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　2011 年の国際ユースホステル連盟の事業方針

は、Web を駆使したブランド力向上・品質向上、

および、アジア太平洋地域のマーケット拡大を掲げ

ています。

　当協会は、今年度予定しております新財団への移

行にあわせ、これまで続けてきた世界との連動をさ

らに意識し、新体制を固め、時代の風を取り込み、

各種イベント ･ 事業を推進し、国内のユースホステ

ル再活性化の魁となれるよう取り組みます。

引き続き、ご指導ご支援をいただきますようよろし

くお願いいたします。

　昨年、世界中のユースホステルをつなぐ予約サイ

ト（HI hostels.com：10 月日本語サイト開設）の

予約件数が、対前年比８％増加しました。

　しかしながら、国内では、会員数の減少が止まら

ず、神奈川県ユースホステル協会が解散（11 年 3

月末）、京都においても東山ユースホステル（11 年

3 月末）が閉館されるなど世界の状況と逆行した感

があり、日本の青少年に世界で活躍してもらうため

にも、世界と連動する活動が急がれます。

 2011 年度　概要

３

目標：『ユースホステル』の認知度を高める。

数値目標：総合利用者数：

　　　　　　50,000 人 ( 対前年比 10.3％ UP)

―宇多野ユースホステル宿泊者数　：36,000 人

―天橋立ユースホステル宿泊者数　：3,770 人

―「旅」事業 ･ イベント参加者数 　：10,000 人

―ホームページアクセス数：

　　　5,000 アクセス / 月（前年平均 2,504/ 月）

―新聞記事掲載 ･ 放送回数等報道数 ：20 件

実行指針：

① 世界 ( 海外 ) と連動。

② 新しい「旅」関連事業を開発し催行。

③ 実行体制 ( 外部含む ) の整備。

（財）京都ユースホステル協会は、｢旅｣ をコア

コンセプトとする事業を展開し、青少年の健全な成

長と、旅行者のにぎわいに寄与できるよう活動して

います。しかしながら、海外各国と比較して、現在

のわが国における ｢ユースホステル｣ の認知度は低

いものであります。

今後、事業の強化発展を続け、「ユースホステル」

が社会的役割を高めるためには、まず高い認知度が

不可欠と考え目標とします。

実行体制の整備と運営の工夫をしつつ、業務の

質・量ともの向上に意識して取り組むことで目標を

達成します。

事業が強化発展すれば、財政基盤の安定にもつ

ながるものと考えています。

 （1）はじめに

 （2）方針と目標

はじめに / 方針と目標



１．多様なパートナーと連携し、ユースホステルが

持つ教育的な環境を活用した事業や取組み等を

充実させます。

２．国際的なネットワークとの連携を強化し、また、

品質管理マネージメントシステム（HI-Q）やグ

ループ予約、WEB による情報共有システム（HI

ハイウェイ）等の新しい国際システムを活用し、

運営の質の向上や利用の促進、情報発信の充実

を図ります。

３．世界や時代の変化、ニーズを見据えながら、地

域での特色、魅力の発掘や体験事業のモデルづ

くり、参加への仕組みづくり等を行い、地域と

の持続的な発展モデルを確立します。

　ユースホステルの世界的な取り組みや国際的な

ネットワークを活かしながら、ユースホステルが立

地する地域の自然や景観、歴史や文化、食や産業、

人材等の資源と旅行者、来訪者とをつなぐ魅力的な

滞在や体験プログラム等を創造し、地域との相互交

流を促進する中で。相互の距離を縮め、滞在の魅力

を高める取組みを進めます。

　また地域と旅行者、来訪者との相互交流を促進す

る中で、相互の距離を縮め、滞在の魅力を高めます。

　国際的なシステムを活用した施設運営の質の向上

に取組み、国内外からの利用に応えた運営と経営が

両立する新しいユースホステルモデルを確立し、今

後のユースホステル活動の発展や当協会が独自に運

営するユースホステル整備を目指していきます。

中長期での事業指針／協会運営
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 （3）中長期的活動指針

 ユースホステルの取組みや事業の役割、位置づけ

旅行者

来訪者

地域

世界

歴史や文化、景観、自然、食、生活、

人や産業等の地域の資源や魅力

（財）京都ユースホステル協会
訪問者、旅行者と地域、

世界をつなぎ、旅の魅力や価値、

意味を伝える



１．事業活動収入について
11 年度の事業活動収入は、208,143 千円、10 年

度決算予想比 8,973 千円の増加を目指します。

a. 主な増加要因は以下の通り

１）事業部活動（青少年活動やしみんツーリズ

ムなど）の拡大により約 200 万円の増加。

２）宇多野ユースホステル食堂・物品販売収入

により約 250 万円の増加。

３）天橋立ユースホステル事業（宿泊・食堂・

受託事業等）の拡充により約 970 万円の増加。

b. 主な減少要因は以下の通りです。

１）百井青少年村返還により約 430 万円の減少。

２．事業活動支出について
11 年度事業活動支出は、204,992 千円、10 年度

決算予想比 9,106 千円の増加を予想します。

a. 主な増加要因は以下の通り

１）給与手当支出は、職員の定昇・契約変更等

により約 356 万円増。また体制の変更により

事業部および宇多野ユースホステルバイト各

1 名の増員による純増約 345 万円します。

２）天橋立ユースホステル事業の拡充に伴う運

営費が約 420 万円の増加します。

b. 主な減少要因は以下の通り

１）百井青少年村指定管理の返還により約 430

万円の支出の減少します。

３．事業活動収支について
11 年度事業活動支出は、3,151 千円、10 年度決

算予想比▲ 79 千円の増加を見込んでいます。

予算概要／協会運営
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 （4）予算概要

【予算執行状況】
09 年度実績 10 年度当初予算 10 年度決算予想 11 年度予算 10 年度予想比

事業活動収入 209,182,000 205,580,000 199,170,000 208,143,000 8,973,000 
事業活動支出 192,974,000 204,921,000 195,886,000 204,992,000 9,106,000 
事業活動収支 16,208,000 659,000 3,230,000 3,151,000 ▲ 79,000 
経常外支出 6,870,000 0 0 0 0 
当期収支差額 9,338,000 659,000 3,230,000 3,151,000 ▲ 79,000
前期正味財産繰越額 51,598,000 60,936,000 60,936,000 64,166,000 3,230,000 
次期正味財産繰越額 60,936,010 61,595,000 64,166,000 67,076,000 3,151,000 

【2011 年度　事業活動収入内訳】

【2011 年度　事業活動支出内訳】
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 Ⅱ　事業運営

広く知ってもらう事業展開／事業運営

ユースホステルの独自性である「旅が人を育て

る」活動を通して、青少年の育成に寄与すると共に

広く社会での認知度を上げる取組みを行います。

 （1）ユースホステルを広く知ってもらう事業展開　【目標 9,400 名】

【目標】

■「旅」事業・イベント総参加者数：10,000 名

■外部団体と連携したイベント実施回数：500 回

■事業・イベントによる天橋立ユースホステルへ

誘致による宿泊数：延 300 泊

１．青少年育成事業の実施
事業・イベント名 内容・目的 運営主体・協力者 備考

a. 旅カフェ・プロジェクト

若者の思いやチャレンジしたい企画の

実現をコーディネートし、人が集う空

間づくりを実施

イベント毎に日替わりマスター

企画スタッフ
継続

b. 旅プランニングワークショップ
旅を通して、コミュニケーション能力

等の向上を図る研修プログラム
( 株 ) ヒューマンアクティベーション 計画中

c. 就労体験事業
地域の支援学校や中学生の就労・社会

体験の受け入れを実施

京都市内中学校

若者サポートステーション　など
継続

d. インターンシップ事業
海外や国内の学生を受け入れ、地域や

ユースホステルの中に活動の場を提供

CIEE、アイセック、立命館大学

大学コンソーシアム京都
継続

e. アースレンジャー
年少から中学生を対象に年間を通した

年代別自然体験プログラム
（一財）

ポジティブ・アース・

ネイチャーズスクール

継続

f. アースキッズ
年少から中学生を対象に宿泊を兼ねた

単発の自然体験プログラム
継続

g. フレンドステイ

- なかよし宿泊プラン -

小学生を対象に親元から離れ YH で過

ごす宿泊体験プログラム
継続

h. ネイチャーキッズ
小学生を対象に年間を通した多世代交

流プログラム
ネイチャーキッズ京都 継続

2. 遊す（ユースホステルでの宿泊を楽しむ）事業の実施
事業・イベント名 内容・目的 運営主体・協力者 備考

a. エブリデイワン

宇多野ユースホステルと連携して 365

日、滞在者の満足度向上と宿泊者同士

や宿泊者と地域の交流を促進

宇多野ユースホステル

地域住民
継続

b. 若者コンシェルジュデスク
地域市民による旅行者に対しての観光

案内やお勧め情報の提供

大学生、京都学生ガイド協会

大学ユースホステルクラブ
検討中

c. 京都を楽しむヘルスツアー
健康をテーマに京都を旅するプログラ

ムの開発・実施

（一社）日本ダイエット協会

野菜ソムリエ、旅行会社
計画中



基盤作りや環境整備／事業運営
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 （2）新しい事業の基盤作りや環境整備　【参加者目標：600 名】
２. 市民ツーリズム事業の創造

a.「京都しみんツーリズム推進協議会 ( 仮称 )」へ

の参画・協力

１）運営環境整備に協力します。

２）各種団体へ参画を呼びかけます。

３）市民が京都を知る機会提供を行います。

b. 京都を旅する町歩きや文化体験等のコンテンツを

50 コース開発

c.2010 年度より実施しているの市民団体と連携し

た町歩きツアー「京都・旅しよう !!」を継続実施

3. 自己診断・評価システムの開発
( 株）ヒューマンアクティベーションや人材開発企

業等と共に、キャリアデザインのための自己分析

ツールをシステム化し、海外スタディツアーや各種

研修制度に応用、導入します。

4. 外部団体との更なる連携の構築
今まで以上に業種にこだわらずタイアップできる企

業や団体とのマッチングを行い連携を図ります。

１．ユースホステルでの体験プログラムの開発
a. 地域資源を活用したプログラムの開発

１）京都ならではの京友禅染や京菓子作り等の

体験とあわせた宿泊誘致を行います。

２）個人旅行者向けにクーポン券の発券や割引

施設との提携、各施設でのイベントへ参加で

きる仕組み作りを行います。

３）天橋立観光協会や宮津市エコツーリズム推

進協議会と連携し、イベント企画や農業体験、

ガイドツアーなどのプログラムとあわせた宿

泊誘致を行います。

４）（株）モンベルやアウトドアスクールと連携

し、海を活用したイベントの企画や調査・開

発をします。

b. 国内外の教育旅行や青少年団体へのプログラム

の紹介や斡旋・提供

3. 国際協力・交流事業の実施
事業・イベント名 内容・目的 運営主体・協力者 備考

a. 青年研修事業

発展途上国の青年に対してテーマに基

づき日本の基礎的な技術や知識を習得

するための研修事業をコーディネート

国際協力機構（JICA） 継続

b. マンチェスター・ユナイテッド

    プログラム事業

サッカーを通じた子どもの海外体験プ

ログラム

マンチェスター・ユナイテッド事務局

旅行会社
検討中

c, 国際交流事業
外国人と子どもが触れあい異文化理解

を図るプログラム

アクトレップ ( 株）

大阪ユネスコ協会
継続

d.ISC 京都活動支援・協力
海外ゲストからのガイド依頼の取次ぎ

や協会事業の協力・連携
ISC 京都 継続

4. 活動普及事業の実施
事業・イベント名 内容・目的 運営主体・協力者 備考

a. タビガラ。
学生が実際に行った旅の記録を発表す

る旅コンテストを実施
タビガラ。実行委員会 継続

b. スプリング・フェスタ
若者が関わり、地域と一緒に盛り上げ

る宇多野ユースホステルのお祭り
宇多野ユースホステル 継続

c. みんな歩こうファミリー万歩

健康維持・増進を図ることを目的に京

都市内を中心に 7 ～ 15km 位でのコー

ス設定および月１回の実施

万歩会、京都新聞社 継続



　京都市では、「5000 万人観光都市」の実現を受け、

2010 年から 2014 年までの新たな目標や道筋を明

らかにするために「未来・京都観光振興計画 2010

＋ 5」が策定されました。その中で、ユースホステ

ルにおいても役割が期待されています。

　そこで、世界的なネットワークを活かして、期待

される 4 つの役割を積極的に取組みます。

特に外国人や青少年、ファミリーに対して多様な機

会を提供していきます。そして、京都観光振興への

貢献、京都ファンの獲得などによる利用者や宿泊者

増を目指します。

 Ⅲ . 指定管理事業

 (1) 京都市宇多野ユースホステル：京都市より指定管理者として受託

宇多野ユースホステル／指定管理事業
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【目標】

■年間宿泊実績目標：

　　36,000 名（ベッド稼働率 58.0％）

■国際ユースホステル連盟の利用者満足度評価

　　フレンドリー部門 1 位

　　※その他の部門も 95% 以上を目指す。

↑宇多野ユースホステル「ある日の風景」↑宇多野ユースホステル「前庭」風景

【管理運営の基本的方針】

①
思い出深い京都の旅や
　交流をサポートする

活動拠点
③
ニューツーリズムを
　試み、生み出す

創造拠点

④
地域の安全安心の
　町づくりに貢献する

地域拠点

②
ほんものに気軽に
　触れることの出来る

体験拠点

［基礎となる視点、考え］

■“旅や体験を通した学びや気付きによる成長”を
　　支援するユースホステル運動

■「未来・京都観光振興2010＋５」を基軸とした
　　京都観光、おもてなしの心

［パートナー／支援者］

※ユースホステルネットワーク
※関係機関・団体・個人
※行政・教育機関
※地元地域・地域ボランティア　ほか

［ユースホステルの機能・役割］
［目標／ゴール］

［対　象］
■目標宿泊実績の達成

■経験による青少年の
　成長に寄与

■京都ファンの獲得
　＝リピーターと成りうる　　
旅行者の獲得

■観光都市としての
　質への貢献

旅行者
市　民



宇多野ユースホステル／指定管理事業
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1. 思い出深い京都の旅や交流をサポートする
　“ 活動拠点 ”

京都における旅の拠点として、おもてなしの心を

持って旅行者を迎え入れ、快適で楽しみ溢れる滞

在を提供します。

a. 世界水準のユースホステル運営

１） 国際ユースホステル連盟が進めるユースホ

ステルの品質管理マネジメントシステム “HI-

Q” を導入し、運営の質の向上に活かします。

２） 国際ユースホステル連盟のグループ予約サ

イト（International Group Scheme）に参加し、

新たな宿泊者獲得を目指します。

３） 世界各国のトップクラスの運営を行うユー

スホステルと姉妹ホステル締結や、告知や

PR、イベントや文化紹介などの協力関係を、

国際的なネットワークとして構築を図ります。

４） 国際ユースホステル連盟が推奨している環

境負荷の少ない運営を目指し、環境マネジメ

ントスタンダード・システム（KES）を取得

します。

b. ニーズや満足度を把握する取組みの実施

１）世代別のモニター宿泊を年に 4 回行い、宿

泊者のニーズや満足度を把握します。

２）施設運営やイベント、サービス面で利用者

のニーズを把握するアンケートをフロントで

配布、また寝室への設置を行います。

３）ユースホステルの魅力アップにつながるア

イデア募集を宿泊時やホームページ上で行い、

利用者がユースホステル運営に参加出来る機

会を作ります。

c. エブリデイワン事業の継続実施

ユースホステルの滞在への期待や満足度を一層

高めることを狙い、宿泊者同士、宿泊者と地域

の交流促進を図る仕掛けとして、多様なイベン

トや行事を毎日実施します。

d. リピーター獲得に向けた取り組み

１）グループ・団体宿泊者情報を毎月更新し、

顧客情報の管理・活用を行います。

２）利用後 1 ヵ月以内のサンキューレター発送、

時期に応じたグリーティングカード発送を徹

底します。

３）総務部と連携し、年 3 回程度のイベント情

報の発信を行い、再訪につなげる取組みを行

います。

4）ユースホステルの社会的な価値を高めるため、

取り組みや宿泊状況などについて、毎月、メ

ディアへの定期情報発信、外部業者への外注

によるホームページの更新を行います。

e. 新たなサービスや特典の提供

１） 国 際 ユ ー ス ホ ス テ ル 連 盟 の 進 め る

Membership Saving Program（ユースホステ

ル会員は宿泊費 10％割引制度）への参画、ま

た閑散期の会員朝食無料といったサービス提

供などによる、会員へのベネフィット強化を

図ると共に、会員の入会促進を図ります。

２） バースデイ割引、リーダー割引などの各種

割引を試行的に実施します。

３） ユースホステルの競争力を高める取組みと

して、アクセスサポート（交通費の負担）な

どを試験的に行います。

↑イベント「旅カフェ」の風景
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2.ほんものに気軽に触れることが出来る“体験拠点”
　ユースホステルの特徴は、経済的且つ快適に宿泊

する場所ではなく、宿泊の中で起こる交流や体験と

いった出来事にあると言えます。

 そこで、ほんものの京の食や文化、歴史などに気

軽に触れることの出来る活動を宿泊と併せた形で

提供していきます。

（取り組み例）

１）百人一首をテーマにした街歩き

２）京友禅体験、京菓子作り　　　　…など

3. ニューツーリズムを試み生み出す “創造拠点 ”
　事業部や行政、外部の団体と連携し、学校交流

や国際交流をテーマとした学びのある旅や伝統文

化に深く関わる長期滞在型の旅、健康を意識した

旅など、観光を目的としたの旅とは違った新しい

切り口での京の旅を、ユースホステルから世界に

向けて提案・発信します。

（取り組み例）

１）京都を楽しむヘルスツアー

２）海外インターンとの交流機会の提供 …など

4. 安全安心の町づくりに貢献する “ 地域拠点 ”
地域の様々な活動に対しての場所や機会の提供に

止まらず、地域における町づくりや担い手の育成

にも積極的に協力します。

a. 周辺地域からの期待やニーズの把握

地域で期待される役割、地域貢献等について、

意見交換や提言の機会を設けます。

b. 地域へのタイムリーな情報発信

年 3 回情報発信を行い運営への理解と協力、施

設活用の促進を図ります。

c. 災害を想定した各種準備

１）大規模災害時の地域防災拠点として宇多野

病院などの関係機関と連携します。

２）災害時の避難場所として、地域の住民や市

民の受入れができる環境を整えます。

３）水や非常食の備蓄に関する準備を区役所と

連携して検討していきます。

5. 滞在の満足度を高める食事、サービスの提供
a．満足度の高い食事やサービスの提供

１）食事は、ユースホステルならではの暖かい

おもてなしをもって提供を行います。

２）食堂経営は効率的な人員配置を行います。

３）アレルギーやベジタリアン等に対応したメ

ニューや地産メニューの開発・提供を行いま

す。

４）利便性の高いサービスや京都ならではの物

品販売を行います。

6. その他の取り組み
a. 持続可能な運営体制づくりへの調査

１）今後予定されている利用料金制を想定した

運営体制モデルの検討、試行をします。

２）質の向上と効率的な運営スタイルの両立を

模索します。

３）長期宿泊割引や食事料金の複数設定を行い、

その効果を調査し、次年度運営に活用します。

↑宇多野ユースホステルが取り上げられました
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天橋立ユースホステルがある府中エリアでは、観

光資源だけでの誘客が難しい状況の中、埋もれてい

る資源を活かした地域の魅力作り、競争力の強化が

求められています。同様に地方にある多くのユース

ホステル運営でも魅力作り、競争力の強化が課題と

なっています。

天橋立ユースホステルでは地域の自然や文化、人

を活かした体験の機会を事業部と共にコーディネー

トし、観光・宿泊だけでない新たな滞在の価値を生

み出す試みを行います。そして、こうした取組みに

より地域観光振興の一翼を担うと共に、これからの

持続可能なユースホステル運営モデルの確立を目指

します。

【目標】

■地方型ユースホステルの成功モデルの確立

1. 地域資源や魅力を活用した体験宿泊プログラム
の実施
　事業部や外部団体が進めている宿泊型事業・

イベントの現地での受入れ準備や調整を行い、

宿泊の誘致に努め、地方型ユースホステルの一

つの運営モデルとして成立させることを目指し

ます。

（取り組み例）

１）天橋立を中心に海を活用したプログラム

２）休耕田を活用した農業体験　…など

2. 運営の質や魅力向上につながる取り組みの実施
a. 世界水準のユースホステル運営

１） 国際ユースホステル連盟が進めるユースホ

ステルの品質管理マネジメントシステム “HI-

Q” を導入し、日々の運営に活かします。

２）国際ユースホステル連盟のグループ予約サ

イト（International Group Scheme）に参加し、

新たな宿泊者獲得を目指します。

b. 魅力的な食事提供と運営の効率化

１）地元の食材を活かした季節を感じられる名

物メニューを 3 つ以上開発し、提供します。

２）独自で食事提供が困難な日でもサービス低

下を招かないように、地元の業者やレストラ

ンなどと連携した提供方法を構築します。

c. 周辺施設や体験との割引提携

宿泊者にも喜ばれ、地域にも還元できる割引施

設や体験を 10 件以上と提携します。

d. 利便性向上につながるサービス提供

荷物の送迎について検討し、試行します。

e. 施設の改修と雰囲気作り

BBQ スペースの整備や食堂横テラスの改善に取

り組みます。

3. 地域と一体的な情報発信・ＰＲ
a. 地域や周辺施設の情報・宿泊案内の発信

b. お勧め宿泊モデルプランの企画

旅の楽しみ方をイメージさせるモデルプランを

5 つ企画します。

4. 安定した施設運営のための体制構築と維持
a. 業務の棚卸と整理

事業や営業、ＰＲを実行するための体制作りと

役割分担を行います。

b. 効率的な運営体制づくりの工夫

季節変動の大きい利用状況に対応した、パート

タイマーやアルバイトなどの活用も含む効率的

な運営体制を構築します。
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　近年、国や地方自治体では、子育て中の親が抱え

る不安や孤独感を和らげるための様々な施策が行わ

れています。京都市では、その一環としてつどいの

広場事業を進めており、今後もその数を増やす方向

で進んでいます。

　格致つどいの広場はオープン以来多くの方に利用

していただき、利用者同士の交流や情報交換の場、

また自己の学びや思いの実現の機会を提供してきま

した。こうした継続的な活動は、地域の理解と協力

を得るまでに至っております。

　そこで、格致つどいの広場が今後も地域のニーズ

に応えられる場となるよう、多様な機会の提供を継

続的に行うことが出来る運営スタイルの検討を行い

ます。

 (3) 格致つどいの広場：「京都市子育て支援活動いきいきセンター」受託事業

【目標】

■より望ましい運営スタイルへの環境整備

■多様な場所と機会の提供

1. より望ましい運営スタイルの模索
a. 協働運営団体の調査、協議

１）格致つどいの広場をより望ましい形で運営

出来るように、体制の検討を行います。

２）質の高い事業展開の構築に努めます。

2. 社会的課題に対しての取り組み
a. 安心して滞在出来る場所と雰囲気作り

１）リピーターのグループ化が起こらないよう

に気を配り、初めての方にも居心地が良く、

輪の中で楽しめる支援を行います。

b. 学びや自己実現につながるイベントの実施

１）子育てに活かせるセミナーを月 1 回以上実

施します。

２）自己実現に繋がる活動スペースを常時提供

します。

３）利用者持ち込み企画に対しての支援と場の

提供を行います。
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総務部 / 協会運営

 Ⅲ . 協会運営

 （1）総務部

　新法人への移行に伴う、協会運営に係る制度や組

織の再整備を行います。

１．制度・組織の整備
a. 新法人移行後に発生する登記事務、規程の改廃

d. 内部統制システムの構築

１）業務の効率性・有効性を高めるために、運営

体制および規程の把握、現場とのすりあわせを

行います。

２）財務状況をすばやく、正確に把握するための

仕組みづくりと報告書式を整えます。

３）事業活動における法令や規範、契約に関する

管理、進捗状況を確認する仕組みの整備を行い

ます。

c. 国際的なシステムや取り組みへの対応

   関係機関と現場との調整、事務手続きを行いま

す。

　（対象となるシステムや取り組み）

１）メンバーシップ・セイビング・プログラム

２）グループ予約システム

３）HI-Q

2．認知度の向上に関する取り組みの整備
　これまでも情報発信の重要性を認識してきまし

たが、具体的な取組みには至っていません。その

原因として、情報の取扱について、観念的概念的

な整理にとどまっていました。そこで、まずこれ

までの実績に基づいた整備を行います。

a. 発信情報と発信手順を整理を行います。

１）発信情報の整理：

　　これまで実際に発信できた情報を集めます。

２）発信手順の整理：

これまでの情報の発信にいたる経過の順序

付けを行います。

３）情報の送り先の整理：

　これまでの送り先とその内容をまとめます。

b. 発信方法について検討します。

１）イベント情報以外に、イベント参加者や宿

泊者、スタッフや大学ユースホステル部員の

生の声などを情報源に加えます。

２）業界紙・雑誌への掲載を目指した情報提供

の強化を行います。

３）関係機関、共催企業に対して４半期ごとに

情報発信を行います。

3．その他 

a. 環境マネージメントシステム（KES）導入に向

けた側面的に支援。

　部門間調整や手続き業務などを行います。

b. 各種会員証の取扱いと告知

　会員証、国際学生証・青年証の発行を行います。

　

↑当協会の活動が新聞に取り上げられた
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