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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］市町村の推進体制の整備等 

（１）庁内における推進体制 

１）函館市中心市街地活性化基本計画検討委員会  

   基本計画の策定に関わる庁内調整を図るとともに，函館市中心市街地活性化 

協議会に報告・諮問するための計画素案を作成する組織として，経済部担当副市 

長を委員長とする「検討委員会」とその下部組織として経済部参事３級を幹事長 

とする「幹事会」を平成 20 年 7 月 3 日に設置した。 

 

【委員会構成】 

副市長，企画部長，総務部長，財務部長，保健福祉部長，子ども未来部長，経済

部長，経済部参事１級，観光コンベンション部長，土木部長，都市建設部長，教

育委員会生涯学習部長，企業局交通部長 

 

【幹事会構成】 

企画部計画推進室計画調整課長，企画部計画推進室政策推進課長，総務部総務課

長，財務部管理課長，財務部財政課長，保健福祉部地域福祉課長，保健福祉部参

事３級，子ども未来部子ども企画課長，子ども未来部次世代育成課長，経済部商

業振興課長，経済部参事３級，観光コンベンション部観光振興課長，土木部道路

建設課長，都市建設部街づくり推進課長，都市建設部都市計画課長，都市建設部

住宅課長，都市建設部都市デザイン課長，都市建設部建築行政課長，教育委員会

生涯学習部管理課長，教育委員会生涯学習部生涯学習文化課長，企業局交通部施

設課長，  

 

【開催経過・概要】 

○第１回 平成２０年７月４日 

   ・函館市中心市街地活性化基本計画の見直しについて 

    （現状把握，スケジュール等） 

 

○第２回 平成２０年９月５日 

   ・活性化推進の基本的方向（案）について 

 

○第３回 平成２０年１２月２２日 

   ・活性化事業の検討について 

 

○第４回 平成２３年８月３１日 

   ・活性化基本計画の区域（たたき台）について 

   ・活性化基本計画の方針について 

   ・活性化基本計画策定スケジュール（案）について 

 

 ○第５回 平成２３年１１月１６日 

   ・函館市中心市街地活性化協議会の設立について 

・中心市街地活性化の区域および方針について 
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○第６回 平成２３年１２月２９日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画(素案)について 

 

○第７回 平成２４年４月２４日 

   ・中心市街地活性化基本計画策定に係る経過について 

   ・中心市街地活性化基本計画(素案)の改訂について 

   ・個別事業の進捗状況について 

 

 ○第８回 平成２４年８月２７日 

・中心市街地活性化基本計画策定に係る経過について 

   ・中心市街地活性化基本計画(原案)について 

 

 ○第９回 平成２４年１１月２１日 

・中心市街地活性化基本計画策定に係る経過について 

   ・中心市街地活性化基本計画(案)について 

 

  

２）経済部中心市街地等再生担当の設置 

   平成 23 年 5 月に，中心市街地を専門に担当するセクションを経済部内に設置した。 

当担当が中心となり，庁内や中心市街地活性化協議会等と基本計画策定に向けた協議・ 

調整を行っており，計画策定後は，掲載事業についての進捗管理を担うとともに，必要に 

応じて目標達成に向けた適切な措置を講ずるものである。 
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［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）函館市中心市街地活性化協議会の設立 

   函館商工会議所，㈱はこだてティーエムオー，新都心五稜郭協議会および函館 

市を構成団体とする「函館市中心市街地活性化協議会設立準備会」を平成 23 年 

7 月 27 日に設立し，協議会設立に向けた準備を進め，平成 23 年 11 月 25 日に 

「函館市中心市街地活性化協議会」を設立した。 

 

 

 １）協議会の目的 

   函館市の中心市街地における都市機能の増進および経済活力の向上を総合的 

かつ一体的に推進するため，函館市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに 

認定基本計画及び認定基本計画の実施に関する事項を協議し，中心市街地の活性 

化の推進と発展に寄与することを目的とする。 

 

 ２）協議会の活動内容 

  ○函館市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画の実施・変更 

に関し必要な事項についての意見提出 

  ○中心市街地活性化に関する事業の総合調整 

  ○中心市街地活性化に関する会員相互の意見及び情報交換 

  ○中心市街地活性化に寄与する調査研究の実施 

  ○中心市街地活性化のための勉強会，研修及び情報交換 

  ○その他協議会の趣旨に沿った活動の企画及び実施 

 

 ３）協議会の開催状況 

  ○第１回 平成２３年１１月２５日 

  ・函館市中心市街地活性化協議会規約(案)について 

  ・役員選任について 

  ・函館市中心市街地活性化協議会運営委員会規定(案)について 

  ・函館市中心市街地活性化協議会構成メンバーについて 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画策定スケジュールについて 

 

 ○第２回 平成２４年１月２７日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の素案について 

  ・平成２４年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 

 

 ○第３回 平成２４年８月３１日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の原案について 

 

 ○第４回 平成２４年１２月２０日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の案について 

 

 ○第５回 平成２５年６月５日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の変更について 
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 ○第６回 平成２５年７月１日 

  ・渡島ドーム整備に関わる「特定民間中心市街地活性化事業計画」について 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の変更について 

 

 ○第７回 平成２６年２月２４日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の変更について 

 

 ○第８回 平成２６年５月１９日 

  ・中心市街地活性化基本計画の取り組み状況について 

 

 ○第９回 平成２７年２月２６日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の変更について 

 

 ○第１０回 平成２７年６月１２日 

  ・中心市街地活性化基本計画の取り組み状況について 

 

 ○第１１回 平成２８年２月８日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の変更について 

 

○第１２回 平成２８年６月６日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画取り組み状況について 

 

○第１３回 平成２８年１０月１１日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の変更について 
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 ４）協議会の組織構成 

函館市中心市街地活性化協議会は，函館商工会議所，㈱はこだてティーエムオー， 

新都心五稜郭協議会及び函館市を中心に次の会員をもって構成する。 

 

■函館市中心市街地活性化協議会会員 

  

区 分 団 体 名 

必須構成員 
函館商工会議所 

株式会社はこだてティーエムオー 

任意構成員 

（市民を代表 

する団体等） 

新都心五稜郭協議会 

株式会社ＮＡアーバンデベロップメント 

株式会社まちづくり五稜郭 

北海道新幹線新函館開業対策推進機構 

函館市商店街連盟 

函館市 

社団法人函館国際コンベンション協会 

国立大学法人北海道教育大学函館校 

公立はこだて未来大学 

学校法人野又学園 

函館工業高等専門学校 

株式会社北洋銀行函館中央支店 

株式会社北海道銀行函館支店 

函館商工信用組合 

函館信用金庫 

社会福祉法人函館市社会福祉協議会 

函館市町会連合会 

社団法人北海道宅地建物取引業協会函館支部 

オブザーバー 

国土交通省北海道開発局函館開発建設部 

北海道渡島総合振興局函館建設管理部 

北海道渡島総合振興局産業振興部 

独立行政法人中小企業基盤整備機構北海道支部 
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■函館市中心市街地活性化協議会体制図 

 

協 議 会 

【役割】 

・ 函館市が作成する基本計画について意見を提出する 

・ 議案の協議及び承認を行う 

運営委員会 

【役割】 

・ 協議会に提出する議案の調整と作成 

・ 事務局から提出される議案の調整 

・ その他，協議会の運営に関し必要な事項 

事 務 局 

【役割】 

・ 協議会へ提出する議案に関する事項の協議・調整 

・ その他，運営委員長から指示を受けた事項 
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（２）函館市中心市街地活性化協議会からの意見書 
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［３］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進 

（１）様々な主体の参加 

１）中心市街地活性化懇話会 

   基本計画の策定に向け，商店街組合やまちづくり団体等から，中心市街地活性化に関し

広く意見を聴取するため懇話会を開催した。 

 

【参加団体】 

新都心五稜郭協議会，北海道建築士会函館支部，函館市中心街まちづくり協議会，函館黒

船地域活性化協議会，函館都心商店街振興組合，中島町商店街振興組合，五稜郭商店街振

興組合，協同組合五稜郭，函館梁川商興会，函館商工会議所経営支援課，㈱はこだて 

ティーエムオー，公立はこだて未来大学 

 

○第１回 平成２２年７月６日 

   ・現況と課題，各団体の現在の取り組み，今後に必要なことについて 

  

○第２回 平成２２年７月２１日 

   ・「居住」「空き店舗の解消」「人や団体のネットワーク」「補助金制度の緩和」「文化・ 

芸術施設の活用」「環境整備」をテーマにした意見交換 

  

○第３回 平成２２年８月１８日 

   ・懇話会の取りまとめ方について 

 

○第４回 平成２４年２月２７日 

   ・函館市中心市街地活性化協議会について 

   ・函館市中心市街地活性化基本計画（素案）について 

   ・函館駅前・大門地区における中心市街地活性化方策の提言について 

   ・函館五稜郭地区まちづくり提案書について 

 

○第５回 平成２４年９月２４日 

 ・函館市中心市街地活性化協議会の開催状況について 

 ・函館市中心市街地活性化基本計画（原案）について 

 ・株式会社まちづくり五稜郭の設立について 

 ・その他 

 

 

 ２）㈱はこだてティーエムオーによる中心市街地活性化の検討 

   中心市街地活性化基本計画に地元の意見・要望を反映させるため，㈱はこだて

ティーエムオーを中心にワーキンググループを立ち上げ，函館都心商店街振興組

合，函館朝市連合会等から代表の参加者が集まり，5 回にわたり開催し，その検

討結果を提言書にまとめ，函館市に提出された。 

 

   提言書提出日：平成２４年１月１２日（木） 
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３）五稜郭地区のまちづくり団体による中心市街地活性化の検討 

  五稜郭地区のまちづくり団体である新都心五稜郭協議会のプロジェクト組織

である「やっぱり五稜郭プロジェクト」が中心となり，五稜郭地区が将来にわた

り函館市民にとって魅力あるエリアとして発展するためにどうしたらよいかを，

個々の立場や各団体の垣根を越えて話し合い，一体的なまちづくりに取り組むた

めのきっかけを作ることを目的として，「五稜郭まちづくりワークショップ」が

開催された。 

  ワークショップで検討されたアイディアや活性化策は提言書にまとめ，函館市

に提出された。 

 

 提言書提出日：平成２４年１月３０日（月） 

 

 

 ４）中心市街地活性化基本計画（素案）に対するパブリックコメントの実施 

   「函館市中心市街地活性化計画（素案）」について広く市民の意見を聴取する

ため，平成 24 年 5 月 1 日から 5 月 31 日までの 1 ヶ月間，ホームページ等を通じ

てパブリックコメントを実施した。 

   その結果，6 人から 25 件の意見が寄せられ，市の考え方をホームページで公

表した。 

 

 

 ５）函館市美しいまちづくり検討会 

   函館が持つ歴史と現代の町並みとが融合し，豊かな緑に彩られデザイン性に優

れた質の高い都市空間の形成に向けて，その指針となるコンセプトの構築と美し

いまちづくりの推進を図るため，函館市として，平成 23 年 7 月に「函館市美し

いまちづくり検討会」を設置した。 

   検討会は大学教授や建築家，まちづくり団体などの委員 10 人で構成し，計 11

回の議論を重ね，駅前・大門地区や本町・五稜郭地区などの拠点地区とそれらを 

つなぐ沿道空間のデザインコンセプトや都市空間形成の手法などを盛り込んだ

報告書を平成 24 年 9 月にとりまとめ，市長に提出した。 

 

 

（２）各種事業等との連携 

 １）中心市街地トータルデザインの作成 

   函館駅前・大門地区の魅力を向上させ，活性化を推進していくためには，地区

の基盤である駅前通（国道 278 号）や，グリーンプラザ等について，統一的な視

点を持って整備していくことが必要となっていることから，地区全体のトータル

デザインおよび基本方針を作成し，今後は，このトータルデザインと基本方針に

基づき各種の整備を進めることとしている。 

    

   プロポーザルの実施 ：平成２４年１０月～１１月 

   業務委託期間    ：平成２４年１２月～平成２５年３月 
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