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■今月の表紙
らっくる号（函館市企業局交通部9600形電車）
　写真は、今年８月オープン予定の函館アリーナ前を
通過する北海道新幹線Ｈ５系車両のカラーリングが施
された “らっくる号（函館市企業局交通部9600形電車）”
を撮影した一葉です。
　毎年６月10日は、6＝ろ（路面）、10＝英語でテン（電
車）という語呂合わせから「路面電車の日」と制定されて
おり、企業局では、市電の始発から終電までの間の普
通乗車料金を大人200円・小児100円とする６月10日
の「200円均一運行」をはじめ、６月はじめには、JR函
館駅前付近での路面電車が環境にやさしい公共交通機
関であること等を訴える街頭PRや企業局職員が接遇向
上ワッペンを着用するとともに、PRのぼりを営業所の
フェンスに設置する接遇向上運動等の路面電車に係る
様々な活動が行われています。

平成27年6月10日発行(毎月1回10日発行)
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マイナンバー制度が
始まります

１．マイナンバー制度とは
　マイナンバー制度とは、住民票を有する国民全員に「個人番号」（法人には「法人番号」）を付して、行政
手続等で利用する制度です。平成27年10月から番号が通知され、平成28年１月から利用が開始されます。
対象としている分野は、①社会保障、②税、③災害対策に限定され、企業が関係するのは、通常、社会保障
と税の２つの分野に限定されています。また、国税では、平成28年の確定申告には、「マイナンバー」の記
載を求めることが決まっています。

ポ
イ
ン
ト

● 今年10月からマイナンバーが住民票の住所に簡易書留で通知されます 
● 来年（平成28年）１月から順次、マイナンバーの利用が始まります 
● 社会保障、税、災害対策の行政の３分野で利用されますが、民間事業者もマイナンバーを扱います
● パートやアルバイトを含む従業員を雇用するすべての民間事業者が対象ですので、個人事業主もマイナンバーを取り
扱います

２．マイナンバーはこんな時に使います！！

ポ
イ
ン
ト

● 民間事業者はマイナンバー法で定め
られた事務のうち、税と社会保険の
手続でマイナンバーを使います
● 手続としては、従業員やその家族の
マイナンバーの取得と書類への記載、
関係機関への提出が必要です
● 個人事業主であっても、従業員（パー
ト・アルバイトを含む）を雇用して
いれば、マイナンバーの取得・保管
が必要になります
● 税の手続では謝金の源泉徴収票など
の調書の提出のため、従業員以外の
外部の方のマイナンバーも取り扱う
場合があります
● 提出先は税務署、市町村、年金事務所、
健康保険組合、ハローワークです

３．事業者がマイナンバーを記載する書類（参考例）

社
会
保
障
分
野

●健康保険・厚生年金保険／被保険者資格取得・喪失届
●報酬月額算定基礎届／報酬月額変更届
●健康保険被扶養者（異動）届
● 健康保険・厚生年金保険産前産後休業／育児休業等取
得者申出書・終了届
●国民年金第3号被保険者関係届

税

分

野

●給与所得の源泉徴収票　給与支払報告書
●退職所得の源泉徴収票　特別徴収票
●報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
●配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
●不動産の使用料等の支払調書
●不動産等の譲受けの対価の支払調書

→ 健康保険、雇用保険、年金等の手続きの場面で提出を要
する書面に、従業員等のマイナンバー（又は法人番号）
を記載

→ 税務署等に提出する法定調書等に、従業員や株主等の
マイナンバー（又は法人番号）を記載

　平成28年１月から「社会保障・税番号制度」（マイナンバー制度）がスタートします。行政だ
けでなく、民間企業も従業員等の番号を取り扱うため、民間企業はマイナンバーへの対応が急務
となっています。今回は、マイナンバー制度の概要、民間企業の具体的な対策例等をご紹介します。

平成27年度 事業計画・収支予算が決定

従業員の給与・福利厚生

従業員

事　業　者 年金事務所
健康保険組合
ハローワーク

税務署・市町村

外注先
商 取 引

マイナンバー
1234……

マイナンバー
（又は法人番号）
9876……

給与の支払い
保険料の徴収

報酬

社会保険関係手続

源泉徴収票
給与支払報告書の
提出

報酬等に係る
支払調書の提出

従業員及び事業者の
マイナンバーを記載

従業員及び事業者のマイナン
バー（又は法人番号）を記載

外注先及び事業者の
マイナンバー（又は法人
番号）を記載

※税理士等

源泉徴収票
給与支払報告書の作成

健康保険被保険者
資格取得届の作成

厚生年金保険
被保険者資格取得届

の作成

雇用保険被保険者
資格取得届の作成

等 等

企業の
対応は
急務

特
　
集



3

ポ
イ
ン
ト

● 民間事業者の対応のうち社会保障分野では、健康保険、雇用保険、厚生年金といった社会保険の手続でマイナンバー
を記載します
● 税分野では、パート・アルバイトの多い事業者（小売店等）や謝金の支払の多い事業者（出版関係等）などは取り扱
うマイナンバーが多くなるため、特に注意して、準備を進めてください
●税や社会保険の書類の様式が変わり、マイナンバーの記載欄が追加されます
● 手書きで帳簿等を管理している場合、マイナンバー導入を理由に、必ず電子化しなければならないわけではありません
● 社会保険の関係は厚生労働省のホームページ等で、税の関係は国税は国税庁、地方税は総務省のホームページ等で詳
細な情報を確認してください

４．事業者が注意すべき４つのポイント

① 
取　　得

　民間事業者によるマイナンバーの取得は法律で定められた税と社会保険の手続に使用する場合のみ可能で、
それ以外の目的（自社の顧客管理など）で取得することはできません。
　〇マイナンバーの取得の際にはあらかじめ利用目的を特定して通知または公表することが必要です
　〇本人確認はなりすまし防止のためにマイナンバーの確認と身元の確認を厳格に行ってください
　〇マイナンバー取得の際の本人確認では、マイナンバー（番号）の確認と身元確認を行います。

マイナンバー（番号）の確認 ＋ 身元の確認
通知カード　or　住民票（番号付き）　等 運転免許証　or　パスポート　等

●個人番号カードがあれば、１枚でマイナンバーの確認と身元の確認が可能です
● 個人番号カードを取得していない場合、10月から届く通知カードでマイナンバーを確認し、運転免許証やパスポー
トなどで身元の確認が必要です

②
利用提供

　取得と同様に、法律で定められた税と社会保険の手続に使用する場合を除き、マイナンバーを利用・提
供することはできません。利用目的以外の利用・提供はできません。
　〇社員番号や顧客管理番号としての利用は、仮に社員や顧客の同意があってもできません
　〇 個人番号カードの裏面にはマイナンバーが記載されますが、 法律で認められた場合以外で、書き写したり、コピーを
取ったりすることはできませんので注意してください

③
保管・廃棄

必要がある場合のみ保管が可能、必要がなくなったら廃棄が必要です。
　〇 必要がなくなったらマイナンバーを廃棄または削除するというルールを取扱担当者に浸透させてください
　〇廃棄や削除を前提に、書類やデータのファイリングの仕方などを工夫してください

④
安全管理
措　置

　マイナンバーを含む個人情報の取扱は、従来の個人情報よりも厳格に行う必要があります。
　〇従業員が数名といった事業者に情報管理の電子化等、必要以上の取組を求めるものではありません
　〇 従業員が通知カードを紛失などしないように、10月までに社内報や掲示板等で、従業員への制度概要の情報提供を行っ
て下さい

　〇 これまでしっかりと管理されている従業員の機微な個人情報と同等に、従業員等のマイナンバーも取り扱う必要があるので、
取扱担当者以外の人からむやみに見られることがないように工夫してください

　〇 データではなく紙などで帳簿等を管理している場合には、鍵付きの棚や引き出しに保管するなど情報漏えいへの対応
を実施してください

　〇 行政機関等に対する罰則は強化されています。民間事業者に対する罰則もありますが、適用されるのは漏えい等を故
意で行った場合です

　〇ただし、過失での情報漏えいであっても、民事上の責任や企業としての信頼低下の恐れがあります

５．事業者のためのマイナンバー　～準備のために必要な手順～
　①マイナンバーの利用ケースを洗い出しましょう！
　②利用スケジュールを確認！
　　→ いつまでに従業員等のマイナンバーを取得す

ればよいか確認しましょう！
　　　● 利用開始は平成28年１月以降ですが、税の手続は

平成28年分として主に平成29年２月～３月の確
定申告期になります

　　　● 厚生年金・健康保険の手続は平成29年１月以降と
されています

　③マイナンバーの取得の前に、安全管理措置の検討
　　をしましょう！

本欄にはマイナンバー制度の一部の概要をピックアップして掲載しております。詳しくは、「マイナンバー」で
検索していただくか、マイナンバーコールセンターにお問合せ下さい。
●内閣官房のホームページは『マイナンバー』で検索  
●マイナンバーのコールセンター 0570-20-0178（全国共通ナビダイアル）平日9：30～17：30（土日祝・年末年始を除く）

事
業
者
の
対
応

2015年
（H27年）

制度開始に向けた準備
（社内規程の見直し、システム対応、

安全管理措置　等）

従
業
員
等
の

番
号
取
得

開
始
可
能

申請書・申告書・調書等
順次番号記載開始

（※厚生年金・健康保険は、
平成29年1月～）

パートやアルバイト
扶養家族も含まれます!

従業員研修等

（10月）
2016年
（H28年）

【番号の取得・本人確認、調書の作成など
　　　　早期に番号が必要となる場面の例】
・年始に雇う短期アルバイトへの報酬
・講演・原稿作成等での外部有識者等への
　報酬
・3月の退職
・4月の新規採用
・中途退職

2017年
（H29年）

注意



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

ホテル●
リソル函館　

棒二森屋●

★
オフィス

①代表者名 ②住所 ③電話番号・HPURL ④営業内容（社名50音順、敬称略）新入会員ご紹介
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函館市新幹線開業記念イベント実行委員会
構成団体：函館市、函館商工会議所、
　　　　　(一社 ) 函館国際観光コンベンション協会、
　　　　　函館朝市協同組合連合会、函館都心商店街振興組合、
　　　　　北海道新聞函館支社、北海道旅客鉄道㈱函館支社

■お問い合わせ／函館市企画部新幹線開業イベントプロジェクトチーム　TEL．0138-21-3628（土・日・祝を除く 9:00 ～ 17:30）

「はこだて花と緑のフェスティバル」とタイアップ。
楽しいイベントいっぱいの２日間！！

カウントダウンイベント

おもてなしの心をこめて、みんなで一緒にカウントダウン !!

今年で22回目を迎えた、函館の街を「花と緑」で飾る人気イベ
ント。花と緑に関する相談・展示・イベント・体験会や花苗の
販売はもちろん、歌やダンスなどのステージイベントあり、
ファミリーでお楽しみいただけます。

※催し物などが変更となる場合がございます。
※写真・イラストは一部イメージです。

①代表者名 ②住所 ③電話番号・HPURL ④営業内容（社名50音順、敬称略）新入会員ご紹介
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嫌われないように、
好かれるように
 
って動くと、うまくいかないことが
 
嫌われてもいい、
好かれなくてもいい
 
ってなると、なぜがうまくいく。
 
書道と同じ。
 
うまく書かなきゃ、
下手と思われたくない
 
って思ってたら筆はうまく運べない。 

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/

函館商工会議所　会員之章

手づくりパンの家　ムックル
①渡邊 匠
②函館市千代台町12-25
③84-5758
④製パン、販売

　この度、鹿部町から千代台に移転してきました。
鹿部の時と変わらぬ味を守りながら新し事にもチャ
レンジしていきたいと思っています。

★中島廉売●

⬅至函館駅

オーシャン●
スタジアム　

●第三大谷幼稚園

ハセガワストア●

　本所では会員之章を制定しており、事業所に掲示する等して本所会員であることを明示す
ることにより、事業所のイメージアップ、取引上の信用増大におおいにお役立ていただいて
おります。
　原則として、入会時に一枚お渡ししておりますが、経年劣化や紛失をされた会員様は下記
までご一報いただければ無償で再発行いたしますので、ご遠慮なくご連絡をいただきますよ
うお知らせいたします。

ご連絡先　企画情報課　TEL２３－１１８１
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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
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【公式サイト】http://www.souun.net/

函館商工会議所　会員之章

手づくりパンの家　ムックル
①渡邊 匠
②函館市千代台町12-25
③84-5758
④製パン、販売

　この度、鹿部町から千代台に移転してきました。
鹿部の時と変わらぬ味を守りながら新し事にもチャ
レンジしていきたいと思っています。

★中島廉売●

⬅至函館駅

オーシャン●
スタジアム　

●第三大谷幼稚園

ハセガワストア●

　本所では会員之章を制定しており、事業所に掲示する等して本所会員であることを明示す
ることにより、事業所のイメージアップ、取引上の信用増大におおいにお役立ていただいて
おります。
　原則として、入会時に一枚お渡ししておりますが、経年劣化や紛失をされた会員様は下記
までご一報いただければ無償で再発行いたしますので、ご遠慮なくご連絡をいただきますよ
うお知らせいたします。

ご連絡先　企画情報課　TEL２３－１１８１
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浪漫溢れる函館西部地区の教会
　当教会は、1995年12月24日のクリスマスイヴにオープンし、
今年で20周年を迎えます。以来、4,600組以上の挙式を行って
きました。館内には、実際に英国の教会で使われていたステン
ドグラスやパイプオルガン、鏡やイス、テーブル等のアンティー
クなものが多く、祈りの伝統を受け継ぐ格調ある内装となって
おります。
　当教会は、函館山の麓の小高い丘の上にあるため、テラス
から見下ろす函館港や夕暮れ時からの景色が本州からのお客
様に好評なため、黄昏時から行うナイトウェディングプラン
や近くの旧函館区公会堂や八幡坂等の函館らしい観光名所で
撮影するロケーションフォトプラン等、浪漫溢れるブライダ
ルプランを取り揃えており、当教会で挙式を行う新郎新婦の
半数以上はリゾートウェディングを希望する本州からのお客
様が占めています。
　昨年の５月から設置したエンジェルカフェとエンジェル衣裳
館では、英国のアンティークな空間でパイプオルガンの音色
を聞きながら農園直輸入の紅茶やコーヒーを楽しめたり、タキ
シードやドレス、きものなどの衣裳を貸出し、市民や観光客に
お姫様体験・変身体験を通じて、函館での素敵な思い出づくり
のお手伝いもしています。

一生に一度きりの幸せな一日に
　近年、函館市内では、様々な事情で、入籍のみの方やフォト
ウェディングのみで挙式しない夫婦が増えて来ています。しか

し、我々ブライダル業界は、結婚式は新郎新婦が夫婦になると
いう自覚を持つための儀式であると同時に、挙式当日の幸せな
時間は、一生残る思い出として、夫婦の絆を固く結ぶ重要なも
のだと語り掛け続けなければならないと思います。
　一生に一度の幸せな一日を、思い出に残る最高の一日になる
ように、ご新郎様ご新婦様との打ち合わせは念入りに行ってい
ます。特に、道外からお越しになるリゾートウェディングのお
客様を担当する時には、挙式やロケーションフォトプランだけ
でなく、会食のご要望に合ったレストランのご紹介や予約、そ
して、第一回はこだて検定初級の知識を活かした観光スポット
のご案内等、挙式前日から挙式後までの一日のプランをご提供
しております。
　そのため、道外のお客様と打合せする場合、30通以上のメー
ルをやり取りすることもありがますが、当教会で挙式を行えて
良かったという言葉をいただいたり、当教会で10年前に挙式
を行った夫婦が結婚記念日に子供を連れて訪れていただいたこ
と等があり、挙式を通して、函館のファンになっていただいた
ことに誇りを感じます。

今後の目標
　聖マリア教会のようなチャペルは、気軽に立ち寄れる場所で
は決してないと思います。函館で20年も結婚式場としてお仕
事をさせて頂いておりますので、今後はもっともっと地域に貢
献できる教会を目指します。
　聖マリア教会には150名が座れる大きな礼拝堂があります。
ここにはパイプオルガンだけでなく、ピアノも置いています。
ですので、コンサートホールとしての礼拝堂の貸出やエンジェ
ルカフェ、エンジェル衣裳館といった結婚式以外のサービスを
通じて、地元の方や観光客の方が気軽に立ち寄れる、地域に愛
される教会を目指します。
　礼拝堂のピアノは挙式時間以外は無料で開放しています。
　また、今後も本業であるブライダルを通じて、一組でも多く
の新郎新婦の門出を心をこめて祝福していきたいと思います。

函館聖マリア教会
ワカマツヤ 常務取締役　中野 拓

函館聖マリア教会
函館市船見町8-21　TEL 22-5151

Data

教会内の格調ある雰囲気の中、紅茶やコーヒーを楽しめる
“エンジェルカフェ”

旧函館区公会堂を背景にウェディングフォトの撮影

“エンジェル衣装館”のドレスを身に纏い、記念撮影

テーマ

会員NOW
一生に一度きりの幸せな一日に
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加賀谷珠算塾
 塾長　加賀谷　秀子
加賀谷珠算塾
　当塾は、昭和40年に夫の加賀谷 喜一と共に、国語算数等
の学習の他に、習字、珠算を教える総合塾として亀田本町
で創業しました。夫は17年前に亡くなりましたが、現在は
昭和と美原で珠算教室を行っております。
　当塾には二つの大きな教育理念があります。一つ目は“見
返りを求めないこと”です。親が子供に見返りを求めずに
愛情を注ぐように、親のような気持ちになって生徒に指導
を行いたい考えています。二つ目が、“継続は力なり”です。
当塾は週３回の練習を行っており、習い事の中では、通う
回数が多い方です。誰しも練習が嫌になる時が訪れますが、
それを理由に一度休んでしまうと、練習から“逃げた”と
いう意識が根付いてしまい、いつしか面倒なこと、嫌なこ
とから目を背ける“逃げ癖”に繋がってしまいます。そういっ
た理由から無断欠席を控えてもらい、正当な理由がある時
のみ練習を休んでもらっています。
　毎日生徒と真摯に向き合って教育を続けた結果、昨年
６月に行われた第201回珠算能力検定試験において、当時小
学3年生の生徒２名が珠算１級に合格することができました。

日本珠算連盟函館支部に入会して
　昭和56年の10月に日珠連函館支部に入会し、今年で
34年経ちます。
　函館支部での主な活動は、年３回の管内で行われるそろ
ばん競技大会の運営と日本商工会議所・日本珠算連盟主催

の珠算検定試験の施行です。これらの業務を通して、函館
地区の選手および当塾の選手を育てることが私自身の珠算
競技についての勉強に繋がっています。
　会議所さんには、塾の経営だけでなく、競技大会の運営、
検定の施行もバックアップしていただき、とても心強く感
じています。　
　また、函館支部の先生たちとは同僚であり、仲間・友人
といったような間柄にあり、業務的な面だけでなく、精神
的な面でも支えられていますので、支部の皆様にはとても
感謝しております。

珠の道
　そろばん競技は、緊張の中で誤差の許されない正確な動
作と計算を強いられ、努力や熱意の大きさに関わらず、導
き出した数字のみが結果に反映される、非常にシビアで公
平な勝負の世界です。
　特に競技大会では、緊張に負け、失敗したり、実力を出
し切れず結果を出せないことがあり、挫折を味わうことが
ありますが、そこから立ち上がり、再度挑戦し、以前より
たくましくなった姿を子供達は見せてくれます。競技大会
に出る選手の保護者様には、普段のお子さんとは全く違う、
勝負の世界で真剣に珠を弾く姿を、是非、会場でご覧になっ
てほしいと思います。
　７月に行われる函館地区珠算競技大会やそれに続き９月
に小樽市で行われる全道珠算競技大会では、当塾の生徒お
よび函館地区の選手には、良い成績を出すことはもちろん
ですが、結果に関わらず、大会でのプレッシャーやライバ
ルとの接戦、失敗や成功を通じて、技術面だけでなく、精
神面の成長も願っています。

今後の目標
　そろばん教育が計算力だけでなく記憶力や集中力、速聴
力や速読力等を鍛える教育ツールとして見直されており、
近年、そろばん人口が増加傾向にあります。
　今後も教育文化としてのそろばんの魅力を多くの子供達
へ伝えていき、地区大会や全道大会を通して、地域全体の
選手のレベルアップに貢献していきたいと思います。

加賀谷珠算塾
・昭和教室　函館市昭和2丁目16-7 TEL 42-7401
・美原教室　函館市美原3丁目10-11 TEL 46-0422　

Data

熱心に生徒に指導する加賀谷先生

珠算１級合格した佐々木君（左）と坂本君（右）

商工会議所活用レシピ
日本珠算連盟函館支部

員として
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　道新フォーラム「開業あと300日　新幹線－北海
道へ」（北海道新聞社主催）が去る５月30日、函館
国際ホテルで開催され、松本会頭がパネリストとし
て参加しました。
　フォーラムでは久保成人観光庁長官が「北海道新
幹線開業～アジア大観光交流時代の中で」と題して
基調講演を行い、国が進める「観光立国実現に向け
たアクション・プログラム」の取組内容をはじめ、
インバウンド観光の推移と経済効果を紹介し、地元
における受け入れ環境整備の重要性について説明を
行いました。引き続き北海道大学吉見教授、フォト
ライター矢野直美氏、工藤函館市長を交え行われた
パネルディスカッションでは、松本会頭より当所が
主催しているはこだて検定の取組などを紹介したう

えで、引き続き地元の担い手づくりと受け入れ環境
整備に努め、２市１町の経済団体が広域連携を進め
ながら経済効果創出を図りたいと述べました。

　北海道新幹線新函館開業対策推進機構ならびに新
幹線青森・函館早期開業促進期成会（会長：西村副
会頭）の平成27年度定時総会を去る５月18日、ロ
ワジールホテル函館において開催しました。
　新幹線新函館北斗開業に向けたアクションプラン
の推進を行っている機構の総会では、新函館北斗駅
と市内拠点を結ぶバス路線網や観光地の情報を網羅
したガイドマップの作成、観光路線バスの車両やバ
ス停の整備に対する補助事業が承認されました。
　続いて開催された期成会の総会では、現函館駅へ

の公共交通路線案内図設置を盛り込んだ事業計画や
収支予算が承認され、新幹線開業により区切りを迎
える期成会の新たなあり方について常任幹事会等で
検討していくこととしました。

観光庁長官が北海道新幹線開業とインバウンド観光について講演

■新幹線機構・新幹線期成会総会
二次交通の充実化に主眼

道新フォーラム「開業あと３００日　新幹線－北海道へ」

▲パネルディスカッションの様子

▲冒頭挨拶をする西村副会頭

会議所のうごき
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　第46回箱館五稜郭祭が去る5月16日・17日の日
程で開催されました。
　16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28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、青木賢治さん
（東京都）が優勝しました。
　また、17日の維新行列・音楽パレードは、函館
吹奏楽連盟の9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500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21日・22日、岐阜市において標記全国
会議が総勢400名にて開催され、本所より酒井専務
理事、矢野事務局長が参加しました。
　21日は、日本商工会議所・中村専務理事からの
基調講演に続き、内閣官房まち・ひと・しごと創生
本部事務局・若井次長より、「地方版総合戦略策定
のポイントについて」と題した講演があり、その後、
規模別ブロックによる５分科会で、各地の取組み事
例等をテーマに情報交換がなされました。　
　また22日には、分科会報告、特別講演等も行われ、
会議は盛会里に終了しました。

　本会議は毎年各地域持ち回りで開催しており、次
回は北海道新幹線開業年ということもあって当地函
館での開催が決まっていることから、会議の席上、
酒井専務理事から、函館のＰＲと多数の来函を期待
する旨の次回開催地挨拶を行いました。本所では次
回開催に向け、万全の準備を整えてまいります。

　そろばんグランプリ2015道南地区大会を去る５
月10日、函館と苫小牧の両商工会議所の二会場に
分かれ同時開催し、函館会場では47名、苫小牧会
場では15名の選手が参加しました。
　本大会は、８月2日に兵庫県立文化体育館（神戸市）
において開催される全国大会の予選を兼ねており、
両会場の参加選手は年代別にシニア、スクール、ジ
ュニアの各部門に分かれ、そろばんの腕を競い合い
ました。
　個人総合競技の各部門の成績は、シニア部門で
八木泰樹さん（㈱エスイーシー）、スクール部門で
古本聖奈さん（道立室蘭栄高校）、ジュニア部門で
逢坂美佑さん（室蘭市立海陽小学校）がそれぞれ優
勝し、優勝者を含む上位２名は、道南地区からの推
薦選手として全国大会の出場権を得ました。

■第46回箱館五稜郭祭
箱館戦争の歴史を維新行列で再現

■そろばんグランプリ2015道南地区大会
函館・苫小牧で同時開催し、62名の選手が腕を競う

■第69回全国商工会議所
　専務理事・事務局長会議
地方創生に係る講演や各地の取組み事例等の
情報交換を行う

▲大勢の観客を魅了した戦闘パフォーマンス

▲函館のPRと次回開催地挨拶を行う酒井専務

▲各部門の優勝者（左から）逢坂さん、古本さん、八木さん
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　第46回箱館五稜郭祭が去る5月16日・17日の日
程で開催されました。
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本部事務局・若井次長より、「地方版総合戦略策定
のポイントについて」と題した講演があり、その後、
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回は北海道新幹線開業年ということもあって当地函
館での開催が決まっていることから、会議の席上、
酒井専務理事から、函館のＰＲと多数の来函を期待
する旨の次回開催地挨拶を行いました。本所では次
回開催に向け、万全の準備を整えてまいります。

　そろばんグランプリ2015道南地区大会を去る５
月10日、函館と苫小牧の両商工会議所の二会場に
分かれ同時開催し、函館会場では47名、苫小牧会
場では15名の選手が参加しました。
　本大会は、８月2日に兵庫県立文化体育館（神戸市）
において開催される全国大会の予選を兼ねており、
両会場の参加選手は年代別にシニア、スクール、ジ
ュニアの各部門に分かれ、そろばんの腕を競い合い
ました。
　個人総合競技の各部門の成績は、シニア部門で
八木泰樹さん（㈱エスイーシー）、スクール部門で
古本聖奈さん（道立室蘭栄高校）、ジュニア部門で
逢坂美佑さん（室蘭市立海陽小学校）がそれぞれ優
勝し、優勝者を含む上位２名は、道南地区からの推
薦選手として全国大会の出場権を得ました。

■第46回箱館五稜郭祭
箱館戦争の歴史を維新行列で再現

■そろばんグランプリ2015道南地区大会
函館・苫小牧で同時開催し、62名の選手が腕を競う

■第69回全国商工会議所
　専務理事・事務局長会議
地方創生に係る講演や各地の取組み事例等の
情報交換を行う

▲大勢の観客を魅了した戦闘パフォーマンス

▲函館のPRと次回開催地挨拶を行う酒井専務

▲各部門の優勝者（左から）逢坂さん、古本さん、八木さん
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　平成27年度通常総会・懇親会を去る5月27日、
齋藤会長はじめメンバー48名が出席し、ホテル函
館ロイヤルにおいて開催しました。
　通常総会では、平成26年度事業報告ならびに収
支決算、規約変更、また、新体制での基本方針を盛
り込んだ平成27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、総会終了後に開催された懇親会では、来賓
として工藤函館市長、松本会頭はじめ40名が加わ
り総勢88名が出席し、4委員会の紹介や活動への
意気込みを発表するなど、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。

北海道新幹線開業記念函館マラソン大会
プロモーション活動
　去る５月９・10日の両日、仙台市で開催された「仙
台国際ハーフマラソン」出場者向けイベントにおいて、
函館商工会議所青年部（函館マラソン実行委員会）、
北海道新幹線新函館開業対策推進機構、七飯町の３
団体が参加し、来年６月開催の「北海道新幹線開業
記念函館マラソン大会」のプロモーションを実施し
ました。
　仙台国際ハーフマラソンは出場者が１万人を超え
る人気の市民マラソンとして知られ、函館では３年

前から仙台での函館ハーフマラソンＰＲを行ってい
ます。３団体は９日の「杜の都ハーフ前日祭」、10
日の「東北おまつりパークｉｎ杜の都ハーフ」とマ
ラソン出発地点イベントにそれぞれブースを出展し、
出場者や仙台市民へ函館マラソンのＰＲを展開、北
海道新幹線開業後は仙台と約２時間半で結ばれるこ
とを合わせてアピールし、同マラソン出場者からの
関心と反響も高く効果的なプロモーションを行うこ
とができました。北海道新幹線開業に向けては、今
後もターゲットを見定めた効果的なＰＲの展開を進
めて参ります。

　銭亀沢地区青年部の平成27年度通常総会を去る
5月9日、石田部長をはじめ6名が出席のもと、開
催しました。
　当日は、平成26年度事業報告ならびに収支決算
報告、平成27年度事業計画（案）ならびに収支予算
（案）について審議し、いずれも原案通りに承認され
ました。総会終了後には、懇親会が行われ、今年も
銭亀沢地区青年部の主要事業である「黒豚バーベキ
ュー祭り」の成功に向けて頑張ろうと大いに盛り上
がり、盛会裡のうちに終了しました。
　なお、今年も「黒豚バーベキュー祭り」は、8月
30日、志海苔ふれあいひがし広場にて開催を予定
しています。

■青年部
平成27年度通常総会・懇親会を開催

■銭亀沢地区青年部
平成27年度通常総会を開催

▲開催に先立ち挨拶する齋藤会長

▲プロモーション活動を行う青年部メンバー
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　本所主催による経営セミナー「1日でわかる！総
務の基本と実務」が去る５月18日、38名の出席の
もと、本所会議室において開催されました。
　ビジネス環境の変化による組織改編が著しい昨今、
総務部門は企業に必ずありながら、その業務範囲は
非常に広く、仕事の内容は企業によって様々です。
　また、経営者を補佐する役割を担うとともに、各
部門が機能しやすいようにサポートする、企業経営
上欠かせない業務・部署であることから、同セミナ
ーでは企業の総務担当者を対象に、日常業務の見直
しとさらに一歩進んだ業務処理法の習得を目指して

開催されたもので、当日は、㈲マスエージェント代
表の林忠史氏を講師に迎え、「総務の役割と仕事」、「総
務業務のサイクルとルール」、「庶務・労務・経理業
務のポイント」、「総務にとって必要な知識と心構え」
等について、幅広くお話しいただきました。

■経営セミナー
総務の基本と実務を学ぶ

今後のうごき　【5月29日現在】
6 月

12 金 函館市中心市街地活性化協議会
平成27年度第１回総会

14 日 第140回 簿記検定試験

15 月
源泉所得税（１月～６月）納付相談（～7/10）

女性会 ６月例会

17 水 金融個別相談

21 日 第38回 ２級・３級カラーコーディネーター
検定試験

23 火 セミナー「消費税増税…でもあなたの・お店の
ファンが増えていく！『接客×笑い』の法則」

24 水
発明相談

本所 第７回常議員会、第４回通常議員総会
25 木 北陸新幹線沿線地域視察会（～ 6/27）
26 金 法律相談
28 日 第204回 珠算能力検定試験
7 月
5 日 第37回 ２級・３級ビジネス実務法務検定試験

8 水 経営相談

11 土 第76回 ３級リテールマーケティング
（販売士）検定試験

12 日
第68回 函館地区珠算競技大会
第34回 ２級・３級福祉住環境コーディネーター
検定試験

▲熱心に耳を傾ける受講者
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　本所主催による経営セミナー「1日でわかる！総
務の基本と実務」が去る５月18日、38名の出席の
もと、本所会議室において開催されました。
　ビジネス環境の変化による組織改編が著しい昨今、
総務部門は企業に必ずありながら、その業務範囲は
非常に広く、仕事の内容は企業によって様々です。
　また、経営者を補佐する役割を担うとともに、各
部門が機能しやすいようにサポートする、企業経営
上欠かせない業務・部署であることから、同セミナ
ーでは企業の総務担当者を対象に、日常業務の見直
しとさらに一歩進んだ業務処理法の習得を目指して

開催されたもので、当日は、㈲マスエージェント代
表の林忠史氏を講師に迎え、「総務の役割と仕事」、「総
務業務のサイクルとルール」、「庶務・労務・経理業
務のポイント」、「総務にとって必要な知識と心構え」
等について、幅広くお話しいただきました。

■経営セミナー
総務の基本と実務を学ぶ

今後のうごき　【5月29日現在】
6 月

12 金 函館市中心市街地活性化協議会
平成27年度第１回総会

14 日 第140回 簿記検定試験

15 月
源泉所得税（１月～６月）納付相談（～7/10）

女性会 ６月例会

17 水 金融個別相談

21 日 第38回 ２級・３級カラーコーディネーター
検定試験

23 火 セミナー「消費税増税…でもあなたの・お店の
ファンが増えていく！『接客×笑い』の法則」

24 水
発明相談

本所 第７回常議員会、第４回通常議員総会
25 木 北陸新幹線沿線地域視察会（～ 6/27）
26 金 法律相談
28 日 第204回 珠算能力検定試験
7 月
5 日 第37回 ２級・３級ビジネス実務法務検定試験

8 水 経営相談

11 土 第76回 ３級リテールマーケティング
（販売士）検定試験

12 日
第68回 函館地区珠算競技大会
第34回 ２級・３級福祉住環境コーディネーター
検定試験

▲熱心に耳を傾ける受講者



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

小規模企業共済制度
経営者の退職金

■加入できる方：常時使用する従業員の数が20人以下（商業・サービス業は5人以下）
の個人事業主、個人事業主に属する共同経営者および法人役員の方

「ゆとり」のために。
●全国で約１２０万人の経営者が加入

●掛金は全額所得控除
●無理のない掛金
　月額1,000 円～70,000 円の範囲で自由に選択

●共済金の受取は一括・分割・併用の３タイプ

●受取り時にも税制面での大きなメリット

●災害時や緊急時には契約者貸付けの利用が可能

お問合せ先：函館商工会議所　経営支援課　℡23-1181

小規模企業共済制度は退職後のゆとり
ある生活を応援する安心の共済制度です。

12

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。

■金　　　利… 1.25％ （平成27年5月20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

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。

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。

貸付限度額

2,000
万円

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

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

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。

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14日㈫ 13:30～
相談員／北海道信用保証協会
 函館支店担当者

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㈬ 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

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

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24日㈮ 13:00～
相談員/弁護士 堀田 剛史 氏

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8日㈬ 13:00～
相談員/公認会計士 鎌田 直善 氏

13

日　時 平成27年6月19日㈮ 14:00～16:00
場 所 函館商工会議所 ３階会議室　 受講料 無料（定員50名になり次第締め切ります）
主 催 函館商工会議所

内部通報事例から考える

　本セミナーでは、「パワハラ」「セクハラ」「マタハラ」の三大ハラスメントを中心とした通報事
例を紹介しつつ、判例等も交えながら最近のハラスメント事情とその対処法について解説します。

●①内部通報の実態
●②ハラスメント対応はなぜ必要か
●③パワーハラスメントの定義と６つの類型　
●④パワハラ事例を考える～判例と判断基準～
●⑤セクシャルハラスメントの種類
●⑥セクハラ事例を考える～最近の事例から～
●⑦マタハラ事例を考える
●⑧ハラスメントをなくすために　　　

企業危機管理のパイオニア企業によるパワハラの実践的対応!!

お申込先／函館商工会議所　経営支援課　TEL 23-1181

講 師／久富　直子（ヒサトミ　ナオコ）
 株式会社エス ･ピー ･ネットワーク 総合研究室研究員
　大学卒業後、６年間イタリアにて報道関係者や企業の視察団体等の通
訳・コーディネータに従事。その後、エス ･ピー ･ネットワークに入社。
クライシスコミュニケーションを主たる専門分野とし、多くの企業不祥
事事案の実務支援や危機管理コンサルティングを手掛ける。
　また 2003 年、危機管理専門企業では日本初となる、内部通報窓口を
受託管理するサービス (第三者窓口 )「リスクホットライン」を立ち上げ、
現在も責任者を務める。

*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
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弁 　 理 　 士 岩﨑　良子　　　弁 　 理 　 士 石川　香菜子　　　特別顧問弁理士 細井　貞行　　　特 別 顧 問 岡本　清秀
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第59回函館圏優良土産品推奨会　函館商工会議所会頭賞
函館しじみラーメン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・486円(税込)310g（めん120ｇ×2、スープ35ｇ×2）

〒041-1215　北斗市萩野33-83　TEL 0138-77-8189

日の出製麺㈱

新卒求人はハローワークへ申込みを！
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　新規学校卒業者の採用準備を始めませんか。
　平成28年３月新規学校卒業者（高校・中学）の求人は、６月20日（※）から受付を開始します。
　新規学校卒業者の多くは地元での就職を希望していますが、地元企業の求人公開の遅れから、
多くの若い人材が地元を離れて就職しています。
　早期に採用計画を立て、ハローワークへ求人申込みされますようお願いいたします。
　高校・中学の新規学校卒業者に係る選考開始等の日程は下記のとおりです。

新規高等学校卒業者の選考日程等
　　〇求人受付開始  ６月20日（土）から（※）
　　〇事業主への求人票（控）返戻・求人票の公開 ７月１日（水）から
　　〇推薦（紹介）開始  ９月５日（土）から
　　〇選考・採用内定開始  ９月16日（水）から

新規中学校卒業者の選考日程等
　　〇求人受理開始  ６月20日（土）から（※）
　　〇事業主への求人票（控）返戻・求人票の公開 ７月１日（水）から
　　〇推薦（紹介）・選考・採用内定開始 12月１日（火）から

（※） 求人受付開始日は例年６月20日ですが、今年度はハローワークの閉庁日となりますので、
実際の受付開始日は６月22日月曜日となります。

フレッシュなチカラで
企業に活力を！

お問い合わせは、ハローワークの学卒担当までお願いします。
　　　　ハローワーク函館 （電話0138-26-0735）　部門コード43♯
　　　　ハローワーク江差 （電話0139-52-0178）
　　　　ハローワーク八雲 （電話0137-62-2509）

ご案内 Information
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株式会社　ブレーン
〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-5-2
 ビュレックス麹町４Ｆ
 TEL：03-6261-4343 ㈹
 FAX：03-6261-4321

函館インバウンドセミナー
－外国人旅行者向け消費税免税店制度について－
　税制改正により、2014年10月から外国人観光客が免税店で
買い物をする際、全ての品目が免税対象になり、また2015年4
月からは第三者に免税販売手続を委託できるようになりました。
函館地域において来函外国人宿泊客数は約29万人（北海道経済
部『平成25年度訪日外国人宿泊客数』）を数え、各店舗での免
税対応の重要性が高まりつつあります。
　そこで今回は、免税制度の理解を進め、それぞれの売上拡大
につながる方策を探るセミナーを開催いたします。

●「消費税免税制度について」
  札幌国税局課税第二部消費税課　国税実査官　小森　康弘 氏

●「商店街等における免税手続きカウンター導入のヒントについて」
 北海道経済産業局産業部流通産業課　課長補佐　仲条　　覚 氏

●「シンボルマークや外国人旅行者の現状等について」
 北海道運輸局企画観光部

■日　　時：平成27年 7月8日㈬ 14：00～ 16：00
■会　　場：函館商工会議所　３階会議室（函館市若松町7番15号）
■定　　員：40名（参加無料）
■お申込み：お申し込み方法については、本号に同封されている参加申込書をご覧下さい。
■申 込 先：函館商工会議所　地域振興課　電話：23-1181　ＦＡＸ：27-2111
■申込締切：７月３日㈮
■主　　催：北海道商工会議所連合会・函館商工会議所・函館市・（一社）函館国際観光コンベンション協会

プログラム
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　新潟県燕市に「フジイコーポレーション」とい
う中小企業がある。創業は今から１５０年前の
１８６５年。現在の主事業は家庭用草刈り機や除雪
機などの製造やプレス部品の受注生産である。
　業績も順調で近年の売上高経常利益率は５％をは
るかに上回っている。同社のこうした長寿や好業績
の要因は多々あるが、あえて一つだけ取り上げるな
らば、歴代社長の経営の考え方・進め方が、社員や
仕入先、さらには顧客や地域住民の高い支持を集め
てきたからだ。
　このことは、同社が創業以来「会社は家族・社員
は家族」を錦の旗に、どんなに苦しくなっても社員
とその家族の命と生活は守ることを最優先してきた
ことを見ればよくわかる。近年の例でいえば、あのリー
マンショックの際、売上高は半分近くに激減し、数
億円の赤字を出すなど甚大な影響を受けた。しかし、
このときも同社は、人員を整理するどころか、離職
者すら出していない。
　藤井大介社長は常 「々人件費という言葉はおかしい。
社員は費用どころか、価値創造の源泉だ」とまで言
い切る。こうした社員思いの経営が、社員や、その
家族の会社愛を強めないはずはない。先日もある会
合で藤井社長からこんな話を伺った。それは末期が
んになったある社員が、意識がもうろうとする中で、
家族宛てに書いた遺書の話である。そこには「死んだら、
私のひつぎの中に生前、毎日着ていた会社の制服を

入れてほしい。そして火葬場に行くときは、自分が
通勤していた道路を走り大好きな会社に立ち寄って
ほしい」というものだった。
　ここまで社員に愛されている企業はなかなかない。
この話を聞いたとき、私は目頭が熱くなった。また、
藤井社長はたまたま隣にいた一人の社員を指さし、
こう言った。「社員の多くは二世代、三世代続く社員
です。彼のおじいさんも元社員。社員も世襲制なの
です」。
　こうした社員思いの経営は、単に自社の社員だけ
ではなく仕入先・協力企業の社員、さらには、地域
に住む障がい者などに対しても実践されている。仕
入先に対してはフェアトレードを基本に、受発注企
業双方が、ともに幸せを実感できる取引を原則とし
ている。例えば、仕入先・協力企業で不良品を出し
てしまった場合にも、一方的にその非を責めるので
はなく、自社にも問題があるという意識で、同社か
ら専門の担当者を仕入先・協力企業に派遣し、とも
に問題解決を図るという。
　このような優しい取引姿勢ということもあり、同
社の仕入先・協力企業との取引歴は総じて長く、中
には取引歴が85年という企業もあるという。余談で
あるが、同社では出張の折、持っていく手土産は、
地域の障がい者が働く就労施設で生産販売している
商品だという。こうした話を聞くと、なぜフジイコー
ポレーションが元気なのかが分かる気がする。

企業に学べ

　1947 年生まれ。福井県立大学教
授、静岡文化芸術大学教授などを経て、
2008 年 4月より法政大学大学院政策
創造研究科（地域づくり大学院）教授、
同静岡サテライトキャンパス長および
同イノベーション・マネジメント研究
科兼担教授。他に、国や県、市町、商
工会議所などの審議会・委員会の委員
を多数兼務している。専門は中小企業
経営論・地域経済論・産業論。著書に『日
本でいちばん大切にしたい会社』（あ
さ出版）、『この会社はなぜ快進撃が続
くのか』（かんき出版）など。

坂本　光司 /さかもと・こうじ

家族の命と生活を守り続ける
フジイコーポレーション

快 進 撃

法政大学大学院
政策創造研究科 教授　坂本　光司
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