
八戸駅西地区で盛り上がり隊 
 令和３年４月 定例会 

 
 
日 時：令和 3 年 4月 14 日(水)18 時 30 分 
場 所：FLAT HACHINOHE (FLAT X) 
事務局：八戸市都市整備部市街地整備課 

 

次 第 

 

１．開会（挨拶） 

２．全体連絡（事務局からお知らせほか）                      

３．グループでの意見交換 

  (1)現状報告 

  (2)今年度取り組んでみたいこと 

  (3)メンバー募集方法について 

  (4)その他                     

４．閉会 

 

 

 

 



    

 

R3.4.14 市街地整備課 

令和３年度の八戸駅西地区のまちづくり活動スケジュール見通し 

 
 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

定例会 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

ラジオ体操 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

各種イベント             

全体会議           ◎  

協議会設立 関係者意見交換 協議会（案）検討 協議会設立 
協定

締結 

 

定例会：八戸駅西地区で盛り上がり隊定例会、毎月第二水曜日 18 時 30 分実施 

ラジオ体操：盛り上がり隊によるラジオ体操（毎月第二日曜日９時実施予定） 

各種イベント：未定のため検討中 

全体会議：各関係者が集合する会議。まちづくり協議会設立の報告を目指したい 

協議会設立：事務局で関係者の意見を聞きながら事務を進める 

 

  

 （参考）令和２年度の盛り上がり隊の会議に参加いただいたメンバー 

 

赤澤 勝崇    阿波 友海    石橋 龍也    上野 茂宣 

岡田 英     岡田 羽湖    小田 正徳    小田桐 咲 

河村 雅庸    北田 幸太    小泉 友二    小関 みち子 

小町 一磨    小向 満夫    坂上 哲郎    酒田 善宏 

坂本 雄太    佐々木 美佐子  佐々木 正和   澤田 育子 

渋谷 佳央    田中 莉奈    留目 恒一    中堀 哲也 

箱﨑 真也    箱﨑 彩英子   長谷川 哲也   福士 真由 

松本 圭右    三浦 誠純    村田 健将    吉田 悠馬 

若林 クリス  

                             （敬称略） 



（八戸駅西地区まちづくり活動参考資料） R2.7.8

施設 管理者 利用について

1 FLAT HACHINOHE
FLAT ARENA
（フラット　アリーナ）

XSM社 通年型アイスリンクをベースとしておりますが、ア
リーナ面に断熱床を敷設することで多目的に利用可
能です（要設営作業）。原則として有料となりますが、
八戸市多目的アリーナ条例枠適用時間帯については
応相談。

2 FLAT X
（フラット　クロス）

XSM社 FLAT HACHINOHEのエントランススペースを活
用し、駅前ホールとしての活用等、さらに幅広な利用
を想定できます。貸切予約する場合、商業利用の場
合は原則として有料となります。

3 FLAT ＳＰＡＣＥ
（フラット　スペース）

XSM社
及び八戸市
公園緑地課

管理者にご相談ください。

4 近隣公園 八戸市
公園緑地課

管理者にご相談ください。

5 シンボル
ロード

八戸市
駅西区画整
理事業所⇒
道路維持課
（R2秋ごろ
移管予定）

管理者及び警察署にご相談ください。
このとき、道路法、道路交通法の制限がかかります
ので注意ください。

6 沿線の
換地

それぞれの
地権者

管理者の判断になります。
（市では仲介しません）

7 沿線の
未指定地
（保留地）

八戸市
駅西区画整
理事業所⇒
売却予定
（時期未定）

売却前は一時的に利用できる場合があるので管理
者にご相談ください。
ただし、土又は草地のため天候等による地盤等への
対応及び現状復旧が必要となります。

8 駅前交通広場 八戸市
都市政策課

管理者にご相談ください。

9 八戸駅東西
自由通路
（北側）

八戸市
都市政策課

管理者にご相談ください。

10 八戸駅東西
自由通路
（南側）

ＪＲ東日本 管理者の判断になります。

11 駅西区画整理
事業所

八戸市
駅西区画整
理事業所

平日昼間は業務に使用しています。
休日時間外等については管理者にご相談ください。

12 駅西区画整理
事業所
（屋外敷地）

八戸市
駅西区画整
理事業所

管理者にご相談ください。

※活動に際しては、当然、活動内容に係る関連法規（例：食品を販売する場合は食品衛生法）
　　などを遵守する必要があります。
※表中の施設については、裏面の配置図も参照ください。
※まちづくり活動で検討される場合には、定例会（月例会）などで事務局にご相談ください。

令和２年度に八戸駅西周辺の公共施設等をまちづくり活動に利用する場合の条件等について



八戸駅

①FLAT
HACHINOHE
（フラット
アリーナ）

②FLAT
X

③FLAT
SPACE

④近隣公園

⑥沿線の
換地

⑦沿線の
未指定地

⑧駅前
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⑨自由通路（南側） ⑩自由通路（北側）

配置図

Non Scale

⑥沿線の
換地

⑤シンボル
ロード



公園利用者のみなさまへ 

(仮称)八戸駅西中央公園の利用について 

当公園は現在整備中ですが、令和３年４月１日より整備が完了した一部を試験的に一般開放して 

います。利用に際しては次のことにご留意ください。 

１ 通常の使い方について                                

○散歩や散策、ベンチでの休憩や芝生広場での軽い運動などを楽しむことができます。 

○トイレもあり通年で開放していますのでご利用ください。 

○他の利用者がいる場合にはお互いに譲り合うとともに、他人の迷惑にならないよう配慮 

しながらご利用ください。 

    ○公園内には駐車場はありませんのでご来園の際は公共交通機関や周辺の有料駐車場を 

ご利用ください。また、隣接する FLAT HACHINOHEへの無断駐車や周辺への路上 

駐車はご遠慮ください。 

２ 申請が必要な使い方について                             

（１）公園内で次のことを行う場合には、事前に八戸市公園緑地課へ申請が必要となります。 

内 容 使用例 

行商、募金その他これらに類する行為 
物販や飲食物販売、キッチンカー、フリー 

マーケット等 

業としての写真又は映画の撮影  

興行その他これに類するもの 野外のコンサートやスポーツイベント等 

競技会、展示会その他これらに類する催し
地域のスポーツ・レクリエーション大会、 

クラシックカー展示会等 

（２）料金について   試験開放中のため無料 

※公園整備工事が完了し試験期間が終了した後は有料となります。 

（３）申請～使用までの流れ 

      ①事前問合せ、相談 

八戸市公園緑地課へ使用可能な日時や内容について問合せ、相談 

      ②申請書類提出 

       使用が可能な場合には次の書類を八戸市公園緑地課へ提出 

        ○使用申請書  ○配置図  ○内容がわかる企画書やチラシ（様式任意） 

        ○（※火気使用の場合）消防署への届出書類写し 

      ③承認書を発行 

       書類確認後、公園緑地課から使用条件などを記載した「承認書」を発行 

      ④公園使用 



（４）使用を承認しない又は承認の取り消しについて 

 使用に際し次に該当する場合には、承認をしない又は承認を取り消すことがあります。 

①風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。 

②公園施設を損傷するおそれがあると認めるとき。 

③公園の管理・保全に支障があると認めるとき。 

④集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると 

認めるとき。 

⑤使用承認の条件を守らなかったとき。 

⑥偽りその他不正の行為により使用の承認を受けたとき。 

⑦承認後、使用を認めない事由に該当することとなったとき。 

⑧その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。 

（５）ＦＬＡＴ ＳＰＡＣＥとの一体使用について 

      公園と隣接地の FLAT SPACEを一体的に使用することも可能です。 

（FLAT SPACEの一部は公園敷地となっています。） 

      FLAT SPACEの使用については、下記の連絡先までお問い合わせください。 

＜ＦＬＡＴ ＨＡＣＨＩＮＯＨＥ管理者＞ 

 クロススポーツマーケティング株式会社 FLAT HACHINOHE 事務所 

〒039-1101 青森県八戸市大字尻内町字三条目 7-7 FLAT HACHINOHE 

TEL 0178-20-7821   FAX 0178-20-7822  Email flathachinohe@xsmktg.com
HP https://flathachinohe.com 

    なお、申請については公園と FLAT SPACEそれぞれの施設ごとに必要となります。 

またフラットスペースの使用は有料となります。 



３ 禁止行為について                                   

公園内では次のようなことが禁止されています。  

内 容 例 

1 公園施設等を損傷し、又は汚損すること わざと遊具や施設を壊したり、落書きをすること 

2 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること 公園の土を採ったり、石を採ったりすること 

3
公園管理者の許可なく竹木を伐採し、又は植物を

採取すること 
許可なく公園内の草木を採取すること 

4 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること  

5
公園管理者の許可なく印刷物、ポスター等を配布

し、又は掲示すること 
許可なく公園内でビラ配りやポスター掲示をすること

6 立入禁止区域に立ち入ること 工事等により立入禁止としている区域に入ること 

7

他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる

行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しく

は動物の類を携帯すること 

他の公園利用者の迷惑や危険につながる遊び（試合形

式の野球やサッカー等）やペット類の放し飼いをする

こと、ラジコン飛行機等を飛ばすこと など 

8 指定された場所以外で火気を使用すること 
許可なく敷地内で花火やバーベキュー等をすること 

※敷地内は「禁煙」です。 

9 指定された場所以外に車両を乗り入れること 
許可なく公園敷地内に車を停めたり、乗り入れたりす

ること 

10 その他公園の管理に支障がある行為をすること  

お問い合わせ先 

〒031-8686 八戸市内丸一丁目１－１ 

八戸市 都市整備部 公園緑地課 

管理緑化グループ 

電話 0178-43-9141 FAX0178-47-0746 

E-mail：koen@city.hachinohe.aomori.jp 


