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市外の児童への情報提供について。夏休みに子連

れで東京から⾥帰りしているママから聞いた話。

近く函館にいるので、小学生の子どもに函館を題材とし

た自由研究をさせたいと考えたが情報収集が困難だった

とのこと。自由研究に関する疑問を問い合わせる統一的

な窓口はあるのか。 

港祭りへ⾞イスで来た時の対応として。周辺施設

の協⼒で合計９か所の多目的トイレが利⽤可能とのこと

だが、利⽤可能な多目的トイレの周知はどのように⾏っ

ているのか。また、仮設の多目的トイレを一つでも設置

することはできないのか。
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：検索サイトで「函館市議会議事録」を⼊⼒してください。
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だが、利⽤可能な多目的トイレの周知はどのように⾏っ

設の多目的トイレを一つでも設置

。 
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れで東京から⾥帰りしているママから聞いた話。1ヶ月

近く函館にいるので、小学生の子どもに函館を題材とし

た自由研究をさせたいと考えたが情報収集が困難だった

とのこと。自由研究に関する疑問を問い合わせる統一的

港祭りへ⾞イスで来た時の対応として。周辺施設

の協⼒で合計９か所の多目的トイレが利⽤可能とのこと
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回目) 

土木部：環境保全、災害防止等開発区域内の

住⺠に必要かつ有効で貴重なオープンスペー

ス。⾃転⾞等を使⽤しての移動が制限される

幼児や小学生

遊べる場所として市は必要なものと認識。し

かし、他都市で都市公園等の再整備や機能転

換、統廃合等様々な取り組み事例があるので

今後の公園の在り方等については要検討。

 

総務部：旧市域の防災⾏政無線には放送設備

を本庁舎、消防本部、総合保健センターに設

置、東部４支所管内も各支所、各地域消防署

と消防本部に設置。これらは非常用電源を備

え、屋外拡声器に非常用バッテリーを内蔵な

ど災害・停電等の情報伝達機能を確保。本庁

舎設置のＪアラート、Ｌアラートも非常用電

源を備え、国や道との通信を衛星回線と

WANの 2

 

教育委員会：

関心に基づいて其々が自由に設定。進める上

で生ずる課題や疑問は様々な内容が考えられ

るため統一的問合せ窓口の設置は難しいが、

中央図書館では⾃由研究等でよく利⽤されて

いるテーマを児童にもわかりやすい簡単な手

引書を作成し、図書館での調べ方や本のリス

ト等を案内している。教育委員会も問合せが

⼊った際はアドバイスを⾏いたい。

 

観光部：ワッショイはこだてで利⽤可能な多

目的トイレは基本的に参加者⽤。観覧者の利

用も可能なので今後ホームページで周知や配

布⽤プログラムへの掲載等を実⾏委員会で検

討したい。仮設の多目的トイレは通常の仮設

トイレの約

所の確保が難しく現状は周辺施設等に協⼒い

ただいているが、利⽤状況等も⾒ながらトイ

レ設置の可能性を実⾏委員会で検討したい。
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旧市域の防災⾏政無線には放送設備

を本庁舎、消防本部、総合保健センターに設

置、東部４支所管内も各支所、各地域消防署

と消防本部に設置。これらは非常用電源を備

え、屋外拡声器に非常用バッテリーを内蔵な

ど災害・停電等の情報伝達機能を確保。本庁

舎設置のＪアラート、Ｌアラートも非常用電

源を備え、国や道との通信を衛星回線と

2 回線での運用等対策をしている。

委員会：自由研究は、児童自身の興味・

関心に基づいて其々が自由に設定。進める上

で生ずる課題や疑問は様々な内容が考えられ

るため統一的問合せ窓口の設置は難しいが、

中央図書館では⾃由研究等でよく利⽤されて

いるテーマを児童にもわかりやすい簡単な手

引書を作成し、図書館での調べ方や本のリス

ト等を案内している。教育委員会も問合せが

⼊った際はアドバイスを⾏いたい。

ワッショイはこだてで利⽤可能な多

目的トイレは基本的に参加者⽤。観覧者の利

用も可能なので今後ホームページで周知や配

布⽤プログラムへの掲載等を実⾏委員会で検

討したい。仮設の多目的トイレは通常の仮設

トイレの約 10倍の設置スペースが必要。場

所の確保が難しく現状は周辺施設等に協⼒い

ただいているが、利⽤状況等も⾒ながらトイ

レ設置の可能性を実⾏委員会で検討したい。

環境保全、災害防止等開発区域内の

住⺠に必要かつ有効で貴重なオープンスペー

ス。⾃転⾞等を使⽤しての移動が制限される

低学年)にとって身近で安全に

遊べる場所として市は必要なものと認識。し

かし、他都市で都市公園等の再整備や機能転

換、統廃合等様々な取り組み事例があるので

今後の公園の在り方等については要検討。

旧市域の防災⾏政無線には放送設備

を本庁舎、消防本部、総合保健センターに設

置、東部４支所管内も各支所、各地域消防署

と消防本部に設置。これらは非常用電源を備

え、屋外拡声器に非常用バッテリーを内蔵な

ど災害・停電等の情報伝達機能を確保。本庁

舎設置のＪアラート、Ｌアラートも非常用電

源を備え、国や道との通信を衛星回線と

回線での運用等対策をしている。

自由研究は、児童自身の興味・

関心に基づいて其々が自由に設定。進める上

で生ずる課題や疑問は様々な内容が考えられ

るため統一的問合せ窓口の設置は難しいが、

中央図書館では⾃由研究等でよく利⽤されて

いるテーマを児童にもわかりやすい簡単な手

引書を作成し、図書館での調べ方や本のリス

ト等を案内している。教育委員会も問合せが

⼊った際はアドバイスを⾏いたい。

ワッショイはこだてで利⽤可能な多

目的トイレは基本的に参加者⽤。観覧者の利

用も可能なので今後ホームページで周知や配

布⽤プログラムへの掲載等を実⾏委員会で検

討したい。仮設の多目的トイレは通常の仮設

倍の設置スペースが必要。場

所の確保が難しく現状は周辺施設等に協⼒い

ただいているが、利⽤状況等も⾒ながらトイ

レ設置の可能性を実⾏委員会で検討したい。

環境保全、災害防止等開発区域内の

住⺠に必要かつ有効で貴重なオープンスペー

ス。⾃転⾞等を使⽤しての移動が制限される

にとって身近で安全に

遊べる場所として市は必要なものと認識。し

かし、他都市で都市公園等の再整備や機能転

換、統廃合等様々な取り組み事例があるので

今後の公園の在り方等については要検討。

旧市域の防災⾏政無線には放送設備

を本庁舎、消防本部、総合保健センターに設

置、東部４支所管内も各支所、各地域消防署

と消防本部に設置。これらは非常用電源を備

え、屋外拡声器に非常用バッテリーを内蔵な

ど災害・停電等の情報伝達機能を確保。本庁

舎設置のＪアラート、Ｌアラートも非常用電

源を備え、国や道との通信を衛星回線と JG 

回線での運用等対策をしている。

自由研究は、児童自身の興味・

関心に基づいて其々が自由に設定。進める上

で生ずる課題や疑問は様々な内容が考えられ

るため統一的問合せ窓口の設置は難しいが、

中央図書館では⾃由研究等でよく利⽤されて

いるテーマを児童にもわかりやすい簡単な手

引書を作成し、図書館での調べ方や本のリス

ト等を案内している。教育委員会も問合せが

⼊った際はアドバイスを⾏いたい。 

ワッショイはこだてで利⽤可能な多

目的トイレは基本的に参加者⽤。観覧者の利

用も可能なので今後ホームページで周知や配

布⽤プログラムへの掲載等を実⾏委員会で検

討したい。仮設の多目的トイレは通常の仮設

倍の設置スペースが必要。場

所の確保が難しく現状は周辺施設等に協⼒い

ただいているが、利⽤状況等も⾒ながらトイ

レ設置の可能性を実⾏委員会で検討したい。

環境保全、災害防止等開発区域内の

住⺠に必要かつ有効で貴重なオープンスペー

ス。⾃転⾞等を使⽤しての移動が制限される

にとって身近で安全に

遊べる場所として市は必要なものと認識。し

かし、他都市で都市公園等の再整備や機能転

換、統廃合等様々な取り組み事例があるので

今後の公園の在り方等については要検討。 

旧市域の防災⾏政無線には放送設備

を本庁舎、消防本部、総合保健センターに設

置、東部４支所管内も各支所、各地域消防署

と消防本部に設置。これらは非常用電源を備

え、屋外拡声器に非常用バッテリーを内蔵な

ど災害・停電等の情報伝達機能を確保。本庁

舎設置のＪアラート、Ｌアラートも非常用電

JG 

回線での運用等対策をしている。 

自由研究は、児童自身の興味・

関心に基づいて其々が自由に設定。進める上

で生ずる課題や疑問は様々な内容が考えられ

るため統一的問合せ窓口の設置は難しいが、

中央図書館では⾃由研究等でよく利⽤されて

いるテーマを児童にもわかりやすい簡単な手
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詳細は：検索サイトで「函館市議会議事録」を⼊⼒してください。
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荒木の視点

影響を最⼩限に留める、地域の安全が⾼まる

発生にかかるコストより安いといったメリットがある。

荒木あけみ

荒木：

重要と考えているが

部組織（⺠⽣委員、町会、ハ

設、警察、児相など）との連携について

ものへ

荒木：

人観光客の調査結果について

ひいては誘致にどのように活用

 

荒木：

合が進み、学校までの距離がのびることで通学時間が

⻑くなる。⽣徒が増えると

習用具の保管場所が少なくなる。

ちが増える。対処するなら

い時期と感じるが

荒木：

対する予防教育として、

はこれまでも市内⼩中学校でも⾏われてきた

を通じた

月１４日(木

詳細は：検索サイトで「函館市議会議事録」を⼊⼒してください。

大綱１ 生活保護の現状と今後

         

荒木の視点⇒社会が複雑化し、

が多様化。生活保護に関わる職員

大綱２ 外国人観光客のニーズ把握と課題

荒木の視点⇒調査結果をどう分析し、どう活用するのかを

想定した調査設計になっているのか。

大綱３ 疲れ、傷つく子どもへの支援（疲れている子ども）

荒木の視点⇒児童生徒の鞄の重さは、全国的な問題となって

いる。市の認識と今後の対応を確認したい。

３ 疲れ、傷つく子どもへの支援（傷つく子ども）

                      

荒木の視点⇒予防教育には

影響を最⼩限に留める、地域の安全が⾼まる

発生にかかるコストより安いといったメリットがある。

荒木あけみ

荒木：ケースワーカーによる対応の平準化や資質向上が

重要と考えているが

部組織（⺠⽣委員、町会、ハ

設、警察、児相など）との連携について

ものへ充実させるため何が必要と考えている

荒木：昨年実施した函館市観光動向調査における外国
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員研修の他、国や道が主催する研修会等に積

極的に参加させ、資質の向上を図っている。

外部組織との連携は具体的な事案を通じて被

保護者の抱える問題に向き合い、お互い顔と

名前の分かる信頼関係を築くことが重要。

  

教育委員会：

常的に持ち帰る必要のない学習用具は教室内

の保管棚や余裕教室のロッカー、特別教室等

に保管、⼜は私物管理を習慣づけるため都度

持ち帰る場合等ある。統廃合に伴い余裕教室

が少なくなる学校は各学校の実態に合わせて

荷物の保管方法を決める。登下校時の負担は

各学校で個⼈差等を踏まえ、保護者の協⼒を

得ながら丁寧な対応が必要と考える。

 

子ども未来部：

要。小学生の

⼒やいじめ等様々な暴⼒から⾃分の⼼と⾝体

を守るための具体的方法を伝えるもので非常

に有効。今年度は市内３校で試⾏的に実施。

来年度も実施を検討。市内⼩学校のすべての

子どもたちが少なくとも在学中に

受けられるよう取り組みたい。

 

観光部：結果からは、国籍や性別等の属性毎

の訪問動機、嗜好、移動手段、滞在日数、観

光消費額等を把握可能。訪問動機、嗜好等は

其々の国や地域対象のプロモーションで活用

し、移動手段等では外国人観光客の動線を把

握し、重点的プロモーションを⾏う観光周遊

ルートの選定や新構築、観光消費額ではター

ゲット層の選定、経済効果の算出等に活用。
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