
Ⅰ　基本情報

目的 若者の社会的自立を総合的に支援すること

事業概要

目的 若者の社会的自立を総合的に支援すること

事業概要

若者の自立に関する情報収集及び提供並びに相談、若者の自立を支援する関係機関との連携、若者の
自立を支援するための講演会・講習会等の開催、若者の自立・若者の社会参加及び若者同士の交流に
関する調査・研究及び企画立案、若者の社会参加及び若者同士の交流に関する情報収集及び提供・相
談並びに講演会・講習会等の開催、施設の使用承認等

主要施設 活動室（5室）、ロビー、事務室

名称 札幌市若者支援総合センター 所在地 中央区南1条東2丁目6－8

開設時期 平成25年4月1日（移転オープン） 延床面積 835.6㎡（1F；570㎡、2F；265.6㎡）

目的 若者の社会的自立を総合的に支援すること

事業概要
若者の自立を支援するための講演会・講習会等の開催、若者の社会参加及び若者同士の交流に関する
情報収集及び提供・相談並びに講演会・講習会等の開催、施設の使用承認等

主要施設 活動室（3室）、音楽室、体育室、ロビー、事務室、駐車場

名称 札幌市豊平若者活動センター 所在地 豊平区豊平8条11丁目

指定管理者評価シート

事業名 若者支援施設運営管理費 所管課（電話番号）
子ども未来局子ども育成部
子どもの権利推進課（211-2942）

１　施設の概要

名称 札幌市ポプラ若者活動センター 所在地 白石区東札幌2条6丁目

開設時期 平成24年10月1日（移転オープン） 延床面積 370.6㎡

目的 若者の社会的自立を総合的に支援すること

事業概要
若者の自立を支援するための講演会・講習会等の開催、若者の社会参加及び若者同士の交流に関する
情報収集及び提供・相談並びに講演会・講習会等の開催、施設の使用承認等

主要施設 活動室（3室）、和室、音楽室、体育室、講習室、ロビー、事務室、駐車場

名称 札幌市アカシア若者活動センター 所在地 東区北22条東1丁目

開設時期 平成22年4月1日 延床面積 901.1㎡

若者の自立を支援するための講演会・講習会等の開催、若者の社会参加及び若者同士の交流に関する
情報収集及び提供・相談並びに講演会・講習会等の開催、施設の使用承認等

主要施設 活動室（2室）、ロビー、事務室

目的 若者の社会的自立を総合的に支援すること

事業概要
若者の自立を支援するための講演会・講習会等の開催、若者の社会参加及び若者同士の交流に関する
情報収集及び提供・相談並びに講演会・講習会等の開催、施設の使用承認等

主要施設 活動室（2室）、表現活動室、あそびの森、音楽スタジオ（2室）、体育室、ロビー、事務室

名称 札幌市宮の沢若者活動センター 所在地 西区宮の沢１条１丁目

開設時期 平成22年4月1日 延床面積
20，689.9㎡（複合施設全体）
　2，875.6㎡（活動センター供用分）

959.2㎡開設時期 平成22年4月1日 延床面積



２　指定管理者

名称 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

指定期間 平成26年4月1日～平成30年3月31日

募集方法

非公募

非公募の場合、その理由：札幌市若者支援施設条例（平成21年条例第52号）第15条第２項の規定によ
り、指定管理者の指定期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好
に行われている場合に限り、非公募による申込みを求めることができるとされており、前指定管理期間に
おける指定管理者について、若者の自立支援事業に関する人材を育成し、ノウハウの蓄積を行っているこ
と、公的機関と連携しながら必要な支援が適切に行われるよう支援全般について主導的な役割を果たし
ていること及び施設の維持管理業務や貸館業務についても、適宜見直しを図りながら円滑に運営を行
なっていることから、全般にわたり適切に業務に取り組んでいるものと認め、非公募としたもの。

指定単位

施設数：5施設

複数施設を一括指定の場合、その理由：　平成21年4月に策定した札幌市若者支援基本構想では、「明日
の社会を担う若者の社会的自立の実現」を目標に掲げ、若者支援総合センター、若者活動センター等か
らなる「さっぽろ若者支援ネットワーク」を構築し、若者を支援することとしているため、一括指定としたも
の。

業務の範囲
施設・設備等の維持管理に関する業務、事業の計画及び実施に関する業務、施設の利用等に関する業
務、その他業務に付随する業務

３　評価単位

施設数：5施設

複数施設を一括評価の場合、その理由：　平成21年4月に策定した札幌市若者支援基本構想では、「明日
の社会を担う若者の社会的自立の実現」を目標に掲げ、若者支援総合センター、若者活動センター等か
らなる「さっぽろ若者支援ネットワーク」を構築し、若者を支援することとしているため、一括指定としている
ことから、指定単位での一括評価としたもの。



Ⅱ　平成29年度管理業務等の検証

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼管理運営業務の事業目標
以下の項目に沿って事業目標を設定した。特に事業
の3本柱においては15歳から18歳の若者への支援を
重点項目として取り組んだ。
①管理運営の三本柱の継承と課題への取組
 （ア）社会的自立を創造する若者が活動する拠点づく
り
 （イ）共生社会の創造に寄与する継続性のある取り組
みへ
 （ウ）若者活動ネットワークの有効活用と人材育成

②公の施設としての信頼される施設管理と運営
 （ア）サービス水準の維持向上
 （イ）経費の節減と収入増による事業運営
 （ウ）管理運営の透明性の確保
 （エ）認知度の向上に向けた運営

項　目 実施状況
指定管理者
の自己評価

所管局の評価

1　業務の要求水準達成度

（１）統括管理
業務

▽　管理運営に係る基本方針の策定

▼管理運営業務の基本方針
「札幌市若者支援基本構想」における若者支援施策
における意義を再確認し、これまで取り組んできた経
緯を踏まえながら、若者の社会的自立に向け、それぞ
れが抱える課題について“社会的自立の３つの視点”
により、最善となる支援を果たすため、以下の基本方
針を策定した。

◇次世代を担うすべての若者の社会参加と自立に向
けて、当事者である若者と関係する機関や地域との連
携を軸に、活動の拠点づくりを目指す。

◇常に市民サービスの向上の意識を高く持ち、利用し
やすい施設づくりと共に、設置目的と基本構想を踏ま
えた効果的な事業展開と若者の活動に関する情報を
発信する。

◇環境行動計画に基づく省エネに努め、経費の抑制
を行うと共に、公平で適正は受益者負担による事業の
展開や空き室の稼働率向上を図ることで収入増を目
指す。

指定管理期間の四年目とし
て、計画に沿った安定した
運営を行った。

新規利用や稼働率など、施
設利用に関する数値は前
年度を上回っており、サー
ビス水準の維持向上が順
調に進んでいるものと自己
評価しているところである。

地域若者サポーターとの
ネットワーク構築も年々件
数を増やしており、若者の
社会形成と自立に向けて、
地域とともに取り組んでい
る。

利用者アンケートでも、職員
に対する項目では、満足度
が高く、施設管理者として一
定の評価をしていただけた
と思われる。

基本方針に基づ
いた施設の運営
管理が適切に行
なわれており、
様々な事業を通じ
て若者の社会的
自立を総合的に
支援していると認
められる。次期指
定管理期間も施
設の設置目的に
基づいた施設運
営・管理を継続し
て行なっていくこ
と。



▽　平等利用の確保に向けた考え方と取り組み

▼平等利用を確保するための方針および取り組みを、
以下の項目に沿って実施した。
①平等利用を確保するための基本的な方針
②統括責任者の役割
③職員の心構え
④差別的な取扱いの排除
⑤若者以外の利用について
⑥受付初日における貸室利用の重複時の対応につい
て

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進に向けた基
本的な考え方

▼当財団の定める「環境保全行動計画書」に基づき、
職員一人ひとりが地球環境問題の当事者であることを
認識し、利用者へ配慮しながら電気等エネルギーおよ
び資源の節減に努めた。

　全施設において、クールビ
ズおよびウォームビズに係
る呼びかけ行ったほか「さっ
ぽろキャンドルナイト」への
参加等、国、道、札幌市が
推進する施策や事業に積
極的に参加協力した。
　また、環境に配慮しなが
ら、節電や冷暖房の温度設
定、節水を意識的に取り組
み、利用者にも啓発するこ
とで理解と協力を得ることと
なった。

職員のみならず施
設利用者へも節
電や節水の啓発
を行なっており、
若者支援施設全
体として環境への
配慮とエネルギー
使用量の抑制に
向けた取組がなさ
れていると認めら
れる。

▼環境保全行動計画に基づき、コピー用紙の再利用
や資料のデータ配信によりペーパーレスレスを図った
ほか、ごみの分別収集を徹底し、有料ごみの排出量を
抑えた。（継続）

▼札幌市環境マネジメントシステム（EMS)に則り、各
種調査等に協力し帳票を提出した。

▼各種事業への参加（全館）
①　クールビズ・ウォームシェアの励行
②　さっぽろキャンドルナイト



▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従
事者の確保・配置、人材育成）

▼責任者の配置、組織整備、従事者の確保・配置
職員配置計画に提案した適正な職員を配置した。総合
センターに統括責任者を、また、各施設には館長を置
き、各館における事務分掌を定めたほか、共通する業
務のうち事業及び管理などの責任者を業務分担するな
ど組織を整備し、効率的な業務の執行に努めた。また、
福祉施策への取り組みから障がい者を雇用し、全5館に
配置した。
総合センターにおいては、自立支援事業である地域若
者サポートステーション事業の受託に伴うキャリアコン
サルタント、精神保健福祉士、社会福祉士などの専門
的有資格者を雇用し、配置した。
さらに、関連する受託業務に伴い、有資格者（キャリア
カウンセラー)の配置と有期雇用の職員採用を行い、業
務を適正に執行した。
※新規職員（指導員）の採用に当たっては、法人全体の
職員採用計画に基づく新卒者採用選考試験及び既卒
者等キャリア採用選考試験を併用して行っている。

障がい者の配置や自立支
援事業受託によって、要求
水準を上回る人員体制を実
現した。
法人全体の人事異動等に
より職員の入れ代わりがあ
るが、あらゆる機会を通じ
て、業務の確認と共通理解
を図った。

要求水準を上回っ
ており、適切な組
織整備がなされて
いると認められ
る。
人事異動により館
長を含め職員の
入れ替わりがある
ことから、円滑な
施設運営が継続
されるよう、引き
続き人員体制の
充実と人材育成に
取り組んでいただ
きたい。

▼人材育成・研修の実施
年間研修計画に基づき、施設全館の休館日（年7回）
を活用して職員全体で研修を行い、業務の共通理解
を図ると同時に、職員の専門性を高めることを目的と
し、係長以上、主任、指導員に分かれて階層別研修を
実施した。
各階層でテーマを設け、業務に必要な専門性と人材
育成も視野に入れ、ユースワークのスキルアップを
図った。
また外部の情報を取り入れ業務に生かすため、出張
への派遣を積極的に行い、出張報告での情報共有を
行った。

職員が率先して専門性を高
めるため、自己研鑽しなが
らスキルアップに臨んでい
る。
また前年度から引き続き、
全国の実践者や研究者と
の意見交流を通じて、変化
する社会の中で若者の置か
れた現状や課題を把握し、
新たに必要な知識や技能
の習得に取り組んでいる。

若手の職員が多
い中、専門性の向
上と人材育成を視
野に入れた研修
を実施しているこ
とは評価できる。
外部研修の機会
についても引き続
き積極的に活用し
ていただきたい。



▽　管理水準の維持向上に向けた取組

▼情報共有の取組
各施設とも、毎日の業務引き継ぎや業務日誌の活用、
施設休館日などを利用して月に1回程度（自立支援事
業においては週1日）行うミーティングで、職員間の情報
共有と、課題の早期改善を図った。また、月に１回以上
の役職者会議を実施し、管理面・事業面での進捗状況
の確認や、職員育成に関する情報共有を図った。
▼ワーカーが意図をもって若者と関わった際、ロビー記
録を作成し職員間で利用者の情報共有を図った。（アカ
シア）
▼来館する若者の情報をデータシートにまとめて、必要
に応じてスタッフ館でケース検討を行いながら情報共有
に努めた。（宮の沢）

障がい者の各館配置等に
より要求水準を上回る人員
体制をとることができた。
日常業務については、情報
共有について強化し、迅速
かつ適切な対応を心がけ
た。

館ごとに工夫しな
がら情報共有に
取り組んでおり、
適切に実施されて
いると認められ
る。

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確
保、受託者への適切監督、履行確認）

①清掃業務
　　（定期清掃　アカシア・豊平：年3回実施）
②機械警備業務（全館）
③暖房給湯設備保守点検（豊平：2月）
④消防設備保守点検業務及び防火対象物定期点検業
務（アカシア・豊平実施）
⑤受水槽清掃及び水質検査業務（アカシア・豊平：1月）
⑥除雪及び排雪業務（アカシア・豊平：12月～3月）
⑦体育室ウレタン塗装清掃業務（アカシア・豊平・宮の
沢:12月）
⑧その他修繕等役務を要し、専門業者への委託が必要
となる業務（全館）

指定管理期間の4年間の複
数年契約を締結している清
掃業務と機械警備業務は、
施設管理者（館長）と業務
内容を随時確認することに
より、業務の質が向上した。
また、公共施設での実績が
豊富な業者と業務契約を行
うことにより、よりきめの細
かな点検整備と、不具合の
あった部分の改善が図ら
れ、職員による日常点検に
も生かすことができた。

各委託業務につ
いて、適正に実施
されていると認め
られる。



（2）討議
札幌市若者支援施設 次期指定管理（平成30～
34年度）提案書 内容報告」

第3回
3月8日
（木）

（1）平成29年度Youth+運営状況報告
①数値目標実績（平成30年1月末現在）
②Youth+利用者アンケート調査
・若者利用登録時アンケート（平成30年2月15日
現在）
・施設利用者満足度調査
③Youth+近況報告

（2）平成30年度 Youth+運営計画
①事業計画及び数値目標
②研修計画

（3）討議
①平成30年度　若者利用登録時アンケート調査
項目について
②今後のYouth+に望むこと

＜協議会メンバー＞

北海道大学大学院教育学研究院名誉教授、北海道大谷大
学社会学部教授、札幌市青年団体協議会団代表、北星学
園大学ボランティア団体所属、クラーク記念国際高校札幌
校教諭、発寒北商店街組合副理事長、北海道大学大学院
教育学院博士後期課程所属、子どもの権利推進課長、若者
支援施設統括責任者、若者支援総合センター副館長、若者
支援総合センター係長（自立支援統括者）、若者支援施設
管理部門責任者、アカシア若者活動センター館長、ポプラ若
者活動センター館長、豊平若者活動センター館長、宮の沢
若者活動センター館長（16名）

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等
の開催）

開催回 協議・報告内容 委員より若者の性の違和感
についてのご意見をいただ
き、平成30年度の利用証申
込書から「男女」選択欄を削
除することとした。また若者
利用登録時アンケート調査
においては、昨年度に提案
された、「4年毎に経過を見
る」ことを元に次年度の項目
を設定した。
運営協議会が効果的に機
能し、各委員の意見に対し
迅速に施設運営に反映する
ことができている。

各回を通して委員
から積極的な発言
がなされ、活発な
討議が行なわれ
たと認められる。
特に次期指定管
理期間について
の意見は、ぜひ次
年度以降の取組
に活かしていただ
きたい。

第1回
7月27日
（木）

（1）札幌市若者支援施設近況報告
①平成29年度若者支援施設事業計画及び実施
状況
②若者支援施設利用者アンケート調査（中間報
告）
（2）討議
若者が意思決定をしていると感じられる社会とは

第2回
11月16日
（木）

（1）Youth+近況報告
①平成29年度数値目標　上半期実績
②Youth+利用者アンケート調査（上半期報告）
③Youth+事業進捗状況



▽さっぽろ子ども・若者支援地域協議会の運営

▼当初計画のとおり、実務者会議を6月、8月、11月、3
月の4回実施した。（3月は代表者会議と同時開催）
会議では、構成機関の情報交換のほか、構成機関か
ら事例を提供いただき、実務者で検討を行った。8月に
は、市立札幌大通高等学校を会場として、「10代の貧
困リスクに学校でできること」と題したセミナーを同時
開催した。

協議会設置から8年目とな
り、協議会運営は安定して
いる。
専門機関の連携に加えて、
中学校や高校への認知度
が高まりつつあり、札幌の
最前線の現場をつなぐネッ
トワークとして機能し続けて
いる。

▼子ども・若者支援ハンドブックの最新版を発行し、市
内全中学校等へ配布したほか、地域協議会のホーム
ページでは各構成機関の情報を一体的に提供してい
る。

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）            

実務者会議、代表
者会議ともに円滑
な運営がなされて
いる。また、ハンド
ブックについても4
年ぶりに更新を
行ったことで各機
関が支援の現場
で活用できる情報
を共有することが
できたと認められ
る。

▼当協会「財務規程」等により指定管理業務、自主事
業と区分経理を行うと共に、現金出納簿、各種帳票を
整理し、統括責任者が全施設分の決裁を毎月行って
いる。

各館とも、現金の取り扱い
については現金出納員を定
め、適切な管理および処理
を行った。また、経理担当者
を変更し、同一人物が長期
間に渡り担当することのな
いよう考慮している。

当協会の「財務規定」に則
り、適切に処理、管理を行っ
ている。特に現金の取り扱
いや飲料販売等の在庫管
理については、複数職員に
よるチェックや、管理簿の作
成・記帳を行い、管理の徹
底化を図った。
なお、3月に行われた子ども
未来局による「指定管理者
に対する業務検査・財務検
査」においても、全館で適正
に事務処理が行われている
との調査結果をいただいて
いる。

会計処理、現金管
理等は適切に行
なわれている。

▼現金収入の取り扱いについては、複数職員がチェッ
クする体制をとっているほか、翌日あるいは、銀行営
業日に速やかに入金専用通帳に入金する。また、そ
れらの収入は、翌月に当協会総合口座へ一括して振
り替えられ、職員は窓口以外での現金の取り扱いはな
い。

▼指定管理費を含む収入などの資金管理について
は、毎月15日と末日の2回に出納簿を締め、当協会総
務課の会計担当に報告すると共に一括管理を行って
いる。予算の執行状況においても、適宜、総務課より
データが送られ、収入・支出について都度確認の取れ
る体制を取っている。



要望・苦情の内容
について適切に判
断し、必要に応じ
本市の判断を仰
ぎながら迅速な対
応がなされていた
と認められる。
また、利用者から
の要望についても
積極的に改善を
検討しており、利
用者の立場に
立った対応がなさ
れていたと認めら
れる。

▽　要望・苦情対応

▼要望・苦情への公平・適切かつ迅速な対応
・「ご意見箱」の設置や、若者による施設モニタリング
の実施により、利用者からの意見や要望を把握し、施
設内外を改善・改修した。
さらに、備品の入れ替えを行うなど、施設環境の向上
につなげた。
・要望・苦情等への対応処理方法を明確にし、公平・
適切かつ迅速な処理回答を行った。
・受理した要望のうち、可能なものは各施設において
適宜対応したが、現場だけの対応が困難な場合は、
統括責任者および当協会事務局並びに札幌市に相
談・報告し、協議の上対応できるよう体制を整えたこと
で、スムースに対応ができた。

〔センター〕
ロビーの利用ニーズが増加していることに伴い、利用
者が増加している。土日はスペースが確保できないな
どの要望をいただくことがある。パーテーションを購入
し、スペースの有効活用ができるように努めている。

〔アカシア〕
　駐車場アスファルト改修およびフェンス張替工事の
ため、9月25日～10月31日の期間、駐車場を閉鎖する
形となったが、利用者（利用団体）へ事前周知と協力
のお願いをしたこともあり、特に大きなトラブルや苦情
などはなかった。
　毎年施設内の桜の木にカラスが巣をつくり、その期
間利用者および近隣住民へ危害加える可能性があっ
たため、施設裏にある樹木剪定を行った。

〔ポプラ〕
 平成27年度から続いているYouth+ポプラ活動室1に
おける騒音の苦情について、しばらく活動室１の貸室
を見合わせていたが、利用者より貸室再開を希望する
声が多く出た。29年度3月に防振防音工事が完了した
ことにより、30年度4月より活動室１の利用を再開し、
改修効果の様子をみる。

〔豊平〕
施設に隣接する住民から、雑草の除草に関するご意
見・ご要望をいただいたため、休館日を利用して対応
した。また、騒音関係で窓を閉め切っている体育室の
室温が上昇してしまうことに対して利用者から情報を
いただいた。大型扇風機を設置や換気を徹底すること
で環境改善に努めた。

〔宮の沢〕
音楽スタジオの機材に劣化・不具合が見られたが、利
用者がいち早く気づいてくれるおかげで、早期の修
理・交換対応ができていた。また、一斉受付に時間が
かかることへのご意見が前年度に引き続き出ていた
ため、一斉受付に従事するスタッフを増やして円滑に
進むよう対応を心掛けた。

要望にあたっては些細な事
柄であっても現場対応に止
めず、会議等を通じて施設
間の共有を図ると共に、財
団事務局および札幌市に相
談・報告し、適切なアドバイ
スをいただき、迅速な環境
整備、改善、向上へとつな
げた。
また、利用者の目線でモニ
タリングした上で、施設の意
見・要望を把握と改善に応
えた。
若者支援施設への理解が
深まっているため、苦情は
年々減少している。引き続
き日常的に利用者の意見
や要望を把握し、業務改善
に努めていく。

▼利用者からのご意見を受け、豊平の空調設備の汚
れについて調査および清掃対応を行った。



指定管理業務協定書およ
び仕様書に基づき、適切に
対応できた。
若者との関わりを記録する
ようになって、これまでより
さらに若者の変化・成果・
ニーズを把握できるように
なった。
利用者の満足度を測る「利
用者アンケート」の集計の
結果では職員に対する評価
が97%を達成した。職員研修
やOJTを通して「接遇研修」
「業務の理解」が浸透してき
ている結果が反映されてい
ると考えられる。今後も引き
続き維持・向上を目指し実
施していきたい。

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタ
リングの実施、事業報告、札幌市の検査等への対応、
自己評価の実施）

▼記録
平成２９年度より新たに、総合センターに倣って活動セ
ンターでも、個別支援の必要性がある若者とのロビー
等における関わりを記録した。

アンケートの回収
率は96％と非常
に高く、利用者の
意見を効果的に
把握できたと認め
られる。利用者満
足度も高い評価を
維持しており、今
後も引き続き業務
及び接遇の維持
向上に取り組んで
いただきたい。

▼モニタリング
平成30年2月1日(月）～2月35日（日）の25日間、施設
利用向上を図るためアンケート調査を実施。期間内に
利用した部屋利用団体につき１枚を配布し、利用終了
後に回収した。質問内容は各団体に関する情報4項、
各団体への質問7問で実施した。
また、設問ごとに記述欄も設置し、設問の答えについ
て、具体的に意見を記入していただいた。
対象：627団体、有効回答回収：600団体（回収率：
96％）
※詳細については、「3　利用者の満足度　利用者アン
ケートの結果」に記載。

▼事業報告等
指定管理業務協定書に基づき、月次業務報告書を提
出した。（翌月15日まで）

▼札幌市等の検査対応
①指定管理「業務検査・財務検査」
　平成29年3月に全施設にて実施。「全施設において、
適正に事務処理が行われている」との通知をいただい
た。

②当協会内部監査
　平成29年11月に実施。金銭の取り扱いや文書管理
など、他セクションの管理職より第三者視点で監査を
受けた。重大な指摘事項なし。



利用者の観点から活動を拡
充させるために必要な物品
および環境整備について提
案をいただく「利用者モニタ
リング事業」を実施した。日
常的な対応だけでなく、利
用状況調査として若者の声
に耳を傾け、施設管理に反
映させたことにより若者の
施設運営への参画意識を
醸成する機会提供すること
ができた。

▼　若者支援施設における日常的な要望の把握
〔センター〕
・日常のロビーワークや窓口受付の機会を活用して、利
用者の要望を聞き取るよう努めており、施設のレイアウ
トなど運営に活かしている。また「利用者モニタリング事
業」を実施した結果要望の高かった姿見、ラジカセ、電
位レンジ等活動に係る備品の整備やWi-Fi環境の強化
等を行った。
・職員の接遇についてアンケートでは高い評価をいただ
き、また自由記述での意見も取り入れ、都度対応してい
る。今後も利用者視点で日々感じた要望等を気軽に伝
えてもらえるよう、さらなる向上に勤めたい。
なお、「ご意見箱」への意見は0件であった。



Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（２）労働関係
法令遵守、雇
用環境維持
向上

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上

▼当法人としてハラスメントに関する方針を新たに策
定し、コンプライアンス遵守姿勢の強化を図った。万が
一該当事案が生じた場合の相談方法を明確化し、若
者支援施設の全ての職員に各館長から周知した。

法人全体として関係法令に
従い所定の手続きや職種ご
との労働条件及び待遇の見
直しや改善を行っている。
若者支援施設では、統括責
任者、若者支援担当課長
（若者支援総合センター館
長）のほか係長職3名を配
置し、各現場職員との面談
を適宜行うことで、職員のメ
ンタルヘルスに努めてい
る。
法人として障がい者雇用を
推進し、若者支援施設全館
に配置した。
ストレスチェックは、法令上
は一カ所当たり50人未満の
事業所には義務付けられて
いないが、法人として自発
的に取り組んだ。

適切な組織運営
がなされているも
のと認められる。

▼12月に法人のとして常勤職員全員を対象に「ストレ
スチェック」を実施。個人が特定されないよう外部に委
託して診断した結果、法人内の各セクション別におい
ても相対的にストレス度合いが低く、職務に意欲的な
職員が多いことがわかった。

▼法人として、常勤職員のほか1年以上の有期雇用職
員に対して1年に1回の定期健康診断を実施しており、
再検査までの費用負担をしている。

▼3月に法人職員に対して送信者偽装の標的型メー
ル訓練を実施し、
情報漏洩に対する管理の重要性とセキュリティ意識の
向上に努めた。

施設の瑕疵による事故等の
発生は無く、施設賠償保険
を使うことが無かった。

日ごろから事故の
未然防止に努め
ており、また施設
の破損について
は速やかに札幌
市へ報告の上適
切な修繕を行って
いたと認められ
る。

▼災害・救急については、緊急連絡網及び自衛消防組
織を作成（設置）し、緊急時対応に備えている。
　※訓練状況については防災項目参照

▼損害賠償保険は仕様に適合したものに加入した。

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向
上への配慮、連絡体制確保、保険加入）

▼施設・設備・備品等の機能や状態を良好に維持する
ために、館・閉館時に施設内外の見回り等、日常的な
点検を行った。また、月1回の施設休館日にメンテナン
スを行った。
さらに、利用者の活動前・後の声がけを行い、危険行為
等への指導を行った。

▼施設利用者のみならず、近隣住民や歩行者、職員、
その他業務に関連する者の安全確保のために、施設の
破損・劣化箇所については、都度、札幌市に状況報告
し、事故防止に努めている。



▼備品については、施設や設備と同様に、日常点検
や施設休館日の保守点検を行い、劣化や故障を未然
に防止した。

▼若者支援施設の利用対象者である若者の視点か
ら、改善点や改修箇所、利便性向上に必要な備品等
をモニタリングし、利用者自身が施設環境の向上に努
めた。

▼施設等の機能を維持して利用者の安全と利便性を
確保するため、消耗部品の交換や軽微な補修は、日
常点検時や毎月設定している臨時休館日に職員が
行った。

日常点検や毎月の臨時休
館日に、施設や設備、備品
の保守点検や整備整頓、消
耗部品の交換、補修を行
い、小規模修繕や不具合が
生じた備品の廃棄処分など
の対応を行った。
　利用している若者の意見・
要望を集約して備品の入れ
替えを行ったため、利用者
から大変好評だった。今後
も、利用者からの要望を聞
き、若者の施設運営に対す
る参画意識を育みながら施
設環境の向上を図ってい
く。

▼センターでは稼働率の高い貸室において壁紙の剥
がれなど劣化が生じているため、日常的に職員による
補修を行っている。
利用者による玄関窓の破損があったため、業者による
補修を実施。

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、
修繕、備品管理、駐車場管理、緑地管理等）

▼仕様書に記載されている業務のうち、清掃業務、警
備業務、施設及び設備の保守点検業務（暖房給湯設
備保守点検、消防設備保守点検業務及び防火対象物
定期点検業務、重油タンク漏洩検査・清掃業務、体育
室ウレタン塗装業務）、除排雪業務、については、専
門業者に業務委託により実施。
※センターおよびポプラの清掃業務は、病院や福祉施
設等の清掃業務を行っている企業の協力を得て、自
立支援事業のジョブトレーニングの場として実施して
いる。

利用者の要望を
取り入れた適切な
維持管理が行な
われていると認め
られる。

▼ポプラ活動室1における騒音の苦情については、29年
度3月に防振防音の改修工事が行われた。苦情をうけ貸
室を見合わせていたが30年度工事終了後より利用を再
開し、改修効果の様子をみる。防音に伴い、窓の開閉が
制限されるため、夏季の室温上昇が懸念される。エアコ
ンの設置を30年度に札幌市と協議検討する。



ア　若者の自立支援事業（若者支援総合センター） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▽　防災

▼各施設において防災計画を策定し、訓練を実施した。
ただし、複合施設であるYouth＋センター、Youth＋宮の
沢は防火管理者を置いていないため、入居建物の合同
による訓練に参加した。
〔センター〕
5月・9月（入居ビル全体で実施）
〔アカシア〕
9月（消防設備点検・防火対象物点検・総合訓練）
2月（消防設備点検・総合訓練）
〔ポプラ〕
6月（入居ビル全体消防設備点検）
2月（避難誘導）
3月（地震訓練・避難誘導）
〔豊平〕
6月（総合訓練）
9月（消防設備点検・防火対象物点検・総合訓練）
2月（消防設備点検）
〔宮の沢〕　　 7月・11月・2月
　　　　　　　　　（生涯学習総合センター内合同）

避難訓練や消火訓練など、
有事の際の職員の対応を
実践的に行うため、貸室利
用者やロビー利用者にも協
力をいただきながら実施し
た。
消防設備点検による不備な
部分については即時対応
し、消火器などの器具の入
れ替えを行った。
広域避難所と指定されてい
る豊平・アカシアは、所轄の
消防署に特例認定の承認
がなされたため、引き続き
適正な消防訓練を実施して
いく。

施設利用者の安
全管理に向けた
取組が適切に実
施されている。
特に豊平・アカシ
アは指定避難所
であることから、
適切な消防設備
の点検・更新に努
めていただきた
い。



個別相談でのケースワーク
と自立支援プログラムでの
グループワークを組み合わ
せることにより、社会的自立
への目標に向けて多角的な
サポートが可能となってい
る。

▼厚生労働省「地域若者サポートステーション事業」を
受託し、キャリアコンサルタントや社会福祉士を配置す
ることで相談体制を強化している。

▽　自立支援プログラム等の実施

▼定期的な外出の機会や集団に慣れていく段階の初
期支援プログラムや個別の目標に応じた活動を行う
段階の就労支援プログラムのほか、一人ひとりの課題
と目的に応じたプログラムを実施した。
進路決定者の就労定着支援にもつながるよう、労働
法セミナーやビジネスマナー、座談会などを実施した。

（4）事業の計
画・実施業務

▼若者支援施設のホームページ上にさっぽろ子ども・
若者支援地域協議会のページを設置し、構成機関等
の情報を一体的に管理し、情報配信している。

▼さっぽろ子ども・若者支援地域協議会を活用したセ
ミナーを実施した。

▽　若者の自立支援に関する情報の収集及び提供並び
に自立支援ネットワークの構築

▼「さっぽろ子ども・若者支援地域協議会」の調整機関
として実務者会議を運営している。

さっぽろ子ども・若者支援地
域協議会を中心とした関係
機関との日常的な連携によ
り、自立支援ネットワークの
中核的な役割を担ってい
る。

各事業のうち成果
目標に届かなかっ
た項目があること
から評価はCとし
たが、各事業とも
年度当初の実施
計画に沿って適正
に実施されている
と認められる。

▽　困難を有する若者の自立に関する相談

▼社会的自立に向けて困難を抱える若者や家族のた
めの第一次相談を実施している。相談内容に応じて情
報提供・紹介を行い、他機関で担えないケースについ
ては、ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄや社会福祉士、臨床心理士等に
よる継続支援を行っている。
【実績】
・新規登録者：354名（前年度比96％）
・総合相談：910件（前年度比100％）
・継続相談：4,706件（前年度比105％）

総合相談および継続相談
件数はそれぞれ過去最高
値であった平成28年度の記
録を更に上回り、各Youth+
との連携ならびに自立支援
ネットワーク体制の強化に
よる成果と考えられる。



▽　自立支援事業の広報

関係機関を通じた
相談が5割を超え
ているものの、若
者本人に届く広報
としてホームペー
ジが一定の実績
を上げたものと評
価できる。今後も
若者の傾向を把
握した効果的な広
報を期待したい。

▼ホームページには、定期的にプログラムの様子や
相談・説明会等の案内を掲載した。なお、さっぽろ子ど
も・若者支援地域協議会のページや若者支援施設の
ページともリンクさせるなど、情報にアクセスするため
のルートを多く設けた。
【実績】
総合相談のうちホームページが情報元であったケース
は17.7％
▼市内全区を会場にした出張相談・説明会を実施し
た。(合計112名参加)。平成28年度に続き、毎月広報
さっぽろ全市版に情報を掲載し続けたことから、相談・
説明会への参加に関わらず、広報をきっかけに相談
につながるケースがあった。
【実績】
総合相談のうち広報が情報元であったケースは6.3％

▼各関係機関からの視察受入や講師派遣を積極的に
行い、若者の社会的自立に係る啓蒙・周知活動を行っ
た。
【実績】
・視察受入・講師派遣：延べ2,725人

▼学習支援プログラムを実施したが、あくまでも学校
や学習支援をメインに進めているＮＰＯやフリースクー
ルに繋げる、もしくは就労に向けた自信を回復するた
めの一時的なサポートの場として機能させた。

関係機関からの紹介を経て
の相談が最も多いが、イン
ターネットを介した周知には
工夫の余地があると考えら
れる。投資（時間、資金、マ
ンパワー）を検討するととも
に、直接的な広報活動との
両輪でバランスの取れた広
報戦略を展開していく必要
がある。

表面化している課題だけで
なく、潜在的な課題にも対
応していくために、関係機関
と連携しながら自立支援を
補完する事業を展開できて
いる。社会的課題にも即応
していく機動力が求められ
おり、当団体に寄せられる
周囲の期待も高い。

▼学齢期からの切れ目のない支援体制の構築を目指
し、ユースワーカーが進路アドバイザーとして市立札
幌大通高校や有朋高校など4校への定期訪問を実施
したほか、ユースワーカーが企画運営する校内生徒
交流会を3校にて実施した。

▼社会体験機会創出事業として、応援企業を新規に
36社獲得。サポーターの協力のもと企業と若者をマッ
チングし、延べ1,536回の体験を実施した。

▼中学校卒業者等進路支援事業として、主に中学校
卒業段階で進路未定の生徒の情報を学校から子ども
未来局を経由して入手し、就労および学習支援等を実
施した。
学校からの情報提供件数46件、支援を実施した生徒
数延べ334件、進路決定者数20件とそれぞれ昨年度
を上回る実績となった。

▼リーフレットを5,000部作成し、関係機関等に配布し
た。なお、家族や教員など、周知対象によって表現を
変えたチラシにより事業を周知した。
【実績】
総合相談のうち関係機関が情報元であったケースは

▽　その他の若者の自立支援に向けて必要な事業



（自立支援事業の相談件数）

5,616

3,758

1,189

669

910

341

335

234

255

131

79

45

570

160

239

171

85

50

17

18

4,706

3,417

854

435

2,707

2,256

336

115

1,815

1,064

462

289

184

97

56

31

子ども・若者支援
地域協議会の関
係機関のみならず
学校等へも積極
的に訪問活動を
行ない連携強化
に取り組んだこと
が相談件数の増
加につながったと
評価できる。

相談件数 5,387

その他 172

800

総合相談件数 907

相談件数が伸び続けている
要因は、他機関では担えな
いケースについて、相談が
継続できるようスタッフの専
門性が向上していると判断
できる。

メール 67

（単位：件）

H28実績 H29計画 H29実績

本人 167

親 236

本人 3,546

親 1,041

本人 122

親 88

その他 238

来所 265

本人 327

親

その他

562

来所 2,660

本人 107

親 37

その他 375

メール 166

本人 929

親 350

342

親 699

その他 11

継続相談件数 4,480

本人 38

親 18

その他 165

電話 1,654

本人 2,183

その他 22

親 312

その他

その他 55

電話 575

本人 3,219



（自立支援事業の登録者数と進路決定状況）

354

292

184

5

5

98

（自立支援事業のプログラム利用者数）

1,975

795

749

431

3,063

1,061

466

1,536

0

173

270

182

1,503

2,969

相談件数の増加
が登録者数の増
加に繋がらなかっ
たことについて、
相談者や関係機
関のニーズを把握
し改善に取り組ん
でいただきたい。

相談件数は前述のとおり過
去最高数値であったものの
登録者、進路決定者はいず
れも目標値を下回った。初
回相談と利用登録の間にあ
る相談者のニーズの相違に
ついて検証を行い、対策を
講じる。

自立支援登録者数 369 370

うち進路決定者 321 ※340

就職

（単位：人）

H28実績 H29計画 H29実績

209

職業訓練 5

進学 6

その他 101

（単位：件、人）

支援プログラム利用者数 5,177 5,038

その他 185

就職支援プログラム 3,343

進路アドバイザー派遣 1,372

その他 3,446

対人トレーニング 715

学びなおし

ロビー利用 272

家族会 194

市内の有効求人倍率が上
昇する中で総合相談が増え
ている現状を考えると、就
労支援よりも前の段階で支
援を必要とする相談者が増
えていることが予想される。
よって、初期支援プログラム
のニーズが高まっている。
引き続き、社会情勢と連動
した柔軟な支援体制を整え
ていくと同時に、進路アドバ
イザー派遣等のアウトリー
チ活動から支援を必要とす
る若者へのつながりを強化
していく。

グループ活動 791

その他 0

ステップアッププログラム 246

セミナー 651

仕事体験 1,901

初期支援プログラム 1,834

934

※進路決定者の目標数値は「最適な支援機関につながった人数」を含む



イ　若者同士の交流促進事業

数値目標には届
かなかったもの
の、主な支援対象
である15歳から19
歳の利用登録が
最も多く、目的と
するターゲットに
合った事業展開
がなされているも
のと評価できる。
ホームページや
SNSなど、引き続
き若者に届きやす
い周知活動に取り
組んでいただきた

571 756

男 女

センター 1,638 2,232 1,467 2,024

〔施設別及び男女別〕

H28年度 H29年度

男 女

▽　若者同士の交流に関する情報の収集及び提供並
びに若者団体ネットワークの構築

▼利用証の発行
　数値目標　15,000人に対し、14,113人と目標数値に
届かず。詳細は以下のとおり。

合計 7,027 6,953 7,122 6,991

利用証の発行について、前
年度の目標は上回ったが、
数値目標には届かず、前々
年度の発行数を下回った。
引き続き利用者の獲得を目
指し、SNS等も活用しながら
施設のPRを実施していく。

合計 13,980 14,113

豊平 1,750 1,290 1,990 1,365

宮の沢 1,615 1,475 1,325 1,347

アカシア 1,432 1,164 1,769 1,499

ポプラ 592 792

計 13,980 14,113

※区分別では、中学生以下が2.6ポイント増加した。少年団
など、中学生以下を対象とした利用団体が増えたことから比
率が高くなったと判断できる。

高校・大学 6,272 44.9% 6,081 43.1%

その他 4,725 33.8% 4,661 33.0%

※　比率は男性50.5％（H28年度：50％）、女性49.5％（H28
年度：50％）と、およそ0.5ポイント男性が増え、女性は0.5ポ
イント減ったがこれまでの数値からは大きな変動は見られな
い。

〔区分別〕

H28年度 H29年度

中学生以下 2,983 21.3% 3,371 23.9%

15～19歳 4,513 32.3% 4,408 31.2%

20～24歳 3,503 25.1% 3,369 23.9%

〔年齢別〕

H28年度 H29年度

～14歳以下 2,872 20.5% 3,273 23.2%

35歳～ 48 0.3% 43 0.3%

計 13,980 14,113

25～29歳 1,908 13.6% 1,916 13.6%

30～34歳 1,136 8.1% 1,104 7.8%

※　年齢別では、おもなターゲットとしている15歳～19歳の
比率が31.2％と約3分の1となり、ついで20歳～24歳の
23.9％と、この区分が全体の半分以上を占めている。中学
生以下となる14歳以下の登録者数が2.7ポイント増加しここ
数年増加傾向にある。



▽　若者同士の交流に関する相談

ロビー利用者は前
年度に比べ大きく
増加しており、若
者支援施設が
徐々に若者にとっ
てのサードプレイ
スとして定着して
きたことがうかが
える。今後もロ
ビーワークの充実
に取り組んでいた
だきたい。

▼若者団体ネットワーク「ENGINE-LINK」への登録団
体数は956団体（平成28年度：460団体/前年度比：
207.8％）と前年度に比べ496団体増加と倍増した。こ
れは、平成27年度から登録方法が容易になったこと
と、館外での若者団体とコンタクトを取るなど、
ENGINE-LINKへの登録を促進した全館での取り組み
の結果、増加に繋がったと判断できる。

登録方法の簡便化と、施設
内外問わず、若者団体と積
極的に関わったことによっ
て、ENGINE-LINKへの登録
が促進された。今後は登録
団体の情報流通を行うな
ど、ネットワークの視覚化に
取り組む。

登録団体は２年続
けて大幅に増加し
ており、適切な取
組が継続している
ものと認められ
る。

▼ENGINE-LINK登録団体および個人利用の若者に向
けてブログやFacebook・TwitterなどのSNSを用いて施
設からのお知らせと併せて各センター窓口で団体の
情報を掲載し、団体情報のPRを図った。特にFaceｂ
ook、Twitterは頻繁に更新し、新鮮な情報提供を心が
けている。3月現在、Twitterのフォロアー数が900名と
なり（平成28年度415名）昨年度と比べ倍増している。

▼「一人ひとりの若者一人ひとりの若者（あるいは若
者グループ）に必要な関わり方を長期的な視点から見
立て、適切な成長環境を提供する」を重点目標として
掲げ、ロビーワークを積極的に実施し、職員と若者と
の関係づくりを行った。ロビーワークの過程を通じて見
えてきた若者のニーズや声を拾いながらグループ活
動などの事業の実施に繋げ、職員と若者の関係から、
若者同士の関係へと広がった。

若者との継続した関わりづ
くりを意識したことで、一過
性のロビーワークに終わる
ことなく、関係性が構築でき
た。その結果、利用人数も
大幅に上昇し、若者の集う
プラットホームのような役割
も担っている。
今後も、若者との関係づくり
を行いながら、成長に寄り
添っていくとともに、若者の
ニーズを実践記録として蓄
積し、情報共有を図ってい
く。

若者のロビー利用人数（5館計）：60,412人
（平成28年度：49,061人/前年度比：123.1％）



▽　交流促進講座の開催

▼一過性の交流で終わってしまう単発のイベント・講
座事業よりも、若者との日々の関わりを深めながら仲
間づくりやコミュニケーションを図ることを目的とする
「ミニワークショップ」や、継続した利用の受け皿として
の「グループ活動」が多く見られた。職員は若者の主
体的な活動や・自主性の支援を重視した。
交流促進事業の参加者数も昨年度よりも増加し、加え
てロビーでの日常的な関わりを加えると、さらに関わり
の人数は増加する。多様な関わりが構築されていると
いえるであろう。

▼おもな講座
〔センター〕
・ミニワークショップ（センター感謝祭他、74回実施）
・グループ育成事業（運動部他、35回実施）
・交流促進事業（セルフスタディサポート他、35回実
施）
   〔アカシア〕
・ミニワークショップ（ＡＢＣ他、27回実施）
・通年ワークショップ（演劇指南塾他、21回実施）
・マイプロデュース事業（ＳＡＮＬＩＶＥ他、17回実施）
・生活自立支援事業（アカシア食堂、23回実施）
・利用促進事業（フリースペースの活用他、17回実施）
〔ポプラ〕
・ミニワークショップ（Ｐステーション他、77回実施）
・交流相談事業（Youth+キッチン、27回実施）
・文化芸術講座（ベジスイーツ他、3回実施）
〔豊平〕
・ミニワークショップ（体育室FREE DAY他、84回実施）
・ワークショップ（ドイツゲーム他、5回実施）
・協働企画事業（お弁当の日プロジェクト他、8回実施）
〔宮の沢〕
・ワークショップ（卓球大会他、28回実施）
・交流促進講座（ご飯会他、19回実施）
・文化芸術講座（ロビーライブ他、17回実施）
〔全館共通〕
・合同スポーツ交流会YOUTH CUP（バスケットボール
他、9回実施）

各館ともロビーワークを重
視し、若者の日々の関わり
から得たニーズに応える事
業を数多く展開した。
また、講座をとおした交流だ
けではなく、若者の主体性・
自主性を育むために、若者
の意見や要望を取り入れた
内容で行った。
さらには、地域若者サポー
ターや関係機関と協働で事
業を実施したり、若者実行
委員会が主体的に事業を
実施するなど、関係者や20
代後半～30代の若者が職
員と一緒になって、10代か
ら20代前半の若者の取り組
みを支援するようなネット
ワークが生まれてきている。



ウ　若者の社会参加促進事業

▽　若者の社会参加に関する相談及び啓発

社会形成・人材育
成に重点的に取り
組んだことにより、
地域と協働しなが
ら中長期的に若
者を育ててゆく意
識が徐々に定着
し、若者の意欲的
な参加にも繋がっ
ているものと評価
できる。今後も若
者が地域におい
て主体性を持った
活動を行ってゆけ
るよう、人材育成
に取り組んでいた

▽　若者の社会参加に関する情報の収集及び提供並
びに地域活動ネットワークの構築

▼各施設とも、これまでつながりのあった町内会やま
ちづくりセンター等の関係機関のほか、周辺にある商
店等新たなネットワーク先を開拓したほか、全館共通
の取り組みを行った。
〔ポプラ〕
・白石MAPプロジェクト（9回実施）
〔豊平〕
・つきさっぷプロジェクト（6回実施）
［全館］
・Youth+除雪プログラム（5回実施）

ネットワークの構築により、
社会参加に関するさまざま
な情報と機会を提供するこ
とができた。
SNS等も活用しながら情報
提供を行った。SNSの活用
は次年度も継続していく。

▼ボランティア活動を始めたい若者や、活動発表の場
を広げ体験会等を通じて普及啓発を行いたい団体か
ら相談を受けた。また、相談を受けて、地域と連携を
図り、各種啓発事業を展開した。今年度は若者の社会
参加に意味のある事業を精査し啓発機会として取り組
んだ。

［センター］
・創成東地区事業への参加（7回実施）
〔アカシア〕
北光地区、幌北地区、麻生地区、東区事業への参加
（7回実施）

単に社会参加に関する情報
を提供するだけでなく、若者
の成長に意味がある事業を
精査した。その結果、若者
たちの意欲的な関わりが見
られた。今後も地域と若者
が継続的に関わりを持つと
ともに、地域以外の社会資
源とも繋がりを構築できるよ
う、サポートしていく。

▼若者登録者の交流促進事業
　・総参加者数　7,908人
　（平成29年度　5,460人／前年度比144.8％）
　・ロビー利用人数を加えた場合
　　68,320人
　（平成29年度　54,521人／前年度比125.3％）



▽　社会参加促進講座の開催

▼社会参加促進講座
地域の方の協力を得ながら若者が施設職員以外の大
人や地域活動に関わるきっかけ作りを行った。町内会
やまちづくりセンターなどを介して地域の方と協働しな
がら事業を実施した。

▼おもな講座
〔センター〕
・地域資源活用事業（2回実施）
〔アカシア〕
・マイプロデュース事業（2回実施）
〔ポプラ〕
・地域若者サポーター座談会（2回実施）
〔豊平〕
・豊平お弁当の日PJ（5回実施）
〔宮の沢〕
・宮の沢若者活動センター祭2017

若者による社会形成に重点
を置き、他都市の先行事例
を参考に企画事業をすすめ
た。
実施内容としては地域サ
ポーターとの協働を軸として
運営を行った結果、中長期
的視点で若者を共に育てる
パートナーとしての、関係を
構築することができた。
また、地域若者サポーター
だけでなく、地域関係機関
やNPO、公益性の高い若者
団体が、若者支援施設の取
り組みや事業の趣旨に理解
を示し、協働で事業を実施
したことにより、主体的・自
発的に企画立案や運営を
行う若者を育成・支援するこ
とができた。▼人材育成講座

昨年度から継続し、全市的なまちづくりイベントの準備
や運営に実践的に関わることを通じて、まちづくり活動
に積極的に関わる人材を育成したほか、新たな社会
課題に取り組む人材を育成する人材を育成すべく、生
活困窮者向け学習支援に携わる学生の育成を行っ
た。
〔センター〕
・次世代学習支援人材育成講座（22回実施）
〔ポプラ〕
・雪まつり人材育成講座（18回実施）

▼若者登録者の社会参加促進事業
　・総参加者数　18,866人
　（平成28年度参加者数　11,468人：前年度比164％）

事業を通じて若者が地域や
企業の方と関係を構築しな
がら主体性を持ち企画・運
営する等の成長が見られ
た。
また地域若者サポーターと
の協働により、意見を尊重
されながらイベントの企画・
運営に携わることで、社会
参加の意識が育まれた。
今後も若者が主体性を持
ち、自らが住む地域で力を
発揮できるよう促していく。



エ　若者の社会的自立に関する調査・研究事業

オ　さっぽろ若者支援ネットワークの構築事業 地域との協働によ
り、広く札幌市内
における事業展開
が期待できる。
今後も地域での連
携拡大に取り組ん
でいただきたい。

▼地域若者サポーターは101人（前年度：104人）が登
録し、前年度から微減したものの、Youth+に対する理
解が深まり、また協力体制の取れるネットワークが構
築されている。

▼職員が積極的に広く地域に出向き、地域にいる若
者へのアプローチを行った結果、もみじ台地区との結
びつきが強化された。他の地域においても、協働で事
業を実施し、情報収集・発信を行っている。

　「地域若者サポーターとの
協働」事例が生まれてきて
いる。今後は、Youth＋の愛
称を最大限に活かし、地域
とのプラスアルファの連携
実績を積み重ねていく。

カ　その他若者支援施設の設置目的を達成するために
必要な業務

▼西区地域振興課および児童会館と連携し「スノー＆
アイスキャンドル大作戦」および「とよひらっぴー」を実
施、ならびに、滝野自然学園と協力し「ワーカーズ
ファーム」を実施した。当財団内における横断的な連
携により、より広い視点でさまざまな角度から若者を
支援することができた。

外部関係機関および当法
人内の横断的事業連携に
より、多様な若者の支援の
取り組み展開することがで
きた。
引き続き関係機関との連携
を深めるほか、学校、地域
と中長期的かつ広い視点で
協働化を進めていきたい。

施設の有効利用について
は、若者との継続的な関わ
りの中からニーズを引き出
し、運営や事業へと結び付
けていく。

▼地球温暖化防止対策および環境配慮の推進に向
けた取り組みとして、プルタブやペットボトルキャップを
収集している児童会館や学校に提供し、国や道、札幌
市が推進している環境に関わる施策（クールビズや
ウォームシェア等）に引き続き取り組んだ。

▼全館で「さっぽろキャンドルナイト」に参加し、キャン
ドルやホルダーを作成し、キャンドルの灯りの中でア
コースティックライブを行うなど、環境に関わる取り組
みに積極的に参加・協力した。

▼自習スペースを活用した相談カフェを設置し、大学
生サポーターによる学習サポートで自習生との関係構
築を行った。

▼利用状況に応じて、空室情報の案内をTwitterや
Facebookで周知し、利用促進を図った。

▼各センターがTwitterを使用し、その日の様子をリア
ルタイムに発信した。

▼昨年度に引き続き「若者支援政策の評価枠組み構
築に向けた日欧比較研究（代表：法政大学・平塚教
授）」より協働の要請を受け、学識経験者とともに若者
の社会的自立に関する調査・研究を行っている。
　横浜・京都・神戸といった政令市で若者支援施設を
運営している団体と合同研修を３回実施した。

大学教授・他都市実践者ら
との調査研究と合わせて、
利用者アンケートの結果も
踏まえながら、常に「根拠の
ある取り組み」を模索してい
る。
外部の意見を聞くことで、若
者支援施設が地域に果た
すべき役割や、若者との適
切な関わり方など、常に客
観的な視点で振り返ってい
る。

▼新規利用登録申請用紙の裏面を活用してアンケー
トを実施。一万人を超える若者を対象に、結婚観・将
来展望等に関する意識調査を行った。設問は運営協
議会の委員の意見を踏まえて設定し、集計結果につ
いても同協議会にて報告した。



▽　利用件数等 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
（5）施設利用
に関する業
務 ▼若者登録者の延べ利用者数

(単位：人）

H28実績 H29計画 H29実績

貸室利用 28,651 29,907

計 60,054 61,800

社会参加促進事業 642 697

ロビー利用 19,032 19,015

若者登録者の事業への参
加数および貸室利用の延
べ人数の合計では、前年度
の204,857人を上回る
227,835人となった（前年度
比111，2％）
また交流促進事業人数が
7,352人（昨年度5,460人）、
社会参加促進事業人数が
14,221人（昨年度実績
11,468人）、ロビー利用人数
が55,474人（昨年度実績
49,061人）となった。
これらは、アカシアの改修
工事終了に係る人数増加で
あるが、一昨年度と比較し
ても増加傾向にある実績で
ある。
平成27年度利用者数
215,515人（平成29年度の
平成27年度比105.7％）

全ての項目にお
いて前年度を上回
る利用者数となっ
ており、特に延べ
利用者数につい
ては、成果目標
215,000人を一万
人以上上回ってお
り大いに評価でき
る。

センター

自立支援事業 10,627 10,804

交流促進事業 1102 1,377

アカシア

自立支援事業 0 0

交流促進事業

1,890

7,753

38,165

豊平

自立支援事業 36 73

交流促進事業

2,374

ロビー利用 6,146 8,389

貸室利用 7,919 6,952

ポプラ

自立支援事業 0 0

交流促進事業 720

3,321 2,990

ロビー利用 7,569 5,460

計 17,186 18,703

6,270

ロビー利用 12,988 14,857

貸室利用 37,038 38,378

2,760

貸室利用 26,313

計 31,995 50,568

1,396

社会参加促進事業 960

ロビー利用 3,326

988

社会参加促進事業 2,401

貸室利用 28,284 26,509

計 40,432 36,403

1,222 1,371

社会参加促進事業

自立支援事業 0 0

交流促進事業 1,020 856

社会参加促進事業 4,144

（前年度比　111.2％）

〔項目別前年度比〕
・自立支援事業　　　　102.0％
・交流促進事業　　　　134.6％
・社会参加促進事業　124.0％
・ロビー利用　　　　　　113.0％
・貸室利用　　　　　　　109.1％

7,352

社会参加促進事業 11,468 14,221

ロビー利用 49,061 55,474

計 55,190 60,361

合計

自立支援事業 10,663 10,877

交流促進事業

貸室利用 128,205 139,911

計 204,857 227,835

5,460

宮の沢



▽　有料施設利用状況等

ア　Youth+センター

▽　利用促進の取組

稼働率は各館に
おいておおむね高
い水準を維持して
いるものの、昨年
度同様平日日中
の利用者獲得が
課題となっている
ことから、引き続
き稼働率向上に
向けた取り組みを
継続していただき
たい。

▼活動室4・5の冷暖房設備が共用のため、利用者か
らは不満の声も頂く。活動室4・5で利用できる小型暖
房機を導入し、快適な貸室の提供に努めた。

稼働率は年々高まってお
り、特に夜間は全ての部屋
がほぼ予約で埋まってい
る。午前から午後に関して
の稼働状況には余力があ
るため、引き続き、一般団
体の呼び込みなどで稼働率
の向上を目指す。
隣り合う部屋が完全には仕
切られておらず、空調設備
も共有のため、音量や室温
の面で時折不満の声が寄
せられている。施設の構造
上、完全に解決することは
できないが、施設利用者間
の交流を促進することに
よって、互いに配慮できるよ
うな関係性を築いていきた
い。

活動室１

供用時間 4,164 4,164 4,164

利用時間 3,242 2,707 3,287

(単位：時）

H28実績 H29計画 H29実績

3,261 2,707 3,372

稼働率(％) 78.3%

4,164

利用時間 3,112

活動室３

供用時間 4,164 4,164

16,259

活動室５

供用時間 4,164 4,164 4,164

利用時間

65.0% 81.0%

稼働率(％) 77.9% 65.0% 78.9%

活動室２

供用時間 4,164 4,164 4,164

利用時間

2,707 3,172

稼働率(％) 74.7% 65.0% 76.2%

77.2% 65.0% 77.6%

活動室４

供用時間 4,164 4,164

4,164

利用時間 3,215 2,707 3,233

稼働率(％)

▽　不承認 0件、減免0件、取消1件（内還付1件）、変更7
件（内還付0件）

▼一般団体が利用しやすいように貸出用の机を増設
した。
　その結果、セミナーなどの施設利用が向上した。

▼稼働率は、昨年度よりもさらに上昇し、当初の目標
を大幅に上回る結果となった。年間平均79.2％（昨年
度より＋1.1ポイント）となった。

13,535 16,491

稼働率(％) 78.1% 65.0% 79.2%

82.3% 65.0% 82.3%

合計

供用時間 20,820 20,820 20,820

利用時間

3,429 2,707 3,427

稼働率(％)



イ　Youth+アカシア

▽　利用促進の取組

平成28年度7月～10月に大
規模改修工事、11月～12月
にアスベスト検出による除
去作業に伴い、Ｈ29年度の
稼働率としては40.0%から
62.7%へと上がり、前年度比
＋22.7%となった。現状とし
て、体育室以外の各部屋の
貸室においては、午前中の
利用率が低く、空き状況が
目立つ。今後、利用促進へ
と繋げていくためにも、利用
状況の分析を行い改善策を
打ち立てていく必要がある。
各層に合った周知方法を
行っていくと共に、Twitter等
のSNSも活用していき、効
果的な広報活動を展開して
いく。

活動室１

供用時間 4,164 4,164 4,164

65.0% 59.1%

活動室２

供用時間 4,164 4,164 4,164

利用時間 1,545 2,707 2,461

稼働率(％)

2,651

稼働率(％) 40.8% 65.0% 63.7%

利用時間 1,569 2,707 2,549

稼働率(％) 37.7% 65.0% 61.2%

37.1%

(単位：時）

H28実績 H29計画 H29実績

65.0% 45.0%

和室

供用時間 4,164 4,164 4,164

33.8% 65.0% 58.0%

活動室３

供用時間 4,164 4,164 4,164

利用時間 1,699 2,707

合計

供用時間 24,984 24,984 24,984

利用時間 9,995 16,242 15,676

稼働率(％)

2,707 3,726

稼働率(％) 59.7% 65.0%

利用時間 1,291 2,707 1,872

音楽室

供用時間 4,164 4,164 4,164

利用時間 1,406 2,707 2,417

稼働率(％)

稼働率(％) 31.0%

89.5%

体育室

供用時間 4,164 4,164 4,164

利用時間 2,485

40.0% 65.0% 62.7%

▽　不承認0件、減免0件、取消4件（内、還付4件）、変
更3件（内、還付0件）

▼長期休業の日中の利用促進を図るため、近隣の高
校や大学、地下鉄駅掲示板などで、ロビー利用（自習
利用）の推進および事業等のチラシなどを掲示・配布
した。

▼Twitterを活用し、館内の様子をリアルタイムで発信
した。

▼新たな連携先（児童会館等）を開拓すると共に、連
携した事業を行うことにより、施設を知っていただく
きっかけづくりを行った。

▼若者が興味・関心を持てる場の提供として、「食」に
特化した事業を企画し実施した。



ウ　Youth+ポプラ

▽　利用促進の取組

(単位：時）

4,164 4,164

利用時間 2,559 2,707 2,714

稼働率(％)

利用時間 2,516 2,707 2,175

稼働率(％) 60.4% 65.0% 52.2%

H28実績 H29計画 H29実績

▽　不承認0件、減免0件、取消2件（内還付2件）、変更4
件（内、還付2件）

▼ワークショップ等事業のポスターを白石区掲示板に
掲示、また若者施設ポスターを地下鉄掲示板に掲示
し、広く市民の目に留まるよう広報を行い、施設認知
度のアップを目指した。

▼SNSを積極使用し、空き室状況の周知とリアルタイ
ムの施設活動情報を流した。特にTwitterでは写真を
貼付することで、一目でわかりやすく雰囲気や様子を
提供し、利用しやすい状態となるよう努めた。

▼活動室1の騒音と振動に関する苦情について、防振
防音の改修工事が完了し、4月に貸室を再開する。こ
の後、防音の必要性から、夏季であっても窓を開けら
れない状態となるため、所管局担当課との相談の結
果、エアコンの設置が予定されている。利用者の利用
環境整備により、さらなる利用の促進が期待できる。
同時に近隣住民との共存を図ることが可能と考える。

5,414 4,889

稼働率(％) 60.9% 65.0% 58.7%

全体として稼働率が前年度
より2.2％減少した。小ス
ペースの活動室1について、
8.2％減少したが、騒音問題
における利用制限と工期中
の貸室中止により稼働率が
原因と考えられる。活動室2
については、前年比より
3.7％上昇した。これは活動
室1を利用できなかった団
体が活動室2に流れたこと
が考えられるが、利用希望
時間の重複や金額面の違
いなどから、利用自体を見
合わせた団体もあったこと
が、全体稼働率の減少原因
として考えられる。
移転後5年が経過し、知名
度が浸透し、またさまざまな
広報活動によって28年度ま
では年々稼働率が上昇傾
向になっている。29年度の
特殊事情を考えれば、騒音
問題の解消とともに今後ま
た稼働率の上昇を見込むこ
とも可能である。Twitter等
SNSによる空き室情報や認
知度アップを図る広報によ
り、できるだけ多くの市民に
利用される施設を目指す。

活動室１

供用時間 4,164 4,164 4,164

61.5% 65.0% 65.2%

合計

供用時間 8,328 8,328 8,328

利用時間 5,075

活動室２

供用時間 4,164



エ　Youth＋豊平

▽　利用促進の取組

全体の稼働率は前年度か
ら引き続き1.9％上昇した。
特に各活動室は定期的に
利用する新規利用団体が
増えたことが要因と考えら
れる。
一方で音楽室の稼働率が
下がっているが、利用が夜
間に集中しており日中の利
用率が低下したことが要因
と考えられる。音楽室利用
の広報を実施するとともに、
引き続き貸室の環境整備を
進め、利用率の向上に努め
たい。

(単位：時）

H28実績 H29計画 H29実績

2,693 2,707 2,844

稼働率(％) 64.7% 65.0% 68.3%

稼働率(％) 74.9% 65.0% 76.8%

活動室２

供用時間 4,164 4,164 4,164

利用時間

活動室１

供用時間 4,164 4,164 4,164

利用時間 3,119 2,707 3,198

稼働率(％)

2,707 2,323

稼働率(％) 59.3% 65.0% 55.8%

38.8% 65.0% 46.2%

音楽室

供用時間 4,164 4,164 4,164

利用時間 2,471

活動室３

供用時間 4,164 4,164 4,164

利用時間 1,616 2,707 1,922

稼働率(％)

▽　不承認0件、減免0件、取消1件（内、還付1件）、変
更20件（内、還付0件）

▼Twitterを活用し、館内イベントや日常を定期的に発
信した。

▼新規一般団体獲得に向け、チラシを作成・豊平区内
で配架依頼を行った。

▼貸室団体からの意見を基に、鏡の購入やスリッパ
の設置を行い、環境改善に努めた。

13,535 14,241

稼働率(％) 66.5% 65.0% 68.4%

94.8% 65.0% 95.0%

合計

供用時間 20,820 20,820 20,820

利用時間 13,846

体育室

供用時間 4,164 4,164 4,164

利用時間 3,947 2,707 3,954



オ　Youth+宮の沢

▽　利用促進の取組

(単位：時）

H28実績 H29計画 H29実績

2,449 2,481 2,414

稼働率(％) 70.10% 65.0% 63.2%

稼働率(％) 83.00% 65.0% 79.9%

音楽スタ
ジオＢ

供用時間 3,817 3,817 3,817

利用時間

音楽スタ
ジオＡ

供用時間 3,817 3,817 3,817

利用時間 2,970 2,481 3,051

2,481 3,047

稼働率(％) 69.30% 65.0% 79.8%

79.70% 65.0% 75.5%

活動室Ａ

供用時間 3,817 3,817 3,817

利用時間 2,888

あそびの
森

供用時間 3,817 3,817 3,817

利用時間 3,063 2,481 2,883

稼働率(％)

2,335

稼働率(％) 54.30% 65.0% 61.2%

92.20% 65.0% 93.7%

活動室Ｂ

供用時間 3,817 3,817 3,817

利用時間 2,253

表現活動
室

供用時間 3,817 3,817 3,817

利用時間 3,600 2,481 3,578

稼働率(％)

17,367 20,893

稼働率(％) 77.8% 65.0% 78.2%

活動室は鏡を置いたことに
より、徐々に若者団体の利
用が増えている。あそびの
森や音楽スタジオなど、定
期的に利用していた団体が
メンバー都合で活動ができ
なくなり利用しなくなったこと
が、稼働率低下に繋がって
いる。
体育室は前年度同様の水
準で稼働しているが、29年
度で活動を終了する利用団
体もいることから、事業での
活用や新規利用獲得に向
けたPRに努めていく。

90.00% 65.0% 93.9%

合計

供用時間 26,719 26,719 26,719

利用時間 20,777

体育室

供用時間 3,817 3,817 3,817

利用時間 3,554 2,481 3,585

稼働率(％)

2,481

▽　不承認0件、減免12件、取消0件、変更1件（内、還
付0件）

▼前年度に活動室Aに追加したものと同じ鏡を活動室
Bに追加したところ、ダンス・演劇で利用する若者の利
用が増加した。また、生涯学習センター窓口でも利用
促進を依頼したところ、相互に利用団体を紹介する
ケースが見られた。
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専門家の意見を
取り入れながら評
価・分析を行なっ
た点について評価
できる。
次年度以降も効
果的な広報計画
の策定に取り組ん
でいただきたい。

▼「しろっプ」発行（「白石MAPプロジェクト」の愛称）
平成25年度から実施して5年目となった「白石MAPプ
ロジェクト（しろっプ）の第6号を発行した。(3月1,500部
発行）
若者による実行委員会を公募し、昨年度と同じ人数で
ある6名の若者が参加した。
白石地域の店舗を構える団体や白石区役所イベント
広場情報など、若者自らがアポイントメントをとり、主
体性をもってインタビューなど取材を行った。今後、
Youtubeなどネットを用いた新しいツールの使用も視野
に入れたいと意見が上がっていた。

▼コミュニティFM
豊平では、豊平区内にあるコミュニティFM「ＦＭアップ
ル」の協力をいただき、毎週金曜日に施設紹介や事業
の周知や若者団体・個人と共に出演し、活動紹介やイ
ベントの告知を行った。

▽　引継ぎ業務

▼　引継業務なし。

（6）付随業務
▽　広報業務

▼広報活動に関する評価分析業務
若者支援施設の利用促進および利用料金収入増へ
向け、専門知識を有するプロの方に来ていただき、研
修会及び戦略会議を実施した。
[内容]
・若者支援施設職員を対象とした広報戦略セミナー
・若者支援施設における広報戦略・制作物についての
評価分析
・次年度へ向けた広報計画における指導助言

研修を通して、広報におけ
る基本的な知識を学ぶと共
に、若者にとって効果的な
広報手段について考える機
会となった。また、広報計画
を立てていく際に必要な分
析と行動についても知るこ
とができ、次年度の広報活
動の中へ活かし展開してい
く。
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▼コピー・印刷事業

▼映像設備セット貸し出し事業

前年度を上回る
実績となってお
り、若者との会話
のきっかけづくり
に活用されている
と認められる。

▼自動販売機の設置（宮の沢）

○　売上高　2,277千円（前年度2,113千円）
〔内訳〕
　センター　　620千円
　アカシア　　450千円
　ポプラ　　　 290千円
   豊平　　　　917千円
※収益　   　 383千円＝2,277千円（売上）-1,718千円（仕入）

○　利用人数（延べ）　17,289人

▼ロビーカフェ事業　(宮の沢を除く)

▽　自主事業

２　自主事業その他

コピー・印刷事業収益につ
いてほぼ横ばいであった。
学習目的の若者を中心に
安定した利用がある。また、
豊平においては地域団体
（町内会）の利用時のコピー
利用が多い。

映像設備セットについても
ほぼ横ばいの実績となって
おり、市民の方へのサービ
スの定着がうかがえる。

ロビーカフェ事業および自
動販売機に係る収益につい
ては前年度を上回る実績と
なった。
自主事業の実施目的である
収益の獲得の他、対面販売
による利用者と職員との接
点の創出についても成果を
上げることができたと考えら
れる。

○　売上高　578千円（前年度519千円）
〔内訳〕
　　・売上手数料  　481千円
　　・電気使用料   　 43千円
　　・機器設置料  　　54千円(行政財産使用料）

○　売上高　7千円（前年度12千円）

○　利用件数（延べ）16件

○　売上高　98千円（前年度103千円）
〔内訳〕
　センター     17千円
　アカシア       8千円
  ポプラ           3千円
  豊平           56千円
  宮の沢       14千円

○　利用件数（延べ）641件



▼地域若者サポートステーション事業

▼その他の外部事業の受託

相談体制の強化
に効果的であり、
次年度以降も引き
続き事業受託に
取り組んでいただ
きたい。

サポステ事業に加えて、中
学校卒業者等進路支援事
業によって学校とのネット
ワークを強化、社会体験機
会等創出事業によって地域
（就労支援サポーターや応
援企業）とのネットワークを
それぞれ強化している。
若者の居場所機能を含め、
このような総合的な支援体
制の構築方法を学びたいと
いう依頼が年々増加してお
り、全国から注目を浴びて
いる。

前年度に新たに受託した白
石区複合庁舎まちづくりイ
ベント広場におけるまちづく
り活動の支援事業は、広場
の活用率も高まり、引き続
き管理運営業務を受託し
た。地域活動拠点として、ま
ちづくり団体と若者が関わ
り、活動のヒントやアドバイ
スを得ることによって、後
に、若者が主体的かつ自発
的に考え、行動するきっか
けとなった。

指定管理事業（施設運営）
を母体としながら、サポステ
事業によって相談機能を強
化している。

〇〔その他事業〕
札幌市（白石区地域振興課）
　「白石区複合庁舎まちづくりイベント広場等管理運営業務」
　（2,896千円）
　市民の地域参画やまちづくり団体等の拠点として設置さ
れ、コーディネーターを配置した。

①札幌市・札幌市教育委員会からの委託業務（通年事業）
　　全2件（5,594千円）
②その他講師派遣等50件（869千円）
　「子ども・若者支援地域協議会」の設置・運営に係るスー
パーバイザーとして、茨木市、大分県、長崎県、広島県などへ
職員を派遣した。
　そのほか、札幌市内での各種講演活動はもちろんのこと「北
海道教育委員会「夜間中学等に関する協議会」」や「全国青少
年相談研究集会・貧困ネット」「子ども・若者支援フォーラムin
大阪」、などにも積極的に派遣しており、札幌市の先駆的成果
事例を全国に向けて発信し、また各地における好事例（ネット
ワーク会議のあり方など）を吸収し、札幌市若者支援施設の
取り組みに反映させている。

〇　〔厚生労働省委託事業〕
「 さっぽろ若者サポートステーション」(委託事業費　30,561千
円）
キャリアコンサルタントや社会福祉士の常勤スタッフのほか、
臨床心理士などの専門家を非常勤として配置し、若者支援総
合センターの指定管理者との協働によって相談体制を強化し
て実施した。
　〔実績〕＊サポステ事業該当数値のみを記載
　　・新規登録者数　 200人（前年度299人）
　　・進路決定者数　 79人（前年度171人）
　　・相談件数　　　　2,195人（前年度2,281件）



自立支援事業参加者の中
には、生活保護世帯の若者
や学習障害や広汎性発達
障害などの他者とのコミュニ
ケーションが苦手な利用者
も多いことから、単に就労先
や相談先として紹介するだ
けでなく、事前事後も含めた
連携体制の構築が不可欠
である。

▼若年無業状態の若者の仕事体験を通じて市内企業等と連携し
ている。平成29年度は新たに36社との連携ネットワークを構築し
た。「こねっと」（コネクションズネットワークの略称）への登録は、平
成29年度末で218名である。平成29年度は新規登録52名であり、
獲得企業数は昨年度より増加したが、新規登録者数は昨年度より
やや減少した。

▼福祉施策への配慮等
①障がい者雇用
　全館に身体障がい者（1級～4級）、精神障がい者（4級）の4名の
職員を配置し、受付窓口や軽易な経理事務などの業務を担ってい
てる。
②福祉に理解のある企業との連携
　若者の自立支援に理解のある企業に清掃業務のジョブ・トレーニ
ングのサポート（作業指導）をいただいている。

▼市内企業等の活用
清掃業務・機械警備業務、さらには、冬期の除雪・排雪業務におい
ても施設近隣の事業者に委託している。また、物品購入等におい
ても市内企業数社を均等になるよう工夫して発注している。

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等
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実施
方法

平成30年2月1日（木）～2月25日（日）までの25日間で
実施

３　利用者の満足度

集計の結果、職員に対する
評価は目標の80％以上を
獲得した。また総合的な満
足度も96％以上と前年度を
上回った。
これは日常や職員研修にお
いて、接遇を常に意識し、利
用者の立場に立った対応を
心がけたことが、結果につ
ながったものと思われる。
　また「モニタリング事業」を
実施し、利用者から施設の
環境等についての意見集約
を行った。

▽　利用者アンケートの結果

昨年度より回収率
が増加し、さらに
総合満足度が
95％を上回ったこ
とは大いに評価で
きる。
今後もこの満足度
を維持できるよう、
施設管理及び接
遇の向上に努め
ていただきたい。

調査期間に利用している団体に使用時に窓口でアン
ケート用紙を配布し、使用後に回収した。対象となった
627団体に配布、回収は600団体で回収率96％）

結果
概要

別紙全館集計表のとおり

利用者
からの
意見・要
望とそ
の対応

〔センター〕
意見：活動室の温度調整ができない。（複数）
対応：ビル管理のため、個別対応できるよう貸し出し用
に扇風機やポータブルヒーターを購入し対応した。

意見：施設予約HPの情報が違う時がある。
対応：主催事業の入力漏れによる誤差が生じている場
合が多いため、整合性が取れるよう職員間で注意喚起
を図った。

〔アカシア〕
意見：ほうきとちりとり、回転モップの数が少ない
対応：各活動室の設置数を確認、不足分について購入
対応を行った。

〔ポプラ〕
要望：テーブルの出し入れが大変。
対応：活動室の防音対策も兼ねてキャスター付きの
テーブルを購入し対応。

〔豊平〕
要望：音楽室にあるミキサーのコンセントの接触が不安
定
対応：延長コードを設置、固定を行った。

要望：２階シャワー室のシャワーの水量が低い。
対応：休館日を利用し、シャワー器具のメンテナンス作
業を実施した。

〔宮の沢〕
要望：鏡が常設されていない活動室にも鏡を設置してほ
しい
対応：該当する活動室に鏡を配置し対応した。
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42,942

5,488

37,886

12,622

12,622

213,157

175,271

415

182,837

7,134

154,732

27,690

225,779

48,269

2,021

32,290

9,392

9,392

223,732

191,442

805

7,371

154,732

29,318

233,124

184,855

▲ 5,327

（千円）

▲ 3,230

▽　収支

10,575

指定管理業務支出 16,171

自主事業支出

４　収支状況

▲ 5,596

収入-支出 ▲ 17,920

利益還元

項目 Ｈ29計画 Ｈ29決算 差 利用料金収入についてはほ
ぼ目標値を達成することが
できた。
しかし、依然として稼働率の
低い時間帯もあることから、
引き続き料金や機能等、施
設利用についての周知を強
化し、活動室の利用率を向
上させ、増収を図る。
参加料・受講料について
は、若者が参加しやすい設
定などを進めたため減少し
ている。今後も受益者が負
担すべき費用と参加促進の
バランスを考慮しながら事
業運営を行う。
自主事業については引き続
き、外部との関係の強化、
また、ロビーカフェ事業にお
いては利用者との関係構築
を図り安定した収益を得て
いきたい。

支出に関しては、指定管理
業務管理費を中心に経費
のスリム化を図った。さら
に、自主事業の収益分を財
源として、利用者の意見を
反映した備品の入れ替えを
行いサービスの強化を図っ
た。
次年度以降も管理業務の
見直しを積極的に行いサー
ビスの向上を図るなど利用
する方への利益還元を行
う。

純利益がプラスと
なっているほか、
利用料金収入も
前年比増となって
おり、健全な施設
運営がなされてい
ると認められる。

収入 ▲ 7,345

指定管理業務収入 ▲ 2,018

指定管理費 0

利用料金 ▲ 1,628

その他 ▲ 390

自主事業収入

法人税等 237

純利益 ▲ 3,467

▽　説明

▼利用料金収入（施設利用料金、物品利用料金）
全体の貸室稼働率は、70.9％であり、目標値の65％にほぼ達成
した。また、収入額でも27,690千円と前年度（24,774千円）より
2,916千円増だった。
〔内訳〕
　センター　4,254千円（稼働率：78.5％）
　アカシア　5,082千円（稼働率：62.7％）
　ポプラ　　 1,564千円（稼働率：58.7％）
　豊平        5,443千円（稼働率：68.4％）
　宮の沢　11,345千円（稼働率：78.2％）

▼その他の収入（参加料・受講料、受取利息）
合計　799千円
計画の6割程度の収入に留まった。当初予定していたスポーツ大
会などの若者施設側ではなく若者が運営する実行委員会で参加
料を集めたとことが要因となっている。また、前年度と比較すると
どの若者でも参加できるよう無料の事業が増えたことにより参加
料・受講料が減少している。

▼自主事業収入
前述のとおり

▼指定管理業務支出
燃料費、光熱水費の抑制および施設管理業務の見直しを行い、
経費のスリム化を図った、

▼自主事業支出
新たな事業を受託したり、これまで受託してきた事業についても
業務内容等が質量共に増強したため、相談員や従事者を新たに
雇用し、それに伴う人件費を支出した。

支出



▼暴力団及び暴力団関係団体等からの接触は一切なかったが、
施設利用の承認や契約の相手方など常に注意を払い対処してい
る。

▼情報公開請求やオンブズマンの問い合わせなどの案件は特に
なかったが、事案の発生に当たっては誠実に対応する。

▼業務の中で取得した個人情報については、札幌市個人情報保
護条例に基づき適正に処理を行っている。また当法人が定める
個人情報取扱規定に基づき個人情報保護士の資格を持つ総合
センター職員が毎年研修を実施し、職員の個人情報に対する理
解を深めている。

▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例及びオンブズマ
ン条例及び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

▽　安定経営能力の維持 適 不適

▼公益財団法人として、財務会計の透明性の確保とコンプライア
ンスを徹底した法人運営を図るとともに、各種ITシステムを導入
する中で職員の知識や技術の習得に取り組み業務の効率化を目
指すことで経営の安定化に努めている。

適 不適

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。



Ⅲ　総合評価

　当財団の他部門との連携はもちろんのこと、さっぽろ子ども若者
支援地域協議会の各支援機関との連携や各施設の地域団体と
の連携を進めてきた結果、多くの成果を得ることができた。来年
度はさらに市民活動団体などとの連携を進め、様々なニーズに対
応できる支援ネットワークの構築に取り組んでいく。またそのネッ
トワークの拡大の中で、今年度「食」に焦点を当てた若者支援の
試みを、さらに進めると共に児童養護施設の対象年齢から外れる
若者や、貧困・家庭内依存等によって離家が困難な状況にある
若者の「住」に焦点を当てた若者支援の試みに着手する。
　長期的には、充実した若者支援ネットワークを構築し、その中で
若者が就業を伴う社会的自立にたどり着くまで継続的に繋がり、
サポートできる体制を確立していく。

　今年度は、困難を抱えている若者を生み出す大きな
要因とされている子どもの貧困に対して、生活の基本で
ある「食」を介した事業を試行的に展開することで、彼ら
との接点を見出し支援に繋げる機会を増やすことがで
きた。また、若者支援にとって重要な相談事業では、近
年注目されているSNSを使った相談を展開し、通常の相
談では得られない大きな効果を確認することができた。
そして、これらの事業実施に当たっては当協会の担当
課だけではなく、他部門(児童会館、エルプラザなど)と
の連携を図っており、組織のスケールメリットを十分生
かすことができた。
　また、長期的には研究機関と繋がり、若者の自立を直
接支援する職員の、ユースワーカー(援助者)としての意
識を高め、スキルアップを図ることに継続的に取り組ん
できており、若者支援の各種事業の中で、その成果を
発揮し質の高い支援を実現することができた。

来年度以降の重点取組事項総合評価

【指定管理者の自己評価】



若者支援施設としての基本方針を踏まえつつ、新たな
社会的役割を果たすための事業にも積極的に取り組ん
でおり、若者を取り巻く環境の変化や社会的動向を踏ま
えた施設運営が行なわれていると評価できる。
貸館業務についても、利用率や満足度向上の取り組み
が高い稼働率の維持につながっていると認められる。
次年度からは新たな指定管理期間を迎えることから、
改めて基本方針を踏まえた適切な施設運営に取り組ん
でいただきたい。

改善指導・指示事項総合評価

【所管局の評価】

なし



平成29年度 若者支援施設 調査・ 研究事業 
「 平成29年度若者支援施設 施設利用者満足度測定アンケート 」 の調査結果について 

標記の件につきまして、平成29年度貸室事業について、アンケート形式で満足度等の調査を行

いました。  

この調査結果に基づいて、貸室事業運営に関する利用について問題点を見直し、より高い満足

度を得るため活用いたします。  

また、利用者の視点からみた改善箇所についての情報を収集、寄せられた意見についての改善

状況および説明ならびにホームページへの掲載等、利用者へのフィードバックとして活用いたし

ます。  

つきましては、下記のとおり「 平成29年度若者支援施設 施設利用者満足度測定アンケート」 の調

査結果を報告いたします。  

記 

１．名  称 「 平成29年度若者支援施設 施設利用者満足度測定アンケート」   

２．調査期間  平成30年2月1日(木)～2月25日(日) 25日間 

３．対  象  期間中、貸室を利用した全団体 

        (※ 複数回使用する団体には、初回のみ調査した) 

４．調査方法  使用時、鍵の受渡し等の際に質問票を配布し、退館の際に回収した 

５．そ の 他  調査結果・ ・ ・ 別紙資料

以上 




































