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■今月の表紙
「日本最大級の起重機船」
　表紙は、若松埠頭で行われている岸壁の整備のため
入港した日本最大級の起重機船「洋翔」を撮影した一
葉です。
　若松埠頭は、函館駅から徒歩４分ほどの好立地にあり、
乗船客は「金森赤レンガ倉庫」や「函館朝市」など徒
歩で周遊することができます。
　本格供用は2022年を予定されており、今後函館市の
大きな看板になると期待が高まっています。
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特集 令和元年度 来函観光客入込客数推計
　函館市より５月２８日に発表された令和元年度（２０１９）来函観光客入込客数推計の概況をお知らせします。

　令和元年度上期（４月〜９月）に函館市を訪れた観光客数は約３４３万９千人（前年同期比約１８万８千人
増、５.８％増）となりました。下期（１０月〜３月）は約１９３万人（前年同期比約８万人減、４.０％減）で、合計約
５３６万９千人（前年同期比約１０万８千人増、２.０％増）となりました。

　宿泊観光客数が前年度比１０.８％減に対し、日帰り客数が前年度比２７.０％増と大きな差が出ました。宿泊と日
帰り観光客数の合計では、５３６万９千人で（前年度比５２６万１千人、２.１％増）となりました。道外の観光客数は
３２２万４千人（前年度比３４０万５千人、５.３%減）道内の観光客数は２１４万５千人（前年度比１８５万６千人、
１５.６％増）となりました。

　平成28年の北海道新幹線開業以降、2番目の高水準となりました。

観光客入込客数の概要

年度別観光客入込客数の推移

月別宿泊・日帰り観光入込客数　

� （単位：千人）

年度 入込客数 前年度対比

Ｈ２２ ４，５８６ １０５．９％

Ｈ２３ ４，１０８ ８９．６％

Ｈ２４ ４，５０１ １０９．６％

Ｈ２５ ４，８１９ １０７．１％

Ｈ２６ ４，８４０ １００．４％

Ｈ２７ ４，９４７ １０２．２％

Ｈ２８ ５，６０７ １１３．３％

Ｈ２９ ５，２４７ ９３．６％

Ｈ３０ ５，２６１ １００．３％

Ｒ元 ５，３６９ １０２．０％

合計 ４９，２８５ 

宿泊 日帰り

平成
30年度

令和
元年度

前年比
平成
30年度

令和
元年度

前年比

４月 ２６０.５ ２７１.０ １０４.０% １８６.０ ２５３.６ １３６.３%

５月 ３５１.２ ３３８.６ ９６.４% ２７９.０ ２７０.６ ９７.０%

６月 ３６８.５ ３０５.５ ８２.９% １８６.０ ２０５.８ １１０.６%

７月 ４３８.４ ４１７.３ ９５.２% １３２.８ １４３.９ １０８.４%

８月 ４５６.４ ４２９.１ ９４.０% １６８.６ ２５１.１ １４８.９%

９月 ２４１.３ ３０８.９ １２８.０% １８２.６ ２４３.５ １３３.４%

１０月 ２３８.４ ２２８.６ ９５.９% ２０８.７ ２６０.０ １２４.６%

１１月 ２３１.７ ２１２.１ ９１.５% １１４.１ ２０４.８ １７９.５%

１２月 ２７２.１ ２１３.９ ７８.６% １２０.８ １８６.５ １５４.４%

１月 １９８.５ １７７.９ ８９.６% ６６.５ １３４.７ ２０２.６%

２月 １８２.４ １１４.７ ６２.９% ７５.６ ６４.６ ８５.４%

３月 ２３４.２ ８１.０ ３４.６% ６７.０ ５１.２ ７６.４%

合計 ３,４７３.６ ３,０９８.６ ８９.２% １,７８７.７ ２,２７０.３ １２７.０%



3

  乗用車等が前年度比９.６％減となりましたが、観光客の半数以上が乗用車等での来函という結果となりました。し
かし、その他鉄道・航空機の前年度比は１０％以上の増加となりました。船舶については４５.１％の増加と、令和元年
度クルーズ船の入港数４７回（前年度比２７回、７４.１％増）が大きな要因と考えられます。

　令和元年度の上期は、２１５,９７８人（前年同期２２１,０８９人、２.３％減）となりました。下期は２５２,８９１人
（前年同期比３２９,６７４人、２３.３％減）で、合計４６８,８６９人（前年度比１４.９％減）となりました。
　全体比率は、台湾が４２.９％と半数近くを占め、次いで中国が２６.３％、タイ７.７％となっています。それ以下の国
の比率は３%前後となりました。

●高速幹線道路の整備促進
　北海道縦貫自動車道　未供用区間（大沼公園ＩＣ・七飯ＩＣ間の１０㎞）について、道南地域にとって周遊
観光の拡大は基より、災害時の緊急輸送ルート、物資流通の利便性向上の観点から極めて重要な区間であ
り、また新幹線効果を全道へ波及させるためにも不可欠であることから、国・道に対し期成会を通じて早期
完成に向けた要望活動を継続して行ってきたほか、本所単体でも機会をとらえ、関係国会議員に対し要望書
の提出を行いました。
　また函館空港を結ぶ函館新外環状道路について、新幹線開業による活用効果が期待されている重要な自
動車専用道路であることから、残る「赤川ＩＣ・函館空港ＩＣ」までの早期完成に向け要望を行いました。

●国際化推進とインバウンド受入れ体制の整備
　台湾を訪問しプロモーション活動を実施したほか、マレーシア・シンガポールを訪問し、航空各社・旅行会
社等へ新規路線の就航要請と観光PRを行いました。
　インバウンド対応スキルアップ人材育成事業では、宿泊業と飲食販売業等の従業員を対象に中国語講座を
実施し、インバウンド対応力の底上げを図ったほか、函館市と連携し海外旅行会社等を対象に招聘事業を実
施しました。
　また相互理解と友好関係の発展、将来的に文化・経済交流の促進を目的に「北海道ベトナム交流協会道
南」を設立しました。

●東日本経済圏における連携および交流の促進
　平成２８年に歴史的な縁を結集軸として１１商工会議所の構成により設立した「会津ゆかりの地ＣＣＩ観光
ネットワーク」に本所役員等が参加し、各都市相互の観光振興を最大の目的に超広域連携の推進に向け交
流を図りました。
　また、さいたま市・さいたま商工会議所との連携によるビジネスマッチング商談会等の開催を通じた両地
域の交流促進に加え、企業間取引の活性化および販路開拓支援を図りました。

●函館港の整備促進
　国際コンテナ船定期航路の安定・維持ならびに国内コンテナ船新規航路に向けた調査と首都圏を中心に
誘致・ＰＲ活動を行ったほか国内外クルーズ船の寄港に対応するため、函館港若松ふ頭について、中型クルー
ズ船の寄港が可能となった暫定供用開始に伴い、利用者の更なる利便向上のため旅客ターミナルを中心に周
辺整備の促進と、更なる大型クルーズ船が係留可能な完全供用に向け、早期完成を目指し整備促進要請を
行いました。

交通機関別入込客数

訪日外国人宿泊客数

本所の取り組み

� （単位：千人）

交通機関 令和元年度 平成30年度 前年比 構成比

乗 用 車 等 ２,８４８.６ ３,１４９.４ ９０.４% ５３.１%

鉄 道 １,２９４.４ １,１１４.０ １１６.２% ２４.１%

航 空 機 ７７９.０ ６８９.９ １１２.９% １４.５%

船 舶 ４４６.９ ３０８.０ １４５.１% ８.３%

合 計 ５,３６８.９ ５,２６１.３ １０２.０% １００.０%

� （単位：人）

台湾 中国 タイ 香港 マレーシア シンガポール 韓国 アメリカ インドネシア その他 計

令和元年度 ２００,９０３ １２３,２２８ ３６,１９５ １４,３４３  １６,６７７ １６,２１３ １２,２８５ １０,８８４ ７,２０５ ３０,９３６ ４６８,８６９

平成30年度 ２５９,２７８ １１５,６２０ ４５,７２９ ２０,９４１ ２０,７９４ ２０,２６７ ２０,０９２ １０,２３６ ９,３７３ ２８,４３３ ５５０,７６３

乗用車等
53.1％鉄道

24.1％

航空機
14.5％

船舶
8.3％

▲マレーシアでのトップセールス

▲さいたま市での商談会

▲若松ふ頭に接岸したシルバーミューズ号

▲福井自民党北海道総合振興特別委員長へ
縦貫道早期完成を要望
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日　時／	令和２年７月２０日㈪ １４：００～１６：００
場　所／		函館商工会議所３F会議室
講　師／		㈱日本クレーム対応協会　代表理事
	 クレーム・コンサルタント

	 　　　　　　　谷　厚志	氏
定　員／		４０名（先着順、受講無料）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止について
　●参加者はマスク着用、アルコール消毒にご協力をお願いします。
　●当日に発熱や咳が出る方はご参加をお控え下さい。

毎日の仕事が楽しくなる！毎日の仕事が楽しくなる！
【新型コロナウイルスに関するクレームにも対応】

クレームにならないクレームにならない接客術接客術

講
座
内
容

・クレームを１年で８０％削減させた接客術
・感動サービスはいらない！○○を提供する！
・クレームを未然に防ぐ画期的な方法
・こちらに非がない場合のクレーム対応法
・クレームを起こさない人の仕事習慣
■ コロナで激増！？新型コロナウイルスに関す
るクレーム対応

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

中小企業相談所だより

　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。

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

がんばる経営、応援します！ マル経融資

まずは＜℡ 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

　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。

区分 資金使途 融資限度額 融資利率 融資期間

小規模事業者経営改善資金�
 （マル経）

運転資金
2,000万円 1.21％�

令和２年７月1日現在

7年以内�
(うち据置1年以内)

設備資金 10年以内�
(うち据置2年以内)

区分 資金使途 融資限度額 融資利率 融資期間
一般マル経融資ご利用条件に加え、

最近1か月の売上高が前年又は前々年同期と
比較して5％以上減少した内容を

明らかにする資料を提出できる事業者�
(新型コロナウイルス対策マル経)

運転資金
1,000万円 当初３年間は上記利率

からマイナス0.9％

7年以内�
(うち据置3年以内)

設備資金 10年以内�
(うち据置4年以内)
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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15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

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12日㈬ 13：00〜16：00
相談員／公認会計士　鎌田　直善氏

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11日㈫ 10：00〜16：00
相談員／北海道信用保証協会

函館支店担当者

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22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

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31日㈮ 13：00〜16：00
相談員／弁護士　堀田　剛史氏

ＩＴ相談
生産性向上に向けたITの導入・活用についてのご相談
実施日／8月13日㈭ 13：00〜16：00
相談員／情報処理安全確保支援士 大江　美帆氏

ＩＴアドバイザー 澤井　保彦氏

日　時／	令和２年７月２８日㈫ ９:３０～１７:００
場　所／		函館商工会議所３F会議室
講　師／		㈱インタフェース　取締役　五十嵐　知美	氏

１．研修オリエンテーション
グループとチームの違い
チームに必要な３つの要素
チームつくり（チーム内自己紹介）

２．良い組織といい仕事
良い組織とは、良いリーダーとはを考える
仕事で成果をあげる人
いい仕事の３つのポイント

３.　仕事を円滑にするコミュニケーション
言語と非言語コミュニケーション
効果的な聴き方と質問の活用

４．情報の共有化「報連相」
自己の報連相のふり返り
３つの視点と３つの深度
報連相の実践ポイント

５.　組織の課題解決
情報を共有して組織の課題解決

定　員／		３０名（先着順、受講無料）
【セミナー参加時のお願い】

　手洗いの徹底とマスク着用をお願い致します。また、風邪などの症状がある方のご参加はお控えく
ださいますようよろしくお願い致します。コロナウイルス感染拡大防止へのご協力をお願い致します。

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

１．研修オリエンテーション            ３．仕事を円滑にするコミュニケーション 

   グループとチームの違い                      言語と非言語コミュニケーション 

    チームに必要な３つの要素                    効果的な聴き方と質問の活用 

   チームつくり（チーム内自己紹介）              ４．情報の共有化「報連相」 

２．良い組織といい仕事               自己の報連相のふり返り 

    良い組織とは、良いリーダーとはを考える            ３つの視点と３つの深度 

    仕事で成果をあげる人                       報連相の実践ポイント 

   いい仕事の３つのポイント                  ５．組織の課題解決 

                                       情報を共有して組織の課題解決 

                                 

    

 会員各位 ■函館商工会議所 F A X情報 送信 1／1 

中堅社員セミナー 
～仕事の中核を担う次世代リーダーを育成～ 

 仕事の中核を担い次世代リーダーとして期待されている中堅社員。その役割を認識しチームにおける
主体的行動を促進する力を身につけ、自らがリーダーシップを発揮する人材を育成することは必要不可
欠と言えます。本セミナーでは中堅社員に必要な要素を事例研究や体験実習を通して理解を深めて参り
ます。 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開催要領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

講師 
 

株式会社インタフェース 
取締役 五十嵐知美氏 

 
大手証券会社にて、事務職、営業職、窓口応対及び証券
レディの管理業務を経て、1999年株式会社インタフェ
ース設立、取締役に就任。研修企画、就職支援セミナー、
採用コンサルタント、研修講師を担当。 
主な専門分野としては、新入社員研修・中堅社員研修・接
客販売サービスアップ研修・真報連相研修・コミュ二ケー
ション研修・問題解決研修など 
 

 

▼「中堅社員セミナー」受講申込書▼ 

送信先：27-6192 ２０２０年  月  日 

会社名  ＴＥＬ  

ご住所 
（〒     -       ） 

ＦＡＸ  

参加者名①  参加者名②  

※個人情報の取り扱いについては、当会の事業活動以外の目的では利用することはありません。 

日 時 

会 場 

受講料 定 員 

申込方法 

２０２０年７月２８(火) 
99::3300～～1177::0000 

函館商工会議所 会議室 
(函館市若松町7-15) 

無 料 ３０名 

下記申込書に記入の上、ＦＡＸにてお申

込み下さい 

プログラム 

 

【【セセミミナナーー参参加加時時ののおお願願いい】】手手洗洗いいのの徹徹底底ととママススクク着着用用ををおお願願いい致致ししまますす。。ままたた、、風風邪邪ななどどのの症症状状ががああるる方方ののごご参参加加はは  

おお控控ええくくだだささいいまますす様様よよろろししくくおお願願いい致致ししまますす。。ココロロナナウウイイルルスス感感染染拡拡大大防防止止へへののごご協協力力ををおお願願いい致致ししまますす。。  

中堅社員セミナー中堅社員セミナー

プ
ロ
グ
ラ
ム
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はこだてギャラリーのこれまで
　当社は1972年松風町で創業、1999年から時任町郵便
局並びに営業拠点を移し、展示会などで絵画・陶磁器・
彫刻の販売・鑑定・買取を行っています。
　1960年代、函館には芸術作品や文化を発信できるデ
パートがなく、函館を含む北海道の作家たちは、東京を
中心に活動していました。その後、成熟した作家たちか
ら、函館を中心とした風景や景観を描きたいという声が
上がったことから開業に至りました。
　函館にもようやく芸術作品や文化を発信できるデパー
トができはじめ、1974年に「はこだてギャラリー」の
前身である「㈱はこだて森ギャラリー」を設立しました。
お客様も定着した頃、棒二森屋(現函館駅前ビル)横のビ
ルに拠点を移し、喫茶を併設したギャラリーとして活動
をはじめました。

　函館でも美術工芸が生活の中に浸透すると、展覧会
や個展が多く開かれるようになりました。1962年創刊、
函館の季刊誌「街」では、絵描きの作品が掲載されてい
たことから作品の展示会が開かれ、当社も、そこでたく
さんの絵描きに出会うことができました。
　その後、各百貨店からからお声がけいただきまして、
本拠地を構えたまま画廊を続けて、これまで約350人も
の作家の作品を扱うに至りました。

原点は西部地区での活動
　開業前、西部地区にある函館ハリストス正教会で多く
の方の協力を得て運営・活動をしていました。1983年
６月に函館ハリストス正教会が「重要文化財」に選定、
美しい鐘の音が「日本の音風景100選」に選ばれるな
ど、何物にも代えられない函館の文化と景観の大切さを
身に染みて感じることができました。このような経験が、
約半世紀函館の地で美術工芸に携わる原動力になってい
ます。
　同じ西部地区にある函館聖ヨハネ教会は、函館山や高
台から見ると屋根が十字形になっていることで有名で
す。これも当時、函館の街に馴染みつつ、現代的なデザ
インをと考えられ建てられたものです。函館はそこで生
活する人とアーティストが、協力して形作り受け継いだ
街と言えるのではないでしょうか。

これからも函館とともに歩み続ける
　美術工芸品も経済と同じく、需要と供給で成り立って
います。今回６月にテーオーデパートで開催した「ふる
さと函館を応援する絵画展」は、市民にふるさとの良さ
を再認識していただき、函館の風景を描く絵描きを応援
してもらうことで、作家の活躍の場を設けるとともに、
全国に函館の良さを宣伝することにも繋がるのではない
かと企画したものです。
　当社は函館の文化や芸術のレベルを上げ、発信するこ
とが、経済発展の一助になるのではないか考えています。

TEL�0138-32-8831
函館市時任町22-7
ホームページ：http://hakogala@mse.ncv.ne.jp

はこだてギャラリー

㈱はこだてギャラリー
代表取締役社長　落合　良治

テーマ 芸術作品”函
館”を後世に残すために
NOW会員

Vol.78

▲当時の記憶に想いを馳せる落合夫妻

▲ふるさと函館を応援する絵画展の様子

▲函館の景観を描いた絵画
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函館商工会議所会員様	限定優待情報
　函館商工会議所会員の皆様むけに検温ソリューションセット４５８，０００円（税別）を、会員様特
別価格３９８，０００円（税別）でご提供いたします。

※月額クラウドサービス利用料は別途かかります。

優待情報の詳細等については、直接店舗へお問い合わせください。

　当社は、システム開発をメインにWeb、クラウドサービス等
のＩＴ事業を行う他、函館、札幌、江別に認可保育園、企業主導型
保育園を計６園運営しています。AIやロボット等のＩＴを取り入
れる他、外国語に親しめる環境も充実させていく予定です。

新型コロナウイルス対策のご提案：①検温ソリューション
　AIコミュニケーションロボット�Kebbi�Air�とサーモグラフィー
で検温ソリューションをご提供。非対面でKebbi�Airが初期対応
することで、みなさまを感染リスクから守ります。社員、来訪者
の体温を測定し顔認証と組み合わせた個別の体温管理も可能です。
また、複数の人を同時に検温できるモードも標準装備。
　事業所の受付対応はもちろん、お子様やご高齢の方と楽しくコ
ミュニケーションも可能です。AIを活用したクラウドサービスで
ご提供。Wi-Fi環境が必要となります。
　価格は、検温ソリューション（Kebbi�Air�+�サーモグラフィー）
４５８，０００円（税別）。その他月額クラウドサービス利用料５，０００円�
（税別）。
　独自の機能やアプリの追加についてもご相談ください。

㈱グローバル・コミュニケーションズ
住　　所 函館市桔梗町３７９−１６　函館テクノパーク内
U R L  https://www.global-communications.jp

電　　話 ０１３８−３４−５５６６
Ema i l  g-com@hakodate.fm

武
たけ

田
だ

　双
そう

雲
うん

　１９７５年熊本生まれ。書道家。東京理科大学理工学部卒業後　ＮＴＴ入社。書道家
として独立後はNHK大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」などの題字を手掛け、講
演活動やメディア出演も多数。数年前より身体に優しいオーガニック食材や発酵食品を
使った店舗のプロデュースを手掛け、湘南に「ＣＨＩＫＹＵ ＦＡＲＭ ＴＯ ＴＡＢＬＥ」、
浅草に姉妹店「ＭＩＳＯＪＹＵ」をオープン。２０１９年元号改元に際し、「令和」の
記念切手に書を提供。ベストセラーの『ポジティブの教科書』や、『波に乗る力』（日本
文芸社）など著書も多数出版。書作品のみならず、現代アートを主とした個展を国内外
にて開催。
　公式ブログ「書の力」：http://ameblo.jp/souun/
　公式サイト：http://www.souun.net/

書道家　武田　双雲

志を大きく持とう。
大志はエゴを丸め込んで、活かし

てくれるから。

Member’s Board
㈱グローバル・コミュニケーションズ

函館商工会議所

会員様限定優待券

㈱グローバル･コミュニケーションズ

検
温
ソリュー

ション
セット

４５８，０００
円（
税
別
）を

会
員
様
特
別
価
格
	３９８，０００

円（
税
別
）で
ご
提
供！

▲AIコミュニケーションロボット�
Kebbi�Air�

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
きりとり線

きりとり線−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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　去る６月23日、ホテル函館ロイヤルにおいて、
第２回常議員会を久保会頭はじめ副会頭・常議員等
総勢29名が出席し開催しました。
　会議では、第1回通常議員総会の附議事項(令和
２年度事業計画・収支予算、令和元年度事業報告・
収支決算)や定款・規定の一部改正等について審議
され、いずれも原案通り承認されたほか、新型コロ
ナウイルス対策支援について意見交換が行われま
した。

Ⅰ バランスある産業構造の形成
　　・水産加工業等を中心とする２次産業の振興、発展の促進
　　・地域の資源や強みを最大限に活用した観光関連産業振興、発展の促進

Ⅱ 高速交通体系進展等による地場産業の広域展開（南進政策）
　　・北海道縦貫自動車道の早期完成要請
　　・�函館江差自動車道の木古内ＩＣ～江差ＩＣ間の整備計画区間への昇格要請、および松前半島道路の

早期事業着手
　　・アニメ制作会社との連携によるキャラクターの利活用等、企業活動の活発化に向けた支援　　　

Ⅲ 人口減少対策と人材確保の推進
　　・デジタル技術を活用した生産性向上と事業承継に関する支援強化
　　・外国人の雇用等多様な人材活用に関する調査研究
　　・大学等進学により他地域から函館市に移住する学生への住民票転入手続き推奨

Ⅳ 北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録への支援と周遊型観光の促進

Ⅴ  アジア各地域からの航空定期便等就航とクルーズ船誘致によるインバウンド100万人時代に向けた
観光の促進と受入態勢の整備・強化

Ⅵ  函館ラオス友好協会（仮称）設立による交流促進と函館地域留学センター機構（仮称）による留学生受入
態勢整備に関する調査研究

Ⅶ 空港民営化に伴う地域との共生と活性化に向けた連携強化

Ⅷ 常議員会、部会、委員会活動の活発化と組織財政基盤強化

第２回常議員会

会議所のうごき

函館商工会議所　８つの基本方針

▲開催にあたり挨拶する久保会頭
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　去る６月２日、ホテル函館ロイヤルにおいて、水
島担当副会頭、辻委員長ならびに浜津副委員長が出
席し、総務委員会正副委員長会議を開催しました。
　会議では、常議員会へ上程する令和元年度の事業
報告並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、新型コロナウイルス感染拡大にかかる各
業界の影響や情勢について情報交換がなされたほか、
今後の委員会活動についても意見が交わされました。

　去る６月17日、北海道庁において、久保会頭は
じめ岩田会頭（道商連兼札幌）、山本会頭（小樽）、
栗林会頭（釧路）を含む８名が出席し、北海道知事
へ新型コロナウイルス感染症に関する要望書を提出
しました。
　同日、道議会（自由民主党・公明党）にも同要望
書を提出したほか、京王プラザ札幌において道商連
が、北海道経済の回復を目指す「緊急宣言」を記者
会見で発表しました。

1.地場企業と雇用を守る
　⑴ 各種支援策の情報・窓口のワンストップ化を実現！
　⑵ 道の自主財源を捻出し、追加の支援策を！

2．新たな社会経済基盤としての感染防止対策
　⑴ �医療・検査体制の充実・強化や、医療物資等の道

内生産体制の増強
　⑵ 徹底した水際対策の実施

3．段階的な経済活動への支援
　⑴ �地元消費拡大キャンペーンの実施
　⑵ �地域の実情に合わせた観光活性化策の実施並び

に休暇の分散化
4.アフターコロナを見据えて
　⑴ �暮らし・経済等あらゆる面でのデジタルトランス

フォーメーション（デジタル化）
　⑵ �成長戦略である「食と観光」はもとより、新たな産

業を育成し、本道経済を力強く牽引

総務委員会　正副委員長会議

北海道知事への要望

新型コロナウイルス感染症に関する要望（概要）

▲今後の活動について意見交換を行う様子

▲鈴木知事（左4人目）へ要望書を渡す
（左から）山本会頭、久保会頭、岩田会頭、栗林会頭
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議員の異動
議員の職務を行う者の変更
・３号議員	 北海道旅客鉄道㈱函館支社	 （新）執行役員函館支社長	 土　田　徳　造	氏
	 	 	 （旧）取締役函館支社長	 宮　越　宏　幸	氏
	 （令和２年６月18日付）
議員の職務を行う者の変更
・１号議員	 函館日産自動車㈱	 （新）代表取締役社長	 亀　田　文　雄	氏
	 	 	 （旧）代表取締役社長	 山　寺　昭　壽	氏
	 （令和２年４月１日付）
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　去る６月１日、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため、書面にて標記総会を開催しました。
　議案である令和元（平成31）年度事業報告ならび
に収支決算、令和２年度事業計画（案）ならびに収支
予算（案）、役員改選（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、役員改選では、宮本
会長はじめ現行役員全員の留任が決定しました。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響により、本年10月に当市にて開催予定だった「第
55回全国観光土産品公正取引協議会 函館大会｣ に
ついては、開催延期となりましたが、状況を見定め
ながら、改めて、来年10月に当市において開催予
定となっており、引き続き函館大会開催に係る準備
を行っていくこととなりました。

　去る６月24日、フォーポイントバイシェラトン
函館において、第64回函館圏優良土産品推奨会を
開催しました。
　当推奨会は、函館圏を訪れる観光客に適正な表示
と包装の観光土産品を提供するとともに、道南地域
を代表する優れた観光土産品を発掘、育成するため
に行っており、当日は、24社から農水産56品、菓
子12品、民工芸２品、合計70品が出品されました。
　第１次審査の審査会では、公正競争規約に基づく
過大包装や不当表示、表示義務等を厳正に審査しま
した。

　合格品を対象とした２次審査では、郷土性、品質、
包装、価格、味覚等、観光土産品として特に優れて
いる商品を審査し、受賞商品が決定しました。

（次頁参照）

　去る６月18日に、女性会の活動の一環として、
函館駅前ビル（旧棒二森屋）前花壇にベゴニア200
株を植栽しました。
　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35回目を
迎えました。

第64回函館圏優良土産品推奨会
函館市長賞等各賞が決定

みなみ北海道地区
観光土産品公正取引協議会
令和２年度 定時総会（書面総会）

女性会
ベゴニア２００株を植栽

▲過大包装や不当表示等を審査する１次審査

▲駅前を彩るベゴニア
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1
縄文のりセット
（180g×2）…………………… 1,500円（税抜）
久二�野村水産㈱ TEL：25-3456

2
林檎パイ
（5個）…………………………… 1,019円（税抜）
㈱千秋庵総本家 TEL：23-5131

1
社長の太鼓判
（80g×3種）………… 800円（税抜）
㈱布目 TEL：43-9101

2
函館生ラーメン岩塩入り
塩味…2食
（120g×2）… ……… 400円（税抜）
日の出製麺㈱ TEL：77-8189

3
明太しゅうまい
（240g（8個入））… 1,100円（税抜）
函館タナベ食品㈱ TEL：47-2323

4
北海道ボルシチ
（180g）… …………… 400円（税抜）
㈱五島軒 TEL：23-1106

1
いかたまらん
（1尾）…………… 420円（税抜）
㈲笹川
TEL：47-7788

2
ながまれ号きびだんご
（35g）… ……… 120円（税抜）
道南いさりび鉄道㈱
TEL：83-1977

3
兵さんの木彫り熊
（1個）…………2,300円（税抜）
函館空港ビルデング㈱
TEL：57-8884

5
函館チョコレート最中
いか五郎商店…6個入
（6個入）… ………… 1,000円（税抜）
㈱はこだて柳屋 TEL：42-0989

6
函館牛乳ミルククッキー
（65g）… ………………… 260円（税抜）
㈱不二屋本店 TEL：49-5175

7
絵はがき
…………………………… 150円（税抜）
NPO法人　セラピア
TEL：47-2512

1

紅鮭山わさび
こうじ漬
（200g×2個）
………… 2,400円（税抜）
㈱誉食品
TEL：86-9291

2

はこだて雪んこ
チーズ
（3個）
……………… 667円（税抜）
カドウフーズ㈱
TEL：62-6077

1
数の子松前（明太子入）
（250g）… ………………………1,100円（税抜）
㈱不二屋本店 TEL：49-5175

2
JR北海道駅名標キャラメル
（66.6g10粒（2粒×5箱））……… 185円（税抜）
道南食品㈱ TEL：51-7187

函館市長賞

奨　励　賞

函館商工会議所会頭賞

（一社）函館国際観光コンベンション協会会長賞 みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会会長賞

ご案内ご案内

●①

●①

●①

●④
●⑤

●⑥

●①

●②

●②
●③

●②

●②

●③

●⑦

第64回

函
館
圏
優
良
土
産
品

推
奨
会
受
賞
商
品
一
覧 

●①

●②
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　「北海道コロナ通知システム」は、皆様が施設利用やイベント参加の際、ＱＲコードからＥメールアドレ
スを登録いただくと、同日に同一施設を利用した方の中から感染者が確認された場合、北海道からＥメー
ルでお知らせするものです。

 協力：クリプトン·フューチャー·メディア株式会社、ＮｏＭａｐｓ実行委員会

ステップ●①
「店舗·イベント·施設ＱＲコード取得フォーム」から、施設·イベント等の情報を
登録してください。
https://qc.domingo.ne.jp/group/register

ステップ●②
取得したＱＲコードを店舗内や施設内、会場内に掲示し、利用者に、ＱＲコー
ドからの読み込みを案内してください

～施設等のご登録の流れ～

市立函館博物館企画展　津軽海峡北岸の縄文遺跡
　昨年、史跡大船遺跡・史跡垣ノ島遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」が、ユネスコ世界遺産に推薦されました。
　市立函館博物館では、今後の世界遺産登録に向けて、これら 2 つの遺跡を中心に、道南の構成資産とこれまで市内で
発掘・収集された秀逸な資料を展示し、津軽海峡北岸域の縄文文化を紹介します。

期　　間　　 7月11日㈯～10月18日㈰
時　　間　　午前 9時～午後 5時（入場は 4時半まで）
会　　場　　市立函館博物館
入 館 料　　一般300円、高校・大学生200円、小・中学生100円
休 館 日　　 8月10日、 9月21日を除く毎週月曜日
お問合せ　　市立函館博物館　☎23-5480

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止および出展者・参加者の安全性の確保を最優先するため、苦渋の
決断ではありますが、「はこだてカルチャーナイト２０２０」の開催中止を決定させていただきました。
当カルチャーナイトを楽しみにされていた皆様には、大変申し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ：地域振興課　　ＴＥＬ:０１３８−２３−１１８１お問い合わせ：地域振興課　　ＴＥＬ:０１３８−２３−１１８１

北海道コロナ通知システム

「はこだてカルチャーナイト2020」の開催中止について「はこだてカルチャーナイト2020」の開催中止について

※「ＱＲコード」は株式会社
　デンソーウェーブの登録商標です。

店舗・イベント・施設
ＱＲコード取得フォーム
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函館の魅力がまるっとこの一冊に！

函館市中央図書館 蔵

はこだて検定　関連書籍のご案内はこだて検定　関連書籍のご案内
はこだて検定公式テキストブックはこだて検定公式テキストブック

はこだて検定　上級・初級　過去問題集はこだて検定　上級・初級　過去問題集

　はこだて検定公式テキストブックは、函館・道南の歴史・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おります。
　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おります。

　過去８回分（第７回から第14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。

２，２００円(税込)　２，２００円(税込)　函館商工会議所・市内書店で好評発売中

初級／上級　各５5０円（税込）初級／上級　各５5０円（税込）

第1５回　函館歴史文化観光検定第1５回　函館歴史文化観光検定

試験日試験日／令和２年１１１１月月８８日日（日）（日）　 申込期間申込期間／８月１７日（月）～９月３０日（水）
受験料／初級 3,200円　上級 5,000円 　※各種割引があります。詳しくはお問合せください。

主 催　函館商工会議所　　協 力　函館市、(一社)函館国際観光コンベンション協会主 催　函館商工会議所　　協 力　函館市、(一社)函館国際観光コンベンション協会

お問合せ先　函館商工会議所　企画情報課　ＴＥＬ ０１３８－２３－１１８１

暮暮
人々 の暮らしを知る人々 の暮らしを知る

文文
文化に触れる文化に触れる

周周
周辺地域を歩く周辺地域を歩く

自自
自然に触れる自然に触れる

歴歴
歴史を紐解く歴史を紐解く

街街
街を知る街を知る



ご紹介新入会員

New Face
中小機構 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

専門家による無料経営相談実施中！毎月第２金曜日

中小　北海道
詳細はインターネットで

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！

まずはお気軽に
お問合せください。

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

函館●
駅前ビル

ホテル●
リソル函館　

★
オフィス

新入会員様のご紹介をお願いいたします
　地域の商工業者の力が商工会議所の力に、そして地域経済の力となります。
　皆様にはぜひ会員に加入いただき様々な声を寄せていただくとともに、また各種の会員サービスを経
営にお役立ていただきながら商工会議所会員として活発に事業展開されることを願っています。
　つきましては、会員企業の皆様におかれましても、お知り合い、関係先の事務所を是非ご推薦、ご紹介賜
りますようお願いいたします。

　個人、法人、規模、業種を問わず、原則として本所地区内に事業所を置く事業者の方、またはそれ以外の事
業者で本所趣旨に賛同される方。さらに、地域経済に寄与する産業として医療・福祉・宗教法人・士業サー
ビス業等の方もご加入することができます。

お問合せ先　企画情報課　０１３８-２３-１１８1

入 会
資 格
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代表者／佐々木　浩平
住　所／�函館市花園町26-12
ＴＥＬ／0138-84-8672

株式会社　ヒュークリエイト

　webサイト制作を始め印刷物全般・
ドローン空撮等も行っております。
　ぜひ御相談下さい。

�ご入会ありがとうございます。



トレンド通信トレンド通信

　１９８６年筑波大学大学院理工学研究科
修士課程修了。同年日本経済新聞社入社。
全国各地のものづくり企業、自治体、地域
商社やＤＭＯなどを取材、地域に持続的に
稼げるビジネスをつくることをテーマにし
た著書『地方発ヒットを生む逆算発想のも
のづくり』がある。全国の商工会議所など
で地域活性化や名産品開発を支援する講演
などを実施している。

渡辺　和博 /わたなべ・かずひろ
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　東京では新たな新型コロナウイルスの感染者がまだ
出続けていますが、これまで感染者がゼロの岩手県を
はじめ、都市部を除いた地域では感染拡大はいったん
収束したように見えます。今回のパンデミックが生活
スタイルや消費に残した影響はとても大きく、今後も
当分続いていくと見られます。今回は、コロナ後の生
活や消費で何が変わるのかを考え、地方発でどんなヒッ
ト商品が求められていくのか、期待されているのかを
考えてみます。
　厚生労働省が公表した「新しい生活様式」には、「人
との間隔は空ける」「遊ぶときは屋外で」「症状がなく
てもマスク着用」「外出後の手洗いやシャワーの推奨」
などが挙げられています。これ以外にも、働き方のス
タイルや子育て、エンターテインメントの在り方など
も、これまでと違ったやり方が定着していくでしょう。
　こうした新しい生活は新しいニーズを生み、そこか
ら新しい地方発ヒットも生まれます。例えば、北海道・
北見の薄荷(はっか)オイルはその典型的な商品です。
これから迎える本格的な夏に向けて、着けていても清
涼感が得られるようにマスクにスプレーして使います。
メディアで取り上げられたこともあって問い合わせが
殺到し、通販のサイトはしばらく受け付け停止状態が
続いていたほどです。
　おそらく今後は手洗い用のせっけんも地方発で良い
ものが出てくるでしょう。その土地の天然素材を生か
したせっけんはいろいろな地域で商品化されています
が、これまでは素材の個性を売りにしたものがほとん
どです。ウィズコロナ生活でのせっけんに対するニー
ズは、手洗い頻度が増えたことによって、さっと必要
量だけ使える工夫、うるおい成分を落とし過ぎず手荒

れしない工夫が求められるでしょう。もともと素材は
良いのですから、新たに生まれたニーズに応えられれ
ば、新しいビジネスチャンスが生まれるはずです。
　実は今回の外出自粛期間に、ふるさと納税は大きく
増えています。取り扱い業者によってはこれまでの２
倍近くにまで達しているそうです。これは、せっかく
お取り寄せするなら地方の良いものをといった考えや、
地方の生産者や事業者を応援したいという気持ちが背
景にあると考えられます。今回のコロナによる巣ごも
り生活で利用した通販で、地方の良いものに初めて触
れた消費者もたくさんいるはずです。こうした顧客を
きちんとリピーターに育てることも新たなチャンスを
生むでしょう。
　エンターテインメントや旅行については、当面は海
外旅行よりも安心・安全や衛生面の心配が少ない国内
旅行が増えるでしょう。都心のライブハウスよりも、
風通しが良く人との間隔も「密」が避けられる野外の
ライブが増えるでしょう。こうした分野も地方にとっ
ては新しい市場とやり方を生み出すビジネスチャンス
だと思います。　
 （６月20日執筆）
� 日経ＢＰ社「日経ビジネス」シニアエディター

� 渡辺　和博

「新しい生活様式で求められる地方発ヒット」



羽ばたかせます  あなたのイメージ。

〒040-0022 函館市日乃出町28番2号
TEL（0138）53-2231㈹    FAX（0138）53-4355
URL：http://www.ryubun-do.co.jp/　E-mail：info@ryubun-do.co.jp
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　代々の農家に見切りをつけ、昭和 58 年に「昭栄
工業」（五所川原市）を設立。青函トンネル内の止
水工事から始まり橋梁改修、防水工事などなど営業
品目を広げ、実績に培われたプロとしての技術と信
頼を「売り」に業績を伸ばしてきた。5 年前に青森
市への足掛かりとなる出先を浪館前田に開業。今春、

「昭栄工業」のかじ取りを長男に任せ、自身は「昭栄」
に専念している。
　アスファルト防水から塗り床やコンクリート構造
物の補修まで幅広く、主な工事では八甲田大橋の橋
梁、青森公立大学校舎屋根の改修などを手掛ける。
特に力を入れるのが「防水工事」だと言う。「建築
物を水から防ぐ。当初は頑強であった防水処理も年
月の経過とともに劣化します。防水工事は人々の暮
らしを守る重要な仕事」と、防水工事に携わる矜持
を口にした。専用シートを使った防水、塗料による
防水など防水工法や使用はさまざまで建築の形状や
用途に合わせて施工。「一滴も水を浸入させません。
防水のことは任せて」と力を込める。
　防水技術の分野で注目されているのが「液体ガラ
ス工法」。木は反り、曲がり、割れなどが生じる。
木材に液体ガラスを含浸させることで、木材の寿
命を延ばそうという工法。1 年前に液体ガラス工法
で実績のある株式会社「ニッコー」（東京）と代理
店契約を結んだ。「木のぬくもり、風合いをそのま
まに超撥水性、防汚性、高耐久性を追求した工法に
着目した」。同工法を取り入れ直近では、弘前市民

中央広場の木ステージ、ベンチ等の塗装工事を請け
負った。「同工法の PR に努め、同工法の普及が日
本の森林再生にもつながることを期待している」。
　商工会議所の「会員企業情報交換会」にも積極的
に顔を出し、人脈づくりや情報交換に余念がない。
販路拡大を目指し、県内各自治体の担当者を訪ね歩
くこともしばしば。「人との出会いは事業を展開す
る上で勉強になる」。
　社会奉仕などを目的とするロータリークラブ一員
として大学の出前講座講師を務め、学生相手に講話
することも。「自らの体験談を話し、学生から多く
の感想文が寄せられました。学生との交流は自身に
とっても大いに刺激を受けています」。齢 70 歳を
超えてなお、意気軒高。仕事への意欲は衰え知らず
―だ。

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「昭栄」
� 代表取締役　松山　栄一�さん商 工 プ ラ ザ

「液体ガラス」技術を使った防水工法を採用。県内主要施設で施工

青森市浪館前田4丁目1-12　　TEL 017-761-2303問い合わせ先

「液体ガラス技術を生かした防水工法を県内の主要施設
に使ってもらえるよう PRしたい」と話す松山さん



https://www.hakodate.cci.or.jp/activity/8206.html

道南縄文文化推進協議会
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