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１ 生涯学習の推進 

 

生涯学習推進の基本的な考え方 

市民一人ひとりが生きがいとゆとりある人生を過ごすためには，生涯にわたって学び続け，さ

まざまな学習や諸活動を通じて，自らを高め，心豊かなものとしていくことが大切です。 

   また，科学技術の進展や情報化，国際化などのさまざまな社会変化や環境，福祉，防災等の

諸課題も身近なものとなっており，私たちは絶えず，新たな知識や技術などを身につけていく

ことが必要となっています。 

   生涯学習のめざすところは，子どもからお年寄りまで，多くの市民が生涯にわたり，自由で

主体的な学習活動に取り組むことにより，自己の充実や豊かな人間性をはぐくみ，家庭や職場，

地域全体が活性化していくことにあります。 

   このため，生涯学習推進基本構想では，市民の学習活動が円滑に行われ，学習成果が実を結

ぶことのできるよう，６つの生涯学習推進の基本施策を設定し，行政や企業，民間教育機関，

さらには家庭，学校，地域などの各分野がそれぞれの役割や機能を十分発揮し，総合的な推進

体制のもとで「生涯学習社会の実現」をめざすこととしています。 

 

≪生涯学習推進の基本施策≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

              

 

Ⅴ学習活動施設の整備充実 
○施設運営の弾力化や事業運営の多様 
 化など，利用者の視点に立った体系 
 的な施設整備を進める。 

・学習活動施設の整備 

・学習活動施設の有効活用 

・学校施設等の開放 

 

Ⅰ生涯学習の基礎づくり 
○生涯にわたって自発的な意思で学習 

に取り組む態度を醸成する。 
○市民が気軽に生涯学習に取り組むた 
めの学習環境を整備する。 

・家庭教育の充実 

・学校教育の充実 
・社会教育の充実 
・団体・サークルの育成 

 

Ⅱ学習活動の活性化 

 

 

○生涯学習関連事業の体系化や学習プ 
 ログラムの研究・開発を行い，気軽 
 に参加できる学習の場や学習機会を 
拡充する。 

・学習事業の体系化整備 
・多様な学習プログラムの開発 
・文化活動の推進 

・スポーツ・レクリエーション活動の推進 

 

Ⅲ学習情報システムの整備 
○学習者の要望に応じた適切な情報提 

供と，指導・助言できる学習相談体 
制を整備する。 

 

・多様な学習情報の提供 

・学習相談体制の充実 

 

Ⅵ生涯学習推進体制の整備 
○行政の推進組織や市民主体で構成す 
 る組織を設置し，他の教育機関等と 
 の連携により，総合的な生涯学習推 
 進体制を整備する。 

・生涯学習推進組織の整備 

・関係機関との連携・協力 

 

Ⅳ指導者の養成と活用 
○様々な分野で市民の学習活動を支援 
 する人材を確保し，資質の向上や活 
 用を図る。 

・指導者の養成・確保 

・リーダーバンクの設置と活用 

・ボランティア活動の推進 
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２ 社会教育の重点

総括重点

「豊かな人間性を培うため，市民が意欲的に学べる生涯学習の推進に努める。」

(1) 生涯各期において，自発的で充実した社会教育活動の奨励に努める。

① 生涯各期に対応した系統的な事業実施と

自発的な活動の促進

② 学習活動を奨励・援助するための学習情

報の提供と学習相談体制の充実

③ 各種学習グループ・サークルや活動団体

の育成

④ 社会教育施設の整備や学校の文化開放に

よる学習活動の場の充実

高齢者大学

(2) 潤いのある個性豊かな芸術・文化活動の振興と文化遺産の保護継承に努める。

① 芸術活動や文化事業の振興と各種文化団

体の育成

② 多面的な国際交流の促進と民間交流団体

の自主的活動の促進

③ 文化財の保存整備や伝統的建造物群の保

護対策推進

④ 文化施設および文化財の教育的活用と郷

土愛の醸成

函館市民文化祭

(3) 健康の保持･増進のため,進んで参加できるスポーツや余暇活動の振興に努める｡

① 各種体育・スポーツ行事の充実とスポー

ツ活動への支援

② ニュースポーツやレクリエーションの振

興と啓発

③ スポーツ振興基金による指導者の育成，

団体への助成

④ 体育・スポーツ団体およびクラブの育成

⑤ 社会体育団体等における指導者の育成と

確保

⑥ スポーツ施設等の整備充実と学校開放の 函館ハーフマラソン大会

推進
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３ 社会教育事業の概要 
 (1) 平成２７年度事業の紹介 
 
１ 生涯学習部生涯学習文化課 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

ＨＡＫＯＤＡＴＥ 
まなびっと広場 

市民の多様な学習活動を単位認定という形で応援すること
で，より一層の生涯学習の推進を図る。 小学生～一般 通年 

まなびっと２０１5 
体験講座 

生涯学習を始めるきっかけ作りと経験，知識等を持つ方を学
びたい方へ紹介する。 

小学生～一般 
4～3月(毎月1回) 
７月下旬(イベント) 

学習情報・指導者情
報等の提供 

リーダーバンクの設置，学習情報・社会教育関係活動情報の提供。（プチ
まなびっとの発行，インターネットホームページにより情報提供） 

一般市民 通年 

成 人 祭 成人としての自覚と認識の高揚を図るとともに，新成人を祝福，激励する。 新成人 1月１１日 

ウィークエンド・サー
クル活動推進事業 

特別支援学級に在籍する児童生徒（市内在住）に体験活動の
場と機会を提供し，ボランティアの大学生・高校生等とのふれ
あいの中で，学校外活動を推進する。 

小･中学生 8～12月 

家庭教育支援事業 
子育て中の親や家庭教育に携わる人を対象に，セミナーを開
催し，家庭の教育力の向上を図る。 

家庭教育関係
者一般 通年 

社会学級 
地域住民が主体的に一般的教養を学習する成人教育の場と
して，市内小・中学校に開設。 

一般成人 通年 

社会教育関係団体の育成 社会教育関係事業・活動に対する後援，教育委員会賞の交
付。 

社会教育関係団体等 通年 

青少年芸術教育 
奨励事業 

青少年の文化・芸術活動の一層の振興を図るため，文学・美術・書・音楽の
４部門から作品を募集し，函館市青少年芸術教育奨励賞を授与するととも
に，各部門金賞受賞者を視察研修に派遣する。 

市内在住，もしくは市内
に所在する学校へ通学
する小学生～高校生 

7～11月 

函館市文化賞表彰 函館市の文化向上に功績のあった個人・団体を表彰する。 一般市民 7～11月 

学校開放事業（文化開放） 小・中学校(１１校)の特別教室等を開放し，市民にサークル活動の場を提供する。 一般市民 通年 

文化芸術活動団体の育成 文化芸術関係事業・活動に対する後援および教育委員会賞の交付を行う。 一般市民 通年 

五稜郭ゆかりのまち
交流事業 

星形城郭「五稜郭」を有するまちとして「五稜郭ゆかりのまち協
定」を締結した長野県佐久市との交流事業を展開する。 

一般市民 4～12月 

文化芸術アウトリーチ事業 
子どもたちが文化芸術に触れる機会を拡充し，文化芸術活動の楽しさや素晴らしさを
体感してもらうため，学校へ活動者等を派遣し，豊かな創造力の育成を図る。 

市内小中学生
および高校生 6～3月 

函館市高齢者大学 
湯川校 

高齢社会が進む中，高齢者における｢生涯学習｣の重要性が
求められていることから，社会の複雑な変化に対応できる能力
や，家庭生活･社会生活に果たすべき役割を学ぶとともに，豊
富な経験や知識を社会に還元することを目的とする。 

満60歳以上の
市民 

5～11月 

 
２ 公民館・亀田公民館 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

公民館コンサート２０１５ 
｢ざいだん春いちばんコンサート｣  

 公民館の改装オープンを記念したコンサートを実施し，地域
の方への施設PRを目的とする。 一般市民 4月 4日 

公民館講座 

子ども絵てがみ教室 
子ども絵画教室 
土鈴づくり体験 
書き初め会 
コーラス入門講座 
着物着付講習会 
ボランティア育成講座 
ステンドグラス&フュージング講座 
オペラ入門 

小学生 
小学生 
小学生 
小学生 
１８歳以上 
小学生 
小学生 
小学生 
小学生 

5～ 3月 
7～ 9月 
7月31日 
1月 8日 
6～ 7月 
未定 
未定 
未定 
未定 

亀田公民館講座 

初歩の絵手紙教室 
親子体操教室 
初歩のきもの着付教室 
小筆に親しむ 
ドラジェフラワーとラッピング体験 
書き初め会 
健康体操教室 

１８歳以上 
親子 
１８歳以上 
１８歳以上 
１８歳以上 
小学生 
１８歳以上 

 4～ 3月 
 5～ 6月 
 5～ 9月 
 8～ 9月 
10～11月 
 1月 6日 
未定 
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事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

函館市高齢者大学 
青柳校 

高齢社会が進む中，高齢者における｢生涯学習｣の重要性が
求められていることから，社会の複雑な変化に対応できる能
力や，家庭生活･社会生活に果たすべき役割を学ぶとともに，
豊富な経験や知識を社会に還元することを目的とする。 

満60歳以上の
市民 5～11月 

リーダーバンク登録者による
体験講座 

リーダーバンク登録者による各種体験講座を実施する。 一般市民 5～ 3月 

異世代音楽交流会 公民館コーラスグループと近隣小学生による合唱発表会を実施する。 一般市民 10月 

公民館コンサート 公民館グループや市内文化団体との交流コンサートを実施する。 一般市民 未定 

公民館受講生グループ 
育成奨励事業受講生作品展 グループ育成･奨励のための作品展を実施する。 一般市民 未定 

生涯学習リーダーバンク事業 リーダーバンク登録の窓口となり，その活用のためのPRを実施する。 一般市民 通年 

ざいだん地域講習会 
緊急時に対応するため心肺蘇生法や AED の使用方法につ

いて，講習会を実施する。 
一般市民 未定 

 
３ 青少年研修センター（ふるる函館） 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

宿泊型プログラム 

函館山を知ろう 
ジャム・バター作り 
アップルパイを作ろう 
避難所運営合宿 
外国人とお泊まり会 
森林活動と炭焼き 
収穫祭・農業体験会 
エネルギーを考える 
DIYをやってみよう 
羊から何ができるかな 

小中学生 
小中学生 
小中学生 
小中学生 
小中学生 
小中学生 
小中学生 
小中学生 
小中学生 
小中学生 

5月16～17日 
6月20～21日 
7月25～26日 
8月22～23日 
9月19～20日 
10月17～18日 
11月21～22日 
12月19～20日 
1月16～17日 
2月20～21日 

日帰り型プログラム 

西部地区まちあるき 
バルーンアートづくり 
炭火でパンを作ろう 
災害図上訓練 
外国人とポットラック 
炭焼き体験会 
収穫祭・農業体験会 
温暖化防止を考える 
DIYをやってみよう 
食べ物はどこから来る 

小中学生 
小中学生 
小中学生 
小中学生 
小中学生 
小中学生 
小中学生 
小中学生 
小中学生 
小中学生 

5月23日 
6月27日 
7月29日 
8月22日 
9月19日 
10月17日 
11月21日 
12月19日 
1月16日 
2月20日 

 
４ 青年センター 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

教養講座 

心身からリラックス～ヨガ教室 
ひめトレ＆やさしいヨガ 
美しいくびれを手に入れる！ベリーダンス 
腰痛，肩こりにも効く！骨盤矯正ストレッチ教室 
陶芸教室 
小学生限定！陶芸１日体験教室 
子育て支援事業 科学で楽しく自由研究 
キッチンサイエンス 
新そば入荷しました！手打ちそば教室 

一般市民 
一般市民(女性) 
一般市民 
一般市民 
一般市民 
小学生 
小学生 
一般市民 
一般市民 

通年 
通年 
5～9月 
5～11月 
11月 
7月，12月 
8月，12月 
8月 
10月 

若者の居場所づくり
に関する事業 

勉強スペース応援DAY 
高校生団体との交流 

高校生 
高校生 

週1回程度 
随時 

その他 

利用者親睦会 
はこだてカルチャーナイトへの参加 
２０１５青年センターフェスティバル 
青年戦隊クリーンレンジャー 
第１１回地球まつり 
「チームもみの木」及び「クリスマスイベント」 
初笑い！夢助落語会 
青年団体交流スポーツ大会 
第５回ミニ四駆競技大会 

一般市民 
一般市民 
一般市民 
青年 
一般市民 
一般市民 
一般市民 
青年団体 
小学生以上 

7月 
10月2日 
9月13日 
10月4日 
10月24日 
12月12日 
1月10日 
3月19日 
3月27日 
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５ 亀田青少年会館 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

教養講座 

春のスイーツづくり 
キャンドルナイト 
折り紙七夕かざりづくり 
花壇菜園づくり 
亀田川のいきものをさがそう 
木工教室 
タイルクラフト 
まちかど探検隊 
バスハイク 
mama祭 
イカ墨染色教室 
折り紙でつくるクリスマスかざり 
折り紙でつくるおひなさま 
キッズコンサート 

主に小学生・保護者 
主に小学生・保護者 
主に小学生・保護者 
全利用者・保護者 
主に小学生・保護者 
主に小学生・保護者 
主に小学生・保護者 
主に小学生・保護者 
主に小学生・保護者 
全利用者・全保護者 
主に小学生・保護者 
主に小学生・保護者 
主に小学生・保護者 
全利用者・保護者 

4月19日 
6月21日 
6月28日 
6月-11月 
7月25日 
7月 
年2回 
9月 
10月 
10月 
1月 
12月 
2月 
年4回 

指 導 者 の 養 成   
および団体活動の
育成 

青少年活動団体との共催事業 
 
主に小学生・保護者 
 

 
通年 
 

職業、交友、健康そ
の他の生活相談 

子ども会議 
子育てカフェ 

主に小学生 
保護者 

3月 
年12回 

余暇活動に必要な
施設，設備の提供
および指導に関す
ること 

ジャンケン大会 
○×クイズ大会 
逆ジャンケン大会 
お誕生会 
障がい者サポートコミュニティ・スペース 
たなばたまつり 
ラジオ体操会 
菜園収穫祭 
もちつき大会 

全利用者・保護者 
全利用者・保護者 
全利用者・保護者 
全利用者・保護者 
主に小学生・保護者 
主に小学生・保護者 
全利用者・保護者 
全利用者・保護者 
全利用者・保護者 

毎月第１土曜日 
毎月第２土曜日 
毎月第３土曜日 

毎月第４土曜日 
年4回 
7月7日 
7月 
10月 
12月 

その他 
ボランティア通貨の発行 
プチブックスタート 

全利用者・保護者 
未就学児童 

通年 
お誕生会 

  
６ 亀田福祉センター 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

函館市亀田老人大学 

高齢社会が進む中，高齢者における「生涯学習」の重要性が指摘され
ていることから，高齢者の学習意欲に応え，社会の変化に対応できる
能力を身につけ，その豊富な経験や知識を家庭や地域社会で生かす
べく学習することを目的とする。 

高齢者 
(満60歳以上 
の市民） 

4～11月 

子どもチャレンジ教室 

「べっこうあめづくりから科学する」 
「こわれにくいシャボン玉づくり」 
「紙ヒコーキを飛ばそう！～どうして空を飛べるのか～ 
マジックに挑戦しよう 
楽しくゴスペル 
夏休み作品「木工楽器！バードコールを作ろう」 
紙コップでつくる分光器「光は色々（いろいろ）」 
元気にヒップホップ 
英語でハロウィンを楽しもう 
親子で楽しむキャラご飯づくり 
指編み 
親子で餅つき 
書初め 
マット運動 
うぐいす餅づくり 

主に小学生 
主に小学生 
主に小学生 
主に小学生 
主に小学生 
主に小学生 
主に小学生 
主に小学生 
主に小学生 
主に小学生 
主に小学生 
主に小学生 
主に小学生 
主に小学生 
主に小学生 

4月25日 
5月9日 
5月23日 
6月13・27日 
7月11日 
7月25日 
8月22日 
9月12・19・26日 
10月24日 
11月14日 
12月 
12月 
1月 
2月 
3月 

教養講座 

初心者のための「洋蘭づくり」 
抱っこ de「ベビーダンス」ママ編午前１回 
「ベビーダンス」キッズ編午後１回 
抱っこ de「ベビーダンス」パパ編午前１回 
『「源氏物語」と道南ことば』 
初級パソコン講座 
 
蕎麦打ち 

18歳以上 
母と赤ちゃん 
母と幼児 
父と幼児 
18歳以上 
18歳以上 
（文字打ち出来る方） 

18歳以上 

4月26日 
5月20日 
5月20日 
6月21日 
7月22日 
8月26・27日 
 
9月 
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事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

教養講座 

大人の折り紙教室 
太極拳体験講座 
春を味わう！さくら餅づくり 
お気軽体操ストレッチ前期コース 
お気軽体操ストレッチ後期コース 
わくわくエクササイズ前期コース 
わくわくエクササイズ後期コース 

18歳以上 
18歳以上 
18歳以上 
18歳以上 
18歳以上 
18歳以上 
18歳以上 

11月18日 
2月23日 
2月 
4月～9月 
10月～3月 
4月～9月 
10月～3月 

 
７ 生涯学習部スポーツ振興課 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

函館ハーフマラソン
大会＆コミュニティ
ランニング 

日本陸上競技連盟公認コース(２１．０９７５km)によるハーフマ
ラソン大会および０．４～５㎞のコース設定による市民健康マラ
ソン大会を行う。 

一般市民 
ﾊｰﾌ   6月 
ｺﾐｭﾆﾃｨ10月 

学校開放事業 

学校の体育施設を地域のグループなど市民の自主的スポー
ツ活動や子どもの遊び場に開放する。 
 (1) 校庭開放 １５校 
 (2) スポーツ開放 ５５校 
 (3) 遊泳開放 ２１校 

一般市民 

通年 
(遊泳開放は
夏休み期間
の土日) 

海水浴場設置 
市内に海水浴場を設置し，夏期のスポーツ・レクリエーション
活動の場を提供する。（湯川，入舟町前浜） 

一般市民 7～8月 

スポーツ関係団体の
育成 

スポーツ関係事業・活動に対する後援・奨励。 一般市民 通年 

 
８ 博物館 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

博物館講座｢自然科
学｣ 
（単講座） 

宇宙と天体シリーズ  
 「春の星座を見てみよう」「夏の星座を見てみよう」 
  ＊星座観測の基礎を学び函館で見える星座を天体望遠鏡
などで観測する。 

小学生と保護
者 

5月，7月 

地域の身近な自然を調べる 「浜辺の漂着物を調べよう」 
  ＊砂浜に打ち上げられた漂着物を観察することで，漂着物
や海の役割について考える。 

小・中学生と保
護者 

6月 

親子で学ぶ「不思議な石 石灰石」 
  ＊石灰石を使った実験をとおして，鉱物について考える。 

小・中学生と保
護者・一般 

6月 

夏休み自由研究 「鉄道車両の仕組みとＪＲ見学会」 
  ＊普段利用している鉄道車両の仕組みを JR 運転所を見学
しながら体験する。 

小・中学生と保
護者 

7月 

わくわく科学教室 「ドライアイスで遊ぼう」 
  ＊ドライアイスの役割を学びながら，どういう物質かについ
て考えてみる。 

小学生 7月 

わくわく科学教室「親子でなき砂を作ろう－シリカゲルって何
－」 
 ＊水や水分を操ることにより，物質がさまざまに変化すること
を実験を通じて学ぶとともに，なき砂を作る。 

小・中学生と保
護者 

8月 

わくわく科学教室  親子で学ぶ「手軽な魚の解剖学」 
  ＊煮干しの解剖を通して，簡単に見ることができない食物
連鎖を学ぶ。 

小３～中学生と
保護者     1０月 

わくわく科学教室 「もしも原子がみえたなら」 
  ＊原子・分子について考えながら，併せて１億倍に拡大し
た模型を発泡スチロールで製作する。 

小学生と保護
者 

1月 

博物館講座「考 古」 
（単講座） 

「黒曜石で矢じりを作ろう」 
  ＊旧石器人・縄文人と同じ方法で石器を作り，当時の生活
用具加工術や狩猟について学ぶ。 

小４～小６と保
護者 

8月 

博物館講座「歴 史」 
（単講座） 

古写真・古地図を歩く①・② 
 ＊明治期に撮影されたパノラマ写真と同時期の地図を大

きく投影し，当時の建物や街並みを解説する。 
一般市民 

 
6月10月 
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事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

博物館講座「民 族」 
（単講座） 
 

やさしく学ぶ「北海道南部のアイヌ語」 
 ＊基本的なアイヌ語と、アイヌ語の八雲・長万部方言につい
て学ぶ（アイヌ文化活動アドバイザー派遣事業） 

一般市民 9月 

学芸員こぼれ話「日魯漁業の樺太先住民族研究者」 
 ＊日露漁業のロシア語通訳でウイルタ語研究をライフワーク
とした澗潟久治について説明する。 

一般市民 12月 

博物館講座「美 術」 
（単講座） 
 

美術鑑賞会 蠣崎波響 
  ＊蠣崎波響の作品を，茶室で鑑賞する。 

一般市民 9月 

体験！日本画教室 
日本画家安積徹氏の指導のもと，初めての日本画に挑戦する。 

一般市民 5月 

博物館講座 
 
特別展「千島樺太交
換条約とアイヌ」 
関連講座 
「民族」（単講座） 

講演会「写真で辿る千島アイヌの歩み」 
  ＊千島アイヌの強制移住に立ち会った函館県通訳小島倉
太郎の足跡について講演する。 

一般市民 7月 

｢旧函館博物館１号・２号案内｣ 
  ＊１８７９年開場の旧函館博物館１号と,１８８４年開場の 2 
号の内部を案内する。 

一般市民 8月 

やさしく学ぶ「樺太アイヌのトンコリ」 
 ＊樺太アイヌの伝統的な楽器「トンコリ」について学ぶ。(アイ
ヌ文化活動アドバイザー事業) 

一般市民 8月 

博物館講座 
｢旧函館博物館１号
公開｣ 

｢旧函館博物館１号公開｣ 
  ＊１８７９年５月２５日開場の旧函館博物館１号が,１日限り当
時の姿で蘇る。 

一般市民 5月 

博物館講座｢自然科
学｣ 
（通年講座） 

自然観察入門講座 「自然の物知り博士を目指そう」 
  ＊函館山を中心に植物・鳥類などを四季を通して観察を行
い,自然観察の方法を学ぶとともに，函館で見られる生きもの
の分布図を作る。 

小３～一般市
民(小学生は保
護者同伴) 

4～2月 

四季の星空観測講座 「函館・四季の夜空観測」 
  ＊天体観測の基礎知識を学び，函館市内から見える星座・
惑星を四季を通して実際の夜空を天体望遠鏡・双眼鏡などで
観測し記録していく。 

小４～一般市
民(小学生は保
護者同伴) 

5～1月 

特別展 

「千島樺太交換条約とアイヌ」 
  ＊千島樺太交換条約締結から１４０年。強制移住させられた
アイヌの民族資料等を展示し，当時の北方地域の状況と国策
により衰退を余儀なくされたアイヌ文化の理解促進を図る。 

一般市民 7～8月 

企画展 
「新収蔵資料展」 
 ＊平成２６年度に新たに博物館に収蔵された資料を一堂に
展示公開する。 

一般市民 9～11月 

展示解説セミナー 
「 千島樺太交換条約とアイヌ」 
「新収蔵資料展」 
 ＊展示資料を見ながら解説を行う。 

一般市民 
7～8月 
9月 

館報「サラニップ」の発行 博物館の業務，事業，資料関係を関係機関に周知する。 関係機関 3月 

｢研究紀要｣の発行 博物館活動の一環である学芸員などの研究成果を発表する。 関係機関 3月 

 
９ 中央図書館 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

絵本等の読み聞かせ 絵本の読み聞かせと紙芝居を実施する。 幼児・児童 通年 

えほんふれあい事業 
総合保健センターが行っている乳幼児１０ヶ月児健診
を受診する親子を対象に「おすすめ絵本」冊子を配布
し，ボランティアによる読み聞かせを行う。 

乳幼児・父母 通年 

郷土の歴史講座 郷土史に関する各種テーマについての講義を行う。 一般市民 随時 

市民文芸作品の募集 
小説・詩・俳句・短歌など文芸８部門の作品募集と作
品集の刊行。 

一般市民 7～9月募集 
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事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

絵本読み聞かせ講座 読み聞かせの基礎や絵本の選び方を学ぶ。 一般市民 6～9月 

古文書講座 
筆写本等の古文書資料の解読の仕方を学習するととも
に，図書館が所蔵する郷土資料に親しむ機会を提供す 
る。 

一般市民 6～9月 

夏休みこども図書館員 
小学生を対象に図書館の仕事を体験してもらい，図書
館の仕組みや本の調べ方などを学ぶ。 

生徒 7・8月 

図書館ｄe クリスマス
Ⅸ 

クリスマスに合わせた上映会や読み聞かせ会，クリス
マスカード製作体験など親子で楽しめるイベントを実
施する。 

児童・父母・ 
一般市民 

12月 

図書館ボランティア養
成講座 

図書館ボランティアを目指す市民がボランティアの基
礎，役割，実技を学ぶ。 

一般市民 4月 

 
１０ 縄文文化交流センター 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

 縄文体験講座 

 縄文時代の人々のくらしを楽しみながら体験することによ
り，縄文文化を通した交流活動の促進を図る。 
・ミニチュア土器づくり 
・カックウの顔づくり 
・土笛づくり 
・縄文ペンダントづくり 
・縄文編み 
・組紐アクセサリーづくり 
・拓本とり 

一般市民 通年 

・夏休み，冬休み，春休み限定  縄文体験メニュー 
 上記に加え，夏休み・冬休み・春休み限定の縄文体験メニュー
を実施する。 一般市民 

7 月下旬～
8月中旬， 
12 月下旬
～1月中旬， 
3月下旬 

縄文体験定期講座 

縄文染め（年2回） 
 縄文文化を育んだ豊かな自然の植物から抽出した染料液でハ
ンカチを染める。 

一般市民 5・1月 

縄文センターキッズプログラム（3回） 
小学生を対象に，全3回の講座を通して郷土の歴史・文化を学ぶ。 

・第１回  海浜学習体験！～海で縄文人の食べ物を探そう～ 
・第２回  縄文釣り体験 
・第３回  ミニチュア漁網づくり 

小学生 6～8月 

縄文の植物利用（全4回 
身近にある植物を使って布を製作しながら，縄文時代の植物

利用について学ぶ 
・第１回  縄文の糸づくり 
・第２回  縄文の布づくり 
・第３回  繊維製品の草木染め 

一般市民 8～11月 

漆塗り注口土器づくり（全3回） 
 縄文土器の知識について学びながら，実際に土器づくりを体
験する。 
・第１回  注口土器づくり 
・第２回  土器野焼き体験 
・第 3回 土器の漆塗り体験 

一般市民 9･10月 

平成 27年度遺跡調査報告会 
市内で今年度発掘調査された遺跡について報告会を行う。 

一般市民 2月 
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１１ 市民会館  

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

鑑 賞 型 事 業 

ざいだん出前コンサート(５回) 
DRUM TAO｢百花繚乱 日本ドラム絵巻｣ 
NHK交響楽団演奏会函館公演 
函館市民会館開館４５周年ディズニー･オン･クラシックまほうの夜音楽会 
劇団四季ミュージカル｢クレイジー･フォー･ユー｣函館公演２０１５ 
コノカイズム｢弧の会｣日本舞踊函館公演 
アフタヌーンティーコンサート 

一般市民 

4月～ 9月 
8月 7日 
8月 26日 
9月 17日 
10月 15日 
3月 19日 

未定 

参加創造型事業 

函館市民文化祭 
 展示部門      函館アートフェスティバル 
 
ステージパフォーマンス 

 舞台芸術部門   

一般市民 

 
11月  5日 

～9日 
11月  7日 
11月  8日 

奨 励 型 事 業 ウインター室内フリーマーケット 
スタインウェイを弾いてみませんか？ 

一般市民 １月 
未定 

育成学習型事業 

函館ジュニア･ドリーム･オーケストラ育成事業 
ざいだん｢邦楽こども教室｣ 
夏休み企画｢楽器のヒミツ大発見！｣ 
函館ジュニア･ドリーム･オーケストラ第１６回定期演奏会 
ざいだん｢邦楽こども教室｣冬期短期コース 
 
次世代育成のためのワークショップ 

小～高校生 
小学生 
一般市民 
一般市民 
小･中学生 
 
一般市民 

4月～ 3月 
6月～ 2月 
8月  1日 
9月 27日 
1月  5日 
     ～9日 

未定 

函館市高齢者大学湯川校 

高齢社会が進む中，高齢者における｢生涯学習｣の重要性が
求められていることから，社会の複雑な変化に対応できる能
力や，家庭生活･社会生活に果たすべき役割を学ぶとともに，
豊富な経験や知識を社会に還元することを目的とする。 

満６０歳 
以上の市民 

5月 27日 
～ 11月 25日 

 
１２ 芸術ホール（ハーモニー五稜郭） 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

鑑 賞 型 事 業 

五嶋龍ヴァイオリン･リサイタル２０１５函館公演 
セキスイハイムpresents辻井伸行プレミアム･リサイタル 
フォレスタコンサート函館公演 
リサイタル･シリーズ 
古澤巌&クリスティアン･アガピエ ロマンティック･コンサート  
錦織健テノール･リサイタル 
仲道郁代&横山幸雄デュオ･リサイタル 

２０１６スプリング･コンサート 
 ふらっとコンサートSPECIAL 
 Duo Noirコンサート 
 ふらっとコンサート 

一般市民 

5月 15日 
7月  5日 
10月  2日 
 
10月 16日 
11月 21日 
12月 10日 
 
 1月 31日 
 2月 14日 
未定 

参加創造型事業 

函館市民文化祭 
 展示部門     ｢清秋･函館市文団協芸術展｣  
 
｢ぶんだん秋の庵｣  
 
舞台芸術部門   ｢華麗･錦秋の夕べ｣ 

一般市民 

 
10月 30日 
～ 11月 3日 
10月 30日 
～ 11月 3日 
11月  1日 

育成学習型事業 

ステージラボ２０１５ バックステージツアー 
 バックステージツアー 
 舞台工房修了公演バックステージツアー 
ステージラボ２０１５ レッツ！ワークショップ 
演劇おためしワークッショップ 
 
演劇よくばりワークッショップ 
 
舞台工房修了公演 
特別ワークッショップ｢１週間限定劇団｣ 

  
 舞台工房 

一般市民 

 
6月 16日 
1月 16日 

 
7月 8日 

～9日 
7月 28日 

～ 9月 29日 
 1月 16日 
2月 22日 

～28日 
未定 

奨 励 型 事 業 

ハコダテライヴステージ２０１５｢五稜郭街舞台｣ 
パフォーマンス編 
音楽ライヴ編 

平成２７年度函館新人演奏会～音楽の新しい風～ 
HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL ２０１５ 
メモリアル･コンサート･フォー･ユーVol.１８ 

一般市民 

 
5月 31日 
9月 12日 
7月 20日 
12月 23日 
 1月  9日 
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事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

奨 励 型 事 業 

第１６回｢はこだて･冬･アート展｣ 
 
ステージラボ２０１５ 
コンプレックス･シアターVol.４ 
 
出張演劇ワークショップ 

一般市民 

2月 28日 
～3月  6日 

 
3月 11日 

～13日 
未定 

 
１３ 北洋資料館 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

第２１回函館の｢海と港｣ 
児童絵画展 

 市内の小学生から｢海と港｣に係わる絵画を募集し，展示す
ることにより，多くの市民，特に次世代を担う子どもたちに
｢海と港｣の重要性を認識してもらうことを目的に開催する。 

市内の小学
校に在学す
る児童 

7月 19日 
～25日 

夏休み親子体験教室 
｢貝殻恐竜を作ろう｣ 

 海岸に打ち上げられる様々な形や色の貝殻を使い,函館の
海を感じながら,親子でひとつの恐竜を作り上げることで,達
成感と楽しさを感じていただくために開催する。 

市内の小学
校に在学す
る児童とそ
の保護者 

7月 26日 

特別写真展｢函館昭和回想録｣  
･･･北洋漁業を支えた昭和の函館を見る  

 昭和の写真を集めた展示会を行い，北洋漁業全盛時代
の函館の姿を，当時を知る世代に回想，もしくは若い世代
に知ってもらうことを目的に開催する。 

一般市民 
10月  1日 
～ 11月 30日 

 

１４ 北方民族資料館 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

体験学習講座 
ムックリ製作･演奏体験 

 アイヌ民族の伝統的な楽器である，ムックリ(口琴)
の製作･演奏体験をとおして，アイヌ文化に対する理
解を深める。 

小学４年生 
以上 

4月～ 3月 

体験学習講座 
 北方民族文様の切り紙
細工体験 

 アイヌ民族やサハリンのウイルタ民族の伝統的な
文様を，手軽に切り紙細工で再現することによって北
方民族の文化に触れる。 

一般市民 4月～ 3月 

収蔵資料展 
｢アイヌ工芸･匠の技 
-削る･彫る･刻む-｣ 

 函館市北方民族資料館には，明治以来収集されてき
たアイヌ民族資料をはじめ，北方民族の生活用具，考
古学資料など世界的に貴重な資料が収蔵されている。 
 これらのコレクションの中から，これまで紹介する
機会の少なかった資料に視点を当て展示･紹介する。 

一般市民 
7月 25日 

～ 11月  3日 

夏休み自由研究 
｢親子で，北方民族文様の
切り紙細工をしよう｣ 

 アイヌ民族やサハリンのウイルタ民族に伝わる美
しい文様を，切り紙細工で再現し，親子で北方民族の
文化を体験する。 

小学生と 
保護者 

7月 26日 

アイヌ文様木彫り教室 
 アイヌ民族の伝統工芸である木彫りに施された彫
刻について，技法や文様などを作品作りをとおして学
ぶ。 

一般市民 
9月  5日 

～6日 

アイヌ文様 
刺しゅう教室 初級編 

 アイヌ民族伝統の着物や服飾品などに美しく施さ
れた刺しゅうについて，技法や文様などを作品作りを
とおして学ぶ。 

一般市民 
10月  3日 

～4日  

アイヌ文様 
刺しゅう教室 入門編 

 アイヌ民族伝統の着物や服飾品などに美しく施さ
れた刺しゅうについて，技法や文様などを作品作りを
とおして学ぶ。 

一般市民 10月  5日 

ミュージアム･トーク 
｢アイヌ文化のかたち 
-込められた匠の世界｣ 

 アイヌ民族をはじめ北方民族の歴史や文化につい
て，第一線の研究者を招いて研究成果をわかりやすく
講演してもらう。 

一般市民 10月 24日 

文化の日企画 

｢西部文化施設３館合同ツアー｣ 

文化の日に，西部地区に位置する旧函館区公会堂･

北方民族資料館･文学館の３館を巡るツアーを実施す

る。 

一般市民 11月  3日 

  

-21-



１５ 文学館 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

文 学 館 企 画 展 

｢詩人･石川啄木｣ 
企画コーナー｢佐藤泰志没後２５年に寄せて『佐藤泰志展』｣  
石川啄木直筆資料展 
｢明治４１年１月～４月の書簡(釧路)より｣ 

一般市民 

4月～ 10月 
9月～ 11月 
 
10月～  4月 

文 学 の 夕 べ 

第１回｢映画と小説の幸福な出会い in函館｣ 
第２回｢僕の小説と函館｣ 
第３回｢宮沢賢治と函館｣ 
第４回｢谷村志穂 自著を読む２｣ 
第５回｢短歌に親しむ～啄木と俵万智の歌から～｣ 
第６回｢未定｣ 
特別企画｢朗読で綴る函館の文学 Vol.１１｣ 

一般市民 

5月 19日 
6月  9日 
8月  4日 
8月  8日 
10月  6日 
2月  6日 
2月 27日 

函館市文学館 
テラス読み聞かせ会 

 中庭のウッドデッキで読み聞かせおよびオルガン
演奏を行う。 小学生以下 

6月 24日 
7月 11日 

夏休み自由研究 
｢クイズ･石川啄木と函館｣ 

 小学生の夏休み自由研究として，クイズに挑戦する事
を通じて石川啄木への親しみと理解を深めてもらう。 

小学生 
7月 18日 

～  8月 23日 

啄木ゆかりの地子ども交
流事業「函館･盛岡啄木交
流かるた大会」 

 市内小学校の児童に｢啄木かるた｣に挑戦しなが
ら、石川啄木について興味と親しみを持ってもらう
ことを目的として実施する。 
また、優勝チームを盛岡市に派遣し，盛岡市児童

との｢啄木かるた大会｣等の交流や、啄木ゆかりの地
の見学で見聞を深める。 

小学生 7月 26日 

石 川 啄 木 講 座 ｢啄木，仄かな恋｣ 一般市民 8月 15日 

文 学 館 講 演 会 ｢佐藤泰志の文学｣ 一般市民 9月 12日 

連続講座｢函館･文学の散歩道｣ 全３回 一般市民 9月～ 11月 

文化の日企画 

｢西部文化施設３館合同ツアー｣ 

文化の日に，西部地区に位置する旧函館区公会堂･

北方民族資料館･文学館の３館を巡るツアーを実施

する。 

一般市民 11月  3日 

文 学 館 講 演 会 ｢子どもの本と私｣ 一般市民 10月 ４日 

 
１６ 重要文化財旧函館区公会堂 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

プロムナード･コンサート 
 来館者にヴァイオリンやピアノの生演奏を聴いて
楽しんでもらうとともに，公会堂のよさを知っても
らう。 

来館者 5月～  9月 

公会堂コンサート 弦楽器，ピアノ,合唱等のミニコンサート 
(３１コンサート) 

一般市民 6月～ 10月 

公会堂親子一日館長 参加した親子に楽しみながら公会堂を知ってもら
う。 

親子 8月  1日 

北海道新幹線 
開業記念コンサート 

 平成２７年度に北海道新幹線が開業予定であるこ
とから記念コンサートを開催する 

一般市民 9月 26日 

高校生によるお茶会 
 函館西高等学校茶道部のお手前を披露するととも
にお茶を振る舞う。 一般市民 9月 

文化の日企画 

｢西部文化施設３館合同ツアー｣ 

文化の日に，西部地区に位置する旧函館区公会堂･

北方民族資料館･文学館の３館を巡るツアーを実施

する。 

一般市民 11月  3日 
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１７ 市民プール 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

ワンポイントレッスン 
 水泳教室に定期的に参加できない人や上達を目指し
個人レッスンを受けたい人を対象に１教室３名の教室
を開催する。 

一般市民 4月～  3月 

水 泳 教 室 

｢市民水泳教室｣(午前の部･午後の部) 
｢サタディナイトコース｣ 
｢きっちり４泳法マスターコース｣ 
｢きっちり４泳法ナイトコース｣ 
｢ゆっくり４泳法マスターコース｣ 
｢パワフルスイム｣ 
｢バラエティコース｣ 
｢専科コース｣ 
｢少年少女わんぱく水泳教室｣ 
｢ウォータビクス教室｣ 
｢ウォータビクスナイト教室｣ 
｢ロング５０マスターコース｣ 
｢水中ウォーキング教室｣(昼の部･夜の部｣ 
｢ゆっくりゆっくり水泳教室｣ 
｢市民水泳マスターコース｣ 
｢幼児の水遊び教室｣ 
｢少年少女４泳法マスターコース｣ 

満１８歳以上 
満１８歳以上 
満１８歳以上 
満１８歳以上 
満１８歳以上 
満１８歳以上 
満１８歳以上 
満１８歳以上 
小学生 
満１８歳以上 
満１８歳以上 
満１８歳以上 
満１８歳以上 
満１８歳以上 
満１８歳以上 
４･５歳児 
小学３年生～中学生 

4月～  3月 
4月～  3月 
4月～  3月 
4月～  3月 
4月～  3月 
4月～  3月 
4月～  3月 
4月～  3月 
4月～  3月 
4月～  3月 
4月～  3月 
4月～  3月 
4月～  3月 
4月～  3月 
4月～  3月 
4月～  3月 
4月～  3月 

市民プールまつり 
 幼児，小･中学生，父母が一緒に楽しめる各種レクリ
エーションを行う。２５ｍ･５０ｍ･幼児プールは無料
開放する。 

一般市民 9月  6日 

市民水泳記録会 
 参加者のタイムを大会と同様の計器類により計測
し,意欲の向上を図る。 

小学生以上 12月 13日 

着衣水泳体験研修会 
 万が一の水難事故を想定して着衣状態での危険性を
認識してもらい，簡単な対処方法および泳法を参加者
に身につけていただくために開催する。 

小学生以上  3月 29日 

 
１８ 函館アリーナ 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

スポーツプログラム 

｢ボディコンバット｣ 
｢ボディステップ｣ 
｢ボディジャム｣ 
｢ボディアタック｣ 
｢ボディパンプ｣ 
｢ボディバランス｣ 
｢CXWORKS｣ 
｢ピラティス｣ 
｢シェイプエアロ｣ 
｢シンプリーヨガ｣ 
｢シバム｣ 
｢太極拳｣ 
｢腰痛ケア体操｣ 
｢フラダンス｣ 

１８歳以上 
１８歳以上 
１８歳以上 
１８歳以上 
１８歳以上 
１８歳以上 
１８歳以上 
１８歳以上 
１８歳以上 
１８歳以上 
１８歳以上 
１８歳以上 
１８歳以上 
１８歳以上 

8月～ 3月 
8月～ 3月 
8月～ 3月 
8月～ 3月 
8月～ 3月 
8月～ 3月 
8月～ 3月 
8月～ 3月 
8月～ 3月 
8月～ 3月 
8月～ 3月 
8月～ 3月 
8月～ 3月 
8月～ 3月 

花時計を作ってみよう♪  函館アリーナ前庭にて花時計を作成する。 一般市民 8月～ 11月 

函館市地域スポーツ 
指導員育成研修講座 

函館市内においてスポーツ活動を実践しているグルー
プやクラブの指導者，これから指導者を目指そうとして
いる方々を対象にスポーツ指導における基礎的な理論，
技術，導入の方法等についての講座を設け，学校開放や
町会･職場･一般サークルなどで指導にあたる指導者の育
成を図る。 

２５歳以上の 
市民 

 9月～ 11月 

スポーツ教室 

｢親子体育｣ 
｢わんぱく｣ 
｢ジュニア室内サッカー｣ 
｢ミニバスケット｣ 
｢ヒップホップダンス｣ 
｢いきいき♪シニアスポーツ｣ 
｢楽しく☆体幹トレーニング｣ 
｢はつらつ！リズム体操｣ 

幼児と保護者 
小学生 
小学１～３年生 
小学４～６年生 
小学生 
１８歳以上 
１８歳以上 
１８歳以上 

11月～ 2月 
11月～ 2月 
11月～ 2月 
11月～ 2月 
11月～ 2月 
11月～ 2月 
11月～ 2月 
11月～ 2月 
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事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

バレーボール 
V･プレミアリーグ女子
函館大会 

プロバレーボールである V･プレミアリーグ女子大会を
招聘し，間近でプロ競技の観戦を通じて，競技人口の拡
大を図るとともに函館市のスポーツ振興に寄与する。 

一般市民 
12月  5日 
12月  6日 

函館アリーナ開館記念 
公益財団法人函館市文化・
スポーツ振興財団理事長杯 
ソフトバレーボール大会 

市民待望の施設である函館アリーナの開館を記念し，
ソフトバレーボール大会を開催し，スポーツの振興およ
び施設利用の促進に寄与することを目的とする。 

一般市民 2月 

ふわふわアドベンチャー 
ツアーin函館アリーナ 

バルーン製の巨大滑り台やジャンプ台，キャラクター
ドームなどの｢ふわふわ」を体験してもらう中で，親子の
触れ合いを目的とする。冬期間の運動場所の確保という
観点からも函館市のスポーツ振興に寄与する。 

小学生以下の
子どもとその
保護者 

3月 19日 
3月 20日 

市民スポーツ研修会 

旬な話題を取り上げ，スポーツへの関心を高めると共に，ス
ポーツ指導者のより一層の研修意欲を盛り上げる講演と実技を
伴った研修会を開催し，市民の知識を深め資質の向上を図り，
スポーツ活動のさらなる促進と活性化を図る。 

一般市民 未定 

 
１９ 千代台公園野球場（オーシャンスタジアム） 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

プロ野球パ･リーグ公
式戦｢北海道日本ハム
ファイターズVSオリッ
クス･バファローズ｣ 

プロ野球の観戦を通して，スポーツの振興と発展を図る。 一般市民 

 
6月 30日 

（雨天中止） 
 

第７回オーシャン 
スタジアム杯 
少年野球大会 

 野球少年の憧れの球場であるオーシャンスタジアムで
野球を楽しみ，競技力の向上･チームの結束を高めるとと
もに，地域スポーツの活性化を図る。 

小学生の 
野球チーム 

10月 25日 
10月 26日 

 
２０ 千代台公園庭球場 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

テニス教室 
(第１期･第２期， 
 昼･夜コース） 

テニスを通して健康･体力づくりとスポーツの振興充実
を図る。 １８歳以上 

5月～  6月 
9月～ 10月 

 
２１ 千代台公園陸上競技場 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

千代台公園 
みどりのリサイクル 

 小学生を対象に，公園内の落ち葉を資源として活用す
ることにより，生態系の保全や環境への負担を軽減し，
公園の美観を守る地域学習の場を提供する。 

小学生 5月 26日 

第２０回ざいだんフェ
スティバル 

 広報事業の一環として，財団の主催する各事業および
管理･運営する施設について，広く周知し気軽に利用して
いただけることを目的として開催する。 

一般市民 8月 23日 

 
２２ 市民スケート場 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

スケート教室 
初心者スケート教室 
ジュニアフィギュアスケート教室 
親子フィギュアスケート教室 

小学生 
小学生～中学生 
親子(満 4 歳～小 3) 

12月～ 1月 
12月～ 1月 
12月～ 1月 

スケート場初すべり 
お年玉プレゼント 

 日頃のスケート場来場に感謝するとともに，今後の利用
者増につながるよう初滑りのイベントを開催する。 

幼児～中学生 1月  2日 

伊藤みどりin函館 
フィギュア･スケート
教室 

 アルベールビルオリンピック銀メダリストの伊藤みどり
氏を講師に招き，直接実技指導を受ける。 

未定 1月 

スケート場イベントデー  簡単なゲームなどによりスケートの楽しさを伝える。 一般市民 1月 

スケート実技講習会  冬期間の市民の健康･体力づくりやスケート普及を図る
ため，指導者を対象に指導方法の講習を行う。 

18歳以上 未定 
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２３ 箱館奉行所 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

土曜講座「五稜郭・箱
館奉行所をめぐる」 

五稜郭内をめぐり，箱館奉行所内を解説案内する。 
幕末当時の景観を体感し，五稜郭・箱館奉行所が果たした
役割を知ってもらう。 

高校生以上 5月～9月 

箱館奉行所アカデミ
ー 

第 1回｢発掘調査からわかった箱館奉行所の姿｣ 
第 2回｢古写真・絵図面資料からわかった箱館奉行所の姿｣ 
第 3回｢文献資料からわかった箱館奉行所の姿｣ 
第 4回｢幕末期の箱館奉行所の役割と出来事｣ 
第 5回｢箱館奉行の日記からかわる箱館奉行所｣ 

高校生以上 

5月 24日 
6月 28日 
7月 19日 
8月 23日 
9月 27日 

奉行に変身・記念撮影 
当時，儀式・行事が行われていた大広間での記念撮影 
（衣装の貸出有り。） 通常入館者 

5月～9月 
1月,3月 

クイズで巡る五稜郭
と箱館奉行所 

五稜郭内の説明版，箱館奉行所内のサイン・展示パネル等
から，クイズを出題。（参加者には，参加証明書，全問正解
者にはプレゼントを用意。） 

中学生以上 7月 4日 

箱館奉行所 
開館記念事業 

箱館奉行所開館5周年を記念し先着100人に記念品を贈呈。
その他イベント，体験も開催。 通常入館者 7月 29日 

兵糧庫特別公開 
五稜郭築造当時の建物として唯一現存する建物である兵糧
庫の内部を期間限定で公開する。 無料開放 

8月 1日 
  ～31日 

奉行所で秋を楽しむ 
～お茶とお花をめでる～ 

函館大妻高等学校茶道部生徒が，奉行所内南庭にて，お手
前と，呈茶を行う。館内には同校華道部生徒によるお花を
飾る。 

通常入館者 9月 6日 

箱館奉行所で箏を楽
しむ 

全国で活躍する函館市在住・宮崎雅是歌先生を招いての箏
の演奏会を開催。 通常入館者 9月 21日 

箱館奉行所でコーヒ
ー体験 

当時オランダから持ち込まれ，薬として飲まれていたコー
ヒーを，豆をするところから体験。 通常入館者 10月 10日 

 
２４ 戸井教育事務所 

事  業  名 趣 旨 ・ 内 容 対   象 実施時期 

大間町との交流事業 青森県大間町音楽祭へ参加し友好を深め，音楽活動の高揚
を図る。 

文化団体 11月１日 

戸井地区文化祭 地域社会に結びついた芸術文化の創造と普及をねらいに文
化祭を開催し,地域文化の振興を図る。 

一般市民 10月 18日 

生涯学習セミナー事
業 

生きがいをもった，心豊かな人づくりを目的とし，趣味の拡充・

教養を高めるための学習の機会を提供する。 

＊体験教室「押し花絵」(１回) 

一般市民 9月10日 

戸井地区ふれあい学
園 

高齢者の健康づくりと生きがいのある生活実現を図るため，社
会参加を促進する学習活動や高齢者の持つ知識や技能を活
用できる学習活動を提供する。 

戸井地域市民 
(60歳以上) 

5～7月 
11～3月 

小学生水泳教室 
水に慣れ親しみ，正しい泳ぎ方を身につけること等，レベル
にあった指導を通して泳ぐことの楽しさを知ってもらうことを目
的とする。 

小学２年生 
以上 

8月4～7日 

戸井地区玉入れ大会 

生涯スポーツの一環として，幅広い年齢層の人たちが共にス
ポーツ玉入れを楽しめる機会を提供することにより，参加者同
士の交流や親睦，健康増進・体力の向上を目指すとともに地
域の活性化と生涯スポーツの振興に寄与する。 

中学生以上の 
一般市民 

5月20日 

戸井地区ゲートボー
ル大会 

ゲートボール競技を通じて屋外スポーツの楽しさを知り，ゲー
トボール愛好者同士の交流による仲間づくり，高齢者の健康
増進および生きがいづくりを目的とする。 

一般市民 6月3日 

戸井地区冬季ゲート
ボール交流会 

冬期間において，戸井地区のゲートボール愛好者が一堂に
会し，屋内での交流会をとおして競技力の向上と高齢者の生
きがいづくり並びに健康の維持・増進を図る。 

一般市民 12～2月 

戸井地区バドミントン
大会 

児童・生徒の交流による仲間づくりと健全育成並びに地域住
民の健康増進と地域スポーツの振興を図る。 

小学生以上の 
一般市民 

11月14日 

道南駅伝競走大会 
生涯スポーツの普及と青少年の健全育成を目的に，戸井地区
内１１．４２ｋｍを１チーム４人で競う駅伝大会。 

小学生以上の 
一般市民 

10月25日 
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２５ 恵山教育事務所 

事  業  名 趣  旨  ・  内  容 対   象 実施時期 

第６期函館市恵山ふ
れあい高齢者大学 

恵山地域住民を対象に高齢者に対して生きがいと喜びを提
供し，自らの生活をより充実させるための生涯学習活動や積
極的に社会活動参加を促し，高齢者同士の交流の場の提供
および一般教養や趣味・芸術文化活動等の醸成を図る。 

恵山地域市民 
（６０歳以上） 

5月～12月 
年6回 

恵山地区文化祭およ
びステージ発表会 

恵山地区の文化・芸術・芸能等の研究・研鑽している地域の
活動の紹介や発表の場を設けることにより文化活動の高揚と
発展・振興を図る。 

サークルおよ
び一般市民 

10月 

小学生夜間水泳教室 
夏場の体力づくりと水に親しみ基本泳法を習得させ体力づく
りを図る。 

小学校３年生
～６年生 

8月 

小学生ミニバレーボ
ール大会（恵山・戸井
地区） 

小学生の体力づくりと健康増進を図りミニバレーを通して仲
間づくりやスポーツの楽しさを体験させる。 

小学校３年生
～６年生 

3月 

小学生バトミントン教
室 

バトミントン競技の基本技術を学び仲間づくりやスポーツの
楽しさを体験させるとともにクラブの育成を図る。 

小学校４年生
～６年生 

12月 

冬季ゲートボール大
会（恵山・戸井地区） 

冬期間の高齢者の体力づくりと健康増進を目的としてし，併
せてスポーツを通じ戸井地域の競技者との交流を図る。 

高齢者 3月 

 
２６ 椴法華教育事務所 

事 業 名 趣 旨 ・ 内 容 対  象 実施期日 

体験教室事業 

地域の人材を活用して陶芸の工程を学び，作品を完成させ
る達成感や喜びを感じてもらうとともに，世代間交流の機会
を提供する。 
 陶芸教室（年1回） 

 
一般市民 
(小学生以上) 

7月25日 
8月29日 

第21回新春書き初め
会事業 

(戸井・恵山地区と共催) 

新年の清新な雰囲気のなかで，日本の伝統文化である書き
初めに親しみながら，気を引き締め，集中する力を養う。 

戸井・恵山・ 
椴法華地区の 
小・中学生 

 
1月7日 

第24回椴法華・風間
浦友好地域子ども交
流事業 

一泊二日の団体生活や体験活動をとおして，友好を深めな
がら，互いの地域の特色を知るとともに協力する気持ちを養
う。 

椴法華地区の 
小４～小６ 

 
8月2～3日 

第42回椴法華ふれあ
い大運動会事業 

レクリエーションスポーツをとおして，地域市民の交流促進と
健康増進を図る。 

椴法華地区 
市民 

 
6月27日 

生涯スポーツ普及事業 
健康づくりのきっかけを作るとともに，生涯スポーツとしての
普及・振興を図り，４地区市民の交流を深める。 
４地区交流パークゴルフ大会（４支所管内） 

４地区市民また
は勤務する方 

 
10月2日 

 
健康推進事業 
 

登山をとおして自身の健康づくりや健康増進について考え
るきっかけを作るとともに，山登りの楽しさやマナーについ
て理解を深める。 
 恵山登山（春・秋） 

 
一般市民 
（小学生以上） 

5月16日 
9月12日 

高齢者ふれあい 
いきいき学級事業 

高齢者の健康づくりと豊かな知識・経験を活用し，様々な交
流や生きがい，ふれあいを感じる機会を提供する。 
・健康講座「軽運動」 
・文化伝承講座「鏡もちをつくろう」 

椴法華地区市
民 
(60歳以上およ
び小学生） 

7月 8日 
12月25日 

椴法華地区文化祭事業 
椴法華地区における芸術文化活動の発表や地区住民の交
流，芸術鑑賞の機会を提供し，文化振興を図る。 
（３年に１回開催） 

椴法華地区市民 
次 回 開 催
H28 

 
２７ 南茅部教育事務所 

事 業 名 趣 旨 ・ 内 容 対  象 実施期日 

南茅部地域文化祭 

地域で文化活動している個人やサークルなどの活動

成果を発表する場として地域文化祭を開催し，地域文

化の高揚を図る。 

・文化作品の展示，各種発表会等 

一般市民 

(南茅部地区居住者

優先) 

11月3・4日 
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事 業 名 趣 旨 ・ 内 容 対  象 実施期日 

夏休み！南茅部地域
親子わくわくキャンプ 

キャンプを体験することにより，野営の初歩的な技術の
習得と共同作業での規律や協力することの大切さを学
び，親子のふれあいと地域の子ども間の交流を深め
る。 
・オリエンテーリングﾞ，屋外炊事，テント泊 

小３～小６と 
その保護者 
(南茅部地区居住者
優先) 

8月5・6日 

冬休みふるさと体験教
室「親子でおもちゃ作
り・もちつき大会」 

冬休み期間中に親と子がふれあいながら体験できる教

室を開催し，健全な青少年の育成と参加者相互の交流

を図る。 
・昔のおもちゃ作りと臼・杵による餅つき体験 

小学生と 

その保護者 
(南茅部地区居住者
優先) 

12月25日 

函館市南茅部 
沿岸漁業大学 

函館市の南茅部地域において，浜に生きるお互いが生活理念や漁業環境の変化に的確に対
応しながら，より豊かな，より安全な生き甲斐に満たされた生活が営まれるように関係団体は，
共同して生涯教育の機関を設置する。 

資格取得講座 
 ・小型移動式クレーン運転技能講座 
 ・二級小型船舶操縦士資格取得講座 

一般市民 
(南茅部地区居住者
優先) 

 
5月 
6月 

女性専科講座 
 料理教室 

一般市民 
(女性・南茅部地区
居住者優先) 

 
3月 

函館市南茅部 
沿岸漁業大学 
 

高齢者専科講座 
 健康教室 

一般市民 
(高齢者・南茅部 
地区居住者優先) 

 
10月 

地域教養講座 
地域講座・南茅部高校共催講座・その他講座 

一般市民 
(南茅部地区居住者
優先) 

11～3月 

専修課程講座 １１月，2月 

南茅部地域野球大会 野球を通して地域住民の親睦と交流を図る。 一般市民 5月17日 

南茅部地域 
少年野球大会 

日頃の練習の成果を発揮する機会を与え野球を通し
て親睦を図る。 

小学生 8月22日 

南茅部地域 
マラソン大会 

マラソンを通して地域住民の親睦と交流を図る。 幼児～一般 9月5日 

南茅部地域 
ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞー ﾙ大会 

ソフトバレーボールを通して地域住民の親睦と交流を
図る。 

中学生～一般 10月15日 

南茅部地域 
小学生フットサル大会 

日頃の練習の成果を発揮する機会を与えフットサルを
通して親睦を図る。 

小学生 12月5日 

南茅部地域スキー大会 スキーを通して地域住民の親睦と交流を図る。 幼児～一般 2月7日 

 
２８ 南茅部プール 

事 業 名 趣 旨 ・ 内 容 対  象 実施期日 

一般水泳教室  泳力向上と体力づくりを目的とする。  高校生～一般 4～10月(46 回) 

少年少女水泳教室 泳力向上と体力づくりを目的とする。  小３～中学生 4～10月(78 回) 

ちびっ子水遊び教室 水慣れから水泳の初歩を学ぶ。  小１～小２ 4～10月(75 回) 
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(2) 平成２６年度事業の実績 

１ 生涯学習部生涯学習文化課 

事  業  名 実施時期 定員(募集人員) 参加者数 

ＨＡＫＯＤＡＴＥまなびっと広場 通年  延べ登録者数 

３,３８２人 

まなびっと２０１４体験講座 ４月～３月（毎月１回程度） 

７月２６日（イベント） 

 ２２０人 

222人(来場者数) 

学習情報・指導者情報等の提供 通年   

成人祭 １月１２日  約１，５８５人 

ウィークエンド・サークル活動推進事業 １０～２月 各３０人 延べ３５人 

家庭教育支援事業(家庭教育セミナー) ５～１月（９回）  ３０９人 

社会学級 通年（２９学級）  ７４９人 

社会教育事業の後援・奨励 通年   

函館市青少年芸術教育奨励事業 ７月～１１月  １，１３２人 

学校開放事業（文化開放）小・中学校（１２校） 通年  ２０，９２３

人 

五稜郭ゆかりのまち交流事業 

「はこだて絵手紙展」 

９月３０日～１０月７日 

１１月４日～１１月７日 

 函館市 １１１通 

佐久市 １９１通 

文化芸術アウトリーチ事業 ６月～２月  延べ２，２１３人 

 
２ 公民館・亀田公民館 

事  業  名 実施時期 定員(募集人員) 参加者数 

公民館講座 

 コーラス入門講座 ５月～６月（６回） ２０人 １５人 

 郷土の歴史教室 ６月（１回） ５０人 ２８人 

亀田公民館講座 

 子ども公民館講座① 絵てがみ教室 ５月～３月（１１回） １０人 １３人 

 子ども公民館講座② 囲碁教室 ４月～６月（７回） １０人 １１人 

 子ども公民館講座③ 土鈴づくり体験 ８月（１回） ２０人 ２６人 

 子ども公民館講座④ 書き初め会 １月（１回） １０人 １２人 

 子ども絵画教室 ６月～９月（８回） ２０人 ２０人 

 家庭教育学級～親子体操 ５月～７月（６回） ２０人 ８人 

 初歩の絵手紙教室 ４月～３月（２０回） ４５人 ４８人 

 ボランティア育成講座 ９月～１０月（４回） ２０人 ７人 

 初歩のきもの着付け教室 ５月～１０月（１６回） ２５人 ３６人 

 ビーズクラフト入門講座 ６月～７月（４回） １０人 ５人 

 ドラジェフラワーとラッピング体験講座 １０月～１１月（４回） １０人 ７人 

 パソコン入門講座 ６月～８月（５回） ６０人 ３８人 
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事  業  名 実施時期 定員(募集人員) 参加者数 

高齢者大学湯川校 ５月～１１月（２０回） ４２０人 ４３０人 

 
３ 青少年研修センター（ふるる函館） 

事  業  名 実施時期 定員(募集人員) 参加者数 

宿泊型プログラム 

 バームクーヘンお泊り会 ５月３日～４日 ６０人 ５８人 

 函館山探検お泊り会 ５月２４日～２５日 ６０人 ３５人 

 ジュニアボランティアお泊り会 ６月２１日～２２日 ６０人 ４５人 

 ファイヤーキャンプ ７月１２日～１３日 ６０人 ５９人 

 イカダで漂流体験お泊り会 ８月１６日～１７日 ６０人 ３１人 

 秋の味覚でピザ祭り！お泊り会 ９月２７日～２８日 ６０人 ５７人 

 サバイバルめし？そなえる力＆お泊り体験 １１月８日～９日 ６０人 ３３人 

 国際交流！お泊り会 １２月６日～７日 ５０人 ４７人 

 冬だぁ！風船でかまくら？雪遊びお泊り会 １月１１日～１２日 ６０人 ５７人 

 ジュニアボランティアお泊り会（冬） ２月７日～８日 ６０人 ３８人 

日帰り型プログラム 

 みつろうキャンドル作り ４月２６日 ５０人 ４９人 

 国際交流おやつパーティー ６月８日 ５０人 ５０人 

 小鳥のために巣箱をつくろう ８月２日 ５０人 ２１人 

 アートなかくれんぼ ８月３日 ３０人 １０人 

 座禅体験＆秋の焼きいも会 １０月１９日 ６０人 ３２人 

 みんなで学ぼう！防災訓練空きカン炊飯 １１月８日 ３０人 ８人 

 どんな音色？木琴をつくろう １２月２７日 ５０人 ５０人 

ふるる祭２０１５ ３月８日 ５００人 ８８９人 

 
４ 青年センター 

事  業  名 実施時期 定員(募集人員) 参加者数 

教養講座 

 

ヨガ教室 4月 4･11･25日,5月2･23･30日 

6 月 6･13･20 日，7 月 4･11･25

日，8月 8･22日，9月 5･12･19

日，10月 3･10･24日，11月14･

21･28日，12月 5･12日，1月 9･

16･30日，2月 6･13･20日，3月

6･13･20日 

各２０人 延べ７１２人 

 

ベリーダンス教室 5 月 10･17･24 日 6月 7･14･

21･28日,7月5･12･19日,10

月 4･11･18日,11月 1･15･22

日 

各２０人 延べ３５３人 
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事  業  名 実施時期 定員(募集人員) 参加者数 

教養講座 

 

骨盤矯正ストレッチ教室 4月 8･15･22日，5月 20･27

日，6月 3･10･17･24日，7月

8･15･22･29日,8月 5，19･26

日，9月 2･9･16･30日，10月

7･14･21･28 日，11 月 4･11･

18･25日，12月 2･9.16日 

各１２人 延べ３９４人 

 

ひめトレ＆やさしいヨガ 4月 11･25日，5月23･30日，

6月 6･20日，7月 4･18日，

8月 8･22日，9月 12･19日，

10月 3･17日，11月 14，21

日，12月5･12日，1月 16，

30日，2月6･20日，3月 6･

20日 

各１６人 延べ３２３人 

 ゆかた着つけ教室 7月 1･8日 各１２人 ７人 

 陶芸教室(一般向け)  5月 26日，10月 20日， 各１２人 延べ１３人 

 陶芸 1日体験教室(小学生向け) 7月 12,31日,12月 20日 ２０人 ７１人 

 光を学ぶ！万華鏡づくり 7月 27日 ４０人 ４３人 

 

ケニス実験教室 楽しく動く魚の浮沈子 ７月２９日 ４０人 ３８人 

キッチンサイエンス～みえる！さわれる！ＤＮＡ

をとりだそう～ 

８月２３日 ２０人 １３人 

 
キッチンサイエンス～カラーマジックケーキを作

ろう～ 

８月２３日 ６組１２名 ６組１３名 

 はじめてのズンバ １０月１２･２６日 各２０人 延べ３５人 

 手打ちそば教室 １０月２６日 ２０人 １５人 

若者の居場所づくりに関する事業 

 勉強スペース応援ＤＡＹ 通年(月４～５回，延べ５１

日) 

－ 延べ５０６人 

国際交流のつどい ８月２９日 ― ３４人 

青年センターフェスティバル２０１４ ９月１４日 ― ６８０人 

「青年，あばれる。」＠はこだてカルチャーナイト １０月３日 ― ５９人 

青年戦隊クリーンレンジャー １０月５日 ― １１人 

第１０回地球まつり １０月２５日 － ５７人 

クリスマスライブ １２月１５日 ― ９７人 

初笑い！夢助落語大会 １月１１日 ― ６０人 

第１回 青年団体交流スポーツ大会 ３月２２日 － ３４人 

第４回ミニ四駆競技大会 ３月２９日 ― ９５人 
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５ 亀田青少年会館 

事  業  名 実施時期 定員(募集人員) 参加者数 

教養講座 

   

 

ケーキ寿司づくり ４月２６日 １０人 ２７人 

折り紙こいのぼりづくり ４月２６日 １０人 １２人 

花壇菜園づくり 夏期間 ５０人 － 

コミュニティ・スペース 6月21日，8月9日,11月18日12月13日 なし 延べ３０２人 

 キッズコンサート（函館マザーズバンドぽっぽちゃん） ６月２２日，１２月１４日  延べ１０６人 

キャンドルナイト ６月２２日 ３０人 ４０人 

 折り紙七夕かざりづくり ６月２９日 １０人 １１人 

生きもの教室 ７月２６日 ３０人 ３３人 

 風鈴づくり ７月３０・３１日，８月１・２日 １０人 延べ１３８人 

まちなか探検隊 ９月２８日 ２０人 １６人 

 バスハイク １０月１８日 ２５人 ８０人 

ｍａｍａ祭 １０月１９日 なし ６５０人 

 カボチャランタンづくり １０月２６日  ４０人 

テラミスづくり １１月１５日  ２４人 

 万華鏡づくり １２月２０・２７日，１月１２日 １０人 延べ１５４人 

折り紙クリスマスかざりづくり １２月２１日 １０人 ３０人 

 イカ墨染色教室 １月１１日 １５人 １１人 

指導者の養成および団体活動の育成ならびに職業・交友・健康その他の生活相談の実施 

 子ども会議 ３月３１日 なし ３人 

子育てカフェ 毎月 なし ５７８人 

キッズヨガ他 毎月 なし ２１２人 

ベビーダンス 毎月 なし ２９６人 

 リフレッシュヨガ 毎月 なし ２３４人 

余暇活動に必要な施設および設備の提供ならびにその指導に関すること 

 じゃんけん大会 毎月 なし ８２人 

逆じゃんけん大会 毎月 なし ７５人 

お誕生会 毎月 なし １２６人 

たなばたまつり ７月７日 なし ４１０人 

もちつき大会 １２月７日 なし １５７人 

フリースロー大会 ４月２０日 なし １７人 

○×大会 毎月 なし ６６人 
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事  業  名 実施時期 定員(募集人員) 参加者数 

自主事業 

 お花見 ５月５日 ３０人 １７人 

 

６ 亀田福祉センター 

事  業  名 実施時期 定員(募集人員) 参加者数 

函館市亀田老人大学 ４月～１１月（２４回） ３２０人 ３２０人 

子どもチャレンジ教室 ４月～３月（１９回） 各回 15～25人 延べ２３５人 

教養講座 

 お気軽体操ストレッチ前期・後期 ４月～３月（２１回） 各６０人 延べ1,074人 

 わくわくエクササイズ前期・後期 ４月～３月（２１回） 各６０人 延べ1,041人 

 リラックス・ヨガ ４月２３・２４日 １０人 １１人 

 ベビーマッサージ ５月２１日 １２組 ５組 

 抱っこｄｅベビーダンス ６月１８・２９日 ２０組 延べ６４人 

 初級パソコン講座午前コース ７月２９・３１日 １４人 １４人 

 初級パソコン講座午後コース ７月２９・３１日 １４人 １２人 

 初級パソコン講座８月コース ８月２０・２２日 １４人 １１人 

 ゴスペルを楽しもう！ ９月６日 ２５人 １７人 

 函館の歴史的な街並みと観光 １０月２２日 ２５人  ２４人 

 初心者のための楽しいマジック １１月３０日 ８人  ９人 

 ノルディックウオーキング体験 ２７年１月１８日 ３０人 ９人 

 春を味わう！桜餅づくり ２月２４日 １０人 １０人 

 

７ 生涯学習部スポーツ振興課 

事  業  名 実施時期 定員(募集人員) 参加者数 

学校開放事業（校庭，スポーツ，遊泳） 通年 遊泳開放は夏休み期間の土日  ９６，３１９人 

海水浴場の開設 

（湯川海水浴場，入舟町前浜海水浴場） 

７月～８月  １８，９３７人 

２，６１７人 

函館ハーフマラソン大会（’１４） ９月２８日 ４，０００人 ３，５０８人 

コミュニティランニング（’１４） １０月１３日 ４００人 １７７人 

 

８ 箱館奉行所 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

箱館奉行所解説付見学会 ６月７,１４,２１日 ７５人 ６７人 

箱館奉行所和の講座Ⅱ「箱館奉行所とお茶のかか
わりについてのお話と，お茶の入れ方，楽しみ方」 

７月５日 ２０人 １６人 

箱館奉行所開館４周年記念事業「オリジナルポス
トカードプレゼント，箱館奉行所南庭で能の舞」 

７月２９日 － ３００人 

兵糧庫特別公開 ８月１～３１日 － １９，２８８人 
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事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

兵糧庫解説付見学会 ８月９日，１０日 － ４０人 

箱館奉行所大妻高校茶道部お茶席 ９月２０日 １５０人 １５０人 

箱館奉行所講座 
「奉行所があった時代の箱館」 

１０月４日 ３０人 ２６人 

 
９ 博物館 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

博物館講座 

 
宇宙と天体シリーズ 
「春の星座を見てみよう」 

５月２３日 １５人 １８人 

 

美術鑑賞会 
「蠣崎波響」 

５月２４日 １０人 １０人 

親子で学ぶ 
「不思議な石 石灰石」 

６月２１日           １５人 １７人 

 
地域の身近な自然を調べる 
「浜辺の漂着物を調べよう」 

６月２２日 １５人 ２人 

 
展示解説セミナー 
特別展「五稜郭築造と箱館戦争」 

６月２８日～８月２３日の
各週土曜日 

－ ７３人 

 体験！日本画教室 ７月６日・１３日・２０日 １０人 ６人 

 
 

宇宙と天体シリーズ 
「夏の星座を見てみよう」 

７月１８日 １５人 １３人 

 親子で作る「ペタペタアート」 ７月１９日 １５人 １３人 

 
夏休み自由研究 
「五稜郭探検隊2014」（１） 

７月２５日 ２０人 １０人 

 
親子でクッキング！ 
「アイヌの伝統料理」 

７月２６日 １６人 ９人 

 
 

夏休み自由研究 
「鉄道車両の仕組みとＪＲ見学会」 

７月２９日 ４０人 ２９人 

わくわく科学教室 

「ドライアイスで遊ぼう」 
７月３０日 ２０人 ２０人 

 
わくわく科学教室 「親子でなき砂を作ろう
－シリカゲルって何－」 

８月１日 １５人 １５人 

 
夏休み自由研究 
「黒曜石で矢じりを作ろう」 

８月７日 １５人 １５人 

 

夏休み自由研究 
「五稜郭探検隊2014」（２） 

８月８日 ２０人 １０人 

やさしく学ぶ 
「北海道南部のアイヌ語」 

８月２４日 １５人 １２人 

 

展示解説セミナー 
企画展「新収蔵資料展」 

９月２０日 ３０人 ９人 

わくわく科学教室 
親子で学ぶ「手軽な魚の解剖学」 

１０月１１日 １５人 ４人 

学芸員こぼれ話 
「函館にくらしたアイヌの人々」 

１０月１９日 － １０人 

わくわく科学教室 
「もしも原子が見えたなら」 

１月１７日 １５人 ２人 

「旧函館博物館１号公開」 ５月２５日 －人 ２３６人 

古文書調査 ４月９日～１０月２３日 ６人 ６人 
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事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

博物館講座 

 
自然観察入門講座 
自然の物知り博士を目指そう 

４月１３日～３月１日 ２０人 ２１人 

 
四季の星空観測講座 
函館・四季の夜空観測 

５月９日～１月３０日 ２０人 １２人 

 
特別展 
「五稜郭築造と箱館戦争」 

６月１５日～８月３１日 －人 
(入館者数)   

４，１６７人 

 
企画展 

「新収蔵資料展」 
９月２０日～１１月３日 －人 

(入館者数)   
１，５３２人 

 
１０ 中央図書館 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

絵本等の読み聞かせ 通年（３９４回）  ５，８７７人 

えほんふれあい事業 通年（５０回）  １８７人 

郷土の歴史講座  ５月１７日 
 ６月２１日 
８月 ９日 

１０月１８日 
１１月２２日 
２月１４日 
３月１４日 

 

１６２人 
１４５人 
１１６人 
１４０人 
 ８７人 
１４０人 
８９人 

市民文芸作品 募集 ７月１日～９月３０日 
作品集３月発行 

 １３５人 

初心者のための読み聞かせ講座 ６月９日～７月１４日 ３６人 ２０人 

古文書解読講座 ６月１４日～１１月８日 ５０人 ４０人 

夏休みこども図書館員 ７月２９日，８月５日 １８人 １８人 

図書館ｄeクリスマスⅨ １２月２０日  ４９７人 

図書館ボランティア養成講座 ３月１日  ４７人 

図書館ボランティア養成講座 ２月２３日  ３２人 

 
１１ 縄文文化交流センター 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

縄文体験定期講座 

 
縄文土器づくり体験 第１回 

「縄文土器をつくろう！」 
６月８日 ２０人 ８人 

 
縄文土器づくり体験 第２回 

「土器野焼き体験」  
６月２９日 ２０人 １０人 

 
縄文センターキッズプログラム 第１回 

「海浜学習体験」  
７月１３日 ２０人 １４人 

 
縄文センターキッズプログラム 第２回 

「遺跡の体験発掘」 
８月１日 ２０人 ２２人 

 
縄文センターキッズプログラム 第３回 

「鹿角で釣り針をつくってみよう」 
９月７日 ２０人 １８人 

 
縄文センターキッズプログラム 第４回 

「縄文海釣り体験」 
１０月５日 ２０人 １８人 
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事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

縄文体験定期講座 

 
縄文センターキッズプログラム 第５回 

「ドキドキ！土器づくり」 
１１月２日 ２０人 １７人 

 
縄文染め 第１回 

「春の縄文染め」 
５月１８日 ２０人 １０人 

 
縄文染め 第２回 

「夏の縄文染め」 
８月２４日 ２０人 ６人 

 
縄文染め 第３回 

「秋の縄文染め」 
１０月１２日 ２０人 １２人 

 
縄文染め 第４回 

「冬の縄文染め」 
１月１８日 ２０人 ９人 

 
漆の糸製品づくり 第１回 

「縄文の糸づくり」 
２月２２日 ２０人 １３人 

 
漆の糸製品づくり 第２回 

「漆塗り体験」 
３月１日 ２０人 １２人 

 

漆の糸製品づくり 第３回 

「漆糸アクセサリーづくり」 
３月１５日 ２０人 １０人 

平成 26年度遺跡調査報告会 ２月１４日 － ４６人 

 
１２ 市民会館 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

鑑賞型事業 

 ざいだん出前コンサート(５回) ５月～ ９月 ４４０人 ５２４人 

 
ふれあいトリオ 

｢吉田恭子と仲間たち｣コンサート 
７月 ５日 ４００人 ４００人 

 渡辺貞夫コンサート函館公演 ７月３０日 １，０００人 １，１００人 

 
押尾コータロー 

コンサートツアー2014 PANDORA 
１０月 ４日 ８０４人 ６４７人 

 
西村智実×ロイヤルチェンバー 

オーケストラ北海道特別公演 
１１月１８日 １，０５８人 １，１４１人 

 須川展也サックス･バンドin函館 ３月２１日 ７７３人 ６３１人 

参加創造型事業 

 
函館市文化団体協議会創立50周年記念 

函館市民文化祭（3事業） 
１１月 ３日～１１月１０日 － １，５２７人 

育成学習型事業 

 

函館ジュニア･ドリーム･オーケストラ（2事業） ４月～ ３月 ５３０人 ３７２人 

ざいだん｢邦楽こども教室｣(2教室) ６月～ ２月 ３２人 ３０人 

アウトリーチふれあいトリオ 

｢吉田恭子と仲間たち｣(2回) 
７月 ４日 ８８人 １３６人 
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事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

育成学習型事業 

 
須川展也サックス･バンドin函館 

クリニック&アウトリーチ 
２月～ ３月 － １，１９１人 

奨励型事業 

 
函館ダンスフェスティバル 2014(2 事

業) 
１１月 ５１０人 ５３０人 

 
１３ 芸術ホール（ハーモニー五稜郭） 

事  業  名 実施時期 定員(募集人員) 参加者数 

鑑賞型事業 

 リサイタル･シリーズ(3回)  ６月～１２月 １，７９０人 ２，１１３人 

 2015スプリング･コンサート(2事業) １１月～ ２月 ５３０人 ５６５人 

参加創造型事業 

 
函館市文化団体協議会創立50周年記念 

函館市民文化祭(2事業) 
１１月～ ２月 － ２，４６２人 

育成学習型事業 

 ステージラボ2014 

  バックステージツアー(2回) ６月～ ８月 １１０人 １０９人 

  レッツ!ワークショップ(4教室) 7月～１２月 １２０人 ４７人 

 

 レッツ!ワークショップ舞台工房(2事業) ８月～ ３月 ３８０人 ４２４人 

2015スプリング･コンサート(2事業) １１月～ ２月 ５３０人 ５６５人 

弦楽クリニック(3事業) ８月～ １月 ８１０人 ７７３人 

奨励型事業 

 
ハコダテライヴステージ2014 

｢五稜郭街舞台｣(3回) 
５月～１１月 ６９０人 ４９４人 

 

弦楽クリニック(3事業) ８月～ １月 ８１０人 ７７３人 

函館新人演奏会～音楽の新しい風～ ７月１９日 ２５０人 １８２人 

市民美術展｢はこだて･冬･アート展｣(2事業) １１月～ ３月 － ２，０９６人 

HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL 2014 
(2事業) 

１２月 － ６６５人 

メモリアル･コンサート･フォー･ユーVol.17  １月１０日 ２００人 １７０人 

ステージラボ2014 
コンプレックス･シアターVol.3 

２月２６日～３月 １日 ４００人 ６００人 

 
１４ 北洋資料館 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

夏休み親子体験教室｢貝殻恐竜を作ろう｣(2回) ７月２７日 ８０人 ８０人 

函館の｢海と港｣児童絵画展(2事業) ６月～ ７月 － ７７５人 
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１５ 北方民族資料館 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

体験学習講座(2講座) ４月～ ３月 － ７５１人 

収蔵資料展 ７月～１１月 － １１，７２６人 

夏休み自由研究 
｢親子体験北方民族文様の切り紙細工をしよう｣ 

７月２７日 ２０人 ２１人 

北方民族資料館講座(4講座) ９月～１０月 １２０人 １０１人 

 
１６ 文学館 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

文学館企画展(2回) ４月～１１月 － １５，８６３人 

啄木没後100年記念追悼講演会 
ドナルド･キーン氏 啄木を語る 

４月１２日 ８００人 ７１９人 

文学の夕べ(7回) ５月～ ２月 ３５０人 ３１６人 

函館文学館テラス読み聞かせ会  ６月２５日 ４０人 ３８人 

夏休み自由研究「クイズ･石川啄木と函館」 ７月１９日～ ８月１７日 ６０人 ４２人 

函館･盛岡啄木交流かるた大会(2回) ７月～ ２月 ３３人 ２７人 

石川啄木講座 ８月１６日 １５０人 ７８人 

連続講座｢函館･文学の散歩道｣(3回） ９月～１１月 １５０人 １０９人 

文学館講演会｢子どもの本と私｣ １０月 ４日 １５０人 ５５人 

 

１７ 重要文化財旧函館区公会堂 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

公会堂プロムナードコンサート(20回) ５月～ ９月 － ２，６１７人 

公会堂コンサート(32回)   ６月～１０月 ３，８４０人 ２，９０８人 

高校生によるお茶会 ９月１３日 ２００人 ２００人 

重要文化財指定40周年記念コンサート ９月２７日 １２０人 １２０人 

 

１８ 市民体育館 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

スポーツ教室(11教室) ４月～１２月 １，０１０人 ８００人 

がんばれ！レバンガ北海道 
バスケットボールクリニック 

７月１２日・ ７月１３日 ２４０人 ２７１人 

古田史郎バレーボール塾  ７月２６日 ４００人 ４５０人 

函館市地域スポーツ指導員研修会 
(軽スポーツ･レクリエーション) 

 ９月～１０月 ８０人 ８０人 

リズムエクササイズ研修会 １０月１８日・１０月１９日 ２３０人 １８９人 

ふわふわアドベンチャーツアー 
in函館市民体育館 

１１月 ８日・１１月 ９日 － ４，００３人 

 

１９ 市民プール 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

ワンポイントレッスン ４月～ ３月 － １，１６４人 

水泳教室(16教室) ４月～ ３月 ４，３００人 ２，７３０人 
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事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

着衣水泳体験研修会 ４月 ６日 ８０人 １０４人 

第 25回市民プールまつり ８月３１日 ６００人 ５９０人 

市民水泳記録会 １２月 ７日 ２００人 １７６人 

五輪メダリストによる 
｢スイムクリニックin函館2015｣(2回) 

 ２月１１日 － ３７９人 

 

２０ 千代台公園野球場（オーシャンスタジアム） 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

プロ野球パ･リーグ公式戦 
｢北海道日本ハムファイターズVS埼玉西武ライオンズ｣ 

５月１３日 ２０，０００人 １１，６２７人 

プロ野球ファーム公式戦 
｢北海道日本ハムファイターズVS横浜DeNAベイスターズ｣ 

６月 ８日 ５，０００人 ３，７８８人 

第6回オーシャンスタジアム杯少年野球大会 
１０月２５日 
１０月２６日 

１６０人 １１３人 

 
２１ 千代台公園庭球場 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

テニス教室(2期)  ５月～１０月 １６０人 １６４人 

 

２２ 千代台公園陸上競技場 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

千代台公園みどりのリサイクル ５月２１日 ３２人 ３１人 

第 19回ざいだんフェスティバル ８月２４日 － １３，５００人 

2014小学生トライアスロン大会 ９月２０日 ８４人 ６２人 

 
２３ 市民スケート場 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

スケート教室(5教室) １２月～ １月 ２００人 ２０７人 

スケート場初すべりお年玉プレゼント １月 ２日 ４００人 ３７７人 

伊藤みどりin函館フィギュア･スケート教室(4教室) １月 ６日～ １月 ９日 ５５人 ５０人 

スケート場イベントデー １月１８日 ４００人 ４００人 

スケート場感謝デー ２月１１日 ４００人 ４００人 

 

２４ 戸井教育事務所 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

戸井地区ふれあい学園 ５～７・１１～３月（６回）  延べ２１９人 

大間町との交流事業（大間町音楽祭参加） １１月 ２日  ６人 

戸井地区文化祭 １０月１９日  ４０７人 

道南駅伝競走大会 １０月２６日  
１２６チーム 

６１６人 

体験教室「押し花絵」 ９月１１日  １８人 

新春書き初め会 
   （恵山・椴法華地区と共催） 

１月 ８日  
戸井地区参加者 

２０人 
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事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

少年体育事業 

 小学生水泳教室 ８月５～８日（４回） ４０人 実３２人 

一般体育事業 

 

玉入れ大会 ５月２１日  ２０チーム 

ゲートボール大会 ６月 ４日  ６チーム３３人 

バドミントン大会 １１月１５日  ３０ペア６０人 

ゲートボール大会 １２月～２月（４回）  延べ８８人 

 

２５ 恵山教育事務所 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

第５期函館市恵山ふれあい高齢者大学 ５月～２月（年６回） ６０人 延べ２１８人 

恵山地区文化祭およびステージ発表会 １０月２５日  延べ３８３人 

新春書き初め会 
（戸井・椴法華地区と共催） 

１月８日  恵山地区参加者 ２２人 

小学生水泳教室 ８月９，１０，１６，１７日 ３０人 延べ４６人 

小学生ミニバレーボール大会（恵山・戸井地区） ３月７日  恵山地区参加者 ４８人 

小学生バトミントン教室 １２月２日～４日 １５人 延べ３３人 

冬季ゲートボール大会（恵山・戸井地区） ３月１１日  １７人 

 

２４ 椴法華教育事務所 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

体験教室事業 

 陶芸 ７月２６日・８月３０日 ７人 延べ１４人 

第４１回椴法華ふれあい大運動会事業 ６月２１日  ２００人 

第２３回風間浦・椴法華友好地域子ども交流事業 ８月７～８日  ２６人 

健康推進事業「恵山登山」 ５月１７日・９月 ６日 ３０人 延べ５２人 

新春書き初め会 
   （恵山・椴法華地区と共催） 

１月８日  椴法華地区参加者 ６４人 

生涯スポーツ普及事業 

 ４地区交流パークゴルフ大会  １０月２日  ６０人 ４０人 

高齢者ふれあいいきいき学級事業 

 健康講座「軽運動」  ７月１０日  １５人 

 文化伝承講座「鏡もちをつくろう」 １２月２５日  ２８人 

椴法華地区文化祭事業 

 椴法華地区文化祭（３年に１回開催） 次回開催：Ｈ２８    
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２５ 南茅部教育事務所 

事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

南茅部地区文化祭事業 

 南茅部地区文化祭 １１月２日・３日 
 出展６２３点 

来館２３０人 

青少年事業 

 親子わくわくキャンプ ８月６・７日 ３０人 ４３人 

 親子でおもちゃ作り＆餅つき大会 １２月２６日 ３０人 ２１人 

函館市南茅部沿岸漁業大学事業 

 資格取得講座 

 
 

フォークリフト運転技能資格取得

講座 
５月１９日～２２日 ２０人 １１人 

 二級小型船舶操縦士資格取得講座 ６月３・４日，１７・１８日 １２人 ５人 

 高齢者専科講座 

  いきいき健康増進・健康指導 １０月９日 ３５人 ３４人 

 専修課程講座 

 

 

自然と漁業 １１月２８日 １００人 ６４人 

 
道南太平洋海域のスケトウダラの

資源の状況について 
２月１０日 ７０人 ４１人 

 女性専科講座 

  地域の食材を利用した健康料理 ３月１９日  ２１人 

 地域教養講座 

 
 

古部女性部開設講座 ２月８日  ２１人 

 木直女性部開設講座 ２月１２日，１８日  ３２人 

  尾札部女性部開設講座 ２月２６日  ２２人 

  川汲女性部開設講座 ２月２５日  ２０人 

  安浦女性部開設講座 ３月２日  １２人 

  臼尻女性部開設講座 ２月２７日  １９人 

  大船女性部開設講座 ２月２５日  ３０人 

  磨光小学校開設講座 １２月～２月（５回）  １１６人 

  臼尻小学校開設講座 ２月２５日  １８人 

  南茅部高校共催開設講座 １２月１２日  １５人 

  漁協青年部開設講座 １２月２３日  １００人 

  

南茅部総合センター開所式 手打

ち蕎麦の実演および試食コーナー

開設 

４月８日  ８０人 
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事  業  名 実施時期 定員（募集人員） 参加者数 

南茅部地域大会 

 野球大会 ５月１８日  ３チーム ４５人 

 少年野球大会 ８月２３日  中止 

 マラソン大会 ９月６日  ５９人 

 ソフトバレーボール大会 １０月２３日  ５チーム ２５人 

 小学生フットサル大会 １１月２９日  １３チーム ８１人 

 スキー大会 ２月１日  中止 

 バスケットボール大会 ３月４日  ５チーム ３４人 

一般水泳教室 ４月～１０月（６０回） ２０人 延べ１４４人 

少年少女水泳教室 ４月～１０月（７２回） ３０人 延べ１，４６４人 

ちびっ子水遊び教室 ４月～１０月（６６回） ２０人 延べ７４８人 
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４ 社会教育・スポーツ施設の概要

(1) 社会教育施設の概要一覧

分類 施 設 名 開設年月日 建物延面積 施 設 概 要

函館市公民館 Ｓ22.5.3 1,230.97㎡ ≪構造≫ 鉄筋コンクリート造3階建(本館)，レンガ造2階建および
木造平屋建(別館)，敷地1,302.11㎡

≪概要≫ 講堂(353.76㎡/346人)，第1集会室(59.79㎡/50人),第2集会室
(57.62㎡/40人),第3集会室(29.23㎡/15人),陶芸実習室(27.12
㎡/16人)，ロビー，事務室 他

函館市 Ｓ38.6.29 489.24㎡ ≪構造≫ 木造モルタル2階建，敷地657.62㎡
亀田公民館 ≪概要≫ 講堂(158.67㎡/80人)，第1集会室(33.06㎡/20人),第2集会室

(39.75㎡/30人・和室),第3集会室(52.93㎡/30人・和室)
調理室(40.47㎡/24人），事務室 他

函館市 Ｓ42.4.1 576.34㎡ ≪構造≫ 補強ブロック造平屋建（一部中2階），敷地2,474.52㎡
戸井公民館 ≪概要≫ 講堂，和室，第1研修室，第2研修室，実習室

学

函館市戸井 Ｈ10.4.1 694.62㎡ ≪構造≫ 木造一部鉄骨造平屋建 ，敷地3,119.05㎡
習 生涯学習センター ≪概要≫ 講堂，研修室(Ａ，Ｂ，Ｃ)，茶室，調理実習室，工房

活 函館市戸井 Ｓ53.10.1 1,628.00㎡ ≪構造≫ 鉄筋コンクリート造3階建，敷地1,483.44㎡
総合学習センター ≪概要≫ 大会議室,小会議室,研修室,研修会議室,青年研修室,調理実習室

動

函館市椴法華 Ｓ55.9 1,444.25㎡ ≪構造≫ 鉄筋コンクリートおよび鉄骨造2階建
拠 総合センター ≪概要≫ 大ホール，研修室(第1，第2，第3)，会議室，調理実習室

視聴覚室，プレイルーム，控室
点

函館市 Ｓ47.9.2 1,409.69㎡ ≪構造≫ 鉄筋コンクリート一部鉄骨造2階建，敷地3461.48㎡
施 南茅部総合センター ≪概要≫ 講堂(298.57㎡/384人)，第1会議室(35.52㎡/30人)

第2会議室(35.52㎡/30人)，第1研修室(67.46㎡/45人)
設 第2研修室(88.63㎡/70人)，調理室(72.88㎡/24人)

図書室(56.43㎡/20人)，ロビー，事務室 他

函館市 Ｓ46.11.1 2,323.49㎡ ≪構造≫ 鉄筋コンクリート造3階建，敷地3016.49㎡
亀田福祉センター ≪概要≫ 講堂(576㎡/500人)，和室(90㎡/40人)，調理室(48㎡/25人)

会議室(3室/20～100人)，研修室(3室/20～30人)，特別室
(135㎡/60人)，談話ホール，美原図書室(130.46㎡)，事務室他

函館市 Ｓ44.5.17 1,786.20㎡ ≪構造≫ 鉄筋コンクリート造2階建(本館)，鉄骨造平屋建(体育館)
青年センター 敷地2,360㎡

≪概要≫ 体育館(540㎡)，音楽視聴覚室(46㎡/15人),調理実習室(44㎡/
15人),第1クラブ室(59㎡/24人),第2クラブ室(30㎡/15人),
会議室(84㎡/48人),相談室(22㎡),和室(14畳/10人),
ロビー(163㎡),談話ﾎｰﾙ(41㎡),事務室 他

函館市青少年 Ｈ8.7.21 2,178.48㎡ ≪構造≫ 木造2階建(宿泊棟)，鉄骨造平屋建(研修棟・体育館)
研修センター 鉄筋コンクリート造平屋建(浴室棟)，敷地8,395.02㎡
（ふるる函館） ≪概要≫ 研修室(大研修室/120人，中研修室/50人，小研修室/30人)

体育館(445.50㎡)，宿泊室(洋室12室/80人，和室2室/40人)
食堂(120人),メモリアルホール 他

函館市 Ｓ47.4.3 514.05㎡ ≪構造≫ 鉄筋コンクリート造平屋建(本館)，鉄骨造平屋建(体育館),
亀田青少年会館 敷地3,372㎡

≪概要≫ 体育室(286.00㎡),研修室(63.90㎡/30人),事務室 他

函館市 Ｓ43.11.1 553.17㎡ ≪構造≫ 補強コンクリート造一部鉄骨造平屋建，敷地1,171.50㎡（借地）
戸井青少年会館 ≪概要≫ 体育室，集会室(第1，第2，第3)，研修室，調理室

函館市 Ｓ46.12.24 482.00㎡ ≪構造≫ 鉄骨造平屋建，敷地2,630.00㎡
南茅部青少年会館 ≪概要≫ 体育館(330㎡)，研修室，事務室 他
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分類 施 設 名 開設年月日 建物延面積 施 設 概 要

函館市中央図書館 Ｈ17.11.27 7,687.13㎡ ≪構造≫ 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地下１階地上２階建
≪概要≫ エントランススペース，開架スペース，視聴覚ホール

学 レファレンスコーナー，読書テラス，研修室
ボランティアルーム，閉架書庫，貴重資料室 他

習
函館市千歳図書室 Ｈ15.4.4 551.29㎡ ≪構造≫ 鉄筋コンクリート造2階建(187.84㎡)

活 ≪概要≫ 開架書架(363.45㎡)，書庫，事務室 他

動 函館市美原図書室 Ｓ51.5.21 130.46㎡ ≪概要≫ 開架書架（113.96㎡），事務室（16.5㎡）

拠 函館市湯川図書室 Ｓ57.11.15 110.20㎡ ≪概要≫ 開架書架(68.0㎡)，読書コーナー(2.0㎡)
児童コーナー(12.0㎡)，事務室(12.0㎡) 他

点
函館市旭岡図書室 Ｈ2.1.12 181.32㎡ ≪概要≫ 開架書架(115.40㎡)，読書コーナー(4.0㎡)

施 児童コーナー(8.0㎡)，事務室(14.3㎡) 他

設 函館市港図書室 Ｈ8.4.2 255.59㎡ ≪概要≫ 開架書架(187.13㎡)，事務室(15.23㎡) 他

函館市桔梗配本所 Ｓ53.5.25 26.00㎡ ≪概要≫ 児童コーナー(26.00㎡)

市立函館博物館 Ｓ41.4.28 2,502.39㎡ ≪構造≫ 鉄筋コンクリート造3階建，敷地900.00㎡
(現博物館) ≪概要≫ 展示室(1,175.66㎡)，収蔵庫(291.16㎡)，研究室(115.31㎡)

図書室(38.55㎡)，集会室(78.53㎡)，事務室(52.10㎡) 他

市立函館博物館 Ｓ44.11.1 286.75㎡ ≪構造≫ 耐火煉瓦造2階建，敷地191.99㎡
郷土資料館

函館市 Ｓ48.1.24 352.80㎡ ≪構造≫ 鉄筋コンクリート造2階建，敷地（公民館敷地内）
戸井郷土館

学
函館市 Ｓ43.7.27 178.00㎡ ≪構造≫ 鉄筋コンクリート造2階建，敷地800.00㎡

習 恵山郷土博物館

活 函館市重要文化財 Ｓ58.4.27 1,900.12㎡ ≪構造≫ 木造2階建桟瓦葺(本館),木造平屋建渡廊下附属桟瓦葺(附属棟)
旧函館区公会堂 敷地7,730.60㎡

動 ≪概要≫ 1階(大食堂,球戯室,事務室 他)，2階(大広間 他)

援 函館市北洋資料館 Ｓ57.9.16 665.34㎡ ≪構造≫ 鉄筋コンクリート造平屋建，敷地（芸術ホール敷地内）
≪概要≫ 展示室(334.80㎡） 他

助
函館市文学館 Ｈ5.4.1 1,026.86㎡ ≪構造≫ 煉瓦および鉄筋コンクリート造陸屋根3階建，敷地970.80㎡

施 ≪概要≫ 展示室(624.93㎡),収蔵庫(30.18㎡),資料保存室(53.97㎡)
事務室 他

設
函館市 Ｈ5.4.1 3,043.11㎡ ≪構造≫ 鉄筋コンクリート造地下1階付陸屋根4階建，敷地1,735.74㎡
北方民族資料館 ≪概要≫ 展示室(613.82㎡),収蔵庫(346.70㎡),研修室(74.40㎡)

事務室 他
※（Ｈ元・11・３函館市北方民族資料館・石川啄木資料館として開館）

箱館奉行所 Ｈ22.7.29 979.40㎡ ≪構造≫ 木造平屋建（一部：太鼓櫓５層）

函館市縄文文化 Ｈ23.10.1 1,733.43㎡ ≪構造≫ 鉄筋コンクリート造２階建,敷地7,140.65㎡
交流センター ≪概要≫ 展示(4室),体験学習室,図書資料室,多目的スペース,事務室他

函館市大船遺跡 Ｈ12.4.28 185.49㎡ ≪構造≫ 木造パネル工法平屋建
埋蔵文化財展示館

函館市戸井埋蔵 Ｈ10.9.22 588.00㎡ ≪構造≫ 鉄骨造平屋建 敷地2,908.16㎡
文化財展示館

函館市南北海道 Ｓ49.9.1 1,946.35㎡ ≪構造≫ 鉄筋コンクリート造3階建一部鉄骨造2階建，敷地3,608.70㎡
教育センター ≪概要≫ 会議室4,研修室2,音楽室,資料室,理科室2,視聴覚研修室

録音室,語学室,技術室 他

芸 函館市民会館 Ｓ45.7.1 7,277.33㎡ ≪構造≫ 鉄骨鉄筋コンクリート造独立基礎外壁茶系磁気質山丁掛窯変タ
術 イルパイル打ち地下1階地上4階建，敷地35,340.05㎡

活 ≪概要≫ 大ホール(固定席1,370席，楽屋5室),小ホール(342㎡/500席)

動
大会議室(276㎡/300席)，小会議室(1号・72㎡/30人,2号･72㎡/

・
26人),和室(28畳/40人)，展示室(360㎡)，事務室 他

観

覧
函館市芸術ホール Ｈ10.5.9 5,945.71㎡ ≪構造≫ 鉄骨鉄筋コンクリート造地下2階地上4階建(一部鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造)

施

(ハーモニー五稜郭) 敷地13,068.50㎡

設

≪概要≫ ホール(固定席708席，移動席130席，車イス席4席)，楽屋3室
ギャラリー(400㎡)，リハーサル室(182㎡),練習室(1号･27㎡/
2号･20㎡),会議室(56㎡),録音調整室(10㎡),事務室 他
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函 館 市 公 民 館 ・ 亀 田 公 民 館

１ 施設の概要

(1) 公 民 館

・設 立 昭和２２年５月３日

・所 在 地 函館市青柳町12番17号

（TEL22-3320・FAX22-8196）

・構 造 鉄筋コンクリート造３階建（本館），

レンガ造２階建及び木造平屋建（別館）

・敷 地 面 積 1,302.11㎡

・建物延面積 1,230.97㎡

・建 物 内 容 講 堂 ～ 282人（固定席）

第１集会室 ～ 50人（机30人，椅子50人）

第２集会室 ～ 40人（机24人，椅子40人）

第３集会室 ～ 15人（机10人，椅子15人）

陶芸実習室 ～ 16人

(2) 亀田公民館

・設 立 昭和３８年６月２９日

・所 在 地 函館市富岡町1丁目18番3号

（TEL・FAX41-2445）

・構 造 木造モルタル２階建

・敷 地 面 積 657.62㎡

・建物延面積 489.24㎡

・建 物 内 容 講 堂 ～ 80人（机 50人，椅子80人）

第１集会室 ～ 20人（机 10人，椅子20人）

第２集会室 ～ 30人（座卓26人， 座 30人）

第３集会室 ～ 30人（座卓24人， 座 30人）

調 理 室 ～ 24人

(3) 開館時間，休館日

・開 館 時 間 午前９時～午後９時

・休 館 日 月曜日（月曜が祝日の時は火曜日），国民の祝日，

年末年始（12月29日～1月3日）

２ 運営の方針
社会教育法に基づき地域住民の実生活に即する教育，学術および文化に関する各種事業を実施し，地域住民

の教養の向上，健康増進，情操の純化を図り生活文化の振興，社会福祉の増進に寄与するとともに，生涯学習

体制の確立を目指し社会連帯意識の向上を図り，明るく住みよい豊かなまちづくりの中心的役割を果たす公民

館としてその機能発揮に努める。また，勤労者向けの講座や，人づくりを主眼とした講座を重視しながら地域

住民に社会教育，生涯教育の浸透を図る。

３ 主要事業

・公民館講座，高齢者大学青柳校，異世代音楽交流会，公民館コンサート ほか

・亀田公民館講座，異世代フラダンス交流会，ざいだん地域講習会 ほか

４ 施設の利用状況

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

公 民 館 29,137人 32,530人 1,916人

亀田公民館 20,375人 19,496人 24,421人

計 49,512人 52,026人 26,337人

※公民館の平成２６年度は，施設改修により長期休館
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函 館 市 戸 井 公 民 館

(1) 施設の概要

・設 立 昭和４２年４月１日

・所 在 地 函館市浜町290番地1（TEL82-2273）

・構 造 補強ブロック造平屋建（一部中2階）

・敷 地 面 積 2,474.52㎡

・建物延面積 576.34㎡

・建 物 内 容 講堂（184.3㎡）,第１研修室（49.7㎡）,

第２研修室（29㎡）,和室（33.7㎡）,実習室（29㎡）

・開 館 時 間 午前９時～午後９時

・休 館 日 月曜日，国民の祝日（その日が月曜日に当たるときは,その日およびその翌日），

年末年始（12月29日～1月3日）

(2) 施設の特色 郷土館との併設により,展示資料や図書室を備えた複合施設。

(3) 運営の方針 市民の自主的な社会教育活動を促進し,各種サークル活動の振興育成を図る。

(4) 施設の利用状況
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 2,560人 1,528人 1,071人

函館市戸井生涯学習センター

(1) 施設の概要

・設 立 平成１０年４月１日

・所 在 地 函館市浜町33番地2（TEL82-2234）

・構 造 木造一部鉄骨造平屋建

・敷 地 面 積 3,119.05㎡

・建物延面積 694.62㎡

・建 物 内 容 講堂（223.56㎡）,研修室Ａ（34.02㎡）

研修室Ｂ（28.35㎡）,研修室Ｃ（102.06㎡）

茶室(34.02㎡),工房(34.02㎡),調理室(45.36㎡)

・開 館 時 間 午前９時～午後９時

・休 館 日 日曜日，国民の祝日，年末年始（１２月２９日～１月３日）

(2) 施設の特色

陶芸の工房や茶室を備えた,各種教室などに使用される市民の生涯学習活動施設。

(3) 運営の方針

市民の生涯学習に関する活動，および地域における集会の場を提供し,学習センター施設の機能発揮を図る。

(4) 施設の利用状況

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 2,988人 3,456人 2,804人
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函館市戸井総合学習センター

(1) 施設の概要

・設 立 昭和５３年１０月１日

・所 在 地 函館市浜町308番地1（TEL82-3111）

・構 造 鉄筋コンクリート造3階建

・敷 地 面 積 1,483.44㎡

・建物延面積 1,628.00㎡

・建 物 内 容 大会議室(496.4㎡),

研修会議室(244.75㎡),

青年研修室(57.75㎡),研修室(52.5㎡),

小会議室(58.85㎡),調理実習室(57.75㎡)

・開 館 時 間 午前９時～午後９時

・休 館 日 日曜日，国民の祝日，年末年始（１２月２９日～１月３日）

(2) 施設の特色

ステージ照明を備えた大会議室や，ステージ付の和室（研修会議室）があり，文化祭や各種講演会開催のほ

か，地域の集会等にも利用される施設。

(3) 運営の方針

市民に生涯学習に関する活動その他地域における集会等の場を提供し，もって市民の生涯学習活動の振興と

学習センター施設機能の発揮を図る。

(4) 施設の利用状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 2,710人 1,446人 1,205人
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函館市椴法華総合センター

(1) 施設の概要

・設 立 昭和５５年９月

・所 在 地 函館市新浜町156番地１（TEL86-2451・FAX86-2838）

・構 造 鉄筋コンクリートおよび鉄骨造２階建

・建物延面積 1,444.25㎡

・建 物 内 容 大ホール 440.00㎡(内舞台100.00㎡) 固定席無し 収容人数 約450人

第１研修室 和室46.74㎡ 収容人数 約30人

第２研修室 洋室56.26㎡ 収容人数 約20人

第３研修室 和室36.85㎡ 収容人数 約15人

会 議 室 45.10㎡ 収容人数 約20人

視 聴 覚 室 45.10㎡ 収容人数 約20人

調理実習室 90.20㎡ 調理実習台７台設置(内１台講師用) 収容人数 約24人

プレイルーム 34.10㎡ 収容人数 約10人

・開 館 時 間 午前９時～午後９時

・休 館 日 日曜日および土曜日，国民の祝日，年末年始（12月29日～1月3日）

(2) 施設の特色

函館市椴法華支所と隣接し，椴法華地域の市民が集会等に利用しやすいよう，大ホール等様々な広さの研修

室を備え，平成２３年度には，利用者の安全性や利便性の向上を図るため，自動ドアやエレベーター，障がい

者用トイレを設置するなど，バリアフリー化改修工事を行い，高齢者や障がい者対応の施設。また，生涯学習

関係事業や行政関係事業等，各種事業の会場としても利用されている。

(3) 運営の方針

市民に生涯学習に関する活動その他地域における集会等の場を提供し，もって市民の生涯学習活動の振興に

資する。

(4) 施設の利用状況

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 4,659人 4,057人 3,350人
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函 館 市 南 茅 部 総 合 セ ン タ ー

(1) 施設の概要

・設 立 昭和４７年９月

・所 在 地 函館市川汲町1520番地4（TEL25-3789・FAX25-3790）

・構 造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造２階建

・敷地 面積 3,461.48㎡

・建物延面積 1,409.69㎡

・建 物 内容 講 堂 ：384人（椅子384人）

第１会議室 ： 30人（椅子 30人）， 第２会議室 ：30人（椅子 30人）

第１研修室 ： 45人（椅子 45人）， 第２研修室 ：70人（椅子 70人）

調 理 室 ：24人， 図 書 室 ：20人

・開 館 時 間 午前９時～午後９時

・休 館 日 土・日曜日，国民の祝日，年末年始（12月 29日～ 1月 3日）

(2) 施設の特色
南茅部地域の中心部に位置し，講堂，会議室，調理室，図書室等を備え，同地域の社会教育行政の中

心的役割を果たしている。

(3) 運営の方針
函館市民憲章ならびに函館市教育目標に基づき，総合センターが学習の場，ふれあいの場，憩いの場

として市民の生涯にわたる自主的な社会教育活動を促進するとともに，生涯学習体制の確立を目指し，

社会連帯意識の向上を図り，明るく住みよい豊かなまちづくりの中心的役割を果たす総合センターとし

て，その機能発揮に努める。

(4) 主催事業（南茅部教育事務所事業）
文化振興事業 － 南茅部地域文化祭

青少年事業 － 親子わくわくキャンプ，親子でおもちゃ作り＆もちつき大会

函館市南茅部沿岸漁業大学事業（外郭団体）

沿岸漁業大学事業 － 資格取得講座，女性専科講座，高齢者専科講座，市民教養講座，専修課程講座

(5) 施設の利用状況
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 6,503人 2,488人 6,774人

※平成２５年度は，施設改修により長期休館
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函館市亀田福祉センター

(1) 施設の概要

・設 立 昭和４６年１１月１日

・所 在 地 函館市美原1丁目26番12号（TEL42-7023・FAX42-9792）

・構 造 鉄筋コンクリート造３階建

・敷 地 面 積 3,016.49㎡

・建物延面積 2,323.49㎡

・建 物 内 容 講 堂 ～ 500人（机100，椅子500）

第１会議室 ～ 100人（机 34，椅子100）

第２会議室 ～ 96人（机 32，椅子 96）

第３会議室 ～ 20人（机 4，椅子 20） ただし，講堂使用者のみ

特 別 室 ～ 60人（机 20，椅子 60）

第 １ 和 室
～ 40人（座卓13，座60）

第 ２ 和 室

第１研修室 ～ 15人（座卓4，椅子 15）

第２研修室 ～ 15人（机 6，椅子 18）

第３研修室 ～ 20人（机 6，椅子 12）

調 理 室 ～ 25人

・開館時間 午前9時～午後10時

・休 館 日 月曜日，毎月最終金曜日，年末年始（12月29日～1月3日）

(2) 運営の方針

各種団体，サークル等が開催する会議・研修会等に会場を提供し，市民の自主的な社会活動の促進，生涯学

習の促進に努め，福祉センター施設の機能発揮を図る。

(3) 主催事業

函館市亀田老人大学 ４月～１１月

子どもチャレンジ教室 毎月第２・４土曜日

(4) 施設の利用状況

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 136,700人 138,416人 134,313人
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函館市青年センター

(1) 施設の概要

・設 立 昭和４４年５月１７日

・所 在 地 函館市千代台町27番5号(TEL51-3390)

・構 造 鉄筋コンクリート造2階建（本館）

鉄骨造平屋建（体育館）

・敷 地 面 積 2,360㎡

・建物延面積 1,786.20㎡

・建 物 内 容 体育館（バドミントン，ソフトバレー，卓球)

会議室，第１クラブ室，第２クラブ室，

音楽視聴覚室，調理実習室，和室，ロビー，

談話コーナー，相談室，事務室

(2) 開館時間･休館日

・開 館 時 間 午前９時～午後１０時

・休 館 日 水曜日，年末年始（12月31日～1月3日）

(3) 運営の方針

・青少年の教養の向上，健康の増進ならびに情操の純化を図ります

・函館市における青少年の交流・情報発信・学習育成・余暇活動の拠点となるべく努めます

・サークル活動や社会活動にすでに参加し，もしくは参加しようとしている青少年へのサポー

トやアドバイスを行います

・青少年の健全育成に不可欠な幅広い年代層との交流を促進するため，広く一般にも施設や主

催講座を開放します

・施設の知名度向上および利用促進のため，各種団体等の事業および市民による活動発表等に

積極的に施設を貸し出します

(4) 施設の特色

函館市の中心部，各種スポーツ施設のある千代台公園の入口に位置し，交通至便で若者がふれあい，

語らい，憩う場として気軽に利用できる体育館や活動室を備えた勤労青少年の活動施設。

(5) 利用対象

・勤労青少年（15歳以上29歳未満は無料）

・一般市民（勤労青少年の利用がない場合，有料で利用できる）

・ロビーは一般市民も無料で利用できる。

(6) 主催事業

教養講座，国際交流事業，青年センターフェスティバル，若者の居場所づくり事業 他

(7) 施設の利用状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

主催(共催)事業 3,474人 4,525人 4,523人

青 年 利 用 12,984人 11,646人 14,611人

一 般 利 用 35,011人 39,288人 43,342人

計 51,469人 55,459人 62,476人
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函館市青少年研修センター（ふるる函館）

(1) 施設の概要

・設 立 平成８年７月２１日

・所 在 地 函館市谷地頭町5番14号

（TEL23-5961・FAX23-1315）

・構 造 木造２階建（宿泊棟）

鉄筋コンクリート造平屋建（浴室棟）

鉄骨造平屋建（研修棟・体育館）

・敷 地 面 積 8,395.02㎡

・建物延面積 2,178.48㎡

・建 物 内 容 宿泊室（収容人員120名）

洋室宿泊室：4名定員2室,6名定員8室,

12名定員2室

和室宿泊室：20名定員2室

研修室：大研修室120名,中研修室50名,

小研修室30名,体育館，食堂，メモリアルホール等

・休 館 日 月曜日，祝日，年末年始（12月29日～1月3日），器材点検日（随時）

(2) 施設の特色

「青少年の健全育成と市民の生涯学習活動の場」としての施設。函館山東側山麓に位置し，周囲には立待岬や

函館公園などがあり，歴史的建造物の点在する西部地区にも徒歩で行けるなど,歴史学習や自然観察など利用目

的に合わせ,幅広い研修が可能｡

(3) 運営の方針

次に揚げる事項に留意して運営を行うものとする。

・立地条件を生かした特色ある事業や運営を行うよう努める。

・利用者の年齢および利用目的に応じた運営を行うよう努める。

・広く青少年教育関係者の理解と協力を得るよう努める。

・民間有志指導者（ボランティア）の協力を得るよう努める。

・社会教育関係機関との連携に努める。

・利用者の安全に努める。

(4) 利用対象

原則として小学生以上で，具体的な研修計画を有し，引率者（指導者）がいる５人以上の団体とする。

(5) 研修活動

① 主催事業

・青少年向け宿泊型プログラム（野外体験，ボランティア体験，国際交流等）

・青少年向け日帰型プログラム（自然体験，工作体験，国際交流，郷土教育等）

・一般市民，指導者向け青少年活動に関わる研修講座（救命救急講習等）

・一般市民，ボランティア希望者向けボランティア育成に関わる研修講座（ボランティア体験学習）

・その他（ふるる祭）

② 施設利用者向けプログラム

・各種体験プログラム（自然体験，工作体験，歴史体験等）

・各種食育プログラム（郷土料理，お菓子，野外炊事等）

(6) 施設の利用状況

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 26,324人 26,343人 27,679人
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函館市亀田青少年会館

(1) 施設の概要

・設 立 昭和４７年４月３日

・所 在 地 函館市亀田本町19番21号

(TEL41-4383)

・構 造 鉄筋コンクリート造平屋建（本館）

鉄骨造平屋建（体育館）

・敷 地 面 積 3,372㎡

・建物延面積 514.05㎡

・建 物 内 容 体育室，研修室，ロビー，事務室等

(2) 開館時間･休館日

・開 館 時 間 午前９時～午後９時

・休 館 日 月曜日，年末年始（12月31日～1月3日）

(3) 運営の方針

・地域社会を取り巻くいろいろな問題を解決するため，子ども達の居場所づくりを推進し，子

ども達の育ちを喜びあえる地域社会づくりを目指します。

・季節毎の行事・ものづくり教室・レクレーションを通して，子ども達や保護者が楽しく利用

できる施設として運営します。

・体育室をバスケットタイムとして開放することで，中高生・勤労青少年の利用を促します。

・町会活動と連携を図り，地域と一体となった運営を行うことで，地域コミュニテイの再生を

図ります。

(4) 主催・共催事業

・レクレーションや軽スポーツ大会

・花壇・菜園づくり

・ものづくり教室

・スポーツ教室（卓球など）

・文化教室（絵画・英語など）

・お誕生会や季節毎の行事（七夕・節分・ひなまつりなど）

(5) 施設の利用状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

主 催 事 業 8,846人 9,603人 10,545人

共 催 事 業 4,579人 5,123人 5,119人

優 先 利 用 9,544人 12,008人 12,193人

一 般 利 用 7,239人 6,484人 6,446人

計 30,208人 33,218人 34,303人
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函館市戸井青少年会館

(1) 施設の概要

・設 立 昭和４３年１１月１日

・所 在 地 函館市釜谷町755番地（TEL82-2088）

・構 造 補強コンクリート造一部鉄骨造平屋建

・敷 地 面 積 1,171.50㎡（借地）

・建物延面積 553.17㎡

・建 物 内 容 体育室(231.87㎡)，第1～3集会室(59.61㎡),

研修室(137.50㎡)，調理室(14.91㎡)

・開 館 時 間 午前９時～午後９時

・休 館 日 月曜日（月曜日が国民の祝日に当たる

ときはその翌日），休日の翌日，

年末年始（12月29日～1月3日）

(2) 施設の特色

体育室と図書を備えた，青少年が気軽に利用できる施設。

(3) 運営の方針

青少年の教養の向上および健康の増進を図り,豊かな情操を養い,青少年の健全な育成を図る。

(4) 施設の利用状況

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 3,160人 2,697人 2,469人

函館市南茅部青少年会館

(1) 施設の概要

・設 立 昭和４６年１２月２４日

・所 在 地 函館市安浦町302番地（TEL・FAX無）

・構 造 鉄骨造平屋建

・敷 地 面 積 2,630.00㎡

・建物延面積 482.00㎡

・建 物 内 容 体育館(330㎡),研修室,事務室等

・開 館 時 間 午前９時～午後９時

・休 館 日 年末年始（12月29日～1月3日）

(2) 施設の特色

南茅部地域の中心部付近に位置し，体育館，研修室等を備えた青少年が自由に活動できる施設。

(3) 運営の方針

青少年の教養の向上・健康の増進ならびに情操の純化を図るための活動の場として開放し，青少年の健全

育成に寄与できるような運営に努める。

(4) 施設の利用状況

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 597人 450人 634人
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函館市中央図書館

１ 施設の概要

(1) 中央図書館

・設 立 平成１７年１１月２７日

・所 在 地 函館市五稜郭町26番1号

(TEL35-5500 FAX35-5525)

・構 造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

地下1階地上2階建

・敷 地 面 積 11,707.81㎡

・建物延面積 7,687.13㎡

・収 蔵 冊 数 839,561冊

(2) 各図書室等

・千歳図書室（函館市千歳町15番10号 TEL23-9811 蔵書数：44,802冊）

・美原図書室（函館市美原1丁目26番12号 TEL45-5125 蔵書数：29,050冊）

・湯川図書室（函館市湯川町2丁目40番13号 TEL57-4120 蔵書数：22,657冊）

・旭岡図書室（函館市西旭岡町2丁目51番地12 TEL50-2340 蔵書数：15,453冊）

・港図書室 （函館市港町2丁目7番1号 TEL43-8211 蔵書数：23,836冊）

・桔梗配本所（函館市桔梗4丁目1番18号 TEL47-1510 蔵書数： 7,309冊）

・移動図書館（ともしび号 TEL35-5500 蔵書数：13,930冊）

(3) 開館時間，休館日

・開館時間 中央図書館 午前9時30分～午後8時（視聴覚ホール・研修室は午後9時）

各図書室 午前10時～午後5時

旭岡図書室 午後1時～午後5時

桔梗配本所 午後1時～午後4時45分（土曜日および学校の長期休業日は午前10時開館）

・休 館 日 中央図書館 水曜日，年末年始(12月29日～1月3日),図書特別整理期間(年1回およそ１週間）

各図書室 月曜日(桔梗配本所は日曜日),祝休日,

年末年始(12月29日～1月3日),図書特別整理期間（年１回およそ１週間）

２ 運営の方針

図書館においては，今後ますます進展する情報化社会において，市民の学習意欲の高揚に即応できるよう

「親しまれ，信頼される図書館」づくりを基本方針とし，多様な市民要求に応えられるよう，適切な資料の

収集充実に努める。また，より高密な奉仕体制をめざして，逐次地域図書館施設，移動図書館車による図書

館奉仕網の整備促進と他の関係機関および関連施設との連携に努め,生涯学習の推進に資する｡

３ サービス体制

・個人貸出し― 市民在住者および通勤通学者を対象に貸出（貸出期間-２週間）

・予約制度― 読みたい本の予約とリクエストができる

・レファレンス― 調査研究や図書・読書に関する相談

・複写サービス― 図書館資料の複写サービスのため複写機を設置

・障害者サービス― 視力障害者に対する点字図書，録音テープの貸出

４ 図書館資料利用状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

貸出人数（総数） 387,153人 368,564人 343,532人

貸出冊数（総数） 1,585,638冊 1,496,494冊 1,401,614冊

蔵 書 数（総数） 812,469冊 830,230冊 839,561冊
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市 立 函 館 博 物 館

１ 施設の概要
(1) 博物館

・設 立 明治１２年５月２５日

・所 在 地 函館市青柳町17番1号

（TEL23-5480・FAX23-0831）

・構 造 鉄筋コンクリート造３階建

・敷 地 面 積 900㎡

・建物延面積 2,502.39㎡

・常 設 展 示 北海道の旧石器時代を代表する樽岸の石器

市内各遺跡等の発掘資料，志海苔古銭

ブラキストンの石斧，箱館戦争関係資料

高松凌雲の医療器具，明治の函館博物資料

各種絵画および美術工芸品

(2) 郷土資料館（旧金森洋物店）

・設 立 昭和４４年１１月１日

・所 在 地 函館市末広町19番15号

（TEL・FAX23-3095）

・構 造 耐火煉瓦造２階建

・敷 地 面 積 191.99㎡

・建物延面積 286.75㎡

・常 設 展 示 明治13年の金森洋物店建築時を再現し,

明治のハイカラ文化,伝統的建造物群を紹介

(3) 開館時間，休館日

・開 館 時 間 (４月１日～10月31日)午前９時～午後４時３０分

(11月１日～３月31日)午前９時～午後４時

・休 館 日 月曜日,祝日,毎月の最終金曜日,年末年始(12月29日～1月３日)

２ 運営の方針
総合博物館として，市民の生涯学習推進，調査研究，レクリエーションに資するため,博物館体制の充実およ

び博物館活動の促進を図り,教育･学術文化の発展に努める｡

３ 主要事業

事 業 名 内 容 期 間

特 別 展 「千島樺太交換条約とアイヌ」 7月11日～8月30日

企 画 展 「新収蔵資料展」 9月19日～11月3日

博物館講座
単講座～自然科学，考古，歴史，民俗，民族，美術２０講座 5月～1月

通年講座～自然科学２講座 4月～2月

４ 入館状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

博 物 館 10,579人 8,627人 9,875人

郷 土 資 料 館 5,746人 5,963人 5,868人

計 16,325人 14,590人 15,743人
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函館市戸井郷土館

(1) 施設の概要

・設 立 昭和４８年１月２４日

・所 在 地 函館市浜町290番地1（TEL82-2273）

・構 造 鉄筋コンクリート造2階建

・敷 地 面 積 公民館敷地内

・建物延面積 352.80㎡

・建 物 内 容 展示室(225.77㎡),資料収納室(22㎡),

図書室（50㎡）

・開 館 時 間 午前９時～午後５時

・休 館 日 月曜日，国民の祝日(その日が月曜日に当たるときは，その日およびその翌日)

年末年始（12月29日～1月3日）

(2) 施設の特色

縄文時代の土器類,昭和初期の人々の暮らしの道具類を展示しているほか,公民館との複合施設として図書室

を備えた施設。

(3) 運営の方針

郷土に関する資料を収集し，保管し，及び展示して市民の利用に供し，もって市民の文化的向上並びに教育

及び学術の発展に資する。

(4) 展示の内容

北海道有形文化財指定の｢戸井の板碑｣を始め,縄文時代の土器類や昭和初期の漁具や暮らしの道具類を展示。

(5) 入館状況

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 208人 72人 47人

函館市恵山郷土博物館

(1) 施設の概要

・設 立 昭和４３年７月２７日

・所 在 地 函館市柏野町117番地146（TEL85-2400）

・構 造 鉄筋コンクリート造２階建

・敷 地 面 積 800.00㎡

・建物延面積 178.00㎡

・開 館 時 間 午前１０時００分～午後５時００分

季節開館（５月２４日～６月８日）

・休 館 日 なし

(2) 施設の特色

郷土恵山の歴史的資料

(3) 運営の方針

先住民族の重要埋蔵文化財の公開，郷土開拓資料の公開を通して，開発を担う後継者の養成，郷土愛の

啓発を行う。

(4) 展示の内容

郷土恵山の歴史を知る上での貴重な資料を展示し開館する。

(5) 入館状況

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 6,040人 3,668人 1,767人
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函館市重要文化財旧函館区公会堂

(1) 施設の概要

・開 館 昭和５８年４月２７日

（明治４３年９月２０日公会堂として開堂）

・所 在 地 函館市元町11番13号（TEL22-1001・FAX22-8284）

・構 造 木造２階建桟瓦葺(本館)

木造平屋建渡廊下附属桟瓦葺(附属棟)

・敷 地 面 積 7,730.60㎡

・建物延面積 1,900.12㎡

・重要文化財指定 昭和49年5月21日

(2) 開館時間，休館日

・開 館 時 間 午前９時～午後７時（4月1日～10月31日）,午前９時～午後５時（11月1日～3月31日）

・臨 時 開 館 午前９時～午後３時（1月1日～1月3日）

・休 館 日 年末（12月31日），館内整理日（随時）

(3) 入館料

・一般～300円，学生・生徒・児童～150円

（団体20人以上は一般～240円，学生・生徒・児童～120円）

・北方民族資料館，文学館または旧イギリス領事館のいずれかとの２館共通入館料

一般～500円，学生・生徒・児童～250円（団体割引なし）

・北方民族資料館，文学館および旧イギリス領事館のいずれか２館との３館共通入館料

一般～720円，学生・生徒・児童～360円（団体割引なし）

・北方民族資料館，文学館および旧イギリス領事館との４館共通入館料

一般～840円，学生・生徒・児童～420円（団体割引なし）

(4) 主催事業（文化・スポーツ振興財団事業）

・公会堂コンサート（弦楽器，ピアノ，合唱等）年間約３０回開催

・公会堂プロムナードコンサート（ヴァイオリン・ピアノ・マリンバ）

(5) 入館状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

個 人 利 用 117,898人 127,242人 125,661人

団 体 利 用 26,164人 30,071人 30,380人

計 144,062人 157,313人 156,041人
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函館市北洋資料館

(1) 施設の概要

・開 館 昭和５７年９月１６日

・所 在 地 函館市五稜郭町37番8号（TEL55-3455・FAX55-3586）

・構 造 鉄筋コンクリート造平屋建

・建物延面積 665.34㎡

(2) 開館時間，休館日

・開 館 時 間 午前９時～午後７時（4月1日～10月31日）

午前９時～午後５時（11月1日～3月31日）

・休 館 日 年末年始（12月31日～1月3日），館内整理日（随時）

(3) 入館料

・一般～100円，学生・生徒・児童～50円

（団体10人以上は一般～80円，学生・生徒・児童～40円）

(4) 展示の内容

展示室は334㎡で３つのコーナーに分かれ，約500点を展示

・むかしの北方漁業

漁業の始まりから北方民族漁業,和人の進出とニシン・サケ漁,樺太・南千島の漁業開発，そして明治時代

までを実物・写真などで紹介している。

・北洋漁業の歩み

北洋漁業の概要をはじめ，カニ網，サケ・マス流し網，底びき網の各漁業，そして北洋基地「函館の歴

史」などを実物・模型・写真を使って立体的に展示している。

・200海里時代とこれからの北洋漁業

これからの漁業の将来展望を50枚のスライドを使い解説するマルチ映像，北洋のサケなどの漁場をボタ

ン操作で確認できる模型を展示している。

・その他，荒海を独航船で行く「３分間北洋航海体験室」がある。

(5) 主催事業（文化・スポーツ振興財団事業）

・第20回函館の｢海と港｣児童絵画展，夏休み親子体験教室「貝殻恐竜を作ろう」，特別写真展

(6) 入館状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

個 人 利 用 9,563人 9,870人 10,300人

団 体 利 用 2,339人 1,887人 1,915人

計 11,902人 11,757人 12,215人
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函 館市文 学館

(1) 施設の概要

・開 館 平成５年４月１日

・所 在 地 函館市末広町22番5号

（TEL22-9014・FAX22-9065）

・構 造 煉瓦および鉄筋コンクリート造

陸屋根３階建

・敷 地 面 積 970.80㎡

・建物延面積 1,026.86㎡

(2) 開館時間，休館日

・開 館 時 間 午前９時～午後７時（4月1日～10月31日）

午前９時～午後５時（11月1日～3月31日）

・休 館 日 年末年始（12月31日～1月3日）

館内整理日（随時）

(3) 入館料

・一般～300円，学生・生徒・児童～150円

（団体20人以上は一般～240円，学生・生徒・児童～120円）

・公会堂，北方民族資料館または旧イギリス領事館のいずれかとの２館共通入館料

一般～500円，学生・生徒・児童～250円（団体割引なし）

・公会堂，北方民族資料館および旧イギリス領事館のいずれか２館との３館共通入館料

一般～720円，学生・生徒・児童～360円（団体割引なし）

・公会堂，北方民族資料館および旧イギリス領事館との４館共通入館料

一般～840円，学生・生徒・児童～420円（団体割引なし）

(4) 展示内容

・１階展示ホール＝函館ゆかりの作家たち

函館の歴史的歩みを背景に，明治期以降の日本文学史の流れの中で，北海道・函館文学をみつめ，函館の

風土性，郷土性が生み出した著名な作家たちを紹介する。

[主な作家～高橋掬太郎，久生十蘭，長谷川海太郎，亀井勝一郎，井上光晴，梁川剛一，辻仁成，佐藤泰志，

宇江佐真理ほか]

・２階展示ホール＝漂泊の詩人石川啄木

函館生活から始まる北海道漂泊時代，啄木が生まれ育った渋民・盛岡時代，そして独自の文学を形成した在

京時代と，啄木２６年と２ヶ月の生涯を詳しく紹介し，特別展示室では，今まで公開される機会の少なかった

啄木の自筆資料を展示している。

[日記，ノート類，宮崎郁雨あて書簡など]

(5) 主催事業

・石川啄木講座，連続講座｢函館･文学の散歩道｣，文学館講演会，文学の夕べ，中庭テラス読み聞かせ会,

企画展 他

(6) 入館状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

個 人 利 用 16,302人 16,120人 15,327人

団 体 利 用 1,400人 1,520人 1,059人

計 17,702人 17,640人 16,386人
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函 館 市 北 方 民 族 資 料 館

(1) 施設の概要

・開 館 平成５年４月１日

(平成元年11月3日函館市北方民族資料館

・石川啄木資料館として開館)

・所 在 地 函館市末広町21番７号

(TEL22-4128・FAX 22-8874)

・構 造 鉄筋コンクリート造地下１階

付陸屋根４階建

・敷 地 面 積 1,735.74㎡

・建物延面積 3,043.11㎡

(2) 開館時間，休館日

・開 館 時 間 午前９時～午後７時（4月1日～10月31日）

午前９時～午後５時（11月1日～3月31日）

・休 館 日 年末年始（12月31日～1月3日）

館内整理日（随時）

(3) 入館料

・一般～300円，学生・生徒・児童～150円

（団体20人以上は一般～240円，学生・生徒・児童～120円）

・公会堂，文学館または旧イギリス領事館のいずれかとの２館共通入館料

一般～500円，学生・生徒・児童～250円（団体割引なし）

・公会堂，文学館および旧イギリス領事館のいずれか２館との３館共通入館料

一般～720円，学生・生徒・児童～360円（団体割引なし）

・公会堂，文学館および旧イギリス領事館との４館共通入館料

一般～840円，学生・生徒・児童～420円（団体割引なし）

(4) 展示内容

明治の初め，開拓使等が収集した市立函館博物館旧蔵資料，北方民族学の世界的研究者･馬場

脩，児玉作左衛門が収集した，国指定重要有形民俗文化財を含むアイヌ・ウィルタなどの北方

民族資料を中心に収蔵。展示ホールと１～７の展示室に「装いの美学」「北の神々」「暮らし

の中の手仕事」「北方民族HAKODATE COLLECTION」「あそびの世界」「アイヌ民族学の先駆者た

ち」「アイヌ絵の世界」のテーマ別に資料を展示する。アイヌ民族文様を刺繍・彫刻した衣装

や生活用具，母から娘へと受け継がれてきたアイヌの首飾り（タマサイ），大陸との交易で手

に入れた山丹服（蝦夷錦），アリュート民族がラッコ猟などに使用した三人乗りの皮舟（バイ

ダルカ）など，300点を超える貴重な資料を見ることができる。

(5) 主催事業（文化・スポーツ振興財団事業）

・北方民族資料館講座，体験学習講座，企画展 他

(6) 入館状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

個 人 利 用 20,549人 22,576人 21,555人

団 体 利 用 3,116人 3,300人 2,978人

計 23,665人 25,876人 24,533人
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箱館奉行所

(1) 施設の概要

・設 立 平成２２年７月２９日

・所 在 地 函館市五稜郭町４４番３号

・構 造 木造平屋建（一部：太鼓櫓は５層）

・建物延面積 979.40㎡

・開 館 時 間 ４月１日～１０月３０日 午前９時～午後６時

１１月１日～３月３１日 午前９時～午後５時

・休 館 日 １２月３１日～１月３日

(2) 施設の特色

建築当時と同じ位置に，建築資材の産地や種類，部材の寸法や仕上げ，工法までも精密に再現。

(3) 入館料

一 般 個人５００円，団体（２０名以上）４００円

学生・生徒・児童 個人２５０円，団体（２０名以上）２００円

(4) 運営の方針

五稜郭跡および箱館奉行所の歴史を紹介することにより，もって市民の文化的向上に寄与する。

(5) 展示の内容

日本伝統建築による建物再現，五稜郭と箱館奉行所の歴史解説，建築関連出土遺物の展示 等

(6) 入館状況

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 188,729人 165,639人 149,368人
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函館市縄文文化交流センター

(1) 施設の概要

・設 立 平成２３年１０月１日

・所 在 地 函館市臼尻町５５１番地１

・構 造 鉄筋コンクリート造２階建

・建物延面積 1,733.43㎡

・開 館 時 間 ４月１日～１０月３０日 午前９時～午後５時

１１月１日～３月３１日 午前９時～午後４時３０分

・休 館 日 毎週月曜日（月曜が休日の場合は，その日に最も近い平日），毎月最終金曜日，

年末年始（１２月２９日～１月３日）

(2) 施設の特色

国宝「中空土偶」ほか市内の縄文時代の遺跡から出土した遺物を展示・公開する登録博物館であり，「道の

駅」機能も備えている（「道の駅」縄文ロマン南かやべ）。

(3) 入館料

一 般 個人３００円，団体（２０名以上）２４０円

学生・生徒・児童 個人１５０円，団体（２０名以上）１２０円

(4) 運営の方針

函館市の縄文時代の貴重な文化遺産を市民共有の歴史的資産として次代に引き継ぎ，それらを活用して地域

間交流や各種事業を展開することにより，文化財の保護とともに，個性豊かなまちづくりならびに地域振興に

寄与することを目的とする。

(5) 展示の内容等

・国宝「中空土偶」をはじめ，市内の縄文時代の遺跡から出土した土器や石器等の遺物を展示

・土器づくりや縄文編み等の体験学習の実施および定期講座の開催

(6) 入館状況

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 44,791 27,868人 22,508人
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函館市大船遺跡埋蔵文化財展示館

(1) 施設の概要

・設 立 平成１２年４月２８日

・所 在 地 函館市大船町575番地1

・構 造 木造パネル工法平屋建

・建物延面積 185.49㎡

・開 館 時 間 午前９時～午後５時

(入館は午後４時３０分まで)

・休 館 日 無休（開館期間4月20日～11月12日）

(2) 施設の特色

大船遺跡を中心に，函館市内の縄文遺跡などについて

パネルによる展示解説。

(3) 運営の方針

南茅部地域に花開いた縄文文化の息吹を感じさせ，もって市民の文化的向上に寄与する。

(4) 展示の内容

遺跡紹介，「北海道・北東北の縄文遺跡群」の紹介，大船遺跡ジオラマ等

(5) 入館状況

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 12,056人 10,308人 7,868人

函館市戸井埋蔵文化財展示館

(1) 施設の概要

・設 立 平成１０年９月２２日

・所 在 地 函館市泊町177番

・構 造 鉄骨造平屋建

・敷 地 面 積 2,908.16㎡

・建物延面積 588.00㎡

・収 容 能 力 展示室(137㎡),管理諸室(451㎡)

・開 館 時 間 午前９時～午後５時

・休 館 日 土・日曜日，国民の祝日，

年末年始（12月29日～1月3日）

(2) 施設の特色

縄文時代の土器類を展示しているほか,数多くの石器や土器,骨角器を保管している。

(3) 運営の方針

郷土から出土した埋蔵文化財を保存し，および展示してその活用を図り，もって市民の文化的向上に

寄与する。

(4) 展示の内容

戸井地区内の各遺跡, 貝塚から発掘された縄文時代の土器類を展示。

(5) 入館状況

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 0人 0人 0人
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函 館 市 民 会 館

(1) 施設の概要

・設 立 昭和４５年７月１日

・所 在 地 函館市湯川町１丁目32番1号

（TEL57-3111・FAX57-3115）

・構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造独立基礎

外壁茶系磁気質山丁掛窯変タイル

パイル打ち地下１階地上４階建

・建物延面積 7,277.33㎡

・建 物 内 容 大ホール 固定席1,370席

(車いす使用席12席含む)

楽屋5室，舞台243㎡

小ホール 椅子500席

大会議室 椅子300席

展示室（展示用360㎡）

小会議室１号（応接室風72㎡・30人）

小会議室２号（円卓会議室風72㎡・26人）

和室（28畳・40人），事務室，応接室等

(2) 開館時間，休館日

・開 館 時 間 午前９時～午後10時

・休 館 日 年末年始（12月31日～1月3日），器材点検日（随時）

(3) 運営の方針

優れた舞台芸術の発表や鑑賞の場として，市民の文化意識の高揚を図るとともに，ホールとして市民に親し

まれ活用される運営に努める。また，市民の創造的な文化活動を助長する事業を展開・推進することにより，

市の活性化とまちづくりに寄与するとともに，市民の生活に潤いと心の豊かさをもたらす事業を行う。

(4) 主催事業（文化・スポーツ振興財団事業）

・鑑 賞 型 事 業 ～ DRUM TAO｢百花繚乱 日本ドラム絵巻｣，NHK交響楽団演奏会函館公演，

函館市民会館開環45周年記念ディズニー･オン･クラシック まほうの夜の

音楽会，劇団四季ミュージカル｢クレイジー･フォー･ユー｣函館公演 他

・参加創造型事業 ～ 市民文化祭(舞台芸術部門,展示部門) 他

・育成学習型事業 ～ ざいだん邦楽こども教室,函館ジュニア･ドリーム･オーケストラ定期演奏会 他

・奨 励 型 事 業 ～ スタインウェイを弾いてみませんか？ 他

(5) 施設の利用状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

大 ホ ー ル 106,790人 99,025人 102,628人

小 ホ ー ル 45,087人 46,878人 47,355人

大 会 議 室 25,199人 20,274人 16,974人

そ の 他 諸 室 33,820人 26,822人 28,832人

計 210,896人 192,999人 195,789人
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函館市芸術ホール（ハーモニー五稜郭）

(1) 施設の概要

・設 立 平成１０年５月９日

・所 在 地 函館市五稜郭町37番8号

（TEL55-3521・FAX55-3586）

・構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造地下２階

地上４階建（一部鉄筋コンクリート造）

・建物延面積 5,945.71㎡

・建 物 内 容 ホール 目的に応じて音楽舞台と

多目的舞台に転換

音楽舞台 [最大幅17ｍ×高さ11ｍ×奥行9.5ｍ] 712席

多目的舞台[プロセニアム幅13.8m×高さ6～8m(可動式)×奥行12.5m,全幅30ｍ] 842席

（各車イス使用席４席含む）

楽屋３室

ギャラリー(400㎡),リハーサル室(182㎡),練習室1号(27㎡),練習室２号(20㎡)，

録音調整室(10㎡),会議室(楽屋として使用可56㎡),

オープンギャラリー，カフェテラス，事務室,応接室 等

(2) 開館時間，休館日

・開 館 時 間 午前９時～午後10時

・休 館 日 年末年始（12月31日～1月3日）

(3) 運営の方針

市民の芸術・文化活動の創作，発表の場，質の高い音楽演奏などを提供する場として，地域の芸術・文化振

興の核となる運営に努める。また，ギャラリーやオープンギャラリーなどの施設を有効に活用し，市民会館と

あわせ，市の活性化とまちづくりに寄与するとともに，市民の生活に潤いと心の豊かさをもたらす事業の実施

に努める。

(4) 主催事業（文化・スポーツ振興財団事業）

・鑑賞型事業～リサイタル･シリーズ, 2015スプリング･コンサート

・育成学習型事業～ステージラボ バックステージツアー,レッツ!ワークショップ 他

・参加創造型事業～市民文化祭(展示部門)

・奨励型事業～ハコダテライヴステージ｢五稜郭街舞台｣,市民美術展｢はこだて･冬･アート展｣ 他

(5) 施設の利用状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

ホ ー ル 68,419人 67,825人 50,945人

リハーサル室 12,418人 12,777人 11,826人

ギ ャ ラ リ ー 20,998人 23,293人 22,335人

そ の 他 諸 室 8,844人 9,616人 7,587人

計 110,679人 113,511人 92,693人
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(2) スポーツ施設の概要一覧 (単位：㎡)

施 設 名 住所 開設年月日 総面積 プレー面積 施設概要

千代台公園陸上競技場 千代台町 Ｓ３６.１０.２９ 31,200 20,400第２種公認 全天候トラック９レーン
22-24 (Ｈ１１.３改修) スタンド収容人員１５，０００人

野球場

千代台公園野球場 千代台町 Ｓ２６.７.４ 23,400 13,650 両翼９９.１ｍ，中堅１２２ｍ
22-26 (Ｈ６.３改修) スタンド収容人員２０，０００人

新川公園野球場 上新川町
Ｓ２３ 8,158 6,700 スタンド収容人員１００人

18

根崎公園野球場
高松町 Ｓ４９.９.１ 12,100 11,000 スタンド収容人員４５０人
29 ダッグアウト(２ヶ所)各１５㎡

西桔梗町 両翼９９ｍ，中堅１１５ｍ
西桔梗野球場 252-27 Ｈ１９.５.１ 24,032 10,600 ダッグアウト(２ヶ所) 照明設備

スタンド収容人員２７０人

運動広場

根崎公園少年運動広場
高松町

Ｓ５７.１０.２５ 6,090 4,950 少年野球・少年サッカー
581

函館市 小安町
Ｓ６１.４.１ 27,168

多目的グラウンド，テニス・ゲートボールコート
戸井運動広場 525-1 クラブハウス（木造平屋建284.31㎡）

函館市 川上町
Ｓ５４.６.９ 9,600 グラウンド

恵山運動広場 511

函館市 川汲町 Ｈ元.４.１ 35,889.91 野球場，グラウンド，管理棟，駐車場
南茅部運動広場 1657ほか

球技場

Ｈ２７.４.１
（名称変更） 天然芝サッカーグラウンド,クレーサッカー

函館フットボールパーク
日吉町4丁目

※新規施設につ 95,679 30,612 グラウンド，人工芝多目的グラウンド2面，
７-1ほか

いてはH27.8.1供 フットサルコート３面，クラブハウス
用開始

根崎公園ラグビー場
湯川町3丁目

Ｓ４４.９.１ 20,400 13,500 スタンド収容人員３，０００人
６

庭球場

函館市 青柳町
Ｓ１５.８.１ 2,380 1,600 クレイコート２面，更衣室，トイレ

青柳市民庭球場 ９

千代台公園庭球場 千代台町 Ｓ４３.４.１ 12,900 7,600 砂入人工芝１０面，夜間照明設備
27-2 （Ｈ３～５改修） クラブハウス

ＮＨＫ広場テニスコート
富岡町3丁目

Ｓ４９.８.２０ 2,400 1,400 アスファルトコート２面
21

函館フットボールパーク
日吉町4丁目 Ｈ２７.４.１

3,864 3,400 クレイコート５面
７-1 （名称変更）

函館市 臼尻町 Ｈ２.１０.１ 3,562 1,672 ゴムチップウレタンコート２面
南茅部市民庭球場 327-3



(単位：㎡)

施 設 名 住所 開設年月日 総面積 プレー面積 施設概要

総合体育館

函館アリーナ
湯川町1丁目

Ｈ２７.８.１ 23,665.35
メインアリーナ２，９０９．２４㎡

32-1ほか 収容人員５，０００人

函館市 川上町
Ｓ４９.４.１ 1,516

恵山総合体育館 506

函館市南茅部 臼尻町
Ｓ５９.７.１ 2,291.90

アリーナ，研修室兼柔剣道室
スポーツセンター 604-1 研修室兼トレーニング室，控室

プール

函館市民プール 千代台町 Ｓ４６.７.２０ 6,701.01 ５０ｍ×２１ｍ ８コース(日本水泳連盟公認)
22-25 (Ｓ６１．６改修) ２５ｍ×１６ｍ ７コース

函館市 川上町
Ｓ４９.７.１ 723.61

２５ｍ×１６ｍ ６コース
恵山プール 506

函館市 尾札部町
Ｈ１０.４.１ 1,667.08

２５ｍ×１３ｍ ６コース
南茅部プール 1608-1 低学年プール，ジャグジープール

千代台公園弓道場
千代台町 Ｓ３２.８.２８

512
道場１６９㎡ 的数５ケ

27-8 (Ｈ１２.７改修) 射程距離２８ｍ

根崎公園アーチェリー場
湯川町3丁目

Ｓ４４.９.１ 4,140
射場２，７００㎡ 的数１４ケ

６ 射程距離９０ｍ

海水浴場

函館市 根崎町4～6
Ｈ７.７.９ 6,750 5,500

遊泳区域55ｍ×100ｍ，トイレ，シャワー，
湯川海水浴場 10,11番地先 更衣室

函館市 入舟町 Ｓ５５ 3,000遊泳区域６０ｍ×５０ｍ
入舟町前浜海水浴場 22番地先 トイレ，更衣室

函館市 臼尻町
Ｈ２.１.１０ 25,000

ロープ塔（第１・第２ゲレンデ）
臼尻スキー場 593-1 ロッジ ９２．７４㎡

金堀町 Ｈ３.１.１３ 5,024.4 5,024.4
スピードスケートリンク(１周２５０m )

函館市民スケート場 10-8 (Ｈ１４.３改修) (氷面積) (氷面積) サブスケートリンク(２９m×６０m )
貸スケートコーナー



千代台公園陸上競技場

(1) 施設の概要

・開 設 昭和３６年１０月２９日

(全面改修 平成11年6月1日供用開始)

・所 在 地 函館市千代台町22番24号

(TEL55-1900・FAX55-1117)

・施設面積 31,200㎡

・施設概要 第２種公認陸上競技場（全天候型舗装）

トラック・フィールド 面積 20,400㎡ トラック 400ｍ×９レーン

インフィールド（芝生）106ｍ×69ｍ

スタンド 収容人員 約15,000人 メインスタンド 鉄筋コンクリート造３階建（5,250人）

サイドスタンドＡ 盛土芝生スタンド （2,280人）

サイドスタンドＢ 鉄筋コンクリート造２階建（1,170人）

バックスタンド 盛土芝生スタンド （6,590人）

主要諸室 メインスタンド 管理事務室，本部室，記録室，放送室，審判室，医務室，役員室，

更衣室，シャワー室，トイレ，指令室，通告室，器具庫

写真判定カメラ室

サイドスタンド 雨天走路

(2) 開設期間等

４月１日～１１月第２日曜日（ただし，インフィールドの芝生は，５月１日～１０月３１日）

利用時間 午前６時～午後７時（4月1日～8月31日）

午前６時～午後６時３０分（9月1日～11月第2日曜日）

(3) 主催事業（文化・スポーツ振興財団事業）

・千代台公園みどりのリサイクル，グリーンパークみんなであそぼ！

(4) 施設の利用状況

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 103,125人 121,671人 111,112人
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千代台公園野球場（オーシャンスタジアム）

(1) 施設の概要

・開 設 昭和２６年７月４日

(全面改修 平成６年５月28日供用開始)

・所 在 地 函館市千代台町22番26号

(TEL53-3210・FAX31-7460)

・施設面積 23,400㎡

・施設概要 グラウンド 13,650㎡

・両翼99.1ｍ，中堅122ｍ，内野(クレイ)，外野(芝生)，スタンド

・収容人員 約20,000人

内野メインスタンド 鉄筋コンクリート造３階建

内野スタンド 盛土階段スタンド

外野スタンド 盛土芝生スタンド

・主要諸室 事務室，本部席，審判席，放送席，役員席，医務室，

公式記録員席，会議室，ロッカールーム

シャワー室，トイレ，ブルペン，運営準備室

(2) 開設期間

５月１日～１０月３１日

(3) 主催事業（文化・スポーツ振興財団事業）

・プロ野球パ･リーグ公式戦｢北海道日本ハムファイターズVSオリックス･バファローズ｣

・オーシャンスタジアム杯少年野球大会

(4) 施設の利用状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利用者数 77,052人 53,107人 50,827人
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西 桔 梗 野 球 場

(1) 施設の概要
・開 設 平成１９年５月１日

・所 在 地 函館市西桔梗町252番地27

(TEL・FAX49-3384）
・施設面積 24,032㎡

・施設概要 グラウンド 10,600㎡

・両翼90ｍ，中堅115ｍ，スタンド

・収容人員 約270人 照明設備

・主要諸室 事務室，ロビー，更衣室

トイレ，物品庫

(2) 開設期間等
５月 １日～ １１月第２日曜日まで

供用時間 午前５時から午後１０時まで

(3) 運営の方針

スポーツ振興を図り，もって市民の心身の健全な発達に寄与するとともに，効率的な運営を図る。

(4) 施設の利用状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 13,744人 12,730人 11,760人

函館市戸井運動広場

(1) 施設の概要
・開 設 昭和６１年４月１日

・所 在 地 函館市小安町525番地1（TEL82-3537）

・施設面積 27,168㎡

・施設概要 クラブハウス(284.31㎡),事務室,

医務室,器具室,

談話室,更衣室,

多目的グラウンド１面,テニスコート2面,

ゲートボールコート2面,幼児広場

ランニングロード500ｍ

(2) 開設期間
４月１日～１１月３０日

(3) 開館時間，休館日
・開館時間 午前９時～午後５時３０分

・休 館 日 月曜日,国民の祝日の翌日

(4) 運営の方針
市民がそれぞれの年齢と体力に応じてスポーツを楽しむと共に,憩いの場として活用し,心身ともに

健康で明るい生活を送れるよう開放する。

(5) 施設の利用状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 6,371人 5,992人 5,779人
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函館市恵山運動広場

(1) 施設の概要

・開 設 昭和５４年６月９日

・所 在 地 函館市川上町５１１番地

・施設面積 9,600㎡

・施設概要 野球グラウンド１面，器具室，トイレ

(2) 開設期間
１月４日～１２月２８日

(3) 開館時間 日の出から日没まで
休館日 月曜日・休日の翌日

1月1日～1月3日，12月29日～12月31日

(4) 運営の方針
市民の健康増進を図り、体力の向上に寄与するため

(5) 施設の利用状況

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 1,018人 649人 322人

函館市南茅部運動広場

(1) 施設の概要

・開 設 平成元年４月１日

・所 在 地 函館市川汲町1657番地ほか（TEL25-5967）

・施設面積 35,889.91㎡

・施設概要 野球場 面積14,000㎡ 両翼90ｍ，

中堅110ｍ内野(クレイ)，外野(芝生)

スタンド 収容人員 約700人

内野スタンド 鉄筋コンクリート造(200人)

外野スタンド 盛土芝生スタンド(500人)

本部室，ダッグアウト，

グラウンド（クレイ）

収容人員 約500人，面積11,200㎡

トラック 300ｍ×６，サッカー１面，ソフトボール２面，

管理事務室，トイレ，休憩所，器具庫

(2) 開設期間等
４月第４土曜日～１０月第４日曜日

供用時間 午前５時～日没

(3) 運営の方針
スポーツの振興を図り，もって市民の心身の健全な発達に寄与するとともに，効率的な運営を図る

(4) 施設の利用状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

野 球 場 4,556人 4,501人 2,888人

グラウンド 2,910人 2,971人 2,609人

計 7,466人 7,472人 5,497人
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函館フットボールパーク

(1) 施設の概要

・開 設 平成２７年４月１日

※新規施設については平成２７年８月

１日供用開始

・所 在 地 函館市日吉町４丁目７番１号，１９番１号

(TEL･FAX54-1960)

・施設面積 99,543㎡

・施設概要 天然芝サッカーグラウンド(105ｍ×68ｍ),

クレーサッカーグラウンド(105ｍ×68ｍ),

人工芝多目的グラウンド２面（105ｍ×68ｍ）

フットサルコート３面（38m×18m，人工芝）※夜間照明有

テニスコート５面（クレー）

第１クラブハウス（鉄骨造２階建）335.36㎡

事務室，大多目的室，シャワー室，トイレ（男女・身障者用），器具庫，物品庫

第２クラブハウス（木造２階建）453㎡

事務室，ロッカールーム，中多目的室，小多目的室，シャワー室，トイレ（男女・身障者用）

更衣室（木造平屋）25.6㎡

倉庫（軽量鉄骨造平屋）49.5㎡

駐車場259台（第1ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ南側34台，ﾃﾆｽｺｰﾄ南・西側30台，第2ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ北側144台，

人工芝多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC西側51台）

ランニングコース（約800m）

(2) 開設期間等

天然芝ｻｯｶｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ５月１日から１０月３１日まで・午前８時から日没まで

ｸﾚｰｻｯｶｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ，第１ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ ４月１日から１１月３０日まで・午前８時から日没まで

人工芝多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ，フットサルコート，第２ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ

３月１日から１２月２８日まで・午前８時から午後９時まで

※一部施設は日没まで

テニスコート ５月１日から１１月３０日まで・午前８時から日没まで

(3) 施設の利用状況（旧日吉サッカー場および日吉市民庭球場の実績）

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利用者数 13,118人 12,921人 14,087人



根崎公園ラグビー場

(1) 施設の概要
・開 設 昭和４４年９月１日

・所 在 地 函館市湯川町3丁目6番（根崎公園内）

・施設面積 20,400㎡

・施設概要 プレー面積13,500㎡（芝）

スタンド（3,000人収容）

更衣室，物品庫，ゴールポスト

(2) 開設期間
４月第２日曜日～１１月第２日曜日

(3) 施設の利用状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利用者数 4,780人 8,150人 10,406人

千代台公園庭球場

(1) 施設の概要
・開 設 昭和４３年４月１日(改修 平成３～５年)

・所 在 地 函館市千代台町27番２号

(TEL・FAX31-6993)

・施設面積 12,900㎡

・施設概要 テニスコート

砂入人工芝コート１０面（プレー面積7,600㎡）

移動式ベンチ４０基，審判台１０基

夜間照明

メタルハライドランプ（1000Ｗ×80個）

４灯用12基，８灯用４基(いずれも電撃殺虫器付）

平均照度 800ルクス

放送設備

スピーカー８基，ＣＤダブルカセットデッキ，マイクセット一式

観覧席

盛土コンクリート階段スタンド（ベンチ式席），収容人員 約800人

クラブハウス

構造：鉄骨造２階建，面積：１階148.55㎡，２階140.77㎡，延べ289.32㎡

主要諸室

ロッカー室(男女各1),男子トイレ(大1小2),女子トイレ(4),シャワー室(男3基女1基)

大会運営室（サービスカウンター付）

(2) 開設期間等
４月１日～１１月第２日曜日

利用時間 午前６時～午後５時（日中）

午後５時～午後10時（夜間）

(3) 主催事業（文化・スポーツ振興財団事業）
・テニス教室

(4) 施設の利用状況

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 66,909人 58,698人 59,082人



函館市南茅部市民庭球場

(1) 施設の概要

・開 設 平成２年１０月１日

・所 在 地 函館市臼尻町327番地3

・施設面積 3,562㎡

・施設概要 テニスコート（プレー面積1,672㎡）

全天候型（ゴムチップウレタン塗装）２面

(2) 開設期間等

４月第４土曜日～１１月第３日曜日

開館時間 午前９時～日没

(3) 運営の方針

スポーツの振興を図り，もって市民の心身の健全な発達に寄与するとともに，効率的な運営を図る。

(4) 施設の利用状況

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 73人 35人 80人
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函館アリーナ

(1) 施設の概要

・設 立 平成２７年８月１日

・所 在 地 函館市湯川町1丁目32番2号

(TEL57-3141・FAX57-3142)

・構 造 鉄筋コンリート一部鉄骨造３階建

・敷 地 面 積 23,665.35㎡

・建物延面積 15,6937.70㎡

・建 物 内 容 メインアリーナ 2,909.24㎡

収容人員5,000人 固定席 2,120席

仮設席 2,000席

サブアリーナ 1,035.95㎡

収容人員1,000人 固定席 208席

仮設席 1,000席

武道館 963.79㎡

収容人員1,000人 固定席 60席

仮設席 1,000席

トレーニングルーム 201.85㎡

多目的会議室 343㎡

スタジオ 370㎡

控室，役員室，応接室，更衣室，シャワー室，選手ラウンジ，カフェラウンジ，事務室等

(2) 開館時間，休館日

・開 館 時 間 午前９時～午後１０時

・休 館 日 年末年始（１２月３１日～１月３日），器材点検日（随時）

(3) 運営の方針

市民にスポーツおよび文化活動の場を提供するとともに，各種の大会，コンベンションその他の催事を通じ

て人や地域の交流を促進し，もって市民の健康で豊かな生活の実現ならびにスポーツおよび文化の振興に寄与

する。

(4) 主催事業（文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ＆ライフグループ主催事業）※実施予定を含む

・スポーツプログラム～ボディコンバット，ボディステップ，ボディジャム 他

・スポーツ教室～親子体育，ジュニア室内サッカー，ヒップホップダンス 他

・バレーボールV･プレミアリーグ女子函館大会，函館市地域スポーツ指導員研修会，ふわふわアドベンチャー

ツアーin函館アリーナ，市民スポーツ研修会 他

(5) 施設の利用状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

個人利用 82,860人 82,171人 62,610人

団体利用 136,144人 119,313人 81,793人

計 219,004人 201,484人 144,403人

※旧市民体育館における実績
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函館市恵山総合体育館

(1) 施設の概要

・開 設 昭和４９年４月１日

・所 在 地 函館市川上町506番地(TEL84-2031･FAX84-2031)

・構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建

・敷 地 面 積 11,801.56㎡

・建物延面積 1,516㎡

・建 物 内 容 体育館(936㎡)，更衣室(男女各1：128㎡)，

談話ホール(90㎡)，器具室,事務室等(362㎡)

(2) 開設期間

１月４日～１２月２８日

(3) 開館時間，休館日

・開 館 時 間 午前９時３０分～午後４時３０分(日・木・土・休日)

午前９時３０分～午後８時３０分(火・水・金)

・休 館 日 月曜日・休日の翌日，1月1日～1月3日，12月29日～12月31日

(4) 運営の方針

社会体育の振興を図り、市民体育の向上に寄与するため

(5) 施設の利用状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 4,092人 4,127人 6,661人

函館市南茅部スポーツセンター
(1) 施設の概要

・開 設 昭和５９年７月１日

・所 在 地 函館市臼尻町604番地1 (TEL・FAX25-5039)

・構 造 鉄筋コンクリート造一部二階建

・建物延面積 2,291.90㎡

・建 物 内 容 アリーナ（949.39㎡）

研修室兼トレーニング室（73.5㎡）

研修室兼柔剣道室（230㎡） 更衣室（男女別），事務室，控室

(2) 開館時間・休館日

・開 館 時 間 午前９時～午後９時（日曜日のみ午後５時まで）

・休 館 日 年末年始（１２月２９日～１月３日）

(3) 運営の方針

スポーツの振興を図り，もって市民の心身の健全な発達に寄与するとともに，効率的な運営を図る。

(4) 施設の利用状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

個 人 利 用 2,634人 2,181人 2,126人

団 体 利 用 16,058人 13,393人 13,060人

計 18,692人 15,574人 15,186人

-76-



函 館 市 民 プ ー ル

(1) 施設の概要

・設 立 昭和４６年７月２０日

(昭和61年 屋内50ｍプール改修)

・所 在 地 函館市千代台町22番25号

(TEL52-7452・FAX52-7657)

・構 造 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造

２階建一部地階

・敷 地 面 積 8,886.54㎡

・建物延面積 6,701.01㎡

・建 物 内 容 管理棟，事務室，会議室，クラブ室

ロビー，シャワー室,更衣室等

25ｍプール棟～25×16ｍ×７コース

50ｍプール棟～50×21ｍ×８コース

15ｍプール（15ｍ×6ｍ）

幼児プール （変形 67㎡）

採暖室，シャワー室，監視員室，放送室

医務室，ロビー，会議室，観客席（固定席600席）等

(2) 開館時間，休館日

・開 館 時 間 午前１０時～午後９時

・休 館 日 年末年始（１２月３１日～１月３日），器材点検日（随時）

(3) 運営の方針

市民皆泳をめざし，水泳活動の拠点として施設の機能と役割を果たす効果的な運営を図る。

① 管理運営目標

・安全管理体制の強化 ・施設，設備の整備拡充

・指導体制の充実強化 ・広報，公聴活動の促進

② 主催事業目標

・水泳知識と技術の普及 ・市民皆泳の推進

③ 施設利用目標

・余暇時間の健全な活用と個人利用の拡充 ・クラブの育成と拡充

(4) 主催事業（文化・スポーツ振興財団事業）

市民水泳教室，パワフルスイム，水中ウォーキング教室，ウォータビクス教室， 市民プールまつり，

市民水泳記録会，着衣水泳体験研修会 他

(5) 施設の利用状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

個 人 利 用 29,684人 29,468人 29,831人

回 数 券 利 用 6,829人 7,721人 8,315人

団 体 利 用 14,599人 12,948人 12,510人

そ の 他 74,794人 74,376人 76,934人

計 125,906人 124,513人 127,590人
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函館市恵山プール

(1) 施設の概要

・開 設 平成４９年７月１日

・所 在 地 函館市川上町506番地(TEL84-2031)

・構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建

・建物延面積 723.61㎡

・建 物 内 容 25ｍプール ～ 25×16ｍ×６コース

シャワー室，ロッカー室，サウナ室

(2) 開設期間
７月１日～８月３１日

(3) 開館時間，休館日

・開 館 時 間 午前９時３０分～午後４時３０分(火～日・休日)

・休 館 日 月曜日・休日の翌日，1月１日～6月30日，9月1日～12月31日

(4) 運営の方針

市民の心身の健全な発達を図るとともに，水泳の基本的な技術の習得を図り,もって水に対する事故に対応

できる市民の育成を図る。

(5) 施設の利用状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 1,637人 1,253人 1,052人

函館市南茅部プール

(1) 施設の概要

・開 設 平成１０年４月１日

・所 在 地 函館市尾札部町1608番地1

(TEL・FAX63-2269)

・構 造 鉄筋コンクリート造一部二階建

・建物延面積 1,667.08㎡

・建 物 内 容 一般用プール 25×13ｍ×6コース，

低学年用プール，ジャグジープール，

更衣室，ミーティング室，トレーニング室，事務室

(2) 開設期間等

・開設期間 ４月１日から１０月３１日まで

・開館時間 午後１時～午後６時（水曜日および金曜日にあっては午後８時まで）

・休 館 日 月・火曜日

(3) 運営の方針

スポーツの振興を図り，もって市民の心身の健全な発達に寄与するとともに，効率的な運営を図る。

(4) 施設の利用状況

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 7,034人 7,454人 8,066人
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千代台公園弓道場

(1) 施設の概要

・開 設 昭和３２年８月２８日

(一部改修 平成12年4月～7月)

・所 在 地 函館市千代台町27番8号(TEL53-4322）

・施設面積 512㎡

・施設内容 建築面積 射場・待機場他169㎡，的場30㎡

的数５ヶ，射程距離28ｍ

(2) 開設期間等

通年（1月４日～12月28日）ただし，毎週水曜日は休館日

開館時間 午前９時～午後９時

(3) 施設の利用状況

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 人 員 11,768人 11,178人 11,135人

根崎公園アーチェリー場

(1) 施設の概要

・開 設 昭和４４年９月１日

・所 在 地 函館市湯川町3丁目6番

・施設面積 4,140㎡

・施設内容 射場 2,700㎡，的数１４ヶ

射程距離 90ｍ，スタンド（1,000人収容）

更衣室，物品庫

(2) 開設期間

４月第２日曜日～11月第２日曜日

(3) 施設の利用状況

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 人 員 1,195人 1,140人 1,171人
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函館市湯川海水浴場

(1) 施設の概要

・開 設 平成７年７月９日

・所 在 地 函館市根崎町4,5,6,10,11番地先

(函館市熱帯植物園前浜)

・施設規模 75×110ｍ（遊泳区域55×100ｍ）

水深0～1.2ｍ，

・設置形態 シーズン設置～枠ロープ，筋ロープ，敷きネット

側ネット，コースロープ

航路標識灯

・付帯施設 トイレ（男女各５）,シャワー（男女各３）

更衣室（男女各１）,監視所（電話，放送設備等）

駐車場（約９０台）

(2) 開設期間等

・平成２７年７月１８日～８月１８日

※遊泳時間は午前１０時～午後４時３０分まで

(3) 運営の方針

市民の心身の健康な発達とスポーツ・レクリエーション活動の普及，促進を図る。

(4) 施設の利用状況

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 人 員 31,367人 20,469人 18,937人

函館市入舟町前浜海水浴場

(1) 施設の概要

・開 設 昭和55年

・所 在 地 函館市入舟町22番地先

・施設規模 60×50ｍ，水深0～3ｍ

・付帯施設 トイレ（男女各１）,更衣室（男女各１）,監視所，駐車場（約１０台）

(2) 開設期間等

・平成２７年７月２５日～８月１８日

※遊泳時間は午前１０時～午後４時まで

(3) 運営の方針

市民の心身の健康な発達とスポーツ・レクリエーション活動の普及，促進を図る。

(4) 施設の利用状況

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 人 員 2,954人 2,793人 2,617人
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函館市臼尻スキー場

(1) 施設の概要

・開 設 平成２年１月１０日

・所 在 地 函館市臼尻町593番地1（TEL25-5797）

・施設面積 25,000㎡

・施設内容 第１ゲレンデ 13,000㎡

第２ゲレンデ 12,000㎡

斜度 最高 約30度，最低 9度

簡易リフト 第１リフト 170ｍ

第２リフト 206ｍ

ナイター照明６柱，ロッジ（木造平屋造）92.74㎡

(2) 開設期間等

１２月第４土曜日～３月第３日曜日 供用時間 午前９時～午後９時

ただし，リフト運行時間：午後１時（日曜日および祝日にあっては午前９時）～午後９時

(3) 運営の方針

スポーツの振興を図り，もって市民の心身の健全な発達に寄与するとともに，効率的な運営を図る。

(4) 施設の利用状況

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 者 数 2,754人 2,865人 911人

函館市民スケート場
（文化・スポーツ振興財団）

(1) 施設の概要

・設 立 平成３年１月１３日

（全面改修 平成14年12月14日供用開始）

・所 在 地 函館市金堀町10番８号

（TEL54-5233・FAX54-5616）

・構 造 仮設式アイスパネル屋外組立解体式

・氷 面 積 5,024.4㎡

・施設内容 スピードスケートリンク（１周250ｍ）

サブスケートリンク（29ｍ×60ｍ）

休憩所（屋内・外），貸スケートコーナー等

(2) 開設期間等

・開設期間 １２月中旬～翌年２月中旬

・開場時間 土・日・祝日，公立小中学校の冬休み期間 午前１０時～午後７時

その他の日 正午～午後７時

時間外開場（専用使用の場合に限る） 午後７時～午後１０時

・休 場 日 １２月３１日，１月１日

(3) 主催事業（文化・スポーツ振興財団事業）

・各種スケート教室，スケート実技講習会，スケート場イベントデー 他

(4) 施設の利用状況

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利 用 人 員 32,123人 34,990人 35,345人
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(3) 社会教育・スポーツ施設の利用状況 （単位：人）
分 類 施 設 名 24年度 25年度 26年度 備 考

学習活動拠点施設 公民館 29,137 32,530 1,916
亀田公民館 20,375 19,496 24,421
戸井公民館 2,560 1,528 1,071
戸井生涯学習センター 2,988 3,456 2,804
戸井総合学習センター 2,710 1,446 1,205
椴法華総合センター 4,659 4,057 3,350
南茅部総合センター 6,503 2,488 6,774

社 亀田福祉センター 136,700 138,416 134,313
青年センター 51,469 55,459 62,476
青少年研修センター 26,324 26,343 27,679
亀田青少年会館 30,208 33,218 34,303

会
戸井青少年会館 3,160 2,697 2,469
南茅部青少年会館 597 450 634

学習活動援助施設 中央図書館(移動図書館含) 282,448 265,798 245,480
教 千歳図書室 30,362 28,471 26,859

美原図書室 25,816 25,550 24,230
湯川図書室 21,098 20,730 20,844
旭岡図書室 5,790 5,522 5,359

育
港図書室 12,552 12,673 11,440
桔梗配本所 9,087 9,820 9,320
博物館 10,579 8,627 9,875

施 郷土資料館 5,746 5,963 5,868
戸井郷土館 208 72 47
恵山郷土博物館 6,040 3,668 1,767

設 重要文化財旧函館区公会堂 144,062 157,313 156,041
北洋資料館 11,902 11,757 12,215
文学館 17,702 17,640 16,386
北方民族資料館 23,665 25,876 24,533
道立函館美術館 53,194 39,470 44,349 総観覧者数
箱館奉行所 188,729 165,639 149,368
縄文文化交流センター 44,791 27,868 22,508
大船遺跡埋蔵文化財展示館 12,056 10,308 7,868
戸井埋蔵文化財展示館 0 0 0

芸術活動 市民会館 210,896 192,999 195,789
観覧施設 芸術ホール 110,679 113,511 92,693
陸上競技場 千代台公園陸上競技場 103,125 121,671 111,112
野球場 千代台公園野球場 77,052 53,107 50,827

函館八幡宮外苑野球場 6,504 6,979 6,322
新川公園野球場 11,888 12,919 10,841
根崎公園野球場 13,218 12,564 12,473
西桔梗野球場 13,744 12,730 11,760

運動広場 根崎公園少年運動広場 4,691 3,870 3,680
戸井運動広場 6,371 5,992 5,779
恵山運動広場 1,018 649 322

ス
古部グラウンド 0 0 0
南茅部運動広場 7,466 7,472 5,497

ポ 球技場 日吉サッカー場 13,118 12,921 14,087
根崎公園ラクビー場 4,780 8,150 10,406

庭球場 青柳市民庭球場 5,925 4,441 4,269
千代台公園庭球場 66,909 58,698 59,082

｜
ＮＨＫ広場テニスコート 1,365 1,579 880
日吉市民庭球場 4,179 3,671 3,837
南茅部市民庭球場 73 35 80

ツ
総合体育館 函館市民体育館 219,004 201,484 144,403

恵山総合体育館 4,092 4,127 6,661
古部体育館 0 0 0

施 南茅部スポーツセンター 18,692 15,574 15,186
プール 函館市民プール 125,906 124,513 127,590

恵山プール 1,637 1,253 1,052
設 南茅部プール 7,034 7,454 8,066
弓道場 千代台公園弓道場 11,768 11,178 11,135
アーチェリー場 根崎公園アーチェリー場 1,195 1,140 1,171
海水浴場 函館市湯川海水浴場 31,367 20,469 18,937

函館市入舟町前浜海水浴場 2,954 2,793 2,617
スキー場 函館市臼尻スキー場 2,754 2,865 911
スケート場 函館市民スケート場 32,123 34,990 35,345
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５ 学校開放事業の概要

(1) スポーツ開放事業

ア 開放の目的

小・中学生の施設を学校教育に支障のない範囲で，市民のスポーツ活動等に開放し，

青少年の健全な育成と地域住民のスポーツ振興を図ることを目的とする。

イ 開放の区分

（ｱ）校 庭 開 放 ～ 児童および幼児（幼児は保護者の付添いのあるもの）の遊び場と

して利用に供するため，グラウンドおよびレクリエーションの利用

に供するため，体育館を開放するもの。

（ｲ）遊 泳 開 放 ～ 児童および生徒の団体であって，成人の責任者の引率するものが

遊泳に供するため，プールを開放するもの。

（ｳ）スポーツ開放 ～ 函館市内に在住または勤務する者の団体であって，成人の責任者

の引率するものが行うスポーツおよびレクリエーションの利用に供

するため，体育館を開放するもの。

ウ 開放する学校

（ｱ）校庭開放（１５校）

小学校 青柳，あさひ，北星，港，高盛，千代田，柏野，深堀，北日吉，高丘，

北昭和，昭和，北美原，鍛神，東山

（ｲ）遊泳開放（２１校）

小学校 青柳，あさひ，北星，八幡，万年橋，港，中島，駒場，上湯川，旭岡，

亀尾，東，桔梗，中の沢，昭和，中央，北美原，神山，東山，本通，

南本通

（ｳ）スポーツ開放（５５校)

小学校 弥生，青柳，あさひ，中部，北星，八幡，万年橋，港，千代ヶ岱，中島，

千代田，柏野，金堀，駒場，深堀，日吉が丘,北日吉，上湯川，亀尾，

鱒川，石崎，桔梗，中の沢，北昭和，昭和，亀田，赤川，中央，北美原，

鍛神，神山，東山，本通，南本通，戸井西，日新，えさん，椴法華，

磨光，大船

中学校 潮見，凌雲，五稜，大川，港，光成，深堀，湯川，戸倉，赤川，桔梗，

亀田，桐花，日新，椴法華

エ 開放時間帯

（ｱ）校庭開放 土曜日 午後１時 ～ 午後４時

日・祝日(春・夏・冬休み含む) 午前10時 ～ 午後１時

午後１時 ～ 午後４時

（ｲ）遊泳開放 夏休み期間中の土曜日 午後１時 ～ 午後３時

夏休み期間中の日曜日 午前10時 ～ 正午

午後１時 ～ 午後３時

（ｳ）スポーツ開放 月曜日～土曜日(祝日を除く) 午後６時 ～ 午後９時

オ 管理体制

開放校に学校開放主事と学校開放管理指導員を置く。

学校開放管理指導員は，教育委員会，学校開放主事の命を受けて，利用者の指導および

事故防止等の業務に従事する。
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(2) 文化開放事業

ア 開放の目的

文化活動（音楽・芸能・文学・芸術等）などを行うグループ・サークルに対し，練習や

活動の場を提供する。

イ 開放する学校および諸室（１１校）

小学校（８校）

八幡小学校 ～ 家庭科室，図書室，音楽室，視聴覚室，図書広場，音楽広場

金堀小学校 ～ 家庭科室，図書室，音楽室，図工室

石崎小学校 ～ 家庭科室，図書室，音楽室

鍛神小学校 ～ 家庭科室，図書室，音楽室，視聴覚室，図工室，多目的教室

あさひ小学校 ～ 家庭科室，図書室，音楽室，図工室，１階昇降口ホール

中の沢小学校 ～ 家庭科室，音楽室，多目的教室

昭和小学校 ～ 音楽室，視聴覚室，図工室

弥生小学校 ～ 家庭科室，音楽室，視聴覚室，多目的ホール，会議室，図工室

中学校（３校）

港中学校 ～ 家庭科室，図書室

深堀中学校 ～ 家庭科室，図書室，音楽室，視聴覚室，技術室，作法室(和室)

多目的ホール

桐花中学校 ～ 図書室，音楽室，視聴覚室，美術室，作法室(和室)

※改修工事のため平成２７年７月～平成２８年３月の期間は開放しない。

ウ 開放期間および開放時間帯

12月29日～１月３日を除き通年開放。ただし，学校諸行事が優先。

月～金曜日 午後６時～９時

土･日曜日および祝日 午前９時～正午

午後１時～午後４時

午後６時～午後９時

エ 管理体制

開放時に学校開放管理員１名を置く。（業務委託）
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(3) 学校開放状況の推移

校庭開放・スポーツ開放

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

開 放 校 数 ５５校 ５５校 ５５校

校 庭 開 放 １５校 １５校 １５校

スポーツ開放 ５４校 ５５校 ５５校

校庭・スポーツ開放 １５校 １５校 １５校

利 用 人 員 100,053人 99,908人 96,319人

開 放 回 数 8,990回 8,881回 8,587回

遊泳開放

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

開 放 校 数（実施校数） ２１校(０校) ２１校(０校) ２１校(０校)

利 用 人 員 ０人 ０人 ０人

開 放 回 数 ０回 ０回 ０回

文化開放

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

開 放 校 数 １３校 １２校 １１校

利 用 回 数 1,779回 1,690回 1,664回

利 用 人 員 21,181人 20,807人 20,923人
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６ 公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団

○ 公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団 (5) 事業概要

設立 平成元年.2.15 ① 文化の振興に関する事業

湯川町１丁目３２番１号 函館市民会館内 ア 文化芸術の振興に関する事業

TEL57-9734 FAX57-3115 鑑賞型事業，参加創造型事業

(1) 設立趣旨 育成学習型事業, 奨励型事業，共催事業

函館市の社会教育施設の管理に市民の参 イ 文化遺産・文化資料の展示，保存活用

加と民間経営の手法を導入することにより, に関する事業

効率良い運営とサービスの向上を図るとと 鑑賞型事業，育成学習型事業

もに，市民の求めている文化・スポーツ事 奨励型事業，共催事業

業や学習活動を市民参加の中で柔軟に計画 ウ 広報事業

・実施・運営することにより，市民の文化 エ 施設管理運営事業

・スポーツの振興に寄与することを目的と ② スポーツの振興に関する事業

する。 ア スポーツ振興事業

(2) 設立形態および基本財産 鑑賞型事業，参加型事業，学習型事業

公益財団法人 養成型事業，共催事業

基本財産 3,000万円 イ 函館市民スケート場運営事業

(3) 管理運営施設 ウ 広報事業

市民会館，函館アリーナ，市民プール， エ 施設管理運営事業

重要文化財旧函館区公会堂， ③ 収益事業等

北方民族資料館，北洋資料館，文学館， 施設利用者への附帯サービス事業等を

公民館，亀田公民館， 実施する。

屋外スポーツ施設（千代台公園野球場，

千代台公園陸上競技場，千代台公園庭

球場），芸術ホール，千代台公園

(4) 管理運営施設（直営）

市民スケート場（12月～2月）

公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団事務局

総務課
[総務担当部長]

経理課
(髙清水 惠)

事業企画課

広報課
市民会館館長
[文化担当部長] 市民会館
(市川 須磨子)

重要文化財旧函館区公会堂

北方民族資料館
事務局長(専務理事)
(家口 利明) 文学館

公民館

亀田公民館

芸術ホール館長
芸術ホール

[文化担当次長]
(石丸 典子) 北洋資料館

市民体育館館長 函館アリーナ
[スポーツ担当部長]

市民プール（千代台公園）
(小越 康雄)

屋外スポーツ施設管理事務所
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