
ＪＲ北海道Ｈ５系ＪＲ北海道Ｈ５系

旅が、仕事が、暮らしが、街が変わる。旅が、仕事が、暮らしが、街が変わる。旅が、仕事が、暮らしが、街が変わる。

2015年度末 新函館北斗開業

平成26年9月10日発行（毎月１回10日発行）

9
2014

376

新幹線情報 ………………………………………………P11

会員Now …………………………………………………P12
商工会議所活用レシピ ………………………………P13

CONTENTS

税収統計調査
巻頭特集





1

■今月の表紙
函館市旧イギリス領事館
　写真は、美しい木々の緑を纏った函館市旧イギリス領
事館を撮影した一葉です。
　趣ある質素な佇まいのレンガ造の建物と高々と掲げら
れたユニオンジャックに象徴される領事館は、函館が国
際貿易港として開港して以来、港町函館に異国の彩りを
添えてきました。
　1907 年の大火により焼失し、1913 年９月に落成し
た新築の領事館（現在の建物）は 1979 年 11 月に函館
市有形文化財に指定され、領事館としての役目を終えた
現在も開港都市のシンボルとして多くの市民に愛されて
います。

平成26年9月10日発行(毎月1回10日発行)

函館商工会議所報

9月号
（通巻376号)

広告掲載企業
函館商工信用組合 表紙裏
富士火災海上保険㈱函館支店 裏表紙裏
自衛隊函館地方協力本部 裏表紙
函館環境衛生㈱ 段下
（業）英知国際特許事務所 段下
（独）中小企業基盤整備機構 段下
あいおいニッセイ同和損害保険㈱北海道支店函館支社 段下
㈱丸鮮道場水産 段下
龍文堂印刷㈱ 段下
三井住友海上火災保険㈱北海道支店函館支社 折込
キャリアバンク㈱函館支店 折込
医療法人　新産健会　ＬＳＩ札幌クリニック 折込
第56回優良商工従業員表彰式申込書 折込
東商検定４種パンフレット 折込
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①函館税務署管内と全道の法人税額（国税）の推移
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②函館税務署管内と全道の法人所得額の推移
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③函館税務署管内と全道の給与所得源泉徴収所得税額の推移
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　函館税務署管内の法人所得額は平成22年度を底
にこの2年間で73.3％増と大きく盛り返してい
ます。
　全道でみると平成20年度を底に以降4年間で
29.3％増と漸増しています。
　また、全国値では平成19年度の約58.1兆円を
ピークに、21年度に約33.3兆円まで落ち込みま
したが、24年度には約44.8兆円まで盛り返して
います。

　平成14年から24年までの10年間で給与所得の
源泉徴収税額は函館税務署管内で20.1％減少し、
全道で25.2％減少となりました。
　この間、全国値は7.5％の減少（9兆7,035億
→8兆9,801億）に留まっており、道内の減少幅
は大きくなっています。

2

わが国は、社会保障費の増大、財政再建などの課題を抱える中、2015年10月に
予定される消費税10％への増税が12月をめどに判断される見込みとなっています。
下記に当地域(函館税務署管内)の主な税収の状況について、札幌国税局の統計をも

とに概要を掲載いたしました。
函館税務署管内には、法人企業が7,200社あり、そのうち黒字企業は2,000社強、約3割前後で推

移しています。
また、函館税務署管内法人税額は96億円で平成22年度を底に、ここ２年間で64.1％の大幅増となっ

ています。

税収統計調査

　函館税務署管内の法人税額は平成22年度を底に
この2年間で64.1％増と大きく盛り返しています。
　全道でみると平成20年度を底に以降4年間で
16.6％増と漸増しています。
　また、全国値では平成19年度の約14.3兆円をピー
クに、21年度に約8.5兆円まで落ち込みましたが、
24年度には約9.9兆円まで盛り返しています。
※平成14年１月…ＩＴバブル以後の景気の谷
※平成19年10月…戦後最長「いざなみ景気」のピーク
※平成20年10月…リーマンショックにより日経平均6000円台
※平成24年12月…第２次安倍内閣スタート

特 集

約3割前後で推前後で



④函館税務署管内と全道の申告所得税額の推移

44.6 
41.4 42.5 

38.7 35.7 38.1 

655 
634 706 626 603 

645 

500

600

700

800

900

1,000　

25

30

35

40

45

50

H14 H16 H18 H20 H22 H24

⑤函館税務署管内と全道の普通法人数の推移
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⑥函館税務署管内と全道の黒字企業（利益計上法人）の推移
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⑧函館税務署管内と全道の黒字企業１社当たり平均納税額
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⑦函館税務署管内と全道の黒字企業の割合の推移
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　函館税務署管内の申告所得税額はしばらく減少傾向
にありましたが、平成21年の34.4億円を底に増加に転
じました。
　全道では概ね横ばいの推移にありましたが、平成21
年の584億円を底に増加に転じています。
　この10年間の増減は、函館管内で14.6％の減少、全
道では1.5％の減少に留まっています。
　この間、全国値は0.7％の増加（2兆3,891億→2兆
4,056億）となっています。

　平成14年度から24年度までの10年間で黒字企業(利
益計上法人)は函館税務署管内で18.5％減少し、全道で
21.5％減少となりました。

　函館税務署管内の黒字企業１社当たりの平均納税額
は460万円(平成24年)と、全道平均を下回りました。
　大企業の所在する大都市ほど数値が高く、札幌市内
では754万円(平成24年)であり、全道平均値を引っ張っ
ています。

　平成14年度から24年度までの10年間で普通法人数
は函館税務署管内で9.7％減少し、全道で10.6％減少
となりました。
　この間、全国値は7.4％の減少（280.6万社→260.0
万社）に留まっており、道内の減少幅は大きくなって
います。

※  普通法人(内国法人である一般企業・企業組合・医療
法人であり、公益法人・協同組合等は含まれません)

　平成14年度から24年度までの10年間の黒字企業の
割合の推移を見ると、函館税務署管内、全道ともに概
ね30％前後にありますが、漸減傾向も伺えます。
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　去る９月１日、函館ロワジールホテルにおいて
松本会頭をはじめ副会頭・常議員等、役員24名が
出席のもと、第４回常議員会となる、懇談会を開
催しました。
　当日は、松本会頭より挨拶の後、地域の経済情
勢を踏まえ本所活動状況について説明した後、各
担当副会頭から新幹線や青函圏、近隣市町との連
携事業などそれぞれの取組みについて進捗状況が
報告されました。
　また、出席議員から各業界の状況について報告
や意見交換が行われるなど、有意義な情報交換の
場となりました。

　本所に入会して４年未満の会員を対象とした会員

交流会を去る８月19日、ホテル函館ロイヤルにお

いて開催しました。

　当日は 14 事業所から 18 名が参加し、鎌田公認

会計士事務所の鎌田所長より「儲ける会社の仕組み

づくり」と題した講演を受けました。鎌田所長は運

転資金や財務バランスのとらえ方について、実例を

交えながら解説した上で、利益は回転より生まれる

とし、自社の実績を把握し、目的意識をもった事業

経営の重要性について、わかりやすく説明しました。

　また、講演会終了後は、名刺交換会を兼ねた交流

懇親会が開かれ、参加者は自社のＰＲを兼ねたテー

ブルスピーチを行う等終始和やかに交流を深めま

した。

常議員懇談会開催
第４回常議員会

■本所会員交流会
儲けの仕組みについて学ぶ

▲熱心に聴講する参加者

▲開催に先立ち挨拶する松本会頭



会議所のうごき
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　第49回東北・北海道商工会議所連絡会議が、去
る９月３日、小樽市において、道内と東北６県の
78会議所の会頭ら270名が参加のもと開催され、本
所からも松本会頭をはじめ西村副会頭、境副会頭、
酒井専務理事ら５名が出席しました。
　当日は、日本商工会議所三村会頭より「日本の成
長戦略と商工会議所に期待される役割」と題した講
演が行われ、この中で、人口減少による経済のマイ
ナス成長への流れを全力で変えなければならない、
各地域において会議所がリーダーシップを発揮して
地域再生にまい進することを期待したい、と強調さ
れました。
　また、秋田、会津若松、小樽、紋別の各会議所から
の地域での取組み等の事例発表に続き、○人口減少
社会に対応した地域再生戦略の構築と積極的な推
進、○地方都市が景気回復を実感できる実効性のあ
る経済対策の実施、○大震災からの集中復興期間の
延長と財政支援の継続・拡充など、８項目にわたる国
への要望事項についての特別決議を採択しました。

　東北新幹線沿線ＹＥＧ函館ＰＲキャラバンを去る
8月24日～ 26日の日程で、須田会長はじめメンバー
18名が参加のもと実施しました。
　ＰＲキャラバンは、東北新幹線沿線の33商工会
議所青年部を3班に分かれて訪問し、北海道新幹線
開業をＰＲし函館の魅力を伝えると同時に、各地域

の魅力を学ぶことにより今後の交流促進に繋げるこ
とを目的に実施しました。
　訪問先では、青年部メンバーが独自に作成したグ
ルメガイドによる函館観光のＰＲをはじめ、北海道
新幹線の開業時期や函館までの所要時間を説明する
と、「開業したらぜひ函館に行ってみたい」との声
を多くいただき、今後の観光交流に期待の持てる
キャラバンとなりました。

　銭亀沢地区産のブランド豚を味わい地域活性化に
繋げるイベントとして好評を博している第16回黒
豚バーベキュー祭りを去る8月31日、志海苔ふれあ
いひがし広場において開催しました。
　開催当日は、天候にも恵まれ、約1,100人の来場
者が会場を訪れ、㈲青函トントンより提供された函
館男爵黒豚のバーベキューを堪能しました。また、
ステージでは、函館巴太鼓や函館市立銭亀沢中学校
吹奏楽部による演奏をはじめ、早食い競争や豪華景
品があたる抽選会などの催しも行われ、会場は大い
に盛り上がりを見せました。

■銭亀沢地区青年部
黒豚のバーベキューを堪能！

■ 第49回東北・北海道商工会議所連絡会議
人口減少に対する地域再生戦略推進や震災の
復興集中期間の延長等の要望を決議

■青年部
東北新幹線沿線YEG函館PRキャラバンを実施

▲ＰＲキャラバンに参加した青年部メンバー

▲黒豚のバーベキューを味わう来場者

▲開会に先立ち挨拶する道商連高向会頭
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■今後のうごき 【8月29日現在】

9 月
17 水 金融個別相談
21 日 議員会 海外経済視察旅行（～ 9/24）
24 水 発明相談
26 金 法律相談

26 金 函館商工会議所・青森商工会議所 第３回会員事
業所パートナーシップ構築懇談会
10 月

1 水 第42回　２級販売士検定試験
3 金 はこだてカルチャーナイト２０１４
8 水 経営相談
15 水 金融個別相談

isg sggisssyaigisyonisysia
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　本年６月８日(日)に行われた第137回日商簿記検定試験において、最上級の１級に見事合格された北海道函館商業高等学校３
年生の 和田 清佳 さんと指導にあたった北海道函館商業高等学校教諭 石塚 和久 さんに検定試験への取り組みや今後の抱負など
を伺いました。
　なお、昨年11月17日(日)に施行された第135回日商簿記検定試験において、当時、同校の３年生だった紺野龍星さんも１級を
取得しており、同校では、２回連続※の１級合格者の輩出となります。
　函館地区では、今回の１級試験に11名が受験し、合格者は和田さんを含め３名となっております。また、全国では実受験者8,738
名中、847名が合格し、9.7％の合格率となっています。
※２月検定にあたる第136回試験（平成26年２月23日㈰施行）では、１級試験は施行しておりません。

 北海道函館商業高等学校　会計ビジネス科　３年　和田　清佳 さん
　入学した当初、検定については漠然とした考えしか持っていませんでしたが、何かしらの検定を取得し
ようと簿記部に入部しました。
　入部後、簿記部の仲間たちと互いに苦手な分野を教え合い、互いにライバルとして意識し合いながら勉
強を続けた結果、１年生の11月に日商２・３級に合格することができました。
　日商１級については、同じ簿記部の紺野先輩が合格に向け努力する姿を見て、その道のりの厳しさを知っ
ていたので、自分では合格できないと考えていましたが、大学に進学し簿記を極めたいと思ったことや、
日商１級合格者には授業料が免除になる大学の存在を知ったこと等から日商１級への挑戦を決意しました。

　昨年の秋頃から本格的に勉強を始め、平日は学校が終わってから夜の７時まで、休日も朝８時半から夜７時まで勉強し、帰宅後も
１回３時間かかる模擬試験を行う日もあり、辛いと思うこともありましたが、いつも熱心に指導してくださる石塚先生や精神的に支
え合える簿記部の仲間のおかげで乗り越えることができました。
　昨年の11月に初めて、日商１級を受験しましたが、勉強量が足りず不合格でした。今年の６月の試験では、沢山勉強したことはも
ちろんですが、分からない問題が出題されても諦めずに、一度冷静な気持ちになって問題を解いてみたことや解いた問題をきちんと
見直ししたことが合格に繋がったのだと思います。
　高校卒業後、大学に進学し、公認会計士や税理士を目指して勉強を続け、将来、簿記で学んだ知識を活かし、会社経営などで困っ
ている人を助け地域社会に貢献したいです。

 北海道函館商業高等学校　教諭　石塚　和久 さん
　本校の会計ビジネス科では、日商簿記検定等の資格取得に力を注いでおり、３期生(現在３年生)について
は、３級は全員合格、２級はあと一人で全員合格となります。これから、日商１級合格を目指す生徒達にとっ
て、紺野君に続く和田さんの合格は、とても励みになります。
　今回の和田さんの１級合格の要因は、高校生にはあまりなじみの無い工業簿記、原価計算の分野を重点

的に勉強したことや、昨年の秋から今年６月の試験までに100回超もの模擬問題をこなしたこと、最後まで答案の見直しをきちんと行っ
たこと、１級合格が進学に大きく影響することなどが強いモチベーションに繋がったことにあると思います。
　和田さんには、進学した大学において、同じ志を持つ仲間と共に刺激しあいながら、仕事として簿記の知識を活かせる“職業会計人”
になれるようしっかりと知識を積み上げてほしい。将来、そこで学んだ知識と人間関係を活かし、地域社会から頼られる人材に成長し
てほしいと思います。

～函商生２回連続で１級取得～函商生２回連続で 級取得２回連続で
函商生簿記検定１級に合格！函商生簿記検定１級に合格！



　本所では会員事業所を対象に、福利厚生事業支援の一環として、優良商工従業員表彰式を毎
年11月に開催しております。
　式典では、会員事業所に勤務され、事業主から成績優秀とご推薦をいただいた従業員の皆様
を表彰し、記念品の贈呈や記念撮影を行います。その後は長年の労をねぎらう祝賀会もご用意
しております。昨年は151名のお申込をいただき、勤労意欲の向上や、会社への愛着の増進に
つながったなど、大変好評をいただいております。
　事業主の皆様におかれましては、今月号に同封しております実施要領をご参照いただき、日
頃から貴社の発展に尽力されている従業員の皆様を、ぜひご推薦くださいますようお願い申し
あげます。

■日　　　時

■会　　　場

■負　担　金　

平成２6年11月27日㈭ １６：0０～
ホテル函館ロイヤル（函館市大森町16－9）
表彰者1名につき　10年以上 6,000円
　　　　　　　　　20年以上 6,500円
　　　　　　　　　30年以上 7,000円
　　　　　　　　　40年以上 7,500円

■締　　　切 平成26年10月17日（金）
■申込・問合せ 企画情報課（担当：氣田）TEL23-1181

※申込用紙は本紙に同封しております。

第56回 優良商工従業員表彰式
～貴社を支える従業員の皆様に、感謝の気持ちを込めて～

式
典
内
容

・開会
・国歌斉唱
・主催者挨拶
・表彰状授与
・祝辞　ご来賓代表
・謝辞　受彰者代表
・閉会
・記念撮影
・祝賀会
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　自分の会社が健全経営でも、取引先の倒産という事態はいつ起こるかわかりません。
　経営セーフティ共済（正式名称：中小企業倒産防止共済制度）は、そのような不測の事態に直面した中小企
業に迅速に資金を貸出しする共済制度で、法に基づき独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

　掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲（5,000円刻み）で自由に選べ、掛金総
額が800万円になるまで積み立てられます。掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の
場合は必要経費に算入できます。

　共済金の貸付けは、担保や保証人は不要です。倒産した取引先事業者との商取引の内
容、方法がわかる書類を添付の上申請し、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛
金総額の10倍に相当する額（最高8,000万円）」のいずれか少ない額の融資となります。
　※加入後6ヶ月以上が経過し、6ヶ月分の掛金を納めていることが必要です。

　取引先が倒産していなくても、臨時に事業資金が必要となった場合、一時貸付金とし
て融資を受けることができます。

❶掛　　　金

❷共　済　金

❸一時貸付金制　　　度

連鎖倒産から
中小企業を守る

取引先の倒産という事態はいつ起こるかわかりません

「経営セーフティ共済」

お問合せ先：函館商工会議所　経営支援課　℡23-1181

☆詳細は中小企業基盤整備機構ホームページをご覧下さい☆ http://www.smrj.go.jp/tkyosai/000771.html
◇本所において、パンフの配布・加入手続きを取扱っております。◇

内
　
　
容

中小企業
相談所だよりだより 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

がんばる経営、応援します！「マル経融資」
　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。

■貸付限度額…

■返 済 期 間…　

■金　　　利…2,000万円
運転7年（うち据置１年）、　設備10年（うち据置２年）

1.45％（平成26年8月13日現在）

まずは本所＜℡23-1181＞あて「マルケイの件で」とお電話ください。

本所では､｢マル経融資｣の利子１％を１年分補助する「利子補給制度」を行っております。
詳しくはお問合せください。

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。

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

い

事業者 経営指導員 日本政策金融公庫

融資実行

日
本
政
策
金
融
公
庫

・相談
・申込受付
・指導
・調査

審
査
会

推
　
薦

◎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
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実施日／10月15日㈬ 午前中
相談員／日本政策金融公庫函館支店

国民生活事業担当者

低利な融資制度についてのご相談
金融個別
相談

実施日／10月22日㈬ 11:00～16:00
相談員／英知国際特許事務所

所属弁理士

特許・商標などの出願・活用についてのご相談

発明相談

実施日／10月24日㈮ 13:00～
相談員／弁護士　堀田　剛史 氏

法律に関わるお悩みごとについてのご相談

法律相談 実施日／10月8日㈬ 13:00～
相談員／公認会計士　鎌田　直善 氏

経営上の様々な課題についてのご相談

経営相談

実施日／10月14日㈫ 13:30～
相談員／北海道信用保証協会

函館支店担当者

信用保証制度についてのご相談

保証協会
個別相談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。

個別専門相談ご案内
無料

あなたの工場を無料で診断
中小機構北海道の半日工場診断

診
断
の
メ
リ
ッ
ト

工場診断のプロが第３者の目であなたの工場を診断します
　工場診断では、240社を指導した「工場診断のプロ」が、第３者の目で工場を診断します。

工場の10機能について、合計30個の指標で診断します
　「現場改善、品質管理、納期管理、在庫管理、設備管理、購買管理、外注管理、原価管理、人材育成、製
品開発」の10機能に対して各3指標、合計30個の指標を使って‘工場の全機能’を診断します。

診断だけでなく、見つかった課題への改善方法も提案します
　課題への改善策も提案します。さらに、診断終了後は「専門家による改善活動のサポート」も可能です。

診
断
の
流
れ

①貴社を訪問し、現場を見ながら、いくつかの質問をさせていただきます。
②見学終了後に、各機能についてヒヤリングさせてもらいます。
③診断書をもとに、工場にとっての最優先課題と改善方法をご説明します。

中小企業基盤整備機構　北海道本部　経営支援課
札幌市中央区北2条西1丁目ＯＲＥ札幌ビル６階
電話：011-210-7471　 ファックス：011-210-7481
電子メール　hkdkeieishien@smrj.go.jp

申 込 先

中小機構北海道　工場診断

す。

9

*函館の皆様と共に45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

URL:http ://www.e ich i -patent . jp

特許業務法人 英知国際特許事務所
所長弁理士 岩﨑　孝治　　  　　所長代理弁理士 七條　耕司　　  　　副所長弁理士 小橋　立昌　　  　　弁　理　士 岩﨑　良子
弁　理　士 鈴木　康裕　弁　理　士 宮崎　　恭　弁　理　士 神谷　直慈　弁　理　士 紀田　　馨　弁　理　士 田口　滋子
弁　理　士 石川香菜子　　  　　弁　理　士 松尾　貫治　　  　　特別顧問弁理士 細井　貞行　　  　　特 別 顧 問 岡本　清秀

発明・商標相談無 料

【東 京 本 部】 〒112-0011　東京都文京区千石4-45-13
 TEL：03-3946-0531㈹

　　　　　　　　　　　　　　　 【虎ノ門サテライト】 TEL： 03-6206-6479
【仙台支部】 TEL： 022-266-5580　   　【大阪支部】 TEL： 072-201-1593
【山形支部】 TEL： 023-651-6102　   　【浜松支部】 TEL： 053-461-5662
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　●初級（Ｂ 5版 136 頁）　５００円（税込）
　●上級（Ｂ 5版 148 頁）　５００円（税込）
函館商工会議所でのみ販売しておりますが、遠方の方には発送もいたします。

過去問抜粋
初級試験第８回
　次の写真は、旧桟橋にある銅像である。銅像の人物はだれか。
　　１．土方歳三
　　２．新渡戸稲造
　　３．新島襄
　　４．榎本武揚
 解答：３

上級試験第８回
　大沼観光中に写した次の写真は、駒ヶ岳周辺にみられる特殊な
地形を写したものである。大沼・小沼の島々を形成したり、周辺
の田畑に点在する小山状の地形のことを何と呼ぶか書きなさい。
 解答：流山地形

●公式テキストブック 2012 改訂版　発売中
書名／「函館歴史文化観光検定－はこだて検定公式テキストブック」
定価／ 2,160 円（税込）
発行／函館商工会議所
編著／函館歴史文化観光検定公式テキスト作成委員会
体裁／B5判 192 頁　ISBN978-4-9903389-4-7 C0026
● 2015 年春に改訂版を発行予定です。 

Q＆A
Q　  　合格したらメリットとか、何か良いこととかはあるんですか？　国家資格でもないし、

何かに役立つんですか？

A　  　地域に暮らす一人一人がご自身の価値向上を目指すことで、きっと地域全体の価値も向上する
のではないかというのが私達の基本的な考えです。但し、上級合格者については、当地域の歴史・
文化・経済等について応用的な知識を有する人材として、活躍の場を提供するため函館山ロープ
ウェイ様、五稜郭タワー様等、当市の代表的な９観光施設を２名以上で利用した際に利用料が優
待される支援事業を平成２６年度より始めました。

※　受験申込については、1 5Pの下半期検定試験ご案内 はこだて検定の記事をご参照ください。
担当：企画情報課　ＴＥＬ：２３－１１８１

はこだて検定問題集発刊 !!

お知らせ

過去（初回から第８回）の試験問題と模範解答を収録しています。

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



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！

専門家による無料窓口相談実施中！
毎月第２・第４金曜日

まずはお気軽に
お問合せください。

中小機構
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

ホテル●
リソル函館　

棒二森屋●

★
オフィス
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　新幹線にはインターネット等を利用した割引サー
ビスがあるようですが、北海道新幹線ではサービス
が提供されるのでしょうか。

　ご指摘のサービスは、ＪＲ東日本では「えき
ねっとトクだ値」や「モバイルスイカ特急券（モ

バトク）」、ＪＲ東海では「EXPRESS予約」「EX-ICサー
ビス」などの名称で提供されており、切符を窓口で購
入するのと比べ割引で購入できることが主なメリット
となっています。北海道新幹線の運行主体はJR北海
道であり、同社でも既にインターネット予約サービス
が提供されていますが、現時点では割引購入制度はな
く、新幹線開業時にJR他社のような割引サービスが提
供されるかどうかは現時点では発表されていません。
　参考として、開業日が2015年3月14日に決まった
北陸新幹線は、東京・上越妙高間がJR東日本、上越
妙高・金沢間がJR西日本の管轄ですが、7月24日に
共同通信社が全国の加盟社に配信した記事によると、
JR東日本では北陸新幹線金沢開業に合わせてIC乗車
券「スイカ」と「モバイルスイカ特急券」の導入を検
討し、JR西日本と協議中だと報じています。この事例
が北海道新幹線にも当てはまるとすれば、JR東日本
の同サービスがJR北海道との協議を経て北海道新幹
線開業時にも適用される可能性があるとみることもで
きます。
　これらサービスの利用者にとっての利点は割引価格

と予約手続きの自在さ、ポイント制度等にありますが、
逆に、インターネット利用に不慣れな人は割引メリッ
トを享受できないということにもなります。東北新幹
線新青森開業の際は、青森発の東京往復割引きっぷが
週末利用のみにサービス縮小され、かわりにインター
ネット割引購入サービスを利用するようJR東日本から
アナウンスされましたが、地元紙の東奥日報は2010
年1 1月8日付記事で、青森県はインターネット普及率
が全国最下位（当時）であることに触れ、「ネット利用
の低迷が、県民の旅費節約の足を引っ張りかねない」
と報じています。また、函館駅から新函館北斗を経て
新幹線で東京駅まで乗車する場合、窓口購入の切符で
は、乗車券は在来線と新幹線を通算した額となります
が、IC乗車券によるチケットレスサービスでは、在来
線と新幹線の乗り継ぎの際に、在来線の新函館北斗・
函館駅間は別途初乗り運賃が生じることとなります。
　このように、インターネットやチケットレス割引サー
ビスは特定の利用条件においてはメリットの高い仕組
みと言えますが、一方でルールが複雑でもあることか
ら、引き続き幅広い利用者層が購入できるよう、既存
の割引企画きっぷの販売継続について、関係機関とと
もにJR北海道へ要請を行ってまいります。

連　
載　北海道新幹線で未来をひらく!
2015新函館開業情報

Q

A
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㈲龍栄堂
函館市上新川町6-7　TEL 45-1872

会社概要
　当店は、1926年に先代の田中　栄末が創業し、
弁天町から大手町、そして平成２年に現在の上新
川町に店舗を移しながら、街のお菓子屋さんとし
て、多くのお客様にご愛顧いただき、昔ながらの
餅や団子、羊羹等の和菓子の他に、ケーキ類やゼ
リー類等の洋菓子も取り扱っております。
　 当店では、お客様に新鮮なお菓子をお届けする
ことを第一に考えております。
　素材にもこだわり、餅は岩手等の東北地方のも
ち米、かきもちには、新潟の契約農家が栽培した
もち米を使用しております。また、あんこには、
道産の小豆を使用しております。
　当店の洋菓子は、香料や洋酒の使用を極力控え
ており、お子様からお年寄りまで幅広い年齢層の
お客様に召し上がっていただけます。

お彼岸のお供えに
　日本には、季節の節目ごとに亡くなった人を想
うための行事があり、人々のライフスタイルが変
わった現在でもこういった行事を大切にする人が

多く、古くから根付いている仏の教えが、日本人
のモラルの高さに繋がっているのだと思います。
　お盆やお彼岸等の日本の伝統的行事には牡丹餅
や団子等の昔からある和菓子類が付き物です。和
菓子作りを通じて、そういった素晴らしい伝統行
事に彩りを添えるお手伝いができることを大変う
れしく思います。
　また、祝い事と言えば餅つきですが、当店では、
車屋さんの売り出しイベントや海外留学生に日本
文化に触れる機会を提供するためのイベントに出
向き毎年餅つきを行っており、昔ながらの日本文
化に多くの人が触れる機会を作るお手伝いもして
います。

街のお菓子屋さんとして
　昔から街のお菓子屋さんとして商売をさせても
らっている函館や道南地方に対して少しでも貢献
したいという思いから、熊石町の海洋深層水から
作られた天然塩を使用した“いかすみ塩羊羹”や
五稜郭公園の箱舘奉行所を模った“箱舘奉行所最
中”、当店オリジナルの白餡と七飯町の林檎をふ
んだんに使用した“林檎サンド”等の地元にゆか
りがあり、道南の食材を使用した商品開発も行っ
てきました。
　これからもこの街のお菓子屋さんとして、地元
に根付いた、そして、昔から続く伝統的な味のお
菓子をお客様に提供していきたいと思います。

Data

㈲龍栄堂
　代表取締役　田中　修司

いつものお茶に彩りを加える和菓子

香料・洋酒を抑えた“やさしい味”の洋菓子

カウンターに並ぶ豊富な種類のお菓子

テーマ

会
テテー

員
マテテ

NOW
伝統文化に彩りを添える

Vol.17
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㈱北食　函館工場
 工場長 村上　真章
会社概要
　弊社は、昭和27年の創業以来、総合珍味メーカーとして乾
燥珍味、生鮮珍味、いか塩辛の他、惣菜類の製造、販売を行っ
ております。
　弊社では、品質管理・衛生管理を第一に考え、選任スタッ
フによる厳重な品質チェック体制を設けています。
　道内を中心とした鮮度の高い厳選した原料を一次処理から
製品まで一貫生産し、余計な味を加えず素材本来の味を引き
出すような商品の生産を心掛けています。
　また、味や品質だけでなく、どんなお客様でも食べやすい
珍味として肉厚のイカを燻製にした“やわらかくん”等、お
客様のニーズを踏まえた商品開発にも力を注いでいます。

優良商工従業員表彰式を利用して
　弊社では、私の入社前から商工会議所さんの従業員表彰式
に参加しており、社内では、年間行事の一つの様な感覚で受
け入れられています。
　新年会等でも、節目の年を迎えた従業員に対し、表彰式を
行っていますが、商工会議所さんの従業員表彰式では、他の
会員企業や関係団体等、多くの方々の目がある公の場におい
て、緊張感を持って式に参加することで、より表彰された実
感が沸き、仕事の励みになるのではと考えています。
　普段から懸命に仕事をこなしている従業員たちへの労いの
念を持ち続けるための行事として、弊社の中での慣例行事と
して、これからも当表彰式に参加していきたいと思います。

商工会議所への思い
　商工会議所さんには、従業員表彰式等でお世話になってい
ますが、こういった社員の為の制度は今後とも続けて行って

ほしいと思います。
　また、近年、求人募集を掛けても人が集まらないことが多々
あるので、合同企業説明会の様な企業と求職者を繋ぐ機会を
増やす等の雇用関連事業により力を注いでいただければと思
います。

今後の目標
　弊社では、品質管理や商品開発だけではなく、工場での生
産性の向上にも努めております。
　グループ会社から呼んだ専門家が現場を検証し、改善点を
指導する機会や、管理職やラインリーダー以上の従業員が講
習会を受け、工場ラインの生産効率について学ぶ機会を設け
ています。また、会社内では定期的に生産ラインの現状や改
善したこと等を発表する場も設けています。これからも品質
や生産性の向上に繋がる工夫と努力を続けていきたいと思い
ます。
　また、新たな分野として、地場の素材を使用した惣菜の開
発を行い、地元の人に愛される商品も作っていきたいと思い
ます。

人格とは、なんでしょうか。

ぼくは、どれだけ相手の立場に立て
るかだと思います。

あらゆる価値観の人の立場に。

そして、遠い距離の人やその人の
未来まで想像できる力。

日々磨いていきたいものです。 

書道家　武田　双雲

武
たけ

田
だ

　双
そう

雲
うん

　書道家。熊本育ち。３歳から母である双葉（そうよう）
に師事。東京理科大学、ＮＴＴ退社後、ストリートからは
じめる。ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」
など数々の題字を手がける。全国でユニークな個展を開
催。著書は、作品集【絆】、【上機嫌のすすめ】など 20 を
超える。書道教室は約 300 名（2005 年より満席状態が続
く）。公式ブログ「書の力」のアクセス数は、１日５万を
超える。⇒ http://ameblo.jp/souun

【公式サイト】http://www.souun.net/

㈱北食　函館工場
函館市北浜町7-5　TEL 41-6188

Data

商工会議所活用レシピ
優良商工従業員表彰式を利用して

バリエーション豊富な商品ラインナップ

徹底的に衛生管理された工場



はこだてカルチャーナイト

文化・教育・民間施設など
３９施設が夜間開放

2014.10.3㈮ 17：30－21：00　※施設によって開始・終了時間が異なります。
パンフ
同封Z

主催／はこだてカルチャーナイト実行委員会　お問合せ／地域振興課 TEL.0138-23-1181

詳しくは同封のパンフレットをご覧ください。

ご
案
内

〒041-1403　茅部郡鹿部町字宮浜194番地2　 TEL 01372-7-2523
URL：https://www.michiba-suisan.host.jp

第58回函館圏優良土産品推奨会　函館商工会議所会頭賞品推奨会 函館商 会議所会頭賞品
がごめ昆布入 無着色明太子

㈱丸鮮道場水産

布入 布布入 無着色明太子着色無無着色明明太子子

丸鮮道場水産
400ｇ…………… 3,780円(税込)
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　ハローワーク函館では、障がいのある方々の就職支援のため、企業との面接や情報交換の場
として「障がい者雇用促進フェア 2014」を開催します。
　求職活動中の障がい者の方の参加をお待ちしております。
　また、障がい者雇用をお考えの事業主の皆様の積極的な参加もお待ちしております。

○日　　時　　平成26年10月9日（木）  午後1時30分～午後3時30分まで
○場　　所　　花びしホテル　芙蓉の間 （函館市湯川町１丁目１６－１８）
○内　　容　　就職を希望する障がい者の方々と企業の面接及び情報交換

ハローワーク函館（函館公共職業安定所）　　　　　　　　　
住　　所：函館市新川町26－６　函館地方合同庁舎　分庁舎　
担当部署：専門援助部門　みどりのコーナー　　電話：0138-26-0735（部門コード44#）　

お問合せ先

ご案内 Information

「障がい者雇用促進フェア 2014」
開催のお知らせ



ご
案
内

Information

函館商工会議所平成26年度

■第9回上級・初級 
　施 行 日／平成26年11月9日㈰
　募集期間／ 8月1日㈮～ 9月30日㈫
　受 験 料／上級5,000円　初級3,000円　※各種割引があります。
　はこだて検定公式テキストブック／ 2,160円　(市内主要書店各所で販売中)
　はこだて検定問題集　初級・上級　各500円（函館商工会議所窓口で販売中）
　本所のホームページからもお申し込みが出来るようになりました。本所HP　http://www.hakodate.cci.or.jp/

～知れば知るほど、この街が好き。～

■第9回上級 初級
はこだて検定

■第138回1～ 4級
　施 行 日／平成26年11月16日㈰
　募集期間／ 9月26日㈮～ 10月16日㈭
■第139回2～ 4級　
　施 行 日／平成27年2月22日㈰
　募集期間／1月6日㈫～1月22日㈭
　受 験 料／ 1級7,710円 2級4,630円 3級2,570円 4級1,640円

■第42回1級・第75回3級
　施 行 日／平成27年2月18日㈬　
　募集期間／ 12月18日㈭～ 1月23日㈮
　受 験 料／ 1級7,710円　3級4,120円

～財務が読める、会社が読める。～務が読める 会社が読める
簿　　　　記

～「買いたい」をつくる。「働く力」が身につく。～をつくる 「働く力」が
販　売　士

■第33回1級～3級
　施 行 日／平成26年11月23日㈰　
　募集期間／ 9月9日㈫～ 10月10日㈮
　受 験 料／ 1級10,800円　2級6,480円
 3級4,320円

■第37回1～ 3級
　施 行 日／平成26年11月30日㈰　
　募集期間／ 9月16日㈫～ 10月17日㈮
　受 験 料／ 1級9,440円　2級7,340円
 3級5,250円

～やさしさあふれる住環境づくり。～やさしさあふれる住環境づくり
福祉住環境コーディネーター

　～カラーコーディネーション能力を仕事に活かす。～カラ コ ディネ ション能力を仕事に活かす
カラーコーディネーター

■第36回1～ 3級
　施 行 日／平成26年12月7日㈰　
　募集期間／ 9月24日㈬～ 10月24日㈮
　受 験 料／ 1級10,800円　2級6,480円
 3級 4,320円

■第17回
　施 行 日／平成26年12月14日㈰
　募集期間／9月30日㈫～10月31日㈮
　受 験 料／5,400円

～企業が求める実践的な法律知識を身につける。～が求める実践的な法律知識を身につけ
ビジネス実務法務

～社会と環境を考える“人”のために。～～社会と環境を考える“人”のために ～
環境社会（eco検定）

下半期検定試験ご案内
資格を取っ

て

キャリア
アップ！！

お問合せ　企画情報課（担当：坂本）TEL 0138-23-1181

募集中!!

▲

公
式

　
テ
キ
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ト
ブ
ッ
ク

テ
キ
ス

ブ

ク

▲

問
題
集

問
題
集
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　若手社員、特に新入社員が任せられる仕事のひと
つが、コピーとＦＡＸです。いまの若者は、子ども
のころからコピー機もＦＡＸも使った経験がある場
合が多く、「誰でも使える」と思っているかもしれ
ません。しかし、その使い方にビジネスマナーが存
在していることは教える必要があります。こういう
簡単で小さな仕事こそ、マナーやルールが大切であ
ることを若手社員には知ってもらいましょう。
　まず、コピー機のビジネスマナーですが、元原稿
のサイズのままでコピーをとってはいないでしょう
か。あとでまとめてファイリングするビジネス文書
の場合は、元原稿のサイズがバラバラであっても、
Ａ４やＡ３に統一してコピーをとる工夫が求められ
ます。そのためには、コピー機の「拡大・縮小」機
能を用いることになりますが、このとき、「Ａ３サ
イズの用紙の片隅に、Ａ４のままでコピーされてし
まった」といったミスが起こりがちです。コピー後
にちゃんと確認をするよう心掛けてもらいましょう。
　コピー機には「濃度調整」の機能もあります。濃
度が薄かったり濃すぎたりで見づらいコピーになっ
てしまった……というミスもありがちです。コピー
をとる原稿が文字メーンの場合は濃度を高めに、写
真メーンの場合は薄めに設定すると、見やすいコピー
になります。また、ガラス面が汚れていたらＯＡク
リーナーで拭く、使い終わったらリセットボタンを
押して標準設定に戻す、といったことにも注意して
もらうとよいでしょう。
　ＦＡＸのマナーとしては、まず送信状の用意が肝
心です。プライベートでは送信状など付けずにＦＡ

Ｘを送ることが多いですが、ビジネスシーンではマ
ナー違反です。送信状を用意したら、そこに送り先
と送り主の記名はあるか、送信日と送信枚数は記入
されているか、用件がひと目で分かるように「件名」
は書かれているか、などを必ず確認します。以外と
書き漏れがあるので、要注意。また、簡単でいいの
で、あいさつ文も盛り込みましょう。
　直接会って話す場合や、電話などとは違い、ＦＡ
Ｘは紙だけで行う無言のコミュニケーションです。
細かくても、相手に配慮した要素をきちんと盛り込
まないと、なんとも無愛想で冷たい印象を相手に与
えかねません。
　ＦＡＸの送り先に配慮するという意味では、大量
に送る場合は先に了解を得る、読みづらい箇所は拡
大コピーをする、送信の前か後には電話で一報を入
れる、といったことも大切です。また、機密情報の
保護という観点から、重要な書類をＦＡＸで送るこ
とはビジネスマナーとしてＮＧです。
　最後に、コピー機もＦＡＸも、会社の大切な備品
です。若手社員には、この点もしっかり理解しても
らいましょう。

知って
ビジネスマナー

て得得するする
コピーやFAXにもある
 ビジネスマナー

美月　あきこ /みづき・あきこ
　人財育成コンサルタント・AllAbout「ビジネスマナー」ガイド。大
学卒業後、国際線キャビンアテンダント（CA）として 17 年間勤務。
2004 年に起業。CA 経験者約 5600 人を母集団に持つ「CA-STYLE」
を主宰。企業の顧客満足度調査やマーケティング調査などによって得た
顧客の期待と知覚品質についてのデータをはじめ、信頼性や共感性など
サービス品質における 6つの次元と収束性から顧客満足度を数値化し、
CA経験者の感性を付加するサービスを提供する。
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