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財団法人京都ユースホステル協会

当協会が目指すもの（目的）

（財）京都ユースホステル協会は
青少年が、旅行や体験を通じて
見聞を広め、人間関係を豊かにし
人間性を高めて健全な社会人に成長しうる
施設の運営やイベントの催行などにより
社会的役割の一端を果たす
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2010 年度本協会の指針は４つである

１．つながりから「新しい価値」の創造
本協会は、価値あるもの（人、物、情報、機会、場、時間）

をつなぐ核になり、新しい価値を創造する

２．ユースホステルの社会的役割と魅力を創造
ユースホステルの役割を再定義し、推進することによ

り、青少年育成への貢献する

３．ユースホステル運動で社会的責任を果たす
地域社会や世界的なネットワークを結ぶ各活動を推進

することにより、青少年育成への貢献する

４．会員との信頼関係の構築

本協会の価値を高め、会員に対して、付加価値を生み

出すことで会員に対しての適正な還元を行う

目的および活動指針に基づいた行動目標は５つである

１．外部への発信力の強化

２．外部と連携によるビジネスモデルづくり

３．宇多野ユースホステルを軸としたイベントの充実

４．財団経営に基づいた、指定管理事業および受託事業

　　の見直しと方針策定

　　対象：宇多野 YH ／百井青少年村／天橋立 YH ／

　　　　　つどいの広場／

５．財団移行に向けた実務ならびに申請書類の策定

以上の取り組みにより次の実績を目指す

　１．宇多野ユースホステル 3.6 万人 (4 万人）

　２．天橋立ユースホステル 3.5 千人 (4 千人）

　３．京都での会員入会者数 3千人　（5千人）

　４．宇多野ユースホステルの次期指定管理の継続受託
　　※（　）内は次の目標となるものである

活動指針

目　次
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行動目標



ユースホステル運動は、自らが主体となった「旅」と「出

会い」から始まる体験活動である。

本協会は、体験活動を支えるための仕組みとしてある、

世界的な「ユースホステル」「会員」のネットワークを

活用した様々な「場」と「機会」を提供する。

「素材や資源」と「対象」をつなぐ「場（支援的活動）」

と「機会（能動的活動）」を有機的な活動として、創造

することが私たちの役割である。

※支援的活動とは、参加者が自ら主体的関わりによって 

   YH 運動の実現を目的とする活動。

※能動的活動とは、本協会が主体となって対象者に対し  

  て、YH 運動の実現を目的とする活動。

活動領域

組織体制
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■年間目標実績達成に向けた活動

１）国内外での営業、PR

　・京都市の外客誘致組織やユースホステルネット

   　ワークを活用した旅行博や招聘事業への参加

　・旅行会社や観光案内所、国際交流協会等への営業

　　活動や情報提供の充実・強化

　・地域の活動団体や組織への DM 発送、モニター宿

　　泊　によるニーズの把握

２）インターネットや紙媒体他を活用した広告宣伝

　・旅行誌の広告掲載、バナー広告の実施

　・施設案内利用プロモーションビデオの作成

　・宿泊や食事、体験等の割引抽選会の実施

３）宿泊誘客につながるプランの実施

　・グループ、団体向け宿泊研修パックの企画、提供

　・朝食や文化体験のサービス提供

　・ISC 京都との積極的なコラボレーション

　・Kyoto Winter Special への積極的参加

　・グループリーダー割引や誕生日割引他の実施

　・国際ＹＨ連盟団体予約システム IGS への登録・参加

４）接遇、サービス、快適性等の向上

　・類似施設の視察や研修による接客やサービスの向上、

月 1 回の施設点検日の設定による質の維持

　・HI-Q（Hostel Management Quality System）導入の

　　検討

５）取り組みやイベント情報等の発信

　・イベントカレンダーの作成、配布

　・施設利用案内のリニューアル、配布

　・WEB の定期的情報更新、SEO への取り組み

■日々の安定的、効率的な施設運営

１）受入対応、予約管理（個人、団体）

　・効率的な施設利用や部屋割りの調整

　・スタッフ全体の接客レベルの向上と質の均一化

　・漏れのないチェックシステムの確立・励行

　・効率化を図る作業と時間をかける作業の整理

２）ニーズ把握、宿泊者の要望や苦情等への迅速な対応

　・アンケートによるニーズやリクエストの把握、

　　改善計画の策定

　・トラブルやクレームへの迅速な対応、事例検証とス

　　タッフ間での共有、対応マニュアルの作成

宇多野ユースホステル
京都市からの指定管理

［目標］

① 2011 年度以降の指定管理者の継続受託

② 年間宿泊実績 36,000 名（ベッド稼働率 58％）

※	 2009 年度実績見込み約 32,500 名　

③ 施設利用の促進 7,200 名（対前年度比 120％）

［重点取り組み］
1） 指定管理の継続と宿泊実績の向上
2） 日常業務の効率化と安定的な運営
3） 外部発信力の強化（営業活動・イベントの充実）
4） 宿泊者および施設利用者へのサービスの充実



■食堂部門

１）食事メニューの質の改善と提供する体制の見直し

・素材を味わえるメニューの提供

・食堂スタッフの業務の見直し

　調理だけでなく顧客や商品管理も含めた積極的な

　運営参画を進める

２）外部との提携による運営の効率化と質の向上

■サービス部門

・インターネット端末／無線 LAN 利用サービス提供

・レンタサイクル

・アメニティの充実

・宿泊者向けの情報（Web・ちらし・Map）の充実

・オリジナルグッズ／コラボレーション商品の販売

１）施設を活かした就労体験、外国人研修生や留学生の

　　ボランティア活動等の受入れ機会を提供

・外国人や留学生ボランティアの受入

・中学生チャレンジ体験の受入れ協力

・大学コンソーシアム京都インターンシップへの協力

・教育機関等と連携した受入事業の実施

２）地域と連携した楽しむ機会と広報の機会の創造

　・地域参画型フェスティバルや夏祭りの実施

３）文化、生活や自然を体験から学ぶ機会を提供

・子どもの異文化理解体験宿泊プログラム

　（株）アクトレップと連携したプログラム実施

・集会室を活用した各種体験教室の定期開催

４）京都の歴史や文化、自然を感じられる観賞ツアー、

　　体験イベント等の実施

・生八橋作りや利き酒イベントや京野菜試食会

・ずいき祭りや祇園祭、大文字観賞ツアーの実施

・舞妓扮装体験や手描き京友禅体験ほかの実施

・地域協力者やイベンターによる体験交流機会の設定

・継続的な京都伝統行事引率ツアーのアレンジ

・インターンシップを活用したツアーの開発や試行

・季節感と深い京都が味わえるツアーの実施

・ガイドブックに載っていない名所ツアーの実施

イベント
「京都」に出会う「ひと」をつなぐ

旅行者へのサービス
旅の印象をより深いものへ
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［目標］

① 年間宿泊実績 3,500 名（ベッド稼働率 20％）
② 持続可能な運営モデルの策定

［重点取り組み］
1） 新たな展開を模索し実行するための体制づくり

2） 地域資源の活用と地域活動者と連携した取り組り
　を行い地域とユースホステルの相互の活性化を図る

天橋立ユースホステル
宮津市からの指定管理

■宿泊事業

１）青少年育成

　・安全で低廉な宿泊施設提供による課外体験の推進

・若者ひとり旅キャンペーンの継続実施

・青少年団体応援キャンペーンの実施

・リピーター割引券の発行

２）国際交流　　

・外国人旅行者の誘致、受け入れ

・外国人宿泊者と邦人宿泊者との交流機会の提供

・地域との交流の推進

　海洋ごみ清掃日韓交流の協力

・CIEE（国際教育交換協議会）ボランティア受け入れ

３）環境教育　　

・環境への負担の少ない施設運営の推進

・ペレットストーブ導入

　＝宮津市バイオマス活用ビジョンの推進。

４）快適な宿泊環境の提供

・周辺の環境整備と観光案内の充実

　竹薮の伐採／駐車場の整備／道標の設置

・観光マップの作成／祭事・催しの案内

５）行事の実施　

・ツアーの実施

　夜明け／蛍見学／灯ろう流しツアー etc。

・地域性を生かした味覚の提供

　カニづくしパック／丹後の刺身味覚体験

・地場商品・ＹＨ商品の販売／商品の開発

　「ちりめん絵はがき」「ＹＨＴシャツ」etc

・旅行者へのサービス

　レンタル商品（自転車・釣竿・ゆかた、他）提供

５）ＰＲ活動　　

・雑誌、YH 季刊誌への記事および広告掲載

　「全国安い宿情報」への掲載

・ホームページへの掲載による情報の発信。

　「はしだてねっと＝地域情報ホームページ」

　インターネットによる宿泊予約の実施。

■地域活動

１）観光協会、自治会、地域青年部、関係団体との連携

・天橋立観光協会府中観光会での監事参画

・地域行事への参画

　清掃事業／海開き／花火大会／ふゆ花火、他

２）地域の活性化と滞在プログラムの充実

・養老漁協＝定置網体験

・大宮工房＝陶芸・手染め体験

・丹後資料館＝歴史紹介・古代体験

３）「丹後の資源活用型観光モデル事業実行委員会

　　（府地域力再生プロジェクト支援事業）」事務局
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［目標］
① 地域や教育機関、他のつどい事業所と連携した取り

組みの試行
② 2011 年度に向けた自立的、継続的な新しい運営形

態の調査と検討、可能性の明示

［重点取り組み］
1） ネットワークを活用した協働事業の企画立案

2） 利用者によるイベント実施のサポート

3） 自立的運営形態に向けた運営収支の改善化

［目標］

① 協会としての今後の方針と担当課の方針を検討し、

2011 年度以降の指定管理者の対応策の策定

② 管理運営が任される夏季期間を効率的な行う

［重点取り組み］

1） 効率的な手続き業務の検討、事務作業の簡略化

2） 地域や活動団体との連携、サポート

3） 夏季管理運営スタッフの早期確保

京都市百井青少年村
京都市からの指定管理

格致つどいの広場
京都市からの受託事業



8

2010 年度に協働する予定の外部団体

■社会人基礎力に関して

　( 株 ) ヒューマンアクティベーション

　※人材育成／キャリアコンサルタントが主な業務

■青少年育成事業に関して

　一般財団法人ポジティブアースネイチャースクール

　　※自然体験活動を中心とした自然学校

　ネイチャーキッズ京都

　　※元職員が中心に通年型クラブ事業を実施する

■国際協力・交流事業に関して

　( 株 ) アクトレップ

　※国際交流と人材養成／派遣が主な業務

■宇多野 YH での事業に関して

　( 株 ) らくたび

　西陣地域の町づくり協議会

　京都伝統産業青年会

１）新しいビジネスモデルの創出と試行

　・旅プランニング・ワークショップ

企業・大学を対象に「旅」を手段にした人間力向上

トレーニングプログラムの開発

　・旅カフェ・プロジェクト

「ひとが集える場所＝ＹＨらしさ」となる空間と機

会づくり（宇多野 YH にて実施）

２）青少年育成事業の推進

　・スキー・キャンプ等の自然体験活動の通年実施

　・多世代交流野外事業ネイチャーキッズの実施

３）その他

　・宇多野 YH での事業（宇多野 YH P.5 参照）

　・各施設での利用促進に関連するイベントの検討

　・JICA 国際協力機構海外青年研修事業の委託

　・ISC（International Service Club）京都の活動支援

　・ファミリー万歩を毎月１回の実施

　　（京都新聞社との共催）

活動推進事業
収益的YH活動

［目標］

① 外部団体との連携によるビジネスモデルの創出
② 収支均衡を前提とした YH 活動の創出

［重点取り組み］
1） 採算性を前提とした YH 活動を推進

2） 外部との連携しつつ YH 運動の特色や独自性を生
かせる事業モデルづくり

3） 施設（YH）を活用した取り組み
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協会本体活動
会員向け活動 /組織整備事業

［目標］

① 会員実績 2,500 名（09 年度比　約 500 名増）

［重点取り組み］
1） 会員の付加価値を高める（特典の強化）

2） 情報収集力と発信力の強化（月１回情報紙の発行）

3） 協会の運営に則した労務・総務に関する諸制度の
再整備　　

２）外部関係団体との協働・参画（予定）

　・ ゆめっと京都への参画

　・ 近畿ブロック連絡協議会

　・ 公営ユースホステル協議会

　・ 京都府下ユースホステル部との連携

　　　（会議・助成金・研修）

　・ 京都府ペアレント連絡協議会（事務局）

　・大学コンソーシアム京都

　　インターンシッププログラムへの協力

１）外部関係団体への派遣（予定）

　・ （財）京都市ユースサービス協会（理事・評議員）

　・ 人づくり 21 世紀委員会（幹事）

　・ 京のアジェンダフォーラム２１（幹事）

　・ 京都キャンプ協会（理事・運営委員）

　・ 京都府レクリエーション協会（副会長・評議員）

　・NPO 法人京都子どもセンター（理事）

　・ 京都府防災ボランティアセンター（委員）

　・花背山の家運営協議会（運営委員）

　・ 国際交流観光客誘致推進協議会（委員）

　・ 歴史回廊協議会（常任幹事）

　・ 宇多野小学校運営協議会（委員）

　・ 鳴滝総合支援学校運営協議会　（委員）

　・ 佛教大学　（非常勤講師）

　・京都ノートルダム女子大学

　　オリエンテーションキャンプ（ファシリテーター）

外部団体とのつながり
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2010 年度 予算概要
［重点取り組み］
1） 事業目標の管理と数値化

2） 質を保ちながらの効率化と工夫により支出の削減

3） 結果として累積損失の減少

収入総額

206,280 千円

支出総額

205,193 千円

■収入について

１）指定管理事業収入および受託事業収入の割合が減少

　　09 年度　61.9%　⇒　10 年度　54.2%

金額ベースでははなく、事業収入の増加による相対

的な割合の減少

２）事業収入割合が増加

　　09 年度　31.5%　⇒　10 年度　37.5%

主たる原因として、活動推進事業の拡大および食堂

等の収入増を今年度実績より見込増加とした

３）09 年度実績見込より会員収入の減少を見込んだ　

　

収入面において 10 年度は、計画した事業を着実に実現

させながら、目標達成を目指す。

■支出について

１）事業費における給与手当支出が大幅に増加

　　（09 年度比で約 1,400 万円増）

主たる原因として、事業拡大に伴う賃金の増加が原

因となっている

２）管理費における事務費は、外部発信力強化に伴い増

　　加となった（09 年度比で約 100 万円増）

支出面において 10 年度は、活動の質を向上させながら、

運営費の削減および事業運営における効率的な人員配置

により支出を減少させることが課題である。



組織概要
　【団体名】　　　　　　　財団法人　京都ユースホステル協会　
　【代表者の役職氏名】　　会長　堀場　厚
　【財団設立】　　　　　　1968 年 2 月 12 日
　【団体役職員数】　　　　理事　12 名　
　　　　　　　　　　　　監事　 2 名　評議員　23 名
　　　　　　　　　　　　職員　12 名　うち正職員５名　（2009 年 9 月 30 日現在）
　【団体所在地】　　　　　京都市右京区太秦中山町 29　宇多野ユースホステル内
　【電話番号】　　　　　　075−462−2312（代表）
　【監督官庁】　　　　　　京都府教育委員会
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遊す T シャツ　1,500 円　　　　　遊すポロシャツ 2,300 円　　　　都鶴とのコラボ日本酒「遊す」
300ml　800 円　1800ml　3,000 円


