
部 課

 ア　利用料金制　■有　□無

イ　団体宿泊研修による使用の利用料金

児童および生徒（中学校に在学する者に限る）ならびに

これらの者に準ずる者（指導者または引率者を含む）

生徒（高等学校に在学する者に限る）および学生ならびに

これらの者に準ずる者（指導者または引率者を含む）

勤労青少年およびこれに準ずる者（指導者または引率者を含む）

その他の者

１　暖房期間（１１月１日から翌年の４月３０日まで）は，利用料金の５割に 

　　相当する額を加算する

２  事情により宿泊をしない者に係る利用料金の額は，上表および前項の規定に

　　よる額の２分の１に相当する額とする

ウ　団体宿泊研修以外による使用の利用料金

１　暖房期間（１１月１日から翌年の４月３０日まで）は，利用料金の５割に 

　　相当する額を加算する

令和３年度　指定管理者業務実績シート

作成年月日　令和４年６月２９日

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課

 施設名・所在地 　函館市青少年研修センター　　函館市谷地頭町５番１４号

 設置条例 　函館市青少年研修センター条例

 指定管理者名 　ワーカーズコープ茜  指定期間 令和2年4月1日から令和7年3月31日までの５年間

 指定管理者の特別
選　定
区　分

公　募

 な要件 非公募

 設置目的 　団体宿泊研修その他団体活動を通じて青少年の健全な育成と，市民の生涯学習活動の

　推進をはかるため

 設置年月 　平成８年７月  建設費 ７４７，０００千円

 構造規模等 木造２階建(宿泊棟)，鉄筋コンクリート造平屋建(浴室棟)，鉄骨造平屋建(研修棟･体育館)

延床面積：２，１７８．４８㎡

共用部分：宿泊室／研修室／体育館／食堂／ロビー／談話コーナー／メモリアルホール／

　　　　　大浴場／小浴場／便所（男・女）

非共用部分：事務室／応接室／指導員室／警備員室

 開館時間 　開館時間：午前９時～午後９時まで（日帰り利用）

 休館日等 　休館日：月曜日，国民の祝日，１月２日，１月３日，１２月２９日～１２月３１日

 料金体系

利用料金(1人1泊)

２００円

４００円

４００円

１，０００円

区　分
午前９時から 午後１時まで 午後５時から
午後１時まで 午後５時まで 午後９時まで

体育館 ２,０００円 ２,０００円 ２,０００円

大研修室 ６００円 ６００円 ６００円

中研修室 ３００円 ３００円 ３００円

小研修室 ２００円 ２００円 ２００円

和室 ３００円 ３００円 ３００円



 １　指定管理者が行う業務の内容および実施状況

 (1)管理業務

　ア　事業の実施に関すること

　（ア）青少年の団体宿泊研修，レクリエーションおよび野外活動のための研修センターの提供ならびに

　　　　これらの活動に係る指導および助言に関すること

　（イ）青少年の活動に係る研修，講座等の開催および青少年教育その他の社会教育にかかわる団体の

　　　　指導者の養成に関すること

　（ウ）市民の生涯学習活動推進のための研修センター施設の提供に関すること

　（エ）研修センターの特色，立地条件等を活かした事業

　（オ）ボランティアの育成事業，養成講座の企画・開催，ボランティアの積極的な受入，活動の場の提供等に

　　　　関すること

　（カ）その他研修センターの設置目的を達成するために必要な事業

　イ　利用者に関すること

　ウ　維持管理に関すること

　エ　利用料金に関すること

　オ　食事提供に関すること

　カ　寝具類の用意・提供に関すること

　キ　その他教育委員会が定める業務

(2)事業の実施

　ア　宿泊型プログラム

事　業　名 内　容

スポーツキャンプ
函館山登山と立待岬へのモーニングハイク等のレクリエーションを
行った。

ふるる夏キャンプ
中庭を利用してのキャンプファイヤー，杉板を用いた焼き板クラフ
トの作成を行った。

ふるる秋キャンプ
日本の文化をたどる

座禅や殺陣，詩吟舞踊の体験を行った。

避難所生活体験
講師を招き，緊急時に身近なものを使用して応急処置を行う方法
や，東日本大震災時の救助活動から災害時の体験談の講演など。

エコキャンプ 緊急事態宣言に伴い事業中止。

クリスマスキャンプ
市内在住の外国人とともにクリスマスを楽しむ。体育館でのレクリ
エーション，中国でのクリスマス，マレーシアに係るクイズ，松
ぼっくりオーナメントの作成など。



　イ  日帰型プログラム

ウ　グローバル人材育成

エ　世代間交流による職業観育成

オ  次世代リーダー育成

インターナショナルキャンプ

緊急事態宣言に伴い宿泊型から変更した。市内在住のカナダ人講師
からカナダの文化や英会話レッスンを，インドネシア，タイ，リヒ
テンシュタインからテレビ電話を通じて現地の子供たちの生活の様
子などを学んだ。

ニュースポーツ体験
ディスゲッター，棒サッカー，シャフルボード，グラウンドゴル
フ，エアボール競争の５種目を体験するレクリエーションを行っ
た。

夏休みふるる函館寺子屋教室
規則正しい集団生活や様々な体験活動を通して，子どもたちに友達
と協力して最後まで頑張る気持ちを育てる。テント設営や函館公園
散策など。

海外青年との合宿型研修 ニュースポーツ体験合宿，異文化交流キャンプ（開催中止）

ふるる冬キャンプ　雪中大運動会！
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，宿泊型から変更。４
チームに分かれてキーワード・パズル，雪中障害物競走，フライン
グ・ブーツ，ユキオニの４種目を実施。

事　業　名 内　容

ふるる体験チャレンジ
ものづくり体験イベント。コットンボールとオリジナルブレスレッ
トの作成を行った。

多言語講座
韓国語，タイ語，英語，フィリピン語，台湾語，イタリア語および
異文化体験

ものづくりチャレンジ（１）　動くアー
トモビールづくり体験！

刺繍糸，色画用紙，竹ひご等を用いて，バランスを取りながら動く
飾りのモビールを作成した。

ファミリー防災訓練 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事業中止。

ふるる探検隊　函館公園脱出ゲームに挑
戦！

緊急事態宣言に伴い事業中止。

ものづくりチャレンジ（３）　ガンプラ
を作ろう！

講師を招き，プラモデルの組み立て方や塗装の仕方を学んだあと，
完成後にはプラモデルと一緒に撮影会を行った。

202２“みんな集まれ，ふるる
祭！！”

講師を招き，オリジナルタイルアートの作成を行った。
ものづくりチャレンジ（２）　オリジナ
ルタイルアートづくりに挑戦しよう！

ふるる函館ボランティア入門養成講座

新型コロナウイルス感染症の影響により，宿泊型事業から日帰事業
に変更して実施。オンラインによる講義で「支援力」をテーマに函
館を変える，未来を変える等の観点からグループディスカッション
を行い，アクションプランの作成・アクション宣言を行った。

インターナショナルカフェ
ニュースポーツ体験会（開催中止）テーブルゲーム・オブ・ザ・
ワールド，異文化交流体験

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため，事業中止。

事　業　名 内　容

冬休み　ふるる函館寺子屋教室

規則正しい集団生活や様々な体験活動を通して，子どもたちに友達
と協力して最後まで頑張る気持ちを育てる。立待岬探検，そり遊
び，雪中運動会，レザークラフトキーホルダーの作成，絵日記作
成。

ふるる科学チャレンジ　モノの燃え方を
学ぼう

講師を招き，科学実験プログラム「大道仮説実験：どっか～ん」を
実施。実験を通じて物が燃える仕組みを学び，参加児童全員で分子
模型の作成を行った。

事　業　名 内　容

地域の大人によるキャリア教育 住吉海岸清掃，谷地頭町会文化祭手伝い

世代間遊びを通じた３世代元気事業 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事業中止

事　業　名 内　容

NPO・NGOタマゴ育成事業 ふるるボランティアに参加しよう！



カ　施設利用者向け体験プログラム

　○創作プログラム

　〇科学実験プログラム

　○物品貸出・販売

２　利用者サービス向上のためのその他の取り組み実績

　　・メモリアルホール（谷地頭小学校の教室を再現したもの）見学者の案内

　　・利用団体の来館記念写真の展示

　　・施設内の案内の英語表記

　　・新聞，図書コーナーの設置

　　・宿泊希望団体の要望による施設の臨時開館

 ３　市民ニーズの把握の実施状況

　　・地域・利用者懇談会の実施

　　・主催，自主事業参加者へのアンケート調査の実施

　　・宿泊等の利用団体向けにアンケート調査の実施

 ４　施設の利用状況

(1) 令和４年度の月別利用者数 (単位：人)

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

1,186 861 619 1,465 770 576 1,805 1,223 575 652 579 1,116

0 48 87 109 45 0 82 86 88 81 7 0

0 32 28 15 16 21 36 23 37 25 30 24

1,186 941 734 1,589 831 597 1,923 1,332 700 758 616 1,140

(2) 年度別利用者数 → ←

(単位：人)

※１　現在の指定期間：令和２年度～令和６年度

※２　平成２７年度から利用料金制導入

※３　平成３０年度から自主事業を計上

287

12,347

1,811,800

前指定期間 現指定期間

11,176

816

11,427

633

1,544,750

12,205

214

主催・共催事業

一般利用 22,931 25,739 20,622

1,859 1,742

区分 合計

一般利用 11,427

主催・共催事業 633

自主事業 287

合計 12,347

区分 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度

1,309

合計 24,790 28,595 22,839

使用料,利用料金収入
（単位：円）

3,740,200 3,984,800 3,198,600

自主事業 - 1,114 908



５　指定管理者の収支状況 → ←

(単位：円)

※１　指定期間：令和２年度～令和６年度（２期目）

※２   平成２７年度から利用料金制を導入　※３　平成２７年度収支差額は，翌年度へ繰り越し

※４   決算には自主事業分を含む

 ６　モニタリングの実施状況および指定管理者に対する改善指示等の実施状況

　　実地調査の実施 有 ・ 無

　　各種報告書の提出

　　・管理業務月次報告書

　　・管理業務四半期収支報告書

　　・事業報告書

　　・利用者アンケート結果の報告，地域・利用者懇談会の報告

前指定期間

手数料

委託料

1,192,021

272,936 235,907 268,185 242,377

支
　
　
出

収
　
　
入

租税公課

消費税・法人税

計

事業費

その他諸経費

管理費

使用料および賃借料

保険料

備品購入費

計

人件費

旅費・交通費

消耗品費

燃料費

水道光熱費

当該施設の利用者一人当たり
税金投入コスト

1,210 1,527 3,356 3,359

区　分

委託料

利用料金収入

事業収入

自動販売機電気料および
設置代金
公衆電話および
コピー機使用料

その他雑収入

自己資金

前年度からの繰越金

修繕費

通信運搬費

印刷製本費

53,159,908

平成２９年度

34,700,000

3,740,200

2,102,780

152,043

12,780

9,591,547

2,843,172

17,386

53,159,908

19,345,310

122,398

413,078

1,777,707

5,021,093

711,369

282,827

81,085

288,522

16,595,844

1,375,222

20,690

72,360

4,017,965

515,729

1,080,000

17,209

1,421,500

1,400

181,778 54,626 318,368

平成３０年度 令和元年度 令和2年度

1,673,410 1,768,190 909,221

10,950,210 8,675,971 1,807,864

令和3年度

34,600,000 34,865,741 40,956,796 41,474,408

3,984,800 3,198,600 1,544,750 1,811,800

997,400

167,213 132,561 - -

9,740 3,040 10 420

3,371,352

0 0 0 47,633

0 0 0 0

47,703,013

17,607,827 17,921,332 18,712,406 19,202,604

110,012 81,100 5,330 34,718

51,385,373 48,644,103 45,218,641

367,003

1,498,587 1,234,169 1,012,330 1,442,231

3,710,870 3,337,116 1,896,760 2,233,879

328,732 379,931 436,085

44,742

289,076 315,556 296,925 313,875

17,546,117 15,184,128 10,195,368 11,907,492

48,317,755 46,405,560 42,323,580 46,086,082

2,454,560 2,840,344 1,530,462 1,751,553

132,857 281,963 412,127 250,008

1,080,000 1,080,000 2,400,000 2,400,000

現指定期間

20,006 16,010 20,014 17

1,743,800 2,065,100 3,168,100 2,906,200

1,280,182 1,343,746 1,426,677 1,406,352

0 20,690 20,690 21,890

0 0 112,100 369,120

60,415 13,842 91,653



 ７　指定管理者に対する評価

(1) 指定管理者の自己評価

 評価

 業務の履行  □Ａ

 状況  ■Ｂ

 □Ｃ

 □Ｄ

 サービスの  □Ａ

 質の状況  ■Ｂ

 □Ｃ

 □Ｄ

 団体の経営 ■Ａ

 状況 □Ｂ

□Ｃ

 　②　市の指定管理者に対する実績評価

 評価

 業務の履行  □Ａ

 状況  ■Ｂ

 □Ｃ

 □Ｄ

 サービスの  □Ａ

 質の状況  ■Ｂ

 □Ｃ

 □Ｄ

 団体の経営  ■Ａ

 状況  □Ｂ

 □Ｃ

◎「業務の履行状況」「サービスの質の状況」

　　Ａ　協定書を遵守し，事業計画書及び仕様書の水準以上がなされている。

　　Ｂ　協定書を遵守し，事業計画書及び仕様書の水準どおり行われている。

　　Ｃ　協定書の遵守しているが，事業計画書及び仕様書の水準をやや満たしておらず，課題がある。

　　Ｄ　協定書や事業計画書に不履行がある。または，業務水準を満たしていない。

◎「団体の経営状況」

　　A　事業収支，経営状況に問題はない。

　　B　事業収支，経営状況の今後に注意を要する。

　　C　事業収支，経営状況に早急な改善を要する。

 区分 評 価 の 内 容 課 題 と 今 後 の 対 応

利用方法について，利用者にわかりやす
く写真や英語での案内を掲示している。
また，事業の実施にあたっては，函館山
至近という立地条件を生かして特色ある
事業を実施しているほか，10～60代の
幅広いボランティアが各場面で積極的に
活躍している。

今後も事業計画書および仕様書に基づいた各種
事業を着実に実施し，効果を上げるため，従業
員間の打ち合わせ・会議等を密に行い，事業を
効果的に実施していく。

計画的に研修機会を設けたり，スタッフ
会議を随時行い，スタッフの資質向上に
努めている。また，地域・利用者の声に
しっかり耳を傾け，管理に反映させてい
るほか，市の就労準備支援事業の支援活
動にも積極的に取り組んでいる。

谷地頭町会の夏祭りや文化祭等にも積極的に参
加し，地域住民との連携を確実に深めている。
今後も引き続き地域住民との連携を図っていき
たい。

今後も安定した適切な運営に努めていきたい。

経営については，事業収支，経営状況と
もに適正である。

今後も安定した経営に努めていただきたい。

 区分 評 価 の 内 容 課 題 と 今 後 の 対 応

函館山・函館公園等社会資源を活用した
事業のほか，世代間交流や国際交流に力
を入れた事業も多く実施しており，実績
を上げている。

今後もこれまで以上に事業計画書や仕様書に基
づく適正な施設・設備の維持管理や事業運営に
努めていただきたい。

福祉対策の一つとして，市の就労支援事
業の支援活動にも取り組み，またSNS
の活用を通じて広く事業の周知を行って
いる。近隣の町会とも協力して事業を行
い，地域に貢献している。

新規の利用拡大に向け，今後も各種SNS等の利
用やその効果測定などを通じて，効果的な情報
発信に取り組んでいただきたい。


