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平 成 ２ ２ 年 度 事 業 計 画 書 
（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで） 

 

 

I 経営理念 
1. 青少年の健全育成と青少年女性の社会参画推進の礎となる。 

2. 公益法人として、また、札幌市指定出資団体及び指定管理者としての使命を自覚し、市民の信頼

を得て社会に貢献する。 

3. 自ら能力及び専門性を高め、組織力の向上に努める。 

 

II 基本方針 
1. グループワーク等を通じて、青少年の健全育成と男女共同参画社会の実現に寄与する。 

2. 市民、地域、企業、関係機関とのネットワークをより強化し、協働を推進するとともに、専門性を生か

した先駆的な事業に取り組む。 

3. 市民の受益と負担の観点を探求し、自主事業の拡大を図り、自主財源の確保により経営の自立性

を高める。 

4. 市民ニーズに対応した効率的・効果的な事業を展開し、経費の節減に努める。 

 

III 事業計画の基本方針 
1. 新たなチャレンジと基礎づくりへの取り組み 

協会設立 30 周年を迎える節目の年にあたり、これまで協会が培った多くの経験を基に新規事業

の立ち上げや事業形態の変化など新たなチャレンジとして積極的に取り組むほか、指定管理業務

においては、提案した業務計画を着実に履行する一方で、課題を克服しながら 4 年後、8 年度を見

据えた基盤づくりを行う。 

 

2. 「i・あいプラン 21」に基づく連携事業の推進 

協会の事業アクションプラン「i・あいプラン 21」の理念を生かし、新たに加わる野外教育施設の既

存の野外施設との事業連携を図り、協会が担うことの優位性をアピールする。 

また、施設間における情報の共有化を図り、事務的労力や事業コストの低減を目指しながらボラ

ンティアや青年リーダーなどの育成に努めるほか、野外活動系のNPO法人などとの協働により安定

的な事業運営の展開を目指す。 

 

3. コストバランスと広報活動 

各種受託事業や指導事業においては、人件費と業務内容とのバランスを図り、効率的で効果的

な業務執行を図ることとするほか、また、既存の業務においてもコストバランスを考えながら、常に当

協会の将来を見据えた「夢」を描けるよう創意工夫が求められることから、内外へアピールできる広

報戦略を立てながらハード面とソフト面の両面での取り組みを検討する。 

 

4. 協賛者（企業・個人）の拡大 

協会のあらゆる事業を通して市民サービスの充実を図るため、協賛していただける企業や個人の

拡大を目指す。 

資金の提供のみならず、事業趣旨を理解していただくことで得られる安定的な支援者の獲得は、

公益法人移行認定に欠かせない要素の一つであることから、こども基金（さっぽろスマイルキッズ）

への支援拡大に向けて、広報活動によりアピールしていく。 
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IV 重点目標および数値目標 

課・施設 重点目標 数値目標 

企画事業課 
協会独自事業における収益事業の拡大とコストバ

ランスを考慮した収益性を高める工夫を行う。 

〈収入額〉 

11,620 千円 

 
若者支援施設

（6館） 

新施設名及び施設機能の変更に伴い、青少年を対

象とした自立支援、交流促進、社会参加促進等の

事業を展開し、施設認知度を向上させる。 

〈登録者数延べ〉 

10,000 人 

こども育成課 

 

児童会館 

（104 館） 

ミニ児童会館

（60 館） 

人とつながり、心が通い合う児童会館づくりを目

指すため～ 

（1） 異年齢による遊びや豊かな体験をとおして

子どもの生きる力を育む。 

（2） 子どもの育成に関わるあらゆる機関と協力

し、地域の中の子育ての拠点を目指す。 

（3） 子どものためのより良い運営をするための

サービスの向上を図る。 

〈中高生利用人数〉 

5％増 

 

〈子育てｻﾛﾝ参加人数〉

3％増 

こども事業課 

人と人、人と社会をつなぐために～ 

（1） 民間協働事業（外部連携）の拡大 

（2） 啓発事業の実施 

（3） 広報事業の充実 

〈広告料等収入〉 

3,060 千円 

 
北方自然 

教育園 

ホームページ等による広報宣伝を積極的に進め、

冬期間の入場者数の増や市民への周知度を高め、

積極的に事業展開を図る。 

〈体験農場〉 

5,000 人 

こども劇場課 

（1） 市民のための劇場づくり 

（2） 最小経費で最大効果を 

（3） 人材育成と創造型の劇場運営 

（4） 利用者の目線での施設運営 

（5） 児童文化の発信基地  

〈年間公演数〉 

200 ステージ 
（やまびこ座・ 

こぐま座共通） 

野外活動課 

滝野自然学園の利用促進を図り、青少年山の家や

定山渓自然の村との施設連携により、人材育成と

野外教育活動の充実を図る。 

〈学園利用収入〉 

3,000 千円 

 青少年山の家

関係機関との連携を図り、施設環境を生かした魅

力ある体験活動プログラムの開発と教育的効果の

高い指導を実践する。 

〈利用人数〉 

75,000 人 

 
定山渓 

自然の村 

市民開放型の生涯学習施設としての役割を果たす

ことを目標に～ 

（1） 組織内外との連携 

（2） 事業の運営体制を強化 

（3） 高齢者向け事業の充実 

〈ボランティア 

登録数〉 

40 人 

市民参画課 

札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ 

公共 4施設 

《基本理念》人とひととが結びつく、世代を超え

た交流と学びあいのステーション 

（1） 関係機関との連携及び活動団体の支援 

（2） 団体の活動の拡大支援とその機会の提供、

情報の共有と円滑な支援 

（3） 環境活動の推進と情報提供の充実 

（4） 地域・他団体・組織とのﾈｯﾄﾜｰｸの構築 

〈年間総利用人数〉 

560,000 人 

〈市民活動団体 

新規登録数〉

200 団体 

全施設による環境保全行動計画に基づく取り組み

を進め、エコ市民運動を推進する。 

CO2 排出量削減率 

基準値の －5％ 
協会全体 

動画やブログ配信等により協会をアピールできる

ホームページを充実させ、ｱｸｾｽ件数を伸ばす 

〈ｱｸｾｽ件数〉 

28 万 8 千件 
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V 各課（各施設）事業実施計画の説明 
   

１ 企画事業課（指導事業） 

２ 企画事業課（若者支援施設） 

３ こども育成課（児童会館・ミニ児童会館） 

４ こども事業課（社会連携事業・北方自然教育園） 

５ こども劇場課（やまびこ座・こぐま座） 

６ 野外活動課（野外活動系事業・滝野自然学園） 

７ 野外活動課（青少年山の家） 

８ 野外活動課（定山渓自然の村） 

９ 市民参画課（札幌エルプラザ公共 4施設） 

 

１ 企画事業課（指導事業：自主事業・受託事業）                    

 （寄附行為第 25 条第 1～3、5、7号に基づく事業） 

事業名(内容) 時期・回数 

1. あそびのキャラバン（出前事業・受託事業） 

協会オリジナルの木製巨大迷路の提供によるイベントコー

ディネート。 

2. 都心にぎわいづくり関連事業「だい・どん・でん」 

（実行委員会） 

さまざまな分野で活動中の市民がその活動の成果を発表す

る機会を提供し、その中で世代を超えてひとつの空間を共有す

る喜びを実感してもらうための支援を行う。 

3.  さっぽろ雪まつり雪像製作業務（受託事業） 

さっぽろ雪まつり「つどーむ会場」の会場設営及び当日運営

を行う。（～平成 24 年度まで：企画会社より受託） 

4. 交通資料館まつり（受託事業） 

市交通事業管理公社より受託。迷路や遊びのコーナーを運営

5. 各種指導事業 

   関連団体、行政、民間企業との共催、受託等による実技指導、

相談業務、講師派遣、物品貸出等 

通年 

 

9 月 

 

 

 

12 月～2月 

 

 

7 月 

 

通年 

 

（寄附行為第 25 条第 4号に基づく事業） 

事業名(内容) 時期・回数 

1. 事業パンフレット、チラシ、ホームページによる広報事業 

   積極的な広報活動を展開し、新たな需要の掘り起こしを図

る。 

通年 
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２ 企画事業課（指定管理事業：若者支援施設 6館）                   

（寄附行為第 25 条第 1、2、4～6 号に基づく事業） 
1.札幌若者支援総合センター（旧円山勤労青少年ホーム）  

事業名 時期・回数 

１ 自立支援事業 

1. 情報収集・提供（情報コーナー設置・ホームページ管理）

2. ネットワークの形成・関係機関との連係・協力 

3. 相談窓口の開設、来所相談・電話相談、メール相談 

4. 自立支援プログラム・トレーニングプログラム 

(1) 炊事プログラム（毎週木曜日） 

(2) グループ活動（毎週火曜日） 

(3) 就労準備プログラム（毎週月･水･金曜日） 

5. 自立支援プログラム 

(1) 保護者会（毎月第 3土曜日） 

(2) 機関紙の発行 

6. 自立支援事業広報 若者自立支援セミナー 

(1) 支援機関関係者向け 

(2) 一般市民向け 

7. 地域若者サポートステーションの受託 

２ 交流促進事業 

1. 情報収集・提供（情報コーナー設置・ホームページ管理）

2. 若者団体ネットワーク構築及び ENGINE-LINK 構築 

3. 若者交流相談・ロビー相談・カフェ 

4. 合同文化芸術祭 

(1) 芸術展 

(2) 音楽際 

5. ENGINE-LINK 情報交換会 

及び若者サポーターと登録団体との意見交換 

6. 地域若者サポーター座談会 

7. 地域若者サポーター同士の情報交換（若者サポーター） 

8. 地域若者サポーター同士の情報交換（地域サポーター） 

３ 社会参加促進事業 

1. 情報収集・提供（情報コーナー設置・ホームページ管理）

2. 地域活動ネットワーク構築・地域ネットワーク構築 

3. 社会参加相談啓発（ボランティア・地域事業への参加） 

4. 社会参加促進講座・地域事業への参加講座 

「神社小路祭り」「ゆきあかり in 中島公園」 

４ 社会的自立に関する調査・研究事業 

 

 

通年 

通年 

月～土〈随時〉 

 

年 48 回 

年 48 回 

年 144 回 

 

年 12 回 

年 4回（6月,9月,12月,3月）

 

7 月 

11 月 

通年（厚労省との契約） 

 

通年 

通年 

常設 

 

8 月 

10 月 

 

4 月、10 月 

 

12 月 

6 月 

 

通年 

随時 

随時 

 

2 回（7月、1月） 

通年 

 



5 

事業名 時期・回数 

1. 利用登録時のアンケート実施 

2. テーマを決めた調査研究 

3. 若者を取り巻く環境の調査 

５ さっぽろ若者支援ネットワークの構築事業

６ その他の事業 

1. 地域若者サポーターの募集と育成 

2. 全国若者支援ネットワーク協議会への参加 

3. 職員の専門性の獲得 

4. ボランティアリーダーの養成 

5. 新施設のオープニングイベントの実施 

6. 施設の利用促進事業 

通年 10,000 件（6館計） 

通年 2回の報告（11 月、3月）

通年 

通年 

 

通年 

随時 

随時 

4 月で日程調整 

適宜 

通年 

 

2.札幌市中央若者活動センター（旧中央勤労青少年ホーム） 

事業名 時期・回数 

１ 交流促進事業 

1. 情報収集・提供（情報コーナー設置・ホームページ管理）

2. 若者団体ネットワーク構築、ENGINE-LINK 構築 

3. 若者交流相談・ロビー相談・カフェ 

4. 交流促進講座（スポーツ交流講座：フットサル） 

5. 交流促進講座（文化芸術講座：ものづくり展示会） 

6. 交流促進講座（ENGINE-LINK 情報交換会） 

２ 社会参加促進事業 

1. 情報収集・提供（情報コーナー設置・ホームページ管理）

2. 地域活動ネットワーク構築・地域ネットワーク構築 

3. 社会参加相談啓発（ボランティア・地域事業への参加） 

4. 社会参加促進講座（地域事業への参加講座） 

「北海道神宮頓宮祭」「もちつき交流会」 

5. 社会参加促進講座（まちづくり人材育成講座） 

３ 社会的自立に関する調査・研究事業 

1. 利用登録時のアンケート実施（再掲） 

４ さっぽろ若者支援ネットワークの構築事業 

５ その他の事業 

1. 地域若者サポーターの募集と育成 

2. 施設の利用促進事業 

 

 

通年 

通年 

常設 

年 1回（11 月） 

年 3回（7月、12 月、2月）

年 2回（7月、12 月） 

 

通年 

通年 

随時 

 

年 2 回（9月、2月） 

通年 毎週木曜日 

 

通年 10,000 件（6館計） 

通年 

 

通年 

適宜 
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3.札幌市アカシア若者活動センター（旧札幌市アカシア勤労青少年ホーム） 

事業名 時期・回数 

１ 交流促進事業 

1. 情報収集・提供（情報コーナー設置・ホームページ管理）

2. 若者団体間ネットワーク構築・ENGINE－LINK 構築 

3. 若者交流相談・ロビー・相談・カフェ 

4. 交流促進講座（合同スポーツ大会：バドミントン） 

5. 交流促進講座（文化芸術講座） 

(1) 演劇 

(2) アートマーケット 

(3) バンドクリニック 

6. 交流促進講座（ENGINE-LINK 情報交換会） 

２ 社会参画促進事業 

1. 情報収集・提供（情報コーナー設置・ホームページ管理）

2. 地域活動ネットワーク構築・地域ネットワーク構築 

3. 社会参画相談啓発（ボランティア、地域事業への参加） 

4. 社会参加促進講座（地域事業への参画講座） 

「北光連合町内会運動会」「紅白歌合戦」 

３ 社会的自立に関する調査・研究事業 

1. 利用登録時のアンケート実施 

４ さっぽろ若者支援ネットワークの構築事業 

５ その他の事業 

1. 地域若者サポーターの募集と育成 

2. 施設の利用促進事業 

3. 地域事業実行委員会への参画 

 

通年 

通年 

通年 

10 月（東区体育館） 

 

6 月 

8 月 

11 月 

2 回（5月、11 月） 

 

通年 

通年 

随時 

 

2 回（8月、12 月） 

 

通年 10,000 件（6館計） 

通年 

 

通年 

適宜 

7 月 

 

4．札幌市ポプラ若者活動センター（旧札幌市ポプラ勤労青少年ホーム） 

事業名 時期・回数 

１ 交流促進事業 

1. 情報収集・提供（情報コーナー設置・ホームページ管理）

2. 若者団体ネットワーク構築・ENGINE-LINK 構築 

3. 若者交流相談・ロビー相談・カフェ 

4. 交流促進講座（合同スポーツ大会） 

(1) フットサル（白石区体育館・豊平区体育館） 

(2) バレーボール（白石区体育館） 

5. 交流促進講座（文化芸術講座） 

(1) 陶芸講座 

(2) ハンドメイクワークショップ 

 

通年 

通年 

常設（自主事業） 

 

7 月、2月 

10 月 

 

6 月 

10 月 
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事業名 時期・回数 

6. 交流促進講座（ENGINE-LINK 情報交換会） 

２ 社会参加促進事業 

1. 情報収集・提供（情報コーナー設置・ホームページ管理）

2. 地域活動ネットワーク構築・地域ネットワーク構築 

3. 社会参加相談啓発（ボランティア･地域事業への参加） 

4. 社会参加促進講座（地域事業への参加講座） 

「白石区ふるさとまつり」「子どもゆきまつり」 

３ 社会的自立に関する調査・研究事業 

1. 利用登録時のアンケート実施（再掲） 

４ さっぽろ若者支援ネットワークの構築事業 

５ その他の事業

1. 地域若者サポーターの募集と育成 

2. 施設の利用促進事業 

2 回（5月、11 月） 

 

通年 

通年 

随時 

 

2 回（7月、1月） 

 

通年 10,000 件（6館計） 

通年 

 

通年 

適宜 

 

5．札幌市豊平若者活動センター（旧札幌市豊平勤労青少年ホーム） 

事業名 時期・回数 

１ 交流促進事業 

1. 情報収集・提供（情報コーナー設置・ホームページ管理）

2. 若者団体ネットワーク構築（ENGINE-LINK 構築） 

3. 若者交流相談・ロビー相談・カフェ 

4. 交流促進講座（合同スポーツ大会：バレーボール） 

5. 交流促進講座（スポーツ交流講座：ダンス、フットサル）

6. 交流促進講座（文化芸術講座：よさこいソーラン） 

7. 交流促進講座（ENGINE-LINK 情報交換会） 

２ 社会参加促進事業 

1. 情報収集・提供（情報コーナー設置・ホームページ管理）

2. 地域活動ネットワーク構築・地域ネットワーク構築 

3. 社会参加相談啓発（ボランティア･地域事業への参加） 

4. 社会参加促進講座（地域事業への参加講座） 

「とよひらふれあいまつり」「とよひらおもしろひろば」

３ 社会的自立に関する調査・研究事業 

1. 利用登録時のアンケート実施（再掲） 

４ さっぽろ若者支援ネットワークの構築事業 

５ その他の事業 

1. 地域若者サポーターの募集と育成 

2. 施設の利用促進事業 

 

通年 

通年 

通年 

2 月（豊平区体育館） 

2 回（7月、3月） 

2 月 

2 回（11 月、2月） 

 

通年 

通年 

随時 

 

2 回（8月、9月） 

 

通年 10,000 件（6館計） 

通年 

 

通年 

適宜 
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6.札幌市宮の沢若者活動センター（旧札幌市青少年センター） 

事業名 時期・回数 

１ 交流促進事業 

1. 情報収集・提供（情報コーナー設置・ホームページ管理）

2. 若者団体ネットワーク構築・ENGINE-LINK 構築 

3. 若者交流相談・自動販売機の設置 

4. 交流促進講座（合同スポーツ大会：バドミントン） 

5. 交流促進講座（スポーツ交流講座） 

（1） フットサル 

（2） テニス 

6. 交流促進講座（文化芸術講座：陶芸） 

7. 交流促進講座（合同文化芸術祭：「宮の沢屋台村（仮称）」

8. 交流促進講座（ENGINE-LINK 情報交換会） 

２ 社会参加促進事業 

1. 情報収集・提供（情報コーナー設置・ホームページ管理）

2. 地域活動ネットワーク構築・地域ネットワーク構築 

3. 社会参加相談啓発（ボランティア･地域事業への参加） 

4. 社会参加促進講座（地域事業への参加講座) 

「西区成人式」「西区民雪合戦」 

5. 社会参加促進講座（まちづくり人材育成講座） 

(1) 雪まつり創造スタッフ育成講座 

(2) さっぽろ雪まつり（つどーむ会場）の制作・運営業務

３ 社会的自立に関する調査・研究事業 

（1） 利用登録時のアンケート実施 

４ さっぽろ若者支援ネットワークの構築事業 

５ その他の事業

1. 地域若者サポーターの募集と育成 

2. 施設の利用促進事業 

3. 地域事業実行委員会への参加 

4. 複合施設との連携事業（ちえりあﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ） 

5. 協会全施設統一事業「ｽﾉｰｷｬﾝﾄﾞﾙ＆ｱｲｽｷｬﾝﾄﾞﾙ」 

 

通年 

通年 

常設（自主事業） 

6 月 

 

5 月から 4単位 

1 月から 4単位 

4 月～9月毎週水曜日 

6 月 

2 回（7月、1月） 

 

通年 

通年 

随時 

 

2 回（1月、2月） 

 

12 月～2月 

 

 

通年 10,000 件（6館計） 

通年 

 

通年 

適宜 

通年 

8 月 

2 月 
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３ こども育成課（指定管理業務：児童会館 104 館、受託業務：ミニ児童会館 60 館）    

（寄附行為第 25 条第 1～6 号に基づく事業） 
事業実施内容等 

1. 子ども運営委員会活動事業 

子どもたちの自主性や創造性を生かし、主体的な活動の充実を図る。子どもたちの意見

を事業や日常活動に反映させていく取り組み。（全館で実施） 
2. 地域連携・関係団体・施設間等協働事業 

    世代間や地域交流を通じて、地域住民に児童会館活動の理解を図るとともにつながりを

深めるなかで児童会館のＰＲを行う。（地域の実情に合わせて各館で実施） 
＊町内会等、商店街、区（行政）、施設（協会内・外）、学校、ＰＴＡなど 

3. クラブ活動・サークル活動事業 

    継続性のある活動により、子どもたちの仲間作りを促進するほか、一つの物事をじっく

り取り組むことで達成感や充実感を体験する。 
    例：折り紙、クッキング、ラジコン、ダンス、自然体験活動、将棋、インドア雪合戦、

太鼓、ドッジボール、百人一首、手芸、ハンドベル、畑づくり、華道ほか 
4. 創作活動事業 

    例：各種工作会、クッキング、集団遊び、全国児童館折紙展への参加ほか 
5. 伝統・芸術文化・伝承・芸術活動事業 

例：《伝承あそび》コマ、剣玉、竹返し、パッチ  《伝統》茶道、華道 
 《芸術文化》人形劇、音楽、映画 

6. 季節・歳時記事業 

    例：正月、節分、ひなまつり、卒業・進級・入学、こどもの日、七夕、ハロウィン、 
クリスマス、もちつき、しめ縄づくりなど 

7. ボランティア育成及び活用事業 

(1) ボランティア研修会の開催（各区年 2 回実施） 
(2) 各種事業の講師や協力（例：子育てサロン、読み聞かせ、むかし遊び等） 

8. スポーツ・あそび事業 

    例：ドッジボール、かたき、なわとび、一輪車、すもう、卓球、バドミントン、ミニバ

スケットボール、ロープジャンプほか 
9. 危機管理事業 

    万が一の災害や事故等における利用者の安全確保のため、消防法の規定にある自衛消防

訓練や不審者対応の訓練を行う。 
(1) 消防訓練・・・年 2 回 
(2) 不審者対応・・・年 1 回 

10. 乳幼児と親を対象とした事業 

(1) 子育てサロン実施（100 館） 
(2) 子育て支援・応援プログラム 
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事業実施内容等 
11. 中高校生夜間利用促進事業（受託事業） 
    スポーツや文化活動を通して、自己表現や他者理解の情報を発信し、それらの活動を支

援することで中高校生の居場所作りを行う。「ふりーたいむ」を児童会館 104 館実施。 
12. 読書活動促進事業 

    絵本や紙芝居や物語など、ボランティアの方々の協力を得ながら本や物語に親しむ機会

を提供する。 
13. ブロック合同による活動 

    14 ブロックで実施する。（年 1 回～2 回） 
14. 全館統一事業 

(1) ゴミゼロ大作戦（5 月～6 月） 
(2) プルタブ大作戦（通年） 
(3) スノー＆アイスキャンドル大作戦（1 月～2 月） 

15. 周年事業 

(1) 50 周年(昭和 35 年度開設) 新生児童会館（東区） 
(2) 30 周年(昭和 55 年度開設) 新川児童会館（北区）・もみじ台児童会館（厚別区） 
(3) 20 周年(平成 2 年度開設) 幌北児童会館（北区）・柏丘児童会館（白石区）・北野児童

会館（清田区）・清田中央児童会館（清田区）・石山児童会館（南区）・二十四軒児童会

館（西区）・発寒児童会館（西区）・西宮の沢児童会館（手稲区）・いなづみ児童会館（手

稲区） 
(4) 10 周年(平成 12 年度) 川北児童会館（白石区）・ひばりが丘小ミニ児童会館（厚別区）・

東山小ミニ児童会館（豊平区）・前田中央小ミニ児童会館（手稲区） 
16. 職員研修 

    市民サービスの向上を目指し、職員の専門的知識･技能の習得を図るために各種研修を

実施する。また、課内研修のまとめを概要として整理し、資料作成を行い、日常の業務

にフィードバックしていく。 
    例： 専門分野研修・・・全体からブロック内へシフトして実施 
       セレクト研修・・・必要と思われる題材からピックアップして行う 
       ＯＪＴ研修・・・・方式の検討･実施 
       派遣研修・・・・・各種業務に必要な外部研修に派遣する 
17. 利用者アンケート 

    アンケートにより、利用者満足度を測定し、意見・要望等の把握をすることで客観的に

評価行い、それにより、より良い会館づくりに向けた改善に努める。 
18. 児童クラブ 

児童会館 99 館、ミニ児童会館 60 館で実施。 
留守家庭児童の放課後の居場所作り及び事業運営 

19. 広報活動 

    毎月のおたよりの発行のほか、こども事業課との連携により広報活動の充実を図る。 
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４ こども事業課（社会連携事業、指定管理業務：北方自然教育園）              

（寄附行為第 25 条第 1、3、4 号に基づく事業） 
事業名 時期・回数 

１ 社会連携事業 

1. こども基金事業 

（1） 寄付事業 

（2） スマイルキッズ事業（自主事業） 

（3） 助成事業（年間 5団体） 

2. 社会体験（民間協働）事業･･･円山動物園関連事業ほか 

3. 啓発事業・・・講演会（子どもの育ち支援）の開催 

4. 広報事業 

（1） こども情報紙「あ・そ・ぼ」 

（2） ＤＶＤ制作事業 

（3） ホームページ開設 

（4） ワンクリック募金→こども基金へ 

（5） メルマガ発行と読者登録事業の検討 

（6） 協会横断事業プログラムの展開 

自然体験、環境教育、人権学習、芸術文化、 

職業体験 

5. 調査・研究事業 

（1） 子どもの権利啓発事業について 

（2） 子ども関連事業について 

（3） 事業サンプリング 

6. 指導事業 

（1） 発寒幼稚園体育指導等 

（2） 市内外レクリエーション指導業務 

7. 児童会館外部連携事業 

 

（寄附行為第 25 条第 6 号に基づく事業）

２ 北方自然教育園事業 

1. 農業体験事業体験農場 

2. 自然体験事業自然観察・採集等の学習 

3. 自然体験事業自然体験学習機会の提供 

4. 教材用生物の提供事業 

5. 自然体験・展示に関する情報収集・提供事業 

6. 市民の自主的な活動及び交流支援事業 

7. 自然体験や展示に関する相談事業 

 

 

 

通年 

随時 

 

3 件 6 事業 

3 回 

 

年 6 回 

年 2 本 

 

 

 

 

全 5 回 

 

通年 

 

 

 

通年 

 

 

随時 

 

 

 

4 月～10 月 

通年 

年間 12 回程度 

案内配布(5 月)、配布(6 月)

通年 
通年 

通年 
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５ こども劇場課（指定管理業務：こどもの劇場やまびこ座・こども人形劇場こぐま座）     

（寄附行為第 25 条第 1～7 号に基づく事業） 

事業名 時期・回数 

１ 人材育成事業(大人向け)

1. 長期講座 

(1) 初心者のための人形劇講座・・・こぐま座 

(2) 東区市民劇団育成事業・・・やまびこ座 

2. 短期講座 

(1) 人形浄瑠璃体験ワークショップ・・・やまびこ座 

(2) 手作り絵本講習会・・・やまびこ座 

(3) 腹話術入門講座・・・こぐま座 

(4) その他講座（共通） 

3. 初心者のための舞台照明講座・・・やまびこ座 

4. 劇団育成支援事業・・・共通 

 

２ 人材育成事業（子ども向け） 

1. 長期講座 

(1) やまびこ座遊劇舎・・・やまびこ座 

(2) 劇☆やまびこ座 Youth・・・やまびこ座 

(3) ざ・にんぎょうじょうるりユースクラス･･･やまびこ座

(4) こぐま座こども人形劇団・・・こぐま座 

2. 短期講座 

・その他講座・・・共通 

 

３ 公演事業 

1. やまびこ座ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ公演事業 

2. やまびこ座公演こぐま座公演事業 

3. 夏休み特別公演・・・こぐま座 

4. 第 39 回札幌人形劇祭 

 

４ 地域連携事業 

1. やまびこ座夏祭 

2. 元町北小学校アウトリーチ事業 

3. 読み語りの会 

4. さっぽろアートステージ（ｼｱﾀｰゴーラウンド） 

 

 

 

4 月～7月 

5 月～11 月 

 

5 月 

8 月 

11 月 

随時 

通年（随時） 

通年（随時） 

 

 

 

5 月～12 月 

5 月～1月 

5 月～1月 

通年 

 

随時 

 

 

3 月 

未定 

8 月 

11 月 

 

 

8 月 

8 月～10 月 

通年 

11 月、12 月 
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事業名 時期・回数 

５ 中島児童会館協働事業 

1. 読み語り入門講座（ボランティアの養成） 

2. あそびの研究所（児童文化の普及・啓発） 

3. にちようひろば（こぐま座日曜公演開催時） 

4. あそびの劇場 

5. 開館記念祭（かもくま祭） 

６ その他事業 
1. 人形劇スタンプラリー 

2. 事業サポーター制度 

3. こどもの劇場通信 

4. 企画展示 

5. 物品販売事業 

 

 

通年 

通年（土曜日） 

月１回（日曜日） 

7 月、1月 

7 月 

 

通年 

通年 

通年(年 6回) 

時期検討 

通年 
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６ 野外活動課（指導事業：野外活動事業、自主運営施設：滝野自然学園）         

    （寄附行為第 25 条第 1～7 号に基づく事業） 
事業名 時期・回数 

１ 財団主催野外事業 

1. 滝野自然学園運営事業 

2. 森のようちえん 

3. たきの森のがっこう 

4. わくわくカヌーキャンプ（1泊 2日：4期） 

２ 指導事業 

1. 札幌市野外活動指導員研修講師指導等業務 

2. 札幌幼児保育専門学校講師派遣 

3. 小学校長期自然体験活動指導者養成セミナー 

  （野外施設との連携） 

4. その他の指導業務 

 

 

通年 

通年（月 2回：年間 20 回） 

年間 9回（5月～2月） 

7 月下旬～8月上旬 

 

 

研修通年､ｷｬﾝﾌﾟ 8 月上旬 

4 月～10 月(週１回全 11 回)

時期未定 

 

随時 
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７ 野外活動課（指定管理事業：青少年山の家）                       

（寄附行為第 25 条第 1～7号に基づく事業） 

事 業 名 時期：回数 

１ 学校・一般利用事業 

1. 学校宿泊学習向け指導事業 

2. 利用団体向け無料提供プログラム 

3. 利用団体向け有料提供プログラム 

 

２ 参加募集型事業 

1. 環境教育キャンプ・・・全学年対象 

2. 高学年向けキャンプ・・・長期自然体験活動 

3. 小学校低学年向けキャンプ 

4. 小学生とその父親を対象としたキャンプ 

5. 親子を対象とした日帰りキャンプ 

6. 市民を対象とした自然観察ハイキング 

7. 市民を対象としたポールウォーキング体験会 

 

３ 指導者養成講座

1. 子どものための自然体験基礎講座 

2. 野外教育ボランティア 

3. 自然観察ボランティア講座 

4. 教職員や野外活動の専門指導者向けﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

 

４ 情報発信・教材開発・その他の事業

1. 情報発信ロビー事業 

2. 情報発信ホームページ 

3. オリジナル自然体験テキストの開発 

4. 情報誌の発行 

5. 陶芸体験プログラム 

 

 

通年 

通年 

通年 

 

 

10 月 1 泊 2 日（年１回） 

7 月(5 泊 6 日)、2月(2 泊 3 日) 

8 月(2 泊 3 日)、10 月、3月(1 泊 2 日)

3 回(7 月、9月、2月：1泊 2日) 

時期未定 日帰り（年３回） 

時期未定 日帰り（年４回） 

時期未定 日帰り（年２回） 

 

 

時期未定 

時期未定 

時期未定 

時期未定 

 

 

通年 

通年 

通年 

通年 

年 2回 
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８ 野外活動課（指定管理事業：定山渓自然の村）                      

（寄附行為第 25 条第 1～7号に基づく事業） 

事業名 時期・回数 

１ 利用促進事業(新規利用者の獲得） 

1. ファミリーキャンプ 2010<初心者キャンプ> 

2. やさしいシルバー低山登山<初心者登山> 

3. シルバーくつろぎ倶楽部<日帰型趣味活動> 

4. シルバーゆったり倶楽部<宿泊型趣味活動>  

5. キャンプガイド＆サポート事業 

 

２ 交流促進事業（施設利用者向け・継続参加型） 

1. キャンプファイヤー＆室内レク<相互交流・親睦> 

2. 親子のための野遊びくらぶ<子育て支援> 

3. 期間限定特別プログラム<活動提案・交流> 

4. フルーツクッキング倶楽部<活動提案・交流> 

5. 道産素材で大人の野外料理研究会<活動提案・交流> 

 

３ 連携事業（関連団体等との協力体制づくり） 

1. 地域連携事業<地域協力・還元> 

2. 自然環境＆環境ワークショップ<環境教育> 

3. 定山渓フットパス研究会<地域探索> 

4. 企業協賛事業<事業協力者獲得> 

 

４ 人材育成事業（人材発掘・自主運営働き掛け） 

1. 施設ボランティア<人材発掘・活用> 

2. 野外活動ボランティア<人材発掘・活用> 

3. 天文ボランティア研究会<人材育成> 

4. 遊々の森ファミリーレンジャー<運営協力者獲得> 

 

５ ＰＲ事業（プログラム紹介・団体利用誘致・資料発行等） 

1. 自然体験プログラムの出前事業<施設・事業 PR> 

2. プロモーションキャンプ<団体利用誘致> 

3. 広報・情報収集<情報提供・整理> 

4. プレス事業者向けプログラム体験会<事業説明会> 

 

 

4～5 月、12～1 月 6回 

5～1 月 7 回 

4～9 月 3 回 

6～9 月 3 回 

通年随時 

 

 

通年土曜日夏休み 

通年平日 6回 

通年 6回 

9 月 3 回 

4 月土曜日 3回 

 

 

通年 4回 

5 月～1月日曜日 3回 

5 月～9月日曜日 3回 

通年随時 

 

 

通年随時研修会 10 回 

7 月～8月夏休み期間 

通年随時 

通年 8回 

 

 

通年随時 

2 月～3月随時 

通年随時 

5 月・1月 2回 
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事業名 時期・回数 

６ ガイドプログラム事業 

（自然の村スタッフ又はボランティアのガイド付き） 

1. 森の工作会<自然素材工作> 

2. 石窯料理体験会<ピザ焼き体験等> 

3. ハンゴウ体験会<炊さん体験> 

4. 森の観察会<自然観察> 

5. 銀河の会<星空観察会> 

6. 丸太割り体験会<野外体験> 

 

７ セルフプログラム事業（施設利用者の自主的活動） 

1. レッツトライアウトドア料理<野外料理> 

2. わくわくラリー<クイズラリー> 

3. 雪上散歩＆雪国遊び体験<冬期用具活用> 

4. ドラム缶風呂体験<野外体験> 

5. スノーキャンドルふれあいタイム 

6. 遊歩道チャレンジクイズ<導入プログラム> 

7. アドベンチャーエリアで遊ぼう 

＆ミュージアムエリアで探そう<開放型スペース> 

8. 三峰山登山<団体登山ガイド> 

9. ＱＲウォーカー<情報案内板> 

10. ナイトカフェ<夜間交流広場> 

11. きつつき広場<自由工作> 

 

 

 

通年随時 

通年随時 

通年随時 

通年日曜日夏休み期間 

通年随時 

通年随時 

 

 

通年随時 

通年随時 

12 月～3月随時 

5 月～10 月 

12 月～3月随時 

5 月～11 月随時 

通年随時 

 

通年随時 

通年随時 

7 月～8月土曜日 4回 

6 月～10 月随時 
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９ 市民参画課（指定管理事業：札幌エルプラザ公共４施設）                 

（寄附行為第 25 条第 1～7号に基づく事業） 

1.札幌市男女共同参画センター 

事業名 時期・回数 

１ 学習機会の提供、学習成果及び指導者等の人材育成 

1. 出張講座 

2. 男女共同参画パネル展 

3. 男女共同参画講演会 

4. 女性のための再就職準備講座 

5. ライフプラン講座 

6. 女性に対する暴力をなくすための運動 

7. 女性のためのキャリア形成講座 
２ 調査研究 

1. 男女共同参画調査・研究事業 

３ 普及･啓発、情報収集・提供 

1. 男女共同参画ワークショップ事業啓発 

2. パネル事業 

3. 情報提供事業 

(1) 情報誌「りぷるさっぽろ」の発行 

(2) ホームページ管理 

(3) 情報センターとの連携 

４ 市民活動・交流の支援、ボランティア活動の支援･活用 

1. サポーター事業（ボランティア） 

2. 子育て支援事業 

3. 共催事業 

4. 男女共同参画活動団体支援事業 

5. 男女共同参画活動団体企画事業 

6. 男女共同参画活動団体交流事業 

５ 相 談 業 務  

1. 女性のための総合相談 

2. 女性のための法律相談 

3. 女性のための仕事の悩み相談 

4. 相談検討会議 

６ 施設設備の市民提供業務 

７ 男女共同参画センター事業検討会議 

 

 

通年 

6 月 

1 回（時期未定） 

7 月･11 月（各 3回） 

10 月（全 2回） 

11 月（１回） 

1 月～2月（全 3回） 

 

通年 

 

年 6 回 

通年 

 

年 3 回 

通年 

通年 

 

通年 

通年 

通年 

通年 

通年 

通年 

 

通年 

通年 

通年 

5 月、2月（年 2回） 

通年 

5 月、11 月（年 2回） 
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2.札幌市市民活動サポートセンター 

事業名 時期・回数 

１ 情報収集提供・相談に関する業務 

1. 市民活動情報誌の発行 

2. メールマガジンの発行 

3. 掲示･情報提供 

4. アンケート調査 

5. サテライト事業 

6. 市民活動相談（相談員研修） 

２ 研修学習に関する業務 

1. ポイント支援講座プログラム① 

2. ポイント支援講座プログラム②「協働企画コース」 

3. サロン事業「パワーサロン」 

３ 交流活動支援に関する業務 

1. サロン事業「しみさぽサロン」 

2. 情報センターとの連携 

４ 団体活動支援に関する業務 

1. 活動支援環境の整備「活動ｽﾍﾟｰｽの調整と機器の配置」 

2. 事業運営協議会 

3. さっぽろまちづくり総合ポータル運営委員会 

4. さぽーとほっと基金への協力事業 

 

年 3 回程度 

月 1回及び随時 

イベント更新情報 週 1回 

年 1回 

年３回程度 

通年、研修は年 3回程度 

 

年 2 回程度 

年 4回程度 

年 3回程度 

 

年 3 回程度 

通年 

 

通年 

年 2回程度 

年 2回程度 

通年 

 

3.札幌市環境プラザ 

事 業 名 時期・回数 

１ 環境情報の収集・提供 

1. 情報誌の発行 

2. 特集コーナーの更新 

3. ホームページの管理・更新 

4. 情報収集業務 

5. 情報センターとの連携 

２ 環境保全活動、交流の支援と推進（環境リーダー制度）

1. 環境教育リーダー制度 

2. 環境保全アドバイザー制度 

３  環境保全活動、交流の支援と推進（こどもエコクラブ） 

４ 環境保全活動、交流の支援と推進（施設･設備の提供） 

・貸室、備品の提供及び環境活動団体の支援 

５ 環境保全活動、交流の支援と推進 

（各主体の環境に関する主体的な事業の支援） 

・コーディネート業務 

 

年 12 回 

年 6回程度 

通年 

通年 

通年 

 

通年 

通年 

通年 

 

通年 

 

 

通年 

 



 

事業名 時期・回数 

７ 環境教育・学習の推進 

1. 教育機関への学習支援 

2. 環境教育教材の貸出業務 

3. 見学対応業務 

4. 展示物学習支援業務 

5. 共催・協力事業 

6. 環境関連施設連携事業 

7. 講座・研修・交流会 

８ 普及啓発企画 

1. 展示コーナーの活用 

2. 普及・啓発・イベント 

3. 環境プラザがやってきた（出前講座） 

９ 環境プラザ部会 

1. 環境プラザ事業検討部会 

１０ その他業務 

・相談業務・調査・研究ほか 

 

通年 

通年 

通年 

通年 

年 2～3回程度 

年 2～3回程度 

年 9回程度 

 

年 10 回程度 

年 1回 

年 2～3回 

通年 

 

4.札幌市情報センター 

事業名 時期・回数 

１ 情報活用事業 

1. 図書紹介事業 

2. 広報物情報事業 

3. 紹介パネル事業 

4. 情報誌事業 

5. 施設連携事業 

6. ホームページの管理・更新 

２ 学習支援・啓発事業 

20 

 

5.共通事業 

事業名 時期・回数 

１ 賑わい創出事業 

1. エルプラまつり 

2. 北８条通 アマとホップのフラワーロード事業 

3. スノー＆アイスキャンドル大作戦 

4. キャンドルナイト事業 

 

年 1 回 

年 1回（5月～11 月） 

年 1回（2月） 

年 1回（7月） 

 

1. 人材情報事業 

2. ブックトーク 

3. 別置事業 

4. ライブラリーツアー 

３ 図書貸出・図書管理

 

通年 

通年 

通年 

年 3回程度 

通年 

通年 

 

通年 

年 1回 

年 6回 

通年 

通年 


