
年度 寄付項目 寄付項目（詳細） 寄付金充当額（円） 寄付金活用事業

平成29年度 美しいまちづくりのため

函館市に数多くある歴史的建造物などを保全し，異国情緒ある
町並みを後世へと繋いでいくとともに，デザイン性の高いまち
並み整備など，見て，歩いて，感じて楽しいまちづくりのため
に活用しました。

18,524,000

【フラワーバスケット関係経費】【函館駅前花いっぱい業務委託料】色彩の豊かな草花による美しい街並みを創出することで，異国情
緒あふれる建物が往時の面影をとどめる函館の景観と相まって，観光客の撮影スポットとしても人気を博しており，国際観光都市「函
館」のイメージアップに大いに繋がっています。
【歴史的建造物継承・活用推進事業費】異国情緒あふれる歴史的な街並みを守るため，これまでの外観修理の補助に加えて，歴史的建
造物の保全調査を行い，所有者等に対して適切な助言を行うことで，函館の大切な資源を，未来へと引き継いでいきます。

平成29年度 産業の振興のため 観光，商工業など各分野の振興のために活用しました。 10,164,000

【滞在費観光促進費】旅行者のニーズにきめ細かく対応できるように，「まち，歴史，ひと，特別編」の４つの区分で，合計２６テー
マに及ぶ，歴史とロマンいっぱいの函館の街並みを堪能できる「まちあるきマップ」を作成することができました。
【元気いっぱい商店街等支援交付金】地域住民の需要に応じ，地域や商店街が抱える課題の解決に向けて具体的な目標を持って実施す
る取り組み支援し，商業の振興をはじめ地域住民の買い物の場の維持や，コミュニティ機能の充実などにも繋がっています。

平成29年度 福祉の充実のため
先進的な福祉のまちとして，高齢者や障がい者が生きがいを持
ちながら社会参加できる環境整備のために活用しました。

7,700,000
【「ふらっとDaimon」運営業務委託料】高齢者などの交流や憩いの場を提供するため，高齢者大学やイベントの開催，障がい者団体が
就労支援として運営するカフェや，授産製品の福祉ショップなどを展開し，誰もが気軽に訪れる居心地よい空間として，「ふらっとＤ
ａｉｍｏｎ」を設置しています。

平成29年度 子育てや教育環境の充実のため
	
安心して子どもを産み育てることができる環境整備，子どもた
ちの教育環境の充実のために活用しました。

24,235,000

【ひとり親家庭のしおり発行費】一人で子供を育てるひとり親家庭の福祉向上のため，各種相談窓口や生活のこと，子供の教育や健康
のことなど，さまざまな情報を総合的に紹介した冊子を作成し，対象世帯に情報をお届けしています。
【保育所地域活動事業運営費補助金】子供たちの学びや，お年寄りの元気のために，世代間交流や異年齢児交流，地域の子育て家庭へ
の育児講座など，幅広い活動を推進することで，保育所が地域に開かれた社会資源として地域住民のために活用され，児童の福祉の向
上に役立てられています。
【外国人英語指導助手関係経費】グローバル社会に対応できる人材を育成するため，市立中・高等学校において，ネイティブスピー
カーと日本人教師によるティーム・ティーチングを行い，外国語によるコミュニケーション能力の育成など英語教育の充実に繋げてい
ます。
【アクティブ・ラーニング推進事業費】子供が，社会で求められる資質や能力を育むため，アクティブ・ラーニングを推進すべく，先
進校視察や外部講師による講演・授業参観を通した授業の検証など，市立小中学校の教員の指導力向上に関する取り組みを行いまし
た。
【アフタースクール関係経費】学習習慣定着や主体的な学習態度の形成などを目指し，函館市内の小学校において，放課後や長期休業
中に児童の学習支援を行うアフタースクールを設置し，学力の向上に繋げています。
【教育振興基本計画策定経費】急速な人口減少や少子・高齢化，高度情報化の進展など，社会情勢が大きく変化するなかで，市民一人
ひとりが主体的に社会に関わり，活力ある地域社会を創り出していくため，郷土の歴史や文化を誇りに思い，地域の発展を支える人材
の育成を目的として「函館市教育振興基本計画」を策定しました。

平成29年度 大間原子力発電所の建設凍結のために
市民の生命や財産を守り，函館市を将来の世代に引き継いでい
くため，現在係争中の大間原発の建設差し止め訴訟費用とし
て，基金に積み立てました。

38,806,000 訴訟の審理状況など詳細につきましては，当市総務部防災担当のホームページでご確認ください。

平成29年度  函館市全体を応援 - 69,671,000
函館市の魅力を更に高め，活力にあふれ，豊かで，未来に夢と希望を持てる街づくりを目指し，平成２９年度の函館市の各種事業に大
切に活用させていただきました。

平成28年度  未来のまちのため 人材育成・生涯学習の推進等 655,000
【アフタースクール関係経費】学力向上のため，放課後や長期休業中に児童が自主的に勉強する場として，小学校にアフタースクール
を開設します。

平成28年度 やさしいまちのため 児童・高齢者・障がい者福祉の推進等 1,492,000

【すくすく手帳発行事業】育児に関する各種情報や子どもの成長記録を母子健康手帳と一体で管理できる携帯しやすいA5版の手帳を作
成・配布します。
【保育所地域活動事業運営費補助金】保育所が実施する地域のニーズに応じた幅広い活動を推進するための事業に対し，補助金を交付
します。

平成28年度 快適なまちのため 健康づくり・防災対策等 85,000 【駅前環境美化推進事業】魅力ある空間形成のため，函館駅前広場の花壇に色彩豊かな花を植栽します。

平成28年度 美しいまちのため 環境保全・景観形成等 752,000
【フラワーバスケット関係経費】緑あふれるまちづくりを推進するため，多くの観光客が訪れる赤レンガ倉庫群周辺などの観光街路灯
等に約１００基のフラワーバスケットを設置します。

平成28年度 元気なまちのため 観光・商工業・農林水産業の振興等 1,602,000 【函館まちあるきマップ作成経費】観光客が函館を楽しむツールとしてまちあるきルートを紹介するマップを作成し配布します。
平成28年度  函館市全体を応援 - 6,794,000 平成28年度の函館市の各種事業に活用させていただきました。

平成27年度  未来のまちのため 人材育成・生涯学習の推進等 1,634,000

【アフタースクール関係経費】学力向上のため，放課後に児童が自主的に勉強する場として，小学校にアフタースクールを開設しま
す。
【成人祭開催経費】大人になったことを自覚し，自ら生き抜こうとする青年を祝い励ますため，昭和24年から行っている成人祭を開催
します。

平成27年度 やさしいまちのため 児童・高齢者・障がい者福祉の推進等 3,530,000

【すくすく手帳発行事業】育児に関する各種情報や子どもの成長記録を母子健康手帳と一体で管理できる携帯しやすいA5版の手帳を作
成・配布します。
【保育所地域活動事業運営費補助金】保育所入所児童が行う，地域のお年寄りとの「世代間交流」，地域児童との「異年齢児交流」，
入所児童家族への「育児講座」など，子育て支援の推進活動を行います。

平成27年度 快適なまちのため 健康づくり・防災対策等 272,000 【駅前環境美化推進事業】魅力ある空間形成のため，函館駅前広場の花壇に色彩豊かな花を植栽します。

平成27年度 美しいまちのため 環境保全・景観形成等 2,183,000
【フラワーバスケット関係経費】緑あふれるまちづくりを推進するため，多くの観光客が訪れる赤レンガ倉庫群周辺や八幡坂などの観
光街路灯等に約１１０基のフラワーバスケットを設置します。

平成27年度 元気なまちのため 観光・商工業・農林水産業の振興等 1,950,000 【函館まちあるきマップ作成経費】観光客が函館を楽しむツールとしてまちあるきルートを紹介するマップを作成し配布します。
平成27年度  函館市全体を応援 - 7,463,000 平成27年度の函館市の各種事業に活用させていただきました。

平成26年度  未来のまちのため 人材育成・生涯学習の推進等 577,000
【アフタースクール関係経費】学力向上のため，放課後に児童が自主的に勉強する場として，小学校にアフタースクールを開設しま
す。

平成26年度 やさしいまちのため 児童・高齢者・障がい者福祉の推進等 1,052,000

【生活困窮者自立支援対策事業費】生活困窮者自立支援法に基づき，生活再建に向けて，生活困窮者からの相談，情報提供，助言など
を行います。
【すくすく手帳発行事業】育児に関する各種情報や子どもの成長記録を母子手帳と一体で管理できる携帯しやすいA5版の手帳を作成・
配布します。

平成26年度 快適なまちのため 健康づくり・防災対策等 212,000 【駅前環境美化推進事業】函館駅前広場の花壇に色彩豊かな花を植栽し，魅力ある空間を形成します。

平成26年度 美しいまちのため 環境保全・景観形成等 442,000
【フラワーバスケット関係経費】多くの観光客が訪れる赤レンガ倉庫群周辺や八幡坂などの観光街路灯等に約１１０基のフラワーバス
ケットを設置し，緑あふれるまちづくりを推進します。



平成26年度 元気なまちのため 観光・商工業・農林水産業の振興等 1,680,000 【函館まちあるきマップ作成経費】観光客が函館を楽しむツールとしてまちあるきルートを紹介するマップを作成します。
平成26年度  函館市全体を応援 - 6,610,000 平成26年度の函館市の各種事業に活用させていただきました。
平成25年度  未来のまちのため 人材育成・生涯学習の推進等 562,000 【学力向上支援事業】学力向上のため，放課後に児童が自主的に勉強する場として，小学校にアフタースクールを開設します。

平成25年度 やさしいまちのため 児童・高齢者・障がい者福祉の推進等 2,647,000

【子ども・子育て支援事業計画策定経費】平成27年4月から開始する「子ども・子育て支援新制度」に向け，子ども・子育て支援事業
計画を策定し，施策の推進を図ります。
【すくすく手帳発行事業】育児に関する各種情報や子どもの成長記録を母子手帳と一体で管理できる携帯しやすいA5版の手帳を作成・
配布します。

平成25年度 快適なまちのため 健康づくり・防災対策等 118,000 【駅前環境美化推進事業】函館駅前広場の花壇に色彩豊かな花を植栽し，魅力ある空間を形成します。

平成25年度 美しいまちのため 環境保全・景観形成等 220,000
【地球温暖化防止対策費（電気自動車導入経費）】二酸化炭素排出量の削減や温暖化防止啓発のため，電気自動車を導入するほか，温
室効果ガス削減のための取り組みを実施します。

平成25年度 元気なまちのため 観光・商工業・農林水産業の振興等 1,496,000
【元気いっぱい商店街等支援事業】市内の各商店街などが自ら企画実施する販売促進事業や集客イベント事業などを支援し，地域およ
び商店街等の活性化を図ります。

平成25年度  函館市全体を応援 - 9,720,100 平成25年度の函館市の各種事業に活用させていただきました。
平成24年度  未来のまちのため 人材育成・生涯学習の推進等 1,095,000 【学力向上支援事業】学力向上のため，放課後に児童が自主的に勉強する場として，小学校にアフタースクールを開設します。

平成24年度 やさしいまちのため 児童・高齢者・障がい者福祉の推進等 610,000
【すくすく手帳発行事業】育児に関する各種の情報や子どもの成長記録を母子手帳と一体で管理できる携帯しやすいA5版の手帳を作
成・配布します。

平成24年度 快適なまちのため 健康づくり・防災対策等 132,000 【駅前環境美化推進事業】函館駅前広場の花壇に色彩豊かな花を植栽し，魅力ある空間を形成します。
平成24年度 美しいまちのため 環境保全・景観形成等 185,000 【地球温暖化防止対策費（電気自動車導入経費）】二酸化炭素排出量の削減，温暖化防止啓発のため，電気自動車を導入します。

平成24年度 元気なまちのため 観光・商工業・農林水産業の振興等 411,000
【元気いっぱい商店街等支援事業】市内の各商店街などが自ら企画実施する販売促進事業や集客イベント事業などを支援し，地域およ
び商店街等の活性化を図ります。

平成24年度  函館市全体を応援 - 2,107,140 平成24年度の函館市の各種事業に活用させていただきました。

平成23年度  未来のまちのため 人材育成・生涯学習の推進等 160,000
【「ものづくり匠塾」開催事業】若者等を対象に，職人技の見学や簡単やものづくりの体験会を通じて技術・技能を習得するなどの人
材育成事業を実施します。

平成23年度 やさしいまちのため 児童・高齢者・障がい者福祉の推進等 50,000 【すくすく手帳発行事業】育児に関する情報や子どもの成長記録を母子手帳と一体で管理できる手帳を作成・配布します。

平成23年度 快適なまちのため 健康づくり・防災対策等 70,000
【フラワーバスケット関係経費】赤レンガ倉庫群周辺や八幡坂，二十間坂などの街路灯等にフラワーバスケットを設置し，緑あふれる
まちづくりを推進します。

平成23年度 美しいまちのため 環境保全・景観形成等 185,000
【地球温暖化防止対策推進事業】地域における温室効果ガス削減のため，パンフレットの配布や講座の開催など，市民の意識を高める
取り組みを実施します。

平成23年度 元気なまちのため 観光・商工業・農林水産業の振興等 1,150,000
【元気いっぱい商店街等支援事業】商店街などが自ら企画実施する販売促進事業や集客イベント事業に対する支援を行い，地域や商店
街等の活性化を図ります。

平成23年度  函館市全体を応援 - 2,820,000 平成23年度の函館市の各種事業に活用させていただきました。

平成22年度  未来のまちのため 人材育成・生涯学習の推進等 631,000
【「ものづくり匠塾」開催事業】ものづくりに携わる方々の技能向上を図るため，技能研修会の開催や，若者たちへものづくりの魅力
を伝えます。また，就職意欲の向上を図るため，職人技の見学・体験会を開催し，次世代の人材を育成します。

平成22年度 やさしいまちのため 児童・高齢者・障がい者福祉の推進等 765,000
【すくすく手帳発行事業】子育てに関する情報誌機能と，子どもの成長記録の書き込みができるアルバム機能を併せ持ち，母子健康手
帳も一体で管理できる携帯しやすいA5版バインダー式の手帳を作成・配布します。

平成22年度 快適なまちのため 健康づくり・防災対策等 20,000
【フラワーバスケット関係経費】多くの観光客が訪れる赤レンガ倉庫群周辺や八幡坂，二十間坂などの観光街路灯などに，約160基の
フラワーバスケットを設置し，緑あふれるまちづくりを推進します。

平成22年度 美しいまちのため 環境保全・景観形成等 85,000
【地球温暖化防止対策推進事業】地域における温室効果ガス削減のための対策を，市民・事業者・市が一体となって推進していくため
に，パンフレットの配布や市民講座の開催など，市民ひとりひとりの意識を高めるような取り組みを実施します。

平成22年度 元気なまちのため 観光・商工業・農林水産業の振興等 273,172

【観光資源創出経費】より深く函館の魅力を知っていただくため，さまざまなテーマに基づいた「ガイド付きまちあるき」イベントを
8月20日（土）～10月10日（祝）に実施します。昨年度の実施内容を拡大し，市内広域（戸井・恵山・椴法華・南茅部）エリアの観光
を楽しむ企画も実施予定です。ますます充実した函館の「まちあるき」をお楽しみいただけます。詳しい内容などについては，函館市
観光コンベンション部HPや公式観光情報サイト「はこぶら」でもお知らせいたします。
【函館市都市計画マスタープラン見直し関連経費】人口減少や少子高齢化を踏まえ，これからの時代に相応しいコンパクトなまちづく
りについてのビジョンを示すとともに，土地利用や道路・公園などの都市施設整備の方針を明らかにするため，都市計画マスタープラ
ンを見直します。

平成22年度  函館市全体を応援 - 1,527,000 平成22年度の函館市の各種事業に活用させていただきました。

平成21年度  未来のまちのため 人材育成・生涯学習の推進等 1,085,000
【市立小学校に自動体外式除細動器（AED）を設置】心臓に起因する突然死を防ぐことができるAEDは，公共施設への設置が進んでいま
すが，平成22年度には未整備の市立小学校43校に設置します。

平成21年度 やさしいまちのため 児童・高齢者・障がい者福祉の推進等 608,500
【すくすく手帳発行事業】これまでの子育て支援情報ブックを携帯しやすいA5版「すくすく手帳」にリニューアルし，成長の記録を書
き込めるページや母子健康手帳等を収納できるジッパーケースなどを新たに加え，専用バインダーに綴じ込み，お子さんが生まれた家
庭に配布します。

平成21年度 快適なまちのため 健康づくり・防災対策等 12,000
【市民健康づくり（食育推進）事業】生涯にわたって健康な生活の基本となる健全な食生活の大切さを，深く理解してもらうことを目
的に，母親を対象に離乳食の作り方や食べさせ方を学ぶ「離乳食教室」や親子で一緒に料理をしながら食について学ぶ「親子料理教
室」などを開催するとともに，保健，福祉，教育などの各分野が連携した「食育推進計画」を策定します。

平成21年度 美しいまちのため 環境保全・景観形成等 515,000
【地球温暖化防止対策事業】地球温暖化が世界的な問題となっていることを受け，函館市の地理的，自然的，社会的特性を生かした地
球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定する事業で，温室効果ガスの排出の抑制等の削減目標を設定することにより，温暖化防止
のために市民ひとりひとりの意識を高めるとともに，市としての具体的な取り組みについても検討します。



平成21年度 元気なまちのため 観光・商工業・農林水産業の振興等 460,000

【開港150周年記念事業（21年度中に20万円を活用済）】平成21年は函館港が開港して150周年であったことから，記念事業を実施し，
平成21年8月8日から16日まで開催されたメイン事業ドリームボックス150では，イカ釣りや，クルーザーヨット市場体験など海に関す
るイベントや，自然に恵まれた環境を大切にするこころを育む太陽電池教室や水素燃料電池教室をはじめPMFブラス・アンサンブル・
コンサートや，YOSAKOI演舞などの各種イベントも行い，期間中は13万人の来場者がありました。
【観光基本計画推進事業（22年度に21万円を活用）】"新撰組の足跡を辿る""ペリーが見たHAKODADI"等の様々なテーマに基づいた「ガ
イド付きまちあるき」を楽しむイベントを9月下旬（予定）に実施します。このほか，渡島・檜山管内や青函圏域のツアーを作るな
ど，滞在型観光の促進を図るための事業を行います。イベントの開催日時等については，決定次第函館市観光コンベンション部HPに掲
載予定です。
【中心市街地活性化推進事業（22年度に5万円を活用）】これまで，函館駅前・大門地区の活性化を図るため，平成11年に「函館市中
心市街地活性化基本計画」を作成し，市街地の整備や活性化策を行ってきました。平成22年度は，対象地区に本町・五稜郭地区も含め
る方向で，活性化基本計画の見直しを行うなど，より賑わいのある中心市街地となるような取り組みを行います。

平成21年度  函館市全体を応援 - 2,065,000 平成21年度の函館市の各種事業に活用させていただきました。

平成20年度  未来のまちのため 人材育成・生涯学習の推進等 150,000
【匠の弟子体験事業】市内の各業種の技能士の協力を得て，未就業の若年者に対し建具・塗装などのものづくり職人の弟子体験を実施
する。

平成20年度 やさしいまちのため 児童・高齢者・障がい者福祉の推進等 770,000 【すくすく手帳発行事業】子育て支援に関する情報や，子どもの成長記録と母子手帳の一体管理ができる手帳を作成・配布する。

平成20年度 快適なまちのため 健康づくり・防災対策等 30,000
【洪水ハザードマップ作成事業】洪水により氾濫すると想定される河川（２河川）の浸水想定地域を示したマップを作成し，周辺住民
へ配布する。

平成20年度 美しいまちのため 環境保全・景観形成等 475,000
【新環境基本計画策定事業】生活環境(空気や水など)，自然環境(野生生物や森林など)，地球環境 (地球温暖化防止や酸性雨対策な
ど)等の保全に関する具体的な目標の設定や施策を進めるため新たな計画を策定する。

平成20年度 元気なまちのため 観光・商工業・農林水産業の振興等 165,000
【滞在型観光促進事業】ライトアップ施設を巡るナイトツアーや道南の食を生かしたツアー，新幹線開業に向けた青函観光メニューの
創出などを行う。

平成20年度  函館市全体を応援 - 3,587,000 平成20年度の函館市の各種事業に活用させていただきました。


