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１ 施設管理運営の基本的な考え方 

私たちは、公共サービス基本法の「基本理念」のもと、道志青少年野外活動センターの役

割、関連行政施策及び重点課題を踏まえ、次のとおり３つの基本方針を定めました。この基

本方針に基づき、道志青少年野外活動センターの指定管理事業を着実に推進していきます。 

 

（１） 基本方針 

【基本方針１  道志ならではの自然を活かしこども・青少年を育む「成長空間」を創ります】 

子ども・青少年が健やかに成長し、自立していくためには、社会に参加し自主性や社会

性を育んでいくことのできる「自立支援」の機能が、成長段階に応じて適切に得られる環

境整備が重要であると認識しています。 
 私たちは、道志青少年野外活動センターにおいて、施設周辺体験施設等との協働を基調

とした運営のもと、子ども・青少年に多様な体験の機会を提供し、「こども青少年プラン後

期計画」の推進に貢献します。 
 

【基本方針２  施設を最大限に活用しその価値を高めます】 

私たちは、四半世紀に及ぶ管理運営の中で蓄積した経験・ノウハウをもとに企画した楽

しい教室事業の実施をするとともに、周辺観光施設との連携により利用者層を拡大するこ

とで、施設の価値を一層高めていきます。 

 

【基本方針３  「人」と「環境」に優しい運営を行います】 

安全・安心・快適な施設環境を創出することは、指定管理者の基本的な責務であると認

識しています。地球温暖化など環境問題についても、「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」とし

て対応しなければならない重要課題であると捉えています。 

私たちは、安全・安心・快適な施設環境の創出に向け、ミーティングや利用者との打合

せにおける安全対策の徹底、食の安全確保、施設・設備の日常点検、修繕履歴の記録、ユ

ニバーサルデザインを踏まえたサービスの提供などを確実に履行していきます。 

 また、地球環境に優しい施設管理を進めるとともに、「横浜市脱温暖化行動方針」に則し

た行動の実践、環境学習の実施などを通して、環境問題克服に向けた市民の自発的行動を

促していきます。 

 

（２） 施設管理運営の目標と計画方針 

【達成目標】 

達成目標の指標について、道志青少年野外活動センターにおける活動の実施状況を示す

「産出指標」を設定します。 

 

指標項目 スポーツ広場 キャンプ場 

延利用人数（人） ５，１７９ ４，４０３

実利用団体数（団体数） ５４９ １１７
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【計画方針（３つの運営方針と１１のアクション】 

３つの「基本方針」に基づき、３の「運営方針」と 11の「アクション（実施策）」を策

定しました。「運営方針」及び「アクション」を実行し、達成目標を目指します。 

 

運営方針１  地元や市民との連携・協働による事業展開 

アクション（実施策） 

①多様な体験プログラムを提供 

②地元の観光・体験施設を紹介 

③横浜市と道志村の友好関係をサポート 

④市民ボランティアの養成と共創の理念の実現 

 

運営方針２  利用者目線に立った効率的な事業運営 

アクション（実施策） 

⑤来館者に優しいきめ細かなサービス 

⑥ネットワークを駆使したＰＲ活動 

⑦人材育成とコンプライアンス 

⑧ＰＤＣＡサイクルとモニタリング 

 

運営方針３  安全・安心・快適で地球環境に優しい施設管理 

アクション（実施策） 

⑨安全管理体制の強化 

⑩施設の適切な維持管理 

⑪環境に配慮した取組の推進 
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２ 事業計画 

 

（１） 事業実施に関する基本的な考え方 

ア 野外活動の普及・振興のための取組 

①管理運営能力のある指導者がいること、②多様で豊富な活動プログラムがあること、

そして③安全性や快適性を確保した施設があること－野外活動を安全かつ効果的に実施す

るためには、この３つの要素が整っている必要があります。 

この３つの要素を持つ当協会と市民との協働を基調とした運営のもと、魅力ある野外活

動教室や、関係機関との連携・協働による事業などを積極的に展開し、子ども・青少年を

育む「成長空間」を創出していきます。 

教室事業や連携事業、さらには施設の魅力などに関する情報は、インターネットや情報

誌、フリーペーパーなどでＰＲし、子ども・青少年の多様な体験機会を拡大します。併せ

て、社会情勢の変化に伴い多様化する利用者ニーズに的確に対応するため、利用者アンケ

ート等のモニタリングを実施し、事業の改善につなげていきます。 

私たちは、こうした野外活動の普及・振興に向けた取組を積極的に推進することにより、

創造性、自主性、協調性及び社会性の習得や身体的活動の習慣づけを促し、心身ともに調

和のとれた子ども・青少年の育成を図ります。 

 

イ 道志村との友好・交流 

（ア）地元との協働による施設運営 

ａ 円滑な施設運営のための人材活用 

道志村の豊かな自然環境を横浜市民に提供するために、道志村を熟知した地元人材

を職員又はサポートスタッフとして配置します。これら職員等が、道志村の地域資源

を活用し、子どもから大人まで楽しめる良質な自然体験活動の提供につなげていきま

す。こうした地域特性を活かした施設運営や、村役場や村内事業者とのスムーズな協

力関係を背景に、道志青少年野外活動センターの管理運営を行っていきます。 

ｂ 周辺観光スポットの紹介 

スポーツ広場のクラブハウス内及びキャンプ場の受付前には「情報コーナー」を設

置し、道志村役場や道志村観光協会と連携し、市民利用者向けに村内の観光情報パン

フレットを常備し、道志村の情報を発信します。 

ｃ 道志村役場・村内団体との連携・協力 

(a) 道志村事業への協力 

道志村教育委員会が開催する体育指導委員を対象とした研修会等で、当体育協会ス

ポーツ専門職員の講師派遣の要請があれば、協力していきます。 

(b) 村内施設の活用 

村内の観光施設「道志の湯」「道の駅どうし」「森のコテージ」「水源の森」などを

利用者に紹介するとともに、教室事業においてもこれらの施設を活用し、道志村を積

極的にアピールします。 

(c) 民宿との連携 

横浜市民の利用がないときは、民宿と連携し、雨天時でも使用できる道志スポーツ

広場のテニスコートを民宿の宿泊者に開放します。 

 

（イ）道志村との交流事業 

私たちは、施設の管理運営はもとより、横浜市と道志村との連結役としての役割も
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積極的に果たしていきます。 
ａ 教育施設協力町村受入事業の実施 

10 月上旬、道志小学校５年生全員を横浜（１泊２日）に招待し、道志川水系の川井

浄水場や横浜港といった道志村にもゆかりの深い施設の見学、中華街での食事、ラン

ドマークタワー見学などを通じて、横浜への理解を深めてもらいます。 

ｂ 道志ロードレースでの出展 

10 月下旬に道志村で開催される「道志林間ロードレース」にブースを出展します。

この場を活用して、道志青少年野外活動センターのＰＲをするほか、横浜で行われる

大規模なスポーツ大会の広報を行っていきます。 

 

（２） 計画的な事業展開について 

ア プログラム開発と実施計画 

（ア）プログラム開発と利用者支援 

ａ 青少年の関連行政施策に対応したプログラム開発 

(a) こども青少年プラン（後期計画）推進のためのプログラム開発 

青少年が「自己肯定感を育み」、「社会性や自己選択力を身につける」機会や場とす

るため、自然とふれあい、仲間と協力し合いながら多様な体験を積み重ねることがで

きる野外活動プログラムを開発・提供します。 

また、子育て家庭が気軽に利用できるよう、幼児から大人まで幅広い市民が体験で

きる柔軟な提供を行います。 

(b) 子どもの体力向上を図るプログラム開発 

青少年の体力向上を図るため、自然の中で体を動かすことの楽しさを味わい、身体

的活動の習慣づけの機会となる野外活動プログラムを開発し、提供します。 

(c) 環境や食への興味・関心を引きだすプログラムの開発 

豊な自然にふれあい、自然環境への気付きや共感が得られるログラムを開発・提供

します。また、地元の食材を紹介するなど食への関心を深める取組も行います。 

ｂ プログラム実施のための支援策 

(a) インターネットを活用したプログラム紹介 

ホームページでの施設概要やプログラム紹介など、いつでもプログラムに関する情

報が入手できる環境を常に整備します。 

(b) プログラムの指導体制 

利用団体の依頼に応じて、スポーツ広場ではテニスコートのネット張りやバーベキ

ューなどの方法を職員が直接指導し、キャンプ場ではテント設営や野外炊事などの方

法をパートナースタッフが可能な範囲で直接指導します。 
また、指導依頼がない場合においても、施設の備品・用具の貸出時には取扱いの助

言を行うほか、活動中は安全のための巡回を行います。 

(c) 利用者ニーズの反映 

利用者アンケートや利用実績に基づいた自己評価により、プログラムの見直しや開

発を行い、一層充実したプログラムの提供を行います。 

 

（イ）スポーツ広場 

ａ テニスコートや芝生広場を活用したスポーツ 

道志スポーツ広場は、排水性の良い全天候型テニスコートが２面あり、ナイター設

備も設置されています。テニスコートの利用者には、硬式、軟式のラケットとボール

を無料で貸し出し、誰でも手軽に楽しむことができるようにします。また、テニスの
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ほかに、ネットと支柱を取り外し、インラインスケート、ミニサッカーなどの利用を

可能にします。 

芝生広場では、バドミントン、キャッチボールなどのスポーツ・レクリエーション

活動を楽しむための用具を貸し出します。薪割り、火おこし、調理などの作業を通し

て、仲間との協力や生活技術の体験の機会とするとともに、食への関心を深めるプロ

グラムを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ クラブハウスや芝生広場を活用したプログラム 

クラブハウスのホール、36 畳と 21 畳の研修室、浴室、厨房のほか、周辺の緑豊か

な自然を活用した様々なプログラムを提供し、自然を楽しんでいただける工夫をして

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 道志村の自然環境や施設を活用したプログラム 

道志村には、温水プールやみなもと体験館、そば打ち道場などの村営施設のほか、

フィッシングセンターやハイキングコースなど、多種多様な体験活動ができる施設が

あります。施設利用者がスポーツ広場を拠点としながら、村内の自然を満喫できるよ

う、道志村や道志村観光協会などと連携し、施設の紹介やプログラムのコーディネー

トを行います。 
 

（ウ）キャンプ場のプログラム開発と利用者支援 

ａ テントサイト内のプログラム 

道志キャンプ場は４つのテントサイトがあり、常設テントの他に利用者が自ら設営

するテントを含め、 大 95 張りのテント設営可能とします。また、各テントサイトに

は利用人数に応じた野外炊事場があり、薪の火力等で調理し、この場所で食事をする

プログラムを提供します。 

魚つかみなどテントサイト内を流れる清流での活動、横浜にはない夜の暗闇の中で

行うキャンプファイアや星空観望、自然の素材を使ったクラフトなど、キャンプ場内

で楽しむことができるプログラムを提供します。 

テントをはじめ、テント生活に必要なマットや毛布、野外炊事のための炊事用具は

無料で貸し出し、誰でも手軽に楽しむことができるようにします。 

 

 ■スポーツプログラム
プログラム 内　容

テニス 軟式・硬式テニスのラケット・ボールの無料貸出
インラインスケート 子ども用インラインスケート靴の有料レンタル
ミニサッカー ボール・ゴールの無料貸出
バトミントン ラケット・シャトルの無料貸出
卓球 ラケット・ボールの無料貸出
ゲートボール コートの無料貸出
キャッチボール グローブ・ボールの無料貸出

■その他のプログラム
プログラム 内　容

食事づくり 厨房を使って昼食やおやつ作り
バーベキュー バべキューコンロの有料レンタル
木の実のペンダント 木の台座等の材料販売（100円）
焼き板 板や絵の具等の材料販売（100円）
小枝の写真たて 枝や紐等の材料販売（100円）
野鳥観察 双眼鏡や図鑑の無料貸出
植物観察 図鑑の無料貸出
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ｂ 広大な水源林や周辺施設を活用したプログラム 

キャンプ場周辺に広がる水源林や自然林の中を歩くハイキングコースを各種用意

し、年齢・体力や所要時間によって選択し、山歩きや沢歩きを楽しむプログラムを提

供します。 

キャンプ場には、入浴施設がないため、家族やグループなど自動車でキャンプ場ま

で来場される方には、村営の「道志の湯」を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

イ 自主事業計画 

道志青少年野外活動センターで展開する自主事業については、テニスコートなどのスポ

ーツ施設や水源林の自然を活用した教室事業、プログラム用品などの物販事業、活動用品

のレンタルを行うその他事業を積極的に行います。これらの事業を通して、市民への野外

活動の体験機会の拡大・充実及び利用する上での利便性を高め、利用者の増加に繋げて行

きます。 

サービスの対価としての料金は、今後もできる限り安価に設定します。その上、収益は

すべて市民に還元するなど、利益追求の手段とはしない姿勢を堅持します。 

 

（ア）道志村の自然を満喫する教室事業 

ａ 多種多様な体験機会の提供 

青少年を取り巻く環境の変化に伴い、青少年が自然の中で遊ぶ体験、異年齢集団で

過ごす機会などが減少しています。こうした状況にある青少年に、道志村の自然を活

用した野外活動体験やテントでの宿泊体験、テニスなどのスポーツ体験の機会を提供

し、子ども・青少年の心身ともに健やかな成長に貢献する教室事業を展開します。 

ｂ こども・青少年関連施策の推進 

教室事業では、横浜市が策定する「こども・青少年」に関する施策を実現するため

の取組を行います。横浜市が目指す次世代を担う人づくりについて、施設職員が理解・

共有し、企画やプログラム指導に専門性や経験・ノウハウを発揮します。 
ｃ 公の施設としての教室設計 

教室事業は、市民利用受付前に施設予約をしているため、過去の利用実績を踏まえ、

青少年団体等の利用機会を制限しない範囲で計画します。 

■キャンプ場内でのプログラム例
プログラム 内　容

テント設営・撤収 家型・ドーム型のテントを選択できます
野外炊事 全食が野外炊事で、薪の火力で調理します
バードコール 小枝とボルトで鳥の鳴き声を鳴らします（100円）
木の実のペンダント 木の台座に木の実をつけます（100円）
焼き板 杉の間伐材をバーナーで焼きます（100円）
小枝の写真たて 枝や紐等の材料販売（100円）
魚のつかみ取り 生け簀に魚を放流し、つかみどります
自然観察 生き物の観察、緑のダムの観察ができます
キャンプファイア ４箇所のファイア場で火を囲み楽しく過ごします
キャンドルファイア 荒天時には雨天集会場でろうそくの火を囲みます
星空観察 晴天時には満天の星を眺めることができます
ナイトウォーキング 暗闇を歩き、森の生き物たちを五感で感じます

■キャンプ場外でのプログラム例
プログラム 内　容

檜の前頭ハイキング １時間程度の山歩きコース
沢の上り・下りハイキング 往復２時間程度の沢歩きコース
畦ケ丸登山 往復４時間程度の山歩きコース
加入道山登山 往復６時間程度の山歩きコース
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参加費については、受益者負担を原則としつつ、可能な限りのコストダウンを図り、

民間スポーツ団体の同様な企画と比較して安価に設定します。 

ｄ 安心な実施体制 

青少年を対象とする教室運営は、その目的やねらいを理解し、知識や技術を持つ指

導者による組織体制で実施します。 

教室スタッフは、現地職員のほか、事務局本部の職員がマネジメントの担当ディレ

クターとして参加し、確実な計画と実施の役割を担います。 

スポーツ広場で開催するテニス教室のテニスレッスンは、専門業者にプログラム指

導を業務委託します。また、キャンプ場のファミリーキャンプで参加者の世話をする

リーダーは、横浜市野外活動指導者など、日ごろ市内野外活動センターで指導してい

る市民ボランティアスタッフの協力を得て配置します。 

ｅ 効果的で効率的な広報・ＰＲ活動 

「広報よこはま」や「いくはま」など公的な広報媒体のほか、写真等を掲載できる

チラシやホームページなどの特性を活かした広報を補完的に行うなど、コストを抑え

た効果的、効率的な広報・ＰＲを行います。 

ｆ 参加者目線の事業実施 

参加申込みの方法は、利便性が高いインターネットと往復はがきを基本とします。

申込み多数の場合は、横浜市民を優先し、厳正な抽選を行った上で、その結果を電子

メールや返信はがきで連絡します。 

参加者へのモニタリングは、年齢層や経験度などの基礎項目のほか、プログラム内

容や参加費などの満足度についてのデータをアンケート方式で収集します。このデー

タを基に自己評価を行い、次年度の事業計画に反映させるＰＤＣＡマネジメントサイ

クルを実践します。 

ｇ 安心な保険加入 

参加者とボランティアスタッフには、国内旅行傷害保険に加入します。 

 

（イ）スポーツ広場の自主事業 

ａ テニス教室の展開 

スポーツ広場で展開する教室は、テニスをはじめサッカーやインラインスケートな

どのスポーツ、テント泊や魚釣りなどの野外活動といった多種多様な体験ができる機

会とします。テニスの指導は、体育協会が管理運営するテニスガーデンにおいて、テ

ニス教室を委託している専門業者に業務委託します。 
〈別表１ 自主事業一覧表〉 

ｂ 利用者ニーズに対応した物販・レンタル事業 

テニス用品や道志村のお土産品、道志の水「はまっこどうし」を販売する物販事業、

プログラム用品のレンタル事業などを行い、利用者の利便性を図ります。 
〈別表１ 自主事業一覧表〉 

 
（ウ）キャンプ場の自主事業 

ａ ファミリーキャンプの展開 

キャンプ場で展開する教室は、テント設営・撤収、野外炊事、キャンプファイアな

どテントサイト内でのプログラムのほか、水源林のハイキングや星空観望などキャン

プ場周辺の環境を活かしたプログラムを展開し、キャンプの醍醐味を感じていただけ

る機会とします。 
〈別表１ 自主事業一覧表〉 
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ｂ 利用者ニーズに対応した物販・レンタル事業 

生活用品や道志村のお土産品、道志の水「はまっこどうし」を販売する物販事業、

プログラム用品のレンタル事業などを行い、利用者の利便性を図ります。 

〈別表１ 自主事業一覧表〉 

 

（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組 

（ア）障がい者や高齢者が利用しやすい施設 

道志青少年野外活動センターを訪れたすべての利用者に満足いただけるよう、ユニ

バーサルデザインを踏まえたサービス提供、計画的な広報活動の推進などに取り組み

ます。 

ａ ユニバーサルデザインを踏まえたサービス提供 

市民の平等な利用を確保するためには、法令の遵守はもとより年齢や能力などにか

わりなく、全ての市民に使いやすい施設にするため、ロナルド・メイスが唱えたユニ

バーサルデザインの７原則を踏まえ、誰にでも平等なサービスを提供します。 

ｂ 人権への配慮 

職員誰もが日頃の業務の中で差別的な言動や態度を決してとることがないよう、事

務局本部に人権啓発推進者を設置するとともに、全職員を対象とした人権研修を実施

します。 

統括責任者は、人権研修を踏まえ、職員ミーティングを利用して職場内研修を定期

的に実施します。 

 

（イ）利便性向上のための取組 

利用者本位のサービスを効率的・効果的に提供できるよう、サービス水準の向上に

向け、利用者の要望・意見を聴き、利用者本位の運営につなげていきます。 

ａ 利用者の生の声を収集 

ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる継続的な業務改善運動を行い、利用者満足度

の高いホスピタリティー溢れる施設運営を行います。 

施設を実際に利用した人たちに対し、アンケートを実施するほか、施設内では「ご

意見箱」を設置して自由に意見を投書できるようにするとともに、ホームページでも

意見を伝えられる体制とします。回収したアンケート結果は集計・分析を行い公開し

ます。寄せられたご意見やご要望については、速やかに職員間で話し合い本人に回答

するとともにその結果を公表します。 

ｂ ホスピタリティーあふれる対応 

職員研修計画に位置づけられている接遇研修をはじめ、「お客様接客マニュアル」

をもとに朝のミーティングにおいて、日常的に接遇に関するＯＪＴを実施します。こ

うした取組をもとに、「施設の顔」に相応しいホスピタリティ・マインドに溢れた接

客対応を実践していきます。 

ｃ 快適な施設利用のためのサービス提供 

薪・丸太、クラフト材料やテニス用品、道志のお土産用の小物の販売のほか、バー

ベキュー用品や遊具のレンタルなど、利用者が快適・便利で楽しい時間を過ごしてい

ただけるように、受益者負担の原則を踏まえつつ、安価で質の高いサービス提供を行

い、利便性の向上を図ります。 
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イ 広報活動・利用促進 

施設の認知度を高めるため、チラシの作成や広報紙への掲載、インターネットの活用

など、広報媒体を組み合わせることで効果的・効率的な広報を行うとともに、利用者拡

大のためのサービス提供を行い、利用促進を図ります。 

 

（ア）広報計画 

市民の視点に立った分かりやすい広報活動の展開に向け、次の考え方を基本に広報計

画を策定します。 

 

 

 

 

ａ 計画的な広報活動の展開 

事務局施設運営課が利用案内や教室事業の募集開始時期を踏えながら、各種広報媒

体を活用したタイムリーな情報発信や情報紙への情報提供など、計画的な広報活動を

展開します。 

 

ｂ 確実に情報が届く広報活動の推進 

(a) 横浜市広報印刷物「広報よこはま」の活用 

市外施設である道志青少年野外活動センターの事業の参加者を募集する際には、

「広報よこはま」を積極的に利用していきます。 

(b) 公共施設でのチラシ配布 

教室案内チラシやイベント案内チラシを作成し、区役所の情報コーナーや市内公

共施設などに設置されている横浜市ＰＲボックスなどで配布します。 

(c) 学校情報誌への掲載 

市立小・中学校全校生徒へ配布される情報紙「いくはま」に教室の案内や施設案

内を掲載し、新たな利用者の獲得を目指します。 

(d) フリーペーパーへの掲載 

横浜市内の駅や街頭で配布されるさまざまなフリーペーパーに野外活動情報を

掲載し、施設の認知度を高めるとともに新たな利用者の獲得を目指します。 

ｃ インターネット活用による積極的な情報提供 

横浜市のスポーツ情報サイト「ハマスポどっとコム」をはじめ、道志青少年野外活

ア 計画的な広報活動の展開

イ 市民に分かりやすく、確実に情報が届く広報活動の推進

ウ 積極的な情報提供と各種広報媒体による効果的な情報の発信

 ■月別年間広報計画

媒体 名称 発行元 春 夏 秋 冬

情報掲載 広報よこはま(区版) 横浜市 夏期抽選会

いくはま みんなで育てるハマのこども協議会 ★

SPORTSよこはま 横浜市体育協会

フリーぺーパー 各種発行者

印刷物の配布 施設リーフレット 道志スポーツ広場

★

インターネット 施設ホームページ 道志スポーツ広場

ハマスポどっとコム 横浜市体育協会

関係機関 加盟団体 横浜市体育協会

学校等 道志スポーツ広場

随時更新

随時更新

教室チラシ 道志スポーツ広場

年間を通じて利用案内を適宜配布

年間を通じて利用案内・教室募集を適宜掲載

年間を通じて利用案内を随時配布

年間を通じて利用案内・教室募集を適宜掲載

教室案内「自然と遊ぼう」配布（1回／年）

年間を通じて随時配布
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動センターのホームページに料金、利用時間、各種教室プログラム・イベント・休館

日のご案内をインターネットで配信し、その情報をタイムリーに更新します。 

ｄ 総合力を活かした広報 

当体育協会の 71 の加盟団体のネットワークを活かし、学校体育団体・地域団体・

種目団体等に対し、施設パンフレットの配布や団体利用案内を行います。また、当体

育協会他部署から子ども向けイベント等の開催情報を入手し、それを加盟団体に配布

することで、特定多数への的を絞った広報活動を実施します。 

 

（イ）利用促進計画 

ａ 当日受付が可能なプログラムを提供 

施設を利用する場合には事前の利用予約が必要となりますが、スポーツ広場では、

テニスコートや芝生広場など予約がない施設や時間帯を活用し、対応が可能な場合に

は当日の受付を行います。 

ｂ スポーツ用品の無料貸出 

スポーツ広場では、テニスに必要なラケットやボールをはじめ、卓球、サッカー、

キャッチボールなどの用具を用意し、無料で貸出します。道志村を訪れた横浜市民が

スポーツ広場に立ち寄り、気軽にスポーツを楽しんでいただくことができるようにし

ます。 

ｃ 家族・グループの利用促進 

施設の特徴を活かし、家族・グループなどの一般利用を積極的に受入れ、施設の有

効活用を図ります。 
スポーツ広場では、小さな子ども連れの家族が 1 日のんびりと過ごせるように折り

紙や絵本などをラウンジに常備します。 
キャンプ場では、団体利用のないテントサイトを開放し、いつでも利用できるクラ

フトコーナーを設置します。 
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３ 管理運営 

 

（１） 運営体制に関する基本的な考え方 

ア 効率的かつ安定的な運営体制の確立 

道志青少年野外活動センターにおいて、必要 小限の職員体制と市民ボランティアとの

協働及び事務局本部のバックアップ体制により、安全で効率的な施設の管理運営体制を構

築します。 

 

（ア）責任者の配置と管理運営体制 

道志青少年野外活動センターに

は、統括責任者（以下「責任者」

という。）を１名配置します。責任

者は、施設の管理・運営全般を担

うだけでなく、自然体験活動やス

ポーツ活動の普及・振興も併せて

推進します。 

施設の管理運営業務は、運営マ

ニュアルに基づいて全職員が行う

体制とします。各業務の計画や進

捗状況は責任者が管理し、全責任

を持って迅速な対応をとるほか、常時体育協会事務局との連絡・連携ができるなどのバ

ックアップ体制を整え、現場第一主義の実施体制を構築します。 

ａ 関連業務に精通した経験者・資格者の配置 

(a) 統括責任者に求められる経験と資格 

責任者には、施設管理・運営に精通し、指導力及び判断力を持った職員を配置し

ます。 

  ■主な取得資格 

 
 

(b) スポーツ広場の職員の配置 

スポーツ広場には、地元住民によるサポートスタッフ（アルバイト職員）を配置

します。サポートスタッフは施設の維持管理を担当し、責任者が不在の場合はそれ

を代行します。 

(c) キャンプ場の職員配置 

キャンプ場には、開設当初から勤務し、施設を熟知した地元住民の管理員を配置

します。管理員は、閉鎖期間中を含め、一年を通して施設を適切に管理します。 
夏期の運営期間中は、開設準備や撤収期間のほか、利用者の多い週末を中心に体

育協会施設運営課職員を運営責任者として配置します。 

 

ｂ パートナースタッフ（市民ボランティア）との協働運営 

利用者へのプログラム指導補助をはじめ、野外活動教室の企画・実施、清掃や小破

修繕などの施設管理は、「横浜市野外活動指導者」や「野外活動支援ボランティア」

登録者の市民ボランティアと協働で行います。 

 

防火管理者、普通救命講習修了 

■道志青少年野外活動センターの管理運営体制

統括責任者

サポートスタッフ

（アルバイト職員）

維持管理担当

委託業者

スポーツ広場 キャンプ場

管理員

（嘱託職員）

維持管理担

パートナースタッフ（市民ボランティア）

管理運営補助

施設運営課

管理運営担当
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ｃ 利用状況に応じた柔軟な勤務シフト 

(a) スポーツ広場の勤務シフトとローテーション 

受付や清掃などの日常業務、小破修繕などは、担当業務に関係なく全職員で行い

ます。そのために必要な勤務シフトは、利用団体の活動状況にあわせて通常勤務、

遅番勤務、休日などを組み合わせ、効率的で緊急時にも対応できる体制を整えます。 
(b) キャンプ場の勤務シフトとローテーション 

運営期間中は、日勤の管理員がテントサイト内の環境整備やハイキングコースな

どの安全管理などを行います。 

活動用具の貸出やプログラム指導などの利用者支援及び施設管理を行うパート

ナースタッフは、利用者数に合わせた人数を 5 泊 6 日程度の期間で配置します。そ

の運営責任者として、横浜から配置する体育協会職員またはキャンプディレクター

１級資格を有するパートナースタッフを配置します。これにより、24 時間体制で利

用者の安全を確保します。 

閉鎖期間中の保安警備や施設の保守点検、開設前の準備作業などは、管理員が週

2 日程度実施します。 

 

（イ）高度な技術を有する専門業者への業務委託 

専門的な知識や技術を必要とする業務や時限的な業務については、計画的・効率的な

業務執行を図るため、実績と能力が高い専門事業者に委託します。 

 

（ウ）事務局本部による業務バックアップ体制 

事務局本部職員が、道志青少年野外活動センターの管理運営業務をサポートします。

野外活動施設を含めた公共スポーツ施設の共通業務を効率的に行うため、スケールメリ

ットを活かすことのできる業務を事務局本部が担い、一元的に施設の管理運営を行いま

す。 

 

イ 人材育成 

（ア）総合的体系的な職員研修計画 

人材育成は、「職員こそが 大の経営

資産である」という方針のもとで、当

体育協会が作成した総合的、体系的な

研修計画に則って実施します。市民の

自然体験活動を支援するための専門的

なアドバイスや、利用者に満足してい

ただけるホスピタリティー溢れるサー

ビスを行うため、事務局本部や所長が

中心となって職場内研修や全体研修を

実施し、知識の獲得を通して経験に裏

打ちされた資質と能力を兼ね備えた人材を育成します。 
ａ 職場内研修 

職員の指導技術や接遇などの業務水準の向上については、日々の業務の中で施設長

が中心となって行う職場内研修（ＯＪＴ）を活用します。 

ｂ 職員を育てる全体研修と外部研修 

人権や個人情報保護に関する研修については、毎年度、全職員を対象とした全体研

修会を実施し、ホスピタリティーやコンプライアンス意識の醸成に努めます。 

 ■研修体系
共通項目 対象者

個人情報保護研修 全職員
倫理・コンプライアンス研修 全職員
人権研修 全職員

マネジメント
所長マネジメント研修 所長
危機管理・リスクマネジメント研修 全職員

ビジネススキル
基本ビジネススキル研修 全職員
ビジネスマナー・接遇研修 全職員
公共サービス従事研修 全職員
新採用研修 新採用職員

専門
野外活動施設職員研修 野外施設職員
経理・文書・ＩＴ系研修 全職員
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ｃ 自己啓発研修制度の導入 

職員の能力開発や意識改革の促進を目的に自発的・主体的に取り組める自己啓発研

修制度を活用し、より付加価値の高いサービスを提供できるよう自己研鑽を進めます。 

 

ウ 危機管理への対応 

（ア）野外活動は安全第一 

野外活動は、非日常的な環境の中で行われることから、普段の生活場面とは異なる様々

な危険因子が潜んでいます。野外活動の安全管理は、想定される危険因子をいち早く発

見し、移行・保有・回避・軽減するリスクコントロールを行うなど、安全に対する取組

を組織的に行い、安全・安心な快適空間を利用者に提供します。 

 

（イ）通常時の管理体制及び緊急・救急体制 

利用者の安全確保を 優先とした安全対策の強化を基本とし、事故や自然災害等の緊

急時には迅速な対応ができるよう、横浜市や警察、消防など関係機関と連携した体制を

整えます。 

 

ａ 通常時（予防）の管理体制 

(a) スタッフと利用者の安全教育 

「ハインリッヒの法則」を肝に銘じ、日常業務の中で行う危険予知トレーニング

や専門研修を通して危険予知の維持向上を図ります。 

応急手当、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）使用を含む救命手当などの教育と訓練

を人材育成計画に基づき実施します。消防法で定められた避難誘導・消火訓練等は、

1年に 1回以上事前に所轄の消防署に届け出た上で行います。 

入所式でのオリエンテーションや個々のプログラム前に行う説明など、利用者に

直接指導する場面では、活動中に想定される危険因子と安全対策を分かりやすく説

明します。 

(b) ハードとソフトの徹底した安全管理 

スポーツ広場のテニス用のネット・支柱やスポーツコート、キャンプ場のテント

や野外炊事用具などの活動用具については、日常点検に併せて行う安全点検で危険

因子の早期発見に努めます。発見した破損等については、迅速な修理や更新などに

より、安全で安心な施設環境を整えます。 
日常点検チェックシートを用いて、建物・設備などの点検を行い、危険因子の早

期発見と予防管理体制をとります。 

ＡＥＤは、スポーツ広場とキャンプ場に設置し、利用者の目につきやすい場所に

設置を示すステッカーを張ります。職員が行う日常点検の際に、ＡＥＤ本体に表示

されるＯＫマークを確認します。定期点検や消耗品の補充等はリース先のセコム株

式会社が行います。 

(c) 事故を未然に防ぐための安全対策 

プログラム提供や教室の指導中に、実際に起こってしまったケガ等の事故や「ヒ

ヤリ」「ハッ」とする場面があります。こうした事例を「ヒヤリ・ハット集」とし

て蓄積し、それに対する安全対策を立て、マニュアル化します。 

利用前の打合せや当日の活動前には、私たちが蓄積した経験やノウハウを活かし

た安全対策を引率指導者と共に行います。 

(d) その他事件・事故等の防止対策 

利用者が使用できるスポーツ広場の厨房は、調理器具等を十分に洗浄・乾燥し、
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清潔な環境で保管します。またクラブハウス内は、日常の清掃と定期的な害虫駆除

により衛生管理を徹底し、食中毒の防止に努めます。 

キャンプ場では、生水を飲まない、火を通したものを食べるなどの注意を促すと

ともに、貸し出した炊事用具は返却後、スタッフが洗い直しや消毒、乾燥を十分に

行い、次の利用者に貸し出します。 

入所式において、洗面所に用意してある石鹸での手洗いとうがいの励行を呼び掛

けます。重篤な感染症の発生が国内または県内で認められた場合には、注意喚起を

さらに徹底するとともに、手指の消毒液の設置や宿泊室の換気時間を増やすなどの

対策を実施します。 

貴重品等の管理を利用者に徹底していただくとともに、職員等が日常点検と併せ

た巡回と監視を行い不審者侵入や盗難の抑止に努めます。また、スポーツ広場には、

冬期薄暮時の防犯のため、施設の入口にチャイムつきセンサーライトを設置してい

ます。 

ｂ 事故発生時の適切な対応 

利用にあたっては、団体の引率指導者と緊急時の役割分担や対応策を確認します。

負傷者や急病人がでた場合は、応急処置マニュアルにより適切かつ迅速な対応を行う

とともに、横浜市こども青少年局及び事務局本部に遅滞なく報告します。 

宿泊利用の夜間に負傷者や急病者がでたときは、職員やスタッフがいつでも対応し

ます。また、当体育協会主催の教室参加者については、負傷者や急病者の救命手当、

病院への付添など職員が責任を持って対応します。 

ｃ 災害発生時の体制と対応 

火災、地震等の自然災害が発生した場合もしくは重大な被害が生ずるおそれがある

場合は、まず利用者の安全確保のための迅速な対応をします。 

事務局本部では、危機管理基本マニュアルに基づく災害対策（警戒）本部を設け、

情報の収集分析と負傷者対応等の指示を的確に行います。収集した情報は、横浜市へ

報告するとともに、当体育協会の緊急連絡体制により協会関係各部への伝達を正確に

行います。 

 (a) 災害発生時の体制 

消防法に基づき、責任者を隊長とする自衛消防隊を組織し、火災発生時の役割分

担を明確にした体制を整えます。自衛消防隊組織については、防災計画書を所轄消

防署に届け出ます。火災等の災害が発生した場合は、日ごろの訓練に従い、利用団

体の引率指導者と共に避難誘導を行います。 

利用当日には、避難経路や避難場所を必ず利用者に直接説明します。 

(b) 地震発生時の体制と対応 

大規模地震災害の「警戒宣言」が発令された場合または震度５弱以上の地震が発

生した場合は、危機管理基本マニュアルに基づき、事務局本部に災害対策本部を設

置します。また、震災対応マニュアルにより緊急配備体制を発動し、発震時の初期

対応や情報収集を行います。 

スポーツ広場の事務室には、緊急警報対応の放送端末機を設置し、常に緊急地震

速報を受信できるようにします。速報から発生までは数秒であるため、揺れを感じ

たら、屋外なら倒壊被害の恐れがない場所でしゃがみ、屋内なら机の下などに隠れ、

揺れが収まってから避難するよう指示します。 
(c) その他の自然災害発生時の体制と対応 

大雨、洪水、暴風または落雷に関する気象情報が発表されたような場合には、危

機管理基本マニュアルに基づき、事務局本部に災害対策警戒本部を設置します。 



15 
 

気象情報等は、テレビやラジオ、村の非常用放送端末等で日常的に注意して収集

します。これらの情報を職員、スタッフで共有し、災害時対応マニュアルに基づい

た利用者の安全確保を図る体制とします。 

来所中やこれから来所する利用団体に対しては、随時、引率責任者に正確な気象

情報を提供し、活動の切り上げや中止、早期退所などの対応を相談します。 

 (d) 建物内外の点検と非常食の備蓄 

地震や台風が発生した際は、直ちに建物内外の壁や屋根などの目視点検を行い、

被害状況を確認します。被害の有無に関わらず、横浜市こども青少年局及び事務局

本部にその結果を速やかに報告します。 

災害によるライフラインの停止に備え、各施設宿泊定員分の乾パン･飲料水を備

蓄します。 

 

（ウ）危機管理体制と補償体制 

危機管理体制の構築と平常時の予防的管理により、事故、事件、災害など、利用者の

生命、財産に被害を及ぼす緊急事態を未然に防止します。万一発生した場合には、被害

を 小限に抑えるための対策を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ 本部と一体となった危機管理体制の確立 

(a) あらゆる事態を想定した危機管理体制 

重大な事故や事件、健康危機など緊急時には、施設だけでなく、当体育協会全体

の問題として捉え、組織的な管理体制で対応します。 

(b) 危機兆候の情報収集 

危機の発生兆候は、事務局本部や当体育協会の管理施設が国、県、市からの通知

やメディア、専門機関等からの情報を早期に収集し、協会内ネットワークで共有し

ます。事態の推移を見極めながら、情報の信頼性、予想される影響度を考慮して、

必要に応じた緊急時の対応に切り替えていきます。 

(c) 安全管理上必須となる資格 

統括責任者には防火管理者講習の受講者を配置します。そのほかに、普通救命講

習修了など施設管理上必要となる講習会受講をした者を配置する体制とし、安全管

理を確かなものにします。 

 

 財団法人横浜市体育協会 危機管理体制図

連絡・調整

連絡・調整
警察・消防機関

神奈川県警察

横浜市消防局

こども青少年局

横浜市関係局情報提供

横浜市体育協会

道志青少年

野外活動センター

後
方
支
援

体育協会事務局

◎事務局職員の応援要員の派遣

◎関係機関との連絡・調整業務の支援

◎施設の保全・復旧作業の支援

業務指示

事業所関係機関

道志村

都留警察署道志
駐在所
都留市消防本部
道志分署通報・連絡・

情報提供

財団法人横浜市体育協会 危機管理体制図

連絡・調整

連絡・調整
警察・消防機関

神奈川県警察

横浜市消防局

こども青少年局

横浜市関係局情報提供

横浜市体育協会

道志青少年

野外活動センター

後
方
支
援

体育協会事務局

◎事務局職員の応援要員の派遣

◎関係機関との連絡・調整業務の支援

◎施設の保全・復旧作業の支援

業務指示

事業所関係機関

道志村

都留警察署道志
駐在所
都留市消防本部
道志分署通報・連絡・

情報提供
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(d) 委託業者 

施設の管理業務を代行する委託業者は、事故、事件、災害等が発生した場合、所

長に直接連絡する体制とし、迅速で確実な対応を求めます。 

ｂ 保険による万全の補償体制 

万が一、施設管理運営上の不備などに起因した利用者の負傷等に備え、各種保険に

よる補償体制を整えるほか、法的係争について相談する顧問弁護士を確保します。 

(a) 賠償責任保険の加入 

建物や建築物などの設備構造上の欠陥あるいは管理上の不備等に起因して、利用

者に身体的傷害や財物損壊を与えた場合に備え、賠償責任保険に加入します。 

 

 

 

 

 

(b) 傷害保険の加入 

ボランティアスタッフの業務中のケガ、野外活動教室事業のケガに備え、傷害保

険に加入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 個人情報保護に対する取組 

（ア）法令以上の厳格な個人情報保護体制 

法の適用を受ける個人情報取扱事業者としてプライバシーマークを認定取得していま

す。今後も、この要求事項に適合した個人情報保護措置を講じていきます。 

 

（イ）安全・安心を担保する情報管理対策 

個人情報取扱事業者として、次に掲げた総合的かつ詳細な情報管理対策を今後も継続

して実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 法令に準拠した個人情報保護方針の策定及び公表

□ 「横浜市個人情報の保護に関する条例」「同条例施行規則」に対応した当体育協会独自の

個人情報保護規定等の制定及び公表

□ 個人情報の特定及び利用目的の明確化

□ 個人情報保護事務局 、個人情報保護内部監査事務局の設置

□ 個人情報保護管理責任者 、個人情報保護監査責任者 の選任

□ 個人情報保管場所への入退出の管理／盗難予防対策／情報機器の施錠・固定化・持ち出し

禁止

□ 認証アクセス管理／情報の暗号化／不要データの廃棄・完全消去／不正ソフトの使用禁止

□ 教育研修の徹底と個人情報保護・文書管理マニュアル整備

□ 委託先への個人情報保護審査

□ 個人情報保護に関する相談窓口の設置と適切・迅速な対応

 保険種類 保険内容 賠償限度額

施設賠償責任保険
施設側の瑕疵により、利用者に対す
る身体及び物品等に損害が発生し
た場合の賠償保険

対人：１人につき１億円
　　　　１事故につき１億円
　　　　期間中１億円
対物：１事故につき1億円
　　　　期間中1億円

保険種類 保険内容 賠償限度額

普通傷害保険
スタッフが活動中にけがをした場合
に対応する傷害保険

スポーツ・
レクリエーション保険

日帰りで行う野外活動教室の事前
説明会で参加者がけがをした場合
に対応する傷害保険

国内旅行傷害保険
宿泊の野外活動教室で参加者がけ
がをした場合に対応する傷害保険

死亡・後遺障害：１人につき３５０万円
入院保険金：１人１日４，５００円
通院保険金：１人１日３，０００円
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（ウ）個人情報保護活動の徹底 

厳格な個人情報保護体制のもとで具体的に情報管理対策を講じるのは、職員一人ひと

りです。私たちは、全職員に対し年１回、事務局本部主催の研修会又は外部機関による

研修会に参加することを義務づけているほか、現地施設と事務局本部との日常の連絡の

中で注意を喚起し、個人情報保護を徹底していきます。 

キャンプ場の運営を行うパートナースタッフについても、キャンプ場開設前に研修会

を開催し、適正な個人情報の取り扱いについて徹底します。 

 

（２） 施設の維持管理について 

ア 施設の維持管理について 

（ア）修繕体制 

ａ ファシリティ・マネジメント体制 

施設設備の 適化を実現するために、道志青少年野外活動センターを効率的に管理

サポートする体制（ファシリティ・マネジメント＝ＦＭ）を推進します。 

ＦＭ体制を今後より一層強化し、道志青少年野外活動センターの長寿命化やライフ

サイクルコストの縮減に寄与します。 

ｂ 修繕計画 

(a) ＦＭ体制による長期修繕計画 

道志青少年野外活動センターの修繕計画は、修繕履歴や設備部品の更新時期をＦ

Ｍシステムにより蓄積したデータを有効に活用して策定します。中・長期的予防保

全の観点も含めた修繕計画を横浜市に提出し、対応を協議・調整することにより、

「安全性」「快適性」の確保とコストの縮減を両立させていきます。 

(b) 職員による修繕 

施設の長寿命化を図るため、野外炊事場のカマドやテントなどの簡易な補修は、

計画的に職員やスタッフが行います。また、日常点検で発見した破損や故障箇所に

ついても、できる限り職員が修繕を行い、修繕費用を縮減します。 

(c) 専門業者による修繕 

職員では対応できない専門的な技術を要する修繕は、修繕方法や内容について事

務局本部の設備課や専門業者と打合せを行い、年間予算の範囲内で緊急性の高いも

のから実施します。 

 

 

 

 

 

（イ）日常点検、定期点検（法定点検・自主点検）体制 

横浜市が策定した「維持保全の手引」に基づき、公共施設の長寿命化を図るため、毎

日の日常点検を確実に行い、設備機器の小さな変化に常に目を配ります。また、専門的

な資格が必要となる法定点検は信頼できる市内業者と契約し、設備維持に万全な体制を

整えます。 

ａ 職員による日常点検と緊急時点検の徹底 

設備機器については職員が所定の点検表を使用して、適宜、点検を実施します。こ

れにより事故を未然に防ぐほか、早期の故障発見に努め、経費の縮減に寄与します。 

台風や地震などの発生直後には、緊急の臨時点検を実施します。点検項目は、原則

日常点検と同様とし、重大な故障等が起きた場合には、速やかに事務局本部及び横浜

■年間修繕予定

施　設 内　容
スポーツ広場 クラブハウス廊下修繕、その他緊急修繕
キャンプ場 その他緊急修繕
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市こども青少年局へ報告します。 

ｂ 専門業者による定期点検の実施 

横浜市の策定した「維持保全の手引き」及び「施設管理者点検マニュアル」に則り、

法定点検及び機能維持点検（自主点検）を信頼ある専門業者へ委託します。消防設備

などの法定点検は、法令等を遵守した業務仕様書に基づいて点検を実施し、不具合が

ある場合は早急に修繕を実施します。このように積極的に予防保全に努めることによ

り、安全な施設を維持します。 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）清掃計画 

ａ 利用者による清掃 

利用者にはテニスコートやクラブハウス内の食堂、テントサイトなど、ご利用いた

だいた場所の清掃をしていただきます。 

ｂ 職員・スタッフによる清掃 

(a) 日常清掃 

利用者による清掃後、十分

な清掃がされなかった場所に

ついては、職員やスタッフが

補完して清掃を行います。補

完清掃は、毎日実施する日常

点検と併せて実施し、効率的

に行います。 

また、チェックシートを活

用することにより、その日の

実施状況が確実にスタッフ間

で引継ぎが行われ、衛生的な

環境を維持します。トイレッ

トペーパーや石鹸等の消耗品

については、補完清掃時に確認し、交換や補充をします。 

 (b) 定期清掃 

スポーツ広場では、普段、日常清掃では行わない場所の清掃を職員が年間計画を

立て、自ら実施します。清掃作業は、利用状況をみながら清掃する場所や人数を設

定するゾーニングで効率的・効果的に行います。 

 

（エ）外構・植栽計画 

スポーツ広場は周辺に樹木や草花の多い施設

であることから、グランドの芝刈りやゲートボー

ル場の除草や地ならし、施設周辺の除草や樹木剪

定を職員が行います。 

専門的な技術を要する高木剪定や樹木消毒は

■専門業者による定期点検計画

項　　目 内　　容 実施場所

消防設備保守点検 外観・機能検査1回、総合点検1回 スポーツ広場

巡視点検(年6回）、水質検査（年4回）、消毒薬散布（年6回） スポーツ広場

巡視点検(年2回）、水質検査（年2回）、消毒薬散布（年2回） キャンプ場

浄水設備保守点検 運営期間中の設備点検、調整、水質検査、薬剤等管理 キャンプ場

浄化槽維持管理点検

■清掃計画
内容

ごみ収集（ゴミ箱） 適宜 利用ごと
台所の床除塵、洗浄 適宜 利用ごと
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 適宜 利用ごと
事務所内の除塵、整理 毎日
トイレの床除塵、便器清掃 適宜 利用ごと
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 適宜 利用ごと
テニスコート、芝生広場の除塵 適宜 利用ごと
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

回数

■外構植栽管理計画（スポーツ広場）

内　容 回数 実施者
芝刈り 年４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
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実施の必要性をよく検討したうえで、実施をする場合は地元業者に委託をします。 

冬季の積雪時には、敷地内の道路を職員が除雪をして利用者の安全を確保します。 

キャンプ場は、管理員が一年を通して場内の水源涵養林等の倒木や場内を流れる沢の

管理を行います。 

運営前の開設準備には、パートナースタッフとの協働で落ち枝の片付けや危険個所補

修などを行い、利用者の安全確保に努めます。 

 

イ 環境への配慮 

（ア）さまざまな取組 

道志青少年野外活動センターの管理運営を通して、「横浜市脱温暖化行動方針

（CO-DO30）」や「横浜 G30 プラン」への取り組みを積極的に行います。 

 

（イ）利用者と行う環境への取組 

ａ チャレンジ 25 の推進 

政府が主導する温室効果ガス削減の取組「チャレンジ 25」キャンペーンに参加しま

す。温室効果ガス排出量 25％削減のために道志青少年野外活動センターで可能な実践

例利用者に伝えていきます。 

ｂ ゴミの減量化 

利用者にはゴミの持ち帰りを指導し、発生抑制を図ります。業務上、発生したゴミ

については、道志村の収集方法に従い、適正に処理します。 

キャンプ場の生ゴミはコンポストを活用し、堆肥として再生させ、ゴミの発生抑制

を図ります。 

ｃ 二酸化炭素削減目標の設定 

平成 23年度の二酸化炭素排出量削減目標は、「エネルギーの使用の合理化に関する

法律」で、毎年１％以上のエネルギー使用低減として、努力義務を課しています。道

志青少年野外活動センターにおいても「電気、水道、ガス、灯油等の燃料の使用量」

における二酸化炭素排出量を毎年１％ずつ削減することを目標とします。 

ｄ グリーン電力の購入 

市民参加のイベントや教室事業などの照明にグリーン電力を使用し、自然エネルギ

ーの普及に貢献しながら地球温暖化防止に取り組みます。 

 

（３） モニタリング 

ア モニタリングの実施 

（ア）PDCA マネジメントサイクルの適正な運用 

事業内容を継続的な改善するために、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに則り、計画か

ら実践、評価、そして改善というプロセスを経て、さらに次の計画に反映させることに

より、業務水準の向上に繋げます。 

 

（イ）事業報告書の作成及び所管局への報告 

共通業務の基準に則り、業務水準の維持と安全対策等の向上のために、定められた時

期毎の報告書を作成し、所定期間内に速やかに横浜市こども青少年局へ提出します。 

所管局との連絡会を毎月 1回開催し、事業報告書に基づいた詳細な説明や運営上の課

題を協議するなどの業務改善を行います。 

横浜市へ提出した報告書類は、施設内でも閲覧できるようにし、透明性のある運営を

保持します。 



20 
 

（ウ）利用者の要望や苦情を収集する仕組 

さまざまな手段により利用者の生の声を収集し、施設運営に反映させます。利用者か

ら要望や苦情があった場合は、担当職員が所長に報告し、職員・スタッフ間で話し合い、

速やかに回答します。これら要望や苦情とその結果や対応策は原則、個人情報を除き、

施設内やホームページで公表します。 

ａ 利用者アンケートの実施 

利用の終了後には、施設サービスや管理状況などの満足度をアンケート形式で回答

していただき、業務や事業の改善活動のデータとして活用します。結果は職員がデー

タとして集計し、所管局へ報告します。 

また、教室参加者に対しても同様に、プログラムや指導方法などの満足度をアンケ

ート形式で調査します。 

ｂ ご意見箱の設置 

利用者からのご意見・ご要望等をいつでも自由に記入できるよう、施設内に「ご意

見箱」を設置します。いただいたご意見・ご要望に対しては、統括管理責任者である

所長が責任を持って迅速に回答し、施設内掲示板やホームページ内で公表し、具体的

な業務改善を図ります。 

当体育協会ホームページからも、施設への要望や質問を受け付けます。 

ｃ ご意見ダイヤルの案内 

横浜市のコールセンターに設置されているご意見ダイヤルを積極的にＰＲします。

利用者等からの意見や要望があった場合は迅速に対応するとともに、ご意見ダイヤル

の内容やその結果を館内に掲示します。 

（エ）セルフモニタリング 

ａ 事業評価シートを活用した進行管理 

施設運営収入や自主事業収入、利用者人数などの目標値及び事業計画内容を着実に

実行するために、各施設では事業評価シートを用いた進行管理を行います。 

ｂ 野外施設長会の開催 

業務水準の維持向上のため、定期的に当体育協会が管理運営する野外活動３施設及

び少年自然の家（南伊豆臨海学園、赤城林間学園）の施設長と事務局本部による会議

を行います。会議では、連絡事項を伝達して情報共有をはかるだけでなく、各施設で

起きた事例や問題を題材に話し合い、共通課題の解決に向けた検討を行います。 

ｃ 事業評価会の実施 

所長と事務局本部とで「事業評価会」を四半期毎に実施し、各施設で作成した事業

評価シートに基づいた執行状況のチェックを行い業務改善につなげていきます。 

ｄ 事業執行拡大会議の開催 

上記事業評価会の結果をもとに、当体育協会役職員をメンバーとした「事業執行拡

大会議」を開催し、組織全体として道志青少年野外活動センターの業務改善を図りま

す。 

 

（４） 収支計画について 

ア 収支計画とコスト削減について 

（ア）効率性を重視したコスト削減 

経年劣化が激しい建物や設備の適切な維持管理のため、計画的な修繕による長寿命化

と経費節減を図ります。 

ａ 利用者１人当たりの経費の削減 

安定的で効率的な管理運営の指標として、利用者１人当りの指定管理料負担額を算
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出し、毎年度の削減努力により、その段階的な縮減を図ります。 

■指定管理料に対する利用者（延べ）１人当たりの支出額 

 スポーツ広場１，４２２円  キャンプ場１，７２８円 

ｂ 中長期的な修繕・保全計画に基づくライフサイクルコストの削減 

当体育協会独自のファシリティ・マネジメント体制により、効率的な修繕の実施と

建物の長寿命化によるライフサイクルコストの縮減を図ります。利用者が道志青少年

野外活動センターを安全・安心・快適に利用できるよう、「計画的な修繕」「不具合の

早期発見」を基本とし、利用者のことを第一に考えた積極的な修繕を実施します。 

ｃ 安全コストの確保と効率化による経費縮減 

個人情報保護を含めた安心・安全のための危機管理関連経費や、衛生面に必要な費

用、野外活動等に必要な用具に係る費用については、十分に確保します。その他の経

費については、無駄を省き、 小のコストで 大の効果を実現します 

(a) 職員やサポートスタッフによる小破修繕 

野外炊事場のカマド補修や外壁補修・塗装など、日常点検時に発見する建物や設

備の小破修繕については、職員が補修作業を行うことにより、修繕費の縮減を図り

ます。 

(b) 競争入札や長期契約による委託コストの縮減 

経理規程や契約規程に基づいて、競争入札を実施します。競争入札を実施するこ

とでより安価で適切な業者を選定し、経費縮減につなげていきます。 

コピー機などのリース期間が満了した物品は、その状態が良好であれば再リース

するなど、契約金額とともに事務管理コストの縮減を図ります。 

 

（イ）実績に基づいた収入計画 

過去の実績データに基づき、利用にかかる料金や自主事業の収入及び管理運営経費等

を算出しました。収入計画の積算根拠となる各年度の目標利用者数は、天候等の自然環

境の影響を受けやすい特性を考慮し、平成 19 年度から 21 年度までの利用実績の平均値

に 1％を各年度に加算しました。 

 

（ウ）無駄を削ぎ落とした支出計画 

施設運営支出及び自主事業支出は、管理運営実績と経験を活かし、すべての経費を見

直すとともに、精一杯無駄を削ぎ落とす支出計画を立てています。 

 

（エ）収支予算書 

   

〈別表２ 各施設平成 23年度収支予算書〉 



（１）教室事業
事業名 開催期間 対　　象 内　　容 人数 参加費（一人） 募集期間

ジュニアテニスキャンプ
7月26日（火）～28日
（木）　2泊3日
事前説明会7月18日

小学3年生～6年生

テニスレッスン、テント生
活、野外炊事、自然観
察、クラフト、そば打ち
体験　他

24 37,000円
6月6日（月）
～24日（金）

家族ではじめてキャンプ
ｉｎ　道志

8月19日（金）～21日
（日）
　2泊3日

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

50

中学生以上　7,000円
小学生　6,000円

3～未就学児　3,000円
0～2歳児　500円

6月6日（月）
～24日（金）

平成２３年度　横浜市道志青少年野外活動センター　「自主事業一覧表」

〈別表 １〉



（２）物販事業
（税込み）

内　　容 料金 単位 備　考

はまっ子どうし（500ｍｌ） １１０円 １本 事務所販売

はまっ子どうし（2000ｍｌ） ２３０円 １本 事務所販売

靴下 １，０００円 １足 事務所販売

硬式テニスボール（２個） ８００円 １缶 事務所販売

間伐材小物（お土産品） １８０～７２０円 １個 事務所販売

軍手 ４０円 １双 事務所販売

軍手（子供用） １３０円 １双 事務所販売

皮手袋 ５００円 １双 事務所販売

ビニールカッパ ２６０円 １個 事務所販売

ビニール傘 ２６０円 １本 事務所販売

タオル １６０円 １本 事務所販売

歯ブラシ １００円 １個 事務所販売

ライター １００円 １個 事務所販売

食品ラップ ２２０円 １個 事務所販売

アルミホイル １２０円 １個 事務所販売

食品保存袋（大） ３００円 １個 事務所販売

食品保存袋（中） ２７０円 １個 事務所販売

虫除けスプレー ６００円 １個 事務所販売

虫除けシート ３８０円 １個 事務所販売

電池・単１：２個ﾊﾟｯｸ ２５０円 １パック 事務所販売

電池・単２：２個ﾊﾟｯｸ １８０円 １パック 事務所販売

電池・単３：４個ﾊﾟｯｸ ２５０円 １パック 事務所販売

炭　　３ｋｇ ４００円 １箱 事務所販売

炭　　６ｋｇ ８００円 １箱 事務所販売

着火剤　　 ２００円 １個 事務所販売

自動販売機（屋内設置１台） １２０～１５０円 １本 ４～１０月（７ヶ月）稼動

自動販売機（屋外設置１台） １００～１５０円 １本 ７～８月（２ヶ月）稼動

（３）その他事業 （税込み）

内　　容 料金 単位 備　考

テーブルセット ４００円 １日 スポーツ広場

テーブルセット ４００円 １泊 キャンプ場

バーベキューコンロ ４００円 １日 スポーツ広場

バーベキューコンロ ４００円 １泊 キャンプ場

電池式ランタン ２００円 １泊 キャンプ場

インラインスケート靴 ２００円 2時間 スポーツ広場

一輪車 ２００円 2時間 スポーツ広場



〈別表　２〉

(1)収入

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

234,000

プログラムにかかる材料費等 クラフト代等 14,000

自主事業収益還元 220,000

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

234,000

7,017,000

7,251,000

横浜市道志青少年野外活動センター・スポーツ広場

利用にかかる料金収入    （Ａ）

１　指定管理・収入の部（平成　２３　年度）　　

利用にかかる料金収入　　　　（Ａ）

収支予算書

収入合計　　　　　       （Ａ）＋（Ｂ）

指定管理経費                （Ｂ）

(2)指定管理経費を含めた収入合計　　　　  　



積　算　内　訳
合計金額

（円、税抜き）

7,251,000

常勤職員１人

（給料、手当、福利厚生費）

アルバイト3人

設備管理費 浄化槽保守点検、浄水設備保守点検 184,000

保安警備費 0

外構・植栽管理費 142,000

廃棄物処理費 一般廃棄物運搬処理 28,000

旅費交通費 職員・スタッフ旅費交通費 45,000

通信運搬費 電話、郵送　等 109,000

備品購入費 活動用具　等 95,000

消耗品費 事務用品、衛生用品　等 120,000

修繕費 小破修繕 285,000

印刷製本費 47,000

広告費 20,000

燃料費 灯油 79,000

光熱水費 電気代・ガス代 396,000

使用料・賃借料 借地料、ＡＥＤレンタル、ＮＨＫ受信料　等 326,000

保険料 施設賠償保険、作業車任意保険　等 20,000

支払手数料 毛布クリーニング　等 28,000

公租公課費 印紙　等 1,000

報償費 夏期運営スタッフ謝金 89,000

委託料 し尿処理　等 120,000

原材料費 運営スタッフ食材 0

間接事務費 事務局管理経費 321,000

材料費等 プログラム材料 10,000

交流事業費 道志村児童交流事業、林間ロードレース 486,000

人件費

項
　
　
　
　
目

収支予算書

２　指定管理・支出の部（平成　２３　年度）

① 維持管理運営費用

4,300,000

横浜市道志青少年野外活動センター・スポーツ広場



内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

851,000

教室事業 教室参加費の９５％ 804,000

物販事業 販売物品代 19,000

その他 物品ﾚﾝﾀﾙ代 28,000

収支予算書

項
　
　
　
　
目

３　自主事業・収入の部（平成　２３　年度）

② 自主事業による収入

横浜市道志青少年野外活動センター・スポーツ広場



内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

851,000

教室事業 教室の食材費・消耗品費・保険料・指導委託料等 603,000

物販事業 物販販売の購入 16,000

その他 レンタル用品の購入 12,000

指定管理事業還元 220,000

項
　
　
　
　
目

収支予算書

４　自主事業・支出の部（平成　２３　年度）

② 自主事業による経費

横浜市道志青少年野外活動センター・スポーツ広場



〈別表　２〉

(1)収入

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

455,000

プログラムにかかる材料費等 クラフト代等 24,000

薪代 野外炊事用薪・キャンプファイア用薪・丸太代 342,000

自主事業収益還元 89,000

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

455,000

7,249,000

7,704,000収入合計　　　　　       （Ａ）＋（Ｂ）

指定管理経費                （Ｂ）

(2)指定管理経費を含めた収入合計　　　　  　

利用にかかる料金収入    （Ａ）

横浜市道志青少年野外活動センター・キャンプ場

１　指定管理・収入の部（平成　２３　年度）　　

利用にかかる料金収入　　　　（Ａ）

収支予算書



積　算　内　訳
合計金額

（円、税抜き）

7,704,000

管理員１人

（給料、手当、福利厚生費）

設備管理費 浄化槽保守点検、浄水設備保守点検 788,000

保安警備費 0

外構・植栽管理費 0

廃棄物処理費 一般廃棄物運搬処理 47,000

旅費交通費 職員・スタッフ旅費交通費 333,000

通信運搬費 電話、郵送　等 71,000

備品購入費 活動用具　等 47,000

消耗品費 事務用品、衛生用品　等 456,000

修繕費 小破修繕 95,000

印刷製本費 0

広告費 0

燃料費 灯油 95,000

光熱水費 電気代・ガス代 209,000

使用料・賃借料 借地料、ＡＥＤレンタル、ＮＨＫ受信料　等 822,000

保険料 施設賠償保険、作業車任意保険　等 90,000

支払手数料 毛布クリーニング　等 480,000

公租公課費 印紙　等 1,000

報償費 夏期運営スタッフ謝金 952,000

委託料 し尿処理　等 571,000

原材料費 運営スタッフ食材 680,000

間接事務費 事務局管理経費 432,000

材料費等 プログラム材料 17,000

薪代 薪代 218,000

人件費

項
　
　
　
　
目

収支予算書

２　指定管理・支出の部（平成　２３　年度）

① 維持管理運営費用

1,300,000

横浜市道志青少年野外活動センター・キャンプ場



内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

333,000

教室事業 教室参加費の９５％ 254,000

物販事業 販売物品代 51,000

その他 物品ﾚﾝﾀﾙ代 28,000

収支予算書

項
　
　
　
　
目

３　自主事業・収入の部（平成　２３　年度）

② 自主事業による収入

横浜市道志青少年野外活動センター・キャンプ場



内　　　　　　　　　訳
合計金額

（円、税抜き）

333,000

教室事業 教室のスタッフ謝金・食材費・消耗品費・保険料等 191,000

物販事業 物販販売の購入 41,000

その他 レンタル用品の購入 12,000

指定管理事業還元 89,000

項
　
　
　
　
目

収支予算書

４　自主事業・支出の部（平成　２３　年度）

② 自主事業による経費

横浜市道志青少年野外活動センター・キャンプ場
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