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　新年あけましておめでとうございます。

　平成29年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶

を申し上げます。

　私は昨年10月開催の臨時議員総会において、

函館商工会議所の第26代会頭に選任されました。

歴史と伝統に培われた本商工会議所の会頭に就

任し、その責務の重大さを痛感し、身の引き締

まる思いです。

　また、これまで６年間に亘り函館地域の経済

活性化、さらに地域の長年の悲願であった北海

道新幹線の開業や北海道縦貫自動車道大沼公園

ＩＣ・七飯ＩＣ間の着工、本商工会議所創立120周

年記念事業やフルマラソンの開催など、数々の

重要プロジェクトに参画し、その先達者として

ご尽力された松本名誉会頭のこれまでのご労苦

に対しまして、衷心より感謝を申し上げます。

　さて、ご承知のとおり函館市の経済状況は、

北海道新幹線開業により好調な観光産業を牽引

役として、住宅建設も前年を上回っているほか、

金融においては事業者向け貸出金残高も前年を

上回り、生産活動は一部で回復に向けた動きが

見られるなど、全体としては持ち直し基調にあ

ります。しかし一方で、幅広い業種において人

手不足が顕在化し、売上チャンスを逃す事例も

報告されているほか、スルメイカの不漁が地元

の基幹産業である水産加工業へ甚大な影響を及

ぼしているなど予断を許さない情勢であり、そ

れぞれの対策を早急に進める必要があると感じ

ております。

　また、北海道新幹線の開業効果を目の当たり

にし、地域の産業振興の基盤となるインフラ整

備の重要性をあらためて実感されている方も多

いと存じます。新幹線については、青函共用走

行区間や盛岡以北の高速化、特急料金の割高感

や在来線乗継不便の解消、潜在需要掘り起こし

のためのはやぶさ宇都宮停車実現など、経済波

及効果を持続させるための課題がまだまだ多い

ことから、一日も早く改善されるよう取り組み

を進めて参ります。

　建設が進む北海道縦貫自動車道や函館新外環

状道路、函館・江差自動車道の早期完成はもち

ろん、函館港若松地区の大型客船専用埠頭の整

久保　俊幸
函館商工会議所 会頭
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備決定、台湾や成田を結ぶＬＣＣ航空路線や中

国との新規国際定期航空路線の利活用による誘

客促進、函館空港を含む道内７空港一括民営化

を踏まえた利活用策と合わせ、これら陸・海・

空の交通基盤を有機的に結びつけた振興策も必

要と考えております。

　交通インフラが整備され地域間の時間距離が

短縮されることによって、地元中小企業には「機

会」として広域的なビジネスチャンスと、「脅威」

として地域間競争が新たに生じることとなりま

す。本商工会議所では「機会」を活かす取り組

みとして、松本名誉会頭が掲げた「南進政策」

による市場拡大策を、津軽海峡圏をはじめとす

る東北・北関東・首都圏へ向けて引き続き積極

的に展開して参ります。日本全国で人口減少が

進む時代のなか、地方創生においては、地域の

外から獲得した収入を、地元の各種産業に確実

に波及させることが求められています。「南進政

策」を契機として、地元企業経営者と従業員が

内発的意思と自らの努力で持続的な発展の道を

切り開き、「脅威」を「機会」に変えられるよう、

函館・道南地域のレベルアップを図りたいと思

います。

　函館がこれからも元気で魅力ある街であり続

けるために、地域総合経済団体であります本商

工会議所といたしましては、本年度の事業計画

で六つの柱を基本方針に掲げており、国や北海道、

函館市など関係機関とも連携し、地元中小企業、

小規模企業が活発な経済活動を行えるよう総合

的な支援を行うとともに、中心市街地活性化の

推進にも鋭意取り組んでまいります。

○バランスある産業構造の形成

○�高速交通体系の進展による地場産業の広域展

開（南進政策）

○�近隣商工会との連携強化による、食・観光・

物流における、域内および海外等域外への進

出促進

○�アジア各地域からの航空定期便等就航による

インバウンド観光の促進と受入態勢の整備・

強化

○�国が掲げる地方創生に即した各事業の積極展

開と関連団体との連携強化

○�常議員会、部会、委員会活動の活発化と会員

増強等組織財政基盤の強化

　会頭就任にあたり、この基本方針を充分に踏

まえながら、私が長らく取り組んできた「北海道・

北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録も、関係

する推進組織と連携を図りながら、実現を目指

して精力的に推進して参りたいと思います。

　私の座右の銘は「謙虚にしておごらず、さら

に努力を」であります。引き続き地元中小企業

の経営安定と地域振興のため、経済活性化に全

力を尽くしてまいりますので、今後とも皆様の

ご支援とご協力をお願い申し上げます。

　結びに、本年が皆様とご家族にとって実り多く、

健康で幸せな一年となりますよう祈念いたしま

して、ご挨拶といたします。

年 頭 所 感
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　あけましておめでとうございます。本号では新春企画として、
正副会頭にお集まりいただき、本所の今後の方針、施策だけで
なく、プライベートも含めた自身のことについても語っていた
だきました。
　正副会頭がそれぞれ描く未来の函館やまちづくりに対する思
い、そして、人柄も伝わる対談となりました。

特集

【酒井専務理事】
　新年あけましておめでとうございます。
　函館商工会議所は、昨年11月１日に久保会頭が新しく
就任され、新体制がスタートしました。
　新春にあたり、正副会頭に今年の抱負や夢・目標をお
伺いするほか、改めて誌面を通して皆様に自己紹介の場
をご提供したいと思い、この対談を企画いたしましたの
で、どうぞよろしくお願いいたします。
　早速ですが、一つ目のテーマ「自己紹介」ということで、
性格や休日の過ごし方、座右の銘や行動理念等、それぞ
れご自身の簡単な自己紹介をお願いします。

【久保会頭】
　昨年のともえ11月号でも就任のご挨拶をさせていた
だきましたが、改めて自己紹介させていただきます。昨
年、第26代会頭に就任いたしました久保　俊幸と申しま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
　私の座右の銘は「謙虚にしておごらず、さらに努力
を」です。何事にも真剣に取り組み、人に負けないくら
いの努力を続けていけば必ず道は開けるものと信じてい
ます。何事も「持続すること」が大切で、会議所の事業
や会社の業務において、以前から続けていることはこれ
からも続けていきたいと思います。北海道新幹線が開業
し、多くの観光客が函館を訪れ、街が賑わっている現在
の光景は、先人たちの並々ならぬ努力の賜物であると思
います。そして、我々は、その意志をしっかりと受け継ぎ、
未来をこの手で切り拓いていかなければならないと考え

ています。そのためにも、若い世代とのコミュニケーショ
ンを密にし、夢を語り、一緒に現実を見据えながら連携
を深めていきたいと思います。
　私の性格は、自分では温厚だと思っているのですが、
妻からは短気な部分もあると指摘されることもあります
し、負けず嫌いな面も持っていることも自覚しています。
　私は、蘭の花が好きで、自宅の庭で栽培し、手入れを
したり、庭でイスに腰掛け、のんびりと空を眺めるのが
休日の過ごし方です。また、ゴルフも好きですが、最近
はあまり時間が取れないので、今後は、空いた時間を利
用し、ウォーキング等で基礎体力を付けていきたいです。

【境副会頭】
　副会頭の境　勝則と申します。どうぞよろしくお願い
いたします。
　私は二十代の頃、松本名誉会頭と出会い、人生で大事
なことをたくさん教えていただきました。名誉会頭から
学んだことが今の自分を形成していると言っても過言で
はないです。学んだことの中に、「絶対に社会から後ろ
指さされる生き方はするな」という言葉があり、心の誓
いの一つになっています。
　趣味はゴルフと海釣りです。季節に応じて色々な所に
釣りに出かけます。

【水島副会頭】
　副会頭の水島　良治と申します。どうぞよろしくお願
いいたします。

酒井専務理事 中野副会頭 境副会頭 久保会頭 水島副会頭 村瀬副会頭

会　　頭　　久保　俊幸　
副 会 頭　　境　　勝則
副 会 頭　　水島　良治
副 会 頭　　村瀬　　充
副 会 頭　　中野　　恒
専務理事　　酒井　康次

平成29年 正副会頭新春対談
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　私の経歴は、北洋銀行で38年務めた後、交洋不動産で
２年社長職を務め、１年半前に、函館空港ビルデングで
の仕事を始めました。
　自分の性格は、あまり自覚していないのですが、妻か
らは“極楽とんぼ”だと言われます。何事も最終的には
なるようにしかならないが、それを何とかするのが私の
信条で、くよくよしないことから、妻にそう言われるの
だと思います。
　座右の銘は、ウォルト･ディズニーの有名な言葉で、「夢
を求め続ける勇気さえあれば、その夢は必ず実現する」
です。また、「誠実・情熱・謙虚」、この三つの言葉を大
事にしています。
　休日は、高校２年生の時に付き合い始めた妻と当時の
デートコースを巡ったり、温泉巡りをして過ごしていま
す。
　手品が得意で、お酒の席で披露することがあります。
特にネタを仕込んでいなくても、身近にあるもので披露
し、簡単なネタであれば、常に20～30個用意しています。

【村瀬副会頭】
　副会頭の村瀬 充と申します。どうぞよろしくお願い
いたします。
  座右の銘は持ち合わせておりませんが、自分の中で糧
となっている出会いについてお話しします。弊社は私で
四代目なのですが、別の仕事を経て、四十代になって後
継者として入社した頃、あまり経営に関心が持てず熱が
入らないまま仕事をしていました。しかし、札幌の機械
産業の若手グループと出会い、交流するなかで、創業社
長達の熱い思いを聞き、多くの刺激を受けたことが今に
生きていると感じています。
　昔はゴルフが好きだったのですが、腰を痛めたのを
きっかけにウォーキングを始め、そこからバードウォッ
チングが趣味になり、鳥を撮影するようになって写真も
趣味になりました。香雪園によく行きますし、税務署近
くの亀田川も穴場です。秋以降の季節がおすすめで、木
の葉が散ってからは、鳥の様子がよく見えるので、より
観察を楽しむことができます。

【中野副会頭】
　副会頭の中野 恒と申します。どうぞよろしくお願い
いたします。
　中学生の頃にブルース・リーのファンになって影響を
受けました。映画「燃えよドラゴン」のなかに出てくる
彼のセリフに「Don't think, Feel ！」という言葉があり、
「頭で考えるな、身体で感じろ」という意味なのですが、
今の経営も生活も、この言葉が原点になっていると思っ
ています。
　私は、自宅でオオタカを飼育しています。もう15歳に
なります。鳥が健康で長生きするにはトレーニングや体
重管理が重要でして、胸を触って筋肉の付き具合を確か
めて、夏に羽が生え変わった頃から飛ばしています。他
にはレース鳩や犬も飼っています。動物と一緒に生活し
たくて広い敷地が確保できる七飯町に住んでいます。

【酒井専務理事】
　皆さん、ありがとうございます。次のテーマですが、「会
議所活動を通して形にしたいことや意気込み」、そして、
「函館の現状と課題」と「今後の函館の展望と夢」につ
いてお話しをお聞かせください。

【久保会頭】
　函館の経済界には、市や会議所をはじめ、様々な協会、
団体があり、個々に大きな力を持っていますが、まとま
りが足りず、それぞれの力が分散しているように思いま
す。私が会議所活動の中で形にしたいと思うことは、今、
函館にあるそれぞれ違う方向を向いた力を一本化するこ
とです。
　それぞれの団体ごとに違う信念や考え方を持ち、過去
に、すれ違う事もあったかと思います。ですが、新幹線
が開業した今は、函館にとってとても大事な時期です。
人口減少や人手不足、イカの不漁等、様々な難局を突破
するには、毛利元就の三本の矢のように、散らばった
力を結集させることが必要です。少々のことには目をつ
むって、大きな目標には皆が同じ方向に向かって進んで
行こうと声をあげるのが、商工会議所の役割だと思って
います。
　函館の現状については、人口の減少に伴う生産性の低
下に懸念があると思います。短期間で定住人口を増やす
ことは難しいことなので、交流人口を増やすという方法
に頼らざるを得ないのが現状です。交通体系や新幹線開
業等、ハード面での恵まれている部分を活かしながら交
流人口が増えるような街づくりを行っていきたいです。
また、カップルが似合うロマンチックな街というコンセ
プトからも街づくりを行っていかなければならないと思
います。観光客に旅行で訪れたいと思わせることも必要
ですが、ここに住みたいと思わせることも大切です。特
に人口減少問題においては、女性にこの街で暮らしてい
きたいと思わせるような街づくりが重要になっていると
考えています。
　一つの例ですが、弊社の女性職員が道路工事の現場パ
トロールを行った際に、道路の段差を見て、ベビーカー
に優しくない作りの道路だね、と話していたことがあり
ます。以前、ベビーカーでも歩きやすい街、子育てする
母親に優しい街は、出産率が高いということを耳にした
ことがあります。女性ならではの繊細な視点からの意見
を反映させ、暮らしやすい街づくりと人口増加を図って
いく必要があると思います。

【境副会頭】
　副会頭ですので、しっかりと久保会頭を支えていくこ
とが一番大切な仕事だと思っています。私も副会頭を一
期経験して、こんなに忙しいものだとは思っていません
でした。
　社業があっての会議所活動ですが、大きな経済団体な

皆が同じ方向に向かって進んで行こうと声をあげるのが、
商工会議所の役割
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ので、課題も様々で、課題解決の対応もつい先延ばしに
なってしまうことがあります。久保会頭は課題解決を早
く取り組みたいという気持ちが強いので、どのようすれ
ば函館が発展していくか考えながら、街が良くなること
を優先して取り組んでいきたいと思います。
　また、函館の現状と今後の展望については、今の函館
にとって観光はもちろん大事な産業ですが、観光や交流
人口拡大だけに頼りきるのは良くないと思っていますの
で、バランスのよい産業構造の構築のために、できるこ
とを取り組んでいきたいです。

【水島副会頭】
　昨年10月下旬の新聞で、ブランド総合研究所が全国の
千の市町村、３万人を対象とした調査の中で、街の魅力
度の項目において函館市が３年連続で一番だったという
記事を目にしました。これを非常に嬉しく、そして、誇
りに思っています。この栄誉を商工会議所の会員と市民
全員で共有し、魅力のある街づくりを進めていきたいな
と考えています。課題は山積みですが、先程、会頭がおっ
しゃったようなことを力強く推し進めていけば、これか
らこの街は、より魅力を増していけると思います。
　今後の函館の展望については、人口減少が最大の課題
で、現実的に考えるとすぐに人口を増やすことは難しい
ことだと思います。これは私の曖昧な夢のようなもので
すが、海外から留学生を誘致し、ゆくゆくは、その留学
生が労働者として定住する流れを促進すれば、人口減少
に歯止めをかけることができると考えています。現在、
多くのインバウンド観光客が日本を訪れますが、特に函
館は、店やホテル、小売店や飲食店、空港も含め、流暢
な外国語でおもてなしができる人材が足りていないと思
います。海外観光客は、約85％がアジア、残り約15％
を欧米等が占めています。特に必要とされる言葉は、中
国語、韓国語、英語で、この３つの言語を留学生だけで
なく、地元の人も一緒に勉強できる学校を創立し、そこ
を卒業した人が言語を活かした職に就けるシステムを作
れば、観光客へのおもてなしが向上し、イメージが良くな
り、リピートの観光客が増えるのではないかと思います。
　私は去年８月からアメリカやアジア、ヨーロッパ等の
10か国を廻ってきました。どの国も日本人を見ると「こ
んにちは」、「いらっしゃい」と声をかけてくれました。
一言の声掛けで、歓迎してもらっているという気持ちに
なります。観光を盛り上げるには語学の面から施策を考

え、本当に観光立国を目指していますということを宣言
していけば、少しずつでも人口が増えていくという気が
します。

【村瀬副会頭】
　商工会議所ではこれまで工業部会長を務め、部会活動
を活発にと思って取り組んできましたが、会員の関心の
高い題材をあまり提示できず、参加者も少な目になって
いたと感じています。皆さんが経営者でお忙しくされて
いることもあり、難しいことかもしれませんが、オープ
ンに皆さんと語り合い、情報交換できるようにし、議員
以外の会員の皆様にも門戸を広げる等して、積極的に参
加頂ける方を増やし、忌憚のない意見を吸い上げられる
仕掛けを作りたいです。魅力ある部会活動ができれば、
今後の会議所活動の活性化に繋がるのではないかと考え
ています。一人でできることには限界がありますので、
会員の皆様から多くの知恵を集めて、地域を動かしてい
けたらと思います。そのためにもテーマは明確にしてい
きたいと思います。
　函館は市町村の魅力度１位を３年連続獲得している半
面、生活水準に関わるほかの指標の数値が低い街でもあ
ります。魅力が高いことで大勢の観光客にお越しいただ
いていますが、観光客が来ただけで終わらせてしまうと、
経済波及が拡大していきません。例えば夜景にしても、
夜景のお陰でたくさんの観光客が来てくれますが、その
夜景の明かりは人口減少と相まってだんだん暗くなって
きていると指摘する人もおり、夜景の明かりを作り出し
ている市民や企業を元気にする具体策を常に仕掛けてい
く必要があると思います。

どのようすれば函館が発展していくか考えながら、街が良く
なることを優先して取り組んでいきたい

街の魅力度ランキング三年連続一位の栄誉を皆さんと
共有し、魅力のある街づくりを進めていきたい

多く会員の皆様から忌憚のない意見を吸い上げられる
仕掛けを作りたい
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【中野副会頭】
　私が副会頭になるまで部会長や委員長を拝命していた
観光・飲食・サービス部会や青函圏委員会は、活動が活
発だったと感じます。｢青森・函館商工会議所会員事業
所パートナーシップ構築懇談会」はもう6回開催してい
ますが、青函連携商品等の成果も出始めました。委員会
も出席率が良く、目標が明確だったことが議員の皆さん
を積極的にさせたのだと思います。青函圏委員会は、今
期から「津軽海峡圏委員会」に名称変更し、人数も増え
ましたので、担当副会頭として次なる展開を、青森とよ
く相談しながら進めていきたいと思います。
　長年、観光業として商売していてつくづく感じるのは、
観光は平和を前提にした産業だということです。平成12
年の有珠山噴火や東日本大震災等の災害、国際情勢や為
替等、観光のリスク要素がたくさんあるなかで、この先、
函館をどんな人達にどうやって売り込んで足を運んでも
らうようにするか、新幹線開業の翌年だからこそ、しっ
かりと考えて提言したり実行に移したりしていかなけれ
ばと思っています。社会インフラでは、もう何十年も有
志の方々が取り組んでおられる津軽海峡大橋が実現でき
れば、物流も含めて活性化すると感じます。橋が無理な
ら自動車トンネルでも良いと思います。

【村瀬副会頭】
　津軽海峡に橋が架けられるのなら、森と室蘭の間にも
橋が架かれば、道内の物流は大幅に変わるでしょうね。

【境副会頭】
　昨年暮れに仕事で沖縄の宮古島に行ってきたのです
が、宮古島と人口約5500人の伊良部島の間に橋が架け
られていて、地元の人から伺ったら総工費が約400億
円とのことでした。津軽海峡は水深の問題もあります
が、津軽海峡に橋を架けることは現在の建築技術では決
して難しいことではないと感じています。トンネルにつ
いても、青函トンネルが約54kmで、今掘削中の北海道
新幹線渡島トンネルは約32kmと聞いていますので、自
動車トンネルとして戸井地区の汐首岬と大間の間の約
17,5kmはなんとかなりそうにも感じます。

【酒井専務理事】
　最後に、2017年の抱負について一言お願いします。

【久保会頭】
　今年、私は年男でもありますし、特別な年になりそう
です。まずは、会頭職に全力で臨むこと、そして、副会
頭や皆様と協力し、一つ一つのことに挑んでいきたいな
と思います。　
　困難は沢山ありますが、それぞれの副会頭や皆とも相
談しながら、一つにまとまって、物事を行動できるよう
なシステムを作り、協力してくれる人の言葉を信じて
しっかりと進んでいきたいです。

【境副会頭】
　まずは、健康に過ごしたいということです。それと、
私たちはこの函館の街を拠点に仕事をしているので、函
館で暮らす私たちが頑張らなければ、自分たちの幸せも
ないわけですから、とにもかくにも行動あるのみです。

【水島副会頭】
　ジョン･Ｆ･ケネディが大統領に就任した時の「国があ
なたの為に何ができるのかを問うのではなく、あなたが
今、国の為に何ができるのかを考えて下さい」という言
葉を弊社の職員へよく言っています。空港民営化で非常
に忙しくなる中で、ともすれば、自分が国に何かをして
もらいたい、誰かに何かをしてもらいたいと思うのが普
通ですが、もう一歩前進して、自分が会社の為に何がで
きるのか、函館市の為に何ができるのかということを考
えていきましょうという意味で使っています。これは、
自分自身に対しても使っている言葉です。何ができるの
かを良く考えながらそれを実現していきたいと思ってい
ます。

【村瀬副会頭】
　議員仲間から「副会頭という仕事は凄く忙しいぞ」と
のご心配をいただいていますが、できることをしっかり
と形にしていきたいと思っています。やはり、自分で使
える時間が少ないなと感じることもありますが、公私共
に与えられている時間を有効に活用していきたいと思い
ます。

【中野副会頭】
　私は、正副会頭の中で一番若く行動力を求められてい
ることを感じておりますので、他の副会頭とともに久保
会頭をしっかりと支えると同時に、自分の責務を果たし、
周りからの期待に応えていきたいです。
　また、村瀬副会頭と同じく周りの友人知人から「きっ
と忙しくなるよ」と言われているので、私も公私のバラ
ンスを大事にしたいと思います。

【酒井専務理事】
　本日は、貴重なご意見をいただきありがとうございま
した。我々事務局も一丸となって、函館の地域経済の活
性化という共通の目標に向い、それぞれの立場で尽力し
てまいる所存でございます。本年もどうぞよろしくお願
いいたします。

新幹線開業の翌年だからこそ、函館をどうやって売り込んで
いくかしっかり考え、提言し、実行したい


