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荒木あけみ、函館市議会議員として活動開始！
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月２６日（投票）の函館市議会議員選挙において、

を得て、当選を果たすことができました。

選挙後には、ご支援くださった皆様に対して、お礼

制限があるため、

に、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

投票所へ足をお運びいただき、「荒木あけみ」と名前を書いてくださった方が３５３７名（本人除く）いらしたかと思うと、感謝

身が引き締まる思いです。

市民派としての仕事を４

前回は次点でした。やっと、スタートラインに立つことができました。無所属市民派として、

になるように頑張るになるように頑張るになるように頑張るになるように頑張る
りました。ご一緒に

函館の新しい風はここから〜！

荒木あけみ、函館市議会議員として活動開始！

4 月 23 日個人演説会にて。お集まりの皆様

ご参考までに 

最終日最後の街頭演説

当確が出ました！

（投票）の函館市議会議員選挙において、

を得て、当選を果たすことができました。

選挙後には、ご支援くださった皆様に対して、お礼

制限があるため、皆様へ訪問訪問訪問訪問
に、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

へ足をお運びいただき、「荒木あけみ」と名前を書いてくださった方が３５３７名（本人除く）いらしたかと思うと、感謝

身が引き締まる思いです。投票していただいた方々に、

仕事を４年間コツコツと積み重ねていくことが、皆様への恩返しだと感じてお

次点でした。やっと、スタートラインに立つことができました。無所属市民派として、

になるように頑張るになるように頑張るになるように頑張るになるように頑張るのみです

ご一緒に、函館をよりよい街に！これからが本番、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。

函館の新しい風はここから〜！

荒木あけみ、函館市議会議員として活動開始！

公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法
何人も、選挙の期日（第

る告示の日）

①選挙人に対して

くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。

個人演説会にて。お集まりの皆様

 

最終日最後の街頭演説    

当確が出ました！

（投票）の函館市議会議員選挙において、

を得て、当選を果たすことができました。多くの

選挙後には、ご支援くださった皆様に対して、お礼

訪問訪問訪問訪問してお礼を述べることがしてお礼を述べることがしてお礼を述べることがしてお礼を述べることが
に、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

へ足をお運びいただき、「荒木あけみ」と名前を書いてくださった方が３５３７名（本人除く）いらしたかと思うと、感謝

投票していただいた方々に、

年間コツコツと積み重ねていくことが、皆様への恩返しだと感じてお

次点でした。やっと、スタートラインに立つことができました。無所属市民派として、

のみです。市民活動に携わる者として、一起業家として、母親として。そこに

、函館をよりよい街に！これからが本番、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。

函館の新しい風はここから〜！

荒木あけみ、函館市議会議員として活動開始！

公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法    第第第第 178178178178 条条条条
何人も、選挙の期日（第 100 条第１項から第４項までの規定により投票を行わないこととなったときは、同条第５項の規定によ

る告示の日）後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をも

選挙人に対して戸別訪問戸別訪問戸別訪問戸別訪問をすること。

くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。

個人演説会にて。お集まりの皆様

  個人演説会で思いを伝える

当確が出ました！      

（投票）の函館市議会議員選挙において、荒木あけみ荒木あけみ荒木あけみ荒木あけみ
多くの皆様からのご支援をいただき

選挙後には、ご支援くださった皆様に対して、お礼のご挨拶をしたかったのですが、公職選挙法ではこれらのあいさつ行為に

してお礼を述べることがしてお礼を述べることがしてお礼を述べることがしてお礼を述べることが
に、ご理解いただけますようお願い申し上げます。 

へ足をお運びいただき、「荒木あけみ」と名前を書いてくださった方が３５３７名（本人除く）いらしたかと思うと、感謝

投票していただいた方々に、

年間コツコツと積み重ねていくことが、皆様への恩返しだと感じてお

次点でした。やっと、スタートラインに立つことができました。無所属市民派として、

。市民活動に携わる者として、一起業家として、母親として。そこに

、函館をよりよい街に！これからが本番、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。

函館の新しい風はここから〜！ 

荒木あけみ、函館市議会議員として活動開始！

条条条条    「選挙期日後のあいさつ行為の制限」「選挙期日後のあいさつ行為の制限」「選挙期日後のあいさつ行為の制限」「選挙期日後のあいさつ行為の制限」
条第１項から第４項までの規定により投票を行わないこととなったときは、同条第５項の規定によ

後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をも

をすること。②自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除

くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。（以下略）

個人演説会にて。お集まりの皆様と花咲かせよう

個人演説会で思いを伝える

      当選証書と胸には議員バッヂ

 

 

荒木あけみ荒木あけみ荒木あけみ荒木あけみ
皆様からのご支援をいただき

のご挨拶をしたかったのですが、公職選挙法ではこれらのあいさつ行為に

してお礼を述べることがしてお礼を述べることがしてお礼を述べることがしてお礼を述べることができませんでしたできませんでしたできませんでしたできませんでした

へ足をお運びいただき、「荒木あけみ」と名前を書いてくださった方が３５３７名（本人除く）いらしたかと思うと、感謝
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荒木あけみ、函館市議会議員として活動開始！
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条第１項から第４項までの規定により投票を行わないこととなったときは、同条第５項の規定によ

後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をも

自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除

（以下略） 
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荒木あけみ荒木あけみ荒木あけみ荒木あけみはははは、、、、３３３３,,,,５３８票５３８票５３８票５３８票
皆様からのご支援をいただき、心より感謝申し上げます。

のご挨拶をしたかったのですが、公職選挙法ではこれらのあいさつ行為に

できませんでしたできませんでしたできませんでしたできませんでした

へ足をお運びいただき、「荒木あけみ」と名前を書いてくださった方が３５３７名（本人除く）いらしたかと思うと、感謝

荒木あけみに投じて良かった荒木あけみに投じて良かった荒木あけみに投じて良かった荒木あけみに投じて良かった
年間コツコツと積み重ねていくことが、皆様への恩返しだと感じてお

次点でした。やっと、スタートラインに立つことができました。無所属市民派として、

。市民活動に携わる者として、一起業家として、母親として。そこに

、函館をよりよい街に！これからが本番、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。

荒木あけみ、函館市議会議員として活動開始！

「選挙期日後のあいさつ行為の制限」「選挙期日後のあいさつ行為の制限」「選挙期日後のあいさつ行為の制限」「選挙期日後のあいさつ行為の制限」
条第１項から第４項までの規定により投票を行わないこととなったときは、同条第５項の規定によ

後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をも

自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除

 

   朝市で声援いただく

当選証書と胸には議員バッヂ   当選後、スタッフ・支援者の皆さんと

 

５３８票５３８票５３８票５３８票（３０名中１７位）

、心より感謝申し上げます。

のご挨拶をしたかったのですが、公職選挙法ではこれらのあいさつ行為に

できませんでしたできませんでしたできませんでしたできませんでした。この場を借りて

へ足をお運びいただき、「荒木あけみ」と名前を書いてくださった方が３５３７名（本人除く）いらしたかと思うと、感謝

荒木あけみに投じて良かった荒木あけみに投じて良かった荒木あけみに投じて良かった荒木あけみに投じて良かった
年間コツコツと積み重ねていくことが、皆様への恩返しだと感じております。

次点でした。やっと、スタートラインに立つことができました。無所属市民派として、函館市が函館市が函館市が函館市が
。市民活動に携わる者として、一起業家として、母親として。そこに

、函館をよりよい街に！これからが本番、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。

荒木あけみ、函館市議会議員として活動開始！

「選挙期日後のあいさつ行為の制限」「選挙期日後のあいさつ行為の制限」「選挙期日後のあいさつ行為の制限」「選挙期日後のあいさつ行為の制限」 
条第１項から第４項までの規定により投票を行わないこととなったときは、同条第５項の規定によ

後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって次に掲げる行為をすることができない。

自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除
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のご挨拶をしたかったのですが、公職選挙法ではこれらのあいさつ行為に

この場を借りて

へ足をお運びいただき、「荒木あけみ」と名前を書いてくださった方が３５３７名（本人除く）いらしたかと思うと、感謝

荒木あけみに投じて良かった荒木あけみに投じて良かった荒木あけみに投じて良かった荒木あけみに投じて良かった、と思っていただけるような

ります。 

函館市が函館市が函館市が函館市が””””生き残る街生き残る街生き残る街生き残る街
。市民活動に携わる者として、一起業家として、母親として。そこに「議員として」が加わ
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条第１項から第４項までの規定により投票を行わないこととなったときは、同条第５項の規定によ
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自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除
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当選後、スタッフ・支援者の皆さんと

のご挨拶をしたかったのですが、公職選挙法ではこれらのあいさつ行為に

この場を借りてご説明すると共

へ足をお運びいただき、「荒木あけみ」と名前を書いてくださった方が３５３７名（本人除く）いらしたかと思うと、感謝

、と思っていただけるような

生き残る街生き残る街生き残る街生き残る街
「議員として」が加わ
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自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除
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雨の中での街頭演説 

当選後、スタッフ・支援者の皆さんと 

のご挨拶をしたかったのですが、公職選挙法ではこれらのあいさつ行為に
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生き残る街生き残る街生き残る街生き残る街””””
「議員として」が加わ

自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除

内部討議資料内部討議資料内部討議資料内部討議資料 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大綱１大綱１大綱１大綱１

QQQQ（荒木（荒木（荒木（荒木
ついて、市が取り組んでいる例を知りたいついて、市が取り組んでいる例を知りたいついて、市が取り組んでいる例を知りたいついて、市が取り組んでいる例を知りたい
A（市の答弁）
3 本柱として観光資源の掘り起こしや磨きあげに取り組んで
いる。それら
博や商談会
マークの活用により
 
QQQQ    地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市
が取り組んでいる例を知りたいが取り組んでいる例を知りたいが取り組んでいる例を知りたいが取り組んでいる例を知りたい
A 函館産農水産物のブランド力の向上と産地イメージアッ
プのため「函館農水産物ブランド推進協議会」を設立、地産
地消の促進や販路開拓など行っている。
の高いアスパラ、ブリ、タラ等の首都圏での販路開拓などブ
ランド化に取り組んでいる。「函館産農水産物イメージポスタ
ー」を作成し各場面で函館産農水産物をアピールしたい。
（農林水産部）
 
QQQQ    地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい
て、市が取り組んでいる例をて、市が取り組んでいる例をて、市が取り組んでいる例をて、市が取り組んでいる例を
A 食料品製造業は製造品出荷額の半分以上を占める基幹
産業。食品ブランド意識醸成を目的とした講演会の開催や
「ビジュアルコミュニケーション導入支援事業」を実施するこ
とで、市内食料品製造企業におけるブランド化を促進。（経
済部） 
 
QQQQ    函館函館函館函館
化を化を化を化をあわせたあわせたあわせたあわせた
みを知りたい。みを知りたい。みを知りたい。みを知りたい。
A 多くの観光資源を有し、多くの観光客が訪れる
通の要衝地。恵まれた地形や高等教育機関もあり水産
い優位性あり。それらが魅力的なまち
ている
ド力向上の施策を展開。今後も函館アリーナオープンや中
心市街地活性化事業を通じた交流人口の拡大など、新たな
魅力を引き出し効果的に発信することで函館のブランド力を
より強固にし、魅力を高めたい。（企画部）
 

    
QQQQ    観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。
A 観光客の満足度、不満点等の現状を把握、受入体制や
情報提供方法等について改善するため
調査項目は、総合的な満足度や宿泊施設、飲食施設、交通
機関、観光ポイント等
下、観光部）
 
QQQQ    H25H25H25H25
活用されたか。活用されたか。活用されたか。活用されたか。
A 総合満足度は約
別項目は各項目
受け、「情報提供手段の不満」への対応と

７月９日（木）１０：５０～１１：５０

の個人質問をしました。通告時間６０分をすべて使い、最後の

答弁が続きました。

読むことができます（以下の

やりとりのまとめを以下に挙げます。

http://www.kaigiroku.net/kensaku/hakodate/hakodate.html
 

荒木あけみ

大綱１大綱１大綱１大綱１    《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて
1）））） 市・地場製品のブランド力》市・地場製品のブランド力》市・地場製品のブランド力》市・地場製品のブランド力》

 
（荒木（荒木（荒木（荒木あけみあけみあけみあけみの質問）の質問）の質問）の質問）

ついて、市が取り組んでいる例を知りたいついて、市が取り組んでいる例を知りたいついて、市が取り組んでいる例を知りたいついて、市が取り組んでいる例を知りたい
（市の答弁） 市の観光ブランドは「歴史」、「景観」、「食」を

柱として観光資源の掘り起こしや磨きあげに取り組んで
それらに着目した冊子や機内誌、

博や商談会に参加しプロモーションを実施。さらに函館ロゴ
マークの活用により

地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市
が取り組んでいる例を知りたいが取り組んでいる例を知りたいが取り組んでいる例を知りたいが取り組んでいる例を知りたい

函館産農水産物のブランド力の向上と産地イメージアッ
プのため「函館農水産物ブランド推進協議会」を設立、地産
地消の促進や販路開拓など行っている。
の高いアスパラ、ブリ、タラ等の首都圏での販路開拓などブ
ランド化に取り組んでいる。「函館産農水産物イメージポスタ
ー」を作成し各場面で函館産農水産物をアピールしたい。
（農林水産部） 

地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい
て、市が取り組んでいる例をて、市が取り組んでいる例をて、市が取り組んでいる例をて、市が取り組んでいる例を

食料品製造業は製造品出荷額の半分以上を占める基幹
産業。食品ブランド意識醸成を目的とした講演会の開催や
「ビジュアルコミュニケーション導入支援事業」を実施するこ
とで、市内食料品製造企業におけるブランド化を促進。（経

 

函館函館函館函館のののの地域イメージのブランド化と地場製品のブランド地域イメージのブランド化と地場製品のブランド地域イメージのブランド化と地場製品のブランド地域イメージのブランド化と地場製品のブランド
あわせたあわせたあわせたあわせた、、、、市の総合的なブランドについ市の総合的なブランドについ市の総合的なブランドについ市の総合的なブランドについ

みを知りたい。みを知りたい。みを知りたい。みを知りたい。    
多くの観光資源を有し、多くの観光客が訪れる

通の要衝地。恵まれた地形や高等教育機関もあり水産
い優位性あり。それらが魅力的なまち
ている。この優位性を認識し、観光・農水・経済各部でブラン
ド力向上の施策を展開。今後も函館アリーナオープンや中
心市街地活性化事業を通じた交流人口の拡大など、新たな
魅力を引き出し効果的に発信することで函館のブランド力を
より強固にし、魅力を高めたい。（企画部）

《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて

観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。
観光客の満足度、不満点等の現状を把握、受入体制や

情報提供方法等について改善するため
調査項目は、総合的な満足度や宿泊施設、飲食施設、交通
機関、観光ポイント等
下、観光部） 

H25H25H25H25 の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、
活用されたか。活用されたか。活用されたか。活用されたか。    
総合満足度は約

別項目は各項目 3～
受け、「情報提供手段の不満」への対応と

７月９日（木）１０：５０～１１：５０

の個人質問をしました。通告時間６０分をすべて使い、最後の

答弁が続きました。

読むことができます（以下の

やりとりのまとめを以下に挙げます。

http://www.kaigiroku.net/kensaku/hakodate/hakodate.html
 

荒木あけみ

《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて
市・地場製品のブランド力》市・地場製品のブランド力》市・地場製品のブランド力》市・地場製品のブランド力》
 

の質問）の質問）の質問）の質問）    函館という地域のブランディングに函館という地域のブランディングに函館という地域のブランディングに函館という地域のブランディングに
ついて、市が取り組んでいる例を知りたいついて、市が取り組んでいる例を知りたいついて、市が取り組んでいる例を知りたいついて、市が取り組んでいる例を知りたい

市の観光ブランドは「歴史」、「景観」、「食」を
柱として観光資源の掘り起こしや磨きあげに取り組んで

に着目した冊子や機内誌、
に参加しプロモーションを実施。さらに函館ロゴ

マークの活用により魅力発信に努めている。（観光部）

地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市
が取り組んでいる例を知りたいが取り組んでいる例を知りたいが取り組んでいる例を知りたいが取り組んでいる例を知りたい。。。。

函館産農水産物のブランド力の向上と産地イメージアッ
プのため「函館農水産物ブランド推進協議会」を設立、地産
地消の促進や販路開拓など行っている。
の高いアスパラ、ブリ、タラ等の首都圏での販路開拓などブ
ランド化に取り組んでいる。「函館産農水産物イメージポスタ
ー」を作成し各場面で函館産農水産物をアピールしたい。

地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい
て、市が取り組んでいる例をて、市が取り組んでいる例をて、市が取り組んでいる例をて、市が取り組んでいる例を知りたい知りたい知りたい知りたい

食料品製造業は製造品出荷額の半分以上を占める基幹
産業。食品ブランド意識醸成を目的とした講演会の開催や
「ビジュアルコミュニケーション導入支援事業」を実施するこ
とで、市内食料品製造企業におけるブランド化を促進。（経

地域イメージのブランド化と地場製品のブランド地域イメージのブランド化と地場製品のブランド地域イメージのブランド化と地場製品のブランド地域イメージのブランド化と地場製品のブランド
市の総合的なブランドについ市の総合的なブランドについ市の総合的なブランドについ市の総合的なブランドについ

多くの観光資源を有し、多くの観光客が訪れる
通の要衝地。恵まれた地形や高等教育機関もあり水産
い優位性あり。それらが魅力的なまち

。この優位性を認識し、観光・農水・経済各部でブラン
ド力向上の施策を展開。今後も函館アリーナオープンや中
心市街地活性化事業を通じた交流人口の拡大など、新たな
魅力を引き出し効果的に発信することで函館のブランド力を
より強固にし、魅力を高めたい。（企画部）

《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて
2222）観光客満足度調査》）観光客満足度調査》）観光客満足度調査》）観光客満足度調査》

観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。
観光客の満足度、不満点等の現状を把握、受入体制や

情報提供方法等について改善するため
調査項目は、総合的な満足度や宿泊施設、飲食施設、交通
機関、観光ポイント等 9 項目についての不満点を把握。（以

の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、

総合満足度は約 8割が「大変満足」「満足」との結果。個
～6割の方が不満点を挙げた。

受け、「情報提供手段の不満」への対応と

７月９日（木）１０：５０～１１：５０

の個人質問をしました。通告時間６０分をすべて使い、最後の

答弁が続きました。 詳細な発言内容は、函館市議会会議録検索システムで

読むことができます（以下の

やりとりのまとめを以下に挙げます。

http://www.kaigiroku.net/kensaku/hakodate/hakodate.html

荒木あけみ 市議会

《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて
市・地場製品のブランド力》市・地場製品のブランド力》市・地場製品のブランド力》市・地場製品のブランド力》

函館という地域のブランディングに函館という地域のブランディングに函館という地域のブランディングに函館という地域のブランディングに
ついて、市が取り組んでいる例を知りたいついて、市が取り組んでいる例を知りたいついて、市が取り組んでいる例を知りたいついて、市が取り組んでいる例を知りたい。。。。    

市の観光ブランドは「歴史」、「景観」、「食」を
柱として観光資源の掘り起こしや磨きあげに取り組んで

に着目した冊子や機内誌、HP等での
に参加しプロモーションを実施。さらに函館ロゴ

魅力発信に努めている。（観光部）

地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市
。。。。    

函館産農水産物のブランド力の向上と産地イメージアッ
プのため「函館農水産物ブランド推進協議会」を設立、地産
地消の促進や販路開拓など行っている。 こだわりのある質
の高いアスパラ、ブリ、タラ等の首都圏での販路開拓などブ
ランド化に取り組んでいる。「函館産農水産物イメージポスタ
ー」を作成し各場面で函館産農水産物をアピールしたい。

地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい
知りたい知りたい知りたい知りたい    

食料品製造業は製造品出荷額の半分以上を占める基幹
産業。食品ブランド意識醸成を目的とした講演会の開催や
「ビジュアルコミュニケーション導入支援事業」を実施するこ
とで、市内食料品製造企業におけるブランド化を促進。（経

地域イメージのブランド化と地場製品のブランド地域イメージのブランド化と地場製品のブランド地域イメージのブランド化と地場製品のブランド地域イメージのブランド化と地場製品のブランド
市の総合的なブランドについ市の総合的なブランドについ市の総合的なブランドについ市の総合的なブランドについてててて

多くの観光資源を有し、多くの観光客が訪れる
通の要衝地。恵まれた地形や高等教育機関もあり水産
い優位性あり。それらが魅力的なまち No1の評価に繋がっ

。この優位性を認識し、観光・農水・経済各部でブラン
ド力向上の施策を展開。今後も函館アリーナオープンや中
心市街地活性化事業を通じた交流人口の拡大など、新たな
魅力を引き出し効果的に発信することで函館のブランド力を
より強固にし、魅力を高めたい。（企画部） 

《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて
）観光客満足度調査》）観光客満足度調査》）観光客満足度調査》）観光客満足度調査》

観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。
観光客の満足度、不満点等の現状を把握、受入体制や

情報提供方法等について改善するため H25年度から実施。
調査項目は、総合的な満足度や宿泊施設、飲食施設、交通

項目についての不満点を把握。（以

の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、

割が「大変満足」「満足」との結果。個
割の方が不満点を挙げた。

受け、「情報提供手段の不満」への対応と して観光案内所

７月９日（木）１０：５０～１１：５０ 荒木あけみは、函館市議会定例会で初めて

の個人質問をしました。通告時間６０分をすべて使い、最後の

な発言内容は、函館市議会会議録検索システムで

読むことができます（以下の URL をご参照ください）。それに先立ち、当日の

やりとりのまとめを以下に挙げます。

http://www.kaigiroku.net/kensaku/hakodate/hakodate.html

市議会 質問デビュー

《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて    
市・地場製品のブランド力》市・地場製品のブランド力》市・地場製品のブランド力》市・地場製品のブランド力》 

函館という地域のブランディングに函館という地域のブランディングに函館という地域のブランディングに函館という地域のブランディングに
    

市の観光ブランドは「歴史」、「景観」、「食」を
柱として観光資源の掘り起こしや磨きあげに取り組んで

等での PR、旅行
に参加しプロモーションを実施。さらに函館ロゴ

魅力発信に努めている。（観光部） 

地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市

函館産農水産物のブランド力の向上と産地イメージアッ
プのため「函館農水産物ブランド推進協議会」を設立、地産

こだわりのある質
の高いアスパラ、ブリ、タラ等の首都圏での販路開拓などブ
ランド化に取り組んでいる。「函館産農水産物イメージポスタ
ー」を作成し各場面で函館産農水産物をアピールしたい。

地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい

食料品製造業は製造品出荷額の半分以上を占める基幹
産業。食品ブランド意識醸成を目的とした講演会の開催や
「ビジュアルコミュニケーション導入支援事業」を実施するこ
とで、市内食料品製造企業におけるブランド化を促進。（経

地域イメージのブランド化と地場製品のブランド地域イメージのブランド化と地場製品のブランド地域イメージのブランド化と地場製品のブランド地域イメージのブランド化と地場製品のブランド
てててて、、、、市の取り組市の取り組市の取り組市の取り組

多くの観光資源を有し、多くの観光客が訪れる函館は交
通の要衝地。恵まれた地形や高等教育機関もあり水産は高

の評価に繋がっ
。この優位性を認識し、観光・農水・経済各部でブラン

ド力向上の施策を展開。今後も函館アリーナオープンや中
心市街地活性化事業を通じた交流人口の拡大など、新たな
魅力を引き出し効果的に発信することで函館のブランド力を

《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて《市政におけるマーケティングについて                                
）観光客満足度調査》）観光客満足度調査》）観光客満足度調査》）観光客満足度調査》    

観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。
観光客の満足度、不満点等の現状を把握、受入体制や

年度から実施。
調査項目は、総合的な満足度や宿泊施設、飲食施設、交通

項目についての不満点を把握。（以

の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、

割が「大変満足」「満足」との結果。個
割の方が不満点を挙げた。 結果を

して観光案内所

荒木あけみは、函館市議会定例会で初めて

の個人質問をしました。通告時間６０分をすべて使い、最後の

な発言内容は、函館市議会会議録検索システムで

をご参照ください）。それに先立ち、当日の

http://www.kaigiroku.net/kensaku/hakodate/hakodate.html

質問デビュー

     

函館という地域のブランディングに函館という地域のブランディングに函館という地域のブランディングに函館という地域のブランディングに

市の観光ブランドは「歴史」、「景観」、「食」を
柱として観光資源の掘り起こしや磨きあげに取り組んで

、旅行
に参加しプロモーションを実施。さらに函館ロゴ

地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市地場製品のブランディングのうち、一次産品について、市

函館産農水産物のブランド力の向上と産地イメージアッ
プのため「函館農水産物ブランド推進協議会」を設立、地産

こだわりのある質
の高いアスパラ、ブリ、タラ等の首都圏での販路開拓などブ
ランド化に取り組んでいる。「函館産農水産物イメージポスタ

地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい地場製品のブランディングのうち、食料品製造業につい

食料品製造業は製造品出荷額の半分以上を占める基幹
産業。食品ブランド意識醸成を目的とした講演会の開催や
「ビジュアルコミュニケーション導入支援事業」を実施するこ
とで、市内食料品製造企業におけるブランド化を促進。（経

地域イメージのブランド化と地場製品のブランド地域イメージのブランド化と地場製品のブランド地域イメージのブランド化と地場製品のブランド地域イメージのブランド化と地場製品のブランド
市の取り組市の取り組市の取り組市の取り組

函館は交
は高

の評価に繋がっ
。この優位性を認識し、観光・農水・経済各部でブラン

ド力向上の施策を展開。今後も函館アリーナオープンや中
心市街地活性化事業を通じた交流人口の拡大など、新たな
魅力を引き出し効果的に発信することで函館のブランド力を

                                

観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。観光客満足度調査の調査目的、調査課題を知りたい。    
観光客の満足度、不満点等の現状を把握、受入体制や

年度から実施。
調査項目は、総合的な満足度や宿泊施設、飲食施設、交通

項目についての不満点を把握。（以

の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、の観光客満足度調査の結果はどのように分析され、

割が「大変満足」「満足」との結果。個
結果を

して観光案内所

業務や公式
関係団体・事業者への情報提供や
おもてなしの意識醸成に活用
 
QQQQ
れない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別のれない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別のれない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別のれない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別の
調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては
どうか。どうか。どうか。どうか。
A 
方が
は調査項目をよく精査したい。
 
QQQQ
のための指標が、観光アンケート調査のための指標が、観光アンケート調査のための指標が、観光アンケート調査のための指標が、観光アンケート調査
はいかがでしたか？」の「とてもよい」はいかがでしたか？」の「とてもよい」はいかがでしたか？」の「とてもよい」はいかがでしたか？」の「とてもよい」
上を図るのに印象良し悪し上を図るのに印象良し悪し上を図るのに印象良し悪し上を図るのに印象良し悪し
として選んだ理由を知りたい。として選んだ理由を知りたい。として選んだ理由を知りたい。として選んだ理由を知りたい。
A 
ト調査の当該項目が「おもてなし・満足度の向上」達成度を
判断する指標として適切だと判断したから。
 
 
大綱２大綱２大綱２大綱２
    
※
企業誘致の取り組みにしぼって質問。
 
QQQQ
にににに
A 
育成。それにより、立地に対する助成制度を拡充し、人財育
成に対する研修助成制度を創設。将来的な課題としては通
信環境の充実。（以下、経済部）
 
QQQQ
A 
と共に、市内高等教育機関との間で、講師派遣や共同研究
の実施、インターンシップの受け入れなど継続的にサポート。
関係者による意見交換の場を設置。
 
QQQQ
A 
数の企業から関心を示してもらっている。これら企業とは立
地の実現に向け、助成制度の周知やオフィス物件の紹介等
話し合いを続けている。
 
 
大綱３大綱３大綱３大綱３

 
QQQQ
かかかか
A 
配置し、来所による面接相談、専用電話・メールでの相談に
対応する相談窓口を
各種相談にワンストップで対応。関係機関と積極的に連携、

荒木あけみは、函館市議会定例会で初めて

の個人質問をしました。通告時間６０分をすべて使い、最後の 0

な発言内容は、函館市議会会議録検索システムで

をご参照ください）。それに先立ち、当日の

http://www.kaigiroku.net/kensaku/hakodate/hakodate.html 

質問デビュー

業務や公式 HP
関係団体・事業者への情報提供や
おもてなしの意識醸成に活用
 
QQQQ    現在の調査票では改善点の分野や方向性が見定めら現在の調査票では改善点の分野や方向性が見定めら現在の調査票では改善点の分野や方向性が見定めら現在の調査票では改善点の分野や方向性が見定めら
れない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別のれない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別のれない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別のれない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別の
調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては
どうか。どうか。どうか。どうか。    

 指摘のとおり、調査項目はより具体的な項目を設定した
方が、改善点が明確になるものもある。今後、調査実施の際
は調査項目をよく精査したい。
 
QQQQ    観光基本計画の基本方針「おもてなし・満足度の向上」観光基本計画の基本方針「おもてなし・満足度の向上」観光基本計画の基本方針「おもてなし・満足度の向上」観光基本計画の基本方針「おもてなし・満足度の向上」
のための指標が、観光アンケート調査のための指標が、観光アンケート調査のための指標が、観光アンケート調査のための指標が、観光アンケート調査
はいかがでしたか？」の「とてもよい」はいかがでしたか？」の「とてもよい」はいかがでしたか？」の「とてもよい」はいかがでしたか？」の「とてもよい」
上を図るのに印象良し悪し上を図るのに印象良し悪し上を図るのに印象良し悪し上を図るのに印象良し悪し
として選んだ理由を知りたい。として選んだ理由を知りたい。として選んだ理由を知りたい。として選んだ理由を知りたい。

 計画策定当時に捉えていたデータの中で、観光アンケー
ト調査の当該項目が「おもてなし・満足度の向上」達成度を
判断する指標として適切だと判断したから。
 
 
大綱２大綱２大綱２大綱２    《企業誘致の現状と課題について》《企業誘致の現状と課題について》《企業誘致の現状と課題について》《企業誘致の現状と課題について》
    
※同僚議員が企業誘致について先に質
企業誘致の取り組みにしぼって質問。
 
QQQQ    ITITITIT 企業を誘致する上で企業を誘致する上で企業を誘致する上で企業を誘致する上で
にににに対応してい対応してい対応してい対応しているのるのるのるの

 課題は環境の整ったオフィス確保、即戦力となる人材の
育成。それにより、立地に対する助成制度を拡充し、人財育
成に対する研修助成制度を創設。将来的な課題としては通
信環境の充実。（以下、経済部）
 
QQQQ    今回の今回の今回の今回の ITITITIT 企業誘致を今後どのようにつなげていくか。企業誘致を今後どのようにつなげていくか。企業誘致を今後どのようにつなげていくか。企業誘致を今後どのようにつなげていくか。

 企業側のニーズを把握しながら、財政的支援を継続する
と共に、市内高等教育機関との間で、講師派遣や共同研究
の実施、インターンシップの受け入れなど継続的にサポート。
関係者による意見交換の場を設置。
 
QQQQ    ITITITIT 企業誘致の今後の見通しについて企業誘致の今後の見通しについて企業誘致の今後の見通しについて企業誘致の今後の見通しについて

 首都圏 IT 企業による地方拠点構築の候補地として、複
数の企業から関心を示してもらっている。これら企業とは立
地の実現に向け、助成制度の周知やオフィス物件の紹介等
話し合いを続けている。
 
 
大綱３大綱３大綱３大綱３    《女性への支援について《女性への支援について《女性への支援について《女性への支援について

1111）「マザーズ・サポート・ステーション」について》）「マザーズ・サポート・ステーション」について》）「マザーズ・サポート・ステーション」について》）「マザーズ・サポート・ステーション」について》
 
QQQQ    マザーズ・サポート・ステーション事業とはどのようなものマザーズ・サポート・ステーション事業とはどのようなものマザーズ・サポート・ステーション事業とはどのようなものマザーズ・サポート・ステーション事業とはどのようなもの
かかかか。。。。    
A  女性が気軽に相談できるよう、専任の助産師・保健師を
配置し、来所による面接相談、専用電話・メールでの相談に
対応する相談窓口を
各種相談にワンストップで対応。関係機関と積極的に連携、

荒木あけみは、函館市議会定例会で初めて

0 分まで質問、

な発言内容は、函館市議会会議録検索システムで

をご参照ください）。それに先立ち、当日の

質問デビュー 

HPの情報発信についてさらなる充実に努め、
関係団体・事業者への情報提供や
おもてなしの意識醸成に活用

現在の調査票では改善点の分野や方向性が見定めら現在の調査票では改善点の分野や方向性が見定めら現在の調査票では改善点の分野や方向性が見定めら現在の調査票では改善点の分野や方向性が見定めら
れない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別のれない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別のれない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別のれない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別の
調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては

指摘のとおり、調査項目はより具体的な項目を設定した
改善点が明確になるものもある。今後、調査実施の際

は調査項目をよく精査したい。

観光基本計画の基本方針「おもてなし・満足度の向上」観光基本計画の基本方針「おもてなし・満足度の向上」観光基本計画の基本方針「おもてなし・満足度の向上」観光基本計画の基本方針「おもてなし・満足度の向上」
のための指標が、観光アンケート調査のための指標が、観光アンケート調査のための指標が、観光アンケート調査のための指標が、観光アンケート調査
はいかがでしたか？」の「とてもよい」はいかがでしたか？」の「とてもよい」はいかがでしたか？」の「とてもよい」はいかがでしたか？」の「とてもよい」
上を図るのに印象良し悪し上を図るのに印象良し悪し上を図るのに印象良し悪し上を図るのに印象良し悪しがががが
として選んだ理由を知りたい。として選んだ理由を知りたい。として選んだ理由を知りたい。として選んだ理由を知りたい。
計画策定当時に捉えていたデータの中で、観光アンケー

ト調査の当該項目が「おもてなし・満足度の向上」達成度を
判断する指標として適切だと判断したから。

《企業誘致の現状と課題について》《企業誘致の現状と課題について》《企業誘致の現状と課題について》《企業誘致の現状と課題について》

同僚議員が企業誘致について先に質
企業誘致の取り組みにしぼって質問。

企業を誘致する上で企業を誘致する上で企業を誘致する上で企業を誘致する上でどのようなどのようなどのようなどのような
るのるのるのるのか。か。か。か。    

課題は環境の整ったオフィス確保、即戦力となる人材の
育成。それにより、立地に対する助成制度を拡充し、人財育
成に対する研修助成制度を創設。将来的な課題としては通
信環境の充実。（以下、経済部）

企業誘致を今後どのようにつなげていくか。企業誘致を今後どのようにつなげていくか。企業誘致を今後どのようにつなげていくか。企業誘致を今後どのようにつなげていくか。
企業側のニーズを把握しながら、財政的支援を継続する

と共に、市内高等教育機関との間で、講師派遣や共同研究
の実施、インターンシップの受け入れなど継続的にサポート。
関係者による意見交換の場を設置。

企業誘致の今後の見通しについて企業誘致の今後の見通しについて企業誘致の今後の見通しについて企業誘致の今後の見通しについて
企業による地方拠点構築の候補地として、複

数の企業から関心を示してもらっている。これら企業とは立
地の実現に向け、助成制度の周知やオフィス物件の紹介等
話し合いを続けている。 

《女性への支援について《女性への支援について《女性への支援について《女性への支援について
）「マザーズ・サポート・ステーション」について》）「マザーズ・サポート・ステーション」について》）「マザーズ・サポート・ステーション」について》）「マザーズ・サポート・ステーション」について》

マザーズ・サポート・ステーション事業とはどのようなものマザーズ・サポート・ステーション事業とはどのようなものマザーズ・サポート・ステーション事業とはどのようなものマザーズ・サポート・ステーション事業とはどのようなもの

女性が気軽に相談できるよう、専任の助産師・保健師を
配置し、来所による面接相談、専用電話・メールでの相談に
対応する相談窓口を 10月から総合保健セ
各種相談にワンストップで対応。関係機関と積極的に連携、

荒木あけみは、函館市議会定例会で初めて

分まで質問、

の情報発信についてさらなる充実に努め、
関係団体・事業者への情報提供や HPに掲載し観光客への
おもてなしの意識醸成に活用 した。 

現在の調査票では改善点の分野や方向性が見定めら現在の調査票では改善点の分野や方向性が見定めら現在の調査票では改善点の分野や方向性が見定めら現在の調査票では改善点の分野や方向性が見定めら
れない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別のれない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別のれない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別のれない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別の
調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては

指摘のとおり、調査項目はより具体的な項目を設定した
改善点が明確になるものもある。今後、調査実施の際

は調査項目をよく精査したい。 

観光基本計画の基本方針「おもてなし・満足度の向上」観光基本計画の基本方針「おもてなし・満足度の向上」観光基本計画の基本方針「おもてなし・満足度の向上」観光基本計画の基本方針「おもてなし・満足度の向上」
のための指標が、観光アンケート調査のための指標が、観光アンケート調査のための指標が、観光アンケート調査のための指標が、観光アンケート調査の質問「函館の印象の質問「函館の印象の質問「函館の印象の質問「函館の印象
はいかがでしたか？」の「とてもよい」はいかがでしたか？」の「とてもよい」はいかがでしたか？」の「とてもよい」はいかがでしたか？」の「とてもよい」    の回答率の回答率の回答率の回答率

がががが指標指標指標指標なのはなのはなのはなのは
として選んだ理由を知りたい。として選んだ理由を知りたい。として選んだ理由を知りたい。として選んだ理由を知りたい。 
計画策定当時に捉えていたデータの中で、観光アンケー

ト調査の当該項目が「おもてなし・満足度の向上」達成度を
判断する指標として適切だと判断したから。

《企業誘致の現状と課題について》《企業誘致の現状と課題について》《企業誘致の現状と課題について》《企業誘致の現状と課題について》

同僚議員が企業誘致について先に質問しているため
企業誘致の取り組みにしぼって質問。 

どのようなどのようなどのようなどのような課題課題課題課題

課題は環境の整ったオフィス確保、即戦力となる人材の
育成。それにより、立地に対する助成制度を拡充し、人財育
成に対する研修助成制度を創設。将来的な課題としては通
信環境の充実。（以下、経済部） 

企業誘致を今後どのようにつなげていくか。企業誘致を今後どのようにつなげていくか。企業誘致を今後どのようにつなげていくか。企業誘致を今後どのようにつなげていくか。
企業側のニーズを把握しながら、財政的支援を継続する

と共に、市内高等教育機関との間で、講師派遣や共同研究
の実施、インターンシップの受け入れなど継続的にサポート。
関係者による意見交換の場を設置。 

企業誘致の今後の見通しについて企業誘致の今後の見通しについて企業誘致の今後の見通しについて企業誘致の今後の見通しについて
企業による地方拠点構築の候補地として、複

数の企業から関心を示してもらっている。これら企業とは立
地の実現に向け、助成制度の周知やオフィス物件の紹介等

《女性への支援について《女性への支援について《女性への支援について《女性への支援について                                                                        
）「マザーズ・サポート・ステーション」について》）「マザーズ・サポート・ステーション」について》）「マザーズ・サポート・ステーション」について》）「マザーズ・サポート・ステーション」について》

マザーズ・サポート・ステーション事業とはどのようなものマザーズ・サポート・ステーション事業とはどのようなものマザーズ・サポート・ステーション事業とはどのようなものマザーズ・サポート・ステーション事業とはどのようなもの

女性が気軽に相談できるよう、専任の助産師・保健師を
配置し、来所による面接相談、専用電話・メールでの相談に

月から総合保健セ
各種相談にワンストップで対応。関係機関と積極的に連携、

の情報発信についてさらなる充実に努め、
に掲載し観光客への

現在の調査票では改善点の分野や方向性が見定めら現在の調査票では改善点の分野や方向性が見定めら現在の調査票では改善点の分野や方向性が見定めら現在の調査票では改善点の分野や方向性が見定めら
れない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別のれない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別のれない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別のれない。今後、より掘り下げた質問の追加、手法変更、別の
調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては調査実施など実際のアクションにつなげられるようにしては

指摘のとおり、調査項目はより具体的な項目を設定した
改善点が明確になるものもある。今後、調査実施の際

観光基本計画の基本方針「おもてなし・満足度の向上」観光基本計画の基本方針「おもてなし・満足度の向上」観光基本計画の基本方針「おもてなし・満足度の向上」観光基本計画の基本方針「おもてなし・満足度の向上」
の質問「函館の印象の質問「函館の印象の質問「函館の印象の質問「函館の印象
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計画策定当時に捉えていたデータの中で、観光アンケー
ト調査の当該項目が「おもてなし・満足度の向上」達成度を
判断する指標として適切だと判断したから。 
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課題は環境の整ったオフィス確保、即戦力となる人材の
育成。それにより、立地に対する助成制度を拡充し、人財育
成に対する研修助成制度を創設。将来的な課題としては通

企業誘致を今後どのようにつなげていくか。企業誘致を今後どのようにつなげていくか。企業誘致を今後どのようにつなげていくか。企業誘致を今後どのようにつなげていくか。
企業側のニーズを把握しながら、財政的支援を継続する

と共に、市内高等教育機関との間で、講師派遣や共同研究
の実施、インターンシップの受け入れなど継続的にサポート。

企業誘致の今後の見通しについて企業誘致の今後の見通しについて企業誘致の今後の見通しについて企業誘致の今後の見通しについて    
企業による地方拠点構築の候補地として、複

数の企業から関心を示してもらっている。これら企業とは立
地の実現に向け、助成制度の周知やオフィス物件の紹介等
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女性が気軽に相談できるよう、専任の助産師・保健師を
配置し、来所による面接相談、専用電話・メールでの相談に

月から総合保健セ ンターに開設。
各種相談にワンストップで対応。関係機関と積極的に連携、

の情報発信についてさらなる充実に努め、
に掲載し観光客への
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指摘のとおり、調査項目はより具体的な項目を設定した
改善点が明確になるものもある。今後、調査実施の際
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の質問「函館の印象の質問「函館の印象の質問「函館の印象の質問「函館の印象

。満足度向。満足度向。満足度向。満足度向
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計画策定当時に捉えていたデータの中で、観光アンケー
ト調査の当該項目が「おもてなし・満足度の向上」達成度を

問しているため、IT

どのようどのようどのようどのよう

課題は環境の整ったオフィス確保、即戦力となる人材の
育成。それにより、立地に対する助成制度を拡充し、人財育
成に対する研修助成制度を創設。将来的な課題としては通

企業誘致を今後どのようにつなげていくか。企業誘致を今後どのようにつなげていくか。企業誘致を今後どのようにつなげていくか。企業誘致を今後どのようにつなげていくか。    
企業側のニーズを把握しながら、財政的支援を継続する

と共に、市内高等教育機関との間で、講師派遣や共同研究
の実施、インターンシップの受け入れなど継続的にサポート。

企業による地方拠点構築の候補地として、複
数の企業から関心を示してもらっている。これら企業とは立
地の実現に向け、助成制度の周知やオフィス物件の紹介等

                                                                    
）「マザーズ・サポート・ステーション」について》）「マザーズ・サポート・ステーション」について》）「マザーズ・サポート・ステーション」について》）「マザーズ・サポート・ステーション」について》    

マザーズ・サポート・ステーション事業とはどのようなものマザーズ・サポート・ステーション事業とはどのようなものマザーズ・サポート・ステーション事業とはどのようなものマザーズ・サポート・ステーション事業とはどのようなもの

女性が気軽に相談できるよう、専任の助産師・保健師を
配置し、来所による面接相談、専用電話・メールでの相談に

ンターに開設。
各種相談にワンストップで対応。関係機関と積極的に連携、 



 
必要な支援につなぐ等きめの細かい切れ目ない支援体制
の構築を図るもの。（以下、
 
QQQQ    マザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラマザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラマザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラマザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラ
ドの子育て支援制度ドの子育て支援制度ドの子育て支援制度ドの子育て支援制度
ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。
A ネウボラとは体制は異なるが、母子
両方を担当する
目のない支援を
 
QQQQ    もう少し詳しく知りたい。もう少し詳しく知りたい。もう少し詳しく知りたい。もう少し詳しく知りたい。
A  この事業をスタート地点として、市、民間含めて包括的に
母子保健や子育てをサポートする取り組みである。一例は、
母子健康手帳
ケアや妊婦健診、こんにちは赤ちゃん訪問事業、乳幼児健
診、子育て支援隊や子育てサロンなどで切れ目ない支援を
おこなう。
 
QQQQ    マザーズ・サポート・ステーションマザーズ・サポート・ステーションマザーズ・サポート・ステーションマザーズ・サポート・ステーション
A 若い
て対応
娠・出産・子育て期に切れ目ない支援体制を構築する
児童虐待の未然防止や子どもを生み育てやすい環境づくり
につなげたい。
 
QQQQ    相談相談相談相談
スキル、傾聴スキルスキル、傾聴スキルスキル、傾聴スキルスキル、傾聴スキル
どのように捉えているか。どのように捉えているか。どのように捉えているか。どのように捉えているか。
A  相談には身体、精神、経済、社会的な悩みが広範囲に
わたることが予想されるため、事前に行政機関・民間制度・
事業など情報収集し、相談員の研修機会を設けるなどする。
相談対応では、市の関係部局、民間の医療機関など連携を
密にして迅速で適切な支援を図り、相談者の立場に立った
親身な対応と継続した支援を
 
QQQQ    相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう
なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。
A  専門知識はもちろん、相手と誠
しっかり受け止め問題を解決することが重要
師は、相談・援助技術を習得する
ウンセリング理論などを学んでおり、傾聴を通じて相談者の
悩みを理解し、解決方法をアドバイスする本務には適した職
種。また知識と
置していく。
 
QQQQ    マザーマザーマザーマザー
いるが、いるが、いるが、いるが、
 
 
 
 
第２回市議会定例会では、意見書

おこなわれました。その中の一つ

廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成

残念ながら賛成

ましたましたましたました

の地方議会から廃案または慎重審議を求める意見書が出

ていることからも、函館市議会として出せなかったこと

は残念であり、数の論理という大きな壁を感じる経験に

なりました。

※意見書：※意見書：※意見書：※意見書：

ついて、

のこと。地方自治法第

関係省

意として尊重される。

意⾒書への賛否

必要な支援につなぐ等きめの細かい切れ目ない支援体制
の構築を図るもの。（以下、

マザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラマザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラマザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラマザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラ
ドの子育て支援制度ドの子育て支援制度ドの子育て支援制度ドの子育て支援制度
ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。
ネウボラとは体制は異なるが、母子

両方を担当する”子ども未来部
目のない支援を行う

もう少し詳しく知りたい。もう少し詳しく知りたい。もう少し詳しく知りたい。もう少し詳しく知りたい。
この事業をスタート地点として、市、民間含めて包括的に
保健や子育てをサポートする取り組みである。一例は、

母子健康手帳交付時の面接相談を端緒として、産前・産後
ケアや妊婦健診、こんにちは赤ちゃん訪問事業、乳幼児健
診、子育て支援隊や子育てサロンなどで切れ目ない支援を
おこなう。 

マザーズ・サポート・ステーションマザーズ・サポート・ステーションマザーズ・サポート・ステーションマザーズ・サポート・ステーション
若い女性の悩みにワンストップで対応する相談窓口とし

て対応。母子保健、子育て支援事業と連携を
娠・出産・子育て期に切れ目ない支援体制を構築する
児童虐待の未然防止や子どもを生み育てやすい環境づくり
につなげたい。 
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どのように捉えているか。どのように捉えているか。どのように捉えているか。どのように捉えているか。
相談には身体、精神、経済、社会的な悩みが広範囲に

わたることが予想されるため、事前に行政機関・民間制度・
事業など情報収集し、相談員の研修機会を設けるなどする。

談対応では、市の関係部局、民間の医療機関など連携を
密にして迅速で適切な支援を図り、相談者の立場に立った
親身な対応と継続した支援を

相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう
なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。
専門知識はもちろん、相手と誠

しっかり受け止め問題を解決することが重要
師は、相談・援助技術を習得する
ウンセリング理論などを学んでおり、傾聴を通じて相談者の
悩みを理解し、解決方法をアドバイスする本務には適した職
種。また知識と 経験両方が必要なのでそれらを勘案して配
置していく。 

マザーマザーマザーマザーズ・サポート・ステーションには「マザー」とついてズ・サポート・ステーションには「マザー」とついてズ・サポート・ステーションには「マザー」とついてズ・サポート・ステーションには「マザー」とついて
いるが、いるが、いるが、いるが、妊娠前や不妊治療中の女性は対象になるのか。妊娠前や不妊治療中の女性は対象になるのか。妊娠前や不妊治療中の女性は対象になるのか。妊娠前や不妊治療中の女性は対象になるのか。

第２回市議会定例会では、意見書

おこなわれました。その中の一つ

廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成

残念ながら賛成 13
ましたましたましたました。内閣が進めるこの法案に対して、全国

の地方議会から廃案または慎重審議を求める意見書が出

ていることからも、函館市議会として出せなかったこと

は残念であり、数の論理という大きな壁を感じる経験に

なりました。 
※意見書：※意見書：※意見書：※意見書：地方公共団体

ついて、議会の議決に基づき意見や希望をまとめた文書

のこと。地方自治法第

関係省庁へ提出される。法的拘束力はないが、議会の総

意として尊重される。

意⾒書への賛否

必要な支援につなぐ等きめの細かい切れ目ない支援体制
の構築を図るもの。（以下、 子ども未来部）

マザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラマザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラマザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラマザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラ
ドの子育て支援制度ドの子育て支援制度ドの子育て支援制度ドの子育て支援制度))))」をお手本にしたと報道あり。本事業と」をお手本にしたと報道あり。本事業と」をお手本にしたと報道あり。本事業と」をお手本にしたと報道あり。本事業と
ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。
ネウボラとは体制は異なるが、母子

子ども未来部”
行うという理念としては共通するものがある。

もう少し詳しく知りたい。もう少し詳しく知りたい。もう少し詳しく知りたい。もう少し詳しく知りたい。    
この事業をスタート地点として、市、民間含めて包括的に
保健や子育てをサポートする取り組みである。一例は、

交付時の面接相談を端緒として、産前・産後
ケアや妊婦健診、こんにちは赤ちゃん訪問事業、乳幼児健
診、子育て支援隊や子育てサロンなどで切れ目ない支援を

マザーズ・サポート・ステーションマザーズ・サポート・ステーションマザーズ・サポート・ステーションマザーズ・サポート・ステーション
女性の悩みにワンストップで対応する相談窓口とし

、子育て支援事業と連携を
娠・出産・子育て期に切れ目ない支援体制を構築する
児童虐待の未然防止や子どもを生み育てやすい環境づくり

を受ける側（助産師、保健師）の相談対応を受ける側（助産師、保健師）の相談対応を受ける側（助産師、保健師）の相談対応を受ける側（助産師、保健師）の相談対応
スキル、傾聴スキルスキル、傾聴スキルスキル、傾聴スキルスキル、傾聴スキル等等等等「話を聞く」ことへの習熟度を「話を聞く」ことへの習熟度を「話を聞く」ことへの習熟度を「話を聞く」ことへの習熟度を
どのように捉えているか。どのように捉えているか。どのように捉えているか。どのように捉えているか。    
相談には身体、精神、経済、社会的な悩みが広範囲に

わたることが予想されるため、事前に行政機関・民間制度・
事業など情報収集し、相談員の研修機会を設けるなどする。

談対応では、市の関係部局、民間の医療機関など連携を
密にして迅速で適切な支援を図り、相談者の立場に立った
親身な対応と継続した支援を おこなう。

相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう
なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。
専門知識はもちろん、相手と誠

しっかり受け止め問題を解決することが重要
師は、相談・援助技術を習得する
ウンセリング理論などを学んでおり、傾聴を通じて相談者の
悩みを理解し、解決方法をアドバイスする本務には適した職

経験両方が必要なのでそれらを勘案して配

ズ・サポート・ステーションには「マザー」とついてズ・サポート・ステーションには「マザー」とついてズ・サポート・ステーションには「マザー」とついてズ・サポート・ステーションには「マザー」とついて
妊娠前や不妊治療中の女性は対象になるのか。妊娠前や不妊治療中の女性は対象になるのか。妊娠前や不妊治療中の女性は対象になるのか。妊娠前や不妊治療中の女性は対象になるのか。

第２回市議会定例会では、意見書

おこなわれました。その中の一つ

廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成

13名、反対 15
。内閣が進めるこの法案に対して、全国

の地方議会から廃案または慎重審議を求める意見書が出

ていることからも、函館市議会として出せなかったこと

は残念であり、数の論理という大きな壁を感じる経験に

地方公共団体(函館市
議決に基づき意見や希望をまとめた文書

のこと。地方自治法第 99条に基づき、意見書は国会や
庁へ提出される。法的拘束力はないが、議会の総

意として尊重される。 

意⾒書への賛否

必要な支援につなぐ等きめの細かい切れ目ない支援体制
子ども未来部） 

マザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラマザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラマザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラマザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラ
」をお手本にしたと報道あり。本事業と」をお手本にしたと報道あり。本事業と」をお手本にしたと報道あり。本事業と」をお手本にしたと報道あり。本事業と

ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。
ネウボラとは体制は異なるが、母子保健と子育て支援の

”として、妊娠期からの切れ
という理念としては共通するものがある。

この事業をスタート地点として、市、民間含めて包括的に
保健や子育てをサポートする取り組みである。一例は、

交付時の面接相談を端緒として、産前・産後
ケアや妊婦健診、こんにちは赤ちゃん訪問事業、乳幼児健
診、子育て支援隊や子育てサロンなどで切れ目ない支援を

マザーズ・サポート・ステーションマザーズ・サポート・ステーションマザーズ・サポート・ステーションマザーズ・サポート・ステーションが目指すが目指すが目指すが目指す
女性の悩みにワンストップで対応する相談窓口とし

、子育て支援事業と連携を
娠・出産・子育て期に切れ目ない支援体制を構築する
児童虐待の未然防止や子どもを生み育てやすい環境づくり

を受ける側（助産師、保健師）の相談対応を受ける側（助産師、保健師）の相談対応を受ける側（助産師、保健師）の相談対応を受ける側（助産師、保健師）の相談対応
「話を聞く」ことへの習熟度を「話を聞く」ことへの習熟度を「話を聞く」ことへの習熟度を「話を聞く」ことへの習熟度を

相談には身体、精神、経済、社会的な悩みが広範囲に
わたることが予想されるため、事前に行政機関・民間制度・
事業など情報収集し、相談員の研修機会を設けるなどする。

談対応では、市の関係部局、民間の医療機関など連携を
密にして迅速で適切な支援を図り、相談者の立場に立った

おこなう。 

相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう
なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。
専門知識はもちろん、相手と誠実に向き合い、気持ちを

しっかり受け止め問題を解決することが重要。助産師・保健
師は、相談・援助技術を習得する 看護学を始め心理学・カ
ウンセリング理論などを学んでおり、傾聴を通じて相談者の
悩みを理解し、解決方法をアドバイスする本務には適した職

経験両方が必要なのでそれらを勘案して配

ズ・サポート・ステーションには「マザー」とついてズ・サポート・ステーションには「マザー」とついてズ・サポート・ステーションには「マザー」とついてズ・サポート・ステーションには「マザー」とついて
妊娠前や不妊治療中の女性は対象になるのか。妊娠前や不妊治療中の女性は対象になるのか。妊娠前や不妊治療中の女性は対象になるのか。妊娠前や不妊治療中の女性は対象になるのか。

第２回市議会定例会では、意見書 11本について採択が
おこなわれました。その中の一つ「安全保障関連法案の「安全保障関連法案の「安全保障関連法案の「安全保障関連法案の

廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成

15名という結果で
。内閣が進めるこの法案に対して、全国

の地方議会から廃案または慎重審議を求める意見書が出

ていることからも、函館市議会として出せなかったこと

は残念であり、数の論理という大きな壁を感じる経験に

函館市)の公益に関することに
議決に基づき意見や希望をまとめた文書

条に基づき、意見書は国会や

庁へ提出される。法的拘束力はないが、議会の総

意⾒書への賛否 

必要な支援につなぐ等きめの細かい切れ目ない支援体制
 

マザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラマザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラマザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラマザーズ・サポート・ステーションは「ネウボラ((((フィンランフィンランフィンランフィンラン
」をお手本にしたと報道あり。本事業と」をお手本にしたと報道あり。本事業と」をお手本にしたと報道あり。本事業と」をお手本にしたと報道あり。本事業と

ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。ネウボラの共通点、お手本にした点を知りたい。    
保健と子育て支援の

として、妊娠期からの切れ
という理念としては共通するものがある。

この事業をスタート地点として、市、民間含めて包括的に
保健や子育てをサポートする取り組みである。一例は、

交付時の面接相談を端緒として、産前・産後
ケアや妊婦健診、こんにちは赤ちゃん訪問事業、乳幼児健
診、子育て支援隊や子育てサロンなどで切れ目ない支援を

が目指すが目指すが目指すが目指す成果成果成果成果は何は何は何は何か。か。か。か。
女性の悩みにワンストップで対応する相談窓口とし

、子育て支援事業と連携を図りながら妊
娠・出産・子育て期に切れ目ない支援体制を構築することで、
児童虐待の未然防止や子どもを生み育てやすい環境づくり

を受ける側（助産師、保健師）の相談対応を受ける側（助産師、保健師）の相談対応を受ける側（助産師、保健師）の相談対応を受ける側（助産師、保健師）の相談対応    
「話を聞く」ことへの習熟度を「話を聞く」ことへの習熟度を「話を聞く」ことへの習熟度を「話を聞く」ことへの習熟度を    

相談には身体、精神、経済、社会的な悩みが広範囲に
わたることが予想されるため、事前に行政機関・民間制度・
事業など情報収集し、相談員の研修機会を設けるなどする。

談対応では、市の関係部局、民間の医療機関など連携を
密にして迅速で適切な支援を図り、相談者の立場に立った

相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう
なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。

実に向き合い、気持ちを
。助産師・保健

看護学を始め心理学・カ
ウンセリング理論などを学んでおり、傾聴を通じて相談者の
悩みを理解し、解決方法をアドバイスする本務には適した職

経験両方が必要なのでそれらを勘案して配

ズ・サポート・ステーションには「マザー」とついてズ・サポート・ステーションには「マザー」とついてズ・サポート・ステーションには「マザー」とついてズ・サポート・ステーションには「マザー」とついて
妊娠前や不妊治療中の女性は対象になるのか。妊娠前や不妊治療中の女性は対象になるのか。妊娠前や不妊治療中の女性は対象になるのか。妊娠前や不妊治療中の女性は対象になるのか。    

本について採択が

「安全保障関連法案の「安全保障関連法案の「安全保障関連法案の「安全保障関連法案の

廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成廃案を求める意見書」に荒木あけみは賛成したのですが、

名という結果で否決され否決され否決され否決され

。内閣が進めるこの法案に対して、全国 300以上
の地方議会から廃案または慎重審議を求める意見書が出

ていることからも、函館市議会として出せなかったこと

は残念であり、数の論理という大きな壁を感じる経験に

の公益に関することに

議決に基づき意見や希望をまとめた文書

条に基づき、意見書は国会や

庁へ提出される。法的拘束力はないが、議会の総

必要な支援につなぐ等きめの細かい切れ目ない支援体制

フィンランフィンランフィンランフィンラン
」をお手本にしたと報道あり。本事業と」をお手本にしたと報道あり。本事業と」をお手本にしたと報道あり。本事業と」をお手本にしたと報道あり。本事業と

保健と子育て支援の
として、妊娠期からの切れ

という理念としては共通するものがある。 

この事業をスタート地点として、市、民間含めて包括的に
保健や子育てをサポートする取り組みである。一例は、

交付時の面接相談を端緒として、産前・産後
ケアや妊婦健診、こんにちは赤ちゃん訪問事業、乳幼児健
診、子育て支援隊や子育てサロンなどで切れ目ない支援を

か。か。か。か。    
女性の悩みにワンストップで対応する相談窓口とし

図りながら妊
ことで、

児童虐待の未然防止や子どもを生み育てやすい環境づくり

相談には身体、精神、経済、社会的な悩みが広範囲に
わたることが予想されるため、事前に行政機関・民間制度・
事業など情報収集し、相談員の研修機会を設けるなどする。

談対応では、市の関係部局、民間の医療機関など連携を
密にして迅速で適切な支援を図り、相談者の立場に立った

相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう相談を受ける側のスキルがキモになると感じる。どのよう
なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。なスキルを持った方が対応されるのか具体的に知りたい。    

実に向き合い、気持ちを
。助産師・保健

看護学を始め心理学・カ
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