
みんなで話そう，函館の今・未来 はこだてトークカフェ   開催状況 

「函館市基本構想（2017～2026）」策定のための市民まちづくりワークショップ 

 
○ 開催状況                                 

 ・実施期間 

平成 28 年 3 月 6 日～4 月 2 日〔計４回〕 

 
 ・会場・日時・参加人数  

会 場 
亀田福祉 

センター 

地域交流まち 

づくりセンター

恵山コミュニ 

ティセンター 
函館アリーナ 

日 時 
3 月 6 日（日） 

午後 2時～ 

3 月 12 日（土）

午後 2時～ 

3 月 30 日（水） 

午後 1時 30分～ 

4 月 2 日（土） 

午後 2時～ 

参加人数 24 人 21 人 20 人 27 人 

計 92 人 

 

○ トークカフェでは                             

「函館市基本構想」の策定にあたり市民の皆さまからご意見をいただくため，ワ

ールドカフェという，ワークショプの手法を使って，函館の今と未来を自由に語り

合い，意見を出し合っていただきました。 
ワールドカフェは，テーマ毎に席を移動して語り合い，移動先では前回のテーマ

で話し合った内容を新しいメンバーで共有してから語り合うため，より多くの方と

意見を共有できるものです。 

 
【話し合ったテーマ】 

・ 函館の特徴（良いところ，悪いところ） 
・ 理想の函館の未来像 
・ 将来の函館のために私たちができること 

 
【トークの内容】 

・ 話し合い（トーク）ながら，メモ帳の代わりに模造紙に印象に残った意見を書

き込んでいただきました。議論が白熱するとともに，模造紙もカラフルにな

り，たくさんのご意見を埋めていただきました。 
・ 模造紙には，いろいろな方々の貴重なご意見が詰まっています。 

 
【意見の共有】 

話し合い後，「理想の函館の未来像」と「将来の函館のために私たちができるこ

と」で，印象に残った意見を全員で付箋に書き出し，意見を共有しました。 

資料 ６
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【理想の函館の未来像】について出された意見

☆　子育て・教育に関すること

安心して子を産み育てられるまち

子育てしやすい　子どもが多い街(予算配分多く)

子どもがのびのび遊んでいる街

子供達が安心して育てられる街

安心して子育て

少子化や高齢化に対応したまちづくり

子育てしやすい街　函館

☆　若者に関すること

若者が活躍できるまち。

若者がまた戻ってきたいと思えるまち

若者から発信するまち

小中高生とその親が楽しい街

☆　スポーツ・健康づくりに関すること

未来の函館　・スポーツを通じて健康寿命を長く　・小・中学校の分校化(コンパクトにして統合しない)

高齢者の健康づくり。スポーツで健康に。

地域総合型のスポーツクラブが沢山ある街

スポーツが盛んで健康寿命が長いまち

スポーツを沢山できる街

函館アリーナ建設を踏まえて　スポーツで創る地域コミュニティ

スポーツでさまざまな年齢の人を元気にさせる。そのための場をつくる。

高齢者の健康づくり。地元の方が住みたいまち。

☆　企業誘致に関すること

スポーツ振興の強化　企業誘致の強化

企業誘致で税金UP　子育てしやすいまち

☆　観光に関すること

観光資源の開発

観光の復活

夜景がきれいな街

観光の推進で促す　市民主導のまちづくり

祭で活性化されてる

亀田福祉センター
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☆　レジャーに関すること

沢山のあそび場

たっぷり遊べる街(夜遅くまで・・・)

移動しやすい遊び場が多い街

☆　交流・コミュニティに関すること

コミュニティ　もっとつながりがある

１つ１つの改善していける点を実行していく　いろいろな人が住める街

『チーム・はこだて』みんなでうごくまち

他県との交流の多い街，函館

世代が交流できるまち

多世代が交流できるまち

☆　暮らしやすさ・住みやすさに関すること

公共交通の利便性の高いまちづくり

あちこち行きやすい街

まったりとして住みやすい町

みんなが住み続けたい　住み続けられる街

住民主体の住みよい街　地域住民の目線がだいじ

いろいろな問題点があり，話し合う機会の場を作るという行政の役目をはたしているか？

交流人口に頼らないで地元民が安心して暮らせる街
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【未来の函館のために私たちができること】について出された意見

☆　観光・イベント・レジャーに関すること

函館市民総観光ガイド化(出来る範囲で)

観光で生きていく街

学生が観光ガイドをする街

ボランティアに取り組む(観光分野)

｢観光都市はこだて｣を市民が考えていく　・行政まかせにしない！・問題点から目を背けない！

観光地としての問題意識をもつ　共有する

行事の参加や函館のPRなど

知られていない行事を知り，その行事に参加する

イキイキとしたまち　イベント企画参加

海がある町なので海水浴場は必要(泳がない人のための物販などでの人集めも大切)

デパートなど　施設を増やす

☆　スポーツ・健康づくりに関すること

千代台総合運動公園化(市の中心市街地の活性化)

スポーツ宣言　都市の実態をととのえていく！

超高齢社会への健康づくりを施設，設備も含めて充実させていく！

健康のためsport活性化

スポーツで活性化

☆　子育て・教育に関すること

子育て(結婚)しやすい支援を

子ども(小中高生)の居場所をつくる

活気に満ちた街　他人の子供を叱れる街

教育しやすい場をつくる

地元に関わる教育をする

☆　まちづくり・まちについて考えることなどに関すること

自治体の枠組みを越えた議論の場を作る

まちづくりに関心を持ち続け，周りをまきこむ

函館について考えること

市民として地域のことにより関心を持つ

函館についての話し合いの場をつくる

自分のできることなら，いろいろなことに協力する(ボランティアなど)

函館を知っている自分を外へ発信すること

今まで出た悪い点を少しでも多く改善する　人と人との結びつきをより強く

選挙に行って立派な市議会議員を選ぶこと
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☆　暮らし・住まいなどに関すること

函館に住み続けること

空き家の少ないまち

☆　交流・コミュニティ・つながりなどに関すること

周辺の市町とも連携する

ボランティアを積極的に(各団体の連携)

他人のやってることにちょっと興味を持つ

地域のコミュニティーの充実(三世代交流)

地域と人と積極的に関わる

毎日，近所のひとに話しかける

大学が多いので　学生主体の地域参加，地域づくり

市の課の責任を明確にして市民の意見をなすりつけあわない
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【理想の函館の未来像】について出された意見

☆　子育て・教育に関すること

学べる場が充実しているまち

子どもをもっと育てやすい街（もっと色々な年代が楽しめる場所を）

若い人や子供がのびのびと成長できる楽しい街

☆　若者に関すること

若い人が増えたら良い　それにより町内会が活気づく

若い人が沢山集まっていて活気ある町

若い人達が暇をしないような町!!

若者が働く職場を作る　観光客が又来たいと思う　ガイドボランティア

若者が自由に活躍できるまち

若い人の雇用のある町

☆　雇用に関すること

働きやすいまち

雇用を充実させて産業を引っ張ってくる

安定して働ける場所がある　暮らしやすい街

国産海水エネルギー事業＋造船で雇用増大

多くの(多様な)人的資源があるまち

道の駅(旧函病跡地　西小中跡地に!)雇用問題　災害への備え　一次産業の活性化

☆　観光・レジャーに関すること

観光客が使いやすい乗り物

観光場所が多いまち!→他の場所もつくり違うイメージもつくる

水族館を作る!!

水族館などをつくり，観光客を集め，活性化した函館にする

観光に頼りすぎるのは不安との声あり

函館は安全，安心の街　もっと観光客に来て欲しい

函館は癒しの街　おいでませ函館へ

スポーツの街　函館

地域交流まちづくりセンター
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☆　交流・コミュニティに関すること

幅広い年代が楽しめる施設

高齢者のコミュニティー，西部地区への住みやすさ。若い人を集める→町内会

まったく新しい町内会システムから，住みたいまちを作っていく!

みんなに声を掛ける勇気のある街　函館

市民の笑顔が温かい街　函館

懐が広いまち(になれば良いなあ･･･)

市民が誇りを持てるまち

ここが｢函館の中心地｣ですと言えるようなエリアをつくること。そこに活気があって人も集えるまち

中心街が明確な町(今のように分散していない)

☆　暮らしやすさ・住みやすさに関すること

車などがなくても函館を自由に移動できる町

交通の便を良くする　西部地区の老人の為にも

綺麗で住み易い街

寂しい街から　あずましい街に

函館は住みやすいまち!←函館に来なくてもわかるようなまち

☆　その他

ユートピアランド政策による保育問題　高齢者問題の解決

アーケード除去は｢マイナス｣と思う人もいる。新規設置は全く検討しない？

交流人口に頼らない定住人口を増やすための具体的方法

緑の島を　日本語が通じない，出島に
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【未来の函館のために私たちができること】について出された意見

☆　観光・イベント・レジャーに関すること

函館は観光産業を軸として行動すべき

地域のイベントに沢山参加する

積極的にイベントに参加して盛り上げる

週末に観光客に声を掛ける

観光客に対し，おもてなしの心を大切に考える

観光客の為，おもてなしの心を持つ

ホスピタリティの精神で観光客に親切にする

観光都市なので観光客に対するおもてなしの心　案内できる知識が必要である

イベントへの参加をすすめる(路線バスの乗りやすさ改善が必要)

☆　まちづくり・まちについて考えることなどに関すること

1人の力ではできないので，函館を良くしようと考えている人と一緒に行動して，函館を変えていく努力

市のグランドデザインに参加出来れば(意見を出したい)

函館を活性化させられるような，アイデアを出し，実現できるようにする

もっと色々な方と函館の未来のことについて語ったりアイデアの出し合いなどをする　同級生･･･

若い人達がなぜ函館から出て行くのかを考え，工夫，または実行する

観光に頼らない市民へのための町づくり

函館の良さを知ったり，函館の色々なことを知る

函館の良いところをもっと勉強する

街のことを知る

函館をもっと知り　町の良さを広める

函館の良さを知る　学ぶ　好きになる

パブリックコメントも大事だが市長と市民との直接トーク　メディア配信

このようなアイデアを集める活動をもっと大々的にやる

市政を注視し，選挙で意見を出す

施設の有効活用　新しい物を作らなくても，古いものを活用

函館どっく＋函館酸素に燃料電池技術を誘致し産業を興す

☆　若者に関すること

若者，バカ者，ヨソ者で在り続ける

大学の後輩を地域に押し出す(紹介する？)

若い人達が集まるような，場所をつくる

より若い世代から，このようなオープンエンドな問題を考えさせる
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☆　暮らし・住まいなどに関すること

街に落ちているゴミを拾う

ポイ捨てなどをしないで景観を守る

家の周りに花を植える

家の周囲を綺麗にしましょう(現在バラを植えています)

公共交通機関の利用(利用者が増えることで，運行時間が延びる)

函館は住みやすいと言われるが，なぜ住みやすいのかをアピールする　またはアピールする方法を考える

☆　交流・コミュニティ・つながりなどに関すること

地元の店を利用する

地域のボランティア活動に参加すること

函館市民の笑顔でお客様に接しましょう

転勤などで函館を離れることがあっても函館のことを思いそして心から応援していくこと

若い人が出て行くのはやむを得ないがUターン者を温かく迎え応援する

異なる世代の要求を理解すること

ユートピアランド政策参加によるコミュニティーからの保育～老後の一貫管理

11



12



13



【理想の函館の未来像】について出された意見

☆　子育て・教育に関すること

子供を預けて働けるまち

子供を安心して育てていける街　特に０～小学校まで　若者がにぎわう町

若者が希望を持てる町作りをしてもらいたい　子供達の遊び場がほしい

子供達を預ける所がたくさんできればよいと思う

家族がたくさんうまれるマチ

☆　若者に関すること

若い人が働ける場所が多くなって子供達が増えて元気な町に

若い人が地域で働ける町　

若い人が楽しく生活できる街・函館

☆　雇用に関すること

働く場所を選べることのできるまち

働く場所がたくさんある町にしてほしい

☆　観光・レジャーに関すること

函館一周のトライアスロン大会を開く

大会誘致がたくさんできるマチ

新幹線と連携できる観光のまち！

人・食べ物・温泉・観光（歴史） パーフェクトな町

誰もが観光客にマチの魅力を伝えることができるまち

コストコが出来たらいいと思う

観光で多くの人が来てくれる町

ピンポイントではなくトータルでの観光アピール

観光客が地元の人と触れ合える街

☆　高齢者に関すること

高齢者が生き生きしているまち

高齢者が安心して住める街

高齢者が楽しく住める街、函館

高齢者に優しい街　温泉がいっぱい

恵山コミュニティセンター
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☆　暮らしやすさ・住みやすさに関すること

住みたいと思われるまちになる

小回りのきく乗り合い車（バス）

私たちの住んでいる所は車がないと不便な所です。年をとった時、コミュニティバス的な乗り物があるとい
いと思う。

☆　函館の魅力に関すること

歴史と観光と漁業と農業が魅力的であること

漁師は意外にかっこいい

函館市民であることを誇りに思えるまち

☆　地域に関すること

函館が頭なら手足となる旧４市町村はもっと元気になろう！！

合併して良かったと言えるまち

旧４町村は食べ物がおいしいのでもっとＰＲしてたくさんの方に来てもらえる町に

函館の中心部だけでなく地域も元気に

自治会組織の活性化

☆　その他

人材育成　・人づくりの（政策）まちづくり

どんな街にするかグラウンドデザインが見えて来ない

市民、団体、町会等、インターネット利用によるコミュニケーションをとる。時間に縛られることなく
出来る。ＵＲＬ（ホームページ）は支所におく。書き込みが出来る様にする。
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【未来の函館のために私たちができること】について出された意見

☆　観光・イベント・レジャーに関すること

函館市民総観光ガイド化(出来る範囲で)

観光で生きていく街

学生が観光ガイドをする街

ボランティアに取り組む(観光分野)

｢観光都市はこだて｣を市民が考えていく　・行政まかせにしない！・問題点から目を背けない！

観光地としての問題意識をもつ　共有する

行事の参加や函館のPRなど

知られていない行事を知り，その行事に参加する

イキイキとしたまち　イベント企画参加

海がある町なので海水浴場は必要(泳がない人のための物販などでの人集めも大切)

デパートなど　施設を増やす

☆　スポーツ・健康づくりに関すること

千代台総合運動公園化(市の中心市街地の活性化)

スポーツ宣言　都市の実態をととのえていく！

超高齢社会への健康づくりを施設，設備も含めて充実させていく！

健康のためsport活性化

スポーツで活性化

☆　子育て・教育に関すること

子育て(結婚)しやすい支援を

子ども(小中高生)の居場所をつくる

活気に満ちた街　他人の子供を叱れる街

教育しやすい場をつくる

地元に関わる教育をする

☆　まちづくり・まちについて考えることなどに関すること

自治体の枠組みを越えた議論の場を作る

まちづくりに関心を持ち続け，周りをまきこむ

函館について考えること

市民として地域のことにより関心を持つ

函館についての話し合いの場をつくる

自分のできることなら，いろいろなことに協力する(ボランティアなど)

函館を知っている自分を外へ発信すること

今まで出た悪い点を少しでも多く改善する　人と人との結びつきをより強く

選挙に行って立派な市議会議員を選ぶこと
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☆　暮らし・住まいなどに関すること

函館に住み続けること

空き家の少ないまち

☆　交流・コミュニティ・つながりなどに関すること

周辺の市町とも連携する

ボランティアを積極的に(各団体の連携)

他人のやってることにちょっと興味を持つ

地域のコミュニティーの充実(三世代交流)

地域と人と積極的に関わる

毎日，近所のひとに話しかける

大学が多いので　学生主体の地域参加，地域づくり

市の課の責任を明確にして市民の意見をなすりつけあわない
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【理想の函館の未来像】について出された意見

☆　子育て・教育に関すること

函館にインターナショナルスクールがあり、国内・外から教育を求めて子供､家族がやってくる街

小学生の時から函館のことが好きになる教育、高齢者にやさしくなる、健康にくらせる教育をする街函館

子育てがしやすい街

教育・スポーツ、健全な市民作り

☆　若者に関すること

若い方が話し合える場がもっとあるといい

若い人の｢やる気｣に応えられるまち

若者が住みやすい町

若者が力を１００％発揮できるまち

若者が働く場所があるまち

以前は函館にいて戻ってこられた若い方の今後の働き方

学生がどんな形であっても、また関わりたくなるマチ（一度でても戻ってくる）

☆　雇用に関すること

フレキシブルに働ける場を作る（若者の就職にともなう流出を防ぐため）

多様な働き場所のある町

若者の雇用　生産・製造業で地場産業を力強く

若い人から高齢者まで仕事が出来る街函館

雇用のある街

☆　観光・レジャーに関すること

函館と言えば○○だよね！！と観光客が言える街

市民全員が観光ガイドとしておもてなしができる街函館（函館の知識・英語・マナー）

市民全員が観光案内ができるくらい｢まち｣を語れる人になる

☆　まちづくりに関すること

日本の食糧生産地として３０万人前後の人口はおちついたゆったりとした町造りが出来る

今でも函館はある。しかし、刺激が足りない。市民が定着し、自信を持って、オススメできる街と自然の再生
が必要

地域資源のブランド化（強化すべき）　函館の強みをつくる

進学就職したいと思える学校企業がたくさんあるマチ

女性が活躍できるまち

外への発信・内への発信・情報の共有　函館の強みを知り、知ってもらう

外に出てからも戻って来られるまち

お互いを認め合う街函館

成熟した大人の町

公共交通網の整備で交流しやすい町作り

函館アリーナ
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☆　暮らしやすさ・住みやすさに関すること

正義と安心安全な街の構築

誰もが住みやすい街にする（環境整備も含めて）

住んでいる人にも観光客にも優しいまち

高齢者が冬道運転しなくても気軽に出歩ける町

健康に良い街

☆　函館の魅力に関すること

夜景日本１のマチ

温泉がいたる所にあり、安い金額で入る事が出来る町

高齢者も若い人も働けて、楽しく住める夜景のきれいな街函館。北斗市より家賃も安い！西部地区

市民がジマンできる街

生活の中に函館の歴史が生きているマチ

住民が函館の歴史を語れる町

食べ物が安くておいしく食べる事が出き、手に入る事が出来る町

☆　地域交流・市民活動に関すること

ホスピタリティがある街

気軽にご近所付き合い=｢おもてなし｣が出来る街

ホスピタリティのあるまち

若者とお年寄りが共に協力し合い助け合えるまち

ご近所の人が助け合ったり、支えあったりしているまち

市民が魅力を語る街

行政に頼らず市民にできることはする、市民主体の街・観光に頼らずに生きる街
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【未来の函館のために私たちができること】について出された意見

☆　観光・イベント・レジャーに関すること

インバウンドの方々と接する為に語学勉強をする。市民が参加しながら｢まち｣の為になる活動を提案、実現
させる

観光客へのおもてなし

観光客にアンケート（ＳＮＳ発信）

函館市民全員がおもてなし（観光客に）・案内の出来る人になる

☆　子育て・教育に関すること

長～い目で函館の光をみつめてみる。子供には行政の力でお金をかけないなど子育て支援をもっとしないと
みんな出て行く

小さなお子さんをつれているお母さんへの子育て支援

函館の歴史を市民がもっと知る、学校で必修科目として教える→好きになる。誰もが知っているように

未来人であるこれから出生する子や小中学生に過去の歴史教育の伝授

貧富の格差をなくすためのフリースクール

☆　まちについて考えること・情報発信に関すること

もっと函館の事を知る

函館の良いところをもっと知り、周りに広める

函館の良さをもっと知ろうとする

函館のことをもっと知る

高齢者や障害者の方が住みやすくなるように、小学校に教えに行ったり、町内会に腰痛予防を伝えにいった
りする

函館のもつマイナスイメージをプラスイメージにかえて人に伝えていく。（例）人口減でよいこと

街の魅力を学び語ること

はこだて検定に合格する

観光のことばかりじゃない自分たちの近くにあるイイものを見つけられるような話し合いの場を持つ

地域と日本人に対して伝統文化の正しい知識と意義を正確に伝える作業

函館検定に合格したら減税

いろんな人と函館のことをもっと知るためにおしゃべりする

自分のまわりの人々（ゆかりのない人々）に函館のことを知ってもらう

よりよい情報発信方法を考える

☆　健康に関すること

健康都市！！これを掲げて函館を売っていってほしい。温泉あり、コンブあり、おだやかな人柄あり

健康にコンセプトを絞りＰＲしていく、イメージと実施戦略

いつまでも元気でいられる体操やウォーキングの考案や実践

元気高齢者としてボランティア活動をする
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☆　まちづくりに関すること

｢函館｣でブランドを活かした商品開発

｢函館｣というブランドの具現化

商店街の活性化の為のイベントの取組み

子供達が誇りを持って語れる街を作る

地元企業と他地域とが協力し、第１・第２・第３産業を活性化し、人口定着を働く場・住む場・遊ぶ場を整備し
よう！！

☆　暮らし・住まいなどに関すること

（若者が）｢函館でこんな生き方もできるんだ！！｣と思えるような生き方をする

若い人があこがれの西部地区に住んで、隣のおばあちゃんのゴミを出してあげたり、夜遅くまで起きてるの
で夜景がきれい

将来も函館でいきいきと生活する（ポジティブに！）

バス・市電をもっと利用する

函館の物を買って食べる

☆　コミュニティ・つながり・市民活動などに関すること

まわりの人のやりたいことを応援できる心の余裕をもちつづける

皆に声を掛ける（あいさつなど）

大変で辛いことをかかえこまず（共有・分かち合う）シェアする

いろんな人と会って、顔みしりをたくさんつくる

とりあえず、自分が戻ってきて、函館に知合いの居場所作りをする

行政に頼らず活動する

子供達に美しい故郷を残す

集まり、遊びに積極的に参加する

町会の催物には協力、参加する

ＮＰＯなど、活動しやすい環境づくり

女性の幸せのための活動をこれからも続ける

私は今の職場で人を再生させる！！
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