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指定管理者制度への理解 （1）

－１－

制度及び施設の設置目的の理解と当社の貢献

★当社は、平成４年6月に開設された、日本最大級の規模と他に比類のない充実した施設を誇る、

『藤沢市八ヶ岳野外体験教室』（※以下『野外体験教室』と表記します）が建つ、本年度で開発か

ら59年目を迎える、敷地面積約200万坪の日本最大級の別荘リゾート『八ヶ岳高原海の口自然

郷』（※以下『自然郷』と表記します）の開発・運営管理事業を行っております。

★また、当社は野外体験教室の開設当時から、運営管理に様々な形で関わらせていただき、さらに

平成25年4月からは、指定管理者として選定され、指定管理者制度を良く理解し、教育委員会様

と緊密に連携させていただき、藤沢市条例・管理運営仕様書に基づいた業務に誠実に取り組み、

成果を上げてまいりました。

★当社は、誰よりも野外体験教室、自然郷ならびに地域のことを熟知しており、藤沢市の学校教育

の場として、また一般市民の方々の自然体験・保養・癒しの場として、施設の価値を高めるために、

今後さらに指定管理者としての業務品質の向上と、藤沢市への貢献に努めてまいります。

（1） 指定管理者としての当社の認識

②当社の貢献

■当社は、野外体験教室の位置する、自然郷全体の管理者であ

り、自然郷内にホテル・音楽堂・高原ヒュッテ・陶芸工房な

どの施設運営を行うとともに、約1,850区画におよぶ別荘地

の管理を行い、併せて野外体験教室にも供給する上水道事業

も営んでおります。

リゾートホテル・八ヶ岳高原ロッジ

八ヶ岳高原音楽堂

八ヶ岳高原ヒュッテ

別荘区画

①指定管理者制度の目的

■指定管理者制度とは、公の施設の管理・運営を、民間の団

体に包括的に代行させることができる制度で、目的は以下

のとおりであると認識しています。

⇒定められたコストの中で最大の効果を上げる。

※効果＝学校教育の活性、一般宿泊者の満足度向上

施設の適切な維持管理、施設の価値向上

⇒民間企業ならではのｻｰﾋﾞｽの質・安全性の向上、柔軟な

運営ﾉｳﾊｳを導入することで、より質の高い運営を行う。

■当社は、それらの野外体験教室施設の周辺にある当社資源

を最大限有効活用し、指定管理者制度の目的である、定めら

れたコストの中での最大限の効果と質の高い運営の実現に向

けて、施設などのハード面はもちろん、人材やサービス・

運営ノウハウなどすべての面で一体的な運営を行うことによ

り、貴市のご期待に応えるよう、さらに努めてまいります。



指定管理制度への理解 （2）
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①学校教育の場としての貴重な施設

（2） 施設の設置目的への理解

■当社は、野外体験教室の設置目的の第一義は、学校教育

の場として、藤沢市立学校の児童生徒が豊かな自然の中

で、集団宿泊生活や野外体験を通して心身を鍛え、もっ

て健全な人格を形成していくための施設であると認識し

ています。その目的の実現のために、「自然と人と文化

の共生」の理念を掲げる会社として全力をあげて取り組

んでまいります。

■学校教育において、教育委員会の学習計画の立案及び実

行にあたり、当社のノウハウを持って、円滑で安心安全

で充実した学習ができるよう、「痒いところに手が届く」

ような、きめ細かな支援業務を行ってまいります。

②一般市民等のための保養と自然体験活動の場

■野外体験教室は、児童生徒対象の目的以外に、社会教育

団体や2世代・3世代のご家族を中心とした、個人の一般

市民にとっても藤沢では触れられない豊かな自然の中で

様々な体験活動ができる場としての機能も有しており、

「通年営業施設」としての有効活用の視点からも、一般市

民のお客様の利用促進施策に、今後さらに積極的に取り

組み､着実に成果を上げてまいります。

■当社は、ハイクラスホテルとして定評のあるリゾートホテ

ルの調理・レストラン技術や接客ノウハウをもって、一般

市民のお客様に対応させていただいています。その質の高

い料理とホスピタリティの高いおもてなしで、お客様から

高い評価を頂戴しています。

■また、平成25年の指定管理者選定時から、自然郷内の当社

の施設を活用した、野外体験教室ご利用の一般市民のお客

様向けのご優待サービスにも好評をいただいており、継続

してご提供させていただきます。

⇒レストラン利用、音楽堂コンサート利用、有料イベントの料金を、自然郷別荘オーナー様と同等

のご優待基準でご提供いたします。

野外体験学習

野外体験教室・入所式

一般利用客向け・夕食コースメニュー（一例）

藤沢市八ヶ岳野外体験教室（管理棟）



指定管理制度への理解 （3）
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（3） 施設設置目的への現地の企業ならではの貢献

★自然郷全体を管理運営している現地の企業だからこそ、全体で一体となった野外体験教室へのバック

アップが次のような場面で可能となります。

①安心安全緊急時での対応

■万が一の緊急時が発生した場合（防災・救急・救命）には、

自然郷内に所在する全体組織（ホテル部門、別荘部門、管

理部門）で総力を上げて対応いたします。

②円滑な運営を支える要員人材配置及び確保

■別荘管理事務所の管理・技術スタッフ、ホテルスタッフなど、

自然郷内で様々な経験を積み、指定管理業務を円滑に遂行で

きる人材の配置を行います。

■また、昨今人手不足が顕著な世間の状況の中、繁忙期間の

臨時要員などの確保については、当社は自然郷内に、個室

寮（男子寮36室、女子寮26室）を所有しており、安定した

要員確保に努めています。

■また、敷地内に寮（従業員食堂、休憩室も完備）があるか

らこそ、早朝勤務や休憩時間の確保など、従業員の労働時

間の適正な管理が可能となります。

③建物・施設・設備の適切な保全管理

■自然郷1,850区画内の別荘建物建築・改修・管理ノウハウ

を持ち、厳しい冬場を含めて自然郷を知り尽くした専門人

材が、野外体験教室の施設設備の保全業務面、緊急時での

対応面での支援を行います。

④当社各部門との連携によるコスト低減

■別荘部門・ホテル部門と共同での仕入れや委託先の共通化

などにより、質の高いサービスの実現とともに、コストの

削減が可能になります。

⑤当社施設・ノウハウを活用した体験企画の提案

■八ヶ岳高原音楽堂、八ヶ岳高原ヒュッテ、陶芸工房、遊歩

道などを活用した体験企画・イベントの企画提案をさらに

積極的に行います。

男子寮《個室36室、ﾗｳﾝｼﾞ、ﾗﾝﾄﾞﾘｰ完備》

男子寮ラウンジ

女子寮《個室26室/社員食堂、休憩室併設》

女子寮個室

別荘建物（冬の状況）

高原ﾋｭｯﾃでのｿﾌﾄｸﾘｰﾑ体験



運営管理の基本方針
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★当社は、平成25年4月より、野外体験教室の指定管理者として選定され、公の施設の管理運

営を担う重責及び施設の設置目的を十分に理解し、以下の管理運営方針に基づき、藤沢市条

例・管理運営仕様書に基づいた業務に誠実に取り組むとともに、当社のもつノウハウを最大

活用し、野外体験教室の魅力をさらに高めることに貢献いたします。

１．こころとからだを育む体験プログラムの提供

■当施設の設置されている恵まれた自然環境を十分に活かし、学校教育の貴重な場として、都会

の日常生活では経験し得ることのできない体験プログラムを利用学校に対して提案し、また地

元企業ならではのノウハウで、円滑な体験学習が実行できるようきめ細かな支援を行い、新学

習指導要領の理念である「生きる力」の素となる、「こころとからだ」を育む糧となるような

体験プログラムを充実させてまいります。

２．お客様満足度の高い、質の高いサービスの提供

■当施設の運営を行っていくには、多様な資格や能力を持ったスタッフが必要です。当社では当

社の各専門分野からの人材が集まり、ひとつの組織となって運営に取り組んでゆきます。学校

や一般市民のお客様に、期待を超えるご満足をご提供できるよう、スタッフ一人一人がお客様

の立場に立ち、またお客様の声を聞き、サービス向上と改善に努めてまいります。

３．より「安心」で「安全・快適」な施設へ向けた維持保全の実行

■当施設は、約2万5千坪の敷地面積を誇る、行政の保養研修施設としては日本最大級の施設で

あります。当社は、当施設のある約200万坪の日本最大級の別荘リゾート地「八ヶ岳高原海

の口自然郷」の59年にわたる開発・管理運営ノウハウを最大限に活用して、当施設が他市町

村にはない、未来に残る優良な財産として、その価値を高めるために、当社をあげて運営管理

に取り組んでまいります。

４．コストの低減と環境保護の推進（効率化と省エネ推進）

■地球温暖化による異常気象は、八ヶ岳山麓の豊かな自然環境と共生して行く当施設にとっても

身近な問題でもあります。運営管理にあたっては、電気・水道・ガス・灯油の省力化や効率化

等のきめ細かな省エネ対策を実施して、コスト低減や環境負荷の低減を推進いたします。



財務面の健全性及び安定性
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グループ会社として財務の健全性・安定性と 

独立会社として理念を貫く経営       

当社は、セブン＆アイ・ホールディングスという、日本で有数の流通・小売を主要事業とし

た総合生活産業グループの一社です。 

当社は、こうした大手優良企業の一社として、財務の健全性・安定性が高いことはもちろん、

独立会社として、八ヶ岳高原海の口自然郷の「自然と人と文化の共生」という理念を貫く経

営を行っており、こうした点から、安心して指定管理者のご指定をいただけるものと考えま

す。 

 

■セブン＆アイ・ホールディングス グループ組織図（概要） 

※ 当社は、百貨店グループの株式会社そごう・西武の関連会社です。 

 

 

 

■グループの財務状況

〇セブン＆アイ・ホールディングスの連結損益

決算期 2020年2月期 2021年2月期

営業収益 ６６，４４３億円 ５７，６６７億円

営業利益 ４，２４２億円 ３，６６３億円

当期純利益 ２，１８１億円 １，７９３億円



管理運営実績 （1）
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当社は、「自然と人と文化の共生」を理念とした、日本最大級の

別荘リゾートの開発・管理運営について、この地で59年の実績があります。

★私たちは、59年前ここ八ヶ岳東山麓の約200万坪の牧草地に33万本のカラマツを植えること

から始めました。私たちは、自ら開発し、日本有数の別荘リゾート地となった、自然郷の豊かな

大自然を守り、そのすばらしい自然環境と美しい景観を後世に伝え、さらに新たな文化を育むた

めに、日々この地で活動しています。

（1） 自然郷の歴史

1963年（昭和38年） 南牧村財産区より土地を譲り受け開発着手

1969年（昭和44年） 八ヶ岳高原ヒュッテ開業

1975年（昭和50年） 八ヶ岳高原ロッジ（ホテル）開業

1976年（昭和51年） ＴＶドラマ「高原へいらっしゃい」放映

1988年（昭和63年） 八ヶ岳高原音楽堂完成

2003年（平成15年） ＴＶドラマ「高原へいらっしゃい」リメイク版放映

2005年（平成17年） 天皇皇后両陛下行幸啓（※1984年より現在まで皇室の方々が来郷されています）

2013年（平成25年） 自然郷開郷50周年

2018年（平成30年）八ヶ岳高原音楽堂開館30周年

2020年（令和2年） 八ヶ岳高原ヒュッテが国の「登録有形文化財」に登録される。

2020年（令和2年） 「八ヶ岳カラマツチェンバロ・プロジェクト」

ウッドデザイン賞=優秀賞（林野庁長官賞）受賞

2021年（令和3年） グッドライフアワード実行委員会特別賞（SDGｓビジネス賞）受賞

（2） リゾートホテル・八ヶ岳高原ロッジの運営

■大自然の中に佇む癒しとぬくもりあるおもてなしと、ホテルオー

クラとの調理技術提携による上質な料理を提供するハイクラスリ

ゾートホテル。客室68室・2レストラン・バーなどがあり、通年

営業で年間2万人超の宿泊客と別荘オーナーにも親まれています。

（3） 八ヶ岳高原音楽堂とコンサート事業

■日本建築の美しさをいかし、自然な響きや残響・音質を追求した、

250人だけの音楽ホールでは、国内外のトップアーティストによる

年間約60公演ものサロンコンサートを、当社の専門スタッフが自ら

企画プロデュースを行い開催しています。

（4） 自然郷内1,850区画の別荘管理と約200万坪敷地の保全管理

■敷地内の安全・安心や別荘オーナーを24時間体制で見守り、さらに

木々の生長や遊歩道の状態管理と対応まで、きめ細かい管理を58

年継続していることが、この自然郷の価値を守り続けています。

現在の自然郷幹線道路

別荘管理事務所

リゾートホテル・八ヶ岳高原ロッジ

夕暮れの八ヶ岳高原音楽堂
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（1） 学校教育の場としての活性化への貢献

（2） 施設稼働の促進及び一般市民利用の満足度向上への貢献

■当社は、野外体験教室の設置目的の第一は、学校教育の

場であることと認識し、各学校の児童生徒が集団生活や

野外体験を通して、円滑で有意義な学習活動への支援に

積極的に取り組み、各学校より高い評価を頂戴しています。

■特に給食配膳では、当社運営のホテルの調理ノウハウを

活かした学校食メニューの改善に積極的に取り組み、

『以前よりおいしくなった。工夫がされている。』と好評

価を頂戴しています。また昨今急激に増えてきた「食物

アレルギー」への対応については、細心の注意を払うと

ともに、対象の児童・生徒の気持ちに立ったきめ細かな

配慮も徹底し、保護者からも感謝の声を頂戴しています。

■野外体験教室は、児童生徒対象の目的以外に、社会教育

団体や個人の一般市民にとっても藤沢では触れられない

豊かな自然の中で様々な体験活動ができる場としての機

能も有しており、「通年営業施設」としての有効活用の

視点からも、一般市民のお客様の利用促進施策に、積極

的に取り組み、成果を上げてまいりました。

⇒指定管理者開始年から一般利用客が増加傾向にありま

す。（令和２年度は、「新型コロナウイルス感染症」に係る臨時休館の影響大）

■また一般利用客の顧客アンケートの満足度評価では、高い評価を頂戴し年々改善が図れています。

大食堂での学校給食

野外体験学習（ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ）

管理運営実績 （2）

★当社は、平成25年4月より、野外体験教室の指定管理者として選定され、公の施設の管理運

営を担う重責及び施設の設置目的を十分に理解し、藤沢市条例・管理運営仕様書に基づいた

業務に誠実に取り組むとともに、当社の持つノウハウを活用し、野外体験教室の魅力を高め

ることに成果を上げてまいりました。



管理運営実績 （3）
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（3） 野外体験教室の維持保全への貢献

■当社は、施設の維持保全に向けて、指定管理者

として管理運営仕様書に基づく、施設設備の

「中長期修繕計画」について、当社別荘事業の

専門スタッフにより、平成28年2月に詳細な

「中長期建物等修繕計画書」を策定し、藤沢市

に提出させていただきました。

令和2年度には5年間の検証を行ない、再度提出

をいたしました。

■併せて、施設設備の点検及び修繕についても、きめ細か

く実施させていただき、貴施設の維持保全に貢献させて

いただいています。

（4） 今期3年目の『第三者評価』では、「総合的に適切な運営が行われている」との評価を頂きました。

（5） 当社努力により、『市からの支出金』を減額させていただきました。

■平成25年度から平成29年度の5年間で、12百万円を減額させていただきました。

■令和1年度は消費税改定に伴なう見直しを行ないました。

■令和2年度には「新型コロナウイルス感染症」予防対策として、寝具の布団カバー作成に伴う

見直しを行いました。

【中長期修繕計画・建物等修繕計画書の項目】《H28年2月提出》

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦ 建物診断調査写真資料

当社の修繕計画策定技術スタッフ

中長期修繕計画表（6項目別・スケジュール/Ｈ29年～Ｈ38年）

中長期修繕計画・年度別金額一覧表

建物緊急修繕計画・集計表（緊急度のA・B・C判定）

建物点検調書（建物別・部位別の状態と処置方法・金額・緊急度判定）

建物点検調書の建物別・部位別の図面

■また平成30年10月に実施された、藤沢市の指定管理者に対する定例監査でも、業務の執行は適正

であり、管理対象施設（野外体験教室）の現地調査の結果も「適切に管理されている」との評価を

いただきました。

〈スタッフによる小破修繕〉

〈H27年度・R2年度提出〉

R12年）



施設利用の促進 （1）

－ 9－

（1） 一般市民の方々を対象とした体験企画・イベントの強化

自然郷と連携した企画・イベントの積極的展開及び

情報発信の強化により、一般利用客の拡大に向けて

さらに積極的に取り組んでいきます。

★野外体験教室は、藤沢市の目指す｢郷土愛あふれる藤沢」へ向けて、市民の皆様の多様なロケ

ーションでの活動を可能にする、藤沢市ならではの市民のための施設です。「湘南の海」から

「八ヶ岳高原」へ舞台を移して、満足度の高いおもてなしを提供し、高原の大自然を満喫いた

だくことにより、藤沢市民の皆様のリピート利用の促進や口コミでの認知度の拡大を目指して

まいります。また、ホームページをはじめ様々な媒体を活用して市民の皆様の認知度を上げ、

野外体験教室への積極的な集客を図ってまいります。

① ホテル部門と連携した自然体験企画の利用促進

【夏休み 体験教室】《ホテル・テニスクラブハウス他》
・バードコール制作教室 ・銅ヘラ押しプレート教室
・万華鏡制作教室 ・壁掛けデコレーション教室
・木工体験教室《ホテル 陶芸工房》

【アウトドア クッキング教室】《藤沢市野外体験教室》
・ドラム缶ピザ ・焚き火カフェ
・バームクーヘンづくり ・スペシャルBBQ 他

■当社では、自然観察指導員や当社ネットワークの専門家による自然体験企画をさらに継続強化して

おります。来室された藤沢市民の皆さまにもご参加いただき、八ヶ岳の自然を満喫していただきます。

【ﾈｲﾁｬｰｳｫｰｸ/ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞ】
（当社自然観察指導員・社員）
《無料》

【自然観察会】（杣添地区、北原地区）
（日本自然保護協会専任講師/当社社員）
《有料》

【星空観察会/星空撮影教室】
（専任講師/当社社員）
《無料》

② ホテル関連施設・野外体験教室施設を活用したファミリー向けイベントの強化

■指定管理者に選定時から開催しご好評いただいている、ＧＷ・夏休み期間を中心とした藤沢市民の

親子・3世代のご家族の皆さまの思い出に残る体験型イベントをさらに強化してまいります。

【アウトドア 体験教室】《自然郷内、自然郷周辺施設活用》
・カブト虫散策GETツアー ・杣添川で宝物探索体験
・川釣り体験 ・遊歩道ナイトハイク
・高原野菜収穫体験（滝沢牧場）・キャンプファイヤー 他

《開催イベントの一例》

杣添川で宝物探索体験

バームクーヘン
づくり



施設利用の促進 （2）

－ 10－

③ 八ヶ岳高原音楽堂コンサート付体験教室ご宿泊プランの提案強化

■学校利用以外の期間にて開催される、おすすめの音楽堂コンサートについて、「音楽堂コンサート付

野外体験教室宿泊プラン」の企画作りを進めます。

■グループの旅行会社や地域のバス会社との提携によるバスツアーなどの開催により、「子供たち」

「ご高齢の方」から、「ご夫婦」「ご家族」「お友達」「趣味のグループ・サークル」など、藤沢市

のさまざまな方々が気軽に参加できる企画を拡充して、市民の方々にとっての新たな発見、出会い、

また参加者同士の親睦を深める機会を広げて行きます。

250名の音楽ホール 【八ヶ岳高原音楽堂】

④ 様々な方々が気軽に施設利用できる企画づくり

【キッズサマーキャンプ】 【キッズスキーキャンプ】

（8月下旬2泊3日を計画） （12月下旬2泊3日を計画）



施設利用の促進 （3）

－ 11－

（2） 一般利用客の集客強化へ向けた認知度の拡大

■一般市民の方々への野外体験教室の認知度拡大と利用促進へ向けて、藤沢市と連携して、本施設の特

徴を生かしながら、「市民の方は誰でも利用できる施設」という認識を、市民広報誌、パンフレット・

チラシ・ポスター等の媒体物を有効活用して認知度の拡大を図ります。

⇒藤沢市の各公共機関（市民センター、公民館、図書館、文化センター、スポーツ施設等）への施設

のパンフレット等の配布の徹底

⇒『広報ふじさわ』への定期的情報掲載（※季節ごとでの特集情報の掲載を実施）

■また平成28年7月に導入させていただいた、ホームページでのインターネット予約とメールマガジン

会員登録の仕組みを活用して、リピーター顧客の拡大と囲い込み及び情報発信を強化していきます。

（3） 藤沢市の私立学校、茅ヶ崎市・寒川町の学校利用促進への取り組み

■施設稼働の活性化へ向けて、藤沢市と連動のうえ、藤沢市の私立学校、近隣行政の茅ヶ崎市・寒川

町の学校利用（体験学習利用、クラブ活動利用など）の促進に取り組んでいきます。

⇒ 藤沢市・湘南学園（平成２９年11月、200名利用）

（4） 地域の学校（小・中・高等学校）の利用促進への取り組み

■地元の企業としての当社のネットワークを活用して、地域（長野県南佐久郡、佐久地区）の学校の

利用を促進し、地域と藤沢市の友好な関係づくりに貢献していきます。

⇒ 南牧村南小学校、北小学校/岩村田高校（夏季講習）/佐久平総合技術高等学校 など

【ホームページ・トップページ】

【ホームページ宿泊ご予約入力ページ】

【ホームページからの予約件数】
《令和２年度》
・193件（全体の33.1％）
ご利用者にも好評です。



サービスの向上 （1）

－ 12－

自然郷の各事業部門やグループノウハウを活かし、

お客様の期待を上回るサービスの提供を目指します。

★ハイクラスリゾートホテルとして定評のある、当社ホテル運営の実績、自然郷全体の別荘地

管理において培った別荘オーナーサービスの実績、そごう・西武の百貨店の提供する顧客サー

ビスなど、お客様の期待に応え、さらにそれを上回ることのできる、サービスノウハウを、

野外体験教室の運営に活かしてまいります。

（1） 当社ホテル部門での業務経験の豊富な専門人材を配置

■お客様接点のフロント、レストラン、調理のリーダーには、当社ホテルでの業務経験豊富で、専門

知識に加え、顧客ニーズを把握したきめ細かな対応力、お客様のための新たなサービスの提案力を

持つ人材を配置して、サービスの向上に努めてまいります。

■スタッフ人材のサービスレベルの向上のため、リーダーのＯＪＴ指導に加え受付・フロント・レス

トランサービス等職種に応じてホテルでの研修を実施。また必要に応じてホテルスタッフを派遣し

質の高いサービスを安定して提供できる体制を徹底していきます。

（2） ホームページを活用したサービスの向上

フロント 厨房（調理） レストラン（配膳）

★初めての方へは、より丁寧で
分かりやすいご案内を徹底
・八ヶ岳の天候、気温
・衣類、必需品、道路案内
★来室者のお名前を覚えること
とお声かけを徹底すること

★ホテル調理と連携した
名物料理の提案を実行

・ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ、ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾟﾘﾝ等
★新たな夕食メニューを研究
・ﾘｰｽﾞﾅﾌﾞﾙ価格で上質な

新規ﾃﾞｨﾅｰﾒﾆｭｰの開発

★学校食ではｱﾚﾙｷﾞｰ対応に
細心の注意と児童・生徒の
立場に立った気配りを徹底

★一般客には、ホテルﾚｽﾄﾗﾝ・
ﾊﾞｰでの経験を活かし、大人の
ためのﾄﾞﾘﾝｸﾒﾆｭｰを提案

■ホームページを情報受発信の最大のツールとして捉え、お客

様にとって野外体験教室がより身近で、分かりやすく楽しい

コンテンツの充実に、さらに積極的に取り組んでいきます。

・スタッフによる自然郷の自然紹介『スタッフレポート』充実
・イベント企画情報の拡充 ・詳細レストランメニュー紹介等

高原ロッジの前に、赤い鳥「オオマシコ」が来てくれました。
オオマシコは冬に八ヶ岳に訪れる渡り鳥です。
霧氷がついた枝に赤い羽根がとても映えています。

【今日の八ヶ岳】《一例》

サービス向上へ向けて取り組んでいること



サービスの向上 （2）

－ 13－

【ホテル施設利用】レストラン（5～10％割引）

陶芸工房、テニスコート他（20%割引）

【音楽堂コンサート】コンサートチケットご優待

（20％割引）

【近隣施設】美術館、温泉施設、観光施設、スキー場のご案内

（優待券などのご提供）

②一般市民の皆さまの利用におけるサービス

・野外体験教室ご利用の一般市民の皆さまには、自然郷内各施設

及びイベントのご利用の際には、自然郷内の別荘オーナーと同

様のご優待サービスをご提供いたします。

テニスコート（人工芝）5面

（3） 自然郷内施設の利用におけるサービスの提供

■野外体験教室を利用される、学校・一般市民の皆さまには、八ヶ岳での滞在をより有意義で思い出に

残るものとしていただくために、自然郷内の様々な施設の利用や敷地外の施設利用について、便宜を

図らせていただくとともに、ご優待などメリットのあるサービスをご提供いたします。

・野外活動での自然郷内の遊歩道、幹線道路の使用、集合学習や

休憩などでの八ヶ岳高原ヒュッテ、八ヶ岳高原音楽堂の使用を

ご希望させる場合は、便宜を図らせていただきます。

・雨天時の体験活動のプログラムとしての陶芸教室の開催

⇒陶芸工房専任講師による陶芸体験教室を、安価料金にてご

提供いたします。

・また、敷地外の近隣の牧場や農場、美術館、観光施設、食事

施設などの近隣施設について、学校利用希望の際には、当社

が地域ネットワークを活用して、優待料金設定を含め交渉を

いたします。

①学校利用におけるサービス

レストラン花暦（はなごよみ）
《近隣観光施設のご案内・例》

ｼｬﾄﾚｰｾﾞｽｷｰﾘｿﾞｰﾄ八ケ岳（川上村） 八峰の湯（小海町） 滝沢牧場（野辺山）

八ヶ岳高原ヒュッテ

陶芸工房



平等な利用の確保

－ 14－

子供から高齢者をはじめ、障がい者にも快適に

ご利用いただける運営管理を目指します。

★一般利用においては、団体利用をはじめ、「ご高齢の方」から「ご夫婦」「ご家族」「お友

達」「趣味のグループ・サークル」などさまざまな方々にご利用いただけるよう、一般顧客へ

の認知度の拡大と様々なかたちによる利用者増加により、市民利用での平等性を確保します。

★また、障がい者にも安心してご利用いただけるよう、当社リゾートホテル運営における実績を

活かして、平等な利用の確保に努めます。

（1） 藤沢市民の方々へ認知促進と利用促進

■市の広報や施設での情報発信、市民グループ活動の方々への紹介機会を

増やすことで、様々なニーズに基づく利用者の誘致を行ないます。

・市の広報誌「広報ふじさわ」での定期情報掲載

⇒ＧＷ・夏休み・冬休み（年末年始）、春休みのハガキ抽選のご案内

・利用案内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ《抽選ハガキ付》の設置場所拡大（公共施設、各学校等）

・様々な市民グループ（代表者）へのパンフレット送付

（2） 障がい者や高齢者も安心して利用できる環境づくり

■当社運営リゾートホテルにおける、障がい者を受け入れる運営体制をベースに、野外体験教室でも

同様の受け入れができるよう体制をつくります。具体的にはスタッフに対する研修教育の実施や、

ホテルと連動してのスタッフの派遣を行うなど、障がい者も

安心して利用できる環境づくりを行います。

【障がい者への対応】

・当社スタッフが、利用者の方、付添いの方のご要望に応じた

介助を行います。

■SNSを活用した体験教室周辺の魅力発信を行ないます。

■なお予約受付については「先着」を絶対基準として平等に承るとともに、

特定期間の抽選予約については抽選受付期間・受付時間を明確にして厳正な抽選を実施し、平等な利

用のルールを徹底します。

野外体験教室パンフレット

障がい者用トイレ（施設内）

障がい者対応備品（浴室内・車イス）

【障がい者、高齢者対応研修の実施】

①ハートフルアドバイザー研修

・全社的取組みで高齢者や障がい者に対して接客サービスを提供

するために必要な知識・技術を接客ｻｰﾋﾞｽに従事する人に向け

た研修を計画します。

②認知症サポーター研修

・グループで取り組んでいる、増加する認知症高齢者へのサービ

ス業の仕事の中での対応スキルを学ぶ研修を計画します。



利用者意見等の把握 （1）

－ 15－

常にお客様の声を聞き、管理運営業務の改善につなげる

ＣＳサイクルを徹底して、顧客満足の向上を追求していきます。

★当社は顧客満足（ＣＳ：Customer Satisfaction）向上のためCSサイクルを徹底して実行

しています。日常の営業・運営活動でのニーズの把握はもちろん、アンケートなどを活用し

てお客様のニーズや指摘事項を、現場と当社管理部門で共有し、迅速に改善・対応を行うこ

とにより、サービス向上に継続して努めてまいります。また、藤沢市の学校関係者の皆様、

公共機関や各団体の担当の皆様のご意見を直接伺い、積極的に情報収集する活動も継続して

まいります。

（1） 学校利用の教職員の方々の意見の把握と対応

■学校利用の各学校からの、利用後のご意見・要望については、野外体験教室内で毎月開催される

『業務連絡調整会』（教育委員会と当社現場管理責任者、各部門リーダーが参加）で、項目別に整理

された個々の意見・要望と今後の対応方針に基づき、具体的な改善・対応について内容の共有化と

確認を行います。

■当社は、教育委員会の方針と『業務連絡調整会』で確認された改善対応策については、すでに対応

済みの項目は状況を報告し、今後対応すべき項目は速やかに実行に移す等、積極的な取り組みを行

います。

■また、各学校の野外体験学習への事前下見、研修、教育委員会の視察などの際には、積極的に

コミュニケーションをとらせていただき、教育委員会の方々のご意見やご指摘を踏まえ、指定管理

業務の品質の向上に努めてまいります。

【各学校の意見・要望と対応】《例》

学校からの意見・要望 対応結果/対応方針

■遊歩道の枝が目の高さに伸びていて危険だった。 ⇒ 定期的な巡回を行い、長い枝は実際に歩いて切る対応を行う。

■前の学校の落し物があったのが気になった。 ⇒ 巡回及び清掃確認を徹底する。

■スリッパがもう少しあるとトイレの混雑が緩和できる。 ⇒ 状況を確認して必要に応じて補充を行う。

■テントに雨漏りがあった。修繕をして欲しい。 ⇒ 指定管理者の修繕で対応する。

■宿泊棟の天井の穴が気になる。 ⇒ 指定管理者が虫の侵入防止のため応急補修を行う。

■宿泊棟1階ホールの鍵がこわれていた。 ⇒ 清掃時の鍵の状態点検を徹底する。

■キャンプ場の音響設備のマイクが不調だった。 ⇒ 藤沢市の備品として新規のマイクを購入する。

■男子（中学生）にとって量が少ないかもしれない。 ⇒ 調理で可能な範囲での対応を行う。

■おにぎりの「おかか」は人気がなく残食が多かった。 ⇒ 業者と他の具のおにぎりのバリエーションを増やすよう改善する。

■もう少し子供向けの味付けにしてほしい。 ⇒ 調理で可能な範囲での対応を行う。

■2校利用の際の麦茶の量が足らなかった。 ⇒ 生徒数を確認して必要な飲み物の量の確保を徹底する。

■雨天プログラムのクラフト材が不足していた。 ⇒ 前日に確認する体制を再徹底する。

■到着時に前の学校のバスがいた。事前に伝えて欲しい。 ⇒ フロントでの到着予定の学校への連絡を徹底する。

施
設
設
備
関
連

食
事
関
連

その他

〈一例〉



利用者意見等の把握 （2）

（2） 一般利用の方々のニーズの把握と改善へ向けた迅速な対応

■当社ではすべての一般利用のお客様に、アンケートへのご協力をお願いしています。回収されたアン

ケートの内容やお客様からのお手紙は、教育委員会、現場従業員、当社管理部門に送付され、お客様

の満足度評価の状況、お気づきの点やご意見を共有化しています。

■お客様の指摘事項については、

施設設備の調整や簡易な補修・

清掃で対応できるものは、迅速

に対応し、食事の内容や接客に

関するご指摘は、毎日の現場

ミーティングで改善点を確認す

るなど、スピードをもって改善

することを徹底しています。

－ 16－

実際の
アンケート
回答例

■修繕・改修を必要とする指摘・

要望については、貴市と連動し

仕様書に基づき対応を検討して

います。また要望への改善対応

結果については、ホームページ

で速やかに公表していきます。

■お客様からお褒めをいただいた

場合は、卓越した事例に対して

当社として表彰するなど、

従業員のやる気の醸成と、良い

サービスを共有化する機会とし

て活用しています。



施設の中長期的な維持管理への姿勢（1）

－ 17－

開室満30年を迎える、野外体験教室の今後のさらなる発展に向け、

建物・施設・設備機能をより長く健全に保つために、

中長期の視点に立った保守管理業務に取り組みます。

★当社は、野外体験教室施設の維持保全に向けて、指定管理者として管理運営仕様書に基づく、

施設設備の「中長期修繕計画」について、当社別荘事業の専門スタッフにより、当社が指定管

理者に選定される以前の、項目とスケジュール・金額のみの計画を抜本的に見直し、平成28

年2月に詳細な「中長期建物等修繕計画書」（平成29年～平成38年）を策定し、藤沢市に提

出させていただきました。

令和2年度には5年間の検証を行い、再度提出をいたしました。

★今後も、本計画をもとに、藤沢市と連携・協力して野外体験教室の機能をより長く健全に保つ

ための年度別の実施計画を検討・実行していきます。

②建築後30年が経過し、処々に経年による劣化や気象条件等による損傷が散見され、短期間での抜本的な

修繕工事の実施は難しく、優先順位を配慮した10年間の中長期計画として策定。

③現状の建物を調査し、特に安全上や建物の延命上の観点から修繕の優先順位をつけます。

⇒［Ａ］（1年以内の早急な実施）/［Ｂ］（2年以内の実施が必要）/［Ｃ］（3～4年以内の実施が必要）

（1） 当社策定の中長期修繕計画のポイント

①今後の建物維持へ向けては、経費軽減の観点から、経年対応修繕計画で進め、計画と状態を熟

知した管理者が、こまめに建物の点検を実施しながら対処的修繕を行うことにより、安全確保及

び建物の延命を図っていくことが最善と考えます。



施設の中長期的な維持管理への姿勢 （2）

－ 18－

（2） 修繕計画の実施について

■修繕工事を実施する場合、振動や騒音の発生が想定されるため、教育委員会と協議のうえ、可能な限り

休館日に実施するものとします。

■年度の修繕計画策定については、教育委員会が次年度の予算提案を行うにあたって、中長期修繕計画に

基づき、積極的に連携及び協力を行います。

■建物・施設設備の修繕は、毎月の教育委員会との『業務連絡調整会』で、利用学校やお客様の意見・指

摘、建物・施設・設備等それぞれの状態について、教員委員会と相互確認のうえ、日常点検、稼働状況、

故障や修繕履歴、緊急度、自然環境の変化等から総合的に判断し、適切なタイミングで修繕を行います。

・20万円未満の修繕は当社（指定管理者）支出で実施いたします。

【当社策定の中長期修繕計画】 《例》

（1） 当社策定の中長期修繕計画のポイント

中長期修繕計画表

建物点検調書

（2） 修繕計画の実行について

建物診断調査写真（例）



施設の日常的な維持管理への姿勢 （1）

－ 19－

施設利用者の安全・快適な利用環境を維持するために、

日常の維持管理の点検をきめ細かく実行します。

★子どもたち（児童・生徒）をはじめ一般の利用者の方々の、安全で快適な施設利用環境を提供

するため、清掃をはじめ建物・施設・設備・敷地等の点検と日常的メンテナンスを実施します。

また、指定管理者内の組織体制を明確にし、要望やクレームに速やかに対処できるよう、教育

委員会と連携して、柔軟な実施体制を構築します。

（1） 日常の点検体制と実施

■日常の維持管理にあたっては、管理運営仕様書を最低限の業務

としてとらえ、これまで八ヶ岳高原海の口自然郷で培った技術

やノウハウを結集して、ホテル・別荘管理事務所と三位一体と

なった体制で、野外体験教室の維持管理に努めます。

（2） 予防保全を常に意識した日常修繕の実施

■設備技術担当者が、日常メンテナンスや定期点検結果から得られた劣化状況を踏まえ、故障や事故

につながる前に手を打つ、予防保全の考え方を徹底して点検を行います。

■修繕工事を実施する場合、振動や騒音の発生が想定されるため、教育委員会と協議のうえ、可能な

限り休館日に実施するものとします。

■劣化・不具合の状況により、対応が必要な場合はもちろん、必要かどうか判断に迷う場合にも、身

近にいる別荘管理事務所の専門技術スタッフに相談のうえ、早め早めに対処方法を検討して、教育

委員会と協議のうえ対応いたします。

■日常の点検等は、維持管理業務仕様書やマニュアルを作成し、担当者がわかり易く、ミス無く点検

が可能な体制を整えます。点検の実施に際しては、教育委員会と協議のうえ、学校利用に影響が少

なくなるよう、その他の日に集中して行うよう、柔軟に対処いたします。

■野外体験教室が「教育施設」としての機能が最重要であることを

踏まえ、指定管理者期間中だけでなく、期間以降も踏まえた長期スパンでの施設維持管理を見据え

た維持管理を行います。

（3） 定期点検、法定点検の確実な実施

■『管理運営仕様書』に定められた、定期点検・法定点検の業務は確実に実施し、実施結果を月1回

の教育委員会との「業務連絡調整会」で報告することを励行いたします。

［定期点検業務］避雷器、各階分電盤、凍結防止ヒーター、空調設備、ガス湯沸設備、飲料水等16項目

［法定点検業務］受変電設備、消防設備、昇降機、浄化槽清掃・検査、ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ設備、地下ﾀﾝｸ等6項目

設備点検



施設の日常的な維持管理への姿勢 （2）

－ 20－

①計画的な清掃による環境美化

■利用者の方々に施設を安全・快適に利用いただけるよう、清掃

スタッフが隅々まで清掃が行き届いた状態をつくるとともに、

衛生的な環境づくりを行います。

②床材などの材質、汚れ具合に応じた清掃の実施

■清掃スタッフが日常的に汚れやすい個所（利用が多い場所、屋外からの吹込みがある場所等）を確

認し、床材の材質、汚れ具合に応じた方法で清掃を実施します。

③利用者に配慮した作業計画

■定期的な清掃作業については、教育委員会と協議のうえ、できる限り休館日に実施し、学校利用や

一般利用者の方々の利用に支障が無いように行います。また、事前に作業個所や重点箇所を確認し

て、見落とし、やり残しのない、効果的で効率の良い清掃作業を行います。

（3） 自然郷の自然管理ノウハウを活用した樹木や外溝の整備

①自然災害への対処

■近年の集中豪雨などの増加により、想定外の鉄砲水や道路の

冠水の事例が増えています。こうした想定外の自然災害に備え、

日常の側溝の清掃から道路の管理について自然郷全体と同様に

予防管理してまいります。

②自然郷全体に合わせた樹木管理

■自然郷全体の環境づくりに合わせた、樹木の伐採などの森林管理を行い、野外体験教室敷地

に合わせた環境形成に努めます。

（4） 清掃の徹底による美化・衛生の促進

（5） 日常の維持管理業務品質の向上へ向けた、従業員の専門資格の取得促進

■指定管理者として必要な免許・資格の取得や、その他施設管理に関わる専門資格について、従業員

自らが取得し、適確な維持管理業務を推進できる体制づくりに努めていきます。

【貴市指定の必要免許、資格】

・甲種防火対象物の防火責任者

・乙種4類危険物取扱主任者

・第三級陸上特殊無線技士

・食品衛生責任者

・看護師

・ねずみ昆虫等防除作業監督者

・防火対象物点検資格者

・電気主任技術者

・特殊建築物等調査資格者

・浄化槽技術管理者

・消防設備点検資格者または消防設備士

・昇降機検査資格者

浴場の鏡磨き

自然郷内遊歩道整備

【当社野外体験教室スタッフの資格取得実績】

〔２０２1年１２月現在〕

・甲種防火対象物の防火管理者《３人》

・乙種４類危険物取扱主任者《３人》

・第三級陸上特殊無線技士《３人》

・食品衛生責任者《５人》

・看護師《１人》

・消防設備士《１人》

・ボイラー技士《１人》

・特別管理産業廃棄物管理責任者《１人》

・衛生管理者《２人》

・自然観察指導員《２人》



予約状況や利用実績の管理

－ 21－

当社ホテルのノウハウを活用した予約・顧客管理システムを

活用して、スムーズな予約・宿泊管理と顧客管理を実行します。

★平成25年の指定管理者に選定されて以来、当社のホテルの予約・顧客管理システムのノウハウ

を活用した、専用の予約・宿泊・顧客管理システムの導入を行い、その適切な運用により利用

者の利便性向上、業務効率の向上、ひいては施設利用の促進に努めております。

★また平成27年7月には、お客様の要望の多かった「インターネット予約システム」を追加導入

させていただき、利用者の皆さまから好評の声をいただいています。

★なお当該システムにつきましては、藤沢市個人情報保護条例に伴う、個人情報保護条例諮問会

議で許可をいただき、個人情報管理の視点からも万全な仕組みと体制で運用しています。

【利用者の利便性と個人情報管理の安全性を追求した当社の予約・顧客管理システム】

■予約の入り方は、①電話、ＦＡＸ、②ハガキ（抽選応募）、③ホームページでの申込みで、個人情報

管理の安全性の視点から、予約情報を体験教室内のみのクローズドのシステムに手作業で再入力して

運用しています。ホームページからの予約情報は、安全な専門運営会社を経由して体験教室にメール

送信され、オープンなインターネット環境からは遮断された仕組みになっています。

■また、売上実績、利用者の利用履歴、食事メニュー別利用実績、部屋別稼働率など、様々な営業デー

タ把握と営業分析が可能で、利用者の拡大及びサービス改善に活用しています。なお情報の取扱い及

び管理は、当社の「情報管理規程」に基づき、外部記憶媒体への保存禁止、対象パソコンの使用者を

限定した「指紋認証ログイン運用」など、運用面・システム面で厳格に行っています。



防犯・防災対策 （1）

利用者の方々の安心・安全を確保するために、野外体験教室内での

対策に加え、当社全体の防犯・防災体制に組み込み、対策を実行します。

★当社では、従業員の積極的な行動により犯罪の発生を予防し、安全と法の秩序維持に努める

とともに、火災の予防、災害の発生時の安全確保及び被害の軽減を図り、社会的な責任を果

たすことを目的とした『防犯防災管理規程』『防災管理マニュアル』を定めております。

★当該規程・マニュアルには、指定管理者として「野外体験教室」も組み込んだ内容としており、

全社をあげて、野外体験教室利用者の方々の安心安全の確保に努めてまいります。

（1） 当社の防犯防災規程・防災管理マニュアルの内容

【防犯防災管理規程】 《令和2年12月改定》 【防災管理マニュアル】 《平成28年10月改定》

■会社・組織として、実行すべき防犯防災に関する予防管理業務、実際事故災害が発生した場合での

責任者の行動、従業員の行動基準を定め、当社全体の「リスクマネジメント委員会」が中心となり、

日々防犯防災対策活動を推進しています。

①総則（目的、適用範囲：自然郷全体）

②責任体制（統括責任者、副統括責任者）

③委員会の開催・資格取得

・防犯防災委員会の定期開催、防火管理者

資格の取得、救急救命講習の受講徹底

④予防管理対策

・防犯防災管理計画の策定と推進

⑤事件事故発生時の措置

・発生通報、再発防止対策、事件事故報告ﾙｰﾙ

①総則（適用範囲：従業員全員、自然郷全体）

②予防管理対策

・日常及び定期に行う火災災害予防点検業務

・火災災害予防措置（禁止行為等遵守事項）

③自衛消防活動対策

・「自衛消防組織」の設置、自衛消防活動

④大規模災害対策

・建物設備の状態点検の励行（被害軽減措置）

・大規模災害時の行動（行動マニュアル）

⑤防災教育及び訓練（防災教育、各種訓練）

－ 22－



防犯・防災対策 （2）

－ 23－

《マニュアルに基づく実施事例：②》 『災害事件発生時の対応マニュアル』の策定



防犯・防災対策 （3）

－ 24－

（2） 当社の防犯防災規程・防災管理マニュアルに基づく日々の予防管理業務

■当社の防犯防災規程・防災管理マニュアルに基づき、野外体験教室内、また自然郷全体で、防犯防災

予防管理の業務を日々緊張感を持って実行しています。

①別荘管理事務所による防犯予防管理

■自然郷全体の安全を守る管理事務所のパトロールが、野外体験教

室施設も毎日昼夜巡回し、施設の安心・安全を確保します。

■自然郷内の主要な幹線道路に設置（野外体験教室への入口の幹線

道路にも設置）された、防犯カメラの映像を別荘管理事務所で、

24時間監視と録画を行い、防犯予防管理を行っています。

②自然郷各施設連動での24時間管理体制

■野外体験教室はもとより、別荘管理事務所・ホテルともに24時間

体制でスタッフが常駐しており、異常事態発生時（事件事故・災

害発生時、設備機器の異常発生時など）には、別荘管理事務所・

ホテルスタッフが迅速に支援にあたります。

③日々、月次での自主点検による設備機器及び消防用設備の状態管理

■『佐久広域連合・南部消防署』連動にて、半期に一度の消防訓練の実施、全スタッフが館内設置の

ＡＥＤ救命講習（毎年実施）を受講するなど事故災害発生時の対応能力の向上に取り組んでいます。

当館にはＡＥＤの設備がフロント前に

あります

ＡＥＤ（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｅｘｔｅｒｎａｌ　Ｄｅｆｉｂｒｉｌｌａｔｏｒ）
　　　　　　　　　　　　　　自動体外式除細動器

・心臓に電気ショックを与えるための機器です

・人が倒れて意識や呼吸が無い場合、心停止をおこしている
可能性があります。ＡＥＤは、こうした傷病者に対して
電気ショックを与えることで正常な心臓のリズムを取り戻す
ために使用します。

消防訓練

防犯カメラ（幹線道路）

ＡＥＤ救命講習 ＡＥＤ設置告知（館内）

パトロール車

④事故災害発生時の対応力強化へ向けた「訓練」の実施

野外体験教室建物・施設自主点検表

■規程・マニュアルで自主点検項目と点検表を規定して、施設機器の不具合からの事故・災害の発生

に対する予防管理業務の実施を徹底しています。
野外体験教室建物・浄化槽点検記録票



緊急時の対応 （1）

－ 25－

緊急時には、当社（自然郷）全体での緊急体制をもって、

迅速で最善の対処を実行します。

★当社では、自然郷全体で、200万坪の事業地の中に1,850区画の別荘地、68室のホテルをは

じめ、様々な施設を管理しています。その敷地の中に位置する野外体験教室も、指定管理者と

して、自然郷全体の緊急対応体制の中に組み込み、万が一の場合には自然郷全体で総力を上げ

て対応いたします。また、地元自治体をはじめ、警察、消防、病院等との日頃から緊密なネッ

トワークを構築しておりますので、協力体制も万全です。

（1） 緊急対応の体制

■緊急事態発生時には、野外体験教室のフロントから警察、消防等に連絡するとともに、別荘管理事務

所を通じて、当社（自然郷）全体で総力を上げて、対応いたします。

負
傷
者
・急
病
人
発
生

①緊急対応時の連携フロー

藤沢市八ヶ岳
野外体験教室

従業員/発見者

フロント

藤沢市教育委員会

別荘
管理事務所

ホテル

佐久広域連合
南部消防署

佐久総合病院

佐久警察署

連絡

応援

応援
依頼

連絡

出動

搬送

通報（事件の場合）

②地元との強力なネットワークを活用した緊急搬送体制

■負傷者や急病人の発生時には、通常は救急車による陸送で

すが、一刻を争う場合には、佐久広域連合南部消防署・川

上村分遣隊経由で「ドクターヘリ」の要請を行い、ホテル

敷地の近隣に設置されたヘリポートから、佐久総合病院に

搬送を行います。

（※有視界飛行が可能な場合のみ）

自然郷内ドクターヘリポート

■当社は、防犯には佐久警察署、火災・災害・急病人には佐久

広域連合南部消防署、保健安全（けが・病気）には佐久総合

病院・地元の各機関と強力で緊密なネットワークを結んでお

り、緊急対応への協力体制が構築されています。

佐久総合病院 信州ドクターヘリ



緊急時の対応 （2）
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（2） 地域行政との連動体制

■自然郷の冬は長く、例年12月中旬から3月下旬・4月上旬まで積雪があり、大雪に見舞われる場合も

あります。その際には大型の除雪機を配備している、別荘管理事務所連携で、迅速な除雪を実施します。

■夏季には、気象の変化が激しく、落雷を伴った激しい雨が降ることが多くあり、停電が発生する場合

があります。停電時には、別荘管理事務所が中部電力と連携して速やかに対応します。

小型除雪機⇒

野外体験教室・
ホテル・別荘管理
事務所に配備

大型除雪機⇒

別荘管理
事務所に
配備自然郷・別荘管理事務所

（野外体験教室から約300ｍ）

■当社では、地域全体での緊急時の防災体制について、地域の中で広大な敷地で事業展開を行っている

地域の代表的企業として、地域行政「南牧村」と地域レベルでの様々な防災対策の実行について緊密

な連携を行っており、当社と南牧村で「地域防災協力協定」の締結に向け協議を進めております。

万が一の災害が発生した場合には、野外体験教室を含めた自然郷の利用客に対して、行政と連携した

地域レベルでの対応支援を行います。

（3） 別荘管理事務所連携での気象変化に対する緊急対応体制

今後の
連携強化
ポイント

自然郷内
での地域の
避難場所
の設定

防災保存食
の自然郷
での備蓄

自然災害
被害範囲の
想定の
精度ｱｯﾌﾟ

自然郷



組織・体制・従業者氏名

－ 27－



令和４年度（5年目） 収支予算書

－ 28－



令和４年度（５年目）収入予算明細

－ 29－



令和４年度（５年目）支出予算明細

－ 30－



効率的な運営

－ 31－

当社全体での取引先との共同仕入れ・共同条件による取引推進、

また当社の人材や機能を有効活用することにより

効率的な運営を推進します。

★一般利用者の拡大による収入増加を図り、運営経費や人員の効率的活用により、無理なく無駄

を省いた効率的な運営を追求していきます。また当社の人材や機能を有効活用することにより、

効率化を図るとともに、質の高いサービスや業務の提供を行います。

（1） 当社全体でのメリット追求でのコスト効率化

① 消耗品、材料費の効率化

■ホテルとの食材の共同仕入れ、リネン（寝具備品）等の共同発注、

管理事務所と消耗品の共同仕入れなどを行うことにより、より地

場の質の高い物品を低ｺｽﾄで仕入れる効率化を追求していきます。

■特に食材の仕入れは、当社ホテル部門の「F&B」（ﾌｰﾄﾞ＆ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ）

部門が、ホテルと野外体験教室の食材ごとの内容・発注量・単価を

点検し、食材発注業務を統括しており、良質で最適価格の食材の調達が可能になっています。

② 燃料費の効率化

■当社の施設（ホテル・音楽堂・社員寮など）は、暖房・給湯の

エネルギーは「灯油」を使用しており、野外体験教室も灯油を

使用しています。

■自然郷は寒冷気候のため相当な量が必要で、昨今単価が上昇傾

向にあり、当社管理部が、地元の供給業者数社と価格及びサー

ビス基準を交渉し、発注時の都度最適な業者に発注するなど、細かくコントロールしてコストの

効率化に努めています。

（2） 当社各部門連係による業務の質の向上とコスト効率化

① 野外体験教室の修繕、建物設備点検での別荘管理事務所との連携

■当社別荘管理事務所の別荘改修工事や別荘管理のノウハウにより、野外体験教室の施設設備の修繕

について、施工業者の選定や見積もりの精査を行い、業務とコストの効率化を図ります。

■また「中長期修繕計画」の策定では、当社別荘事業の専門スタッフが実施し、外部に委託する必要

なく、専門度の高い調査及び計画の策定が可能となります。

② 当社各部門と連携した機動的な応援体制

■繁忙期間、学校受け入れ時での業務量が一時的に増加する場合は、当社ホテル部門、別荘管理事務所

のスタッフが機動的に応援にあたります。新たな要員を確保するコストも発生せず、迅速な応援によ

り、サービス提供や学習活動に支障がない体制の構築が可能となります。

高原野菜



情報の管理体制 （1）

－ 32－

当社は、法律及び藤沢市の条例に基づき、情報公開及び個人情報保護

に関する業務について、誠意を持って適切に実行します。

★当社および野外体験教室の運営に関する情報公開にあたっては、藤沢市の指定管理者であるこ

とに鑑み、藤沢市情報公開条例に基づき対応いたします。

★また、当社が業務上取得するお客様や取引先の個人情報について、個人情報保護に関する法律

及び藤沢市個人情報保護に関する条例に従い実施することはもちろん、セブン＆アイグループ

及び当社の規程・ルールおよび体制に基づき実施し、藤沢市に損害や負担をかけないようにい

たします。

（1） 情報公開

■市民の「知る権利」を保障し、公正で開かれた市政を推進するために制定された「藤沢市情報

公開条例」に従い、情報を開示いたします。

■当社の情報については、株式会社セブン&アイ・ホールディングスの連結子会社であるため、

東京証券取引所の定める開示規則に沿って情報開示を行います。

■野外体験教室の運営に関する情報公開については、藤沢市ならびに藤沢市教育委員会に報告の

うえ対応いたします。

（2） 個人情報保護の当社の基本的考え方

■当社は、以下のプライバシーポリシーに従い、個人情報の保護に取り組んでいます。

★当社は、社会の一員として、お客さまからの信頼を得て健全に発展し続けるためには、お客さまの個人情

報の保護がきわめて重要であると考えております。その考えに基づき、私たちは、関連企業や協力企業と

足並みをそろえ、以下の方針に従って、高い倫理観を持って個人情報の保護に取り組みます。

1. お客さまの個人情報は、私たちのものではなく、お客さまからお預かりしている大切な資産であるという考

えのもとに、お客さまの個人情報を取り扱います。

2. お客さまにご迷惑をかけることのないように法の定めにしたがって、お客さまの個人情報を取り扱います。

3. お客さまの個人情報は、必要な情報に限ってお預かりします。

4. お客さまから個人情報をお預かりする際は、利用目的を明らかにするとともに、お客さまの同意なしには

お預かりしません。また、同意していただいた利用目的以外には利用しません。

5. お客さまの氏名と結びついて個人が特定されうる情報は、すべて個人情報とみなして適切に取り扱います。

6. お客さまの個人情報は、法で定められている場合を除き他には提供しません。サービスの一部を他に委託

する場合、委託先が適切にお客さまの個人情報を取扱っているか、監督を行ないます。

7. お客さまの個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどの危険に対し、社内規則（情

報セキュリティ基本方針及び顧客情報管理規程等）を定め、安全管理を徹底します。



情報の管理体制 （2）

－ 33－

8. 情報管理委員会を設置し、各部門に管理者を設置するなど、お客さまの個人情報を保護するための組織

体制を確立します。また、業務上必要な担当者だけが、必要な範囲でお客さまの個人情報を取扱うことが

できるようにします。

9. お客さまの個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。またお客さまご自身の個人情報のお問

い合わせ、ご相談に対応するための「お客さま窓口」を設けます。

10. 個人情報の保護に関する教育研修を行い、従業員の意識の向上を計ります。また定期的に監査を実施

し、本方針が確実に守られ続けていくように努めます。

【制定日】 平成17年4月1日

（3） 個人情報保護へ向けた当社の推進体制

① 規程・ルールの明確化

■当社では、セブン＆アイグループの情報管理基準に基づいて、個人情報を含めた総合的な情報資産

について、適正管理の体制及び方法を定めた「情報管理規程」を定め業務を遂行しています。

（株）セブン＆アイホールディングス
情報管理統括責任者

■また、野外体験教室の指定管理者として、藤沢市条例（平成15年藤沢市条例第7号）及び条例施

行規則（平成15年藤沢市規則第19号）に定められた業務を責任持って行うため、当社の規程に、

『当社が藤沢市の公の施設の指定管理者として行う業務に関わる藤沢市個人情報の保護に関する

条例施行規程』を定めております。

ホテル
情報管理
責任者
《部門長》

野外体験教室
情報管理責任者
《当社管理責任者》

当社情報管理統括責任者
（取締役会で選任）

【当社情報管理推進組織体制】

② 推進組織体制

■当社では、リスク管理における時代の変化を捉

えた、セブン＆アイグループの情報セキュリテ

ィ基準に基づき、グループと一体となった管理

組織を形成して活動しています。

■業務の推進では、情報管理委員会での規程・ル

ールの遵守状況監督・ルールの見直し、現場で

の自主点検実施、監査部門による業務監査実施

など、管理業務フローが確立されています。

② 現場での具体的業務推進

■現場では、日々・月次で規程・ルールの遵守状況の自主点検を実行し、当社管理部と情報管理委員

会がその実行状況を確認し、不備があれば改善指導を実施しルール遵守の徹底に努めています。

情報管理委員会

別荘
情報管理
責任者
《部門長》

情報管理対象書類の明確化
（個人情報ﾌｧｲﾙに「Ｐマーク」を貼付

及び施錠管理を徹底）

日々の冊数点検実施（定時）
予約管理システム端末の盗難防止管理

（チェーンでデスクに固定）



環境配慮・人権擁護・障がい者配慮
受動喫煙防止・暴力団排除 （1）

－ 34－

当社は、「信頼される誠実な企業でありたい」というグループの社是に

基づいて、法令や社会規範を遵守した事業活動を行っています。

★当社は、セブン＆アイグループの一員として、すべてのステークホルダーに「信頼される誠実な

企業でありたい」という社是に基づき事業活動を行っています。グループではその実現のために

「企業行動指針」を定めるとともに、CSR活動を積極的に推進。事業活動全般を通して、社会価

値の創造に力を注ぎ、企業の社会的責任を果たしていきます。

★また、社是に掲げる「信頼と誠実」の精神を実現するため、従業員一人ひとりが実践すべき行動

の在り方を示した「企業行動指針」を定め、法令や社会規範を遵守することを徹底しています。

私たちは、お客様に信頼される、誠実な企業でありたい。

私たちは、取引先、株主、地域社会に信頼される、誠実な企業でありたい。

私たちは、社員に信頼される、誠実な企業でありたい。

社是

企業
行動指針

1. 安全で高品質な商品・サービスの提供 / 2. 公正で透明な取引の確保

3. 地域社会・国際社会との連携 / 4. 人権の尊重/ 5. 多様性の尊重と働きがいの向上

6. 会社の資産や情報の保全 / 7. 持続可能な社会実現への貢献

8. ステークホルダーとの対話 / 9. 社会課題への取り組み

（1） 環境配慮への取り組み

■当社の別荘リゾート事業の理念は「自然と人と文化の共生」です。事業開始以来「自然環境の保護や

維持への最大の配慮」は事業運営の前提であり、加えてグルーブの企業行動指針「7.持続可能な社会

実現への貢献」を踏まえた、企業の社会的責任としての「環境への配慮」に向けた諸施策に、積極的

に取り組んでいます。

・地球環境の保全は、事業を行う上で必須の課題であるという認識のもと、事業のあらゆる場面で、気候変

動問題・生物多様性の保全・水資源の保全などに配慮し、持続可能な社会実現に貢献していきます。

【企業行動指針 ：「7. 持続可能な社会実現への貢献」】

① 自然郷での自然環境保護や最大配慮へ向けたルールの制定

■当社では、自然郷のより良い自然環境の成立や「生物の多様性を守る」ため

に、専門家の助言を受けながら、自然の保護や育成の方法だけでなく、建物

や生活する人のライフスタイルまでを含めてルール化した「自然郷環境憲章」

を定めています。《※平成22年4月制定》

■当社はこの憲章のもとに、自然郷で別荘オーナーとともに、豊かな自然環

境と快適な生活環境の維持のために、当社及び従業員が、率先して行動す

ることを肝に命じて日々の業務を行っています。

自然郷環境憲章



環境配慮・人権擁護・障がい者配慮
受動喫煙防止・暴力団排除 （2）

電気自動車用充電スタンド
《ホテル客用駐車場》
・H26年11月設置

② 地球温暖化抑制への具体的取り組み

■省エネルギー、ＣＯ2排出量削減へ向けた諸施策に取り組んでいます。

・自然郷内施設（ホテル、音楽堂）照明のＬＥＤへの交換。（H22年～）

⇒なお野外体験教室の照明も交換の際に順次LEDに変更しています。

・別荘地全体のゴミの分別の徹底による、リサイクルの推進や地球温

暖化抑制（CO2排出量削減）に貢献するためのゴミの減量の推進。

・すべての事務所における、不要個所の照明の節電の徹底。

・電気自動車のための充電スタンドをホテル駐車場に設置して、野外

体験教室の利用者の方にも利用いただくことが可能となっています。

（2） 人権擁護・障がい者配慮への取り組み

■当社は、グループの企業行動指針に基づき、企業としての社会的責任として、お客様はもとより、従業

員・取引先との関係においても「人権擁護」の考え方を基本方針として、日々取り組んでいます。

【企業行動指針 ：「4. 人権の尊重」】

【野外体験教室での取り組み】

・人権に関する国際的な規範を尊重し、従業員には理解・認識向上のための教育を行います。また差別的な

取扱いを行わず、従業員、お取引先の人権に関する取り組みに注意を払い取り組みます。

－ 35－

■当社は、自然との営み、共同生活の中で弱者を救済

する意識や考えを醸成するという、野外体験教室の

体験そのものが人権への配慮の啓もう活動の一環と

なるものと認識しています。

■障がい者に対しては、付添の方を支えるよう

バリアフリーの臨時対応や、介助補助の支援を

積極的に行っています。

■また各学校の体験学習の受け入れにあたっては、障

がいのある児童・生徒の対応について、事前に教育

委員会と対応方針を確認し、学校側の要請に沿った

支援補助を実施しています。

■さらに学校受け入れ時の給食配膳対応でも、昨今ア

レルギー対応が必要な生徒が増える中、対象児童・

生徒の人権尊重の考えに立ち、差別感を感じないよ

う、児童・生徒の立場に立ったメニューの工夫や配

膳対応を心がけ、保護者からも感謝の声を頂戴して

います。 保護者からのお礼状



環境配慮・人権擁護・障がい者配慮
受動喫煙防止・暴力団排除 （3）

（3） 受動喫煙防止への取り組み

－ 36－

■当社では、健康増進法を踏まえ、ホテルに喫煙室を設置（平成27年）するなど対応を行っています。

なお野外体験教室での施設敷地内全面禁煙対応については、藤沢市の方針とスケジュールに準拠した

対応といたします。

（4） 暴力団排除への取り組み

■当社は、グループの企業行動指針に基づき、反社会的勢力とはいっさいの関わりを持たない、公正で透

明な取引の確保に努めており、長野県警察本部・佐久警察署と、管理者及び従業員の教育と反社会的勢

力との関わりを防ぐための対応について連携しています。

【企業行動指針 ：「2. 公正で透明な取引の確保」】

・自由で公正な競争を尊重し、独占禁止法などの関係法令やルールを守り、政治・行政に関わる人々と適切

な関係を維持します。取引にあたっては健全な商慣習に従い適切な条件のもと取引を行い、私的な利益は

受けません。 また反社会的な勢力とは関わりを持ちません。

【野外体験教室で取り組み】

■グループ行動指針及び藤沢市暴力団排除条例の基本理念に従い、

施設にはホテル、別荘管理事務所と同様「暴力団関係者追放宣

言事業所」（長野県警察）の表示を掲出し、暴力団を恐れず、

協力しない、利用しないことを旨として業務に当たっています。

■「不当要求防止責任者」（管理責任者）と社員全員を対象とし

た、警察（佐久警察）による「不当要求防止責任者講習会」を

受講するとともに、暴力団等からの不当な要求に適切に対処す

るための社内教育を継続実施していきます。

・第二十五条：学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店

その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙（室内又はこ

れに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。）を防止するために必要な措置を講

ずるように努めなければならない

【健康増進法 受動喫煙の防止】 《Ｈ15年5月施行》

ホテル・喫煙室

不当要求防止責任者選任済の証

■野外体験教室は、平成30年4月1日から

敷地内全面禁煙の実施にあたって、ホーム

ページやパンフレット及び館内での告知等で、

お客様にご理解とご協力をお願いしています。

敷地内禁煙ポスター



学校教育利用への協力体制 （1）
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野外体験教室の設置目的の第一は「学校教育の場」であると認識し、

安全で楽しく学習効果の高い体験教室実現へ向けて

当社をあげた協力体制を構築します。

★子どもたちの自然と社会と人とのふれ合いの創出の場である野外体験教室を、安全に、そして

子どもたちが楽しく活動でき学習効果のあがる運営を行うため、当社は万全な体制をもって各

学校に協力します。また、必要に応じて、当社各部門からのスタッフの応援を行うなど、より

安全性や学習効果を高める、有意義な体験学習の実施をサポートします。

（1） 学校受け入れ体制

■当社スタッフは、教育委員会と連携させていただき、学校受け入れの計画策定、各学校の事前下見、

事前準備、当日の受け入れ、体験学習の支援、不測の事態への対応など、有意義で成果のある体験

学習となるよう全力で支援業務を行います。

① 各学校の活動計画の事前の詳細な打ち合わせ

■学校の利用に際して、学校側が事前に下見を行う場合、教育委員会

と協力して、学校側からの質問に対応し、必要に応じてアドバイス

を行います。

■学校側から詳細な活動計画が体験教室に提出された際には、教育委

員会と協力して学校側の計画を確認するとともに、食事の手配・

部屋割り等の具体的な準備作業に入ります。

■この際、活動計画上の確認事項や食事などのアレルギー対応などに

ついて、当社スタッフが学校側と直接連絡をとり、万全の準備を行

います。

② 柔軟なスケジュールと休館日対応

■学校利用の場合、学校側の要請がある場合は、全体スケジュールとの調整の中で、休館日の見直しも

柔軟に検討いたします。

③ 体験教室利用時の対応

■藤沢市を出発する際には、参加予定者数と食事手配の必要数を確認し、厨房レストランと共有化します。

■体調不良の児童・生徒が出た場合には、付添いの看護師の方と交替して対応いたします。

（※当社でも常時看護師1名が勤務）

■緊急の場合は、当社スタッフが教育委員会の指示に従い、救急

の対応支援を積極的に行います。

■入所式には、管理責任者やスタッフ、指導補助員が必ず出席し、

誰がどのような業務を行っているか（相談できるか）が、確認で

きるようにします。

入所式でのスタッフ紹介

スキー場でバスをお見送り

スキーレッスンの様子
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④ 野外活動への積極的参加（危険が伴う活動への参加）

■登山・野外炊事など危険が伴う野外体験活動時には、必要に応じ指

導補助員だけでなく、当社ホテルや管理事務所より応援を行うこと

により、安全に活動できる体制を整えます。

（2） 体験学習の企画プログラム構築・実施についての協力

■より有意義な体験学習とするために、自然郷内の当社の施設、当社の地域でのネットワークを活用し

て、各学校へ向けた体験学習プログラムの提案を行い、実施へ向けた支援を積極的に行います。

① 自然郷内の施設を活用した体験プログラムの提案

■八ヶ岳高原音楽堂を使った地元との交流イベント

・地元小中学校との交歓音楽演奏会

・星と宇宙にまつわる講演会（地元天体観測施設連動）など

② 地域ネットワークを活用した体験プログラムの実施支援

■農業体験プログラムの支援強化

・「ふじさわ八ヶ岳農園」（平成21年スタートの提携農場）との

使用契約関係の明確化（※当社と提携農場の契約締結）

⇒ 当社が、提携農場との運営窓口となり、農地の状態管理、作柄

の状況を見た適確な農業体験学習の実施を支援します。

地元中学校吹奏楽部演奏会《臼田中学校》

自然観察会
（ホテルの定例イベント）

■ホテル陶芸工房での陶芸体験

・雨天時の体験学習プログラムとして、陶芸体験教室を開催

■自然と親しむ当社メインイベント企画への参加

・ネイチャーウォーク（美鈴池遊歩道、杣添遊歩道）

・星空観望会（ホテル敷地内芝生広場）

■より詳しく八ヶ岳の自然の成り立ちと森の再生について学ぶ

自然体験学習《約20名単位の2時間コース》

・自然観察会の開催（杣添遊歩道、北原地区・自然散策路）

⇒当社自然観察指導員、日本自然保護協会（NACS-J）専門講師

■地元野外活動施設と連携した体験プログラムの実施

・清里高根エリア、明野エリア、富士見エリアなど八ヶ岳全体エリ

アでの野外活動好適施設の紹介と交渉を当社が支援します。

［清里エリア］清泉寮/サンメドウズ清里/高根三代校舎ふれあいの里/高根クラインガルテン

［富士見エリア］八ヶ岳自然文化園/富士見パノラマリゾート/［明野エリア］明野フラワーセンター

（3） 冬の学校受け入れにおける支援体制の強化

■冬の学校受け入れの拡充（茅ヶ崎市、寒川町を含む）へ向けて、スキー体験などの冬の体験学習を

援助する指導補助員の体制を強化します。

農業体験（南牧ふじさわ農園）

学校教育利用への協力体制 （2）

トレッキング（登山）



指導補助員の運用と活用策 （1）
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指導補助員は、体験学習について各学校と連携し、

直接学習活動に携わる重要な役割であることを常に

意識し、更なる業務の品質向上に努めていきます。

（1） 指導補助員の役割と使命

■野外体験教室活動時には安全を確保することを第一の使命とします。

■児童・生徒の皆さんと、常に良好なコミュニケーションをとって行動します。

■児童・生徒の皆さんの「八ヶ岳の思い出づくり」を積極的にお手伝いします。

■挨拶の徹底や清掃活動など、集団行動におけるマナーやルールについて適切に指導補助いたします。

■児童・生徒の皆さんとは、ふれ合いと思いやりのあるお付き合いをします。

■万が一の緊急時には、教育委員会及び、現地の警察・消防、病院等と連携して適切に対応します。

■指導補助員の業務の重要性（役割と使命）を良く認識し、各学校の期待に応える体制を構築します。

① 役割と使命

② 主な業務活動

■指導補助員の主な活動内容は以下のとおりですが、この内容に制約されることなく、学校利用時の

全ての行事・活動に目を配り、スムーズな運営のために柔軟に対応します。

・体験教室入所式時のオリエンテーション補助、リネン類の説明

・体験教室周辺の登山、ハイキングコースルートガイド

・ネイチャーウォーク、ナイトウォークなど実施前での活動ルートの状態及び安全確認

・野外炊事体験時の火熾し、料理指導、片付け指導、残り火の管理

・キャンプファイヤー、キャンドルファイヤーの下準備、後片付け

・キャンプファイヤー、キャンドルファイヤーのエールマスター、全体レクリエーションの進行

・コース別活動時におけるバス乗降時の安全確保

・その他細部にわたり児童・生徒たちに目を配り、安全確保を徹底

クラフト体験（集会棟） 農業体験 キャンプファイヤー



指導補助員の運用と活用策 （2）
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（2） 指導補助員の体制とマネジメント体制

■学校利用の前年実績を踏まえ、藤沢市教育委員会と連動した年度の学校利用の期間・人数等の見込み

計画に基づき、管理運営仕様書の基準に従い、必要な配置人数を確保します。

■学校利用時での指導補助員のリーダーには、「自然観察指導員」の

資格を持ち、八ヶ岳の自然に関する豊富な知識、登山やトレッキング

の経験を有する、統率力のある者（当社社員）を配置し、指導補助員

に対し実務を通じて、体験活動における指導法や安全管理についての

指導を行う体制とします。

■指導補助員の人材については、キャンプファイヤー・キャンドルファイヤーのエールマスターの対応

ができる人材を確保し、それ以外のメンバーとして体験活動における補助活動に支障が出ないように、

八ヶ岳現地の状況を熟知した、経験ある人材を確保し、適切な対応が図れるよう要員配置を行います。

■また、学校側との体験学習の推進における、現場での様々な調整は、指導補助員リーダーが行い、指

示命令系統を一本化し、学校側とのスムーズな連携・協力が行える体制とします。

■指導補助員は成長期、思春期の児童・生徒とのコミュニケーションを良好に行える対応を実行します。

① 人材要員とマネジメントの考え方

② 指導補助員の児童・生徒とのコミュニケーションの仕方

【児童・生徒が親しみやすいスタッフを配置】

・児童・生徒たちと明るく元気にまたフレンドリーに接することができ、

児童・生徒にとって親しみやすいスタッフを配置します。

・常に自然と触れ合っているスタッフが、児童・生徒たちとの会話の中

で自然に関するクイズなどでコミュ二ケーションをとることで、自然

に対する興味や学習のきっかけづくりを行います。

【児童・生徒一人ひとりに挨拶と声掛けを励行】

・指導補助員には、担当する学校の滞在期間中は、参加する児童・生徒

たち全員に挨拶の声掛けを行います。

・親元を離れて過ごすことへの不安感を払しょくするために、児童・生徒

たちとのふれ合いの中から彼らの状況を感じ取り、フォローすることに

より、「八ヶ岳の思い出づくり」のお手伝いをします。

・藤沢を離れ、非日常空間の八ヶ岳野外体験教室で野外体験や集団生活を送ることで、児童・生徒たち

は自然についてはもちろん、自分自身の知らない一面や友人の新たな一面を発見することがあります。

そんな時には、彼らの声に耳を傾け、感動を共有します。

【ニックネームで親しみやすく】

・児童・生徒たちから気軽に声をかけられるように、指導補助員にはそ

れぞれニックネームをつけて紹介します。親しみやすいニックネーム

でコミュニケーションを図ります。

当社の自然観察指導員

到着 ・ 入所式



食事提供のサービス内容 （1）
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安全性を第一に、当社運営のリゾートホテルで培った調理技術と

おもてなしノウハウを活用した、満足度の高い食事サービスをご提供します。

★当社は平成25年度に指定管理者に選定されて以来、宿泊施設としてお客様の最大のお楽しみ

である「食事」につきましては、とりわけ高い評価とご満足の声を頂戴しております。

★今後も「安全性」を第一に、当社のホテルの調理・レストラン部門で豊富な経験を積んだ人材

を軸に、質の高い料理とおもてなしにさらに創意工夫をこらし、お客様に高いご満足をご提供

いたします。

（1） 安心を第一とした学校食の提供

■藤沢市の給食基準に準じて提供してゆくことを前提に、各学校のご意見、教育委員会の指導、教員委

員会の試食会でのご意見や指摘事項をもとに、学校食メニューを提案し提供します。

■また、昨今増加している「食物アレルギー対応」には細心の注意を払い、リスクをできるだけ回避で

きるメニュー、またアレルギー対応での代替メニューも併せて提案・提供いたします。

■学校食メニューを取り扱うにあたっては、成分表の提出、厨房レストランに従事する従業員全員の検

便を、学校受け入れ月には月2回実施するなど「管理運営仕様書」に基づき、食品衛生について細心

の注意と緊張感を持って取り組みます。

［夕食A］ ［夕食B］

学
校
食
・夕
食

学
校
食
・朝
食

・信州山賊焼き/干し野沢菜のｽﾊﾟｹﾞﾃｨ/彩り野菜

・小松菜とツナのおひたし/あまなつフレッシュ

・ご飯/豆乳のｺｰﾝﾁｬｳﾀﾞｰｽｰﾌﾟ/ふりかけ

・信州ﾎﾟｰｸﾛｰｽｽﾃｰｷ/温野菜ｻﾗﾀﾞ/レモンムース

・ホールコーン/かに玉にゅうめん

・ポテトとマカロニのサラダ/ご飯/ふりかけ

［ごはん朝食］ ［パン朝食］

・鮭塩焼き/温野菜のサラダ/厚焼き玉子

・野菜焼売/カップ納豆/きなこわらびもち

・ご飯/みそ汁/ふりかけ

・ﾃｰﾌﾞﾙﾛｰﾙ/ｸﾛﾜｯｻﾝ/いちご&ﾏｰｶﾞﾘﾝ/かにｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ

・ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ/ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ/ﾎﾞｲﾙｳｲﾝﾅｰ/ﾁｮｺﾚｰﾄﾏﾌｨﾝ/ﾌﾗﾝｽﾊﾟﾝ

・ﾚﾝｺﾝとしめじﾓﾛｯｺｲﾝｹﾞﾝのお豆腐ｻﾗﾀﾞ/野辺山高原3.6牛乳

※食欲旺盛な成長期の児童・生徒への対応として「ご飯」「パン」はおかわり自由としています。

※その他「野外食用メニュー」の提供も行います。（カレーライス・野外とん汁・牛丼/全てフルーツ付）
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（2） リーズナブルな料金で上質な一般利用客向けメニューの提供

■一般利用のお客様には、八ヶ岳での思い出に残る、ホテルレストランのノウハウを活かした高質感あ

るメニューを、リーズナブルな料金で提供します。

■学校食とも同様、食材は高原野菜など地元の食材をふんだんに使用し、季節にあわせて新しいメニュ

ーやデザートをご案内して、リピーターの利用客にも「来るたびに新しくておいしい料理が楽しめる」

という、野外体験教室のブランド価値まで高めてまいります。

一
般
食
・夕
食

Ａ

一
般
食
・夕
食

Ｂ

一
般
食
・朝
食
他

［洋食/1,800円］ ［和食/1,800円］

［ホットケーキセット］
《600円》

［和食/3,200円］

［洋朝食］
《500円》

［和朝食］
《500円》

［洋食/3,200円］

・信州そばｻﾗﾀﾞ八ヶ岳ｽﾀｲﾙ/ﾄﾏﾄのｽｰﾌﾟ

・ﾎﾟｰｸﾋﾟｶﾀﾄﾏﾄｿｰｽ/ﾌﾟﾁｻﾗﾀﾞ/本日のﾃﾞｻﾞｰﾄ

・ﾊﾟﾝ/ｺｰﾋｰ

［前菜］えびす切り出し、磯あわび、もろ胡瓜

［酢の物］ほたるいか酢味噌添え

［お造り］まぐろ山かけ、青のり、鶉たまご

［焼物］にじます塩焼き/［揚物］旬の野菜天麩羅/他

・前菜盛り合わせ/花豆のｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ

・信州ｻｰﾓﾝのふきみそﾏﾖﾈｰｽﾞ焼き

・和牛ﾋﾚ肉のﾎﾟﾜﾚ赤ﾜｲﾝｽｰﾌﾟ/ﾌﾟﾁﾌｫｱｸﾞﾗ丼

・本日のﾃﾞｻﾞｰﾄ/ﾊﾟﾝ/ｺｰﾋｰ

［食前酒］旬のお酒/［先付］たまご豆腐、青のり

［前菜］帆立酒蒸し、北海つぶ貝、公魚南蛮漬け他

［酢の物］山海鳴門巻き、黄味酢

［お造り］海の幸五点盛り他/［焼物］信濃雪鱒姿焼き他

［揚物］天麩羅盛り合わせ/［蒸し物］信州田毎蒸し/他

【一例】

【一例】

【一例】
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（3） さらに満足度を高める一般利用客向けメニューの提供

■お客様の声をもとに、季節ごとの単品メニュー・デザートメニューの提案や、大人のためのドリンク

メニューの提案、リーズナブルプライスでのコース料理など、一般利用客の様々な

なご要望に対応するメニューの開発・提案を行います。

一
般
食
・特
別
メ
ニ
ュ
ー
と
単
品
メ
ニ
ュ
ー

【一
例
】

［和牛ほほ肉のビーフシチューセット/2,400円］ ［和牛コロッケセット/1,500円］

［わんぱくカツカレー/700円］ ［わんぱくプレート/800円］

（4） 食物アレルギー対応への細心の対応

（5） 食品衛生への厳格な対応

■昨今増加している「食物アレルギー」の対応につい

ては、学校側からの事前の申告内容をさらに精査を

加え、細心の注意を払い対応します。

■アレルギー対応については、特定原材料7品目のみ

ならず、それ以外の申告内容にも細かく対応して

います。

⇒青魚/魚卵/砂糖/りんご・メロン・桃等の果物類

⇒アレルギー対応食事手配書での細心の注意と徹底

ビーフシチュー、デザートのオリジナルプリンも
単品で大人気となっています。

■当社は「品質管理規程及び細則」により食品安全衛生に関わる規程・ルール・実施手順を定め、ホテル・

野外体験教室を対象とした食品衛生・品質管理に関わる日々の現場の自主点検、当社「品質管理委員会」

による定期点検、また外部専門機関（長野県食品衛生コンサルタント協会）の定期点検（月1回）、さら

にグルーブ監査部門による業務監査を受け、食品及び調理レストランの品質衛生管理を徹底しています。

学校名
＊乳製品（牛乳・ヤクルト・ヨーグルト等）
＊生パイナップル
＊非加熱の卵・牛乳・乳製品
＊リンゴ・バナナ・黄桃・ゴマ

＊卵・落花生・ナッツ類・そば・くるみ・キウイ・トマト
（アナフィラキシ―ショック有）

利用日 　　平成２９年１月１６日（火）～１月１８日（木）　　　２泊

テーブル　№１７-① 　　　　　　　　＊乳製品（牛乳・ヤクルト・ヨーグルト等）禁

　　１/１６　　　夕食　

⇒ ヨーグルト除去マヨネーズ和え

　　１/１７　　　朝食　

ジョア ⇒ 緑茶で代替

　　１/１８　　　朝食　

野辺山高原牛乳 ⇒ リンゴジュースで代替

ミルメーク ⇒ 除去

テーブル　№１７-②　　　　　　　　＊生パイナップル禁

　　１/１８　　　朝食　

フルーツカクテル ⇒ みかんのシロップ煮

さつま芋とリンゴのヨーグルト和え

●●●中学校　Ａ

人数 ５名

変更内容
（1）

変更内容
（2）

【アレルギー対応食事手配書】（例）
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開所から満30年。野外体験教室の利用価値をさらに高める、新たな

体験プログラムの開発へ向けて、当社が全面的に支援いたします。

★運営開始から30年が経過する野外体験教室には、施設・設備・備品などのハード面だけでなく、

これまでに培った体験プログラムの他、ここを訪れた児童・生徒、そして市民皆様の多くの

〔思い出〕という、大切なソフト資源が蓄積されています。

★「開所30年」をお祝いすべく、藤沢市民皆様の心に残る記念事業に取り組んでまいります。

・開所30年記念メニュー ・開所30年の思い出写真展 ・開所30年記念植樹

・開所30年記念品の作成 等

（1） 学校利用での体験プログラムの充実

① 藤沢市の小・中学生と地元小・中学生との交流促進

■八ヶ岳での体験学習に加え、地元の小・中学生との交流は、

藤沢市の児童・生徒の皆さんにとっても地域を理解することや

友人の輪を広げることなど、大変有意義な機会です。

■当社は、地域のネットワークを活用して佐久エリアの各市町村

の行政・各学校と連動して交流の場づくりを支援し、中学校ク

ラブ活動での交流も実現しています。

② 地域の名物資源を活用した新たな体験プログラム

■日本有数の「星の名所」である自然郷の資源と、当社と地域の各研究施設とのネットワークを活用して

「宇宙・星空」をテーマとした内容の濃い体験プログラムづくりを支援いたします。

■「南牧村」は「美星町」(岡山県)「石垣島」(沖縄県)とならび、『日本三選星名所』（天文学者が選ぶ

星空がきれいな場所ベスト３）に選ばれ、3行政が連動してPR活動を行っており、平成27年10月に

は、当社施設の八ヶ岳高原音楽堂で「第3回星空サミット」も開催されました。

■さらに平成29年10月には、環境省主催の「第29回星空の街・あおぞらの街全国大会in信州南牧村」が

八ヶ岳高原音楽堂で開催されました。当社では「宇宙・星空」のテーマについて、さらに幅広いネット

ワークとノウハウを形成しています。

藤沢市・高倉中学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部（38名）
と地元３中学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部との試合
《於：佐久穂中学校/H29年8月》

［プログラム例］・地元研究施設見学と体験（国立天文台野辺山宇宙電波観測所/うすだスタードーム）《午前》

・地元研究施設専門家、ゲスト講師による小学生・中学生向け講演会（八ヶ岳高原音楽堂）《午後》

・星空観望会（ホテル施設内芝生広場）《夜》

国立天文台
野辺山宇宙電波観測所

うすだスタードーム
（60ｃｍ反射望遠鏡：右）

宇宙・星空講演会事例（音楽堂）
・うすだスタードーム講師

http://www.nro.nao.ac.jp/gallery/45m.html
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（2） 学校利用、一般利用を含む『自然観察』をテーマとした体験プログラム

■野外体験教室の最大のソフト資源は自然体験プログラムです。当社は自然郷内の自然観察最適エリア

を活用したより内容の濃い自然体験プログラム『自然観察会』を学校利用の体験学習のひとつとして

また一般市民の方々にもより八ヶ岳の自然を知り体感いただく機会を提供いたします。

（3） 藤沢市民の皆さまの様々な団体活動への支援プログラム

【自然観察会の概要】

■自然郷は「亜高山帯」と「山地帯」の分岐点にあたり、かつて

牧場のため原生林が一度伐採されたために、両者の混合が進み

自然が本来あるべき姿を求めて、様々な変化と進化を続けてい

ます。また開発から59年が経ち、自然を健全な状態に誘導す

る「自然保全」、希少な樹木や植物・蝶などの生態を回復させ

る「自然保護」の活動が重要となっています。

■当社では、八ヶ岳の原生林が杣添川流域に広がり希少な野鳥

や植物を観察できる「杣添遊歩道」と、自然の偶然で生まれ

た千曲川支沢の源頭部の湿地帯が中央に広がり、希少な生物

や植物の群落が観察できる「北原地区散策路」にて、定期的

に「自然観察会」を開催しています。

■講師は、日本自然保護協会（NACS-J）や日本鳥類保護連盟

の専門家や当社のベテラン自然観察指導員が担当し、自然保全

や自然保護の重要性と手法について、密度濃く体験することが

でき、当社顧客からも好評で、当社ではこの「自然観察会」の実施

頻度の拡大及び講師となる人材の育成を進めております。

⇒  1回20名、2時間コース（1日3回まで実施可能）

⇒ 参加費：有料（野外体験教室利用の方にはご優待いたします）

自然観察会（杣添遊歩道）

【八ヶ岳高原音楽堂を活用した藤沢市民のサークル活動の活性化】

自然観察会（北原地区・散策路）

当社ベテラン自然観察指導員

■自然郷最大の付加価値ある施設に「八ヶ岳高原音楽堂」があります。音楽堂では年間約60公演のコン

サートに加え、ブライダル会場、レンタルでの各種催事開催、企業の会議・研修会、趣味のサークルの

練習・発表会など、様々な用途でご利用いたたいています。

■藤沢市の様々な団体、サークルの方々が野外体験教室に宿泊し、自然溢れる静かな空間の音楽堂で

活動するプログラムの実施について、各団体ごとのご要望にきめ細かく対応いたします。

［プログラム例］

・コーラスサークル合宿発表会

・太極拳、ヨガなどの健康サークル合宿

・団体の合宿研修会

・中学生、高校生集中勉強会（夏季・秋季）等

コーラス愛好会の合宿発表会

★野外体験教室と音楽堂の送迎、会場ﾚﾝﾀﾙ

料金の特別ご優待など、便宜を図ります。
夏の八ヶ岳高原音楽堂

http://www.yatsugatake.co.jp/nature/photo/2017/03/23.html
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予約受付期間について
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本館ロビー 本館和室



お客様へのご案内（利用料金・キャンセル料）
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〈キャンプ場への小径〉

〈キャンプ場〉
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研修・講習・訓練計画
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消防訓練 救急救命講習



施設保守管理計画
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ボイラー 風呂ろ過機
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