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■今月の表紙
「2017函館マラソン」
　写真は、７月２日に開催された2017函館マラソンの
千代台公園陸上競技場でのスタートの様子を撮影した一
葉です。
　この大会は、昨年、初のフル・ハーフ同時開催となり、
２回目の開催を迎えました。
　当日は晴天に恵まれ、約7,000人のランナーが津軽海
峡と函館山を一望できる漁火通り等、初夏の香り漂う美
しい景観のコースを駆け抜けました。
　25度を越える８月並みの最高気温と高い湿度が多くの
ランナーを苦しめましたが、陸上競技場や沿道に集まっ
た大勢の観客からの温かい声援をはじめ、スタート地点
の陸上競技場では箱館五稜郭祭の大砲による鼓舞、第10
エイドにあたる緑の島では、ミスはこだてやイカール星
人が駆けつけたほか、函館巴太鼓振興会による演奏や本
所青年部のはやぶさＰＲ隊によるパフォーマンス等、様々
な形でエールが送られ、ランナーを励ましました。

平成２9年7月10日発行（毎月1回10日発行）
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ランサムウェアに要注意
　大規模ランサムウェアによるサイバー攻撃は日本国内においても発生し、その被害が確認されています。
　最近は、大企業だけでなく、中小企業へのサイバー攻撃も増加傾向にあり、例えば、中小企業や地方の
支店に標的型攻撃メールを仕掛け、そこから大手企業や本社が持つ機密情報を狙うサイバー犯罪も起きて
います。こうしたことを踏まえ、各事業者様におかれましても、被害に遭わないように、インターネット
環境の見直しや対策を行い、細心の注意を払いましょう。

　　　　　　　ランサムウェア「W a n n a C r y 」
　ランサムウェアの多くは、「ＷａｎｎａＣｒｙ」と呼ばれるもので、Ｗｉｎｄｏｗｓの
脆弱性等を用いて感染が拡大しています。既に一部国内でも被害が報告されています。

ランサムウェア「W a n n a C r y 」の特徴
● 感染するとコンピュータ内のファイルが暗号化され、「．WN C R Y 」という文字列がファイル末尾に追加されます。
● 身代金としてビットコインで300ドル～ 600ドル（約３～６万円）相当を要求され、７日間以内に支払いが無ければ、
データを削除すると脅迫されます。

● 感染先は、主に「 W i n d o w s X P 、V i s t a 、８」等のサポートが終了したO S が使用されているパソコンですが、
最新の状態に更新されていない「 W i n d o w s７」等にも感染が報告されています。

ランサムウェアやその対策等の詳細については、下記ウェブサイトをご参照ください。

【警　　　　　  　視　　　  　　　庁】 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/cyber/joho/ransomware.html

【IPA 独立行政法人 情報処理推進機構】 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20170514-ransomware.html

ランサムウェアとは？
　ランサムウェアとは、金銭を脅し取ることを目的とした不正プログラムで、感染するとパソコンでは、ファ
イルが暗号化されて開けなくなる、画面がロックされて使用不能になる、スマートフォンでは、画面がロッ
クされて使用不能になり、暗号化の復号や画面ロックの解除と引き換えに「身代金」を要求されるという特
徴があります。仮に、犯人の要求に応じ、身代金を支払ったとしても、データを復旧できる保証はありません。
　ランサムウェアの主な感染ルートには、メールに添付されたファイルを開く、メールに記載されたリンク
をクリックする（改ざんされた不正なウェブサイトを閲覧する）等があります。

感染は会社全体に影響も
　ランサムウェアに感染してしまうと、感染した端末だけではなく、その端末に接続しているハードディス
クやUSBメモリ等に保存しているファイルも暗号化されてしまいます。また、社内LAN等のネットワーク上
で共有しているファイル等も暗号化される恐れがあります。

対策　～被害に遭わないために～
　被害を防止する為に、下記や次ページのチェックリストのような対策の実施が推奨さ

れています。

❶不審なメールの添付ファイルの開封やリンクへのアクセスをしない
　ランサムウェアの感染には、細工したメールの添付ファイルを開封させる等の方法が用いられて

いると報道されています。メール等の確認作業を行う前に、下記② 、③の対策を実施するとともに、
不審なメールの添付ファイルは開封しないようにしましょう。

❷脆弱性の解消～ 修正プログラムの適用を行う
　Microsoft社から提供されている修正プログラムを適用（ＷｉｎｄｏｗｓＵｐｄａｔｅを利用）して下さい。今回のランサムウェ
ア対策として、既にサポートが終了しているＷｉｎｄｏｗｓＸＰ、Ｖｉｓｔａ、８等の対策パッチも公開されています。

❸ウイルス対策ソフトの定義ファイルを更新する
　各ウイルス対策ソフトをアップデートして、最新の状態に更新しましょう。

❹バックアップを作成しておく
　ランサムウェア全般に対する対策として、万が一の感染に備え、大切なデータはインターネットに繋がっていないハードディ

スクやDVD等にも保存しておきましょう。

特 集
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※ チェックリストはIPA（独立行政法人情報処理推進機構）「情報セキュリティ対策のしおり」を参考に作成しています。

情報セキュリティチェックリスト

函館方面サイバーセキュリティ連絡会議の設置について
　当地域では先駆的な取り組みとして、去る１月31日、函館方面管内の行政、金融、教育、医療、企業等を対象に情
報共有や研修、情報発信を通じ、サイバーセキュリティに関する意識の向上、サイバー犯罪の被害防止を目的に、「函

館方面サイバーセキュリティ連絡会議」が設立されました。当団体は、北海道警察函館方面本部が主体となり、本所

も含む函館方面管内39の機関・団体で構成され、はこだて未来大学 髙橋 信行 教授とネットエージェント株式会社 
取締役 杉浦 隆幸 会長が同会議アドバイザーに就任し、専門の知見者のバックアップを得て活動を行っています。
　１月31日に開催された設立総会では、髙橋教授から「情報セキュリティについて」のテーマで、情報化社会に潜む様々
な危険性について講演いただいたほか、北海道警察情報通信部函館方面情報通信部により「Wi-Fiの危険性」を理解
するための内容で研修が行われ、参加者は熱心に耳を傾け、サイバーセキュリティに関する意識を高めました。

　サイバーセキュリティについてのご相談やセミナー等のご要望がございましたら、下記のお問合せ先ま
で気軽にご連絡下さい。

お問合せ先／函館方面サイバーセキュリティ連絡会議事務局
（函館方面本部生活安全課）　TEL 0138-31-0110

診　断　項　目
結果欄

ルール 
について

実施 
について

NO1 持ち出しについて
　重要情報を持ち出す時は、パスワードロックをかけるなどのように、盗難・紛失対策を
していますか。

NO2 廃棄について
　重要書類やＣＤなどを廃棄する場合は、シュレッダーで裁断するなどのように、重要情
報が読めなくなるよう処分をしていますか。

NO3 廃棄について
　重要情報の入ったパソコン・記録媒体を廃棄する場合は、消去ソフトを利用したり、業者
に消去を依頼するなどのように、電子データが読めなくなるような処理をしていますか。

NO4 パソコンについて 　Windows　Updateを行うなどのように、常にソフトウエアを安全な状態にしていますか。

NO5 パソコンについて
　ファイル交換ソフトを入れないようにするなどのように、ファイルが流出する危険性が
高いソフトウエアの使用を禁止していますか。

NO6 パソコンについて
　社内外での個人パソコンの業務使用を許可制にするなどのように、業務で個人パソコン
を使用することの是非を明確にしていますか。

NO7 パソコンについて 　退社時にパソコンの電源を落とすなどのように、他人に使われないようにしていますか。

NO8 パソコンについて
　重要情報を取り扱うパソコンについては、インターネットに接続されていないパソコン
で取扱いをしていますか。

NO9 パスワードについて
　パスワードは自分の名前を避けるなどのように、他人に推測されにくいものに設定して
いますか。

NO10 パスワードについて
　パスワードを他人が見えるような場所に貼らないなどのように、他人にわからないよう
に管理していますか。

NO11 パスワードについて
　ログイン用のパスワードを定期的に変更するなどのように、他人に見破られにくくして
いますか。

NO12 ウイルス対策について
　パソコンにはウイルス対策ソフトを入れるなどのように、怪しいWebサイトや不審メー
ルを介したウイルスから、パソコンを守るための対策を行っていますか。

NO13 ウイルス対策について
　ウイルス対策ソフトのウイルス定義ファイルを自動更新するなどのように、常に最新の
ウイルス定義ファイルになるようにしていますか。

NO14 メールについて
　電子メールを送る前に、目視にて送信先アドレスの確認をするなどのように、宛先の送
信ミスを防ぐ仕組みを徹底していますか。

NO15 メールについて
　お互いのメールアドレスを知らない複数人にメールを送る場合は、Bcc機能を活用する
などのように、メールアドレスを誤って他人に伝えてしまわないようにしていますか。

NO16 メールについて
　重要情報をメールで送る場合は、重要情報を添付ファイルに書いてパスワードを保護す
るなどのように、重要情報の保護をしていますか。

NO17 バックアップについて
　重要情報のバックアップを定期的に行うなどのように、故障や誤操作などに備えて重要
情報が消失しないような対策をしていますか。

NO18 従業者について 　採用の際に守秘義務があることを知らせるなどのように、従業者に機密を守らせていますか。

NO19 事故対応について
　重要情報の流出や紛失、盗難があった場合の対応手順書を作成するなどのように、事故
が発生した場合に備えた準備をしていますか。

NO20 ルールについて
　情報セキュリティ対策を事業所のルールにするなどのように、情報セキュリティ対策の
内容を明確にしていますか。

NO21 専門業者等の支援について 　専門事業者の支援を受けて、情報セキュリティ対策を行っていますか。 －



中小企業相談所だより
などでお悩みはございませんか？ どんなことでもお気軽にご相談ください

金　融 経営改善 税　務 労　務 法　務 新規創業 取引照会 情報化 環境対策

会社の登記についてはお近くの司法書士にご相談下さい
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　マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小
規模事業者をバックアップするため、本所が日本
政策金融公庫に推薦し、無担保・無保証人・
低利で融資する制度です。

◎�ご利用にあたっては下記の条件を満たしていることが必要です。
　★従業員20人以下（但し商業・サービス業は５人以下）
　★事業実績が１年以上あり、函館市内に事業所のある方
　★期限の到来した納税を完了されている方

会議所スタッフ（経営指導員）が決算書などを基に融資相談を行い、審査に向けた推薦書を作成いたします。
融資実行まで日数がかかりますので、お申込みは余裕を持ってお早めにお願いいたします。

まずは本所＜℡ 23-1181 ＞あて「マルケイの件で」とお電話ください。

金利 1.11％ （平成29年6月9日現在）

返済
期間

運転７ 年（うち据置１年）
設備10年（うち据置２年）

講座内容

●�消費税軽減税率導入に対応する顧客対応
●�ファンで溢れるお店の共通点とは
●�心をつかむ！接客力アップの話し方
●�クレームを着目すると、利益があがる！
●�全国から観光客が押し寄せる本屋の接客術
●�価格を上げると、お客様の笑顔が増える！ ?

役員変更登記に必要となるもの

役員変更登記をしないまま放っておくと…
過料 ( 罰則金 ) が掛かったり、解散になっ
てしまうこともあります。

こんな時に役員変更登記が必要です⬇

商号(社名)を
変更した場合

本店移転(引越し)
をした場合

目的(業務内容)
を追加・変更
した場合

増資をした場合
代表取締役の
住所・氏名を
変更した場合

役員の 就任 重任 辞任 退任 死亡 解任 会社法所定の欠格事由に該当

●「登記申請書」　　　　　　　　
その他必要に応じて

●「株主総会議事録」　
●「取締役会議事録」または「取締役の決定書」
●「就任承諾書」	 ●住民票等の「本人確認証明書」
●「辞任届」	 ●「定款」
●「印鑑届書」	 ●「印鑑証明書」
●「株主リスト」　など

株式会社の場合、任期（最長10年）ごとに役員の変更登記が必要です!

その他の
株式会社の
変更登記の例

役員変更登記は
お済みですか？

事業者 経営指導員 日本政策金融公庫

融資実行

・相談
・申込受付
・指導
・調査

審
査
会

推

　薦

日本政策金融公庫

貸付限度額

2,000
万円

がんばる
経営、応援
します！ マル経融資



中小企業相談所だより
などでお悩みはございませんか？ どんなことでもお気軽にご相談ください

金　融 経営改善 税　務 労　務 法　務 新規創業 取引照会 情報化 環境対策

個別専門相談ご案内
相談は事前予約制となっておりますの
で、電話23-1181にご予約願います。

保証協会
個別相談

信用保証制度についてのご相談
実施日／8月8日㈫ 13：30〜
相談員／北海道信用保証協会
	 函館支店担当者

金融個別
相談

低利な融資制度についてのご相談
実施日／7月19日㈬ 午前中
相談員／		日本政策金融公庫函館支店
	 国民生活事業担当者

発明相談
特許・商標などの出願・活用についてのご相談
実施日／7月26日㈬ 11：00〜16：00
相談員／英知国際特許事務所
	 所属弁理士

法律相談
法律に関わるお悩みごとについてのご相談
実施日／7月28日㈮ 13：00〜
相談員／弁護士 堀田 剛史 氏

経営相談
経営上の様々な課題についてのご相談
実施日／8月9日㈬ 13：00〜
相談員／公認会計士 鎌田 直善 氏
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北海道よろず支援拠点（道南拠点）のご案内
開設日　毎週火曜日　9:00～17:30�※事前に電話等でご予約されるとスムーズです。
所在地　函館市桔梗町379　北海道立工業技術センター内
　　　　公益財団法人北海道中小企業総合支援センター道南支部　℡0138-82-9089

生産性を上げたい
業務のムダを省きたい

融資を受けたい
助成制度を活用したい

創業をしたい
事業計画を作りたい

販路を開拓したい
営業戦略を見直したい

相談無料　
秘密厳守

無料

*函館の皆様と共に47年…私たちが皆様からのご相談にお答えします*
毎月第4水曜日 13：00～16：00　函館商工会議所にて（9月及び１月を除く）

所 長 弁 理 士 岩﨑　孝治　　　　所長代理弁理士 七條　耕司 　　　副所長弁理士 小橋　立昌
弁 　 理 　 士 塩野入　章夫　　　弁 　 理 　 士 鈴木　康裕　　　弁 　 理 　 士 田口　滋子　　　弁 　 理 　 士 紀田　　馨　　　

弁 　 理 　 士 岩﨑　良子　　　　特別顧問弁理士 細井　貞行　 　 特 別 顧 問 岡本　清秀（元日本ライセンス協会会長）

発明・商標相談無 料

【東 京 本 部】 〒112-0011　東京都文京区千石4-45-13　TEL：03-3946-0531㈹　FAX：03-3946-4340
【虎ノ門サテライト】 TEL： 03-6206-6479
【帯広・仙台･山形・神奈川・浜松・名古屋・大阪各支部】　

URL:http://www.eichi-patent.jp

特許業務法人 英知国際特許事務所

■新商品や新サービスを作ったが思うように売れない。
■売上を伸ばすため新たな事業に取り組みたい。
■ビジネスモデルを見直して収益力を高めたい。
■会社をもっと良くしたいが、何から手をつけていいかわからない。

■社員のやる気をもっと引き出したい。
■やりたいことを実現するために、創業に向けて準備したい。
■事業承継に向けた新体制作りや人材育成がしたい。

北海道よろず支援拠点 は皆様の前向きな取り組みを共に考える

中小企業経営の応援団 です。

売上拡大 経営改善 資金調達 起業創業

皆様からのあらゆるご相談をお待ちしております。

北海道よろず支援拠点ホームページ　http://yorozu.hokkaido.jp/

ご
相
談
者

よ
ろ
ず

支
援
拠
点商工会議所等�

支援機関
相談

一緒

直接相談窓口へ

単独で

具体的なアドバイス

専門家の派遣

適切な相談先のご紹介

ご相談の
流れ
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Cafeマリオドール
　当店は、金森洋物館内で営業していましたが、平成24
年に末広町に店舗を移転し、コーヒーや紅茶はもちろん
のこと、豊富な種類のアイスクリームを目当てに訪れる
市民の皆様や国内外からの観光客からもご愛顧いただて
おります。
　当店では、お客様へゆっくりと流れる落ち着いた時間
を提供するため、お店作りにも注力しております。昭和
10年に建設された海産商問屋の建物を店舗として使用
し、入口の扉には、弥生小学校の校長室で使用されてい
た扉を譲り受け、使用しています。また、趣味で所有し
ている80年以上前に作られたねじ巻き式の時計やアン
ティーク小物・家具等を備品として使用し、和と洋の文
化が入り混じったクラシカルな雰囲気の店内となってお
ります。
　ご友人とゆっくりとお話ししたい時やちょっとだけ上
品な雰囲気でデートしたい時、落ち着いて本を読みたい
時等に是非お越しください。

夏によく合うコーヒーとソフトクリーム
　当店のコーヒーは、オープン当時から老舗「函館美鈴」
の深煎りの豆を独自の比率でブレンドしたものを使用し
ており、酸味が少なく、上質な珈琲豆の深いコクと芳醇
な香りをお楽しみいただけます。

　夏季には、ホットコーヒーとは違うブレンドのアイス
コーヒーもおすすめです。コーヒーを凍らせた氷を使用
しており、溶けても味が薄まらないので、暑い日でもゆっ
くりとお飲みいただくことができます。
　そんなビターなコーヒーと良く合うのが、金森洋物館
時代から使用している自然豊かな七飯町大沼の「山川
牧場」の新鮮な牛乳で作られた山川牛乳ソフトクリー
ムです。濃厚でありながらさっぱりとした後味が特徴
です。
　数種類のベリーで作った自家製ソースのベリーベリー
サンデーや、濃縮したコーヒーを混ぜ込んだカフェモカ
ソフト等、フレーバーには自然素材・自家製のものを中
心に使用しています。また、観光のお客様からは、ソフ
トクリームのフレーバーとしては一風変わったイカスミ
や味噌のソフトが人気です。イカスミや味噌のコクと塩
味は、ソフトクリームの甘みをより引き立たせるので、
相性抜群です。

今後の目標
　当店は、今年で創業37年を迎え、たくさんのお客様に
支えられ今日まで営業してきました。これからも、常連
さんとのお付き合いを大切にし、創業50周年を目指して
お店を続けていきたいです。
　また、今後も市民や観光で訪れたお客様へ、港街函館
のベイエリアにあるカフェならではの異国情緒あふれる
雰囲気の中で、当店自慢のコーヒーとアイスクリームと
ともにゆっくり落ち着けるくつろぎの時間を提供してい
きたいです。

Cafe マリオドール
オーナー　作田　敬子

Cafeマリオドール
函館市末広町12-7　TEL�0138-22-5671

Data

テーマ

会員NOW
異国情緒あふれる港街のカフェ

Vol.47

オーナーの作田さん

ビターなアイスコーヒーと
濃厚なソフトクリーム

和洋折衷で落ち着きある空間
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８月１日（火）
第62回道新花火大会�
開催時間／19：45～21：00
場所／函館港一帯（打ち上げ場所：緑の島）
※花火大会は雨天中止の場合５日に延期

８月２日（水）
ワッショイはこだて【十字街・松風コース】
開催時間／16：30～21：30
場所／豊川町～函館駅前～松風町
【第１部】函館港おどり
【第２部】�子供いか踊り&サマーカーニバル&青森ね

ぶた&シンガポール「マルチエスニック・ダ
ンスアンサンブル」

【第３部】函館いか踊り
※ワッショイはこだては雨天中止の場合４日に延期
※�２日・３日両日雨天中止の場合は、４日に十字街・松風コースのみで実施

８月３日（木）
ワッショイはこだて【堀川・五稜郭コース】
開催時間／16：30～21：30
場所／堀川町～千代台～五稜郭
【第１部】函館港おどり
【第２部】子供いか踊り&サマーカーニバル
【第３部】函館いか踊り
※ワッショイはこだては雨天中止の場合４日に延期
※�２日・３日両日雨天中止の場合は、４日に十字街・松風コースのみで実施

８月４日（金）
＊ワッショイはこだて予備日

８月５日（土）
歩行者天国
開催時間／16：00～20：00
場所／函館駅前交差点～松風町交差点

だいもんホコ天ストリートライブ2017
開催時間／17：00～19：30
場所／棒二森屋前

函館港おどり・いか踊り大会
開催時間／18：30～19：15
場所／はこだてグリーンプラザ前

ワッショイはこだてコンテスト表彰式
開催時間／19：15～20：00
場所／はこだてグリーンプラザ前
＊第62回道新花火大会予備日
※�８月５日に道新花火大会を実施する場合は、歩行者天国および歩行者天国で開催
するイベントは全て中止となります

協賛
行事

7月30日㈰
函館ペリーボート競漕
開催時間／9：30～14：30
場所／函館港若松南ふ頭（旧シーポートプラザ前）

※日程は内容が変更になる場合がございます。

武
たけ

田
だ

　双
そう

雲
うん

　１９７５年熊本生まれ。東京理科大学を卒業後ＮＴＴに就職、約３年後に書道
家として独立。ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」、世界一のスパコ
ン「京」など数々の題字を手がける。独自の世界観で全国で個展を開催。作品集

「たのしか」「絆」など著書は40を超える。 書道教室には約３００人の門下生が通
う（２００５年新規募集締め切り）。２０１３年度、文化庁から文化交流使に任命
され、ベトナム～インドネシアにて活動するなど、世界各国からさまざまなオファー
を受ける。
　公式ブログ「書の力」：http://ameblo.jp/souun/
　公式サイト：http://www.souun.net/、感謝69：http://kansha69.com/

書道家　武田　双雲

どんな心構えで朝起きて

どんな心構えで手足を動かして

どんな心構えで人と接するか

詳細は、「函館港まつりオフィシャルサイト」をご参照ください。

URL　http://www.hakodate-minatomatsuri.org/

函館港まつり

主催：函館港まつり実行委員会　TEL（0138）27-3535
（（一社）函館国際観光コンベンション協会内）

開港158周年記念

函館港まつり
開催!!2017年 8月1日火〜5日土
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　商業部会幹事会を去る6月20日、境副会頭、渡
辺部会長をはじめ7名が出席のもと、本所議員室に
おいて開催しました。
　当日は、函館市経済部より担当者を招聘し、中心
市街地活性化、地域産品の国内外に向けた販路拡大
等の商業施策について説明が行われました。
　出席者から、昨年10月にオープンした「はこだ
てみらい館」や、本年4月にオープンした「函館コ
ミュニティプラザ」の今後の活用促進策や、海外へ

の販路開拓の支援事業について等、活発な意見交換
が行われました。

　去る６月26日、第２回通常議員総会を、議員100
名(うち委任出席45人)のもと、フォーポイントバ
イシェラトン函館において開催しました。
　総会では、前段の常議員会にて承認された１件を
含む４件の報告事項（議員等の異動、陳情要望活動、
部会委員会活動、新会員の加入）についてそれぞれ
報告がなされ、続いて附議事項として平成28年度
事業報告ならびに収支決算について審議を行ったほ
か、退任・交代等により欠員となっていた常議員１
名、監事１名の補充選任、また定年後継続雇用規程
の一部変更についてそれぞれ審議され、いずれも原
案どおり承認されました。

■主な事業活動
　◦中小企業の経営課題への対応
　◦�新幹線開業を見据えたまちづくりの推進と地域

の活性化
　◦�地域社会や会員の声を反映した提言・意見活動

の推進

　◦�会員と地域に密着した事業の展開および会員
サービス事業の充実・拡大

　◦会員増強と組織・財政・運営基盤の強化
　◦箱館高田屋嘉兵衛顕彰会の設立
■補充選任　常議員１名
　　㈱工藤組　代表取締役　　　福西　秀和�氏
■��　同��　　監事１名
　　函館エヌ・デー・ケー㈱　代表取締役社長
　　　　　　　　　　　　　　　石黒　恭二�氏

第２回通常議員総会

■商業部会 幹事会
函館市経済部担当者より市の商業施策の説明

▲開催に先立ち挨拶する渡辺部会長

▲開催に先立ち挨拶する久保会頭
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　工業部会幹事会を去る6月23日、村瀬副会頭、
富田部会長をはじめ10名が出席のもと、函館国際
ホテルにおいて開催しました。
　当日は、函館市経済部の工業担当者を招聘し、函
館市の工業施策をテーマに、各種優遇制度による企
業誘致や、製品の高付加価値化による地場産業支援、
他地域の企業とのネットワーク構築等について説明
が行われました。出席者から「人材の確保が課題
の中、流出を抑えられるよう受け皿づくりに力を
入れてほしい」、「将来を見据えた産業別ビジョンを
明確にし施策を進めてほしい」等の意見が出され
ました。

　金融・不動産・情報部会幹事会を去る6月12日、
水島副会頭、山本部会長はじめ14名が出席のもと
開催しました。
　当日は、函館市都市建設部景観政策担当課長長谷
山氏を講師としてお招きし、「函館市のまちづくり
と景観について」をテーマに、説明がなされました。
　その後の質疑応答・意見交換において、今回の議
題について、今後、内容を掘り下げて市と協議を重
ねていくことのほか、当部会に関連する様々な案件
についても勉強会等を開催していく旨が確認されま
した。

　観光・飲食・サービス部会幹事会を去る6月13日、
中野副会頭、竹村部会長はじめ14名が出席のもと、
開催しました。
　当日は、本所・永澤中小企業相談所長より「北海道
新幹線開業から２年目を迎えての諸課題および対応策」
をテーマに、また、㈱ＪＴＢ北海道函館支店 岩山支
店長より、「ＪＴＢ北海道の訪日インバウンド・地
域活性化に向けた取り組み」をテーマに講話がなさ
れました。
　その後の質疑応答・意見交換では、青函連携や
体験型観光の仕組み作りによる地域活性化等、観
光やまちづくりの分野において北海道新幹線開業
後も残っている諸課題に対し、部会として会議所
の事業計画に沿って積極的に各関係機関との連携
を進めてゆきながら、中長期的視点から効果をよ
り高めるための方策を検討していく旨が確認されま
した。

■工業部会 幹事会
函館市経済部工業担当者より市の工業施策の説明

■観光・飲食・サービス部会 幹事会
北海道新幹線開業後の課題と対応策について協議

■金融・不動産・情報部会 幹事会
函館市のまちづくりと景観について協議

▲函館市の説明を受ける参加者

▲幹事会の様子

▲岩山支店長による講話

部 会 の 動 き
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　去る６月12日、ホテル函館ロイヤルにおいて、
水島副会頭、辻委員長をはじめ８名が出席のもと、
総務委員会を開催しました。
　会議では、常議員会へ上程する平成28年度の事
業報告ならびに収支決算についての協議、最終調整
を行いました。　
　その後、最近の当地域の経済情勢について情報交
換がなされたほか、本所の事業活動について、活発
に意見が交わされました。

　津軽海峡圏委員会を去る6月23日、中野副会頭、
宮﨑委員長はじめ12名が出席のもと、函館国際ホ
テルにおいて開催しました。
　当日は、過去のパートナーシップ構築懇談会を通
して生まれた青函連携商品の販路開拓・拡大と首都
圏における周知を目的として、去る３月23日から
28日にかけて、埼玉県東松山市のアピタ東松山店
において開催された『青森・函館フェア　うまいも
の市』に出店した際の報告を行いました。
　その後、平成29年度の委員会運営について、函
館開催となる今年度の構築懇談会や東京・秋葉原の
日本百貨店しょくひんかんにおいて各地商工会議所
が地域の産品を週替わりで販売する「地域うまいも
んマルシェ」への出店について、開催概要とスケジ
ュールの確認を行いました。

　去る6月21日、フォーポイントバイシェラトン
において、境副会頭、岩塚委員長をはじめ14名
が出席のもと、新幹線関連事業委員会を開催しま
した。
　当日は、北海道新幹線開業後の状況と今後の課題
について、事務局より説明がなされた後、今後の委
員会運営について意見交換を行い、出席者より、「商
工会議所が中心となり、新幹線の高速化をはじめ北
海道新幹線の利便性をさらに高めていくための活動
が必要ではないか」、「新函館北斗駅および新青森駅
における乗継時間の短縮化およびＩＣカードの導
入に向け、引き続き、強く声を上げていくべきでは
ないか」等の活発な意見が出され、その結果、国や
関係機関に対し、引き続き、残る諸課題のクリアに
向け陳情・要望活動等を重点的に行っていくことを
確認しました。

■総務委員会
平成28年度の事業報告ならびに収支決算について協議

■新幹線関連事業委員会
今後の委員会運営について意見交換

■津軽海峡圏委員会
今年度の委員会運営について協議

▲開催に先立ち挨拶する辻委員長

▲委員会運営について協議する出席者

▲開催に先立ち挨拶する境副会頭

委 員 会 の 動 き
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　人口減少が顕在化する函館地域において、インバウ
ンド需要を取り込むための対応人材であり、卒業後
におけるグローバル人材となる外国人留学生の地元
雇用・定着実現を目的とする誘致プログラムを策定
するための「（仮称）函館留学生誘致プログラム検
討協議会」説明会を去る 6月20日、久保会頭、境
副会頭出席のもと、本所会議室において開催しました。
　当日は、渡島総合振興局、函館市等の関係機関と
市内の大学・短大・専門学校等の関係者24名が出
席し、事務局より誘致プログラム策定に向けた協議
会の概要や今後の進め方に関する説明がなされたほ
か、出席者との質疑応答がなされました。　
　今後は、学校関係や地元企業等への留学生ニーズ
調査を経て、留学生の住居やアルバイト等の支援策等
の誘致プログラムを本格的に策定していく予定です。

　函館市の大船遺跡と垣ノ島遺跡がその構成資産で
ある「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登
録を支援するため、２市１町の商工会議所・商工会
を中心に設立された道南縄文文化推進協議会の定期
総会が、去る6月21日、フォーポイントバイシェ
ラトン函館において開催されました。

　当日は会員30名が出席し、新たに入会金のみで、
加入できる賛助会員の創設等について審議したほか、
任期満了に伴う役員改選が行われ、会長については、
久保会頭から境副会頭にバトンタッチされること等
が満場一致で承認されました。また、今年は残念な
がら推薦を逃した世界遺産登録に係る現状等につい
て説明がなされました。

　産学官が連携して、マリンサイエンス分野で世界
をリードする研究成果や革新技術を生み出し、雇用
の創出と産業経済の活性化に結びつけることを目標
に策定された「函館国際水産・海洋都市構想」とと
もに平成21年に設立された函館国際水産・海洋都市
推進機構の平成29年度定時評議員会が去る６月19日、
松本評議委員長、久保会頭をはじめとする評議員や
理事ら20名が出席のもと、函館市国際水産・海洋
総合研究センターにおいて開催されました。
　当日は、平成28年度事業報告ならびに収支決算
について審議され、いずれも原案のとおりに承認さ
れたほか、評議員・理事・幹事の選任について審議
が行われ、評議員長は本所松本名誉会頭に代わって
久保会頭が、業務執行理事（推進機構長）は東京大
学�伏谷名誉教授に代わって北海道大学�嵯峨名誉教
授がそれぞれ選任されたほか、評議員に境副会頭、
理事に村瀬副会頭が新たに加わり、顧問として松本
名誉会頭と伏谷名誉教授の二名が選任されました。

代表取締役社長　 水島　良治

■道南縄文文化推進協議会総会
新会長に境副会頭選出

■ 「（仮称）函館留学生誘致プログラム
検討協議会」説明会

市内教育機関等へ今後の方針を説明

■ 函館国際水産・海洋都市推進機構 
平成29年度定時評議員会

久保会頭が新評議員長に就任

▲説明会の様子

▲就任挨拶をする境新会長
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　台湾では初の単独物産展となる函館物産展を去る
６月２日から13日の日程で、台湾大手の遠東百貨
の「MegaCity板橋大遠百」において開催しました。
　同物産展では、市内から13企業・団体が海産物
やスイーツ、ラーメン、工芸品のほか、本所主催の
青函パートナーシップ構築懇談会で生まれた青函コ
ラボ商品等、合せて90品目を出展し、食の魅力の
売り込みや観光PRが行われました。12日間を通し、
大勢のお客様やマスコミで賑わいを見せ、参加企業
の中には、商品が完売した出展者や現地の会社から
物産展のオファーを受けた企業等があり、函館の食
や観光に対する興味の高さが窺えました。
　また、物産展初日となる２日に、工藤市長、久保
会頭、本所アジア観光物流促進委員会の中山委員長
や遠東百貨の徐社長らが参加のもと開催されたオー
プニングセレモニーでは、いかおどりや北海道の民
族歌舞団こぶし座による演舞、イカめし、もろきゅ
うの試食等が行われ、会場は大いに盛り上がりを見
せました。

　昨年、初のフル・ハーフ同時開催となり、この度
２回目を迎えた「2017函館マラソン」が去る 7月
2日に開催されました。
　開会式には、松本名誉会頭をはじめ正副会頭が出
席し、米谷道南陸上競技協会副会長の競技開始宣言
に続き、工藤市長の開会挨拶と号砲により、午前9時
にハーフ、10分後にフルの、併せて約 7千人のラ
ンナーが千代台公園陸上競技場をスタートしました。
　当日は晴天に恵まれ、青年部が運営を行った緑の
島の第10エイド（36キロ地点）では、選手への給
水をはじめ、ミニ海鮮丼や冷やし塩ラーメン等のご
当地グルメを提供し、函館ならではの特色を演出し

たほか、　新たに担当した第3・7・8・11エイド
では、青年部ＯＢ会や女性会等、各団体の協力を得
ながら、大会を盛り上げました。
　また、大会前日には、函館マラソンのより一層の
認知拡大と価値向上を図るため、ゲストランナーの
金哲彦氏を講師に迎え、「金哲彦のランニングクリ
ニック」を青年部が主催し、約80名の参加者が足
の負担を軽減させるストレッチや走り方等の指導を
受けました。

　本所・（公社）函館法人会・（一社）北海道中小企
業家同友会函館支部の3者共催による2017年合同
企業説明会が去る6月14日、フォーポイントバイ
シェラトン函館において開催され、来春に卒業見込
みとなる大学・短大・専門学校の学生や、中途採用・
Ｕターン就職を希望する社会人等が、市内はもとよ
り、道内各地からの合計55名が会場を訪れ、これ
までで最多の70社を超える企業等の採用担当者が
参加しました。　　
　この事業は、地元企業等における雇用の場を確保
する目的で毎年実施しているもので、当日は、真新
しいスーツに身を包んだ新卒者等が各企業ブースを
訪れ、採用担当者との面談に臨み、企業側に自己Ｐ
Ｒ等を記したキャリアシートを渡して、就職への意
欲を示す姿が多く見受けられ、活気あふれる説明会
となりました。

■遠東百貨での函館物産展
青函連携商品で食の魅力を売り込む

■2017函館マラソン
晴天の中、約7,000人が快走

■2017年合同企業説明会
55名の就職希望者がブースを廻り就職活動に取り組む

▲青函連携商品をPRする久保会頭ら

▲第10エイドを駆け抜けるランナー

▲採用担当者の説明に耳を傾ける参加者
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第６１回函館圏優良土産品推奨会　会頭賞

ひろめ舟祭り250ｇ…………………… 2,160円
(税込)

　函館・南かやべの白口浜真昆布、がごめ昆布、するめいか、最上級の数の子等
を原料に吟味を重ねた、極上の松前漬です。
　函館・南かやべの白口浜真昆布、がごめ昆布、するめいか、最上級の数の子等
を原料に吟味を重ねた、極上の松前漬です。

野村水産 ひろめ舟祭り

〒041-1613　函館市臼尻町245
TEL 0138-25-3456　久二野村水産㈱
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　本所松本名誉会頭が会長を務める「函館警察官友
の会」平成29年度定時総会を去る6月19日、会長
をはじめ18名が出席のもと、ホテル函館ロイヤル
において開催しました。
　当日は、平成28年度事業報告ならびに収支決算、
平成29年度事業計画ならびに収支予算の審議を行い、
いずれも原案どおり承認されました。また、役員改
選では、会長に久保会頭が選任され、前会長の松本
名誉会頭は顧問に選任されたほか、副会長には境副
会頭、水島副会頭が新たに選任されました。
　引き続き、北海道警察函館方面本部の小笠原本部
長をはじめ警察幹部の方を迎えての懇親会を行い、
盛会裡に終了しました。

　平成元年に発足以来、市民に対する防衛意識の普
及や自衛隊の激励等の活動を行ってきた函館市自衛
隊協力会（会長：本所久保会頭）の平成29年度総
会を去る６月20日、久保会長、緒方連隊長をはじ
め協力会会員企業の代表者や自衛隊関係者ら総勢
34名が出席のもと、ホテル函館ロイヤルにおいて
開催しました。
　当日は、開会に先立ち、5月15日に発生した当
市の急患搬送任務の途中で悪天候の中、航空事故に
より殉職された自衛官４名への黙祷を出席者全員で
捧げた後、議事に入り、平成28年度の事業報告な
らびに収支決算、平成29年度事業計画（案）ならび
に収支予算（案）について審議が行われ、いずれも
原案のとおり承認されました。

■函館警察官友の会
平成29年度定時総会開催

■函館市自衛隊協力会
平成29年度総会

▲就任挨拶をする久保新会長 ▲開催に先立ち挨拶する久保会長
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　６月例会を去る６月12日、外崎会長はじめメン
バー54名が参加のもと、ホテル函館ロイヤルにお
いて開催しました。
　例会では、会員相互の事業に「関心を持つこと」、「知
ってもらうこと」、「理解してもらうためのプレゼン
テーション能力の向上」を目的として、10名の会
員による３分間の自社紹介のプレゼンテーションが
行われました。
　懇親会形式で行われた当例会は、和やかな雰囲気
のなか活発な質疑がなされる等、会員企業の相互理
解を深めながら、盛会裡に終了しました。

　6月例会（植栽活動）を去る6月9日、函館市都
市建設部景観対策担当の長谷山課長、函館駅前ビル
開発㈱の辻社長を招いて、今会長をはじめ22名が
参加し開催しました。
　この植栽活動は、函館市の公園緑化推進に資する
ことを目的に昭和61年に開始し、今回で32回目を
迎えました。

　当日は、今会長より「函館市と函館駅前ビル開発
㈱、当女性会の3者が力を合わせ、函館市の景観緑
地推進に向けて一丸となって活動を続けていきたい」
との挨拶があり、函館駅前の棒二森屋店前花壇にペ
チュニア200株を植栽しました。

全道商工会議所女性会研修交流会に参加
　第31回全道商工会議所女性会研修交流会が去る
6月16日に北見市において開催され、当会より佐
藤副会長をはじめ2名が参加しました。
　当交流会は、全道各地の女性会会員が情報交換や
交流を図ることを目的に毎年開催されています。
　当日は、㈱ワイズスタッフ代表取締役の田澤由利
氏による「働き方改革で『女性の生き方』が変わる！
～女性が評価され活躍できる社会へ」と題した講演
会が行われたほか、全道18の女性会から総勢180名
が集まり、懇親会が開催されました。

■青年部
６月例会を開催

■女性会
6月例会を開催

▲例会を終え記念撮影

▲植栽を終え記念撮影

議員の異動
議員の職務を行う者の変更
・３号議員
　函館どつく株式会社
	 （旧）代表取締役社長	 野　口　忠　雄　氏
	 （新）代表取締役社長	 関　川　義　紀　氏
	 （平成29年６月12日付）
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中小機構北海道 函館オフィスへ！
中小企業経営に関するご相談は中小企業経営に関するご相談は

さまざまな課題解決のためのワンストップサービス拠点です！

専門家による無料経営相談実施中！
毎月第２金曜日

まずはお気軽に
お問合せください。

中小　北海道
詳細はインターネットで

中小企業基盤整備機構
北海道本部
〒060-0002　札幌市中央区北２条西１－１－７ 
ORE札幌ビル6F
TEL 011(210)7470 

中小企業基盤整備機構
函館オフィス
〒040-0063 函館市若松町７－１５ 
函館商工会議所ビル２Ｆ
TEL 0138(24)6600 

函館駅前
郵便局●

北洋ビル
　　●

●
函館駅

●キラリス
　函館

ホテル●
リソル函館　

棒二森屋●

★
オフィス

15

日　　時／	2017年8月27日日
	 １１：００〜１４：００
会　　場／	志海苔ふれあいひがし広場	
	 （入場無料）

プログラム／	◇函館巴太鼓（オープニング）
	 ◇函館市立銭亀沢中学校吹奏楽部の演奏
	 																																											　その他

チ
ケ
ッ
ト
販
売

前 売 券	 1,700円
	 （本所・支所にて7月26日㈬より販売予定）
	 お買い求めの際は、予めご連絡下さい。

当 日 券	 2,200円（50枚限り）
	 ※午前10時半より販売開始

主　　催	 銭亀沢地区青年部
お問合せ	 函館商工会議所　銭亀沢支所（TEL	５８−３０５７）

b

至
空
港道

道
函
館
空
港
線

b至湯の川 至恵山a

やたら家
　 ●

ローソン
●

志海苔
ふれあい
中央広場

滑走路

津軽海峡

パーク
ゴルフ場●

●志海苔館跡高松新湊線

国道278号
■
志海苔バス停
　（函館バス）

●

志海苔ふれあいひがし広場

黒豚
バーベキュー祭り

第19回

7月10日㈪より会員に限り、電話予約受付中!!
（支所は時間により不在の場合があります）

自然の餌を食べて育った ブランド黒豚「函館男爵黒豚」をバーベキューで食べよう!!

肉が柔らかく

脂が甘い

「函館男爵黒豚」
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　ＣＭでお馴染みの栄養機能食品「肝助」はじめ県
産大和しじみを使った冷凍、レトルト食品など30
種類の商品を扱う。半世紀以上の歴史を持つ、しじ
みの産地問屋「福島商店」の販売会社として平成
10年に設立。「全国有数のしじみ産地である十三湖、
小川原湖から直接仕入れ、加工・販売まで一括管理
することで良質の商品を提供しています。しじみに
関しては一切の妥協はありません」と力を込めた。
　煮汁だけを原料とした純粋エキス100％「肝助」
は、独自の製法で粉末化（貝殻と身は使用せず）し
た。同14年には加圧加熱殺菌機を導入、レトルト
食品の開発にも乗り出す。「しじみみそ汁」は「肝助」
と並ぶ売れ筋商品に成長。このほか、加工技術を生
かしアサリ、ハマグリ、ホタテを使用した商品もラ
インナップに並ぶ。
　近年、しじみエキスの有効成分に関する研究が進
んでいるが、同社は地方独立行政法人・青森県産業
技術センターと共同研究を行い、しじみ貝の処理方
法やエキス製造の分野で特許を取得している。「し
じみをマイナス4度の温度でゆっくり冷凍すると、
肝臓にいいとされるアミノ酸『オルニチン』量が最
大限に引き出されるということや、しじみに含まれ
るアミノ酸化合物『アコルビン』に肝臓を保護する
効用があることが、研究を通して分かりました。こ
れら研究成果を新たな商品開発に活用しています」。

　健康食品の販売を通して消費者の健康増進に寄与
したい―が企業理念。「従業員の健康管理、健康づ
くりの推進は、企業のリスクマネジメントとしても
重要。『健康経営』に力を入れるとともに、安心・
安全な健康食品をお届けすることで、県や企業が
取り組んでいる短命県返上運動にも貢献したい」と
話す。
　しじみは二日酔いに効くと言われ、アミノ酸が豊
富に含まれるなど健康食として注目度が集まる。特
別史跡「三内丸山遺跡」の貝塚からは、しじみが多数、
発見されている。「私たちの先祖は古来より健康食
として、しじみを食していたのでしょう。しじみ専
門店として、しじみのチカラを発信していきたい」

青森商工会議所会員事業所のご紹介
青森商工会議所会報『かけはし 6月号「商工プラザ」』より会員事業所の取り組みを紹介します。

「株式会社�しじみちゃん本舗」
常務取締役　相　馬　秀　詩�さん商 工 プ ラ ザ

純粋エキス「肝助」はじめ県産しじみ使用の冷凍、レトルト食品に人気

「しじみには健康に良い成分が豊富に含まれています。
しじみパワーを味わって」と話す相馬さん
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函館商工会議所　企画情報課
TEL0138-23-1181

北海道支店函館支社
〒０４１－０８０６ 北海道函館市美原１‒１８‒１０　東京海上日動ビルディング５Ｆ
TEL0138-45-4511　FAX0138-45-3561


