
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【教室一覧】 （税込み）

事業名 開催期間 対　　象 内　　容 人数 参加費 募集期間

道志
ジュニアテニスきゃんぷ

7月29日（火）～31日（木）
2泊3日
事前説明会7月13日

小学3年生
～6年生

テニスレッスン・ゲー
ム、野外料理、自然観
察、星の観察、クラフ
ト、そば打ち体験　他

24 37,000円
5月7日（月）
～17日（土）

親子のんびりテニス
9月13日（土）～14日（日）
1泊2日

小学生と家族
テニスレッスン、野外料
理、クラフト、温泉入
浴、そば打ち体験　他

20
小学生　15,000円

中学生以上
16,000円

8月8日（金）
～22日（金）

Ａ　7月22日（火）～24日
（木）　　　　　　　2泊3日

60
6月14日（土）
～23日（月）

Ｂ　8月18日（月）～20日
（水）　　　　　　　2泊3日

60
6月24日（火）
～7月3日（木）

Ｃ　8月22日（金）～24日
（日）　　　　　　　2泊3日

60
7月4日（金）
～7月13日（日）

Ａ　8月4日（月）～6日（水）
2泊3日

24 20,000円

Ｂ　8月6日（水）～9日（土）
3泊4日

24 24,000円

家族ではじめてキャンプ
ｉｎ　道志

保護者を含む家
族、またはｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ

テント生活、野外炊事、
キャンプファイア、クラフ
ト、自然観察、ハイキン
グ、マスのつかみ取り
他

0～2歳児　500円
3～未就学児

2,500円
小学生　5,500円

中学生以上
6,500円

道志の森キャンプ
小学3年生
～中学3年生

テント生活、野外炊事、
キャンプファイア、自然
観察、ハイキング、クラ
フト、マスのつかみ取
り、星の観察　他

6月14日（土）
～23日（月）



キャンプ場では配達が可能な地元の商店を紹

介し、食材や飲み物などの重いものや日持ちのし

ない生鮮食品を横浜から持参しなくて済むよう

に、利用者の利便性を図ります。 

 

３ 貸し出し備品による利用者サービス 

魅力的で豊富なプログラムを充実し、利用促進と

利便性の向上を図るため、活動に必要な用具を購入

し、リーズナブルな料金で利用者に貸し出します。 

公衆電話等の設置は、利用頻度や使用期間が短い

などの理由で設置ができないため、事務所にある業

務用電話を利用者に貸し出し、料金表示設定による

金額を支払ってもらいます。 

 

４ 収益は市民の野外活動普及・振興へ 

 自主事業の収益については、野外活動の普及・振

興を図るイベント等、野外活動センターの修繕やプ

ログラム提供のための用具、備品の購入に使用し、

市民への還元を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レンタル用品】 （税込み）
内　　容 料金

テーブルセット ４００円／1台・1日
バーベキューコンロ ４００円／1台・1日
インラインスケート靴 ２００円／２時間
一輪車 ２００円／２時間

テーブルセット ４００円／1台・1泊
バーベキューコンロ ４００円／1台・1泊
電池式ランタン ２００円／1台・1泊

スポーツ広場

キャンプ場

【販売物品例】 （税込み）
内　　容 料金

はまっ子どうし（500ｍｌ） １１０円
はまっ子どうし（2000ｍｌ） ２３０円
靴下 １，０００円
硬式テニスボール（２個） ８００円
間伐材小物（お土産品） １８０～７２０円
丸太椅子 ４００円
軍手 ４０円
軍手（子供用） １３０円
皮手袋 １，１００円
ビニールカッパ ２６０円
ビニール傘 ２６０円
タオル １６０円
歯ブラシ ３８０円
ライター １００円
マッチ ２０円
食品ラップ ２２０円
アルミホイル １２０円
食品保存袋（大） ３００円
食品保存袋（中） ２７０円
虫除けスプレー ６００円
虫除けシート ３８０円
電池・単１：２個ﾊﾟｯｸ ２５０円
電池・単２：２個ﾊﾟｯｸ １８０円
電池・単３：４個ﾊﾟｯｸ ２５０円
炭　　３ｋｇ ３５０円
炭　　６ｋｇ ７００円
着火剤　　３０ｇ ６０円
自動販売機（屋内設置１台） １２０～１５０円
自動販売機（屋外設置１台） １２０～１５０円
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１１収入計画 

１ 施設利用にかかる実費負担金収入計画 

(1) プログラムにかかる材料費 

施設で提供するプログラムの材料費

は、利用者の利便性を考え、施設で用意

した材料や用具等の実費相当分で設定します。収入見込額は、過去の利用実績を基にした数量

で積算します。 

(2) 薪代 

野外炊事やキャンプファイア等の薪代

は、利用者の利便性を考え、施設で用意

した薪・丸太の実費相当分の金額で設定

します。収入見込額は、過去の利用実績

を基にした数量で積算します。 

(3) 自主事業還元分 

自主事業収益のうち、諸経費を差し引いた金額 862,050 円（税込）を施設利用にかかる実費

負担金収入に組み入れます。 

(4) 施設利用にかかる実費負担金総収入見込 

(1)から(3)までの合算で 1,232,050 円（税込）を見込みます。 

 

２ 自主事業の収入計画 

(1) 教室事業 

平成 20 年度は、平成 18・19 年度の実績や参加者モニタリング等の分析から４事業を開催し

ます。参加費は食事、材料費、保険料等事業実施にかかる費用の実費相当分で設定します。収

入見込額は、過去の実績を基に積算します。 

 

 

 

 

 

(2) 物販事業 

 利用者の利便性を図るため、日常生活用品や活動

に必要な物品の販売を行います。提供する料金は、

仕入れ等の実費相当分の金額で設定します。

収入見込額は、販売する品目を精査し、その

販売予定数を基に積算します。 

 (3) その他 

利用者の利便性を図るため、キャンプ場で

は電池式ランタンやテーブルセット、バーベ

キューコンロ等、スポーツ広場ではインライ
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◎プログラムにかかる材料費 （税込み）

単価 利用見込数 収入見込額計

100円／個 140個 14,000円

内容

クラフト

◎その他事業収入 （税込み）

内容 単価 数量

テーブルセット 400円／泊 60台 24,000 円

バーベキューコンロ 400円／泊 50台 20,000 円

インラインスケート 200円／回 16足 3,200 円

一輪車 200円／回 12台 2,400 円

電池式ランタン 200円／泊 120台 24,000 円

合計 73,600 円

収入見込額

◎物販事業収入 （税込み）

内容 収入見込計

物品販売収入 52,500円

◎教室事業収入 （税込み）

事業名 参加費 人数・組数

道志ジュニアテニスきゃんぷ 37,000円 24 888,000 円

家族ではじめてキャンプｉｎ道志 500円～6,500円 180 993,000 円

道志の森キャンプ 20,000円～24,000円 48 1,056,000 円

親子のんびりテニス 15,000円～16,000円 20 310,000 円

合計 3,247,000 円

収入見込額

◎薪代　 (税込み）

内容

炊事用・キャンプ
ファイア用

400 円／束 750 束 300,000 円

キャンプファイア
用丸太

400 円／本 140 本 56,000 円

356,000 円

利用見込数単価 収入見込額

合計
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ンスケートの貸出しをします。提供する料金は、指定管理期間の５年間での減価償却を考慮し

た金額で設定します。収入見込額は、提供予定数を基に積算します。 

(4) 自主事業総収入見込 

(1)から(3)までの合算で 3,373,100 円（税込）を見込みます。 
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１２支出計画 

１ 維持管理運営費用の支出計画 

(1) 人件費 

職員や繁忙期アルバイト等の人件費とします。 

(2) 修繕費 

小破修繕は、可能な限り職員やスタッフ等で補修し、対応できないものは専門業者に委託す

るなど、効率的な修繕を実施します。 

(3) 設備管理費・保安警備費 

設備管理費は、浄化槽保守点検、消防設備保守点検並びキャンプ場浄水装置保守点検を実施

します。 

(4) 備品購入費・消耗品費 

消耗品は、余剰在庫を発生させない効率的な調達により、支出の抑制を図ります。 

(5) 外構・植栽管理費・廃棄物処理費 

施設から排出される廃棄物は、道志村が定める排出方法により処理します。外構・植栽管理

は、職員が自ら実施することで支出の抑制を図ります。 

(6) 広報・印刷製本費 

広報費は「広報よこはま」や「みんなで育てるハマの子ども」等無料で掲載できる広報誌や

地域誌などの媒体を活用することで、広報にかかる経費を抑制します。 

印刷製本費は、施設の「利用の手引き」や「使用許可申請書」などを余剰印刷しないよう努

め、計画的、効率的な印刷により支出を抑制します。 

(7) 光熱水費・燃料費 

利用者の協力を得ながら、使用していない場所の電灯を消灯するなど、節電や節水に努め、

必要以外の光熱水費支出を抑制します。 

(8) 保険料 

 施設での万が一の事故に備えて、「施設賠償保険」や食事等による事故を担保する「製造物

責任保険」に加入します。保障内容は１事故に対し「身体障害賠償責任保険」は１億円、「財

物損壊賠償責任保険」は 3,000 万円、「生産物賠償責任保険」は１億円の内容で加入します。

(9) 使用料・賃借料 

 コピー・ファクシミリ兼用機は 小限度の使用に留め、支出の抑制に努めます。またＡＥＤ

（自動体外式除細動器）を配置し、緊急時に備えます。 

(10)委託料・謝金 

委託業務は必要 小限に留め、支出の抑制を図ります。また、繁忙期における運営スタッフ

については、効率的な配置をし、謝金の支出を 小限に抑制します。 

(11)その他 

薪調達費は、村内から調達することで、流通コストを削減し経費の支出を 小限に留めます。

また、バックアップ体制をとる事務局の間接事務費を維持管理運営費用の２%計上をします。
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２ 自主事業の支出計画 

(1) 教室事業 

教室事業の支出は、過去の実績や平成 18・19 年度の参加者モニタリングに基づき、参加人

数や内容に沿った支出計画を作成し、執行します。 

(2) 物販事業 

物物販事業の支出は、仕入れ業者からの見積もりを徴して販売品目の精査を行い、単価及び

数量を基に積算します。また、余剰在庫が発生しないように、効率的な調達に努め支出を抑制

します。 

(3) その他 

レンタル物品のテーブルセットやバーベキューコンロ等を指定管理期間の５年間での減価

償却を考慮し、必要物品を調達します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１３収支予算書 

 

(1)収入　　　　※指定管理経費を除く。

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円、税抜き）

1,173

プログラムにかかる材料費等 クラフト　等 13

薪代 炊事用薪、キャンプファイア用薪・丸太 339

自主事業収益還元分 821

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円、税抜き）

1,173

14,136

15,309

※　指定管理経費（Ｂ）は税抜き処理の金額とする。

収入合計　　　　　       （Ａ）＋（Ｂ）

指定管理経費                （Ｂ）

項
　
　
　
　
目

(2)指定管理経費を含めた収入合計　　　　  　

施設利用にかかる実費負担金収入　（Ａ）

１　指定管理・収入の部（平成　２０　年度）　　

施設利用にかかる実費負担金収入　（Ａ）

収支予算書
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積　算　内　訳
合計金額

（千円、税抜き）

15,309

・スポーツ広場　所長 　　　　　　　　　　１人 6,500

・スポーツ広場非常勤（アルバイト）　　２人

・（非常勤）キャンプ場管理員 　　　 　　１人

修繕費 小破修繕費 200

設備管理費
消防設備点検、キャンプ場浄水装置保守、浄化槽保守、油
圧シャベル自主検査

1,226

保安警備費 0

備品購入費 テント　等 498

消耗品費 施設一般管理用品、キャンプ場スタッフ被服　等 496

外構・植栽管理費 園内植栽管理 60

廃棄物処理費 一般廃棄物・動植物性残さ処理 69

広報費 web保守管理　等 40

印刷製本費 広報印刷物　等 80

光熱水費 電気、水道、ガス 640

燃料費 ボイラ用燃料、ガソリン　等 160

保険料 施設賠償保険料 350

使用料・賃借料
キャンプ場私有地賃借料（場内民有林2箇所、場外私有地駐
車場2箇所）、水遊び広場用簡易トイレ賃借料、コピー機リー
ス、AEDレンタル料、ＮＨＫ受信料、レンタルモップ使用料

1,013

公租公課費 契約用印紙、公用車自動車税　等 200

謝金 運営スタッフ謝金 900

委託料 キャンプ場し尿処理 770

その他 通信運搬費、旅費　等 580

キャンプ場毛布等クリーニング 401

プログラム材料、薪等調達費 226

キャンプ場スタッフ食材調達費 600

間接事務費は維持管理運営費用の２％を計上 300

人件費

項
　
　
　
　
目

収支予算書

２　指定管理・支出の部（平成　２０　年度）

① 維持管理運営費用
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内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円、税抜き）

3,381

教室事業 野外活動教室４事業参加料 3,090

物販事業 物品販売 50

その他事業（レンタル）
レンタル物品
宿泊用品

241

収支予算書

項
　
　
　
　
目

３　自主事業・収入の部（平成　２０　年度）

② 自主事業による収入
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内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円、税抜き）

2,560

教室事業
野外活動教室４事業
原材料、消耗品、保険料、報償費　等

2,350

物販事業 物販品調達 40

その他事業（レンタル）
レンタル物品調達費
宿泊用品

170

項
　
　
　
　
目

収支予算書

４　自主事業・支出の部（平成　２０　年度）

② 自主事業による経費
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