
函館市青年センター
令和元年度 利用者しんぼく会資料



施設概要

＜開 館 日＞ 昭和４４年５月１７日

＜設置目的＞

・青少年の教養の向上を図ること

・青少年の健康の増進を図ること

・青少年の情操の純化を図ること



管理運営

＜所管部署＞

函館市教育委員会生涯学習部生涯学習文化課

＜指定管理者制度＞

公の施設に民間の能力やノウハウを幅広く活用し、市民サービスの向上や行政コストの縮減等を図ることを

目的とした制度

（平成１５年９月施行）

＜函館市青年センターの指定管理者＞

函館市青年サークル協議会グループ

・特定非営利活動法人函館市青年サークル協議会（事業の実施、従業員の雇用、運営経費の管理など）

・フクザキ管材株式会社（清掃および施設、設備等の管理業務など）

（代表団体）

指定期間：平成２１～２３年度（第１期）、平成２４～２８年度（第２期）、平成２９～３３年度（第３期）



事業運営

１．教養講座の実施

２．イベント等の実施

３．広報誌の発行

４．活動サークル紹介リーフレットの発行

５．貸館業務の実施（利用状況の報告）



平成３０年度 教養講座

◆健康・スポーツ

◆料理・芸術

◆こども向け・自由研究

・心身からリラックス～ヨガ教室（３５回）・ひめトレ＆やさしいヨガ（２３回）
・新感覚エクササイズ バレトン（５１回） ・午後活ランニング（１４回）
・夜活！体幹トレーニング（１０回） ・ポップスダンスでシェイプアップ（９回）

・野菜ソムリエの料理教室（５回） ・手作りお菓子教室（９回）
・浜の母さん料理教室（２回） ・手打ちそば教室（１回）
・らーめん道（男女限定各１回） ・おうちで簡単♪本格中華（１回）
・おもてなし料理教室（２回） ・楽しく陶芸♪好きな器を作ろう（１回）
・おうちで簡単♪イタリアン（７回） ・書家青穂のペン文字講座（１６回）

・ちかこ先生の科学で楽しく自由研究♪（２回） ・陶芸１日体験教室（２回）
・陶器の風鈴を組み立てよう（１回） ・キッチンサイエンス～カラーマジックケーキ（２回）
・陶器のオリジナル時計を作ろう（１回） ・キッチンサイエンス～手作りアイスできるかな？（２回）

計２２講座１９８回



平成３０年度 イベント①

◆若者の居場所づくり事業

①勉強スペース応援DAY ②プログラミングワークショップ（9/29, 1/12, 2/23, 3/2）

勉強を頑張る学生さんを応援！
週に１回お菓子を配布。
写真は特別編のキムチ鍋♪

小学４年生以上対象の上級者向けプログラミングワークショップ。
公立はこだて未来大学の学生の手厚いサポートでオリジナルの表現
活動をします。（参加者数：のべ２４名）



平成３０年度 イベント②

◆七夕まつり 7/7 ◆地球まつり 10/20 ◆クリスマスライブ 12/9

小学生以下のお子様
２００名

来場者：４００名
実行委員会：２０団体

◆初笑い！新春落語会 1/14

来場者：１２０名
出演者：５団体

来場者：７０名
出演者：４名



平成３０年度 イベント③

◆青年スポーツ交流会 3/31 ◆青年センターフェスティバル 9/2

参加者４団体２７名 来場者：１,０００名、実行委員会：２４団体

◆ミニ四駆競技大会 3/24

参加者：３２名



広報誌の発行

目的：活動団体や青年センターの情報など
を広く発信するとともに、親近感を
持たれるデザインで新規の利用者を
開拓する

部数：１，０００部

設置場所：市役所、各支所、中央図書館
Gスクエア、ふるる函館など



活動サークル紹介パンフレットの発行

目的：新しいメンバーを募集している団体の情報
を市内全公共施設を通して発信することで
新規メンバー加入につなげ、団体活動の育
成の力となる

部数：１，６００部

設置場所：市役所、各支所、中央図書館、Gスクエア
ふるる函館など

令和元年度よりデザインを刷新！
（活動内容でジャンル分け）



平成３０年度 利用状況①

利用区分 範囲 使用料 予約

青年団体 ５名以上で組織され、１５歳以上２９歳未満の勤労青少年が 無料 使用したい月の２ヶ月前
半数以上を占めて継続的に活動する団体（登録制） 第１開館日

一般団体 上記以外で営利を目的としない団体（登録不要） 有料 使用したい月の１ヶ月前
第１開館日

◆利用者の範囲（青年と一般）

◆青年団体登録件数

平成30年度 ５２件
平成29年度 ４９件
平成28年度 ５１件

◆利用者数 （）内は利用区分の内訳 ※『主催』は指定管理者主催のイベントと講座

平成30年度 60,749人（青年：12,766人、一般：42,594人、主催：5,389人）
平成29年度 63,895人（青年：12,815人、一般：46,435人、主催：4,645人）
平成28年度 69,800人（青年：15,115人、一般：49,551人、主催：5,134人）



平成３０年度 利用状況②

体育館
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その他

【事務室・体育館前・階段・トイレ・更衣室・相談室】照明をLED化

【調理室】ガスコンロ３台新調

【館 内】Wi-Fi光回線に切替

【１階ロビー】アームレスチェア クリーニング

【館 内】無線LANアクセスポイントを最新機器に新調

【１階ロビー】電源コンセント新設

【体育館】鏡２台増設

【館 内】無線LANアクセスポイント増設（体育館の環境改善）

◆自主的に改善およびサービス向上した事柄や設備（経年劣化による交換も含む）（平成30年度）

6月

6月

7月

7月

11月

12月

1月

3月



ご意見・ご要望に対する回答①

近ごろ、空き部屋がない程充実していてすばらしいと
思います。私たちもとても助かっています。
ただ、１日で複数の部屋を一つの団体が使っていて
もう少し皆で使えるようにして頂けたら…と思います。

日頃の行き届いた対応に感謝しています。
部屋が空いているときに限り、使用開始時刻より少し
早めに使用できたらいいと思います。

トイレ配管の件ですが、サビによる色が何年間もその
ままなので、市の対応について気になります。

なが～く利用させて頂き、割と気持ちよく過ごしてお
ります。ありがとうございます。音楽室隣のロビーで
学生さんたちが静かに勉強しているところに、私たち
が練習を終えて少しおしゃべりをしたから、帰り支度
をしますので、ご迷惑をかけているのでは、と心配し
ています。

◆利用者しんぼく会ご案内から

１日で複数の部屋を一つの団体が使うことについては
利用目的が明確である以上、制限をすることはできま
せんが、複数の部屋を使いたいときは予約を直前に行
うなど、譲り合いにご配慮いただきたいと思います。

行き届いた対応とのお言葉ありがとうございます。
部屋が空いているときは使用開始時刻の１０分前に鍵
をお渡ししていますので、受付にお声掛けください。

市も状況を把握しているところですが、利用者からの
声をいうことで改めて報告いたします。

長年ご利用いただきありがとうございます。
ロビーは勉強専用で使用するところではありませんの
で、活動で生じる音やその他会話については制限する
ところではありません。勉強している方がいたら声の
トーンを少し落とすなど少々のご配慮をいただければ
お互いにより気持ちよく使えるかと思います。

青年センターからの回答



ご意見・ご要望に対する回答②

快適に利用しています。

いつも利用しやすく整備されていてありがたく
使わせて頂いています。

気持ちよく借りれ、ありがとうございます。

◆利用者しんぼく会ご案内から

温かいお言葉ありがとうございます。
これからもそのようなお言葉をいただけるよう
スタッフ一同努力してまいります。

青年センターからの回答



その他皆様からのご意見

◆利用者しんぼく会から
青年センターからの回答

２階のロッカーのあたりに常時じゃなくてもいいので
電気がほしいです。

体育館でアメリカンドッジボールをするために、専用
のラインを引いて欲しい。

イベント・講座の情報を増やして欲しい。

冬期の体育館の寒さ対策をお願いしたい。

利用者の駐車場の無料の時間を延ばして欲しい。

大変満足して利用させていただいています。

小型のセンサー式ライトの導入を検討いたします。

ラインを増やす方向で検討いたします。

Facebook、TwitterなどのSNSをより有効に活用する
よう努めます。

ご負担をおかけして申し訳ありません。３０年度に
業務用ブルバーナーを購入し体育館に設置しました。
これ以上の対策は難しいところです。

数年前にも同様のご要望がありました。公園駐車場
と青年センターは管理者が異なるため、ご要望に沿
うことができません。ご了承ください。

これからもご満足いただけるよう努めてまいります。
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