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■今月の表紙
「ノルウェージャン・ジュエル」
　写真は、５月10日に函館に寄港したノルウェージャン・
クルーズ・ライン所属のノルウェージャン・ジュエル（９万
3502㌧)を撮影した一葉です。
　今年度の当市へのクルーズ船入港予定は31隻で、過
去最も多かった平成26年度の37隻に次ぐ寄港数となっ
ており、来年度は40隻を超える見通しとなっています。
　また、来年度は世界的に有名な英国の豪華客船「クイー
ン・エリザベス」（９万900㌧）や、昨年７月に市・観光
コンベンション協会・本所が合同でトップセールスを行っ
たアメリカのアザマラ・クラブ・クルーズ社による３回
の客船寄港が決まっています。
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■北海道新幹線の機能向上、地域交通アクセスの機能向上
　これまで本所では政府やＪＲ等に対し、新幹線共用走行区間の高速化や新幹線「はやぶさ」の宇都
宮駅停車、割引切符造成等の要望活動を行ってきました。また、昨年度より国土交通省交通政策審議
会に新たに設置された「青函共用走行区間に関する高速化等ＷＧ」に参加し、東京・新函館北斗駅間
3時間台運行に向けた青函共用走行区間速度制限問題の一日も早い解決について、政府・関係各方面
に強くアピールを行っています。

■�青年部によるフルマラソン創設活動（2011年活動開始、2016年にフルマラソン実現）
　青年部の発案を商工会議所がサポート、関係機関等に働きかけ、都市型フルマラソンを実現。
2015函館ハーフマラソンと2016函館マラソンを比較すると函館・道南以外からの参加者が約
3,300人増加し、経済波及効果額は5.6億円に及ぶと推計されます。この取り組みは日本商工会議所
の平成29年度全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞『観光立“地域”特別賞』を受賞し、同大会
の認知度向上に大きな役割を果たしました。
　このほか、青年部では「函館マラソン」運営に対する積極的な協力や函館アリーナを活用したスポー
ツによる地域活性化事業の検討、冬季観光誘客推進等を目的とした新たな体験型観光コンテンツの再
発見・研究等を行っています。
　
■観光誘客に係るトッププロモーション
　毎年２・３回の頻度で、市・観光コンベンション協会と共に実施するトッププロモーションでは、
台湾、タイ、中国等のアジア地域を中心に現地の観光局や旅行会社、航空会社を訪れ、観光客誘致や
国際定期便就航の要望等を行っています。昨年７月には世界最大のクルーズ拠点であるアメリカ・マ
イアミ市のクルーズ船社に対する寄港誘致を行う等、新たなアプローチでの誘致活動も行っています。
本年は、３月に北京、天津、上海を訪れ、運休中の定期航空路線の運航再開等について要請活動を行っ
たほか、６月には航空路線開設の要請等を目的に台湾・香港でのプロモーションが予定されています。

観光振興に関する本所の取り組み
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平成29年度 来函観光入込客数推計
　函館市より５月22日に発表された平成29年度来函観光入込客数推計の概況をお知らせいたします。

　平成29年度における観光入込客数は、合計約524万７千人（前年に比べ約36万人減の93.6％）となりました。
北海道新幹線開業ブームが落ち着き、鉄道利用が前年を下回ったほか、団体客利用の貸切バスの減少に加え、
９月の連休中の大型台風の上陸により、交通機関が運休する等の影響が生じました。

観光入込客数の概要

▲青函共用走行区間に関する高速化等ＷＧ

▲日商より観光立“地域”特別賞　受賞

▲マイアミ市でのクルーズ船トップセールス
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■津軽海峡経済圏における交流の促進
　青森商工会議所とは会員間のビジネスマッチングを目的とした「会員事業所パートナーシップ構築
懇談会・交流会」を継続開催し、台湾の大手百貨店や東京都の商業施設等での青函連携商品のＰＲ販
売、青森市の「津軽海峡交流圏・大農林水産祭」への出店協力等を行いました。弘前商工会議所とは
弘前市の「津軽の食と産業まつり」や当市の「はこだてクリスマスファンタジー」等、両地域で開催
されるイベントへの相互出展による地元産品販売や観光プロモーション等を展開しています。

■�北海道新幹線新函館開業対策推進機構の活動
　同機構（平成29年3月解散）では、「はこゼミ」による地域の名物・魅力を創造していく担い手の養成をはじめ、「ようこそ！はこだてへ。」アピー
ル事業等による函館の魅力発信や電動レンタサイクル「はこりん♪」（平成29年4月より民間事業者へ運営本部を承継）の実施、観光路線バス
充実化事業や公衆無線ＬＡＮ拠点「Hakodate�City�Wi-Fi」（平成28年3月より市が承継）の整備、「はこだて公共交通楽旅まっぷ」の作成等を
通じ、観光客受入態勢の整備に努めました。

■観光を担う人材の育成
　外国人観光客受入研修会（市、観光コンベンション協会と共催）やインバウンドに対応する電子決済端末導入を図る観光消費拡大セミナーの
開催、英話・中国語等のおもてなし外国語講座やはこだて検定の実施による観光を担う人材の育成に取り組んでいます。

■五稜郭祭、港まつり、クリスマスファンタジー等のイベント開催

　当市は、函館駅周辺のホテル建設ラッシュや既存ホテルの改修工事等により宿泊客室数の増加が見込まれるほか、本年秋に函館港若松地区ク
ルーズ船岸壁の暫定供用開始が予定され、外航クルーズ船の寄港における滞在時間の拡大、レール&�クルーズによる観光客の誘発等の波及効果
も期待されます。
　市が掲げる2020年度までの観光客600万人の目標を達成するには、観光客受入態勢の更なる強化や観光客入込が落ち込む冬季におけるイベ
ント創出や磨き上げ、国内外への函館の魅力発信のほか、近年は外国人観光客のレンタカー利用が増加していることから、周辺地域との連携に
よる周遊ルートの造成等の取り組みもより重要になりそうです。
　また、観光消費による域外からの収入を雇用や地元調達等を通して域内で循環させることも大切です。今後も本所では、地域が抱える課題を
注視しながら具体策を提案していくとともに、基盤産業振興のための各種活動を展開してまいります。

　外国人宿泊客数については、台湾からの好調な入込をはじめ、タイ、韓国、香港が増加しており、全体で約
50万２千人（約９万７千人増、前年比123.9％）と２年連続の記録更新となりました。

本特集で使用する数値は、函館市観光部作成の来函観光入込客数推計を参照しております。
詳細な内容については、下記ホームページでご確認ください。

■函館市　観光企画課ホームページ■　http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/soshiki/kankoukikaku/

訪日外国人宿泊客数調べ

北海道新幹線開業効果最大化に向けたまちづくりのために
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交 通 機 関 平成２８年度 平成２９年度 前年比

バ ス ２，３９３．８ ２，１３３．５ ８９．１％

鉄 道 １，３８１．８ １，２２０．０ ８８．３％

乗 用 車 ９１２．４ ８９０．５ ９７．６％

航 空 機 ６５７．３ ６９４．９ １０５．７％

船 舶 ２６１．６ ３０７．９ １１７．７％

合 計 ５，６０６．９ ５，２４６．８ ９３．６％

　交通機関別の主な特徴としては、船舶がクルーズ船入港
数の増とフェリーの一般旅客利用の増を受け117.7％、航
空機は新たに就航した国内線ＬＣＣによる成田国際空港と
関西国際空港とのアクセス効果等により105.7％となりま
したが、他の交通機関は昨年度を下回りました。

交通機関別入込客数

▲秋葉原で青函連携商品をＰＲ
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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。

　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。

　平成30年４月１日から、障害者雇用義務の対象
として、これまでの身体障害者、知的障害者に精
神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も変わり
ました。

　障害者を雇用したことがない事業主の皆様が受入を進めるため、就職を目指す障害者を対象として職場実習を計画し、
実習生を受入れた場合に、実習に係る謝金を支給します。

　事業主が従前からある相談体制に加えて、新たに障害者の雇用管理の経験を有する担当者を配置すること、外部の障
害者雇用専門機関に相談業務を委託することなどにより、その機能を拡充する場合に、助成金を支給します。

事業主区分
法定雇用率

現　　行 平成30年4月1日以降
民間企業 ２．０％ ➡ ２．２％
国、地方公共団体 ２．３％ ➡ ２．５％
都道府県の教育委員会 ２．２％ ➡ ２．４％
※対象となる事業主の範囲が、従業員４５．５人以上に広がります。

対象となる障害者 対象となる措置 支給額 支給回数

身体障害者
知的障害者
精神障害者

新たに障害者相談窓口担当者を「増配置」 １．専従の場合（２名まで）	 １名につき月額８万円（最大６カ月）
２．兼任の場合（５名まで）		 １名につき月額１万円（最大１２カ月）

１回障害者相談窓口担当者が研修を受講 研修等の受講費の３分の２（最大２０万円）
１名につき時間額７００円（上限月１０時間かつ１０名まで）

相談業務等を専門機関に委託 委託経費として支払った額の３分の２（上限月額１０万円かつ最大６カ月）

●認定申請書の提出期限：対象となる措置を行おうとする日の前日までです。

対象となる障害者 対象となる措置 支給額 支給回数

１．	過去３年間、障害者の雇用実績がない事
業主の場合

　 • 身体障害者・知的障害者
　 • 精神障害者
２．	過去３年間、精神障害者の雇用実績がな
い事業主の場合

　 • 精神障害者
（注）	同時期に実施できる実習対象者は、実習を指

導する者１名につき３名まで

職場実習の受入
• 実習期間	１週間～１カ月（５～２０日程度）
• １日当たりの実習時間　３時間程度～

職場実習受入謝金
　実習対象者１名につき	 	 １日　５，０００円
　限度額	 	 同一年度で５０万円

同一年度
２回まで

実習指導員（※）の委嘱
（※）実習指導員の要件
• 	職場適応援助者養成研修終了者で、障害者に対す
る就労支援の経験が１年以上ある方
• 	障害者に対する就労支援や雇用管理の経験が３年
以上ある方

実習指導員への謝金	 	 １日　１６，０００円
（１日の支援時間が４時間未満の場合８，０００円）

●認定申請書の提出期限：職場実習を開始しようとする日の１カ月前までです。
●職場実習計画の策定や進め方については、最寄りのハローワーク等にご相談下さい。

金利 1.11％
 （平成30年5月16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）

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

平成30年４月１日より障害者の法定雇用率が引上げとなりました。

障害者職場実習支援事業のご案内。

障害者相談窓口担当者の配置助成金が新設されました。（平成30年4月1日施行）

事業主の
皆様へ

障害者を雇用したことがない
事業主の皆様へ

※助成金・謝金を受給するためには、助成金ごとに定められた要件を満たす必要があります。
詳しい内容につきましては、高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページでご確認下さい。

http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/index.html

がんばる経営、
応援します！ マル経融資

まずは本所＜℡２３－１１８１＞あて「マルケイの件で」とお電話ください。

事業者 経営指導員 日本政策金融公庫

➡ ➡審
査
会

推

　薦

日
本
政
策
金
融
公
庫

相談・申込受付

指導・調査

融資実行

貸付限度額
2,000万円



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

［ホ ー ム ペ ー ジ］　https://www.hokkaido.cci.or.jp/scanavi-hokkaido/
［お問合せ・申し込み先］　北海道商工会議所連合会　政策企画部　
　　　　　　　　　　　　Tel:011-241-6309　E-mail:seisaku@hokkaido.cci.or.jp　

あなたの企業の「本気」を、学生さんに伝えませんか？ 北海道の企業のための就活応援サイトが誕生しました！
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金融個別相談
融資制度についてのご相談
実施日／6月20日㈬ 10：00〜12：00
相談員／日本政策金融公庫函館支店

国民生活事業担当者

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／7月10日㈫ 10：00〜16：00
相談員／北海道信用保証協会

函館支店担当者

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／6月22日㈮ 13：00〜16：00
相談員／弁護士　堀田　剛史氏

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／6月27日㈬ 11：00〜16：00
相談員／英知国際特許事務所所属弁理士

北海道知財総合支援窓口担当者

経営相談
経営上の様々な課題についてのご相談
実施日／7月11日㈬ 13：00〜16：00
相談員／公認会計士　鎌田　直善氏

　スキャナビ北海道は、道内42の

商工会議所と北海道商工会議所連合

会が運営する北海道最大級の「地域

密着型就職支援サイト」です。北海

道の企業の継続的な魅力発信や、大

学と連携したインターンシップの募

集など学生さんとの出会いや密なコ

ミュニケーションを可能にします。

　ご登録いただきますと、簡単に自

社ＰＲ並びに求人情報を制作するこ

とができ、「北海道で働きたい！」と

思っている方に、社長の想いや学生

へのメッセージをダイレクトに発信

することができます。

対象　道内商工会議所会員企業様
①学生の採用を検討している企業様
②インターンシップの受入を検討している企業様
③社長や幹部の大学等への講師派遣が可能な企業様

*函館の皆様と共に48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）

発明・商標相談無 料

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

特許業務法人 英知国際特許事務所

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。

無料

北海道版就活支援サイト
「スキャナビ北海道」に登録しませんか？
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ボルダリングジム エクストリーム
　当ボルダリングジムは、亀田町、国道５号線沿いに店
舗を構え、平成23年のオープン以来、函館市周辺のクラ
イマーの皆様にご愛顧いただいております。
　ボルダリングとはフリークライミングの一種で、道具
を使用せずクライミングシューズと素手のみで２ｍ～４
ｍ程度の高さの壁や大岩を登るスポーツです。
　当ジムでは、初心者でも気軽に始められる課題(コース)
から、上級者でも登り応えのある135°の傾斜等、最新の
クライミングホールドを使用した幅広い難易度の課題を
用意しており、専門家に依頼し定期的にホールド（手を
引っ掛ける所）の位置を変えているので、同じジムに通
いながら様々な課題に挑むことができます。また、基礎
からしっかり学びたい初心者の方を対象とした個人指導
も行っております。
　ボルダリングを長く続けてほしいという思いから、当
ジムの利用料は、社会人の場合、初回1,500円、以降は
２時間以内800円、２時間以上1,000円、マンスリーパス
6,500円とリーズナブルな価格設定にこだわっています。
平日は17時～ 22時の営業時間なので、仕事帰りに1～ 2
時間ボルダリングを楽しむことができる等、通いやすい
環境となっています。
　当ジムには、コンペに出場したい、外岩を登るトレー
ニングをしたいという本格的なクライマーだけでなく、
運動として楽しみたい、健康づくりやシェイプアップに
繋げたい等、年齢・性別問わず様々な目的を持った方に
ご利用いただき、最近は、親子でボルダリングを楽しむ
お客様や小・中学生の利用も増えています。初心者の方
も大歓迎です。是非当ジムで思い思いのボルダリングを
お楽しみください。

ボルダリングの魅力～身体を動かす習慣づくり～
　ボルダリングは、オリンピックの競技化やテレビ番組
での新たなレジャーとしての紹介等により知名度が高ま

り、近年、競技人口が増えています。
　高い壁に登るスポーツなので、常に安全面に気を付け
なければなりませんが、必要なものはクライミングシュー
ズとチョーク（滑り止めの粉）のみで、道具を揃える
ための出費も少なく、始めてから２・３回目は筋肉痛が
伴いますが、ジムに通う頻度が週１回程度でも充分に上
達しやすいという特徴から気軽に始められ続けやすいス
ポーツだと言えます。
　身体だけを使い壁を登り切る楽しさはもちろんのこと、
レベルに応じてクリアできる課題が増えるので、成長を
実感しやすく、今まで登れなかった壁を登り切ることで
大きな達成感を得られます。また、状況を見極め、次の
ホールドを選ぶ冷静さも要求され、身体と頭をフルに使っ
て壁と勝負する面白さも魅力の一つです。
　身体づくりという面では、ボルダリングは腕だけでな
く全身の筋肉を連動させて体勢維持や移動を行うので、
バランスよく身体が鍛えられ、壁を登り切るという明確
な目標が存在することから、自身の限界に近い力が発揮
されやすく、結果、運動強度が高くなります。
　当ジムでは、上達のためのアドバイスや練習メニュー
の提案等の技術面でのサポートのほか、モチベーション
アップを目的としたジム内コンペや利用者同士の交流を
図るバーベキュー等のイベント開催を通じて、趣味とし
て楽しみながらボルダリングを続けることができる環境
づくりに努めています。

今後の目標
　当ジムは、競技としてだけでなく、壁を登り身体を動
かす“レジャー”としてボルダリングが皆様のライフス
タイルに溶け込み、その結果、身体を鍛えることや健康
づくりに繋がることを願っています。
　今後もお客様の声を反映させながら、ボルダリングをよ
り楽しめる環境づくりやサービスの向上に取り組んでまい
ります。

ボルダリングジム エクストリーム
代表　山本　忠隆

テーマ
ボルダリングの魅力
～身体を動かす習慣づくり～

NOW会員

ボルダリングジム エクストリーム
函館市亀田町8-44　TEL 090-9183-9167 
営業時間　平日17 ～ 22時 　土･祝13 ～ 20時　日曜13 ～ 19時
定 休 日　木曜日・第3日曜日

Data

Vol.57

ジム内コンペの様子

質が高く幅広い動きが楽しめる課題
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瀬
せ こ

古　利
としひこ

彦…横浜DeNAランニングクラブ総監督

福
ふくしま

島	和
わ か

可菜
な

…タレント、はこだて観光大使・金
きん

　　哲
てつひこ

彦…プロ・ランニングコーチ

大会の詳細については「２０１８函館マラソン」のホームページをご参照ください

　金哲彦氏から“体幹”にスイッチを入れるストレッチ・エクササイズ・動きづくりなどのレクチャーを受けた後、実際に走っ
て身体の感覚の変化を感じてみましょう！
　イベントの詳細や申込方法については、ＪＴＢスポーツステーション特設ページをご参照下さい。

2018 函館マラソン開催記念

第１部　１１：３０～１２：５０
第２部　１４：００～１５：２０

金 哲彦のランニングクリニック 6月30日㈯開催

函館マラソン大会実行委員会事務局 （函館市教育委員会スポーツ振興課内）
TEL ０１３８－２１－３５７６お問合せ先

　函館マラソンは今年もハーフ・フルマラソンの
同時開催で行われます。
　函館の街を駆け抜ける約8,000人のランナー
へ、陸上競技場や沿道から温かいご声援をお送り
ください。

（公財）日本陸上競技連盟公認コース　　国際陸上競技連盟公認コース
RUN as ONE - Tokyo Marathon 2019（準エリート）提携大会

（公財）日本陸上競技連盟公認コース　　国際陸上競技連盟公認コース

ゲストランナー

特 別 ゲ ス ト

URL：https://hakodate-marathon.jp/２０１８函館マラソン

ＵＲＬ：https://jtbsports.jp/　（函館マラソン公式ホームページからもアクセス可）
お問合せ先／函館商工会議所事務局 ＴＥＬ ０１３８－２３－１１８１　主　催／　函館商工会議所青年部
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　去る５月11～12日、公明党山口代表の来函に伴い、
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録に向け
た文化審議会での国内推薦についての要望を実施し
ました。
　11日には、函館山山頂レガートにおいて、「公明
党　山口代表を囲む会」を本所主催により開催し、
本所より松本名誉会頭、久保会頭、水島副会頭、公
明党から山口代表はじめ若松参議、横山参議等が出
席しました。懇親会では、久保会頭より歓迎挨拶が
なされ、道南縄文文化推進協議会の事業を通じた縄
文遺跡群の世界遺産登録に向けた機運醸成等、地域
の熱意を伝えました。
　翌12日には、函館市縄文文化交流センターにお

いて「公明党　山口代表との懇談会」が開催され、
公明党議員はじめ、柴田北海道教育長、辻函館教
育長のほか市内団体関係者、本所からは道南縄文
文化推進協議会会長の境副会頭が出席し、北海道・
北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録早期実現に向
け、文化審議会において今年度のユネスコ世界遺
産推薦候補決定を求める要望書を山口代表へ提出
しました。
　なお、本所では世界遺産登録に向けた地域の機運
醸成を目的に、道南縄文文化推進協議会 賛助会員
を随時募集しております。登録実現に向け、地域の
皆様のご協力をお願いいたします。(詳細につきま
しては、折込チラシをご参照ください。)

　去る５月31日、北海道渡島総合振興局の小田原
局長らが本所を訪れ、来春の新規学卒予定者に対す
る求人枠の確保と今春未就職のまま卒業した学卒者
に対する就職機会の拡大、多様な選考・採用機会の
拡大についての要請書を久保会頭宛に提出しました。
　小田原局長は「本年３月の新規高校卒業者の就職
内定率は、98.9％と昨年の98.5％に続き高い数値
となりました。少子高齢化による労働人口減少が進
み、新規学卒者の早期離職率が高い状況の中、今後
とも道南地域の経済発展を図るため、新規学卒者に
対する求人枠の確保と拡大、若者雇用促進法に基づ
く企業の職場情報の開示について引き続き協力願い
たい」と説明しました。
　また、函館公共職業安定所の成田所長からは「働
き方の多様化等により転職・再就職が一般的になっ
ている中、厚生労働省では『年齢にかかわりない転

職・再就職者の受入れ促進のための指針(転職指針)』
を策定しており、地域限定正社員制度や通年採用の
普及についても併せてお願いしたい」と説明しました。
　会員の皆様におかれましては、来春の新規学卒予
定者に対する求人枠確保や今春未就職のまま卒業し
た学卒者に対する就職機会拡大に加え、地域限定正
社員制度の普及や転職・再就職者の受入促進につい
てご協力をよろしくお願いいたします。

北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録に向けた要望
公明党山口代表へ文化審議会での国内推薦について要望

会議所のうごき

新規学卒者に係る求人要請

▲小田原局長 (右) から要請書を受け取る本所酒井専務理事

▲5月12日　懇談会の様子▲5月11日　函館山山頂にて記念撮影
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　第49回箱館五稜郭祭が去る５月19日・20日の日
程で開催されました。
　19日は、函館市内にある箱館戦争ゆかりの地に
おいて碑前祭を実施したほか、五稜郭タワーアトリ
ウムにおいて記念式典ならびに第31回土方歳三コ
ンテスト全国大会を開催しました。コンテストでは、
全国各地から19名の参加者が集まり、土方歳三の
最期を迫真の演技で競い合った結果、金谷藍子さん

（函館市）が優勝しました。
　また、20日の維新行列・音楽パレードは、函館
吹奏楽連盟の 6 団体による華やかな演奏をはじめ、
旧幕府軍や明治新政府軍らに扮した約400名の参加
者が、中島町から五稜郭公園までを行進し、行啓通
や五稜郭公園では大砲を合図に箱館戦争を再現し
た殺陣パフォーマンスを行い、会場に詰め掛けた観
客は大きな歓声を送り、迫力の演技に見入っていま
した。

　去る 5 月 3 日・ 4 日、福岡市内において、両日述
べ230万人が来場したゴールデンウイーク日本最大
級の人出を誇る「福岡市民の祭り博多どんたく港ま
つり」が開催され、その中で函館市・函館国際観光
コンベンション協会・本所の三者による函館市の観
光プロモーションを実施しました。
　今回は、両日にわたり福岡市役所前広場におい
て観光PRブースを設置し、パンフレットの配布や
VRによる函館の街並み体験イベントを行い、 4 日
には福岡市役所前ステージにおいて、ミスはこだて
によるPRや日本航空㈱赤坂祐二社長による福岡か
らの空路アクセスの紹介が行われたほか、キッズダ
ンスチームを交えて全員でいか踊りを披露しました。
　 2 日間を通じて、これまで機会の少なかった九州
に対して、効果的なプロモーションを行うことがで
きました。

第49回箱館五稜郭祭
箱館戦争の歴史を維新行列で再現

福岡市「博多どんたく港まつり」に 
おいて函館市観光プロモーション
を実施

▲ステージでのPRの様子

▲観光PRブースの様子

土方歳三コンテスト優勝者の金谷さん（中央）

大迫力の殺陣パフォーマンス
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　去る 5 月 9 日、長崎商工会議所観光消費拡大委員
会一行 8 名(団長：嶋崎委員長)が函館市を訪れ、
フォーポイントバイシェラトン函館において意見交
換会を行いました。
　当日は、長崎商工会議所の嶋崎委員長、本所水島
副会頭よりそれぞれ挨拶がなされた後、引き続き、
本所永澤中小企業相談所長より「函館商工会議所の
観光振興に対する取り組みについて」をテーマに講
話が行われました。
　その後の質疑応答では、行政との連携の在り方や
外国人の雇用状況等について、活発な意見交換が行
われました。

　去る５月16日、北斗市総合分庁舎において第一
回目となる「新函館北斗駅を核とするインバウンド
等対応策検討協議会」が開催され、本所より境副会
頭が出席しました。
　この協議会は、北海道新幹線の各駅の整備にあた
り、インバウンドを含めた観光、それを活かした広
域的な街づくりに寄与できるよう、関係自治体をは
じめとするまちづくりの関係者等から広く意見収集
することを目的に、鉄道・運輸機構と北海道が共同
で設置したもので、当日は機構より北海道新幹線の
概要および建設進捗状況について報告、北海道大学

観光学高等研究センター石黒准教授より「インバウ
ンド観光市場の動向と観光地域経営における駅の役
割」と題した講演が行われたのち、出席委員による
意見交換が行われました。本所境副会頭からは、駅
舎の構造や設備が利用者の利便に即していない点に
ついて具体的に指摘があり、改善を望みました。こ
の協議会は今年度数回開催される予定となっています。

　去る５月29日、函館経営者協会平成30年度定時
総会ならびに講演会を村瀬会長をはじめ5名が出席
し、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。
　定時総会では、平成29年度事業報告ならびに収
支決算、平成30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。また、任期満了に伴う役員改
選では、役員全員が留任することとなりました。
　総会後は、政治ジャーナリストの泉 宏 氏を講師
に迎え、「危機突破解散説も飛び交う混迷政局の舞
台裏」と題した講演が行われ、森友・加計問題で混
迷を極める安倍政権に係る背景や政権の行方、今後
の日本経済の動向等について解説があり、参加者は
熱心に耳を傾けていました。
　引き続き、講師の泉氏を交えて行われた昼食会で
は、和やかな雰囲気の中、親睦を深め、盛会裡に終
了しました。

長崎商工会議所
観光消費拡大委員会の視察団が来函

新函館北斗駅を核とする
インバウンド等対応策検討協議会

函館経営者協会
平成30年度定時総会

▲開催に先立ち挨拶する水島副会頭

▲今後の政権の行方や日本経済の動向等について解説する泉氏
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　去る 5 月29日、平成30年度通常総会・懇親会を
外崎会長はじめメンバー68名が出席し、花びしホ
テルにおいて開催しました。
　通常総会では、平成29年度事業報告ならびに収
支決算、また、新年度における基本方針を盛り込ん
だ平成30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。議案審議後には、青森商工会議所青年
部より、佐藤会長はじめ 6 名のメンバーによる「商
工会議所青年部第 3 回全国ゴルフ大会青森大会」の
開催ＰＲが行われました。
　総会終了後に開催された懇親会では、来賓として
工藤市長、久保会頭はじめ37名のほか、青森商工
会議所青年部の佐藤会長はじめ６名のメンバーが加
わり総勢111名が出席し、６委員会の紹介や活動へ
の意気込みを発表する等、和やかな雰囲気のなか交
流を深め、盛会裡に終了しました。

　去る 5 月12日、新年度のスタートに伴い、当青
年部活動の円滑化と会員相互の親睦を目的とした標
記花見会を会員事業活性化委員会の主管で、外崎会
長はじめ会員および家族ら29名が参加し、五稜郭
公園において実施しました。
　当日は、天候にも恵まれ、桜の木の下でジンギス
カンを楽しみながら、参加者同士が委員会の枠を超
え交流し、親睦を深める等、和やかな雰囲気のなか、
盛会裡に終了しました。

　本所では、６月１日から９月末日までクールビズを実施しております。
　期間中、職員は軽装にて業務を行っております。

Ｃ
ク ー ル ビ ズ

ＯＯＬＢＩＺ実施中です！

青年部
■平成30年度 通常総会・懇親会を開催

函館市浅野町４-１７　TEL：０１３８-４３-９１０１
URL: https://nunome.shop/　　

㈱布目㈱布目

第62回函館圏優良土産品推奨会　函館商工会議所会頭賞

（200ｇビン×2個）…………………… 2,592円
(込)

塩
辛
の
真
髄
を〝
極
〞め
る
べ
く
、

良
質
な
原
料
を
使
い
熟
練

し
た
技
で
造
り
上
げ
た
逸
品

社長のいか塩辛　極

▲懇親会を終えての記念写真 ▲開会にあたり乾杯の発声をする外崎会長

■会員親睦花見会
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お問合せ　企画情報課　℡０１３８－２３－１１８１

連絡先／函館市縄文文化交流センター　TEL ２５－２０３０　FAX ２５－２０３３　Ｅメール jomon-center@hjcc.jp

　はこだて検定は、函館の街に関する歴史・文化・産業・地理・
人々の暮らしなどの学習を通じて、街への愛着や誇りを再認
識していただき、函館の魅力を観光客や全国の方々へおもて
なしの心を持って紹介できる人材を育成することを目指して
実施しています。
　「知識を仕事に活かしたい」とお考えの観光産業従事者の
方や「我こそは函館通」という好奇心旺盛な方に最適です。

講座の詳細については、折込チラシをご参照ください。

７月２７日より 毎週金曜日夜
８週連続講座

受験者必携 !!公式テキストブックと過去問題集で試験対策 !!

施 行 日

平成30年11月４日㈰
募集期間８月６日㈪～９月28日㈮

※各種割引があります。詳しくは本所ホームページをご覧ください。

受験料／ 初級３,０００円
 上級５,０００円

第13回　函館歴史文化観光検定（はこだて検定）

過去問題集　好評発売中!!
　過去（第５回から第12回）の試験問題
と模範解答を収録しています。
函館商工会議所でのみ販売しています。

初級（Ｂ5版168頁）　５００円（税込）

上級（Ｂ5版186頁）　５００円（税込）

３年ぶりのリニューアル　2018年2月改訂発刊 
はこだて検定　公式テキストブック

定価２,１６０円（税込）
函館商工会議所・市内書店で販売

　函館・道南についての歴史・文化・産業・地理・人々の暮らし等、地域の魅力を一連
の流れとしてわかりやすくまとめています。ぜひ、テキストを手に取り、当地域が持つ
たくさんの“ストーリー”に触れ、その魅力を多くの人に伝えて欲しいと願っています。

平成29年施行　第12回試験問題
初　　級

　幕末期の箱館で活躍した高田屋嘉兵衛は、1769年（明和６）に淡路国で
生まれ、24歳で沖船頭となった後、1796年（寛政８）に1,500石の所有船
を新造して船主となり、初めて箱館に入港した。
　この時に、新造された所有船はどれか。
１．辰悦丸　２．観世丸
３．沖鷹丸　４．千島丸� 答�１�

上　　級
　1991年（平成３）の「函館ハーフマラソン大会」から歴史を重ね、2016年 

（平成28）からフルマラソンとハーフマラソン同時開催の「函館マラソン」
となり、「美しい街の、眺めのいいコース」として、人気の高い大会として
定着しつつある。2017年（平成29）のこの大会開催月は次のどれか。
１．５月　　２．６月　　
３．７月　　４．８月�� 答�３�

函館市縄文文化交流センター開催講座 

縄文体験講座「親子で楽しむ海浜学習」
　海の生き物を観察しながら、縄文人の食について学んでみませんか。講座では岩場で採取した貝殻の標本も
製作します。
日　　時／ 平成30年 ７月１日㈰ 午前９時～１２時
会　　場／ 臼尻町弁天岬
 	（集合場所：函館市縄文文化交流センター）
対　　象／ 小学生とその保護者
定　　員／ 10人（申込順）	※保護者を除く
参 加 費／ 500円 ※保護者を除く
申込方法／ 下記の連絡先まで電話またはＦＡＸ、Ｅメールにて

お申込み下さい。

「はこだて検定受験講座」のご案内

ご案内

受験者におすすめ！！

主催：はこだて検定合格者の会
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函　　　　館
施設名 電話番号 優待情報

湯の浜ホテル 0138-59-2231
基本宿泊料金より10%割引
（除）�4/28～5/5､ 7/4・5､ 7/14・15、8/8～14、�

9/15・16・22・23、10/6・7

フォーポイントバイシェラトン函館 0138-22-0111 「ウェルカムドリンクサービス」（１８：００までにチェックインされたお
客様にウェルカムドリンクを一杯サービス）

ホテル函館ロイヤル 0138-26-8181
基本料金より10％割引
（除）�4/28～5/5、7/14･15、8/10～15、9/15・16・22・23、

10/6・7
ホテル法華クラブ函館 0138-52-3121 基本料金より15％割引、法華クラブ函館店のみ適用

ホテルニューオーテ 0138-23-4561 基本室料より10％割引
（除）4/28～5/6、7/14・15、7/28～8/15

ウイニングホテル 0138-26-1111
通常料金より10%割引
（除）�4/28～5/5､ 7/14・15、8/1､ 9/15・16・22・23、

12/31～1/2

函館シーサイドカントリークラブ 0138-58-3361 平日7,736円→6,900円、土曜12,812円→9,900円、
日祝13,892円→10,900円（３バック、４バック　セルフカートプレイ）

箱館高田屋嘉兵衛資料館 0138-27-5226 入館料　大人300円→270円､ 小人100円→90円
函館山ロープウェイ 0138-23-3105 乗車券購入時サービス券提出でオリジナルポストカードプレゼント

五稜郭タワー 0138-51-4785 通常料金にてタワーチケット購入のお客様へ五稜郭タワーオリジナ
ルポストカードプレゼント（一人一枚）他の割引と併用はできません

元町ガラス工房 0138-27-8836 ガラス工芸体験料10%割引!!
体験のメニューは20種以上（5名以上は前日までに要予約）

北島三郎記念館 0138-26-3600 通常料金1,540円→1,380円　営業時間午前9:00～午後18:00まで

シネマ太陽函館 0138-22-2021
映画鑑賞料大人1,800円→1,300円､ 学生1,500円→1,300円､ �
小人（中学生以下）1,000円→800円
※３D作品ご鑑賞の際は、別途３D鑑賞料金が必要となります。

大　　　沼
施設名 電話番号 優待情報

函館大沼プリンスホテル 0138-67-1111 商工会議所会員様特別料金
※詳しくはホテルへお問合わせください

ＣＣＩＳに関するお問合せ先 函館商工会議所　企画情報課
住所　函館市若松町７-１５　ＴＥＬ　０１３８-２３-１１８１

函館近郊の利用可能施設（順不同）

ご利用になれる施設は、　　　
ホームページからご覧ください。http://www.ccis.jp/ccis/

Information

　CCIS は商工会議所の会員限定のサービスで
す。道内商工会議所会員事業所の方なら、従業
員の方やご家族も含め、割引料金で施設をご利
用になれますので、レジャー･ビジネスにぜひ
ご活用ください。

上記料金は予告なく変更される場合があります。ご予約・ご利用の際は施設にお問い合せ下さい。
このサービスを利用するには、「会員優待サービス券」が必要になります。

「会員優待サービス券」は、

本号に同封しております！！



ご紹介新入会員

New Face
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
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事業所名 主な営業内容
㈱ガーデン デザイン、広告

㈲神山食研 飲食業

炭火ジンギスカン　いい田屋 飲食業

ＭＹ設備 管工事業

クリーンカンパニー 清掃業

㈱サイン 不動産業

㈲田中自動車商会 自動車整備業

ほり自動車工業 自動車板金塗装業

㈲プライム 貸衣裳業、プロデュース業

㈱ＴＡＳＫ 建設業

めいぼくリフォーム 建築業

フロンティア 土産品販売・卸売

Ｖｉｅｗｉｎｇ ＩＴコンサルタント

㈱ＮＹＫ 不動産管理、物品販売

鈴木英数教室 塾、家庭教師

㈱明伸建設 建設業

事業所名 主な営業内容
玄工業 建設業

瀬戸塗工 塗装工事

青木造園土木 造園業

㈱みらいテクノ 警備業

㈲拓翔電設 電気工事業

トゥーラビッツ（同） 通信販売業（農産物 /海産物）

㈱北友フーズ 水産物卸売業

㈱斉藤設備 管工事業

けい整骨院 整骨院

Ｍａｋｅ－ｓｈｏｐ　ＨＩＲＯＭＩ 化粧品小売業

㈱椿谷商会 消防設備

ウェルクリーン 清掃業

㈱前側建設 建築工事業、土木工事業、不動産業

㈲ビッグハンド 建設業

㈱ステップホーム 不動産業

㈱彩り家 飲食業

� （順不同、敬称略）
本号では、1月～4月末日までにご入会いただいた会員様を紹介させていただきました。

�ご入会ありがとうございます。

お問合せ先　企画情報課　（TEL　２３－１１８１）



知って得する
ビジネスマナー

　人財育成トレーナー・ビジネスマナー講師。
大学卒業後、日系および外資系航空会社にて国
際線客室乗務員として17年間勤務。現在は、
人財育成トレーナーとして接遇サービス、対人
コミュニケーションについての講演・研修を企
業や団体にて行う。客室乗務員時代に身につけ
たファーストクラス仕様のサービスを元にした、
ユニークな研修が好評を博す。年間180回以上
の研修と講演をこなす。著書に、『ファースト
クラスに乗る人のシンプルな習慣』『15秒で口
説く　エレベーターピッチの達人』などがある。

美月　あきこ /みづき・あきこ

ご紹介新入会員

New Face
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　経営者の皆さんには申し上げるまでもありませんが、
全てが順風満帆に進むビジネスなどありません。ビジネ
スに、つまずきは付き物です。時には、顧客や取引先の
怒りを買ってしまうミスなども起こり得るでしょう。ミ
スは無いに越したことはありませんが、ミスを怖れてい
てはビジネスを推し進めることはできません。大切なの
は、ミスをした後の対応です。そこで今回は、ミスをし
てしまったことによる顧客や取引先からのクレームへの
対応術をご紹介します。
　まず、お伝えしたいのは、「どんなクレームも、全社
として責任を取るべきである」ということです。たとえ、
ミスが一人の社員によるものであったとしても、その社
員だけの責任にしてはいけません。全社員に責任の認識
があれば、先方からのクレームの電話をたまたま取った
社員も、他人事ではなく“自分事”として対応できます。
それにより、先方の怒りは少なからず落ち着くでしょう。
その後に対応する担当者も、スムーズに本題に入ること
ができます。クレーム対応は、全社として責任を取り、
チームワークを持って対応する。その意識を、全社員に
浸透させましょう。
　次に、クレームに対する効果的なテクニックをご紹介
します。先方からのクレームの内容を聞いていると、必
ずしもこちらにばかり責任があるわけではない場合があ
ります。このとき、全面的な謝罪はこちらだけの非を認
めることになってしまうので避けなくてはなりません。

ですが、先方を不快にさせたという事実に対しては、しっ
かりとおわびをしましょう。それだけでも、先方の気持
ちを和らげる効果があります。
　おわびを伝えたら、後はひたすら先方のクレームに耳
を傾けます。疑問などを感じたとしても、決して否定し
てはいけません。先方が話し終わる前に、口を挟んでも
いけません。とにかく傾聴の姿勢を示し、先方の気持ち
に寄り添いながら、具体的に何に対して腹を立てている
のか、何をしてほしいと要求しているのかを冷静に分析
します。
　先方のクレームをひと通り聞き終えたら、次はこちら
から、トラブルの原因やいきさつなどを詳細に説明しま
す。これによって、先方にできる限り納得してもらいま
しょう。先方に誤解があった場合は、それもこのとき解
決しますが、だからといって先方を責めてはいけません。
誤解させてしまったことに対しても、しっかりとおわび
しましょう。
　クレーム対応の最後は、クレームの内容を解消する策
を伝え、すぐに実行に移すことです。これによって、先
方からの信頼は回復していきます。
　クレームには、誠心誠意対応することが最重要です。
無責任な対応は、第二、第三のクレームにつながりかね
ないので注意してください。

「クレームへの的確な対応」
人財育成トレーナー　美月　あきこ
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　地元食材にひと手間かけた盛り付けや演出が評判
を呼び、ランチタイムには多くの女性客でにぎわう
イタリアンの店。「食べることは生きること。食の
大切さを探求したい」と話す今さんが幸畑にある自
宅を改装し、2013年12月にオープン。「青森大学
の裏手、閑静な住宅街にあり飲食店としては立地が
良いとは言えません」と話すが、ネット情報や口コ
ミ等で噂を聞きつけ、県外、海外からも訪れる。手
作り看板が目印のドアを開けると、店内はノスタル
ジックな雰囲気が漂い、癒しの空間へと誘う。
　看板メニューの自家製「生パスタ」は、うどん職
人の経験を生かし粉にこだわり、材料の配合にも試
行錯誤しながら完成させた一品。上品な味わいと歯
ごたえが人気だ。「プリンセスオムライス」は、ドレー
プ状の卵を使いドレスをまとった様に仕上げた。自
慢のこだわりメニューは「心も体も満たされる」と
上々のよう。今さんのこだわりは「医食同源」。「過
去に病を患った経験から、特に『健康食』を強く意
識しています」。契約農家が作った食材に注がれる
まなざしは厳しい。
　もう一つの売りは、最高の料理とぜいたくな時間
が味わえる「一日一組限定」（予約必要）のディナー
コース。「メニューはお客様の要望を聞いた上で提
供しています。料理の仕込みから始まって自分が納
得する料理をお出しするには一日一組が精いっぱい
です」。記念日など人生の特別な日に合わせて予約

する客が多いようで、予約は一カ月先まで埋まって
いる。
　東奥学園高校調理科を経て、フレンチやイタリア
ン、大手ハンバーガーチェーン店など幅広い経験を
持つ。「この世界に入って21年。今まで出会ったす
べての人と食材が自分の師匠」と話す。地元テレビ
局はもとより大手航空会社や雑誌などにも取り上げ
られ注目を浴びる。
　良き協力者である妻の知依さんは調理をする今さ
んの傍らに寄り添い、接客を担当。二人三脚で切り
盛りする店にはアットホームな時間が流れる。「イ
タリア料理はもともと家庭料理。自分の思っていた
イメージに合っていたからイタリアンの店を始めま
した。お客様とのつながりを大事にしながら、地域
を元気にする店として、その存在感を高めたい」

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5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。

「Konkitchen.」
� オーナーシェフ　今　　計実�さん商 工 プ ラ ザ

「生パスタ」が看板メニュー。健康にこだわった地元食材を厳選

「作り手の“真心”が伝わるような料理をお出しするよう
心がけています」と話す今さんと妻・知依さん



会員事業所の
みなさまへ

[お問合せ先]

函館商工会議所
〒040-0063　函館市若松町7-15

TEL 0138-23-1181  FAX 0138-27-2111　

[引受保険会社]

アクサ生命保険株式会社
函館営業所

生命共済

福祉団体定期保険の給付内容 見舞金・祝金制度の給付内容
給付金額

給付内容 1 口 給付金額
給付内容 1 口

死
亡

不慮の事故による死亡　　　　　　　２５０万円

２万円

１万円

５万円

病気入院見舞金
(5日以上入院されたとき)

１律
５,０００円

上記以外の事由による死亡 ５０万円 結婚祝金 ５,０００円
出産祝金
(配偶者を含む) ５,０００円

障
度
高

害

不慮の事故による高度障害 ２５０万円

病気による高度障害 ５０万円

入
院
・
治
療

不慮の事故による入院

ガン入院一時金

６大生活習慣病入院一時金

ガン先進医療による療養

1日につき
２,０００円

＊記事の内容は生命共済制度の一部を記載したも
のです。ご加入にあたってはパンフレット、重
要事項説明書等(契約概要・注意喚起情報)を必ず
ご覧ください。

福利厚生制度にご活用いただけます
業務上・業務外を問わず

24時間保障

ガン入院一時金・ガン先進医療一時金
6大生活習慣病入院一時金

1年更新で医師の

診査なし
剰余金があれば

配当金も！
商工会議所独自の

給付制度も！

健康増進に役立つ付帯サービスも
健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

NEW

入院給付金付災害割増特約･ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付 定期保険（団体型）
＋函館商工会議所独自の給付制度（見舞金･祝金制度）

日
帰
り
入
院
か
ら
保
障
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自衛隊函館地方協力本部援護課 道南地域援護センター

電 話 ：0138（32）0488（FAX兼）

《合同企業説明会に関するお問い合わせ先》

函館地方協力本部ＨＰ

※自衛官には、任期制（短期採用）により２０歳代で退職する、各種
資格や社会的マナー（躾）を身に付けた隊員が数多くおります。
御社の即戦力として是非、ご採用ください。

日時：平成３０年７月１３日（金）09:30～12:00

会場：ﾌｫｰﾎﾟｲﾝﾄﾊﾞｲｼｪﾗﾄﾝ函館（出展費無料）
（住所：函館市若松町１４番１０号 TEL0138-23-8888）

協賛：北海道自衛隊退職者雇用協議会函館支部

★平成３０年度 合同企業説明会★

応募期限：６月１５日（金）
※ブースの数に限りがあるため、参加企業様が多数となった場合、

勝手ながら締め切らせていただきます。

若い即戦力あります！
２０歳代で退職する自衛官の

再就職先を求めています

～参 加 企 業 様 募 集～


