
（様式２）

※１～６：所管課記入、７：指定管理者記入、８～９：指定管理者及び所管課記入、10：指定管理者及び所管課記入（実施した場合）

所管部・課

指定管理者

１　施設名等

住所

施設名 電話

ホームページ

２　施設の概要

設置年月 昭和５７年４月 根拠条例等

１　宿泊施設
 900円

600円

300円

２　キャンプ場 300円

200円

100円

３　研修室及び体育館


研修室 300円 300円 300円

体育館 900円 900円 900円

開所日

開所時間

３　現指定管理者前の管理運営状況

４　報告年度の指定管理者等

指定管理者 株式会社 フードサービスシンワ 指定期間 平成27年４月１日～平成29年３月３１日（２年間）

選定方法 公募 (応募者数：２）

５　指定管理料（決算ベース）

※（Ａ）：当該年度、（Ｂ）：前年度（以下同じ）

27,650 千円 千円 千円

６　指定管理者が行う業務

・施設及び設備の維持管理に関する業務

・青年の家の利用の許可に関する業務

・青年の家の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）に関する業務

・青少年の健全な育成に資する事業の企画及び実施に関する業務で教育委員会が必要と認めるもの

・前各号に掲げる業務に附帯する業務

指定管理者制度導入施設の管理運営状況　【対象年度：平成27年度】

文化財・生涯学習課

株式会社 フードサービスシンワ

長野県須坂青年の家

須坂市仁礼峰の原高原3153-784

0268-74-3017

http://suzaka-seinennoie.info/

設置目的 青少年に団体宿泊訓練を通じて、職業的、生活的、文化的、体育的な各種の教育事業を行うため

長野県青年の家条例

施設内容

◇管理・宿泊棟　鉄筋コンクリート造２階建　2,393,88㎡
研修室：３室（大研修室120名、中研修室70名、小研修室40名）
宿泊室：20室（和室10室、洋室10室）、宿泊定員120名
その他：食堂、浴室、談話室、保健室、乾燥室、事務室、宿直室　等
◇体育館　鉄筋コンクリート造平屋建　690.00㎡
バスケットボールコート１面、バレーボールコート２面　ほか
◇グラウンド　約7,000㎡（ソフトボール、サッカー等）
◇野外施設
キャンプ場（炊事場、水洗トイレ付）：宿泊定員125名　約4,000㎡
屋外ステージ、憩いの広場　約4,000㎡

利用料金

一般 25歳以上の者 １人１泊について
 

　　 　25歳未満の者 １人１泊について
 

小・中学生              １人１泊について
 




一般 25歳以上の者 １人１泊について
 

　　 　25歳未満の者 １人１泊について
 

小・中学生              １人１泊について
 




午前９時から正午まで 午後１時から午後４時まで 午後５時から午後８時まで

午前９時から正午まで 午後１時から午後４時まで 午後５時から午後８時まで

平成27年度（A） 平成26年度（B） 差（A）－（B）

28,080 -430

増減
理由

指定管理期間更新に伴う指定管理料の見直しのため

閉所日は以下のとおり
・月曜日
・国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日の翌日
・12月29日から翌年１月３日まで
ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休
館日を設けることができる。

原則8:00～17:00（宿泊利用者がある時は原則6:30～22:30）
ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

期　　間 管　理　形　態 管理受託者又は指定管理者等

～平成２１年度 直営
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７　利用実績等

（１）利用実績【指標：利用者数・利用件数・稼動率】 （単位：人、件、％）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

平成２７年度（A) 1,718 608 2,030 2,908 3,468 1,969 353 296 1,110 1,035 937 837 17,269

平成２６年度（B) 1,817 1,111 1,876 3,362 4,007 1,536 370 361 1,121 1,292 742 997 18,592

（Ａ）/（Ｂ） 94.6 54.7 108.2 86.5 86.5 128.2 95.4 82.0 99.0 80.1 126.3 84.0 92.9

（２）利用料金収入 （単位：千円）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

平成27年度（Ａ） 473 110 514 737 1,274 405 44 67 321 277 225 231 4,678

平成26年度（Ｂ） 472 390 495 933 1,256 440 110 84 295 437 274 263 5,449

（Ａ）/（Ｂ） 100.2 28.2 103.8 79.0 101.4 92.0 40.0 79.8 108.8 63.4 82.1 87.8 85.9

（３）利用料金見直しの状況（前年度と比べて）

見直しの有無

（４）開所日・時間の見直し等の状況（前年度と比べて）

平成27年度（Ａ）： :   ～  :６：３０～２２：３０

　 平成26年度（Ｂ）： :  ～  :６：３０～２２：３０

（５）サービス向上のため実施した内容

（６）その他実施した取組内容

（７）利用者の主な声及びその対応状況

見直した場合はその内容

無

開所日数 開所時間 見直しの有無 見直した場合はその内容

増減要因等

各月ごとの利用者数は前年度までの傾向と比べて特別大きな変動は見られないが、１２月の降雪が遅く、冬季間の
降雪も少なかったため、スキーを主とする研修団体のキャンセルが見られ冬季間の利用が減少した。また、学校や
青少年育成団体の利用団体数は増加した（１１４，５％）ものの、各団体の利用者が減少し年間総利用者数も減少し
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日帰り利用者については、インターネット等による利用の呼びかけにより、前
年度に比べ、大幅な増加が見られた。

増減要因等 （１）の増減要因等に同じ

【①利用団体代表からのアンケート抜粋】○今年も何の不安もなく利用ができました。７月９月もよろしくお願いします。○わざわざ文章でオリエ
ンテーションしていただき感謝です。（聴覚障がい者団体）○食事ボリュームがあっておいしいです。○食事のアレルギー対応をしていただき助
かりました。○きれいに整備されていてとても使いやすかったです。　○いろいろと細かいところまで気を使って動いてくださり本当にありがとう
ございました。○何度も問い合わせの電話をさせていただいたにもかかわらず、よく対応していただきました。●学生団体と一緒になり、食事
のお代わりができなかった。団体別に量が均一になるようにお願いしたい。○スタッフの対応は大変いいです。施設も最低限のものは準備さ
れています。○キャンプファイヤーの付き添い指導ありがとうございました。●お風呂は狭いです。管内スリッパ足の大きい男子には小さくか
かとが痛かった。○急な予定の変更や備品の破損に対しても寛大な対応をしていただきありがとうございました。○とても充実していて、この
施設がずっと続くことを願っています。○今年も３回にわたり利用させていただきありがとうございました。宿泊・食事・おふろ 設備など当方の
都合に合わせていただき大変過ごしやすく、スムーズに研修を実施することができました。○冷蔵庫の配慮もありがとうございました。○各地
の自然の家青年の家を利用させてまらっていますが、ここはまたぜひ利用させてください。○いつもおいしい食事ありがとうございます。心温ま
りました。○立地条件スタッフ職員の対応ともに満足です。また次回も利用したいと思いました。○照会に速やかに対応していただけた。食ア
レルギー対応がしっかりしていてうれしいです。●トイレを水洗にしてほしい。

【①利用希望団体の利用希望日に合わせて開所】毎週月曜日を定例の休所日としているが、利用団体の利用希望により月曜日にまたがった
利用希望がある場合には職員の勤務体制を調整しながら休所日予定日でも利用を受け入れ、利用希望のない日を代替え休所日として対応
した。祝日なども利用希望が多いので、暦通りの休所でなく利用希望団体の希望に沿って柔軟に受け入れを行った。

平成２７年度（Ａ）３０３日
無

平成２６年度（Ｂ）３０４日

【①環境整備】敷地内の樹木の下枝整枝や枯れ枝の除去、ブタナなど外来帰化植物を可能な範囲で除去し、ベニバナイチヤクソウやカラフト
イバラなど峰の原高原ならではの貴重な植物がきちんと育つよう環境を整備した。
【②利用団体の活動計画に必要な情報提供】各団体の活動計画について須坂青年の家の施設や、近隣の練習場等の情報を、下見時や電話
相談での問い合わせに可能な限り具体的に情報提供し、より良い研修計画が立案できるようニ努力した。要望があれば、特別な外部講師も
可能な範囲で紹介した。
【③利用者の活動内容や年齢層に対応できる食事の提供】小中学生を主とする団体への食事の味付けの調整、スポーツ合宿など体を激しく
動かす団体にはボリュームを増やし、主食のお代わりの準備等年齢層や活動内容に合わせた食事の提供に心がけた。野外炊飯ではカレー
作りが多いが、事前に計画をキャッチし、こちらで提供するメニューは同種にならないようにも考慮した。登山などを予定している団体には、天
候による登山日時変更にも対応できるよう予め弁当食での準備などの助言も行った。野外炊事を予定している小学校などの団体には、食事
の材料の注文も受け入れ、その場合も総人数分をそっくり渡すのではなく、グループごとの人数に小分けした材料を渡せるようにした。
【④利用団体の活動予定を優先した受け入れ】土日など休日を利用しての遠隔地からの団体には、金曜日夕刻、学校や会社勤務が終了した
後に出発し、夜遅くに青年の家到着も受け入れ、入浴も可能な範囲で保証できるように対応した。
【⑤利用料金の減免】県内の小中高等学校等の学校の授業として利用団体には施設利用料金を全額免除した。
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８　管理運営状況（実施状況及びそれに対する評価を記入） ※項目は施設の状況に応じ加除修正してください。

評価

＜評価区分＞ Ａ：仕様書等の内容を上回る成果があり、優れた管理運営が行われている。
Ｂ：おおむね仕様書等の内容どおりの成果があり、適正な管理運営が行われている。
Ｃ：仕様書等の内容を下回る項目があり、さらなる工夫・努力が必要である。
Ｄ：仕様書等の内容に対し、重大な不適切な事項が認められ改善を要する。

平等な利用の
確保

１０月に、前年度までの利用団体を中心に新年度の利用申し
込み案内を送り、１０月から１２月末までの期間に申し込みの
あった団体には申し込期日への序列は付けず、研修内容と当
施設の設置目的、受け入れ可能人数などを鑑みながら受け
入れの承諾を行た。１月に新年度利用承諾所を申し込み団体
に送付し、第三希望までの希望とも受け入れ可能人数オー
バー等で受け入れられない状況がある場合には他の日時で
の受け入れ可能日を紹介しながらより多くの利用がしてもらえ
るように対応した。１月以降での利用申し込みについては人
数、体育館等利用希望施設が可能な範囲で申し込み順に利
用を承諾してきた。

施設の設置目的に沿った利用を優先させながらも、
多くの団体が利用できるように調整を行っており、概
ね平等な利用の確保を図っていると認められる。

Ｂ

項目 指　定　管　理　者 所　　　管　　　課

施設の目的に
沿った管理運
営

基本協定の趣旨・事業計画に基づき受け入れを行い、県内外
からの青少年から高齢者まで、利用者の研修目的に寄り添っ
て支援。海抜１５５０ⅿの良好な自然環境を生かし、登山や

スキー陸上競技合宿などのスポーツをはじめ、できるだけ多く
の団体に有効利用してもらえるよう利用日等の調整をこまめ
に行い受け入れてきた。冬季の屋根からの落雪や食アレル
ギー対応等食事場面での安全面にも配慮して運営を行った。

協定書及び仕様書等に基づいた管理運営を実施し
たと認められる。

Ｂ

利用者サービ
ス向上の取組

休所前提日や土曜・日曜・祭日など須坂青年の家の都合での
休所日を優先せず、職員の勤務体制を調整しながら利用希
望のある日は開所し受け入れができるように心掛けた。入所
時刻入浴時間等も可能な限り柔軟に希望を受け入れ対応し
た。地域周辺の情報提供　研修指導のための指導者の紹介
青年の家職員による自然の材料を使ったクラフト指導や、キャ
ンプでの各種体験活動等の直接指導も行った。

休所日の変更等、利用者の要望に添った柔軟な対
応により、利用者へのサービス向上に取り組んだこと
が認められる。

Ｂ

自主事業

「信州山の日」に合わせて花の百名山「根子岳登山と米子大
瀑布巡り」等登山３回　「峰の原高原自然探索・山野草のてん
ぷらバイキング」「野草とハーブに親しむ会」学校の夏休み期
間中の「親子キャンプ」冬季の「スキー教室」（＝３回）「須坂青
年の家杯小学生バレーボール大会」「餅つき体験と門松作」
「原木茸栽培に挑戦」等季節や須坂青年の家の立地条件を
生かした事業を実施

施設周辺の自然環境を活かし、四季に応じた事業が
実施されている。

Ｂ

職員・管理体制

利用希望団体の意向を大事にしながら、その対応に必要な職
員勤務体制を維持し、年間を通しては、６月～９月１２月～３
月など繁忙期には社内他事業所から臨時に職員を配置した
り、各職種の責任を明確にしながらも、各職員の職種内容を
固定せず、他職種への必要可能な支援をするなどして、正規
職員数を限定的にして年度当初の計画に沿って運営し、年間
を通しては病気やけがなど特段の事故者もなかった。

仕様書及び事業計画書に基づく職員配置が行わ
れ、適正な管理が行われたと認められる。

Ｂ

収支状況

前年比約８５％の料金収入だったが、灯油値の例年にない下
落、省エネ活動等により収支に関しては昨年並みの結果と
なった。また、日帰り利用の大幅な増員により、収支は置いて
おいても、活気あふれる「須坂青年の家」を１年通して実現出
来た。

冬季間の研修団体の相次ぐキャンセルにより、収入
減になったが、経費節減を図りながら利用者の誘客
に取り組んだ努力が認められる。

Ｂ

総合評価

前年度に比べ、冬季間の降雪量が少なかったことによるス
キーを主とする研修団体のキャンセル等により、利用者は減
員となったが、年間を通して再利用者は増加した。これは、職
員共通のモットーでもある「利用者の立場に立った親切丁寧
な対応」「柔軟な受け入れ態勢」により、利用者大多数からの
好感が得られたことによるものと思われる。
利用者及び職員の特別な事故や怪我も無く施設の設置目的
に沿った運営が出来た。

事業計画書等の内容に沿って、良好な管理運営が
行われたと認められる。

Ｂ
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９　施設管理運営の課題

項　目

10　第三者評価で指摘された事項の管理運営等への反映状況（第三者評価実施年度の翌年度以降に記載）

【実施年月日：平成　　年　　月　　日】

施設の管理運
営の課題

施設の老朽化に伴い上水道の地下配管での漏水や、生活様
式の変化に伴い利用者からトイレの洋式化、循環式ふろの設
置、自然環境の良さを大事にしている地域にあって地下浸透
式ではない下水道の改修等、設備自体の構造が古いという利
用者からの声は少なくない。給湯ボイラー暖房用ボイラーの
耐用年数経過による必要な修理備品の入手が困難などの課
題もある。
体育館　研修室の利用を除き、キャンプ場　グランドなどの日
帰り利用団体の利用料金は県内外の利用者を問わず無料等
民間受託業者が運営する現在、寒冷地である峰の原の冬季
の暖房費など光熱水費はもちろん人件費も含めそれなりの経
費が必要な中では制度の改善が望まれる。
北アルプスの峰々がほとんどが見渡せる峰の原高原という素
晴らしい環境の中にあって、近隣の宿泊施設やスキー場とと
もにそれぞれの持つ良さを大事にしながら地域が成り立って
いる。これまでの利用者がまた峰の原高の長野県須坂青年
の家を利用したいという団体から、平成２８年度末をもって現
制度による運営が終了するということに対し利用者からの惜し
む声が多く聞かれる。

平成29年４月に施設を須坂市へ移管する予定であるが、修繕
に係る経費については除却費用を上限とし、市へ補助金を交
付する方向で検討中。

第三者評価における指摘・意見等
管理運営等への反映状況

指定管理者 所管課

指　定　管　理　者 所　　　管　　　課
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