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特　集 2019年 公社の事業内容･イベント案内
函館山トレッキングクイズラリーを開催します!

五稜郭公園
約1,600本の桜が園内を
ピンク色に染める景色は圧巻の一言
見頃は例年4月下旬から5月上旬　　　　　　　　　



（一財）函館市住宅都市2019年度2019年度（一財）函館市住宅都市

市営・道営住宅等維持補修および使用料の収納
函館市および北海道から指定管理者の指定を受け、市営住宅・道営住宅（函館市、北斗市および七飯町）の修繕、環境整備、保守管
理、定期点検、入居事務および駐車場使用申込みの受付等に関する業務ならびに住宅・駐車場使用料の収納および納付督励に関す
る業務を行っています。

UR賃貸住宅団地等総合管理
UR都市機構から委託を受け、函館市内のUR賃貸住宅
団地等の総合管理に関する業務を行っています。

公園管理および緑樹帯管理
市内各公園の草刈りや清掃，函館公園の動物の飼育，
市道の街路樹剪定等の管理を行っています。 

公園施設の利用受付
見晴公園野球場・昭和公園テニスコートなどの
公園施設利用の申請受付・許可事務を行っています。

道立公園の管理
道南四季の杜公園の管理等を行っています。

総務課　　　　　　
経理課 ･･･････････40-3601
企画課　　　　　　

市営住宅管理課　　40-3602
道営住宅管理課　　40-3603

住宅保全課
公共施設保全課 ･･･ 40-3604
公共工事担当
事業課（住宅相談）･･ 40-3607
　〃　（建築確認）･･ 86-7177

花と緑の課････････ 40-3605
公園緑地事務所 ･･･ 23-3697
西部公園事務所 ･･･ 22-6789
東部公園事務所 ･･･ 57-7210
道南四季の杜公園･･ 34-3888

住宅管理部 業務部 公園管理部総務部

たくさんの業務が
あるんだね。

住宅相談

マンション管理セミナー
北海道・函館市・関係団体と連携し、マンション管理組合及び
住民を対象に、マンションに関する一般知識等を習得するた
めのセミナーを開催しています。

マンション管理相談
住民の住生活環境向上のため、中高層共同住宅（マンション）
の管理等に関する相談を行っています。
毎週火・木曜日（祝日・年末年始休日は除く）
　●亀田支所２階相談室（１３：００～１６：００）
　

　●問い合わせ　４０－３６０７

建築確認検査業務
指定確認検査機関として、住宅等を対象とした確認検査業務を
行っています。
●業務区域　　函館市、北斗市、七飯町
●対象建築物　住宅等で延べ面積が５００㎡以内の下記建築物
　　　　　　　①建築基準法第6条第1項第4号の建築物
　　　　　　　②同法第６８条の１０第１項の認定建築物
　　　　　　　（令第１３６条２の１１第１号に係る認定に限る。）
●受付時間　　毎週月曜日から金曜日（８：４５～１７：３０）
●問い合わせ　８６－７１７７

はこだて住まいづくりサポート事業
住宅の新築やリフォームなどについて、住宅性能の向上やト
ラブルの防止などを目的として，建築士の資格を有する相談
員を配置し、技術的な相談に対応するほか、特定の専門分野
に係わる相談については、専門的知識や技術を有する団体
や機関を紹介しています。
毎週月～金曜日（祝日・年末年始休日を除く）
　●亀田支所２階相談室（９：３０～１６：３０）
　※第２・４水曜日は、下記のとおり行っています。
　●函館市役所１階市民特別相談室（９：３０～１２：００）　 
　●函館市地域交流まちづくりセンタ－（１３：３０～１６：３０）
　●問い合わせ　40－3607（事前予約制）

住宅の新築やリフォーム等に関する様々な情報提供を行っ
ています。

住まいに関する事業

公園などの管理に関する事業

公営住宅等管理に関する事業

（一財）函館市住宅都市施設公社組織・機構

墓地管理
東山墓園の各申請受付・管理料の徴収などを行っています。

…

ただし、毎月第2・4金曜日（祝日・年末年始休日は除く）は、
「事前予約制」とし、午後1時～午後4時まで、相談者の方
が都合のよい場所で（函館市地域交流まちづくりセンタ
ー3階・亀田支所2階）相談を受けます。

※
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施設公社事業内容施設公社事業内容

皆さまにご協力いただいた花と緑のパートナーシップ募金を一部の事業に活用しています。

亀田支所の2階にある
公社の業務内容について
紹介します。

緑ちゃん宅くん

地域緑化アドバイザー活動推進事業

ガーデニング講座開催事業
（はこだてボタニカルフェア）

企業花壇普及事業

見晴公園ボランティア活動推進事業アジサイサポート隊活用事業

函館山ふれあいセンター
ボランティア活動推進事業

癒しの花キューピット事業

ポケットパーク整備事業 花のパートナー事業

花と緑のパートナーシップ募金事業
（写真展）

学校緑化活動サポート事業

市民とのパートナーシップによる「花いっぱい・緑いっぱいのまち“はこだて”」を目指しています！

公共花壇の維持管理やガーデニングに関するイベントの開催，
ボランティアの育成など地域やボランティアと協働による事業を実施

花と緑に関する事業

3



「家族で楽しめるイベント」をキーワードに，動物施設
のある函館公園を会場として，クイズラリーや各種体
験会など楽しい催し物が盛りだくさんのイベントです。
（８月１7日（土）開催予定※雨天の場合は8月１8日（日）に順延予定）

アジサイにちなんだクイズやゲーム，挿し木体験など市民
が楽しく参加できるイベントです。道内最大規模のアジサ
イ園を有する公園「市民の森」の魅力を満喫できます。
（７月２1日（日）開催予定）

函館山緑地を会場として「自然とのふれあいや健康づ
くり」をテーマに，クイズを解きながら登山を楽しむイ
ベントです。
（5月19日（日）開催予定※雨天の場合は5月２6日（日）に順延予定）

スノーチューブ体験やちびっこ雪上サッカー大会など
のほか，夕方からはスノーキャンドルづくり体験会で，
冬の四季の杜公園を満喫できるイベントです。  
（1月19日（日）開催予定）

年々参加者が増えている人気のイベントです。子ども
たちのかわいいコスチュームや凝った衣装の方もおり
ますが，普段着で楽しむ方も大歓迎です。  
（10月19日（土）開催予定）

「自然にふれあい緑と親しんでもらう」ことをテーマ
に，ゲームや体験会などを開催して，子どもから大人ま
で楽しく参加できるイベントです。
（９月29日（日）開催予定 道南四季の杜公園）

快適な住まいを考えるをテーマに住宅の新築や
リフォーム等に関する様々な情報提供のほか、住
まいづくりに役立つ各種セミナーや住まいのな
んでも相談会などの開催を予定しています。  
 

はこだて花と緑のフェスティバル2019 はこだて住まいづくりサポ－ト事業

市民の森アジサイフェスタ函館山トレッキングクイズラリー 函館公園ファミリーフェスタ

道南四季の杜公園 ハロウィンナイト公園フェスティバル 道南四季の杜公園 雪あかりパーク

2019年6月8日（土）・9日（日）開催予定
開催場所：はこだてグリ－ンプラザ・太陽パーキング

44

2019年 公社イベント案内



55

函館山トレッキングクイズラリー開催函館山トレッキングクイズラリー開催
自然豊かな春の函館山登山にチャレンジして，市街地を一望してみませんか。

皆さんのお越しをお待ちしております。

２０１９年５月19日（日） 
（受付は最長で正午まで）※雨天時は５月２６日（日）に順延

午前8時３０分から午後2時３０分まで
【先着７００名に達し次第受付終了】

函館山ふれあいセンター

ウッドクラフトハウス 千畳敷砲台跡

スタート

全部で5ポイント

ラリーポイント

千畳敷広場

折り返し

函館山ふれあいセンター

ゴール

クイズラリー
写真展やプチ要塞ガイドも行います

問合せ先
一般財団法人函館市住宅都市施設公社
西部公園事務所　☎２２－６７８９

千畳敷コースより山頂および駒ヶ岳を望む

※詳細は，公社ホームページや
　チラシ等でご紹介します。

当日はイベント用の駐車場はありません。
公共の交通機関をご利用ください。

●函館バス「元町ベイエリア周遊号」
　函館駅前④番のりば（９：００から２０分間隔）
　「ロープウェイ前」下車徒歩５分

函館バスをご利用の方
●市電／「宝来町」下車徒歩２０分
市電をご利用の方は
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春のはこボタ（はこだてボタニカルフェア）イ ベ ント

季節の花でつくる寄せ植えやフラワーアレンジメント・クラフト製作などガーデ
ニングに関連したワークショップやセミナーなどを催します！ 花と緑に触れて楽
しめるイベントにぜひお越しください！

幼児から一般
（お子様には必ず大人が付き添ってご参加ください）

開催日時 
会　　場 

対　　象

２０１９年５月１２日（日）午前１０時～午後２時（雨天決行）

花と緑の課 ☎ (0138) 40-3605
道南四季の杜公園 ☎ (0138) 34-3888

開催当日の問い合わせ先（ ）090-6874-7932
事前予約
問合せ先

受付期間 ●事前予約 2019年4月12日(金)から5月11日(土)まで9：00～17：00
●当日受付 ９：30から受付開始／道南四季の杜公園 丘の家

園芸セミナー

ワークショップ

フリーマーケット

講師 ＭＡＵＶＥ 今村 美香 氏（1 級色彩コーディネーター）
「花と暮らしのカラーコーディネート術」

野菜とハーブの寄せ植え
北海道大野農業高等学校

ステンシルガーデンピック
フルール ミニョン

押し花クラフト
函館手工芸の会

簡単DIY すのこフラワースタンド
（株）エイム

母の日のフラワーアレンジメント
NFD講師  今野奈央子

春の寄せ植え、ハンギングバスケット
公社職員

トールペイント雑貨・
籐工芸・陶芸品・革細工・
リース・多肉植物小物
などの販売

イートインコーナー
クレープ・おにぎり・
惣菜・パン・飲料など

植物無料交換会
植物の種や鉢物（ 高さ
50cm 以内）を持ち寄り
交換できます

　函館公園「こどものくに」は、日本
最古の観覧車がある事で知られる
函館で唯一の遊園地です。
　小さなお子様から楽しめる乗り
物、水遊びが出来る噴水広場や動
物園もあり1日楽しめます。春には
桜の名所になります。
　歴史ある乗り物や由緒ある公園
は親子３世代を笑顔にします！
ぜひ遊びに来てくださいね。

営 業 時 間 : 平日 11時～16時  土日祝 10時～17時
お問合せ先 : 函館公園こどものくに　函館市青柳町17-4   Tel 0138-22-5039

道立道南四季の杜公園 丘の家および周辺
（函館市亀田中野町199-2）

(一財)函館市住宅都市施設公社



ギフトはオスカーで決まり！
カタログご希望の方は
お電話ください。

すぐに無料でお届けします。

函館市万代町9-1（ガス会社向い角）函館市美原1丁目7-1

7

函館山と津軽海峡を望みながら春の日差しにつつまれてみませんか
2019年５月19（日）開催日

道立道南四季の杜公園
丘の家展望ラウンジ

会　場

入場料 無料
※七飯男爵太鼓創作会さんによる和聲アンサンブル・リオを
　予定しています。
　詳細が決まり次第，四季の杜公園のホームページ等でご紹介致します。

　緑豊かな森づくり・まちづくりを
身近な地域や国内外に広げるため，
今年も緑の募金運動を実施いたし
ます。5月には，市内各町会女性部
や高校ボランティア部など多くの皆
さまのご協力をいただき，街頭募金
を実施する予定です。

４月15日（月）から５月３１日（金）まで実施期間

街頭募金・家庭募金・職場募金・
学校募金・企業募金

募金の
種類

北海道では、公益社団法人北海道森と緑の会が
主体となって市町村単位で取り組んでいる募金活動です。

緑の募金
について

緑の募金に ご協力をお願いします！

学校緑化活動サポート事業 ポケットパーク整備事業 癒しの花キューピット事業

花のパートナーと協働で堀川・杉
並公共花壇と昭和公園・五稜郭公
園に花苗を植栽し管理をしてい
ます。

市内の小・中学校に花苗を提供し
学校敷地内の花壇植栽や管理な
ど緑化活動の支援をしています。

町会・小学校・ボランティアと協働
で梁川・松陰・中島のポケットパー
ク花壇に花苗を植栽し管理をし
ています。

介護施設等に花や野菜の苗を提
供し花壇づくりやクラフト製作な
どの園芸療法的活動の支援をし
ています。

１口（千円）以上のご協力をお願いしています。また、募金の受付は、
公社窓口のほか郵便振込で随時行っています。

公社では，個人や企業・町会など多くの皆さまから募金のご協力をいただき，函館のまちを花と緑でいっぱいにするための事業に活用させ
ていただいております。募金の受付は随時行っております。ぜひ，ご協力をお願いいたします。

募金について 花と緑の課
電話 ０１３８-４０-３６０５

までお問合せください。

皆様のご協力で花と緑のあるまちづくりをしています！

パートナーシップ募金に
ご協力をいただき

  ありがとうございました。

花のパートナー事業募
金
を
活
用
し
て
い
る

　
　
事
業
を
ご
紹
介
し
ま
す

ガーデンテラスコンサートを開催します
♪道南四季の杜公園 春のコンサート♪

ガーデンテラスコンサートを開催します
♪道南四季の杜公園 春のコンサート♪

花と緑のパートナーシップ募金

昨
年
の
様
子

詳しくは



※最終日は午後４時で終了します。

午前9時30分～午後5時
平成３１年４月12日（金）～４月14日（日）

13日（土）,14日（日）午前9時30分～午後5時

午後2時～（40分程度）

春の洋蘭展示会2019のお知らせ

人気の品種や珍しい品種など，色鮮やかでランの香りいっぱいの展示会へぜひお越しください。 

函館市地域交流まちづくりセンター２階
主催：函館洋蘭倶楽部 ☎090-7050-3855

発行／一般財団法人函館市住宅都市施設公社 〒041-0806 函館市美原1丁目26番8号　TEL.40-3601　 印刷／株式会社プリントハウス ●再生紙を使用しています。

日　　時講座名・講習会名 会場・対象・定員等 問合せ先

早春の花を見てみよう
西部公園事務所
22-6789

東部公園事務所
57-7210

四季の杜公園
34-3888

対　　象：
定　　員：

一般
各10名　計20名

対　　象：
定　　員：

一般

20名

※受講料は無料です。　※日程・会場等については、変更させていただく場合がありますのでご了承ください。　
※申込は、各講座の１か月前から受付し、定員になり次第締め切らせていただきます。

市民の森でバードウォッチングを
楽しもう

春の野草観察会
～春の野草を観察しましょう～

田植え体験会

午前8時～午前10時
日 （土）11月5

対　　象：
定　　員：

一般

20名午前10時～正午
日 （土）25月5

会　　場：
対　　象：
定　　員：

小川の里 里の森ゾーン
一般（18歳以上）
20名

会　　場：
対　　象：

定　　員：

小川の里 水田
小学生以上

50名

午前10時～正午

日 （土）20月4
日 （日）21月4

午前10時～正午
日 （土）27月4

午前10時～正午
日 （日）2月6

函
館
山
緑
地

市
民
の
森

見
晴
公
園

展示会日時

即売コーナー日時

内容「ランの花を自宅で咲かせる栽培管理の方法」

※最終日は午後４時で終了します。

13日（土）,14日（日）
講習会日時

会場
（函館市末広町４番１９号）

四
季
の
杜
公
園

①
②

①・②とも3月20日から募集開始

見晴公園を歩きながら
春の山野草を探そう

（小学生は必ず保護者同伴）

まなびっと広場・道民カレッジ対象
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