
第１回 横浜市少年自然の家指定管理者選定評価委員会 

 
日時：平成２４年７月２７日（金）午後１０時～ 
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資料１ 

 

横浜市少年自然の家指定管理者選定評価委員会 委員名簿 

 

平成２４年７月２７日現在（五十音順／敬称略） 

氏名  

石井 一也 横浜市青少年指導員連絡協議会会長 

  犬塚 文雄  横浜国立大学教育人間科学部附属教育デザインセンター教授 

為崎 緑 中小企業診断士・公益社団法人けいしん神奈川理事 

松永 昌幸 元鎌倉女子短期大学教授 

渡辺 祐子 横浜市ＰＴＡ連絡協議会副会長 

 

（事務局） 

今辻 千佳也 教育委員会指導企画課長 

小島 真理 教育委員会指導企画課担当係長 

山本 隆志 教育委員会指導企画課職員 

 



   

                            資料２ 

 

横浜市少年自然の家指定管理者選定評価委員会運営要綱 

 

制定 平成 24 年４月１日 教指企第 3983 号（教育長決裁） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市少年自然の家条例（昭和 54 年３月横浜市条例第 25

号）第 10 条第３項の規定に基づき、横浜市少年自然の家指定管理者選定評価

委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

 

 （担任事務） 

第２条 委員会は、横浜市少年自然の家の指定候補者（指定管理者の候補者をい

う。以下同じ。）の選定（以下「選定」という。）、指定管理者による横浜市少

年自然の家の管理の業務に係る評価（以下「評価」という。）等に関し、次の

事項について調査審議し、教育長に意見を述べる。 

(1) 選定手続の細目 

(2) 選定基準 

(3) 公募要項の内容 

(4) 選定及び次点候補者（指定候補者を指定管理者として指定できない事情が

ある場合において、当該指定できない候補者に代わって指定候補者となるべ

き者をいう。以下同じ。）の決定 

(5) 評価基準 

(6) 評価の決定 

(7) 指定管理者の指定の取消し 

(8) その他教育長が選定、評価等について必要と認める事項 

 

 （委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 青少年育成関係者 

(3) 利用者代表 

(4) 野外活動専門家 

(5) 経営関係専門家 

(6) その他教育長が必要と認める者 

２ 委員に、委員としてふさわしくない非行事由があったと教育長が認める場合

は、教育長はその職を解くものとする。 

３ 委員の氏名及び役職等は公募要項等に掲載する。 



   
 

 （委員の責務） 

第４条 委員は、第２条に定める職務を常に公正、公平に行わなければならない。 

２ 委員は、直接間接を問わず、応募団体及び応募することが見込まれる団体の

関係者と、選定に関して接触してはならない。 

３ 前項の接触が判明したときは、委員会は委員が接触した団体を選考対象外と

する。 

４ 委員は、委員会を通じて知り得た情報をその職を退いた後も洩らしてはなら

ない。ただし、横浜市又は委員会が公表した情報については、この限りではな

い。 

５ 前項の規定は、委員会に出席した者（委員及び会議が公開されている場合に

おける傍聴者を除く。）について準用する。 

 

 （委員の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、特別の事情があると認められる場

合は、これを１年とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

３ 委員は再任されることができる。 

 

 （委員長） 

第６条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の

指名する委員がその職務を代理する。 

 

 （議事） 

第７条 委員会の会議は委員長が招集する。ただし、委員の任期が満了した後第

６条第１項の規定により委員長を定めるまでの間は、教育長が招集する。 

２ 委員長は、委員会の会議の議長となる。 

３ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

４ 委員会の会議の議事は、出席した委員（議長を除く。）の過半数で決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め

てその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることがで

きる。 

 

 （作業部会） 

第８条 委員会は、必要があると認める場合には、作業部会を置くことができる。 

 



   
 （会議の公開） 

第９条 委員会の会議は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12

年２月横浜市条例第１号）第 31 条の規定に基づき、公開するものとする。た

だし、同条ただし書に該当する場合は、委員会の決定により非公開とすること

ができる。 

 

 （報告） 

第 10 条 委員会は、選定（次点候補者の決定を含む。）、評価の決定等を行った

ときは、速やかに当該結果を教育長に報告する。 

 

 （庶務） 

第 11 条 委員会の庶務は、教育委員会事務局指導企画課において行う。 

 

 （委任） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

 （要綱の廃止） 

２ 横浜市少年自然の家指定管理者選定委員会運営要綱（平成 22 年２月 19 日教

指企第 4548 号）は廃止する。 

 （経過措置） 

３ この要綱の施行後最初に第３条第１項の規定に基づき任命する委員の任期

は、第５条第１項の規定にかかわらず、平成 26 年３月 31 日までとする。 

４ この要綱の施行後最初に開催する委員会は、第７条第１項本文の規定にかか

わらず、教育長が招集する。 



   

                                               資料３ 

横浜市少年自然の家について 

１ 少年自然の家「赤城林間学園」、「南伊豆臨海学園」の概要 

設置目的 

恵まれた自然環境の中での集団宿泊生活、野外活動、自然観察等を通して、体力の向

上を図るとともに豊かな情操及び社会性を培い、心身ともに健全な少年を育成すること

を目的とする。 

事業 

１ 集団宿泊生活の指導に関すること 

２ 野外活動、体育及びレクリエーション活動に関すること 

３ 自然観察その他の自然に親しむ学習活動に関すること等 

 

使用者の

範囲 

 

１ 横浜市内の少年団体 

２ 横浜市内の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部

及び中学部の児童及び生徒の団体 

３ 上記２団体の指導者又は引率者 

４ その他教育委員会が認めた者 

施設概要 

赤城林間学園 南伊豆臨海学園 

群馬県利根郡昭和村糸井 7135 

敷地面積： 594,299 ㎡ 

延床面積： 5,148 ㎡（ＲＣ２階） 

宿泊定員： 400 人、キャンプ場：400 人 

開設年月日： 昭和 54 年４月１日 

静岡県賀茂郡南伊豆町子浦 1437 

敷地面積： 8,642 ㎡ 

延床面積： 2,764 ㎡（ＲＣ３階） 

宿泊定員： 200 人 

開設年月日： 昭和 55 年 11 月 22 日 

設置時期 

昭和 47年 横浜市赤城山市民野外活動セ

ンター（キャンプ場）開設 

昭和 54 年 宿泊棟（山の家）開設 

昭和 62 年 宿泊棟（鳥の家）増築 

昭和 63 年 雨天集会場（森の家）増築 

昭和 55 年 開設 

 

 

指定管理料 23 年度 78,071,000 円 23 年度 54,070,000 円 

 

２ 施設別利用状況                                       （人） 

 
施設 年度 団体数 延人員 

学校 青少年団体 一般・その他 

 団体数 延人員 団体数 延人員 団体数 延人員

 
赤城 

林間

学園 

20 368 39,163 78 26,261 37 4,891 253 8,011

 21 365 37,897 80 25,996 37 4,641 248 7,260

 22 326 38,770 80 26,642 46 7,006 200 5,122

 23 301 33,540 74 21,988 39 5,874 188 5,678

 

同キャ 

ンプ場 

20 21 1,188 0 0 6 726 15 462

 21 11 674 0 0 4 524 7 150

 22 8 549 0 0 3 443 5 106

 23 14 791 0 0 9 601 5 190



   

 
南伊豆 

臨海学 

園 

20 225 31,561 84 26,304 12 2,497 129 2,760

 21 200 30,309 81 25,176 13 2,787 106 2,346

 22 207 31,841 89 26,486 15 3,232 103 2,123

 23 200 30,772 96 26,183 13 3,102 91 1,487

 

合計 

20 614 71,912 162 52,565 55 8,114 397 11,233

 21 576 68,880 161 51,172 54 7,952 361 9,756

 22 541 71,160 169 53,128 64 10,681 308 7,351

 23 515 65,103 170 48,171 61 9,577 284 7,355

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  資料４ 

指定管理者の評価について 

 

1. 指定管理者制度 

   多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間

のノウハウを活用しながら、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的に、平成

15 年６月の地方自治法改正により創設されたものです。 

  この制度が導入されたことにより、これまで公共的な団体等に限定されていた公の施設

の管理運営を民間事業者も含めた幅広い団体にも委ねることができるようになりました。 

 

2. 横浜市における指定管理者の導入状況 

   横浜市では、指定管理者の選定にあたって、これまでの管理運営主体を前提とせず、広

く公募を行うことを基本とし、それぞれの施設に最適な団体を選ぶこととしています。これま

でに約 900 の施設において指定管理者制度が導入されています。 

 

3. 指定管理者の評価 

   指定管理者制度を導入した全ての施設を対象に２つの方式で第三者評価を実施し、評

価結果をホームページや施設内等で公表し、 指定管理者の業務改善や今後の制度運用

に活用。 

 ①地区センターなど市内に同種施設が複数存在する区民利用施設について、複数の民

間の評価機関を選定し、評価を実施。こうした民間の評価機関を 活用した第三者評価

は全国に先駆けて実施。 

  ②その他の施設については、専門性や施設特性等を考慮して、施設所管局区が設置する

外部評価委員会で評価を実施。 

 

4. 評価の目的 

   指定管理者が評価を積極的に活用することを通して、それぞれがさらなる業務改善の取

組を行い、自らがサービスの向上に努めていくことを目的とします。また、評価で得られた

結果は、今後の本市の指定管理者制度の適正な運用につなげていきます。 

 

 



横浜市指定管理者第三者評価制度

横浜市少年自然の家

赤城林間学園　評価シート

南伊豆臨海学園　評価シート

　　横浜市少年自然の家指定管理者選定評価委員会

　平成24年７月　

資料５

（案）



目次

評価結果の総括

Ⅰ．総則

　（1） 施設の目的や基本方針の確立
　（2） 施設目的の達成度
　（3） 職員の勤務実績、配置状況
　（4） 職員のマナー
　（5） 開館の実績

Ⅱ．施設・設備の維持管理
　(1) 建物・設備の保守点検業務
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　(3) 清掃業務
　(4) 保安警備業務
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Ⅲ．運営及びサービスの質の向上
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　(2) 利用しやすい受付案内の実施
　(3) 適切な利用情報の提供
　(4) 広報・ＰＲの実施
　(5) 利用者支援業務
　(6) 用具等貸出業務
　(7) 食事提供業務
　(8) 宿泊室等整理整とん・衛生管理業務
　(9) サービス水準の確保
　(10) 職員間での情報共有化
　(11) 個人情報の保護
　(12) 事故防止対策への取り組み
　(13) 事故発生時の対応体制の構築
　(14) 災害発生時の対応体制の構築
　(15) 利用者の意見・苦情を抽出し解決する体制の構築
　(16) 市民ボランティアの活用
　(17) 自主事業の適切な実施等
　(18) 野外活動教室の適切な実施

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

Ⅴ．指定管理料の執行状況
　(1) 指定管理料の執行状況
　(2) 収支決算状況
　(3) 自主事業収入実績
　(4) 経費節減状況
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評価結果の総括

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。

※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。

指定管理者　記述（400字以内） 評価委員会　記述（400字以内）
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Ⅵ
　
そ
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Ⅰ．総則

(1)　施設の目的や基本方針の確立

　施設の設置目的に基づいた管理運営上の基本方針が確立されており、職員が理解しているか？

　①施設の設置目的に基づいた管理運営上の基本方針が確立されているか？

□　確立されている □　確立されている

□　確立されていない □　確立されていない

　②管理運営上の基本方針を職員が理解しているか？

□　理解している □　理解している

□　理解していない □　理解していない

(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？

□　取り組んでいる □　取り組んでいる

□　取り組んでいない □　取り組んでいない

　②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？

□　図られている □　図られている

□　図られていない □　図られていない

　③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？

□　図っている □　図っている

□　図っていない □　図っていない

(3) 職員の勤務実績、配置状況

　管理職を含む常勤職員及び非常勤職員の勤務実績、配置状況は適切か？

　①事業計画書のとおりの職員人数を配置しているか？

□　配置している □　配置している

□　配置していない □　配置していない

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述



　②各業務に精通した経験者、資格者を配置しているか？

□　配置している □　配置している

□　配置していない □　配置していない

(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？

□　着用している □　着用している

□　着用していない □　着用していない

　②服装は適切か？

□　適切 □　適切

□　不適切 □　不適切

　③接客態度や言葉使いは丁寧か？

□　丁寧 □　丁寧

□　丁寧ではない □　丁寧ではない

(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？

　①業務の基準や事業計画書に示された開館期間や時間が守られているか

□　守られている □　守られている

□　守られていない □　守られていない

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述



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？

□　実施している □　実施している

□　実施していない □　実施していない

　②設備の日常点検・定期点検を実施しているか？

□　実施している □　実施している

□　実施していない □　実施していない

(2) 備品管理業務

　備品が適切に管理されているか？

　①備品台帳を作成しているか？

□　作成している □　作成している

□　作成していない □　作成していない

　②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？

□　管理している □　管理している

□　管理していない □　管理していない

□　指導している □　指導している

□　指導していない □　指導していない

(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？

□　実行している □　実行している

□　実行していない □　実行していない

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

　①建物について、市策定の「維持保全の手引き」及び「施設管理者点検マニュアル」に基づき保守管
理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

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

　③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



　②専門業者による定期清掃計画を実行しているか？

□　実行している □　実行している

□　実行していない □　実行していない

　３職員による定期清掃計画を実行しているか？

□　実行している □　実行している

□　実行していない □　実行していない

(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？

　①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？

□　行っている □　行っている

□　行っていない □　行っていない

　②盗撮の防止に努めているか

□　努めている □　努めている

□　努めていない □　努めていない

　③宿泊利用のない日の閉園後及び休日の機械警備を警備会社に委託しているか？

□　委託している □　委託している

□　委託していない □　委託していない

　④異常時の緊急出勤体制が構築されているか？

□　構築されている □　構築されている

□　構築されていない □　構築されていない

(5) 外構・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？

　①外構の清掃を行っているか？

□　行っている □　行っている

□　行っていない □　行っていない

　②敷地内の植栽の管理を行っているか？

□　行っている □　行っている

□　行っていない □　行っていない

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述



(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？

□　遵守しいている □　遵守しいている

□　遵守していない □　遵守していない

□　管理している □　管理している

□　管理していない □　管理していない

　③食器は滅菌庫で保管しているか？

□　保管している □　保管している

□　保管していない □　保管していない

(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？

　①「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等の関係法令を遵守しているか

□　遵守しいている □　遵守しいている

□　遵守していない □　遵守していない

(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？

　①ゴミ発生の抑制に取り組んでいるか？

□　取り組んでいる □　取り組んでいる

□　取り組んでいない □　取り組んでいない

　②再利用・再使用に取り組んでいるか？

□　取り組んでいる □　取り組んでいる

□　取り組んでいない □　取り組んでいない

　②利用者に提供する給食の材料や使用用具について、「横浜市学校給食衛生衛生管理マニュアル」
に基づき管理しているか？

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述



　③リサイクルに取り組んでいるか？

□　取り組んでいる □　取り組んでいる

□　取り組んでいない □　取り組んでいない

Ⅲ．運営及びサービスの質の向上

(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

□　把握している □　把握している

□　把握していない □　把握していない

　②閑散期における利用促進が図られているか？

□　図られている □　図られている

□　図られていない □　図られていない

(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？

□　整っている □　整っている

□　整っていない □　整っていない

　②電話やＨＰ等で利用方法等を案内しているか？

□　案内している □　案内している

□　案内していない □　案内していない

(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？

　①インターネットを活用した積極的な情報提供を行っているか

□　行っている □　行っている

□　行っていない □　行っていない

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック



　②サービスの情報や施設利用案内を記載したパンフレット、掲示物等を作成しているか？

□　作成している □　作成している

□　作成していない □　作成していない

　③見学などの希望に対応しているか？

□　対応している □　対応している

□　対応していない □　対応していない

(4) 広報・ＰＲの実施

　①チラシの作成や広報誌への掲載を行っているか？

□　行っている □　行っている

□　行っていない □　行っていない

　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？

□　行っている □　行っている

□　行っていない □　行っていない

(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？

□　行っている □　行っている

□　行っていない □　行っていない

　②各種プログラムの提供を実施しているか

□　実施している □　実施している

□　実施していない □　実施していない

　施設について広報誌やＰＲ誌を作成するなど、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？

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述



（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？

□　行っている □　行っている

□　行っていない □　行っていない

　②使用方法がわからない利用者に丁寧に説明を行っているか？

□　行っている □　行っている

□　行っていない □　行っていない

(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？

□　している □　している

□　していない □　していない

　②「横浜市学校給食衛生管理マニュアル」を参考にしているか？

□　している □　している

□　していない □　していない

　③アンケート結果を食事に反映しているか？

□　反映している □　反映している

□　反映していない □　反映していない

　④生産者、取引業者を利用者に公表しているか？

□　公表している □　公表している

□　公表していない □　公表していない

　⑤食物アレルギーに配慮しているか？

□　配慮している □　配慮している

□　配慮していない □　配慮していない

　⑥地産地消に努めているか？

□　努めている □　努めている

□　努めていない □　努めていない

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック



(8) 宿泊室等整理整とん・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？

□　保たれている □　保たれている

□　保たれていない □　保たれていない

　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？

□　行われている □　行われている

□　行われていない □　行われていない

(9) サービス水準の確保

　①サービス水準確保のため、標準的な業務実施手順や注意点等がマニュアル化されているか？

□　マニュアル化されている □　マニュアル化されている

□　マニュアル化されていない □　マニュアル化されていない

(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

□　行っている □　行っている

□　行っていない □　行っていない

　②スタッフ交代時の引き継ぎを行っているか？

□　行っている □　行っている

□　行っていない □　行っていない

(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？

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

　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？

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述



　①守秘義務、懲罰に関する就業規程・情報管理規程が整備されているか？

□　整備されている □　整備されている

□　整備されていない □　整備されていない

　②プライバシーマークを取得しているか？

□　取得している □　取得している

□　取得していない □　取得していない

(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？

□　活用している □　活用している

□　活用していない □　活用していない

　②事故防止のための研修等を実施しているか？

□　実施している □　実施している

□　実施していない □　実施していない

(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？

□　整っている □　整っている

□　整っていない □　整っていない

　②医務室はいつでも利用可能になっているか？

□　なっている □　なっている

□　なっていない □　なっていない

　③ＡＥＤは常備されているか

□　常備されている □　常備されている

□　常備されていない □　常備されていない

　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？

□　なっている □　なっている

□　なっていない □　なっていない

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック



　⑤利用者への補償体制等が構築されているか？

□　構築されている □　構築されている

□　構築されていない □　構築されていない

(14) 災害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？

□　整備している □　整備している

□　整備していない □　整備していない

　②利用者に避難経路や避難場所を説明しているか？

□　説明している □　説明している

□　説明していない □　説明していない

　③非常食を決められた日数分備蓄しているか？

□　備蓄している □　備蓄している

□　備蓄していない □　備蓄していない

(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？

　①「ご意見箱」を設置し活用しているか？

□　活用している □　活用している

□　活用していない □　活用していない

　②利用者から意見や苦情が寄せられた場合は、内容を記録し対応策を実施しているか？

□　実施している □　実施している

□　実施していない □　実施していない

　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？

□　明確化されている □　明確化されている

□　明確化されていない □　明確化されていない

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述



(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？

□　実施している □　実施している

□　実施していない □　実施していない

(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？

　①周りの自然環境を生かした自主事業を実施しているか？

□　実施している □　実施している

□　実施していない □　実施していない

　②地元との協力・連携に基づいたプログラムを提供しているか？

□　提供している □　提供している
□　提供していない □　提供していない

　③アンケート結果を反映した自主事業を実施しているか？

□　実施している □　実施している
□　実施していない □　実施していない

　④参加料を安価に設定しているか？

□　設定している □　設定している
□　設定していない □　設定していない

　⑤横浜市の施策に趣旨に沿った自主事業を実施しているか？

□　実施している □　実施している

□　実施していない □　実施していない

　⑥自主事業について積極的な広報を行っているか？

□　行っている □　行っている

□　行っていない □　行っていない

　⑦利用申込みは利便性の高い方法を採用しているか？

□　採用している □　採用している

□　採用していない □　採用していない

　⑧看護師資格を有する職員が従事しているか？

□　従事している □　採用している

□　従事していない □　採用していない

　⑨大人も参加できるプログラムを実施しているか？

□　実施している □　実施している

□　実施していない □　実施していない

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック



　⑩公衆電話を設置しているか？

□　設置している □　設置している

□　設置していない □　設置していない

　⑪自動販売機を設置しているか？

□　設置している □　設置している

□　設置していない □　設置していない

　⑫自主事業に必要となる用具を、利用しやすい料金でレンタルしているか？

□　している □　している

□　していない □　していない

(18) 野外活動教室の適切な実施

　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？

　①幅広い年齢層を対象とした各種野外活動教室を実施しているか

□　実施している □　実施している

□　実施していない □　実施していない

　②利用者のニーズを把握し、参加者数の増加に努めているか？

□　努めている □　努めている

□　努めていない □　努めていない

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？

□　行っている □　行っている

□　行っていない □　行っていない

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述



Ⅴ．収支状況

(1) 指定管理料の執行状況

　指定管理料は適正に執行されているか？

①公益法人会計基準及び横浜市会計経理関係規程等に準じた経理事務マニュアルを策定しているか？

□　策定している □　策定している

□　策定していない □　策定していない

②適切な経理書類が作成されているか？

□　作成されている □　作成されている

□　作成されていない □　作成されていない

(2) 収支決算状況

　適正な運営が行われているか？

①予算と決算に大幅な相違がないか？

□　相違がある □　相違がある

□　相違がない □　相違がない

②内部監査、外部監査を実施しているか？

□　実施している □　実施している

□　実施していない □　実施していない

③通帳・印鑑等は適切に管理されているか？

□　管理されている □　管理されている

□　管理されていない □　管理されていない

(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？

□　収入実績があった □　収入実績があった

□　収入実績がなかった □　収入実績がなかった

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック



(4) 経費節減状況

　経費節減のための努力を行ったか？

□　行った □　行った

□　行っていない □　行っていない

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述



Ⅵ．その他
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










	次第
	資料1　横浜市少年自然の家指定管理者選定評価委員会委員名簿
	資料2　選定評価委員会運営要綱
	資料3　横浜市少年自然の家について
	資料4　指定管理者の評価について
	資料5　少年自然の家評価シート
	資料6　施設パンフレット

