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評価結果の総括

※協定書等で定めるとおりの管理運営ができていない点や、協定書等での定めはないが不足していると感じられる点、加
えて施設独自の取組として評価できる点などを、総括として記載しています。

協定書等で定めるとおり（標準的な水準）の管理運営については記載していません。

指定管理者　記述（400字以内） �評価委員会　記述 

Ⅰ �少年自然の家の設置目的に基づき、小中学校 �・3．11以降の厳しい状況の中、施設設置の目的を踏まえて利用 

促進に向けた様々な取組が組織的・継続的に行われている。 
の行事を中心に利用しそいただいている。今まで �・体育協会の長年の経験・実績を基に実情・現地情勢に見合っ 
以上に、利用率の向上を図るためには、高校・大 �た工夫をしている。 
学や地域団体、サークル・クラブといった団体にも �・施設の特性を活かしながら、青少年の健全育成のためのき 
PRを積極的に行い、利用していただく必要があ �め細かな運営や、自主事業における積極的なプログラム開発 
る。 �などに取り組んでいる。 

また、これbの団体に利用していただくためのプ ランを提供し、アピールしていかなければならいと �・利用率向上を図ることは重要な点であり、効果的な広報活動 

考えている。 �をしていくために、管理者のみではなく関係友誼団体との連携 
さらに、冬期の利用促進策をもっと積極的に展 �を深め多方面からの活動も必要ではないか。 

関する必要がある。 �・さらに、多角的な視点からのニーズ把握や、効果的な広報の 
ための媒体の選定などを、今の時代環境を踏まえながら行っ 
ていく必要がある。 

総 則 ��・今後は、スポーツ団体にとどまらず、市内の多様な団体や機 
関とのネットワーク拡大を図る中で、「大部屋での合宿形態」と 
いう当施設の特性を活かした活用を開拓していくことが期待さ 
れる。 ・運営体制については、勤務年数が長い職員のノウハウが次 

の世代にしっかりと受け継がれるよう、園長や副園長などの後 
継者育成に計画的に取り組んでいくことが望まれる。 
・地元の協力を得ながら、企画、運営しているのはすばらしいと 

思う。横浜には無い環境なので、横浜の子どもたちにたくさん 
経験してもらいたい。今後もいろいろと工夫した運営をしてもら 
いたい。 

Ⅱ �施設・設備の維持管理や衛生管理等は、適切 �・各種マニュアルやチェックリストをもとに、維持管理が適切に 

行われている。 
に実施し、利用者に不自由ないように努めてい る。 建物の老朽化が進んでいくなか、利用者の安全 �・建物の老朽化が進み、また、広大な敷地であるが、よく手入 

れがされており、最大限の努力がなされている。 
・施設の建物内や庭など、清潔な状況が保たれ、衛生管理は 

を最優先に補修等を実施するとともに、指定管理 �良好な水準に維持されている。 
者としてできる範囲で対応している。 �・多岐にわたる制限の中、建物老朽化に対する苦労が感じら 

れる。補修策に関し限界があると思うが、例えば、シルバー世 
代のボランティア講座との連携で、種験のある指導者や企画の 

施 ��下で、日曜大工的な手作りの維持管理、補修、造営ができない ものなのか。EX．露天風呂・脱衣場・日色々なアイデアを日 
設 ��・また、安全性の面でも、小規模な補修についての年度予算を 

設 ��盲画・に　　　　　　に、　　　　引こ　してl・　の 話し合いの下で、対応を図っていく必要がある。 
備 ��・同じく安全性という観点から、東日本大震災の教訓を踏まえ、 
の ��館内の落下物（照明器具等も含め）の点検と固定や、災害が 
維 持 管 理 ��生じた際の安否確認方法と保護者への連絡方法などについて 

も、いざという時に混乱が生じないよう、今一度確実な仕組の 
構築が必要と考えられる。 
・利用者アンケートの中で意見が見られる「暑さ」対策について 

も、今の子ども達の体力低下をいう状況を勘案すれば、早急に 
対処すべき課題と考えられることから、居室の形状などの制約 
条件、費用対効果といった観点を踏まえながら、対応策を講じ 
ることが望まれる。 



Ⅲ 運 �保健師や栄養士などの専門職員でも、学園で �・質の向上を目指したマニュアルやチェックシートの職員間での 

共有化が図られている。 
提供するプログラム指導を行えるよう、職員のマ �・稼働率は微増しているということであったが、限られた中での 
ルチ化を進めている。 �工夫が結果として表れている。全職員のスキルアップに期待し 
指導マニュアルやチェックシートなどを活用し、 �たいと思う。入園式よりのオリエンテーションに始まり、工夫さ 

全職員誰でも一定水準のサービスや指導ができ �れた運営が見られる。また、細部にわたるサイン表示等も利用 
るようにしている。 �者に対する心遣いが良い。災害発生時の対応も熱心にされて 

おり、食青に関する面も頑張りを感じられた。 
・学校利用については、アンケート調査を実施するなど、サーヒ 

ス向上努力が図られており、また多様な媒体を通じた情報発 
営 ��信なども積極的に行われている。 
及 び ��・学校以外の利用の促進については、幅広い視野に立った 

サ ��ニーズの把握や、当施設の利用対象層となり得る団体や人に 
l ビ ス の 質 ��確実に情報が届く広報手段などを検討していく余地があると考 えられる。施設利用者だけでなく、横浜市内において、当施設 

を利用しない層も含めたアンケート調査を実施することなどが 
一案である。 
・自主事業における野外活動教室のプログラムの充実にあ 

たっては　企画したプログラムの申込み結果や実施結果を検 
の ��証し参加者が集まらなかった理由、好評だった要因などを分 
向 ��析して、次年度の計画にフィードバックしていくといった「Plan 

上 ��⇒Do⇒See」というサイクルを確実に実施していくことが望ま 
れる。 ・利用者の利便性を考えたサービスがなされている。それとと 

もに、学校が教育活動として利用することが多い現状を考えた 
とき、「指導」という側面にも着眼して重きを置くことも期待され 
る。 

Ⅳ �昭和村を含む地域との協働による事業を積極 �・本施設ならではの事業が地域との協働のもと、積極的に実施 
されている。 

的に実施しており、新設された道の駅での農業体 �・昭和村フォトコンテストの開催のほか、道の駅との連携による 
験を事業に取り入れるなど新たな取組を進めて �収穫体験、こんにゃくづくり教室の開催、村役場の役職者との 

地 �いる。 　　　l聖l・L　　　　　　A． �人的交流など、着実に地元との交流・連携が図られている。 
フt 町 �昭和村の小中子校の利用も増えているが、「 後は横浜の小中学生との交流事業を更に進めて �・地元との交流は、フォトコンテストやプログラムの講師としての 

行きたい。 �参加や道の駅での利用券配布を行っている。地元小中学校の 

村 ��学園利用も増加しているとの事なので、管理者の方針にもある ように、横浜の子どもたちとの交流が活発になるよう、更なる事 
及 ��業企画・運営に期待したい。シルバー世代の交流も一歩踏み 
ぴ ��込んでみてはどうか。 

横 ��・昭和村の子ども達が横浜を来訪して日産スタジアムや中華街 
浜 ��の見学を行うなどの取組みも実践されている。近年、青少年は 
市 等 と の 交 ��生活の中でのさまざまな体験が不足していることが指摘されて 

いる。特に横浜市内などの都市で育つ子ども達には自然環境 
との触れあいが不足しがちなことから、昭和村の資源や人材を 
有効に活かし、引続き多様な体験の場の充実に努めていくこと 
が望まれる。 
・横浜市内小中学生と昭和村内小中学生の間における交流促 

流 ��進のための企画などについても、積極的な取組みを期待した 

連 ��い。 ・交流は両校の調整が大変だろうが、今の子どもたちには必要 
携 ��なことであり推進が望まれる。 



Ⅴ 指 �平成23年度は、被災者受入準備のため利用制 �・厳しい状況の中、経費の節減に努め、執行状況の改善を図ろ 

うとする取組み姿勢は評価できる。 
限をした関係で、シーツ代などの利用に係る料金 �・平成23年度は東日本大震災の影響を受けて、学校利用が滅 
収入については、予算未達となったが、それ以外 �少したことから、収入の実績が予算の92％にとどまったが、支 
よ想定どおりであった。 �出の削減努力により実績が予算の83％に抑制された結果、収 
自主事業による収入は　大きく予算と帝離してし �支善根が約1000万円となるなど、健全な財　状況維持への努 

まった。家族向けの宿泊プランや年末年始の開 �力が認められる。 

定 管 �園日の拡大など、様々な企画を実施したものの、 一部、調査不足により、想定申込に達しなかった �・自主事業による収入の実績が予算の61％と達成率が低く、 

ものがあった　これらについては　事業の見直し �中でも野外活動教室事業が45％という達成率にとどまってい 
理 �と企画の練り直しを行わなければならない。 �る。この背景要因として、企画内容と横浜市民のニーズとの奉 
料 �修繕費や光熱水菜など必要な経費は、予算以 �離が想定されることから、結果を厳しく受け止めて、予算未達 
の �上に執行したが、その他経費の削減を行い、収 �成の要因検証を行う必要がある。 
執 �支差額をプラスとすることができた。 �安定的な収入確保により財務基盤の構築を図る中で、修繕 
行 ��費の年度予算は、施設の老朽化に伴い不測の事態が生じる可 
状 ��能性なども視野に入れ、若干の余裕を持たせて組んでいく必 
況 ��要があると考えられる。 ・概ね予算執行について計画に沿って運営されたとのこと。自 

主事業に関しては、企画の工夫が求められる。修繕費に関し 
苦労があると思うが、安全第一にお願いしたい。 

Ⅵ そ の 他 �施設の経年劣化が利用者に影響ないよう、毎 �・利用者目線に立った日々の点検が組織的・継続的に行われ 

ている。 ・建物の老朽化に対する苦労が、運営面も含め各所に影響を 
日の点検により確認し、必要に応じ補修等を行っ 
ている。 �及ぼしているが、限られた中での苦労は評価できる 

平成23年度は、東日本大震災の被災者受入を 準備（実際は利用希望がなく受け入れなかった） �・老朽化してはいるが、良い環境の中のすぼらしい施設であ 

するなど、横浜市の施策にも素早く対応してい �り、教育的見地からも、市民の大切な財産であることを痛感し 
た。 �た。収支・費用対効果という視点もあるが、超えて残したい貴 

重な山の自然財産である。 



く評価の基準〉 
A評価：共通業務の基準や提案書等に記載された水準に照らし合わせて十分な状態 
B評価：共通業務の基準や提案書等に記載された水準に照らし合わせてやや改善の必要が認めら 

れる状態 
C評価：共通業務の基準や提案書等に記載された水準に照らし合わせて大きく改善が必要な状態 

Ⅰ．総則

（1）施設の目的や基本方針の確立

■A　　　　　　口B DC ■A　　　　　　□B　　　　　　□C

②管理運営上の基本方針を職員が理解しているか？

■A　　　　　　□B　　　　　　口C ■A　　　　　　ロB　　　　　　□C

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述
1期の指定管理期間の実施結果を踏まえ

3つの基本方針に基づく5つの運営方針を理解した上
で、施設で具体策を実行している。
基本方針は、事務所や館内に掲示、HPで公開するとと

もに、職員が名札に入れ携帯することで常に確認できるよ

大のための努力（大学等の利用促進や年末年始の稼動）、魅
力ある日主事業の強化が行われるなど、職員が一丸となって
基本方針・運営方針に則った運営が行われている。
・施設内の掲示、職員の打合せでの周知、パンフレットホーム
ページへの掲載など、方針等の広報・徹底が行われている。

・「弄り用者目線に立った施設運営」の視野を今一歩広げ、多角

的な観点からニーズの把握に努めていくことが望まれる。

（2）施設目的の達成度

施設の管理運営を通して、施設目的を達成できているか？

①野外活動、自然観察等を通じて、青少年の心身ともに健全な青少年の育成に取り組んでいるか？ 
指定管理者　チェック　　　　　　t　　　　　　選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　□B　　　　　ロC　　　　　　　l■A　　　　　□B　　　　　□C 

（辺地元との友好関係の継続的発展と地元との協働・交流の促進が図られているか？ 
指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　□B　　　　　　ロC �■A　　　　　　□B　　　　　［］C 

伽サービス内容の見直し等による市民サービスの向上を図っているか？ 
指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　口B　　　　　　□C �■A　　　　　　ロB　　　　　　ロC 
指定管理者　記述 �選定評価委員会　記述 

【アピールポイント】 �・利用者のニーズを踏まえ、本施設ならではのプログラムや行 
学校利用を基本としながらも、青少年指導員の引率によ �事が実施されている。 

る団体や子ども会などにも利用していただき、ハイキング �・施設・用具の整備、プログラムの提供、打ち合わせの丁寧な 
やウオークラリーなど学園周辺の自然環境を生かしたプロ �実施などにより、多くの学校の利用、それぞれの多様な活動の 
グラムを提供している。 �展開などを可能にし、成果を上げている。 
道の駅と連携した野菜収穫体験を導入し、また、コンニヤ �・食事の提供においても地元食材を活用したバイキング形式を 

ク作り等の指導を地元在住者に依頼するなど、地元との �採用するなど、「食育」を意識した運営が図られている。 
協働を図っている。 �・今後は施設の目的に即した新たなプログラム開発により、 

【諌態等】 �学校利用以外のグループや家族利用の促進を図っていくこと が望まれる。 
・市内500校を超える小・中学校があるが、学園を利用していな 

い学校へのリサーチが望まれる。 
・プログラムに関し、マンネリ化に注意しながら、タイムリーで魅 

力的な企画を今後も続けてほしい。 



統括責任者の園長のもと、園長の補佐として管理・運営
責任者の副園長を配置している。保健衛生担当者、給食
食堂担当者に専門職員が業務にあたり、管理運営担当者
も当施設を熟知したベテラン職員が任にあたっている。
日常運営については、利用団体の状況や提供するプロ

グラムに合わせて柔軟にシフトを組み、効率的で効果的な
勤務体制としている。

る。

・地元人材を中心に体制が組まれているが、高齢者が離職す

るなどのケースもあり、今後もベテラン職員の後継休制の構築
が課題になると考えられる。「マニュアルの整備」が行われてい
るが、人から人へと直接的に伝えるべきことも多いことから、園
長・副園長の後継候補を早めに選定し、一定の引継ぎ期間を
設けることが望まれる。
・繁忙期は人手が不足する事態も発生していることから、繁閑

にあわせた柔軟な対応が取れる体制の整備が必要である。地
元や横浜で青少年育成に想いを有する人材のボランティア登
録を行うなどの対応を推進していくことが考えられる

（4）職員のマナー

利用者が気持ちよく利用できるよう、利用者に対する職員の接客マナーが守られているか？

①名札を着用しているか？ 
指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　□B　　　　　　ロC �■A　　　　　　□B　　　　　　口C 
暖）服装は適切か？ 

指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 
■A　　　　　　口B　　　　　［］C �1A　　　　　［コB　　　　　　□C 

（釘捲客態度や言葉使いは丁寧か？ 
指定管理者　チェック �選定評価委貞会　チェック 

HA　　　　　　DB　　　　　　□C �■A　　　　　［コB　　　　　　口C 
指定管理者　記述 �選定評価委員会　記述 

【アピールポイント】 �・マニュアルに則り、マナー向上に向けた取組みが継続的に行 
利用者に丁寧で親しみのある言葉遣いを心がけている。 �われている。 

接遇研修の実施や『接客マニュアル』の配備とともに、毎 �・来館者には、自らハキハキと声かけを行う様子が見られ、職 
日のミーティングでの利用者情報の確認・連絡ノートによ �員の接客マナーは徹底されている。 
る伝達などにより、全職員共通理解のもと利用者対応の �・会った職員はみな名札を付け、ユニフォームをきちんと着用 
向上を図っている。 �し、清潔感があり、あいさつもされ好感が持てた。 

また、利用者に施設職員であるしとがすくにわかるよっ に、協会ユニフォームの着用と常時名札の着用を徹底し、 �・子どもたちにとっても、第一印象は大切なもの。やさしい笑顔 

外部からの侵入者との区別を図り安心・安全を確保してい る只……． 【課題等】 �での挨拶は、どんな場面でも続けてほしい。 

（5）開館の実績

業務の基準に示されたとおりに、施設を開館しているか？

■A　　　　　　ロB　　　　　　ロC ■A　　　　　［コB　　　　　　口C

利用根に向け濫認諾先君荒の．．検脈
業務の基準に則り開園している他、キャンプ場に関して

は夏休み前の連休にも要望があれば受入を行う準備をし
ていた。
年末年始に開園日を拡大したり、適切な設備点検を実施

するための施設点検日の設定等は、横浜市教育委員会
の承認を得て行っている。

行っている。
・基準どおりに開園されている他、横浜市教育委員会の承認の

下で、年末年始も稼動させることで、多様なニーズの取り込み
を図ろうとする努力がうかがえ、評価できる。

Ⅱ．施設・設備の維持管理

（1）建物・設備の保守点検業務

建物・設備が適切に管理され、安全性の確保及び良好な機能の保持が実現されているか？

①建物について、
実施しているか？

■A　　　　　　□B　　　　　　□C ■A　　　　　　□B　　　　　　□C



（勤設備の日常点検・定期点検を実施しているか？ 
指定管理者　チェック ��選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　□B　　　　　　ロC ��■A　　　　　　［コB　　　　　　ロC 
指定管理者　記述 ��選定評価委員会　記述 

【アピールポイント】 ��・日常点検の共有化の徹底が図られ、早期改善に組織的に努 
日常点検では、日直者が『日常点検チェックシート』を用 　　　　　　　　一望l　　　gA ��めている。 ・組織的で統率のとれた一貫した点検体制で実施されている。 

い毎日確認作業を打っている �。異吊が発見された場口 
は、連絡ノートを使い、全職員が把握しているとともに、早 期改善に繋げている。 ��・日常の作業は全てに通じることだが、チェックシート記入のた 

定期点検計画に従い確実に実施している。特に設備や ��めの点検にならないよう、不断の注意や意識が求められる所 
定期清掃等は、専門業者に委託し実施するとともに、報告 ��である。報告書のチェックで終わらないように願う。 
春を提出させチェック体制を整えている。 ��・利用者アンケートにおいて子ども達からの意見が多く寄せら 

れている。「ホテルではないので、多少の暑さや虫が自然のこ 

【諌癌等】 ��して【　　せる」の　　　　してい　よっで　が、 
近年の環境変化（気温の上昇等）や、子ども連の状況（体力の 
低下）などを踏まえ、事故の生じないよう対応を考えることが望 
まれる。特に2段ベッドの上段は暑いとのことなので、熱中症対 
策に配慮されたい。 
・館内が広く、自分が今どこにいるのかが分かりにくいことか 

ら、建物の立面図だけではく、平面図（フロア見取り図）なども 
掲示するとよい。 

（2）備品管理業務

備品が適切に管理されているか？

（D備品台帳を作成しているか？ 
指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 

1A　　　　　　□B　　　　　　□C �■A　　　　　［］B　　　　　　ロC 
（a市の負担で購入した備品と指定管理者の負担で �購入した備品を区別して管理しているか？ 

指元■管理者　チェック �選定評価委貞会　チェック 
■A　　　　　　口B　　　　　［コC �■A　　　　　［］B　　　　　　□C 

（卦野外炊事用具、利用団体が使用する厨房用具は �、洗浄してから使用するよう利用者に指導しているか？ 
指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　□B　　　　　　口C �■A　　　　　［］B　　　　　　□C 

指定管理者　記述 �選定評価委員会　記述 
【アピールポイント】 �・備品の管理・メインテナンスが組織的・継続的に行われてい 
体協所定の備品台帳で管理し、新規購入や廃棄等で増 �る。 

減が発生した際は、速やかに更新作業を行っている。 備品は利用前後に適宜確認し、損傷・不具合の発見に 努めている。アンケートやモニタリング等の利用者からの 指摘にも素早く対応し、修理を施している。 野外炊事の実施の際には、炊事用具を洗浄後に利用す るなどの注意を説明し、安全に利用していただくとともに、 備品の損傷防止に努めている。 E謹亮等】 �■野外炊事に利用する用具などは、清潔に保管されている。 

（3）清掃業務

利用者が快適に利用できるような状態が保持されているか？

（1）職員による日常清掃計画を実行しているか？ 
指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　ロB　　　　　　□C �■A　　　　　　ロB　　　　　　□C 
（カ職員による定期清掃計画を実行しているか？ 

指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 
■A　　　　　　□B　　　　　　口C �■A　　　　　　口B　　　　　　□C 
③専門業者による定期清掃計画を実行しているか？ 

指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 
■A　　　　　　口B　　　　　　□C �■A　　　　　　口B　　　　　　ロC 



。糊嵐定期戎認諾浩諾悪等、
日常清掃は、『日常点検チェックシート』を活用し、確実に

実施している。不足品についてもチェックシートを用いて定
期的に巡回・確認し、適時補充を行っている。
月1回（繁忙期は除く）の定期清掃や特殊清掃は、専門

業者に委託し、終了後は、作業報告書を提出させ確認して
いる。また、利用の少ない冬期には、清掃作業日を設け、
共有スペースを中心に全職員によって全館清掃を行って

が計画的に実施されている。
・チェックシートの内容は細かく分けられ、特に安全面に関して

徹底されている。

（4）保安警備業務

安全で安心感のある環境を確保しているか？
口）宿直職員は、消灯時間に施錠、火の元確認、不審者・不審物の確認を行っているか？ 

指定管理者　チェック　　　　　　l　　　　　　選定評価委員会　チェック 
■A　　　　　　□B　　　　　　□C　　　　　　　　LllA　　　　　　□B　　　　　　口C 

任）盗撮の防止に努めているか 
指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　□B　　　　　　□C �■A　　　　　［コB　　　　　【コC 
（罰宿泊利用のない日の開園後及び休日の機械警備を警備会社に委託しているか？ 

指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 
■A　　　　　［］B　　　　　　DC �■A　　　　　［］B　　　　　［コC 

何）異常時の緊急出勤体制が構築されているか？ 
指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　□B　　　　　　□C �■A　　　　　　ロB　　　　　［コC 

指定管理者　記述 �選定評価委員会　記述 
【アピールポイント】 �・安全警備業務が適切かつ迅速に行われている。 
毎日定期的に職員による館内巡回を行っており、宿泊利 �・学校利用の場合は、学校との連携の下で、安全・安心な体制 

用の際には、宿直職員1人を配置し、出入ロ・事務所の施 �が構築されている。 
錠、火の元の確認を行い、『日常点検チェックシート』に記 �・利用の多い学校団体にとって「安全安心の確保」は最重要な 
録している。 �課題となってきているが、職員や機械による警備が計画通り実 
宿泊利用の無い日は、機械警備を専門業者に委託して �施されている。 

おり、異常信号が発報した場合は誤発報であっても必ず �・夜間時の異常時の対応が構築されている。 
現場に急行することとなっている。 �・盗撮防止策として、ガラスにシートを貼り、見えないように対応 
浴室の窓にブラインドの設置や遮光フイルム貼付を行い �を行っている。 

＃心して利用していただいている。 �・当直職員は1人であるものの、問題が生じた時には、引率の 

【課長頁等】 �との　カによって、、　図　してい　」かb、今 
学校との円滑な連携関係に努めることが望まれる。 
・東日本大震災レベルの災害対応への配慮が必要である。館 

内の落下物（照明器具等も含め）の点検と固定や、災害が生じ 
た際の安否確認方法と保護者への連絡方法などについても、 
いざという時に混乱が生じないよう、今一度確実な仕組の構築 
が必要と考えられる。 

（5）外様・植栽の維持管理業務

良好な景観を維持し、利用者が快適に過ごせる環境が保たれているか？

q〕外様の清掃を行っているか？ 
指定管理者　チェック　　　　　　l　　　　　選定評価委員会　チェック 

JA　　　　　□B　　　　　口C　　　　　　　　F■A　　　　　□B　　　　　□C 

（a敷地内の植栽の管理を行っているか？ 
指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　DB　　　　　　口C �■A　　　　　　□B　　　・［コC 

指定管理者　記述 �選定評価委員会　記述 
【アピールポイント】 �・委託業務が計画的に実施されている。 
外構清掃や植栽管理は、地元のシルバー人材センター �・園内の庭もよく整備されており、良好な水準が維持されてい 

に委託し、定期的・計画的に実施している。 �る。 
日常点検時の目視や台風後や雷雨後の点検を行うとと もに、利用者から倒木などの報告があった場合にも、直ち に処理している。 【諌菌等】 �・広大な敷地であるが、よく手入れされている。 



（6）厨房・食堂の衛生管理業務

厨房・食堂の衛生状態は清潔に保たれているか？

①食品衛生法その他の関係法令を遵守しているか？

■A　　　　　　□B　　　　　　□C ■A　　　　　　ロB　　　　　　□C
用用具について、

管理しているか？

■A　　　　　　□B　　　　　　□C ■A　　　　　［］B　　　　　［コC

食器は滅菌庫で保管しているか？

■A　　　　　　□B　　　　　　口C ■A　　　　　　□B　　　　　　□C

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

日常的に厨房の整理整頓、食材の適正管理に努め、正
規の手順に則した対応を行っている。また、『横浜市学校
給食衛生管理マニュアル』を厨房にも配備し、いつでも確
認できる体制としている。
なお、平成7、12、20年には食品衛生協会より優良施設と

して表彰された実績がある。

・マニュアルに則り、衛生管理業務が適切に行われている。
・厨房、食堂ともに、清潔に保たれ、良好な管理状況にある。
・マニュアルを厨房に配備している。
・食器が滅菌庫で保管されている。

（7）環境衛生管理業務

利用者が快適に過ごせるよう施設内及び敷地内の適切な環境衛生が保たれているか？

（8）廃棄物処理業務

廃棄物の発生の抑制、資源の再利用に取り組んでいるか？



Ⅱ．運営及びサービスの賞の向上

（1）利用実績及び施設の稼働率

利用実績を記録し、稼働率の向上に努めているか？ 

①利用実績を正確に把握しているか 
指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　□B　　　　　　□C �■A　　　　　　□B　　　　　　□C 
（a閑散期における利用促進が図られているか？ 

指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 
■A　　　　　　ロB　　　　　　ロC �■A　　　　　　DB　　　　　　ロC 

指定管理者　記述 �選定評価委員会　記述 
【アピールポイント】 �・利用者サイドに立った利用率向上の様々な方策を試行検討 
利用国体や利用者数の把握とともに、毎利用団体からア �している。 

ンケートを取り、サービスの向上、施設・設備の改善の参 �・利用団体に対してアンケートを実施するなど、サービス向上 
考とし、利用団体の増加・稼働率向上に繋げている。 �努力が見られる。 

自主事業においても同様にアンケートを取り、次回開催 時の改善点の抽出を図っている。その結果、行楽期の週 �・稼動率を上げるには、横浜市内において、当施設を利用しな 

末、年末年始の利用促進プランや合宿向けプランを設定 �い層も含めたアンケート調査によって、より広いニーズを把握 
した。合宿向けプランについてはH23年12月市内大学へ �する方法が考えられる。これによって、施設に必要な機能や 
案内チラシの配布を行った。 �サービス、プログラムへのヒントが得られる可能性がある。 

・当施設の特性を考えれば、大学生のゼ主やサークル合宿など を誘致する方法が効率的な利用に結びつくと考えられる。大学 
【課題等】 冬期の閑散期利用のために家族や小グループの受入を 行っているが、利用者の希望どおりに受け入れると、暖房 や風呂などの光熱水費がかかるため、経費超過になるこ とがある。 そこで、現在は受け入れ可能日を設定し、同じ期間に受 け入れる仕組みにしている。 費用対効果と利用者側の自由度（利便性）との間で、現 行はこのような対応としているが、新たな方策を検討する 必要がある。 また、冬期利用を促進するためには、館内暖房をもう少 し充実させないと、利用していただけない。 とくに、山の家が集中暖房となっているため、まとまった 利用でないと、経費がかかりすぎてしまう。 

生は1週間程度の長期滞在となり、3食とも館内で食事を取る 
形となることから、事業収入の拡大につながる。横浜市内の大 
学にコンタクトを図り、より二一ズに即した大学生向けの合宿プ 
ランの開発に努められたい。 
・横浜市内に多くある子育て支援団体などは、「子ども達を自 

然な環境の中で活動させる体験」を重視しているところも多い 
ことから、そうした団体（NPO法人等）も、利用対象層として新 
規開拓を囲っていくことが考えられる。 

（2）利用しやすい受付案内の実施

利用者が利用しやすい受付案内を実施しているか？

①利用者にすぐに対応できる体制が整っているか？ 
指定管理者　チェック　　　　　　1　　　　　　撰定評仙委員芸　チェック 

rA　　　　　ロB　　　　　□C　　　　　　　IJA　　　　　□B　　　　　□C 
（診電話やHP等で利用方法等を案内しているか？ 

li刑瀾 �脚ざ旧喜劇 
■A　　　　　　ロB　　　　　　□C �■A　　　　　　□B　　　　　　□C 

指定管理者　記述 �選定評価委員会　記述 
【アピールポイント】 �・マニュアルを踏まえた受付案内事務が遂行されている。 
『受付マニュアル』を作成し、全職員誰もが対応できる体 �・施設の中央に広いスペースがあることを利用して、到着時に 

制を整えているとともに、初めての利用者にもわかりやす �その場所で説明などを行っているとのことであり、受入体制は 
い説明を心がけている。 �良好に整備されている。 
学園のHPから利用案内を取り出すことができ、現地に来 �・HPは写真もあり、わかりやすい内容となっている。 

訪することなく、施設利用の概要がつかめるよっになって いる。 �・施設全体の見取り図を設置して、利用者へのオリエンテー 

【諌菌等】 �シヨン時に、これを活用しながら館内の説明を行うとわかりやす 
い。 

（3）適切な利用情報の提供

すべての利用者が等しく利用情報を得ることができるよう、適切な利用情報の提供を行っているか？
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（勤見学などの希望に対応しているか？ 
指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　ロB　　　　　　DC �■A　　　　　［］B　　　　　　ロC 
指定管理者　記述 �選定評価委員会　記述 

【アピールポイント】 �・利用者目線に立ったHPの更新に努めている。 
横浜市民に対しての情報提供では、インターネットは効 �・HPでは食事（学園給食）を載せ、アレルギーへの対応が必要 

黒的・効率的であると考え、施設概要や利用案内の他、各 �な児童の保護者が少しでも安心して体験できるよう努めてい 
種教室の案内も随時更新し提供するなど、常に新しい情 �る。 
報発信に努めている。 �・ネットや紙媒体など、複数の手段を通じて情報発信が行われ 
自主事業数室の参加申込は、インターネットでも受付て �ている。 

おり、インターネットを利用しての申込者が90％に達するま でになった。 【課題等】 �・費用対効果の高い情報発信とするためには、利用者層に即 

した媒体の選択を心がけることが望まれる。例えば、閑散期に 
高齢者団体の利用促進を図ろうとする場合には、紙媒体の活 
用が現実的である。 
・自身で発信するだけではなく、他団体との連携の下で、情報 

発信することも考えられる。例えば、子育て支援団体などは、 
多くの登録会員に携帯メルマガを配信する仕組を有する場合 
もあり、その中で、情報を流してもらう方法なども考えられる。 

（4）広報・PRの実施

施設について広報誌やPR箆を作成するなど、具体的な取り組みを実施し、潜在的な利用者にアピールして
いるか？

①チラシの作成や広報誌への掲載を行っているか？ 
指定管理者チェック　　　　　　l　　　　　選定評価委員会　チェック 

rA　　　　　□B　　　　　ロC　　　　　　　ldA　　　　　□B　　　　　□C 

②市民の視点に立ったわかりやすい広報活動を行っているか？ 
指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　ロB　　　　　　□C �■A　　　　　［］B　　　　　　□C 
指定管理者　記述 �選定評価委員会　記述 

【アピールポイント】 教室ごとにチラシを作成しHPにもアップする他、体協事 務局から市内公共施設で配布している。 �・広報活動をきめ細かく展開している。 

t広報については多様な努力が図られているが、利用者層の 

また、「子どもたちを守る」にも情報掲載を依頬し、市立 �開拓に向けては、一般に広く発信するだけではなく、「狙い撃ち 
全小中学校に情報が行き渡るようにしている。 �的な情報発信」を検討することも必要と考えられる。 
インターネットでは、体協管理施設のHPや横浜市スポー �・大学生の合宿誘致には、面識のある大学教授などを通じた 

ツ情報サイトにもリンクをはるとともに、体協関連の大規模 �広報、子育て世代の利用促進には、前述したように子育て支 
集客イベントの会場でチラシを配布し、多くの方の日に留 �援団体のルートを通じた広報など、費用対効果の面から広報 
まるようにしている。 �の方法を検討されたい。 

・児童の保護者は家族で利用できることを知らないと思与われ るので体験後学校での報告会の後にアピールするようにして 

【謀議等】 �　　　　　　　口 みてはどうか。 

（5）利用者支援業務

利用者が円滑な活動ができるよう、支援を行っているか？

①宿泊体験、野外活動を展開するための事前打合等や指導助言を適切に行っているか？

■A　　　　　　口B　　　　　　□C ■A　　　　　　ロB　　　　　　□C

実施しているか

■A　　　　　　□B　　　　　　□C ■A　　　　　　ロB　　　　　　□C

利用前の現地下見・打合せを実施することに加え、利用
期間中毎日、代表者会議を開催し、活動支援の内容や貸
出物品の有無等を確認し、的確な助言を行っている。
当協会が教育委員会健康教育課から受託している「サ

マースクール（ぜん息児童向け宿泊体験教室）」では、当
学園を利用し、実施プログラムの一部を当学盤の指導の

行われている。
・学校利用については、あらかじめ教師との間で綿密な打ち合

わせが行われている様子であり、良好な支援が実施されてい
る。
・現地での下見、打ち合わせ、問い合わせに対する対応、利用

当日の情報提供、支援等等、十分になされている。
・事前に代表者会議を実施していることは評価できる。
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（6）用具等貸出業務

利用者の便宜を図るため、利用者の必要に応じて備品、用具等の貸し出しを行っているか？

①利用者の必要に応じた備品、用具の貸し出しを行っているか？

■A　　　　　　□B　　　　　　ロC ■A　　　　　　ロB　　　　　［］C

■A　　　　　　ロB　　　　　　ロC ■A　　　　　　□B　　　　　［］C

蒜芯箭品首蒜れている物品の貸し出しや取
各種プログラムに対応した指導マニュアルを作成し、職

員誰もが指導できる体制と、併せて、安全な用具の取り扱
いができるようにしている。
予約票・注文票を利用団体から提出してもらい、これをも

とに打合せを入念に行い、必要物品のアドバイスも行って
いる。

・きめ細かな体験学習指導マニュアルが作成され、必要な材料

が列記されているなど、適切な対応が行われている。
・多様な活動に対応する指導マニュアルの作成などによる情報

資料の提供、当日の説明、支援など、丁寧な支援体制が整え
られている。

（7）食事提供業務

利用者から食事の提供を求められたときは、適切に調理・提供しているか？

①利用人数や利用形態に応じて柔軟な食事提供をしているか？

■A DB　　　　　　□C 1A　　　　　　□B　　　　　　□C
「横浜市学校給食衛生管理マニュアル 考にしているか？

翼定評価委員会　テ
ロB　　　　　　□C■A　　　　　　□B　　　　　　ロC

アンケート結果を食事に反映しているか？

■A　　　　　　ロB　　　　　　□C
生産者、取引業者 利用者に公表しているか？

■A　　　　　　□B　　　　　　□C

■A　　　　　　ロB　　　　　　□C

地産地消に努めているか？

■A DB　　　　　　ロC ■A　　　　　　□B　　　　　　ロC

本施設ならではの食材の選定 りやすい紹介説明が行
地元の食材を毎食のメニューの中で半分以上使用し、ま

た、郷土料理を献立に取り入れるなど、食育要素を盛り込
んだ内容にしている。食材の産地を食堂入口にイラスト付
きで掲示し、子どもにもわかり易い形で紹介している。
アレルギー対応は、除去食の相談も受け付け、利用団

体との打合せによってメニューなども柔軟に対応してい
る。

われている。
・地元食材にこだわり、産地表示を行うなど、「食育」を意識した

きめ細かな対応が図られている。
・アレルギー対応、地産食材の活用、郷土料理、バイキング方

式の採用など、多様な工夫をし、児童生徒の利用者に対する
食サービスの質的向上が図られている。
・子どもにもわかりやすいよう掲示してあり、アレルギー対応も

行っている。
・盛り付け例を示しながら、バイキング形式で子ども達に盛り付

けをさせるなども、子どもの食に対する意識や自主性の喚起に
効果的と考えられる。
・食べ物の大切さに対する意識を醸成するには、産地表示にと

どまらず、栽培農家の人から直接話しを聞く機会を設け、「作
物を育てることへの想い」を語ってもらうことなども考えられる。

（8）宿泊室等整理塾とん・衛生管理業務

利用者が快適に過ごせるよう居室等が清潔に保たれているか？

①寝具等は清潔に保たれているか？
指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

■A　　　　　□B　　　　　［］C ■A　　　　　　口B　　　　　　ロC
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②備品等の整理整とん、洗浄、消耗品類の補充は、 ��適切に行われているか？ 
指定管理者　チェック ��選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　□B　　　　　　ロC ��■A　　　　　　□B　　　　　　□C 
指定管理者　記述 ��選定評価委員会　記述 

【アピールポイント】 ��・業務管理が適切に行われている。 
毎日の巡回点検と利用 �者退園時に代表者立ち会いのも �・シーツは保管場所があり、清潔に保たれている。 

と点検を行い、指摘された部分があれば速やかに交換や 補充を行っている。清掃状況が不十分な場合は、職員に ��・居室は清潔に保たれているが、古い建物は老朽化が進んで 

よる補完清掃も行っている。 ��おり、横浜市との話し合いの下で、「清潔感の創出」に対する対 
利用者の使うシーツは毎回利用後にクリーニングに出し ��応を検討する必要がある。 

ている。寝具類は年1回クリーニングを行い、湿度の低い ��・暑さ対策についても、熱中症などの事故につながらぬよう、冷 
晴天時に職員の手で布団干し作業を行っている。 ��房機器や壁掛け扇風機の導入などを、同じく横浜市との話し合 

【課題等】 近年の夏の暑さのため、夜寝苦しいという声が聞こえる ようになった。冷房機器の導入を検討する必要がある。 ��いの中で早急に検討していく」とが望まれる。 

（9）サービス水準の確保

個々のサービスについて、対応する職員によって格差が生じないよう、施設のサービス水準を確保するため
の取り組みを行っているか？

①サービス水準確保のため、標準的な業務実施手l �県や注意点等がマニュアル化されているか？ 
指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　□B　　　　　　□C �■A　　　　　　□B　　　　　　□C 
指定管理者　記述 �選定評価委員会　記述 

【アピールポイント】 �・利用者目線に立った対応が図られるよう共通理解に努めてい 
受付業務、各活動プログラム、利用者対応など、業務別 �る。 ・各々のマニュアルがよく整備されている。 

のマニュアルを作成し、職員誰でも、一定水準のサービス が提供できる体制をとるとともに、随時改善を加えている。 

【課題等】 

（10）職員間での情報共有化

職員間で適切に各種情報の共有化が実現されているか？

①情報共有のためのミーティング等を行っているか 
指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　□B　　　　　　口C �■A　　　　　　□B　　　　　　□C 
（かスタッフ交代時の引き継ぎを行っているか？ 

指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 
■A　　　　　　□B　　　　　　ロC �■A　　　　　　□B　　　　　［コC 

指定管理者　記述 �選定評価委員会　記述 
【アピールポイント】 �・共通理解を図るための工夫が適切になされている。 
毎朝礼で情報共有を囲っている。ローテーション勤務の �・職員の定着率は高く、職員間の業務の相互補完性やコミュニ 

ため、朝礼時に全職員が出られないことが多く、共通理解 �ケーシヨンも良好な状態にある。 
が必要な案件の伝達漏れがないよっ、連絡ノートを活用 し、周知徹底している。 �・ローテーション勤務で全員が一同に会することは難しい状況 

【謹題等】 �で　るが、忙　に �入るlや、、了　などは、全　でのモー 
テイングの機会を設け、その年度の受入の状況や課題認識な 
どの共有化を図ることが望まれる。 

（11）個人情報の保護

個人情報の保護に対する体制が整っているか？
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JISQ15001の規格に沿った個人情報の取組をしており、

当協会としてプライバシーマークを取得、2回日の更新（3
期日）を行っている。3ケ月ごとの自主点検・年に1回の内
部監査を受け、当協会の規定に則り個人情報を取り扱っ

・規格に則り、個人情報の保護に努めている。
・慎重な情報取扱が行われており、良好な管理水準にある。

（12）事故防止対策への取り組み

事故防止のための体制の構築・取り組みを行っているか？

①事故防止のチェックリストマニュアルを作成し活用しているか？ 
指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　□B　　　　　［コC �■A　　　　　　DB　　　　　　□C 
（か事故防止のための研修等を実施しているか？ 

指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 
■A　　　　　　□B　　　　　［］C �■A　　　　　　口B　　　　　　口C 

指定管理者　記述 �選定評価委員会　記述 
【アピールポイント】 �・安全マニュアルに則り、事故防止に向けた取組みが計画的に 
館内では、「ロフトから飛び降りない」などの注意や、手 �行われている。 

洗いの励行、害虫進入防除等の注意を行っている。これら �・子どもの不注意からの事故を防ぐため、わかりやすい（目に止 
ま、掲示とともに団体の代表者会議等で利用者へ周知徹 �まりやすい）所に貼りだされている。 
底している。 �・事故防止等の安全マニュアル、緊急時の態勢など整備されて 
また、山の活動は特に強く注意が必要で、虫刺されの対 �いる。児童生徒の「高揚感」、あるいは、活動の多様性など、学 

応や天候の変化に留意などを呼びかけるとともに、『安全 �校団体利用の特殊性から起こる様々な事態を想定した整備が 
マニュアル』を必要に応じ利用団体に配布している。 �なされている。 

【課題等】 �・一定の安全対策は採られているが、近年の環境変化の中 

で、「熊」の出没が問題となっているとのことであるため、慎重 
な対応が求められる。子ども達へのオリエンテーション時にそう 
した情報も確実に伝えるとともに、引き続き役場との連携によ 
る「熊出現情報の収集」に努められたい。 

（13）事故発生時の対応体制の構築

事故発生時の対応体制が確立されているか？

①応急・救急手当と病院への搬送体制は整っているか？
面委員会　チェック

■A　　　　　　□B　　　　　　□C ■A　　　　　　□B　　　　　　口C

（診医務室はいつでも利用可能になっているか？

■A　　　　　　□B　　　　　　□C

③AEDは常備されているか

．A＿　　莞開削会誌■A　　　　　　ロB　　　　　　□C

④職員が夜間の負傷者、 急病者に対応できるようになっているか？

■A DB　　　　　　□C ■A　　　　　　□B　　　　　　□C

利用者への補償体制 露築されているか？
指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

tA　　　　　　□B　　　　　　□C tA　　　　　　ロB　　　　　　ロC

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

入園時には、参加者に必ず健康チェックを行うことを喚
起し、代表者会議時に再度促すなど、予防指導を行ってい
る。万が一ケガや病人が発生した場合には、応急処置や
医療機関への手配、夜間の宿直職員対応など、全ての職
員が適切に対応できる体制としている。
養護担当者がいる団体（学校等）には、保健担当者が事

前打ち合わせを行い、医務室の鍵の貸し出しを行い、素早
い対応が取れるようにしている。

ている。
・医務室が設置され、有効な活用が図られているとともに、急

病の際には、病院とのつなぎの役割が果たされており、良好な
体制が整備されている。
・応急的な処置へのマニュアルができており、医務室も誰もが

使いやすいよう整理されている。

イ緊急マニュアル」に基づいた体制がとられている。地勢的な

関係から距離のある医療機関への搬送には「車」の確保は必
であり、今後も学園車の活用とともに、タクシー会社、消防関

係との連携を継続していくことが期待される。
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（14）災書発生時の対応体制の構築

災害発生時の対応体制が確立されているか？

①自然災害発生時の対応マニュアルを整備しているか？

■A　　　　　　□B　　　　　　ロC

■A　　　　　　□　B　　　　　□C

■A　　　　　　□　B　　　　　ロC ■A　　　　　　ロB　　　　　　ロC

■A　　　　　　□B lコC ■A　　　　　　□B　　　　　［コC

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

自衛消防隊組織に基づく緊急時対応のほか、当協会の
危機管理マニュアルに従って対応する。また、宿直時間帯
や医長不在の時の時間帯責任者を定め、指示命令系統
を確定している。
事務所内には、襲雷警報装置があり、屋外活動者には、

速やかに避難の呼び掛けを行っている。

・危機対応マニュアルに則り、自然災害に対して、

速に取組む体制が整備されている。
・緊急時対応、夜間での緊急事態、宿直時等のマニュアル、行

動指針等が整備されている。

・日常の中で生じる問題の他に、東日本大震災レベルの災害

対応への配慮が必要である。館内の落下物（照明器具等も含
め）の点検と固定や、災害が生じた際の安否確認方法と保護
者への連絡方法などについても、いざという時に混乱が生じな
いよう、今一度確実な仕組の構築が必要と考えられる。
・自治体が災害時の被害想定などを公表していることから、あ

らかじめ大地震の際に施設の立地場所にどの程度の被害が
生じるのかといった確認なども行っておくことが望まれる。

（15）利用者の意見・苦情を抽出し解決する体制の構築

利用者が意見や苦情を述べやすい環境を整備しているか？

（む「ご意見箱」を設置し活用しているか？

■A　　　　　　□B　　　　　　□C ■A　　　　　　□B　　　　　　ロC

利用者から意見や苦 が寄せられた場合は、内容を記 実施しているか？

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

■A　　　　　　□B　　　　　　□C ■A E】B　　　　　［］C

③利用者に対し、 苦情等への対応手順等が明確化されているか？
指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

■A　　　　　　ロB　　　　　　口C ■A　　　　　　ロB　　　　　　□C

に速やかに対応できる体制が採られてい

苦情やトラブルが発生した場合は、職員ミーティングで再
発防止策を検討し、実施している。また、『事案報告書』を
当協会本部に提出することで、他施設を含めた情報を共
有し防止策を当協会管理の全施設間で実行している。
利用者からの要望があれば、経費の範囲内で対応でき

る事項については速やかに対応している。

・アンケート調査や意見箱の設置により、利用者から適切に意

見を収集している。

・対応が必要な項目は抜き出し、その後のフォロー状況を確認

できるようなチェック表を作成し、これを職員全員で共有化する
といった方法での管理も考えられる。
・学校国体として利用した児童生徒の「感想文・礼状」等も届い

ていると思う。それらを利用者の「意見」という視点から活用す
ることを期待したい。

（16）市民ボランティアの活用

市民ボランティアを積極的に活用しているか？

①市民ボランティアとの協働による、 利用者支援策を実施しているか？

■　A　　　　　□　B　　　　　口C ■A　　　　　□B　　　　　□C
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（17）自主事業の適切な実施等

利用者の望む自主事業を適切に実施しているか？

■A　　　　　［］B　　　　　　ロC tA　　　　　　口B　　　　　　□C
ログラムを提供しているか？

■A　　　　　　□B　　　　　　□C ■A　　　　　　□B　　　　　　ロC

アンケート結果を反映した自主 業を実施しているか？

tA　　　　　　ロB　　　　　　ロC

安価に設定しているか？

■A　　　　　［コB　　　　　　□C ■A　　　　　　⊂］B　　　　　　□C

横浜市の施策に趣旨に沿った自主 実施しているか？

■A　　　　　　ロB　　　　　　□C

自主事業について積極的な広報 行っているか？
とゝノt：iTILu文章1コ＝　　ノ

ロB　　　　　　□C■A　　　　　　□B　　　　　　口C
しているか？

□B　　　　　　口C tA　　　　　　□B　　　　　　□C

之王ノ」＝示Tlluま只コ＝　　ノ

ロB　　　　　　ロC■A　　　　　　ロB　　　　　　□C
ログラムを実施しているか？

之宣ノJ＝己Tlluま只つて　　′

［コB　　　　　　ロC□B　　　　　　□C

面委員会　チェック

■A　　　　　　□B　　　　　　ロC ■A　　　　　　□B lコC

自動販売機を設置しているか？

tA　　　　　　□B　　　　　　□C ■A　　　　　　□B　　　　　　ロC

tA　　　　　　□B　　　　　　□C ■A　　　　　□B DC

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

子どもが楽しめるキャンプ、家族で楽しめるキャンプを四
季を通じて開催し、自然に親しむ機会を提供している。
また、学園を利用する上で必要な生活用晶や野外炊事

用食材などを販売し、気軽に利用していただけるよう利便
性の向上を図っている。

ている。
・キャンプ、野外炊事の準備はできており、ロッカーの中もきれ

いに整っており好感が持てる。

・自主事業の充実にかなりの努力が図られているが、施設面で

の制約もあることから、今後は当施設の特性を勘案した利用の
開拓に努められたい。大学生や子育て支援団体等の利用開拓

（18）野外活動教主の適切な実施

利用者の希望に沿った各種野外活動教室が実施されているか？

■A　　　　　ロB　　　　　□C
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Ⅳ．地元町・村及び横浜市等との交流・連携

（1）地元町・村との交流・連携

地域や地域住民との交流・連携に関する取り組みを実施し、地域交流の支援を実施しているか？

①地元自治体等との調整を行っているか？ 
指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　口B　　　　　　□C �■A　　　　　　□B　　　　　　□C 

指定管理者　記述 �選定評価委員会　記述 
【アピールポイント】 �・地元との交流連携を積極的に図っていこうとする姿勢があ 
村役場や教育委員会との連絡・調整を、園長を中心に行 �る。 

い、村からの要望や依頼事項に対応している。 �・昭和村フォトコンテストの開催のほか、道の駅との連携による 
また、昭和の秋祭り実行委員会参画及び出店、昭和村 �収穫体験、こんにゃくづくり教室の開催、村役場の役職者との 

フォトコンテスト協賛、村内学校利用の受け入れなど、村と �人的交流など、着実に地元との交流・連携が図られている。 
の協働事業を進めている。更に、体験学習や教室の講師 �・また、昭和村の子ども達が横浜を来訪して日産スタジアムや 
依頼、道の駅と連携した収穫体験など、学園事業での協 �中華街の見学を行うなどの取組みも実践されており、こうした 
力体制など、Win－Winの関係が築けている。 �努力は評価できる。 

【課題等】 �・地元の方々と交流することで内容も深まり、横浜の人々が 

様々な人と出会い、より一層の経験ができると思う。 
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日直者による毎日の現金・通帳の確認、金庫書庫の施
錠を徹底している。
当協会は、外部監査を導入し毎年度監査報告を理事会・

評議員会に提出している。

・適正に運営されている。
・平成23年度は東日本大震災の影響を受けて、学校利用が減

少したことから、収入の実績が予算の92％にとどまったが、支
出の削減努力により実績が予算の83％に抑制された結果、収
支差額が約1．000万円となるなど、健全な財務状況維持への努
力が認められる。
・安全性の確保に努めながら、学校利用の回復のための積極

的な広報などを行っていくことが望まれる。

（3）自主事業収入実績

事業計画書で示された自主事業が順調に実施されたか？

①事業計画書上の自主事業で、予算に近い収入実績があったか？

B　　　　　　□C
■亡コ三藁」正美昌A　ミ

□A　　　　　　■B　　　　　　□C □A　　　　　　■

講説器用促遭細る取・311以降の厳しい状況の

野外炊事用食材やキャンプファイア用薪、飲料等の飲食
部門などの自主事業収入を上げている。
教室事業では、開催最少人数に満たない応募のため、

中止になった教室もあり、自主事業収入額は予算に満た
なかったものの、収支差額は、黒字となっている。

教室事業では、10教皇の企画のうち3教室が、申込者が
0又は1人のため開催中止となった（他2教室は被災者受入
準備のため中止）。企画は、尾瀬のハイキング（春・秋）と
昭和村主催のフォトコンテストへの参加プランだった。
企画内容を見直すとともに広報手法も企画にマッチした

ものとなるよう、精査していく。

組みが積極的に行われているが、さらに、広報活動の工夫や
PRの充実を期待したい。
・自主事業収入の実績は予算の61％にとどまったことから、野

外教室で開催中止となったものについて、参加者が集まらな
かった要因などをしっかりと分析し、来年度以降の企画に
イードバックしていくことが望まれる

・加えて、何度も記載しているように、当施設の特性に合致した

利用者の新規開拓を図っていくことも期待される。

（4）経費節減状況 

経費節減のための努力を行ったか？ 
指定管理者　チェック �選定評価委員会　チェック 

■A　　　　　　口B　　　　　　口C �■A　　　　　　口B　　　　　　□C 
指定管理者　記述 �選定評価委員会　記述 

【アピールポイント】 �・経費節減を組織的に徹底して行っている。 
利用者に対する節電の呼び掛け、不要な照明の消灯、 �・前述したように、収入減という状況を乗り切るために、多大な 

事務所コピーの両面印刷や裏紙の活用を徹底している。 �経費削減努力が行われたことがうかがわれ、無駄な出費は徹 

【諌恵等】 �底回避されている。 

Ⅰ～Ⅴの評価項目で評価しきれなかった特記事項

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

道の駅オープンに伴い、利用促進事業「ゆるリズム」プラ
ン参加者への特典として、学園より関係団体に働きかけ、
道の駅で使用できる利用券（100円券）を配布し活用してい
る。
また、道の駅と連携し、農家と契約した畑で野菜収穫体

験をコーディネートしている。これまでに、市内小学校体験
学習のほか、サマースクール（ぜん息児童宿泊体験教室
横浜市教育委員会事業）や横浜文化体育館の自主事業
で実施し、とても好評を得ている。
村内行事（バレーボール大会）の練習場所として学園の

森の家を提供したり、野外炊事場での日帰りバーベキュー
利用、フォトコンテスト入賞写真の展示会場として研修室を
利用してもらうなど、地元との連携、協力がより強固なもの
となっている。
夏休みや春休みなど学校の長期休暇に当学園に宿泊す

る学校・部活動・スポーツ団体は、多くは村内の村営施設
を利用する。その際の申込手続きを代行しており、使用料
についても学園宿泊者であれば村民料金（村外者は10
倍）で利用できるように昭和村教育委員会と調整を図り了
解を得ている。更に、地元採用の園長が昭和村教育委員
に任命されるなど

中、利用促進を図る様々な取組みが組織的に継続して行われ
ている。
・地元人材が中心となって、昭和村の役場や地元施設等と連

携を図りながら、プログラムの充実や利用者層の拡大に努め
ており、全体を通じて、良好な運営がなされている。

・横浜市の子どもたちにとって貴重な‘‘成長空間”であり、横浜

市の一層の支援を得て、ハード面・ソフト面の整備・拡充が着
実に遂行されていくことを期待する。
・人と人との交流が、更に深化されるよう期待する。
・課題として、ハード面では、資金のかかる改修と設備導入の

問題が挙げられる。夏の暑さ対策などは、来年度の繁忙期ま
での対応が急がれるところであり、横浜市との緊密な連携の下
で、対応を囲っていくことが必要である。また、老朽化に伴う大
きな改修についても、危険な状況が生じぬよう、計画的な対応
が望まれる。
・ソフト面では、繁閑の差をなくすための稼働率向上が最大の

課題とされ、これについては、従来の視点にとどまらず、多角
的な視野から、当施設に適合したニーズを開拓していく必要が
ある。その際、スポーツ団体にとどまらず、横浜市内の多様な
団体（NPO法人等）、大学などの学校とのネットワークを拡大
することが求められる。
・地元の方と連携するまで、大変だったと思う。今、忙しくしてい

る子どもたちに、赤城の自然を満喫してもらいたい。そのため
にも、今後のプランを企画してもらいたい。
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