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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。

　少年自然の家設置目的に基づき、子浦湾での
カッターやシーカヤックといった海洋活動を中心に
小学校の体験学習を中心に利用していただいてい
ます。
　東日本大震災を発端とする横浜市立小学校の
利用取り止めの影響は大きく、小学校校長会での
利用の呼びかけや、職員による学校訪問などは継
続して実施していますが、学校側も利用施設を変
更する際には事前調整やさまざまな手続きが必要
となるため、まだ震災前の学校数まで回復してい
ません。
　このような状況下で、２６年度より新たに学園を
会場とした自転車大会を開催しており成功を収め
ています。町との連携により、ニュースポーツを取
り入れたイベントの開催も視野に調整をしており、
これからも新たな学園の利用方法を追求していき
ます。

※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

Ⅰ
　
総
則

・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、施設の立地特性を活かした海での活
動プログラムを中心に、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、毎年度教室事業を見
直し、平成２７年度は予算を上回る実績を得るなど、成果
を得ている。
・臨海施設ならではの体験学習を企画している点は、大い
に評価できる。また、今後予想される大規模地震に伴う津
波対策については、実際の避難経路を確認し、また第一
避難所となる三浜小の海抜及び施設の海抜と、津波が到
達する時間とを比較検討し、危機管理体制が整っている
ことがうかがえた点、横浜市立小学校へ出向いての説明
会実施など、利用者数を確保するための努力を惜しまず
実施している点について大いに評価できる。こうしたスタッ
フによる努力の成果が少しずつ表れているように感じられ
る。さらに、地元との連携についても、例えば学園で作成
した避難マップを地元に提供するなど、学園側から積極的
に執り行っている点は高く評価する。
 ・東日本大震災の影響や東海地震発生の危惧から学校
の利用が回復しないなか、校長会への働きかけ、その他
の団体・一般利用にむけての「海」を生かした多様な事業
の実施、広報の多様化などの努力が評価できる。

・学校利用に関しては、目標利用団体数に未達で、伸び
悩みの傾向にあるが、東日本大震災の影響という当団体
の努力だけでは解決が困難な環境変化が存在する。「絶
対に安全・安心」と言い切ることは難しい中で、地震・津波
対策に万全を期しながら、当学園の施設特性を活かした
海のプログラムから、「子どもが得る学び」の価値を伝え、
地道に利用の促進を図っていくことが望まれる。
・稼働率向上に向けては、費用対効果も勘案し、平成26
年度から開催している自転車大会のように、一定数以上
の利用が見込める団体利用の開拓を図っていくことが期
待される。
・職員の配置については、有資格者の保健・衛生担当者
が対応にあたることが、安全・安心な環境につながること
から、常勤職員として携われる人材を確保する努力を続
けられたい。

Ⅱ
　
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

・施設の老朽化という大きな課題がある中で、毎年度、予
算を大幅に上回る修繕費をかけて、施設・設備の維持管
理に取り組んでいる。また横浜市との協議の下で、利用
者にとって良好な滞在環境を維持するための設備の向上
も実施されている。
・建物の老朽化が目立つが、限られた予算の中で可能な
補修等を実施し、施設の維持管理に努めている。

・雨漏りによるカビの発生など、利用者の健康面に影響を
及ぼす可能性のある問題については、優先順位を上げて
対応を図っていく必要があると考えられる。
・備品等についてのコスト意識も重要であるが、アンケート
を見るとシーツの汚れに関して複数の意見が寄せられて
いることなどから、廃棄時期についての慎重な検討が必
要と思われる。
・施設設備の老朽化に伴う修繕の必要性が感じられた点
がいくつかあったが、管理責任者を中心としたスタッフの
努力が随所にうかがえた。ただ、昨今の事件事故を鑑
み、特にシャワー室への外部からの侵入を防ぐ工夫（施
錠できるドアの設置など）が必要であると考えられる。

　施設や設備の老朽化が進むなか、利用者の安
全を 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。
　なお、お客様の利用する設備の向上のため、所
管局と協議し、シャワー室床の改善、浴室のロッ
カー更新とい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。
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Ⅲ
　
運
営
及
び
サ
ー

ビ
ス
の
質
の
向
上

　アンケート結果や各種マニュアルをもとに、職員
の研修を行うことで、職員の質を高め利用者に快
適に施設を利用していただけるよう努めています。
　カッターやカヤックなどの海洋活動の際は、常に
波の高さや風の強さといった気象情報に細心の注
意を払い、安全な活動ができるよう心がけていま
す。
　滞在中の楽しみでもある食事は、できるかぎり地
元の食材を使用し安価でおいしい食事を提供でき
るよう努力をしています。お客様からの要望によ
り、特別食の価格を細分化し、品数や分量を増や
すことができるように設定しました。

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

　南伊豆町が２７年度から開始した杉並区の児童
受入先として学園を利用していただいています。
　さらに町からの要望に応え、学園の教室事業「カ
ヤック体験」をふるさと納税の返礼品として登録し
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名に小学校の体験学習事業のア
シスタントとして従事していただきました。

・毎年度、団体指導者、利用者に対するアンケート調査の
結果分析を行い、サービスの質の向上を図っているととも
に、海の活動における安全性への配慮もなされている。自
主事業については、海浜環境を活かした「カヤック体験」
を拡充し、確実に参加者を得て、自主事業収益の確保に
つなげているなど、一定の成果を得ている。
・　「海」という独自性を生かした「食」の提供、自主事業の
実施等を展開するとともに、海ならではの安全対策・津波
対策等に努めている。
・アピールを試行錯誤しながら行っている模様。特に先生
向けの体験教室は実際に体験することでしか感じられな
いこともあるので良いアピールポイントだと思う。又、海で
の活動が多いことから災害時の避難など実際その土地を
歩いて確認できるので安心。

・学校利用の促進のための広報手段として、DVDを作成し
配布を行っており、今後、利用する施設の決定に関わる
校長や教頭、担当教諭のほか、保護者等に対しても、
DVDを活用した施設紹介を行うなど、その有効利用が期
待される。
・食事については、アンケート結果において「量が多い」と
の意見が複数見られるとともに、給食材料費が予算を大
きく上回る実績となっていることを勘案し、可能な範囲で、
食べ残しによる廃棄量を削減するような提供方法の工夫
を図ることが望まれる。
・地震・津波対策については、発生時の被害想定などにつ
いて 新の情報を入手するとともに、混乱の中で子ども達
が避難するという前提に立ち、津波到達前に避難場所に
到着できるよう、万全の対策を講じられたい。
・職員研修実施については、特に危機管理体制の充実に
おいて高く評価できる。食材については地産地消を心が
けている点は評価できる。活動内容に伴う昼食の取り方
の中で利用するおにぎり弁当の内容については、アン
ケートにもあるように工夫が必要であると考えられる。

・地元イベントへの出店のほか、南伊豆町小学５年生の横
浜への招待や、地元利用の受入れ、南伊豆町による杉並
区児童受入れ時の当学園利用など、着実に地元との交
流が図られている。
・横浜市以外の地域小学校への学園利用招致、及び校種
を超えた利用方法などをアピールしながら利用者の確保
を行っている点は高く評価できる。また、地元住民への配
慮がきめ細かに行われている点、例えば前述したように
避難マップを公開する・イベントへの参加を招致するなど
地域と一体化するよう工夫実践している点は高く評価でき
る。
・施設外の「海」という地域での活動を実施するために不
可欠な地元との連携・交流が日常的に図られている。
　
・災害対応の面においても、南伊豆町と協力して安全対策
のアピールを行っているほか、災害時協力体制、海の活
動における協力体制が構築されており、交流と非常時対
応の両面で、今後とも関係を深めていくことが期待され
る。
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Ⅴ
　
収
支
状
況

・東日本大震災後は、学園が海沿いに立地していること
が、学校利用数確保への大きな課題となっているが、一
方では、大きな強みでもある。施設の立つ場所の海抜は
94ｍあり、予想される津波の高さを上回っている。
・海でのアクティビティ多様化の現状を鑑み、地元住民と
の協力体制を整えるため、イベントの公開や漁業への影
響を配慮するなどのきめ細かな配慮がうかがえる。

・南伊豆町や地元と情報交換や連携を図りながら、いざと
いう時に確実に避難できる体制を整えつつ、海沿いの立
地特性を強みとしたプログラム開発や、団体利用誘致に、
引続き取り組んでいくことが期待される。

・自主事業収入の予算達成率は、平成26年度が65.8％、
平成27年度が100.8％となっているが、いずれの年度も、
予算を上回る自主事業還元収入が得られており、教室事
業の見直しなどが成果をあげている。
・トータルで黒字になるよう工夫している点は評価できる。
給食材料費の決算額が予算を大幅に上回っている点に
ついては、管理責任者及び給食担当者からの説明によ
り、実利用者数が予定よりも大幅に上回ったため支出収
入ともに大幅に増えたが、黒字を維持している点は評価
できる。
・東日本大震災の影響、東海地震の発生危惧等の厳しい
状況のなか、収入増や経費節減を図るなどの取り組みは
評価できる。

・利用者の実人員数、延人員数ともに増加していることか
ら、収入実績の予算達成率は、平成26年度が102.3％、平
成27年度が106.7％と、予算を上回る実績となっている。し
かしながら、支出についても予算を上回る実績となったこ
とから、平成26年度は若干の赤字を計上した。支出項目
の中で、予算を大きく上回る実績値となっているものにつ
いて、可能な範囲で抑制策の検討を図ることが望まれる。
・施設の老朽化に伴い、小規模修繕のための費用の確保
が課題とされる中、引続き安定的な自主事業還元収入の
確保や、無理のない節約に努めていくことが期待される。

Ⅵ
　
そ
の
他

　 指定管理料は５年間据置で提案をしています。
２６年・２７年の実績を見ると、利用者の増加に比
例して、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）が
増加しました。また、自主事業も教室事業・飲食事
業が好調で収入増に貢献しました。
　支出については光熱水費や消耗品費の節約に
より、これらを修繕費に充てることができました。
　これからも、お客様の要望に応えながら、収支バ
ランスを保つことができるよう努めていきます。

　近年、海でのアクティビティが多様化したことを受
け、子浦湾でもカッター・カヤック以外にもスタン
ダップパドルなどの新しい海洋活動が行われるよ
うになりました。
　活動を行ううえでは、地元の漁業関係者や町と
の協力は不可欠であることから、今後も引き続き、
両者と協議しながら常に安全な海の活動ができる
よう努めていきます。
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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

　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？

■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

【課題等】

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。

【課題等】

【アピールポイント】
　カッター・カヤックなどの活動を通じて協力・協調を学ぶ
ことができる環境を整えています。
　海洋活動を行ううえで地元漁業者との調整は不可欠で
す。学園は浜の共同トイレの清掃を行うなど、協力関係を
築いているほか、教室事業では地元の遊漁船を使用した
プログラムを提供するなど地元貢献に努めています。
　利用者の声やアンケート結果を参考に、食堂付近に網
戸を設置したほか、宿泊室内でも水着を乾燥させること
ができるよう室内用の物干し竿を設置しました。

選定評価委員会　チェック

・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、海浜環境の中での野外活動等を通じて、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。
・学園基本方針の周知徹底のために、定期的なミーティン
グの実施及びマニュアルの名札への設置などによる工夫
がなされており、職員・アルバイトの区別なく一人ひとりが
基本方針を理解している旨の説明を管理責任者から受
け、納得した。
・基本方針の施設内の掲示、職員の打ち合わせでの確認
など、方針等の周知が徹底されている。

・毎朝のミーティングや、ホワイトボード・連絡ノート等を活
用した情報共有化が図られているが、常勤職員以外のサ
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。

選定評価委員会　記述

指定管理者　チェック

　　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 選定評価委員会　チェック

選定評価委員会　チェック

評価委員会　チェック指定管理者　チェック

指定管理者　記述

･学園が立地する海浜環境の特性を活かした、カッター訓
練、カヤック体験、地引網等の多様な海のプログラム等の
提供を通じて、青少年の心身の育成に取り組んでいる。
・地元人材を技術スタッフとして登用したり、南伊豆町役場
と共同で安全対策をアピールするなど、地元との友好関
係が築かれている。
・アピールポイントに記載されている内容のとおりである。
・「海」という自然を生かした活動を展開するにあたり地元
との協力関係の強化に努めるなど、施設目的の達成のた
めの努力が認められる。

・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。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。
・もっと地元の方々との交流があっても良いと思う。

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述
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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

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、他に担当として、給食・食堂１名、管理２名、運
営１名の合計６名を配置しています。保健・衛生担当は
現在欠員中のため、元学園職員の看護師をアルバイト雇
用しています。
　給食・食堂担当は栄養士の資格を有しています。

・園長、副園長としてベテラン職員が配置されており、施設
管理・運営の責任体制は明確である。
・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、常勤の保健・衛生担当者が不在で、６名の配
置職員数と、計画比１名の減員となっている。

・アンケート結果を見ても、「元看護師の対応が心強かっ
た」など、有資格者の配置が安全・安心な環境につながる
ことから、早期に常勤職員として携われる人材を確保する
努力を続けられたい。
・アピールポイントに記載されている内容のとおりである
が、特に保健衛生担当者の確保が難しい現状であること
を鑑み、招致に向けた一層の努力が必要であると考え
る。
・「子どもたちが親元を離れて」という学校団体が主たる利
用者であることから、看護師免許（または養護教諭教員免
許状）を持つ保健・衛生担当職員の確保に引き続きの努
力を期待する。

【課題等】
　２７年８月まで養護教諭が勤務していましたが退職した
ため、その後は学校利用時を中心に元職員の看護師を
アルバイトで配置し対応しています。
　看護師・養護教諭不足は深刻な問題であり、常勤では
いまだ見つかっていないのが現状です。

指定管理者　記述

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

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】
　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行
い、話しかけやすい環境を作っています。

・名札の着用が励行されており、服装の乱れもなく、訪問
者に対して、明るくはきはきとした挨拶が行われているな
ど、職員のマナーは良好である。
・アピールポイントに記載されているとおりである。また、ス
タッフの接客は、利用者からの要請を待つだけでなく、積
極的に自分から話しかける努力をしている点で大いに評
価できる。
・マニュアルの整備、ユニフォーム・名札の着用など、良質
な接遇を確保している。

・小中学校生などの子どもへの応対は、大人に対するも
のとは異なる面があることから、サポートスタッフ、パート
ナースタッフ、技術スタッフも含め、子ども応対のノウハウ
などの共有化も図っていくことが望まれる。
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(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　チェック

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

・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。
・アピールポイントに記載されているとおりである。
・適正にして弾力的に開館されている。

・年末年始等の開館においては、稼働率向上とともに、費
用対効果などの観点も勘案した取組みとしていくことが期
待される。

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

【課題等】

　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　記述 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。

・毎年度の報告書に、日常点検、定期点検の実施結果が
記載されており、職員による点検と、専門業者による点
検・検査を組み合わせることで、適切に建物・設備の管理
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、
「日常点検チェックシート」及び管理責任者の説明により
確認した。
・チェックシートによる日常的な安全点検が実施され、ま
た、その日常的な点検によって異常が発見された際の早
急な改善体制が整えられている。

・建物の老朽化が進んでいることから、安全面や健康面に
危険が及ぶような問題は早期に発見して横浜市とも情報
共有化を図りながら、改善・改修の対応について検討を図
ることが望まれる。

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

【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。

【課題等】

7 



(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

■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 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】
　園内の共有部分については、毎日職員が清掃を行って
います。宿泊室などは、利用者が退園後、職員が清掃を
行います。
　職員による定期清掃は団体による利用予約のない日に
計画的に実施しています。
　窓ガラス清掃等は専門業者に依頼して実施していま
す。

選定評価委員会　チェック

【課題等】

指定管理者　チェック

指定管理者　記述

指定管理者　チェック

・施設内外ともに、清潔で快適な環境が保たれており、適
切に清掃業務が行われている。
・アンケートなどでも、宿泊室の清掃もれについての指摘
は見られず、利用者退園後の職員による補完清掃もしっ
かり実施されていると判断される。
・清掃については、視察及び管理責任者による説明から、
スタッフによる丁寧できめ細かな実施を確認した。また、ス
タッフでは賄いきれない窓ガラス清掃などを専門業者に依
頼している点も衛生面への配慮として評価できる。
・掃除管理マニュアルが整備され、それらに基づいた日常
的な清掃、定期的な清掃が行われている。

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】
　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。体育協会備品（シーカヤック）と横浜市備品（シー
カヤック以外全て）とは区別して台帳を作成しています。
　アジの干物で使用する物品については、一度洗浄した
ものを厨房で高温洗浄機にかけ、さらに紫外線で殺菌し
ており、二重、三重の処理をしています。
　なお、活動前には職員がこれらの使用方法を必ず説明
しています。

・備品台帳に基づき適切な管理が行われているとともに、
厨房用具の衛生面の確保にも注意が払われている。
・備品台帳を確認し、疑問点を施設管理責任者に尋ね、
その説明から備品が適切に管理されていることを確認し
た。

・アンケート結果で、シーツのしみ・汚れに関する指摘が複
数見られることから、消耗品についての廃棄の時期の判
断を慎重に行われたい。
・海の活動のためのライフジャケットは、すべての点検を
行っているとのことであるが、生命に関わる重要な備品で
あることから、引続き細心の注意を持って、点検に当たら
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

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　記述

　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？
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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

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　チェック

選定評価委員会　記述

【課題等】

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

【アピールポイント】
　海が見える立地条件のため、景観には注意しており、
樹木の剪定作業は定期的に職員が行っています。計画
では年４回としていますが、夏場は植物の成長が早いた
め適宜選定を行い景観維持に努めています。側溝の清
掃は定期清掃日に職員総出で行っています。

・園内の樹木はきれいに手入れされており、外溝・植栽は
良好な水準で、維持管理されている。
・施設の特徴である「自然・景観」の維持のため職員によ
る作業が適切になされている。
・管理責任者による説明から、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。

選定評価委員会　記述

【アピールポイント】
　職員は消灯後、巡回図をもとに施錠、不審者確認を行
い、 終退出時点検表へ記入します。
　宿泊利用のない日は、機械警備で対応しています。異
常時には警備会社が施設に急行するようにしているほ
か、責任者である園長に連絡するよう定めています。

・宿泊利用がある日の宿直職員による警備と、ない日の
警備会社による機械警備を組み合わせる形で、適切に保
安警備業務が実施されていると考えられる。
・管理責任者による説明から、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。
・職員による日常点検や機械警備により、一定の安全確
保がなされている。

・脱衣所（施設内から浜辺に出る際の着替え場所）の作り
が扉1枚であることに不安を感じる。
・シャワー室から海岸につながる出入り口については、不
審者の侵入がないよう、慎重な管理が望まれる。

【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　チェック 選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述
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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

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　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

・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。
・管理責任者による説明から、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。
・「横浜市学校給食衛生管理マニュアル」に基づき、良好
な衛生状態が保持されている。

【課題等】

選定評価委員会　チェック

　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？

・専門業者による殺虫予防業務や、毎月の飲料水の品質
検査、レジオネラ菌検査等が実施され、衛生環境の維持
に努めている。
・管理責任者及びスタッフによる説明から、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。
・宿泊室や厨房の害虫駆除が行われ、一定の環境衛生
が維持されている。

・施設内の雨漏りから発生するカビが気になった。
・建物の老朽化が原因であるが、雨漏りによるカビ発生は
健康上の被害をもたらす危険性があることから、慎重な対
応が求められる。
・利用者アンケートにおいて、虫の多さに関する意見が多
く見受けられ、平成２７年度に、網戸付きのアルミサッシ製
の引き戸への交換で対応が図られている。こうした対応を
進めるとともに、一方では、虫が多くいる自然環境の大切
さを子どもに伝えていくことも望まれる。

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】
　専門業者による宿泊室や厨房の害虫駆除を行い、お客
様に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。

【課題等】

【アピールポイント】
　「横浜市学校給食衛生管理マニュアル」に基づき、食材
の保管や使用器具の管理を適切に行っています。調理
前と調理後は器具のアルコール消毒を行い衛生面の保
持に配慮しています。
　さらに、厨房職員も法令上半年に１回の検便検査を毎
月実施しており、安全性を確保しています。
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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

【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　チェック指定管理者　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　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　記述

・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。
・南伊豆町立小学校のエコキャップ運動への参加や、天
ぷら油等の廃油のバイオディーゼル燃料への再生協力、
サザエの貝殻のクラフト材料への再利用など、リユース、
リサイクルに貢献するさまざまな取組みが行われている。
・管理責任者による説明から、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。
・ごみの分別収集や用紙等の再利用が着実になされてい
る。

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】
　学園で排出するゴミは町の分別方法に従い、生ゴミと
容器と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、ペットボトルのキャップを地元の南中小学校へ寄
付し、ワクチン接種などの社会貢献活動に役立ていま
す。

【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。
　２６・２７年度と利用者数は増加しました。２６年度から
始めた自転車イベントの開催等、夏以降の時期の宿泊
者誘致に努めたことが実を結んだことによります。
　引き続き、トライアスロン大会などの開催に向け、関係
諸機関と協力しながら利用促進に努めます。

・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。
・平成26年度は、全体での利用団体数が前年度比で減少
したものの、平成27年度は一般利用の増加などによって、
利用団体数が大幅増となっており、閑散期の利用促進に
ついて一定の成果が得られている。
・管理責任者による説明から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。
・主たる利用者である学校団体の利用期間が春・秋に限
られるという条件の中、自主事業の実施等、稼働率の向
上に努めている。

・少人数利用は、施設の稼働率向上にはつながるもの
の、収支採算の確保が難しい場合もあることから、イベン
トや大会の開催、誘致の他、高校や大学の部活動、サー
クル活動の合宿など、団体利用の促進に努められたい。

指定管理者　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

指定管理者　チェック

指定管理者　チェック

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　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

指定管理者　記述

【課題等】

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】
　「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。

・受付マニュアルが整備され、受付事務の手順について、
職員間での情報共有化が図られている。
・ホームページ専用フォームからの申込みを可能とし、手
続きを方法を簡素化するなど、申込み者の利便性の観点
から環境整備の努力が行われている。
・管理責任者による説明から、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。
・受付や案内のきめ細かな対応が確保されている。

選定評価委員会　チェック

【アピールポイント】
　ＨＰにより、教室募集のお知らせや活動の様子をタイム
リーに発信することを心がけています。
　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で配架を依頼
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。

・多様な媒体を活用して情報を発信しており、リーフレット
については、業者に作成を発注することで、ビジュアル面
での改善を図るなど、効果的なものへの刷新が図られて
いる。
・管理責任者及びスタッフによる説明から、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、リーフレット等、多様な方法で情報の提供がなされ
ている。

・学校向けのPRについては、紙媒体のみならず、DVDを
作成し、訪問時に手渡しているとのことであるが、そうした
DVDをより一層有効に活用し、利用する施設の決定に関
わる人達（校長や教頭、担当教諭、保護者等）に広く情報
を提供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　記述
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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

【課題等】

選定評価委員会　チェック

　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？

【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」に掲載しました。南伊豆町の職員が出場する
横浜港カッターレースにおいて、南伊豆町の観光用パン
フレットの配布のほか、学園のリーフレットを配布しまし
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

・チラシ「自然と遊ぼう」から一定の集客効果が得られてお
り、また、南伊豆町の観光用パンフレットの配布、家族・小
グループ向けのフりープラン案内記事の掲載など、利用を
促進しようとする層に適した広報活動が行われている。
・管理責任者及びスタッフの説明により、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。また、学園
作成のリーフレットを手に取りながら、選定評価委員によ
る改善提案を前向きに検討する姿勢が見受けられた。
・リーフレットの配布、横浜のスポーツ情報誌（SPORTSよ
こはま）の活用、団体への呼びかけ、インターネット・ＳＮＳ
の利用等、多様な方法・ルートを通した広報がなされてい
る。

・学校利用促進については、当学園ならではの「海の活
動」を通し、子ども達が得られる貴重な体験や学びについ
て発信していくことが期待される。
・高校や大学の合宿プラン案内についても、高校や大学
の教員など、配布先のルートを絞り込むとともに、「このよ
うな合宿ができる」といった利用方法の積極的提案を行っ
ていくことが望まれる。

指定管理者　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】
　学校利用では、①下見、②その後の電話対応、③当日
の打合せと３回以上話し合い、プログラムの内容や時間
配分、食事の提供方法について調整を行います。子ども
たちの思い出に残る宿泊体験を提供できるよう、必要に
応じた適切なアドバイスをしています。
　また、スポーツ団体の合宿等で地元小学校体育館やグ
ラウンド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。

・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 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。
・管理責任者及びスタッフの説明により、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。
・施設利用に際し主たる利用者である学校団体は綿密な
計画準備を行うが、それらに対する対応、資料・情報提供
等が適切、丁寧に行われている。

・利用団体指導者アンケートで、雨天時のプログラムにつ
いて、複数意見が見られることから、雨天の際にも、子ど
も達が充実した時間を過ごせるプログラムを十分に用意
しておくことが望まれる。

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

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

選定評価委員会　チェック
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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

【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】
　学園の活動で必要となる貸出物品はあらかじめＨＰ等
で「利用の手引き」をもとにプログラムに必要な物品と数
量を『食材・特別料理・プログラム予約申込書』へ記入し
ていただきます。
　アジの干物づくりなどのプログラムは職員が常に立会
い、子どもたちがけがをしないよう配慮しています。

・事前に必要な貸出物品の情報を得て、過不足ない提供
を行うよう心がけられており、適切に貸出業務が行われて
いる。
・管理責任者及びスタッフの説明により、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。
・物品の貸し出しや使用法の説明等が丁寧に行われてい
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　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

【アピールポイント】
　食事の数量や分量などはお客様の要望にあわせた対
応ができるよう努めています。
　厨房内は「横浜市学校給食衛生管理マニュアル」を参
考に常に清潔に保つようにしています。
　アンケートを参考に献立は柔軟に変更しています。
　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。
　食物アレルギー対応については、事前に成分表、献立
をお客さまへ送り、その献立のなかで食べることができな
いものを確認していただき、その後学園の栄養士との調
整を経て代替品を決定します。配膳の際にも間違いがな
いよう当日も複数名で確認した後、実際に提供していま
す。
　献立には南伊豆町の海産物や野菜を採り入れ、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。

・南伊豆町の運営協力会に厨房での調理業務全般を委
託するとともに、地元の海産物・農産物を採り込むなど、
地元との連携が心がけられている。
・地元産食材の利用・郷土色の提供・食材の紹介等食育
という視点をもち、アレルギー対応など、豊かな食事提供
がなされている。

・アンケートにおいて、食事の量が多いという意見が複数
見られる。成長期で体格がまちまちな子ども達１人１人に
見合った量の食事提供を行うことは難しい面もあるが、事
前の学校との打合せなどにおいて、調整できることはない
かなど、検討を図ってみることが望まれる。赤城林間学園
のノウハウを取り入れ、バイキング方式の導入を検討して
みることも、対応策の１つとなると考えられる。
・給食担当のスタッフによる説明及び当日提供されたおに
ぎり弁当を確認することにより、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。一か所アンケートに
もあったおにぎりの大きさについてはさらなる検討が必要
であると考えられる。

【課題等】

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　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
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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

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

・全職員が一堂に会する日数は余り多くないものの、ボー
ドや連絡ノートを活用し、必要な情報の共有化や引継ぎが
適切に行われている。
・実際に、利用しているホワイトボードや連絡ノートを手に
取りながら管理責任者及びスタッフの説明を聞くことによ
り、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。

・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

　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、毛布と掛布団は年２回、その他の寝具は年１回
専門業者によるクリーニングを実施しています。
　清掃道具やボディソープなどの消耗品は職員による日
常清掃にあわせ補充・交換しています。

・宿泊室は清潔に保たれ、快適な環境が維持されている。
・選定委員による視察及びスタッフの説明により、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。
・毎回専門業者によるクリーニングや職員による日常清掃
により衛生管理がなされている。

・アンケート結果で、シーツのしみ・汚れに関する指摘が複
数見られることから、消耗品についての廃棄の時期の判
断を慎重に行われたい。（再掲）【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　記述指定管理者　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

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85～90％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。
・マニュアルを手に取りながら管理責任者の説明を受ける
ことにより、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。
・各種の業務についてマニュアル化されている。

【課題等】

【アピールポイント】
　毎朝、ホワイトボードを使用してミーティングを行い、そ
の日の活動時間、食事時間、必要物品などに漏れがな
いようにしています。
　また、シフト勤務時における職員交代の際にも、このホ
ワイトボードや連絡ノートを使用し次の職員へ正確に引き
継げるようにしています。
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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海上及び海浜での活動において、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

【課題等】

【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、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。
・個人情報等が協会が定める規程により管理されている。

【課題等】

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

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

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

【アピールポイント】
　事故防止等の安全管理マニュアルを整備しています。
職員を対象とする実例を用いた研修を行い、事故防止に
役立てています。
　海洋活動では天候の急変に備え、常に 新の気象情
報を入手しています。
　また、安全に配慮してベテランの指導員を配置し、万一
の際にも素早く的確な対応ができるようにしています。

・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の事故
防止体制が組まれている。
・管理責任者及びスタッフの説明により、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。
・本施設の特色である「海の活動」に関わる事故防止につ
いて「安全マニュアル」が整備され、職員への徹底や利用
者への周知が図られている。

・海上での気象の急変は、大きな事故につながる危険性
があることから、気象情報の入手者と海浜の現場での指
導員が円滑に連携し、活動の中止・切り上げなどについて
も、引き続き適時的確に判断することが望まれる。
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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

【課題等】

【アピールポイント】
　けが人や病人が発生した場合は、速やかに応急処置、
医療機関への搬送をするようにしています。医務室は常
時使用できるようにし、ＡＥＤも館内に常設しています。Ａ
ＥＤの研修は消防署の協力のもと職員全員が研修を受
講しています。
　職員６名のうち、４名が上級救命講習、２名が普通救命
講習を修了済であり、緊急の際は宿直職員が病院へ搬
送するなどの対応を行うようにしています。
　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。

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

・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、南伊豆町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。
・けが人や病人に対する応急処置、医療機関への搬送等
の体制整備とともに、医務室の常時開放、職員研修の実
施等、事故時の対応体制を整えている。

・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・衛生担当者がアルバイト
勤務となっていることから、磐石な体制となるよう、常勤職
員として携われる人材の確保に努められたい。
・事故発生時の対応については、特に夜間においてスタッ
フは医療機関への連絡搬送が主になり、学校など大人数
での参加利用団体については児童生徒の安全確保は教
職員が主に行う体制になっている。医務室は常に利用可
能であるが、専門職員（看護師またはそれに準ずる資格
を有する者）の確保が難しい状態にあり、現在募集中であ
る点については、さらなる努力を必要とすると考えられる。

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　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　チェック

指定管理者　チェック
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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地震や津波等への対策は十分考慮されているか？

■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

【課題等】

【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。
・管理責任者及びスタッフの説明により、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。

・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。
・学校団体として利用した児童生徒から届けられた「感想
文・礼状」等も「意見」という視点から広報等に活用するこ
とを期待したい。

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

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・津波対策として海洋活動中の避難経路を定め、
お客様にもわかるようＨＰに掲載しています。
　非常食は常時８００人分の米を厨房倉庫に、乾パン４０
０人分を倉庫に、高置水槽に飲料水を１５トンを備蓄して
います。
　安全対策のため、海洋活動を行う場合は、入園時と活
動開始前に職員が必ず避難場所と避難経路を説明して
います。

・写真入りの避難経路の説明チラシが作成されており、海
の活動を行うに際しては、必ず避難経路の確認が行われ
ている。
・管理責任者及びスタッフの説明により、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。
・施設の特徴である「海」に対応し、津波に対する避難経
路の周知、避難訓練の実施等が行われており、また、地
形的に危惧される「孤立化」に対応した非常食等が備蓄さ
れている。

・一次避難場所の三浜小学校までは、およそ１０分で到着
するとのことだが、非常時の混乱の中で、子ども達の移動
に時間がかかる可能性も考えられる。津波の第一波の到
着予測時間が８分３７秒であることから、第一波の前に確
実に一次避難場所に到達できるよう、日頃からの訓練に
よって万全の備えを行っ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

新の被害想定情報を確認することなども必要である。

【課題等】

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

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　記述
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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　チェック

【アピールポイント】
　教室事業において、野外活動指導者養成講座修了生
にアシスタントを依頼しています。２８年度は桐蔭横浜大
学の実習として学生２名を受け入れました。

選定評価委員会　記述

・管理責任者及びスタッフの説明により、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。
・地元の「海・浜・港」を活動利用するにあたり多くの地元
の方々の協力をいただいていること自体が「協働」である
ことが理解できる。

・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

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

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

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

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

･海浜環境を活かした「カヤック体験」を平成２７年度は１１
回、平成２８年度には１２回に増やし、確実に参加者を得
て、自主事業収益の確保につなげているなど、市民ニー
ズに即したプログラムが提供されている。
・利用促進イベントについても、「秋のYOU・湯・遊」から、
「秋の家族利用デー」を名称を改め、多様な年代層の取り
込みを図ろうとする姿勢が見られ、また開催日程も絞り込
むなど、費用対効果の観点からのプログラム刷新も行わ
れている。
・管理責任者及びスタッフの説明により、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。
・「海」という自然を生かした独自性のある自主事業を実施
している。

・「先生のための体験教室」は、余り多くの参加が得られて
おらず、収支採算割れするプログラムであることから、学
校利用促進にとっての有効性という観点から、見直す余
地もあると考えられる。

指定管理者　チェック 選定評価委員会　チェック

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

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

指定管理者　記述 選定評価委員会　記述

【アピールポイント】
　２７年度に教室事業内容を見直し、カヤックだけに特化
した１泊２日の事業「カヤック体験」を新設したところ、数
多くの方にご参加いただきました。
　また、「自然と遊ぼう」の全児童配布により、２７年度の
教室参加者数は１２５５人と前年度の７６３人から大幅に
増えました。
　カヤックのレンタル料金は小中学校利用の場合、一般
料金の半額に設定し、プログラムとして利用しやすくして
います。飲食事業として行っている飲料水の販売につい
ても、海洋活動中には学園ではなく浜へ直接配送するこ
とも可能としており、きめ細やかな対応で売上げを伸ばし
ています。
【課題等】

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

選定評価委員会　チェック

指定管理者　記述

【アピールポイント】
　教室事業はそのほとんどが家族を中心に子どもから大
人まで一緒に参加できます。また、前述の「カヤック体
験」は大人だけの参加も可能としています。アンケートを
参考にニーズにあった教室事業を展開することで、これ
からも多くのお客様に参加していただけるよう努めてまい
ります。

指定管理者　チェック

　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？

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

・適切に経理書類が作成されていると考えられる。
・管理責任者の説明により、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。
・適正に執行されている。

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

・地域の学校や団体などとの交流が図られているほか、
南伊豆町との協力による安全対策のアピールや、災害時
協力体制、海の活動における協力体制が構築されてお
り、地元との適切な調整が図られていると考えられる。
・管理責任者及びスタッフの説明により、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。
・活動が施設内だけにとどまらず、「海浜」など地域にひろ
がる特徴を考慮したとき不可欠な地元との協調・連携関
係が保持されている。【課題等】

　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？

･大半の野外活動教室の対象者が「小中学生と家族･一
般」とされており、幅広い年齢層の参加の取り込みが意識
されている。
･海浜環境を活かした「カヤック体験」を平成27年度は11
回、平成28年度には12回に増やし、確実に参加者を得
て、自主事業収益の確保につなげているなど、市民ニー
ズに即したプログラムが提供されている。（再掲）
・管理責任者及びスタッフの説明により、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。

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

【課題等】

【アピールポイント】
　例年、町主催の小学校４年生を対象とする１泊２日の
「ふるさと学級」の受入れを行っているほか、５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。
　また、地域の利用として町の老人会や俳句の会の方々
など、気軽に学園をご利用いただけるようにしています。

【課題等】

選定評価委員会　チェック

【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、規定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

選定評価委員会　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

【アピールポイント】
　２６年度は収支が若干マイナスとなったものの、２７年度
も含め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。

【アピールポイント】
　入園時にお客様に電気・水道の節約についてご協力を
お願いするとともに、職員による館内巡回の際にあわ
せ、宿泊室のエアコンや室内灯の確認に努め、節電・節
水を心がけています。
　また、小破修繕はできるだけ職員が行うようにして経費
の削減に努めています。

・支出全体の実績は予算比で、平成26年度102.7％、平成
27年度105.0％と、予算を若干上回る結果となったが、そ
の背景として老朽化している施設の修繕費が大きくなった
など、やむを得ぬ理由も含まれる。日常においては、節
水・節電が心がけられている。
・管理責任者の説明により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。
・経費の節減に積極的に取り組んでいる。

・支出において、予算を大きく上回る費目として、給食材料
費（平成26年度144.3％、平成27年度135.3％）が挙げられ
る。野菜の単価が上がったこと以外にも、アンケートにお
いて、食事の量が多いとの指摘も見られ、残滓の発生が
材料比率の高さにつながっている可能性も考えられること
から、原因の検証を図ることが望まれる。（再掲）

指定管理者　チェック

・自主事業収入の予算達成率は、平成26年度は65.8％に
とどまったが、平成27年度には100.8％と予算を上回る実
績が得られている。
・野外活動教室事業収入と飲食事業収入が大きく伸びた
結果であり、集客力あるプログラム構築に向けた努力の
成果と考えられる。
・管理責任者及びスタッフの説明により、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。
・自主事業による収入増など取り組みの成果が出ている。

【課題等】

指定管理者　チェック

【課題等】

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　記述

【課題等】

【アピールポイント】
　２７年度の自主事業収入は予算比１００％を超えること
ができました。これは、飲食事業が好調であったことと教
室事業による収入が大幅に増えたことによります。

指定管理者　記述

・収入の予算達成率は平成26年度が102.3％、平成27年
度が106.7％と、予算を上回る実績となっている。しかしな
がら、支出についても予算を上回る実績となったことか
ら、平成26年度は約▲35万円の赤字を計上した。
・管理責任者の説明により確認した。
・監査を実施し、適正に運営されている。

・支出において、予算を大きく上回る費目として、給食材料
費（平成26年度144.3％、平成27年度135.3％）が挙げられ
る。野菜の単価が上がったこと以外にも、アンケートにお
いて、食事の量が多いとの指摘も見られ、食べ残しによる
廃棄ロスの発生が材料比率の高さにつながっている可能
性も考えられることから、原因の検証を図ることが望まれ
る。

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

指定管理者　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

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】
　閑散期の団体利用促進のため、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
議し静岡県内の学校にもチラシ・ポスターを配布できるよ
う調整をしていきます。
　また、町との連携のもと２７年度から杉並区の小学生の
受入れを行いました。現在、町では台湾訪日教育旅行の
誘致活動を展開しています。学園もこの活動に協力し、
来年度以降の台湾の学生受入れに向け関係機関と協議
しながら、実施に向けた取組みを行っていきます。

・施設及びスタッフについては、かなり行き届いている印
象を受けた。また、移動中の景観は素晴らしいものがある
ため、評価に値するが、特に関東圏内からの移動手段と
して、三島からのルート以外にも例えば下田からのルート
など利用可能なコースがあるものの、何れも片道にかか
る時間が長いことから、将来建設を予定しているバイパス
の完成が待たれる現状がある。
・利用者増を目指し多様な努力がなされていることは高く
評価できる。

・南伊豆町との協力により安全対策のアピールを行ってい
るなど、学校の利用促進に努めているが、「絶対に安全・
安心」と言い切ることには難しい面もある。提案書では、小
学校の利用を毎年２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
的な目標に見直すことも検討する余地があると考えられ
る。
・閑散期については、費用対効果の視点も勘案しながら、
一定数を超える団体利用の促進を図っていくことが望ま
れる。
・「～します」が多い。「しました」に早く行動を。

【課題等】
　　震災前の学校数確保を目標に、これまで副園長が定
期的に横浜市の小学校訪問活動を行っていますが、ここ
数年、３０校前後で推移している状況です。今後も子浦部
会と調整をしながら、二人三脚で学校利用を増やしてい
きます。

選定評価委員会　記述指定管理者　記述
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