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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）

Ⅱ
　
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

　施設や設備の老朽化が進むなか、利用者の安全
を最優先した維持管理を実施しています。常にコス
ト意識を持ち、部品の交換や軽度の補修などは職
員が行い、専門業者による修繕も緊急性の高いも
のから実施するようにしています。
　宿泊環境の向上のため、山の家・鳥の家の玄関
の改修、鳥の家の浴室改修や畳表交換といった、こ
れまで要望がありながらも応えることができなかっ
た修繕を実施しました。今後もかなりの修繕案件が
発生することが予想されますが、適切な修繕の実施
により、施設の維持管理に努めていきます。

・施設の老朽化という大きな課題がある中で、毎年度、団体
予算の中から小規模修繕についての費用を捻出し、利用
者の要望に応えるべく、良好な滞在環境の維持への努力
がなされている。
・修繕箇所が多い中、場所に応じて管理者自身が修繕を
行っているなど費用削減に努めている点は大いに評価でき
る。
・広大な敷地を持ちながら、補修や手入れがなされ、施設・
設備の維持管理に努めている。現地で拝見した時には蜘
蛛の巣や掃除の行き届かない部分があった。

・小規模修繕については、「安全面」「健康面」から必要とさ
れる緊急度の高いものと、「見栄え」等の本質的な問題とは
関わらないものとに区分し、優先順位をつけて取り組んで
いくことが望まれる。
・利用者アンケートの中で、障がい者の「暑さ対策」につい
ての意見が見られることなどから、まずは一室に優先的に
エアコンを設置するなど、できる範囲で早急に部分的な改
善を行っていくことなども検討されたい。
・「山の家」の機械設備の老朽化に伴って、修理部品の確
保が難しくなっているなどの課題については、突然の故障と
いった大きな問題が生じぬよう、横浜市との話し合いなどに
より対応を検討していくことが望まれる。
・防災についての検討がなされているが、特に自然災害と
して地震や火山の噴火を想定し、ある程度のガイダンスを
行っている点は評価できるが、昨今の現状を鑑みれば、今
一歩踏み込んだ検討が必要であると考えられる。

評価委員会　記述

Ⅰ
　
総
則

　少年自然の家設置目的に基づき、小中学校の体
験学習、自然教室などの行事を中心に利用してい
ただいています。
　しかしながら、少子化による児童の減少、大型バ
スの規制強化による料金の値上げといった社会情
勢の変化により、行事の縮小を行う学校が多く、学
校数・利用者数が減少しています。
　今後は、これまで利用の少なかった高校や大学・
専門学校などの宿泊利用、地域の団体・企業によ
る研修場所としての利用、イベント会社との連携に
よる学園を会場としたイベントの実施など、多様な
方法で学園の利用促進に努めていきます。

・第３期目の指定管理となり、横浜市の施設設置目的を十
分に理解した上で、青少年の健全な心身育成に取り組んで
いる。自主事業についても、毎年度見直しを図り、利用者
ニーズに即したプログラム開発が行われている。
・ミーティングについて、月に一回施設点検日に全員集合し
実施している。また週一回程度朝礼で意思疎通を図ってお
り、それ以外については連絡ノートやメモを活用しているな
ど、職員同士の連携協力体制が整っていると思われる点は
評価に値する。
・施設の老朽化への対応、広大な敷地の管理、学校団体の
利用期間の制限等、多くの課題がある中、安全の確保、利
便性の向上、地域交流等、その努力は評価できる。

・利用団体数は増加しているものの、利用の実人員、延べ
人員は減少傾向にあり、小中学校の利用団体数も減少が
見られる。当団体の努力だけでは対応が困難な環境変化
がある中で、学校利用促進のための効果的な働きかけの
方法や、費用対効果（収支採算の確保）の観点に立った、
閑散期の利用促進策などを検討していくことが期待される。
・昭和村との交流にも積極的に取り組まれている中で、横
浜市内小中学生と昭和村内小中学生の交流のコーディ
ネーターの役割を果たし、異なった場所の青少年同士がコ
ミュニケーションを図る中で、「学び」「気づき」を得ていく機
会を提供することなども期待したい。
・会議等定期的に行われており、利用者の要望にも対応し
ていると思うが、提案している人員の確保が必要である。保
健衛生担当が欠員している為、早急に対応した方が良い。
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　利用に関する問合せや受付、利用後の会計・請求
書の発行等は、全ての職員が対応できるようにして
います。
　学園で提供するプログラムごとにマニュアルを作
成し、全ての職員が一定の水準を保ちつつ、プログ
ラムの準備や指導ができるような運営体制をとって
います。
　お客さまにはアンケート記入にご協力いただいて
います。アンケート結果を参考に、鳥の家利用者の
ためキャンプ場から冷蔵庫を移設しました。また、浴
室脱衣ボックス内には脱衣かごを設置し、給食提供
時に使用するバットは保温性の高いものへ変更しま
した。

・学校利用については、アンケート調査を実施し、「食事が
冷めていた」なとの指摘について、給食提供時のバットを保
温性の高いものに変更するなど、利用者の満足度を高める
ようサービスの質の向上に努めている。
・利用促進の媒体としてチラシを作成し、群馬県内の高等
学校への配布に向けて準備を進めている点について、内
容をさらに精査したうえで、校長会などで利用促進を促して
いる点は評価に値する。
・「合宿プラン」など、これまでとは異なる利用方法を提案し
ている点は評価に値する。
・学校団体が施設利用するとき第一に確保したいのは「児
童生徒の安全」である。この点、各種マニュアルの整備、職
員間の協働・情報の共有など、安全安心確保の体制が
整っている。
・急病に対する備えについては、人材不足の現状を踏まえ
て地元の医療機関と連携している点は評価できる。また、
保険証についても具体的な対応を行っている点は評価でき
る。

・多様な媒体を通じて、利用促進のための情報を提供する
とともに、校長会への働きかけなども行われているが、学校
利用に関しては、どのような層にいかなる働きかけをすれ
ば効果的であるのかを慎重に検討しながら、例えば保護者
会などにも情報を提供していくなど、有効な情報伝達方法
を検討していくことが望まれる。
・学校以外の利用の促進については、費用対効果の高い
「団体利用」の促進に向け、現在取り組んでいる大会等の
誘致や高校・大学の部活動・サークル活動の合宿利用の
開拓などに、引続き積極的に取り組んでいくことが期待され
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、毎年度改変が行われているが、参加者が集まら
なかった理由、好評だった要因などを分析して、分析結果
のフィードバックにより、魅力的なプログラム開発に結び付
けていくことが望まれる。
・立地や施設の作りから、学校や部活利用でのアピールを
もっとしても良いと感じた。特に吹奏楽部やマーチング等で
の利用は最適であると思う。緊急時にも対応可能な病院が
あるのは良い。

Ⅳ
　
地
元
町
・
村
及
び
横
浜
市
等
と
の
交
流
・
連
携

　毎年、夏休みに学園を会場として開催している横
浜文化体育館主催のキッズキャンプにおいて、横浜
の小学生と村の小学生との交流を企画・調整してい
ます。２８年度はダブルダッチで交流を行いました。
　横浜市と昭和村との団体間交流の調整役として、
２７年７月に栄区青少年協議会と昭和村子ども会連
合育成会との交流をコーディネートしました。
　２８年度には桐蔭横浜大学が授業の一環として行
う「サービス・ラーニング」実習の受入先に名乗りを
あげ、学生２名に教室事業「秋の実り収穫ツアー
Ⅱ」のアシスタントとして従事していただきました。

・地元イベントへの出展・連携のほか、昭和村小学６年生の
横浜への招待や、地元利用の受入れ、さらには「こんにゃく
作りやうどん作り」に、専門的な技術を持つ地域人材をテク
ニカルスタッフとして登用するなど、着実に地元との交流・
連携が図られている。
・施設が仲立ちとなった横浜市民の地元地域との交流は重
要な事業である。施設が「宿泊施設」という役割とともに「交
流拠点」としても役割を果たしている。

・横浜市内小中学生と、昭和村内小学生が、それぞれの地
を訪問するだけでなく、相互交流する時間を設けることで、
場所からだけでなく、人からの学びも得られるような機会と
なることを期待したい。
・子ども同士の交流は現在では行えていないそうなので、
今後に期待。良い思い出になると思う。

Ⅲ
　
運
営
及
び
サ
ー

ビ
ス
の
質
の
向
上
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Ⅴ
　
収
支
状
況

 　指定管理料は５年間据置で提案をしています。２
６年・２７年の実績を見ると、自主事業収入は増えた
ものの、利用にかかる料金収入（お客様の利用によ
り発生する食事やシーツ代等の実費負担分）は利
用人数に比例して減少しました。
　収入は減少しましたが、光熱費の節約等で収支の
均衡を図りました。

・家族・グループ利用の促進などの努力により、利用団体
数が増えたことなどから、収入実績は予算比で、平成２６年
度が100.2％、平成27年度が96.7％と、ほぼ計画どおりの水
準で推移している。収支差額においても、２年度間黒字が
確保され、健全な財務状況維持への努力が認められる。
・今年の自主事業の参加率がほぼ９０％であるとのことで
あるが、その理由が身の丈に合った内容の見直しを行った
との回答を得、その点を評価する。
・経費節減に努め、管理料執行の改善を図ろうとする努力
が認められる。

・自主事業による収入の実績が予算に比して、平成２６年
度が83.3％、平成２７年度が82.9％と未達となっている。中
でも野外活動教室事業の達成率が平成26年度71.7％、平
成27年度65.6％と低水準にとどまっている。平成26年度に
実施した「中高年アウトドア入門」や、「大人のキャンプ」な
どでは、想定した参加者層である中高年の参加が思うよう
に得られず、平成27年度には中止された。このように、想定
と実際に乖離があった場合には、結果を厳しく受け止め、
予算達成に向けて、原因分析を徹底的に行い、参加率の
高いプログラム開発に結びつけていくことが望まれる。
・修繕費の年度予算は、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
組んでいく必要などもあると考えられる。
・利用者数を増やし、料金収入を得るための一策として立ち
上げた「先生のための体験教室」について、交通費を学園
側で負担する方法に変えたとの報告があったが、参加者数
が伸び悩んでいる点についてはあと一歩踏み込んだ具体
策を検討する必要があると考えられる。

Ⅵ
　
そ
の
他

　退職者の補充として、２７年度に職員３名を採用し
ました。業務内容の引継ぎだけでなく、ベテラン職員
の持っていたノウハウ等も早く身に着けることがで
きるようにしていきます。これからは、新たな職員の
視点も採り入れ、今後のサービス向上のきっかけと
なるよう努めてまいります。

・特に保健担当者の確保が難しいようであるが、退職者な
どを対象とした勧誘を随時行っており、その点は評価でき
る。
・エコについて、節電節水等を十分に行っている点は評価
できる。また、子どもたちの残食が多い点を鑑みてバイキン
グ形式を取り入れている点も評価できる。

・「提案書」においては、７名の常勤職員体制としていたが、
現在、５名の配置となっており、看護師免許（または養護教
諭教員免許状）を持つ保健・衛生担当職員が不在の状況
にある。資格者の配置は義務ではないものの、当初提案し
ていた人員体制であり、迅速な応急・救命手当の面での安
心な環境確保のためにも、早期に人材確保を図るよう、引
続き努力していくことが望まれる。
・地元の利点をアピールするためにパンフレットを活用しよ
うとしている試みは評価できる。実施に向けて活動を続けて
ほしい。
 ・学校が教育活動として利用するという特性を考えたとき、
「教育指導」という側面に着眼することが必要である。学校
団体への「サービス」とは「児童生徒自身が『問題・困難』を
解決していく時間的・施設的ゆとりをもっている」ということ
である。そのことを管理者・評価者が共通理解しておくこと
が求められる。
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　<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

Ⅰ．総則

(1)　施設の目的や基本方針の確立

　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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■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 □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

(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育成に取り組んでいるか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

・第3期目の指定管理となり、施設の目的を十分に理解した
上で、自然体験活動プログラムを通じ、集団行動するため
の力を醸成することが目指されている。
・事業運営に当たっては学園長を中心として職員の意思疎
通を図ることができるようミーティングを開いたりメモや連絡
ノートを活用している点は大いに評価できる。
・施設内の掲示、パンフレット・ホームページへの掲載など
方針等の広報が行われ、職員全員によるミーティング、朝
会等で日常的な確認がなされている。

・サポートスタッフ、パートナースタッフ、技術スタッフなどと
も、施設の基本方針の共有化を図ることを心がけられた
い。

【課題等】

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

　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？

　　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

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　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

【アピールポイント】
 　事業運営にあたっては、５つの基本方針及び１５のアク
ションプラン（実施策）を定めています。
　基本方針及びアクションプランはホームページでの公開、
施設内での掲示のほか、職員は名札に入れていつでも確
認ができるようにしています。

選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック

【アピールポイント】
　学園ではウォークラリーや植物観察等、周辺の自然環境
を活かしたプログラムを提供し青少年の健全育成に貢献し
ています。
　村の社会福祉法人が行う障害者就労支援活動に賛同
し、夏休み中の館内のトイレ・浴室清掃に従事していただき
ました。
　スポーツ団体からの要望に応え、２６年度の夏休みから
洗濯機を増設したほか、アンケートを参考に子どもでは重く
て開閉が困難な山の家宿泊室の扉（２６年度）や、山の家・
鳥の家の玄関（２８年度）を改修しました。

・多彩な自然プログラムが提供されており、また、自主事業
も毎年度見直しが図られるなど、青少年の健全育成や、市
民ニーズに即した対応が取られている。
・横浜市立小学校による新規活用数が伸び悩んでいる現
状を、パンフレット配布など改善に向けた努力を行っている
点は評価できる。
・ 施設の改修・用具の整備、地域との連携、プログラムの
提供等により、成果を上げている。
・野外活動など魅力的だと感じた。

・提案書に「年次計画の概要及び年度達成目標」が示され
ているが、年度ごとの事業計画書への具体的な反映と、事
業報告書における年度目標の達成度の検証結果の記載
が、やや弱いように感じられる。各年度ごとに立てた目標を
達成するように努め、積み残した課題についての対応の検
討なども図られたい。

【課題等】

選定評価委員会　チェック
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(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？

■　Ａ □Ｂ □Ｃ □Ａ ■Ｂ □Ｃ

　②各業務に精通した経験者、資格者を配置しているか？

■　Ａ □Ｂ □Ｃ □Ａ ■Ｂ □Ｃ

　③保健・衛生担当者として、看護師免許または養護教諭教員免許状を持つ職員を配置しているか？

■　Ａ □Ｂ □Ｃ □Ａ ■Ｂ □Ｃ

(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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　②服装は適切か？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　③接客態度や言葉使いは丁寧か？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

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

選定評価委員会　記述

【アピールポイント】
　管理運営責任者として園長を配置し、その補佐役として
副園長、他に保健・衛生、給食・食堂、管理、運営の各担当
者の合計６名を配置しています。保健・衛生担当、給食・食
堂担当はそれぞれ養護教諭、栄養士の資格を有していま
す。
　管理運営は勤続１５年以上のベテラン職員を中心に行
い、お客様が行うプログラムやスケジュールに合わせた勤
務体制にしています。

・園長および園長不在時の園長代理職が配置され、統括体
制が確保されているとともに、管理担当者、運営担当者は
計画どおりに配置されている。
・提案書では、７名の常勤職員を配置することとなっている
が、現状、保健・衛生担当者が育休中により不在で、５名の
配置職員数と、計画比２名の減員となっている。
・管理運営責任者を中心として、ミーティングやノート活用な
ど考えうる手段を駆使して意思疎通を図りながら勤務に従
事している点は大いに評価できる。
・限られた人的体制の中、支障をきたさないシフト体制を組
み、各職員の誠実な業務遂行により円滑に運営されてい
る。

・看護師免許の有資格者配置は義務ではないものの、提案
書で明確に記載していることから、早期に人材を確保する
努力を続けられたい。

【課題等】

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

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　記述

【アピールポイント】
　お客様に施設スタッフであることがすぐわかるよう服装を
揃え、名札も必ず着用しています。
　接遇研修の実施や「接客マニュアル」を配備し、常に丁寧
な言葉使いを意識したホスピタリティ重視の対応をしていま
す。

・来館者へのはきはきとした挨拶が徹底されており、服装な
どの乱れもなく、職員のマナーは良好な水準にあると考え
られる。
・服装や名札の着用により、施設スタッフが一目で判別でき
るようにしている点は大いに評価できる。また接客態度も良
好である。
・「接客マニュアル」に具体的な接遇の在りようがきめ細か
に記され、研修・連絡等で点検・改善がなされている。

【課題等】

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

6 



(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

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　②設備の日常点検・定期点検を実施しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

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

【課題等】

【アピールポイント】
　『維持保全の手引き』、『施設管理者点検マニュアル』に基
づき定期的に点検しています。
　日常点検は毎日、日直者が「日常点検チェックシート」を
用いて実施しています。異常が発見された場合は業務日誌
や連絡ノートを使い全職員に周知し情報共有を図るととも
に、早期に改善できるようにしています。
　また、消防や電気、ボイラー等の定期点検は定期点検計
画に従いそれぞれ専門業者に委託しています。点検後は
報告書で確認を行い、計画が着実に実行できる体制をとっ
ています。

・日常の自主点検と、専門業者による点検を組み合わせ、
建物・設備の管理が適正に行われている。
・アピールポイントに示されているとおりであることを確認し
た。評価に値する。
・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

・施設の老朽化が進んでいることから、衛生面・安全面で危
険性のある箇所を早期発見すべく、引続き決め細かな点検
を実施していくことが望まれる。
・アンケートの回答において多く指摘されている事項の中
で、重要性の高いもの、大きな費用をかけずとも対応可能
なものについては、計画的に改善していくことを検討された
い。（例えば、トイレの臭いへの対応、障がい者対応のため
のエアコンの設置など）

　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？

選定評価委員会　記述

【アピールポイント】
　業務の基準に則り開園しています。
　なお、市の承認を得て休館日である１２月２８日～１月４
日を開館し、家族や小グループの宿泊を受入れ、利用促進
を図っています。

・業務基準に即した開園期間が守られているほか、市の承
認の下で、年末年始も開館しており、施設の稼働率向上に
向けた、こうした努力は評価できるものである。

指定管理者　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

【課題等】

選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述
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(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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

(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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　②職員による定期清掃計画を実行しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　③専門業者による定期清掃計画を実行しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

指定管理者　チェック

指定管理者　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

選定評価委員会　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

【アピールポイント】
　備品台帳を整備し、新規の購入や廃棄の都度更新してい
ます。
　野外炊事用具は貸出し前後に職員がチェックを行い、使
用方法は職員が必ず説明するようにしています。包丁やま
な板は常に殺菌庫で保管し、定期的に塩素系洗剤を用い
て洗浄し常に衛生的な状態を維持しています。

・台帳による備品管理が行われるとともに、野外炊事道具
や厨房用具の清潔維持も努められている。
・備品の管理については、管理責任者の申告により確認し
た。
・備品の管理や貸し出した用具等のチェック等が丁寧にな
されている。

・近年、ノロウィルスやO157などの食中毒の発生頻度が高
まっていることから、引続き、衛生面の管理を徹底された
い。

【課題等】

【アピールポイント】
 日常清掃は「日常点検チェックシート」を活用し実施してい
ます。お客様の利用後、使用箇所の点検を必ず行うととも
に補完清掃を行っています。
　定期清掃は年間計画に従って職員及び専門業者が行い
ます。利用の少なくなる冬期には、山の家ダクト上の埃とり
など普段清掃ができない場所を、職員が清掃しています。
ワックスを使った床清掃や害虫駆除は専門業者に委託して
実施しています。
　

・職員が行える清掃は、内部で実施するなど、費用の抑制
面での努力が図られている。
・「日常点検チェックシート」に記載されている内容を点検
し、さらに管理責任者の説明により確認した。
・日常清掃・定期清掃・専門業者による清掃等、屋内外の
清掃が計画的に実施され、広い敷地・施設の良好な環境を
維持している。

・利用者による清掃の後、補完清掃を行っているとしている
が、利用者アンケートにおいて、指導者による回答の中で、
「清掃が出来ていない箇所があった」との指摘が複数見ら
れる。利用者清掃後の点検を、より一層徹底されたい。

【課題等】

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
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(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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　②盗撮の防止に努めているか

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　④異常時の緊急出勤体制が構築されているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

(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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　②敷地内の植栽の管理を行っているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

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

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

【アピールポイント】
　職員が毎日、館内の巡回を行っており、宿泊利用がある
日は、必ず宿直者を配置し「日常点検チェックシート」を用
い、出入口や玄関、事務所の施錠、火の元、不審者の侵入
等がないか確認をします。
　宿泊利用のない日は、警備会社による機械警備で対応し
ています。警備会社が異常信号を受信した場合は必ず現
場に急行し、責任者である園長に通報するよう定めていま
す。

・職員による巡回と、警備会社による機械警備を組み合わ
せる形で、保安警備業務が適正に行われている。
・「日常点検チェックシート」に記載されている内容を点検
し、さらに管理責任者の説明により確認した。
・緊急時に連絡が取れる体制は良い。

・夜間は職員が１人体制となることから、学校利用の場合に
は、問題が生じた際、引率の教師などとの円滑な連携に
よって遅滞なく対応を図ることが望まれる。
・職員や機械による警備等が計画どおり実施されている
が、利用の多い学校団体にとって「児童生徒の安全安心の
確保」は最重要課題であり、今後のなお一層の充実を期待
する。

【課題等】

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

【アピールポイント】
　敷地が広大なため外構清掃や植栽管理は地元のシル
バー人材センターに委託しています。台風や雷雨などの荒
天後は職員が敷地内を巡回し異常の発見に努めていま
す。異常を発見した場合、職員で対応できる場合は速やか
に処理しています。ウォークラリーなどのプログラムで使用
する村の管理地に支障があった場合は直ちに役場に通報
するようにしています。

・園内の庭木などもよく手入れされている様子がうかがわ
れ、外溝清掃や植栽管理は適正に行われいると考えられ
る。
・管理責任者の申告及び当日の視察によりアピールポイン
トとして記載されているとおりであることを確認した。
・広大な敷地であるが、よく手入れされ良好な自然環境が
維持されている。

【課題等】
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(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 □Ｂ □Ｃ

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　③食器は滅菌庫で保管しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

(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

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　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

【アピールポイント】
　「横浜市学校給食衛生管理マニュアル」に従い、食材の
保管や使用器具の管理を適切に行っています。厨房内は
常に整理整頓を心がけ、関連法令に則った対応を行い、常
に衛生的な環境を保つようにしています。
　厨房職員に対しては、公衆衛生協会より講習用のビデオ
を借用し、定期的に衛生指導を実施しています。

・厨房、食堂ともに、清潔に保たれ、良好な管理状況にある
と考えられる。
・日常点検チェックシートに記載されている内容及びスタッ
フの説明により確認した。

【課題等】

指定管理者　チェック

【アピールポイント】
　関係法令に基づき、専門業者による宿泊室や厨房の害虫
駆除、空気環境測定のほか、ボイラーのばい煙測定等を実
施しており、お客様が快適に利用していただけるような環境
衛生管理に努めています。

・宿泊室は清潔に保たれており、良好な管理状況にあると
考えられる。
・管理責任者による説明により確認した。
・専門業者による害虫駆除・空気環境測定等を実施し、一
定の衛生環境が維持されている。

【課題等】

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

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
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(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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　②再利用・再使用に取り組んでいるか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　③リサイクルに取り組んでいるか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

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

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　②閑散期における利用促進が図られているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

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

【アピールポイント】
　学園で排出するゴミは村の分別方法に従い、資源ゴミと
生ゴミに分けるようお客様に説明し協力していただいていま
す。
　業務で使用する印刷物は両面コピーや裏紙の使用によ
り、紙の節約を図るとともにゴミの発生抑制に努めていま
す。
　また、廃油から石鹸をつくる地元のリサイクル団体に厨房
で使用済となった油を提供しています。

・利用者によるゴミの分別促進を通じ、エコ意識の醸成が図
られている。
・天ぷら油などの廃油を昭和村のNPO法人と連携し、石鹸
にリサイクルするなど、資源の再利用に対する高い意識が
うかがわれる。
・管理責任者やスタッフによる説明から確認した。
・食事にバイキング方式を取り入れ残飯・残菜を抑制するな
ど、各所で取り組みがなされている。
・食べ残しの再利用などとても良いと感じた。

【課題等】

【アピールポイント】
　利用人数や利用団体の属性等を集計し、月次報告書、四
半期報告書、年次報告書として報告しています。
　団体利用が少なくなる時期に、秋の収穫体験や冬のス
キーといった教室事業を実施し、利用者数の向上を図って
います。他にも週末や年末年始には家族やグループ利用
日を設け、利用促進に努めています。
　また、２８年度は冬休みや春休みの中学校、高校、大学
等による部活動やサークル活動などの合宿利用を主眼とし
て重点的にアピールします。

・年度ごとの事業報告書において、適切に利用実績の検証
が行われている。
・主たる利用者が横浜の学校、主たる利用期間が春・初秋
の授業期間であるなどの制約のなか、他団体・家族向け、
週末・冬季の利用など、利用促進への努力が継続的に行
われている。

・稼働率向上のために、家族やグループ利用促進を図り、
平成２７年度は、利用団体数が大幅に増大するなど、一定
の成果が得られている。そうした中で、事業収支も勘案した
利用拡大策の検討を図っていくことが望まれる。
・雨天集会場があり、音出しなども問題ないという当施設の
「強み」を活かし、高校や大学の音楽系サークルなどの春
季合宿等の利用開拓も検討されたい。
・管理責任者による説明により確認した。団体利用が少な
い時期の稼働率向上に向けた今後の努力を期待してい
る。
・良い施設があるので、閑散期の利用をもっと促しても良い
と思う。

【課題等】

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
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(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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　②電話やＨＰ等で利用方法等を案内しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

(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

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　③見学などの希望に対応しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

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

【アピールポイント】
　「受付マニュアル」に従い、職員の誰もが初めての利用者
にもわかりやすい説明ができるようにしています。
　また、ＨＰから各種案内や申請書等の必要書類が簡単に
ダウンロードできるように整備しています。

・到着時に１階ホールで、施設の説明が行われるなど、利
用者の受入体制が整えられている。
・ホームページ専用フォームからの申込み手続きを簡素化
するなど、申込みしやすい環境の整備に向けた努力は評
価できる。
・管理責任者及びスタッフの具体的な説明により確認した。
さらに、ホームページを確認し、体制が整っていることを理
解した。
・「マニュアル」の整備・活用など丁寧な受付業務への努力
がなされている。
・利用方法など問い合わせには対応されているが、パンフ
レットなど分かりづらい点があるので、改善が望まれる。

【アピールポイント】
　教室事業の案内は印刷物の他にもＨＰで周知していま
す。教室申込ははがきのほか、ＨＰからもできるようにして
います。
　２８年３月に施設案内リーフレットを一新し、スポーツセン
ターや図書館、区役所といった市内各所に配架を依頼しま
した。
　施設見学や下見については、お客様の都合にあわせ、い
つでも対応できるようにしています。

・ネットや紙媒体など、複数の手段を通じて情報発信が行
われている。
・アピールポイントに記載されているとおりであることを確認
した。
・HPを通した広報、リーフレットの市内配布など、利用情報
の提供がなされている。

・利用を促進するためには、単なる施設・設備の紹介だけで
なく、ホールや雨天集会場などを含め、施設内の色々な場
所の多彩な使い方などについての情報も提供していくこと
が望まれる。
・学校利用の促進については、「先生のための体験教室」
の利用が想定どおり進まない中で、学校内のどのような人
に、いかなる働きかけを行うのが効果的かを慎重に勘案し
た情報提供策を検討することが望まれる。例えば、保護者
向けに情報提供を行うことを検討してみるのも一案である。

【課題等】

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

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

【課題等】
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(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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

(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 □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　②各種プログラムの提供を実施しているか

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

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

【アピールポイント】
 　夏休みの利用抽選会や教室事業の募集記事を「広報よ
こはま」に掲載したほか、武道系の団体による合宿利用を
促すため、横浜武道合同演武会のプログラムに合宿プラン
の広告を掲載しました。
　また、当協会が発行する「ＳＰＯＲＴＳよこはま」には家族・
小グループ向けのフリープランを案内する記事を掲載しま
した。
　２８年６月開催の青少年指導員連絡協議会において、施
設案内リーフレットを配布し学園の利用を呼びかけました。
　その他、インターネットやＳＮＳを活用した情報発信を行っ
ており、多くの市民の目にとまるよう心がけています。

・横浜武道合同演武会のプログラムへの広告掲載や、青少
年指導連絡協議会におけるリーフレット配布など、ターゲッ
トを絞り込んだルートで販促が行われている。
・実際に作成されたパンフレットを見ながら管理責任者の説
明を受け、適切であることを確認した。
・HP、リーフレット等を通した一般的な広報とともに、個別団
体への勧誘、SNSなどによる広報など個別的・直接的な情
報提供もなされている。

・こうしたルートをさらに開拓していくことが望まれる。例え
ば、大学生の合宿利用促進に関しては、面識のある大学
教授などを通じて情報を提供していくことなどが考えられ
る。
・もっと具体的な内容をアピールしても良い。

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

【課題等】

　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　記述 選定評価委員会　記述

指定管理者　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

【アピールポイント】
　電話やメールでの問い合わせに対しては、全職員が共通
の対応ができるようにしています。また、お客様の滞在中は
毎日、代表者と打合せを行い、プログラムが安全・確実に
実施できるようにするほか、必要な助言を行っています。
　また、スポーツ団体の合宿等で地元のグラウンドや体育
館を必要とする団体には予約や申請手続きの代行を行い、
お客様の利便性を高めています。
　プログラムは利用計画表やプログラム予約申込書などを
参考に、事前にお客様と調整しながら、あらかじめ準備し、
当日の行事進行にあわせて提供できるようにしています。

・事前相談に応じるとともに、下見や事前打合せ、利用当日
の最終確認を行うなど、きめ細かな利用者支援が行われて
いる。
・有資格者である内部人材による支援のほか、地元住民の
人材（テクニカルスタッフ）に指導を依頼するなど、支援の専
門性も確保されている。
・管理責任者の説明を受け、利用者に対する適切な説明が
なされていることを確認した。
・利用中にも代表者との打ち合わせを行うなど、活動の進
行状況に対応した調整・助言等を行い即時即場的な支援も
行われている。

【課題等】
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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 □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

(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 □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　③アンケート結果を食事に反映しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　④生産者、取引業者を利用者に公表しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　⑤食物アレルギーに配慮しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　⑥地産地消に努めているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

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

・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と
考えられる。
・管理責任者の説明を受け、利用者のニーズに合わせた適
切な対応がなされていることを確認した。

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　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

選定評価委員会　チェック

【アピールポイント】
　お客様の要望にあわせ、レタスなど地元産の生野菜を使
用したサラダバーなどに献立を変更できるようにしていま
す。
　「横浜市学校給食衛生管理マニュアル」に則った対応をし
ています。
　また、利用者アンケートを参考に、料理を温かいまま召し
上がっていただけるようバットを保温性の高いものに変更し
ました。
　食材の産地や仕入先は、子どもも理解しやすいようにホ
ワイトボードを使って紹介をしています。
　アレルギー対応については、事前に滞在中の献立表を送
付し、学園栄養士と学校担当者とで相互に綿密な調整を行
い、適切な方法でアレルギー除去食を提供しています。
　地元産のこんにゃくを献立に採り入れ、お客様に郷土色
豊かな美味しい食事が提供できるように努めています。

・地元の取引業者や農家からの食材を積極的に活用する
など、地産地消に努められている。
・バイキング形式を取り入れることにより、自ら考え、食への
関心を高めるとともに、廃棄量の抑制も図られていることは
評価できる。
・学園栄養士の説明により確認した。
・アレルギー対応・地産食材の活用・郷土料理の提供・バイ
キング方式の採用など、質の高い食サービスが維持されて
いる。

・地元食材の提供者の顔が見える工夫を図ることで、作り
手の思いを受け止め、食べ物を大事にする精神を醸成する
ことなども検討していくことが望まれる。

【課題等】

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

【アピールポイント】
　あらかじめ予約物品注文表をお客様から提出していただ
き、これをもとにクラフト用の原材料の準備、職員の勤務体
制を調整し、お客様の希望に沿った対応ができるようにして
います。
　クラフトなどの道具の取扱いや指導についてのマニュアル
を作成し職員誰もが指導できる体制を整えています。

【課題等】
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(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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

(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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

(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

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　②スタッフ交代時の引き継ぎを行っているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　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

【アピールポイント】
　お客様が使用したシーツは毎回専門業者によるクリーニ
ングを行い、常に清潔なシーツを提供しています。
　また、全ての寝具は年１回クリーニングを行うほか、毛布
は３種類用意し季節に合わせて交換しています。
　清掃用具やトイレットペーパー等は職員が巡回時に必ず
確認し交換するようにしています。

・選定評価委員の視察点検及び管理責任者の説明により
確認した。
・専門業者によるクリーニング、職員による巡回点検等によ
り清潔な状態が保たれている。
・寝具に汚れや破れが少々見受けられた。

・寝具等のクリーニングはしっかりと行われているものの、
アンケートの回答において、「清掃の見落とし」の指摘が複
数見られることから、掃除のチェックの徹底を心がけられた
い。
・地球温暖化の中で、エアコンに対する要望が見受けられ、
横浜市との話し合いの中で、計画的な導入の検討を図る必
要があると考えられる。

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

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

【アピールポイント】
　受付業務、活動プログラム、物品予約など業務別のマ
ニュアルを作成し、職員誰もが対応できる体制をとっていま
す。

・各種マニュアルが整備されており、利用者アンケート結果
を見ても、学園での生活や、体験した活動が楽しかったと
の回答が約90％となっていることから、一定のサービス水
準が確保されていると考えられる。
・管理責任者の説明により確認した。

【課題等】

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

【アピールポイント】
　毎朝、ミーティングを行い必要な情報の共有を図っていま
す。シフト勤務のため参加できない職員には職員用伝言板
に記入したり、連絡ノートで回覧するなど共通理解が必要
な案件の伝達漏れがないようにしています。

・月１回の施設点検日に合わせて、全職員によるミーティン
グが定期開催されている。また、その間の情報共有化の補
完策として、伝言板や連絡ノートが活用されており、適正に
情報共有化が図られていると考えられる。
・日常点検チェックシートに記載されている内容及びスタッ
フの説明により定期的に行われるミーティングのほかにも
日常点検チェックシートやメモ、ノートを活用し、きめ細かに
意思疎通が図れるよう工夫していることを確認した。

・繁忙期の前後や、年度末などには、臨時での全体会議を
設けるなどして、課題の洗い出しや改善策の検討、事業の
アイデア出しなどを全員で話し合う機会を設けることも検討
されたい。

【課題等】

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

【課題等】
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(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？

　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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　②プライバシーマークを取得しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

(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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　②事故防止のための研修等を実施しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　③山での活動において、天候を十分に考慮し無理なく実施しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

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

【アピールポイント】
　当協会はＪＩＳＱ15001規格のプライバシマークを取得して
おり、それに則った個人情報の取り扱いを行っています。守
秘義務等についても協会が定める規程により厳格に管理し
ています。プライバシーマークについては現在、継続取得
のための更新手続き中です。

・団体全体において、経営トップの代表理事(専務理事）を
総括コンプライアンス責任者としたコンプライアンス体制が
構築されており、プライバシーマークの認定取得事業者とし
て、適切な個人情報保護が行なわれていると考えられる。
・管理責任者の説明により確認した。
・体育協会の規定に則り厳格に管理されている。

【課題等】

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

選定評価委員会　記述

【アピールポイント】
　事故防止等の安全マニュアルを整備しています。必要で
あれば「階段で走らない」等の注意書きを掲示しています。
学園での活動中に、事故に繋がるおそれがあるような事案
が発生した場合は「ヒヤリ・ハット集」などを参考に朝礼や
ミーティングで対応策を話し合い、全職員に注意喚起してい
ます。
　「山の安全マニュアル」を作成し、野外活動中に想定され
るさまざまな事故に対する注意と対処方法を利用団体に配
布しています。ウォークラリーなどの屋外活動前には、虫刺
され、天候悪化による落雷などに充分注意するよう呼びか
けています。

・必要なマニュアル整備により、事故防止体制が構築され
るとともに、荒天候が予想される場合は、早めの利用・実施
の可否判断を行うことが心がけられているなど、良好な水
準の事故防止体制が組まれている。
・マニュアルを基にした管理責任者の説明により確認した。
・主たる利用者である学校団体の特殊性（大集団・活動の
多様性）から起こる様々な事態を想定した整備がなされて
いる。
・天候不順時の活動場所があり、環境は良い。

・山間地にて、猪や鹿等の野生動物が園内を通行した跡も
見受けられることから、地元との連携によって出没情報など
を適時入手し、被害防止に努めることが望まれる。

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　記述

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

【課題等】
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(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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　②医務室はいつでも利用可能になっているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　③ＡＥＤは常備されているか

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □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 □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　⑤利用者への補償体制等が構築されているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

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

【アピールポイント】
　けが人や病人が発生した場合、職員が応急処置や医療
機関への連絡を速やかに行うことができるようにしていま
す。また、学校が宿泊する際は、職員が事前に医務室の使
い方の説明や鍵の貸出しを行い、学校と学園とで連携した
対応ができるようにしています。これにあわせＡＥＤの設置
場所も確認していただいています。ＡＥＤの取扱方法につい
ては、毎年１回全職員で研修を実施しています。
　職員全員が普通救命講習を修了しており、夜間時のけが
や急病などの場合には、救急車の手配やタクシーによる医
療機関への搬送など状況に応じた対応ができるようにして
います。
　なお、学園は施設管理運営上の不備によるお客様のけが
等に備え、施設賠償責任保険に加入しています。

・緊急連絡網が整備され、情報を共有化しながら対応する
体制がとられている。また、24時間体制で診察が受けられ
る、昭和村を中心とした近隣の医療機関との連絡体制が整
えられているなど、事故発生時の備えがなされている。
・視察点検及び管理責任者の説明により確認した。
・学校団体にとって事故発生時の対応策は、保護者説明の
重要事項である。この点、地元病院との連携、距離のある
医療機関への搬送確保など、多様な方策がとられている。

・提案書においては、看護師免許（または養護教諭教員免
許状）を持つ保健・衛生担当職員が、応急手当や看護を行
うとしているが、現状、保健・衛生担当職員が不在となって
いることから、磐石な体制となるよう、人材確保に努められ
たい。

【課題等】
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(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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　②利用者に避難経路や避難場所を説明しているか？

■Ａ □　Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　③非常食を決められた日数分備蓄しているか？

■Ａ □　Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　④豪雨や落雷等の危険に対する対策は採られているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

(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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

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

【アピールポイント】
　地震等の災害発生時は当協会の「危機管理マニュアル」
に沿った対応としています。お客様には必ず代表者会議
で、避難経路と避難場所が山の家正面玄関前広場である
ことを伝え、万一に備えています。
　非常食は常時４００人分の米を厨房倉庫に、１００人が３
日間過ごすことができるよう、乾パン・飲料水を会議室に備
蓄しています。
　事務室には地元の緊急放送告知ラジオ、襲雷警報装置
を備えており、大雨や雷などの天候の急変が予測された場
合には、速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけてい
ます。

・危機管理マニュアルが整備されるとともに、非常食も備蓄
されるなど、災害発生への一定の対応は図られている。
・管理責任者の説明により確認した。
・危機管理に関するマニュアル、災害情報の収集・広報体
制、災害時の食料備蓄等が整備されてる。

・学校利用の場合、打合せ時に避難経路を渡すとともに、
到着時のガイダンスで説明が行われているが、万全を期す
ために、非常時の避難誘導などにおける学校と当施設の
役割分担等を整理しておくことが望まれる。
・自治体等が公表している災害時の被害想定なども更新さ
れることから、大地震の際の、施設の立地場所に関する最
新の被害想定情報を確認することなども必要である。

指定管理者　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

【課題等】

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

【アピールポイント】
　学園に対する意見や苦情は施設内のご意見箱やアン
ケート、ＨＰから収集しています。意見や苦情があった場合
は、朝礼や職員ミーティングで原因を分析し再発防止に努
めています。
　なお、苦情・要望等の取扱方法は事務室に掲示していま
す。過去の苦情や事故例は他施設の事例とあわせ情報共
有をしています。

・指導者および利用者に毎年度、アンケートを実施し、その
結果の分析に基づいて、改善対応の検討が図られている。
・管理責任者の説明により確認した。

・単年度内や、当団体単独での対応が困難な事項について
は、確実に記録に残し、中長期的に取り組むべき課題とし
て解決に結びつけていくことを心がけられたい。
・学校団体の児童生徒から届いている「感想文・礼状」等
も、「利用者意見」という視点から活用することを期待した
い。【課題等】
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(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 □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

選定評価委員会　記述

【アピールポイント】
　教室事業のアシスタントは当協会が実施している野外活
動指導者養成講座修了生に依頼して実施しています。２８
年度は桐蔭横浜大学の実習として学生２名を教室事業の
アシスタントとして受け入れました。

・管理責任者の説明により確認した。
・地元のシルバー人材センター、社会福祉法人等との連携
も「市民との協働」という視点から評価できる。

・横浜市からの遠隔地という地理的な制約があるものの、
桐蔭横浜大学の実習の受入にとどまらず、より多くの野外
活動指導者養成講座修了生の実践の場となるよう、積極
的なアシスタント参加の呼び掛けを行っていくことが望まれ
る。
・教室のアシスタントとして参加した人材の中から、青少年
育成のリーダーを輩出していくことなども視野に入れた対応
を図っていくことも考えられる。

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

【課題等】
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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？

　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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　④参加料を安価に設定しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　⑤横浜市の施策・趣旨に沿った自主事業を実施しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　⑥自主事業について積極的な広報を行っているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　⑦利用申込みは利便性の高い方法を採用しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　⑧大人も参加できるプログラムを実施しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　⑨公衆電話を設置しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　⑩自動販売機を設置しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　⑪自主事業に必要となる用具を、利用しやすい料金で販売・レンタルしているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

指定管理者　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　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

選定評価委員会　チェック

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

選定評価委員会　チェック

【アピールポイント】
　市内の子どもたちに自然体験活動の機会を提供するた
め、尾瀬ハイキングや野菜の収穫体験といった四季の変化
にあわせた教室事業を企画しています。
　効果的な広報を行うため、教室事業案内「自然と遊ぼう」
を市立小学校の全児童に配布したことで、応募者数が飛躍
的に増加しました。申込方法は郵便はがきとインターネット
で受付可能としています。

・自主事業で実施する教室については、毎年度見直しが図
られ、ニーズに即したものへの改編が行われている。
・視察点検及び管理責任者の説明により確認した。
・地域の特色を生かし、自然志向のニーズに対応する事業
を企画している。

・参加しやすい料金設定であることは重要だが、プログラム
ごとに採算状況を見ると、赤字となっているものも見受けら
れることから、そうしたものについては、可能な範囲で採算
確保策の検討を図られたい。

指定管理者　記述

【課題等】

指定管理者　チェック

指定管理者　チェック
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(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

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

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

　①地元自治体等との調整を行っているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　②適切な経理書類が作成されているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

【課題等】

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

選定評価委員会　チェック

選定評価委員会　記述

【アピールポイント】
　毎年、村の小学校５年生が実施する親子学習の宿泊先と
して、学園を利用いただいています。また、６年生を１泊２日
で横浜に招待する来浜事業は、指定管理者制度導入以降
も継続して実施しています。
　さらに、村が企画する「河岸段丘ハーフマラソン」、「フォト
コンテスト」、「昭和の秋まつり」といったイベントには学園が
実行委員や後援として必ず携わっており、強固な関係を築
いています。

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

　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？

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

選定評価委員会　チェック

【アピールポイント】
　教室事業の多くは家族を対象としており、親と子その祖父
母といった３世代での参加も可能としています。
　内容はアンケートをもとに毎年見直し、時宜にかなった魅
力的なプログラムを提供できるようにしています。

・「親子」や「家族」などの文言がタイトルに入れ込まれた教
室事業が複数実施されており、幅広い対象層の確保に努
めていることがうかがえる。
・管理責任者の説明により確認した。
・アンケートにより、利用者・指導者のニーズを把握し改善
に役立てている。

・平成２６年度に実施された「中高年アウトドア入門」や、
「大人のキャンプ」が、平成２７年度には廃止されているが、
対象とした層の参加が得られなかった場合には、しっかりと
原因分析に努め、次のプログラム開発につなげていくこと
が望まれる。
・魅力的な野外活動なので、もっとアピールをしても良い。

・職員の地元人材からの登用や、地域特性を活かした体験
プログラムの開発、町内イベントへの出展に加え、昭和村
の小学校６年生全員を横浜へ招待するなど、積極的な交
流・連携が図られている。
・横浜市と地域との交流に施設が大きな役割を果たしてい
る。
・管理責任者の説明により確認した。

・時間の制約があることから、実施が難しい面もあると思わ
れるが、横浜市内小中学生と昭和村小中学生が交流し、
「学び・育ち」を得る機会を作り出していくことが期待される。【課題等】

選定評価委員会　チェック

・適切に経理書類が作成されていると考えられる。
・資料及び管理責任者の説明により確認した。
・適正に執行されている。
・詳細に整理されていると思う。

【課題等】

指定管理者　チェック

指定管理者　記述

【アピールポイント】
　経理規程に沿った経理事務マニュアルを整備するととも
に、規程に則った適正な会計処理を行っています。

指定管理者　チェック

指定管理者　チェック
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(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？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　②内部監査、外部監査を実施しているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

　③通帳・印鑑等は適切に管理されているか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

(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？

□Ａ ■Ｂ □Ｃ □Ａ ■Ｂ □Ｃ

(4) 経費節減、削減状況

　①経費節減、削減のための努力を行ったか？

■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ

・自主事業収入の予算達成率は、平成26年度が83.3％、平
成27年度が82.9％と未達となっている。
・アピールポイントに記載されていることを、管理責任者の
説明により確認した。

・教室事業について、前述したように、参加者が集まらな
かったものは原因分析をしっかりと行い、新たなプログラム
開発につなげるとともに、閑散期における高校や大学等の
サークルの合宿利用などの開拓を図っていくことが望まれ
る。
・地域の特色を生かし、ニーズに対応した自主事業の継続
的な取り組みを期待する。

指定管理者　記述

【アピールポイント】
　電気料金の削減を目的に、事務所にデマンド監視装置を
設置し、最大電力の管理を行っています。
　また、生活用品や衛生用品等の在庫管理を適切に行い、
経費削減の努力をしています。

・収入の予算達成率は平成26年度が100.2％、平成27年度
が96.7％と、ほぼ予算どおりの執行となっている。いずれの
年度も黒字が確保されており、収支状況は安定している。
・管理責任者による説明で、確認した。
・監査を実施し、適正に運営されている。

・提案書では、小学校の利用を毎年１校ずつ増加させるとし
ているが、当団体の努力だけでは対応が困難な環境が生
じる中で、現実的な目標に引き直すことも検討する余地が
あると考えられる。

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

選定評価委員会　記述

【課題等】

【アピールポイント】
　２６・２７年度は予算と決算に大幅な相違は発生していま
せん。
　当協会は、事務局職員による内部監査を実施しているほ
か、公認会計士による外部監査を実施しています。

・階段や事務所の電球をLED化することでの電力使用量の
削減、食事にバイキング方式を取り入れることでの残滓削
減など、経費節減・削減の努力が図られている。
・アピールポイントに記載されているとおりであることを確認
した。
・節減に向けた取り組みが徹底して行われている。
・設置費用は必要だが、更にLED・熱感式照明等を利用す
れば、かなりの電気料金の削減ができると思う。
・自主的な修繕など努力をしている。

・広報費・印刷費の決算が、予算比で、平成26年度は
4.2％、平成27年度は30.8％にとどまっているが、削減努力
によって、効果的な広報の機会などを逃すことがないよう、
「費用対効果」の視点に立ち、適正に費用を支出していくこ
とが望まれる。

【課題等】

指定管理者　チェック

【課題等】

指定管理者　記述

選定評価委員会　記述

選定評価委員会　チェック

選定評価委員会　チェック

【アピールポイント】
　２７年度は昭和村産の水の販売（物販事業）及び宿泊フ
リープランの利用促進事業は好調でしたが、教室事業や特
別食販売などが奮わず結果的に予算を達成できませんで
したが、自主事業全体では黒字を確保しました。

指定管理者　チェック

指定管理者　チェック

選定評価委員会　記述指定管理者　記述

選定評価委員会　チェック

選定評価委員会　チェック

指定管理者　チェック
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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

【アピールポイント】
　横浜市の学校利用促進を目的に、小学校校長会での資
料配布、市の教員を対象とした「先生のためのキャンプ」を
開催しました。
　平成２８年度には学園内を会場とした自転車やトレイルラ
ンの大会を誘致しました。今後も立地を活かした大会の誘
致をすすめていきます。
　また、閑散期の団体利用を促進するため、合宿プランを
積極的に売り出していきます。案内チラシ・ポスターを作成
し、横浜市内の中・高・大学に配布します。同時に関係機関
と協議し、群馬県内の高校にもチラシ・ポスターを配布でき
るよう調整をしていきます。
　また、昭和村が推進するプロジェクトの一環として、学園
周辺の森林地域を活用した遊歩道や登山道の整備に協力
し、学園で提供できる新たなプログラムの開発を検討してい
ます。

・横浜市内小中学校の利用促進のために校長会に働きか
けるとともに、閑散期の利用促進についても積極的に取り
組んでいる姿勢がうかがわれる。
・各学校の教育課程編成・実施上での「利用決定」という性
格の中、各種の広報に努めるとともに、自主事業の企画に
よる横浜市民の参加、横浜市の地域との交流等にも努力し
ていることなど、経営努力を評価できる。
・アピールポイントに記載されているとおりであることを確認
し、施設スタッフの具体的な努力により、利用者数が少しず
つ増えていく可能性を感じることができた。

・施設の立地特性や、雨天集会場を有しており、音出しなど
も可という施設の強みを活かし、収支採算が確保できる団
体利用の開拓を引き続き行っていくことが期待される。
・「先生のためのキャンプ」は、新規参加者を増やす目的で
行われているが、現実的には難しい状況にある。その点の
工夫が必要であると考えられる。

【課題等】

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述
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