
 

（別紙３） 

 

１ サイト概要について 

 

（１）ＵＲＬ（トップページ） 

https://www.hakobura.jp/ 

 （２）使用システム 

ア MovableType 6.0.2  

     ・函館の魅力（あなたのテーマでディープな函館，足をのばして欲張り旅，箱館はじ

めて物語，夜景／美味／街歩きコラムページ） 

・イベント情報（月別観光ガイド，これからのイベント） 

・便利情報（お得なチケット，ニュース・お得な情報） 

イ WordPress 5.0.2 

・外国語サイト 

（英語，繁体字，簡体字，タイ語，ハングル，マレーシア語，インドネシア語） 

    ウ PHP7 スクラッチ開発 

・各ページ表示制御（アクセスランキング，Wi-Fiマップ） 

・スポットを探す（食べる，見る，遊ぶ，温泉，買い物スポット，函館みやげ） 

・画像ライブラリー，InstagramAPI 連携 

・スポット検索にて使用  

（３）動作検証ブラウザ 

ア パソコン 

・Internet Explorer 11，MS Edge 

・Mac 版 Safari 最新版 

・Google Chrome 最新版 

・Mozilla Firefox 最新版 

    イ スマートフォン・タブレット 

・iOS12～ safari 

・Android 6.x～ Google Chrome 

 （４）令和２年度運営委員会メンバー 

    ・ＮＰＯ法人ＮＰＯサポートはこだて 

・函館空港ビルデング株式会社 

・一般社団法人函館国際観光コンベンション協会 

・函館商工会議所 

・函館地区バス協会 

・函館湯の川温泉旅館協同組合  

（５）展開中のスマートフォン専用ページ（スマートフォンのみで表示） 

    ・函館なう！ナビ 

    ・夜景ライブ映像 

    ・天気ページ 

・メニューページ 

    ・サイト内検索ページ 



 

２ 令和２年４月から令和２年１０月の主な業務内容等について 

 

４ 月 

○月間ページビュー 322,411（前年同月比 32.05%） 

○記事公開件数：１６件 

・おすすめコラム：３件 

（１）函館の風景が印象的に描かれたアニメ，コミック 

（２）春の花をたずねて，函館山「宮の森コース」を歩く 

（３）函館山へのアクセス，早わかりガイド函館桜だより 

 ・インフォメーション：１３件 

  （１）旬の景色を訪ねる「お花見タクシー観光」 

（２）五稜郭公園・函館公園，2020 年の花見情報 

（３）函館山ロープウェイでお得なクーポンプレゼント 

（４）札幌～函館の特急北斗をお得に乗車「えきねっとトクだ値」 

（５）北海道情報誌「HO」2020 年 5 月号は「道南 春の旅」特集 

他８件 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

 新型コロナウイルス感染症関連のお知らせ更新，函館の今を記録した動画掲載 等 

○サイトに関する問合せ：１件，写真使用申請：５件 

○SNS での発信：facebook １１件，twitter １０件，Instagram １９件 

  



 

５ 月 

○月間ページビュー 319,030（前年同月比 33.94%） 

○記事公開件数：５件（一時新規発信を停止） 

・おすすめコラム：２件 

（１）人気沸騰の函館みやげ「がごめ昆布」のおいしい食べ方 

（２）市電ファン興奮！駒場車庫ガイド 

 ・インフォメーション：３件 

  （１）北海道情報誌「HO」2020 年 6 月号は函館エリア特集 

（２）函館が舞台の TV アニメ「アルゴナビス」全国放送中 

（３）函館山登山道，冬期通行止め解除後の交通規制 2020 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

 【函館からありがとう～その日が来たら函館へ】シリーズ投稿（Instagram），観光パンフレッ

ト紹介アイテムの全面見直し 等 

○サイトに関する問合せ：３件，写真使用申請：６件 

○SNS での発信：facebook ４件，twitter ４件，Instagram １８件 

  



 

６ 月 

○月間ページビュー 388,636（前年同月比 47.17%） 

○記事公開件数：２０件（一時新規発信を停止） 

・おすすめコラム：５件 

（１）「ARGONAVIS（アルゴナビス）」函館ロケ地ガイド 

（２）函館山のふもとに響く，教会の鐘を聴きたい 

（３）函館のご当地バーガー，魅惑のラッキーピエロ 

（４）新緑と花を楽しむ，初夏の香雪園散策 

（５）透明でコリッコリ！ 函館自慢のいかをどうぞ 

 ・インフォメーション：１５件 

  （１）【おトクに函館旅】ぜひ利用したい割引クーポンやサービス 

（２）アイヌ文化を体感，ウポポイ（民族共生象徴空間）開業 

（３）北海道民の旅を最大半額助成，どうみん割で函館へ 

（４）市内宿泊者に「函館市グルメクーポン」プレゼント 

（５）函館の小売店や飲食店で使える，市民向け商品券 

他１０件 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

 函館市の新型コロナウイルス感染症現在患者数の表示，【おトクに函館旅】ポータルページ 

作成 等 

○サイトに関する問合せ：２件，写真使用申請：１０件 

○SNS での発信：facebook ２２件，twitter １２件，Instagram １９件 

  



 

７ 月 

○月間ページビュー 647,743（前年同月比 73.31%） 

○記事公開件数：２３件 

・おすすめコラム：２件 

（１）函館の絶対おすすめスポット，王道から穴場まで 30 選 

（２）街を覆う初夏の絶景，函館山の「雲海」 

 ・インフォメーション：１６件 

  （１）# 函館いか踊り踊ってみた で「オンラインいか踊り」 

（２）JR 北海道に乗って集めて楽しむ，北の大地の入場券 

（３）「Go To トラベル」キャンペーンで函館おトク旅 

（４）JR でワイド旅，HOKKAIDO LOVE! 6 日間周遊 

（５）はこだて旅するパスポートが期間限定，半額に 

他１１件 

 ・データベース：３件 

  （１）作っちゃおう松前漬け 

（２）箱館ジンギスカン本店 

（３）北海道牛ひき肉と行者にんにくのキーマカレー 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

 施設記事にコロナの長期休業等記載，おすすめコースのマイマップ更新 等 

○サイトに関する問合せ：９件，写真使用申請：１２件 

○SNS での発信：facebook ２０件，twitter １４件，Instagram ２７件 

  



 

８ 月 

○月間ページビュー 791,763（前年同月比 78.77%） 

○記事公開件数：２３件 

・おすすめコラム：５件 

（１）ロケやイベント，雪の日にも大活躍，レトロ市電 530 号 

（２）やきとり弁当の「ハセガワストア」をとことん楽しむ 

（３）菅田将暉・小松菜奈 W 主演「糸」，函館ロケ地ガイド 

（４）溶岩と青い海の絶景，恵山登山体験記 

（５）函館の絶対おすすめスポット，王道から穴場まで 30 選 

 ・インフォメーション：１２件 

  （１）今年も「はこだて MOMI-G フェスタ」で紅葉のライトアップ 

（２）全国の JR 普通列車が 3 日間乗り放題「秋の乗り放題パス」 

（３）函館近郊に足をのばして，道南西部エリアグルメラリー2020 

（４）道の駅をめぐって北海道旅行を楽しむスタンプラリー 

（５）「函館散歩でスタンプ＆レシートラリー」で観光施設を周遊 

他７件 

 ・データベース：４件 

  （１）北海道ボルシチ 

（２）ジンギスカン函館吉田 

（３）函館チョコレート最中 いか五郎商店 

（４）函館 YWCA 

 ・動画ガイド：２件 

  （１）赤レンガ倉庫でぶらぶらショッピング 

  （２）赤レンガ倉庫＆ベイエリア散歩 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

 トップページバナー更新，GLAY 恵山ライブ対応，ロケ地ガイド記事作成・SNS 配信 等 

○サイトに関する問合せ：４件，写真使用申請：１１件 

○SNS での発信：facebook １７件，twitter １４件，Instagram ２２件 

  



 

９ 月 

○月間ページビュー  972,022（前年同月比 109.28%） 

○記事公開件数：４３件 

・おすすめコラム：３件 

（１）函館山へのアクセス，早わかりガイド 

（２）函館山が，口コミ夜景スポット No.1 に！ 

（３）昔ながらのすっきり味，函館の塩ラーメン 

 ・インフォメーション：３０件 

  （１）函館と近郊のコロナ対策を紹介したサイト公開中 

（２）GLAY と函館が楽しめるサイト「G4 Online Space」オープン 

（３）「おもいっきり北海道スマホスタンプラリー」で周遊旅 

（４）JR で北海道内をワイドに旅行「北海道フリーパス」 

（５）【おトク】バス旅「RAKUTOKUBUS14 プレミアムクーポン」 

他２５件 

・データベース：９件 

 （１）NORTH SAKE & WINE 酒舗 稲村屋 

（２）ハセガワストア 湯の川店 

（３）ハセガワストア 函館駅前店 

（４）ハセガワストア 中道店 

（５）函館大学ベイエリアサテライト（旧金森船具店） 

他４件 

 ・動画ガイド：１件 

  （１）ロープウェイで函館山夜景 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

 新型コロナウイルス感染症関連ページへの歓迎メッセージ掲載，データベース記事におけるコ

ロナ休業の表示対応検討 等 

○サイトに関する問合せ：３件，写真使用申請：１４件 

○SNS での発信：facebook １４件，twitter １２件，Instagram ４６件 

  



 

10 月 

○月間ページビュー  1,099,129（前年同月比 137.17%） 

○記事公開件数：２９件 

・おすすめコラム：５件 

（１）世界遺産登録をめざす函館の縄文世界をご案内 

（２）函館の庭園や街角から、紅葉便り 2020 

（３）風景、歴史、食...... 函館のご当地カレンダー2021 

（４）冬のロマンチック函館、見どころガイド 

（５）函館で紅葉が楽しめる、おすすめスポット 10 

・インフォメーション：１８件 

  （１）函館を切り取る短編動画、# 函館リールチャレンジ 

（２）観光施設や飲食店を巡る、みなみ北海道スタンプラリー 

（３）【おトク】地域共通クーポンが使える公共交通機関情報 

（４）【おトク】Go To Eat キャンペーンでお得に食事を 

（５）市区町村魅力度ランキング 2020、函館市は全国 2 位 

他１３件 

 ・データベース：５件 

  （１）あうん堂ホール 

（２）おひるごはんカフェ taom 

他３件 

・動画ガイド：１件 

  （１）ナナカマド彩る大三坂を歩く 

○ページメンテナンス等 

 データベース インデックス画像に休業中・閉店などの表示追加 等 

○サイトに関する問合せ：４件，写真使用申請：６件 

○SNS での発信：facebook ２１件，twitter １７件，Instagram ３８件 

 


