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2018年秋　リニューアルオープン 

宴会場は2018年8月より先行リニューアルオープン 

改修工事に伴う
入館のご案内
東館の耐震補強工事および新棟建築工事に伴い、
開港通り側からの入館はできません。
フロント及び館内への出入口は、西館玄関のみと
なりますのでご了承ください。
お客様には大変ご不便をおかけ致しますが、何卒
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

結婚ご披露宴はもちろん、各種パーティー、イベント、講演会、会議など、
お客様のニーズに合わせ様々なシーンに対応いたします。
現在、ご予約を先行承りしておりますので、詳しくはお問い合わせください。

ご予約・お問い合わせ　宴会営業部　TEL(0138)23-6161（直通）　営業時間／10:00～19:00
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■今月の表紙
「道南いさりび鉄道」
　写真は、函館駅に停車する道南いさりび鉄道の列車
を撮影した一葉です。
　五稜郭～木古内間を結ぶ列車を運行する道南いさり
び鉄道は、平成28年３月26日、北海道新幹線開業と同
日に開業し、今年で２周年を迎えました。
　同社は、観光団体用に車内で食事が楽しめる地域情
報発信列車｢ながまれ号｣の運行のほか、上磯～木古内
間で、車内電灯を蛍光灯から電球に変更し、車窓に映
る夜景や漁り火を楽しむ｢夜景列車｣の運行等、ユニー
クな取り組みが地元客や観光客に喜ばれています。
　また、同社保有車両９両のうち、４両を道南の四季
をイメージした塗色に塗り替えた車両を運行しており、
写真は、｢春夏秋冬｣の4色の車両を連結した列車を撮影
したものです。
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5 つの重点項目

 1 中小企業の経営課題への対応
◦金融円滑化対策
・�無担保・無保証人の融資制度「マル経資金」
の活用促進
・�北海道、函館市等の低利な制度融資の斡旋
・�イカ漁の極端な不調による原料高騰など水産
食料品製造業者への影響を踏まえ、本所独自
の水産食料品製造業者向け「利子補給制度」
の取扱期間延長など金融支援の重点的実施

◦事業承継対策
・�事業承継税制拡充を契機とした各種施策の普
及啓発と活用促進による承継支援強化

◦消費税対策
・�平成31年10月、初めて導入される「消費税
軽減税率制度」への円滑な対応に向け「消費

税軽減税率対策窓口相談等事業」を日本商工
会議所より受託し、適正な価格転嫁の確保
に関する支援と窓口相談、講習会の開催、
補助金情報提供等を実施

◦雇用対策
・�人工知能（ＡＩ）を活用した生産性向上と外
国人や女性や高齢者など多様な人材の活用に
関する調査研究
・�函館市内高等教育機関連携組織「キャンパス・
コンソーシアム函館（CCH）」への加入によ
る連携強化と地元就職への意識醸成

◦留学生受入態勢の整備と国際化の支援
・�留学生に対する住居の相談やアルバイトの斡
旋等サポート態勢構築に関する調査研究

◦産学官連携の推進
・�地域の高等教育機関・研究機関・行政とのよ
り積極的な連携推進

◦�環境対策：中小企業が取り組みやすい環境規
格「北海道環境マネジメントシステムスタンダー
ド（ＨＥＳ）」の取得促進による会員企業の商取引
拡大支援
◦経営支援機能の充実
・�弁理士、弁護士、公認会計士等による専
門的かつ高度な個別相談の実施
・�起業支援および「新規開業者利子補給制度」
の継続

◦海外市場展開等国際化への対策
・日本貿易振興機構（ジェトロ）等との連携

第３回通常議員総会
　第３回通常議員総会を去る３月28日、正副会頭はじめ
議員100名（当日出席57委任出席43）が出席し、フォー
ポイントバイシェラトン函館において開催しました。
　議事では、前段の常議員会にて承認された２件を含む
５件の報告事項（議員の異動、陳情要望活動、部会委員
会活動、規程の一部改訂、新会員の加入）をそれぞれ報
告するとともに、平成30年度事業計画ならびに収支予算
について審議を行い、ともに原案のとおり承認されました。
　本所は平成30年度の基本方針として、下記８つの活動
を柱とし、新たに事業承継や消費税軽減税率制度のため
の対策、雇用対策の一環としてＡＩを活用した生産性向
上、高等教育機関や行政との連携強化等中小企業に対す
る経営課題への対応を図ります。また新幹線の札幌開業
を見据えた、高速化と利便向上に対する要望や調査研究

を継続するとともに東日本経済圏との連携促進、更には
インバウンドを含め、地域に影響力の大きい新規航空路
やクルーズ船受入れ態勢の整備と要請活動を継続します。
このほか、会員サービス事業の拡充と様々な地域課題の
解決に向け、積極的な事業展開と活動を目指します。

事業計画概要

８つの基本方針
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
・�北海道新幹線開業効果を最大限に活かす観光関連産業振興、発
展の促進

Ⅱ  高速交通体系進展による地場産業の広域展開（南進政策）
・新幹線を活用した東北・北関東等との連携促進と広域展開
・北海道縦貫自動車道・函館新外環状道路の早期完成要請　　　

Ⅲ 人材確保と育成の推進
・�人工知能（ＡＩ）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

Ⅳ  近隣商工会との連携強化による北海道・北東北の縄文遺跡
群の世界遺産登録へのさらなる支援

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  函館地域留学センター機構（仮称）の設立に向けた留学生
受入態勢整備に関する調査研究

Ⅶ   空港民営化等国が掲げる地方創生に即した各事業の協議・      
要請と関連団体との連携強化

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

　 函館商工会議所
平成30年度 事業計画・収支予算が決定
特 集

▲開催に先立ち挨拶する久保会頭
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�３ 地域社会や会員の声を反映した提言・意見活動の推進
◦�バランスある地域産業構造形成を目指した企
業誘致の促進
◦�地域経済振興のための国・北海道・函館市等
への要望活動等の推進
◦�国・北海道・函館市等が発注する地域大型建
設工事等に対する地元企業受注機会の確保要請
◦�函館市行政施策に対する要望についての実施
検討
◦�北海道新幹線および在来線の利便性向上
・��新幹線青函共用走行区間高速化について、札
幌開業を見据えた抜本的解決策の検討・研究
開発と導入
・�新幹線の速達性に関する新たな構想の調査研究
・�本州方面との既存割引企画きっぷ販売の継続
に関する要望

・�新函館北斗駅と現函館駅間のＩＣカードシス
テム導入等、新幹線乗り継ぎ環境充実に関す
る要望

◦高速幹線道路の整備促進
・�北海道縦貫自動車道の七飯ＩＣ～大沼公園ＩＣ�
間の早期完成要請
・�函館新外環状道路の赤川ＩＣ～空港ＩＣ間早
期完成要請
・�函館江差自動車道の北斗茂辺地ＩＣ～木古内
ＩＣ間の整備促進と木古内ＩＣ～江差ＩＣ
間の整備計画区間への昇格要請

◦函館港の整備促進
・�函館港若松ふ頭大型クルーズ船向け係留岸壁
の早期完成に向けた整備促進要請

・�コンテナ船定期航路の安定・維持および物流
拠点機能の強化

◦函館空港の機能充実
・�道内複数空港の一括民営化について地域との
共生等発展的民営化につながる諸課題解決に
向けた協議・要請
・�国際航空路線の利用促進および運休となって
いる中国・韓国と新規として香港に対するトッ
ププロモーションの実施
・新規就航路線安定化に向けた支援
・�タイ・エアアジアＸ等、ＬＣＣ就航の誘致促
進と就航実現に伴う利活用促進

�４ 会員と地域に密着した事業の展開および会員サービス事業の充実・拡大
◦�会員交流会・異業種交流会の実施
◦�会員企業への訪問強化と要望等の取りまとめ
および情報提供

◦�会員企業従業員の福利厚生支援のための健康
診断割引サービス事業実施
◦�各種共済制度およびＰＬ保険、火災共済等の
充実と普及促進

◦�会議所報「ともえ」のさらなる内容充実とホー
ムページ、ＦＡＸ通信・Ｅメール等活用によ
る各種情報の迅速な提供

�５ 会員増強と組織・財政・運営基盤の強化
◦�常議員会・部会・委員会の積極的な開催によ
る会議所活動の充実強化
・�正副会頭と正副部会長・委員長懇談会の開催

◦�会員増強と財務基盤の強化
・�会員増強キャンペーンの実施、各種共済制度
への加入促進

◦�人材育成と組織の活性化
・�女性会ならびに青年部への事業支援と政策協
議、および若手経営者の育成
・�各種セミナー・講習会開催、各種検定試験等
の実施による人材育成
・�簿記・珠算・各種ビジネス検定・はこだて検定
等の実施による人材育成とさらなる普及促進

◦�事務局体制の充実・強化
・�小規模事業者向け補助金等助成制度について、
効果的な情報提供と活用提案するための担当
窓口の設置

�２ 北海道新幹線開業効果最大化に向けたまちづくりの推進と地域の活性化
◦�北海道新幹線開業効果最大化に向けたまちづ
くりの推進
・�既存の観光サービス点検評価と持続可能な事
業スキームの再構築、事業の担い手である市
民や事業者の育成とホスピタリティの強化
・�観光消費の域内循環促進策・付加価値額向上
策の調査研究
・�貨物新幹線積み替えターミナル立地に関する
調査研究

◦�中心市街地等の活性化
・�中心市街地での集客拠点の創出と、商店街育
成に資する各種事業の実施

◦�地域資源を活用した地域活性化の推進
・�函館・北斗・七飯経済団体協議会の事業活動等、
近隣商工会等との連携による広域事業の実施
・�函館らしさを創出する地域資源の活用と函館
ブランドの確立ならびに物産展・産業イベン
ト等への出展支援
・�道外での鹿児島との共同物産展開催に向けた
調査研究

◦�賛助会員募集等北海道・北東北を中心とした
縄文遺跡群の世界遺産登録の支援
◦�函館国際水産・海洋都市構想の推進

◦�津軽海峡経済圏における連携および交流の
促進
・�青森商工会議所との企業パートナーシップ構
築事業、弘前商工会議所との観光ツアー造成
ならびに地場産品の相互展開等、連携事業の
推進

◦�東日本経済圏における連携および交流の促進
・�東日本連携・創生フォーラム事業、会津ゆか
りの地CCI観光ネットワーク参画、新幹線は
やぶさ宇都宮駅停車要望活動など東日本地域
との相互交流促進

◦�観光振興の促進
・�大型クルーズ船誘致と寄港時のホスピタリティ
事業等への協力
・�函館港若松ふ頭大型クルーズ船向け係留岸壁
の暫定供用開始に伴うインバウンド増加に対
する受入態勢のさらなる整備・強化
・�観光案内ガイドの養成における「はこだて検定」
合格者の活用支援
・�各種コンベンションおよび、スポーツイベン
トの誘致促進。特に東京オリンピック開催に
関わる会議、スポーツ合宿、パラリンピック
種目等の誘致促進

・�「2018函館マラソン」開催に向けた活動の推進
・�国内外からの観光客誘致促進
・�冬季におけるイベント創出に関する調査研究
・�新幹線効果持続化を目的とした首都圏・北関東・
東北地区への積極的な観光プロモーション活動
・体験・滞在型観光および産業観光の推進
◦国際化への取り組み
・�国際姉妹都市や東アジア地域に加え、タイ・
シンガポール・マレーシア等との経済および
人的・文化的交流の推進
・�ニセコ・倶知安地域インバウンド長期滞在者
への誘客促進に向けた調査研究
・�道南台湾観光友好協会との事業連携によるア
ウトバウンド支援事業
・�地域企業の国際化を担う人材の育成に関する
支援
・�外国人観光客に対するホスピタリティ向上事
業として外国語講座の開催や通訳ガイド等養
成支援事業および活用策の推進
・�会員企業に対する公衆無線ＬＡＮ（無料Ｗｉ－Ｆｉ
スポット）設置支援

◦�箱館高田屋嘉兵衛顕彰追悼式の開催と小学生
向け副読本発刊

収入 224,650千円 支出 224,650千円

福利厚生費
15,900：7.1%

旅費交通費
15,110
6.7%

事務局費
16,770：7.4%

ビル管理費等
24,170：10.8%

会費負担金
91,400
40.7%

事業費
69,600：31.0%

給与費
83,100：37.0%

繰入金等
19,310
8.6%

事業収入
55,740
24.8%

補助金
58,200
25.9%

平成30年度収支予算
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　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。

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。

金　　利 1.11％
 （平成30年３月８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

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。

◦全国で約１２０万人以上の経営者が加入
◦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

■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

お問合せ先：函館商工会議所　経営支援課　℡２３－１１８１

がんばる経営、応援します！

マル経融資

小規模企業共済制度
経営者の退職金

「ゆとり」の
ために。

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

貸付限度額
2,000万円
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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／4月18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

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／5月8日㈫ 10：00〜16：00
相談員／北海道信用保証協会

函館支店担当者

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／4月27日㈮ 13：00〜16：00
相談員／弁護士　堀田　剛史氏

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／4月25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

経営相談
経営上の様々な課題についてのご相談
実施日／5月9日㈬ 13：00〜16：00
相談員／公認会計士　鎌田　直善氏

資　　金　　名 融　　資　　対　　象
融　　資　　条　　件

保証協会
信用保証資金

使途
融資限度額
（万円）

融資期間
（うち据置期間） 融資利率（固定金利）

一
般
支
援
資
金

一 般 資 金

仕入・決済資金等が必要な方 運�転 ４，０００ １０年以内
（２年以内）

１．１０％以内
経営改善企業　０．６０％以内

※１�下記優遇対象　０．６０％以内

信用保証協会
保証付き

設備の設置・改善資金が必要な方 設�備 ６，０００ １５年以内
（３年以内）

１０年以内　１．１０％以内
経営改善企業　０．６０％以内

※１�下記優遇対象　０．６０％以内

１０年超　１．５０％以内
経営改善企業　１．００％以内

※１�下記優遇対象　１．００％以内

青函地域活性化資金

青函両地域の活性化に資する事業の仕入・決済資金等
が必要な方 運�転 ６，０００ １０年以内

（２年以内） ０．４０％以内

青函両地域の活性化に資する事業の設備の設置・改善
資金が必要な方 設�備 １０，０００ １５年以内

（３年以内）
１０年以内　０．４０％以内
１０年超　０．８０％以内

小口 フ ァ イ ト 資金 小規模事業者で運転資金や設備資金が必要な方 運�転
設�備 ２，０００ １０年以内

（１年以内）

０．８０％以内
経営改善企業　０．３０％以内

※１�下記優遇対象　０．３０％以内

小口零細企業
保証付き

産 業 活 性 化 資 金 設備の近代化や新分野の事業への進出を行う方 設�備 ２０，０００ １５年以内
（３年以内）

１．３０％以内
経営改善企業　０．８０％以内

※２�下記優遇対象　０．８０％以内

必要により
保証付き

チ ャ レ ン ジ 資 金
新たに開業しようとする方等　※開業に要する資金の
30％（創業等関連保証を付す場合は50％）以上の自己
資金が必要。

運�転
設�備 ２，０００ １０年以内

（２年以内）
１．１０％以内

中心市街地での開業　０．６０％以内

ＩＴ活用生産性向上資金
ＩＴ活用による生産性向上のための設備資金が必要な
方　※函館市ＩＴ活用生産性向上補助金の専門家派遣
型ＩＴ設備導入支援事業の交付事業が対象。

設�備 ６，０００ １５年以内
（３年以内）

１０年以内　０．６０％以内
１０年超　１．００％以内

魚 種 転 換 支 援 資 金

イカを原材料として使用した商品を製造する方で，魚
種転換による設備資金が必要な方　※函館市魚種転換
支援事業補助金の製造機械等の導入および改修支援事
業の交付事業が対象。

設�備 ６，０００ １５年以内
（３年以内）

１０年以内　０．６０％以内
１０年超　１．００％以内

協同組合等事業資金 組合員のための施設の設置や改善を行う協同組合等ま
たはその組合員 設�備 ３，０００

組合等�20,000
１５年以内
（３年以内） ０．９０％以内

緊 急 対 策 資 金 地震・風水害・冷害等による被害の復旧資金が必要な方
運�転 １，０００ １０年以内

（２年以内） １．００％以内

設�備 ３，０００ １５年以内
（３年以内）

１０年以内　１．００％以内
１０年超　１．４０％以内

※１　一般資金、小口ファイト資金における優遇利率対象：イカの加工原料の不足・価格高騰等により経営に直接的な影響を受けている水産食料品製造業を営む方
※２　産業活性化資金における優遇利率対象：自然エネルギー発電設備の新増設用資金、店舗、工場等の施設改修用資金

お問合せは　函館商工会議所　経営支援課　℡ ２３－１１８１　まで

函館市中小企業融資制度のご案内（平成３０年４月１日現在）

*函館の皆様と共に48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（9月及び１月を除く）

発明・商標相談無 料

URL:http://www.eichi-patent.jp

特許業務法人 英知国際特許事務所

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
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函館タクシー
　弊社は1950年に設立以来、タクシーをはじめシャトルバ
スや貸切バスの運行、運転代行等のサービスを提供し、函
館の“足”として市民をはじめ観光客等の市外の皆様から
もご愛顧いただいております。
　弊社は地元に根ざし、地域の方々や観光・ビジネスで来
られる方々に『親切と安心』を提供できる会社でありたい
と考えています。例えば、陣痛が始まった妊婦さんを通院
先まで迅速に送迎する 「陣痛タクシー」や新函館北斗駅か
ら市内・近郊の各エリアまでを定額料金で送迎する「定額
タクシー」、高齢者・障がい者・家族の方が介助困難な時、
ケアドライバーが外出をサポートする「介護タクシー」等、
お客様の声や地域の実情をサービスに反映させるよう努力
しております。
　また、夜景や市内観光スポットを効率的に抑えたコース
をはじめ、「歴史」、「地酒」、「函館出身のアーティスト」等
のお客様が希望するテーマで観光スポットを巡る観光タク
シーサービスを行っており、豊富な案内プランを用意して
います。加えて、弊社には「はこだて検定」合格者ドライバー
が58人在籍しており、「はこだて博士」としてお客様を魅
力溢れる函館の街へご案内いたします。このような観光タ
クシーのサービスを通じて、より多くの人に函館を好きに
なっていただけることを願っています。

人に優しいタクシーを目指して
　弊社では、2008年から車内にDVDプレーヤーを設置し、
土方歳三に関するオリジナル映像や函館ロケの映画を流す
等、情報発信機器を活用したサービスに取り組んできました。
　この取り組みを通じて、近年の情報端末の飛躍的な進歩
を感じるとともに、外国人観光客や聴覚障がいの方への対
応等、お客様へのホスピタリティ向上に活用できるのでは
ないかと考え、「タクシー内コミュニケーション支援システ
ム」を開発し、この度、特許を取得しました。

　このシステムは、タクシーを利用する外国人や聴覚障が
いの方と、運転手との意思疎通を円滑にするもので、タブ
レット端末やスマートフォンを活用し、ブルートゥース(近
距離無線技術)等で後部座席側の乗客操作用タブレット端末
と運転手側の端末を接続、双方が入力した情報を送受信で
きる仕組みとなっており、目的地の指定や支払い等がスムー
ズに行えるようになります。
　このシステムについては、今後、行政や観光関連企業等
と連携し、実用化に向けた検討を進めるほか、観光名所や
飲食・宿泊施設の情報発信等の機能を追加していきたいと
考えています。
　開発にあたっては、会議所会員企業で、ＩＴ関連事業を
手掛ける㈲リバーマーケティングとともにサービス展開に
ついて検討を進め、特許取得には、会議所の発明相談でご
紹介いただいた英知国際特許事務所の協力のもと、2014年
に特許を出願し、３年半の月日を経て、昨年12月に特許登
録となりました。特許の権利は20年間継続され、2034年２
月までとなっています。
　特許申請という慣れない分野で、わからないことも多く
苦労しましたが、特許登録までの長きに亘ってご協力いた
だいた皆様へこの場を借りて感謝申し上げます。

今後の目標
　今後は、取得した特許の意義を理解していただける企業
や行政とアライアンスを組み、活用を検討し、これからも
増加が予想される外国人観光客への対応や聴覚障がいの方
へのホスピタリティ向上等に取り組んでいきたいと考えて
います。
　また、地元への貢献も忘れず、地域の実情やお客様の声
を反映させ、地域の皆様が本当に必要としているサービス
を提供していきます。

函館タクシー㈱
代表取締役社長 岩塚　晃一

テーマ 人に優しいタクシーを目指して
NOW会員

函館タクシー㈱ 
函館市日乃出町22-38 　
TEL 0138-51-3101　(タクシーのご用命は0138-51-0168）
ＵＲＬ　http://www.hakotaxi.co.jp/

Data

「タクシー内コミュニケーション支援システム」

乗客側の端末操作の様子　　　運転手側の端末操作の様子

Vol.55

「タクシー内コミュニケーション支援システム」の特許証を 
手にする岩塚社長
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函館商工会議所会員様 限定優待情報
４月１５日～４月３０日までの間、店舗にてお弁当を１，０００円以上お買い上げの際に

ペットボトルお茶を１本サービスいたします
ご注文の際に、右上の優待券をご提出ください。

※優待券は一度のお会計につき一枚まで使用可、その他のクーポンとの併用はできません。
　サービスは優待券一枚につき１本まで、店舗でのお買い上げのみ適用とさせていだだきます。
　（宅配やオードブルでのお買い上げはサービスが適用されませんので、予めご了承ください。）

優待情報については直接店舗へお問合せ下さい。

ボリューム満点のお弁当をリーズナブルな価格で
　当店は、港町、ポールスターショッピングセンターの近くに店を
構えるお弁当屋で、平成28年12月のオープン以来、市民の皆様にご
愛顧いただいております。
　当店のモットーは、美味しいお弁当をお腹一杯召し上がっていた
だくことです。お弁当はどれもボリューム満点、そのほとんどが
500円前後とリーズナブルな価格となっています。
　柔らかな鶏肉を特製ダレに一晩じっくり寝かせた「から揚げ弁当」、
刻んだから揚げに醤油ダレをかけた「とりっこ弁当」、九州から取り
寄せたとんこつスープが決め手の「長崎ちゃんぽん」が人気の商品
となっており、定番の「幕の内弁当」は毎日日替わりで数量限定、
午前中に売り切れることが多いです。このほか、トンカツやハンバー
グ、中華や丼物、麺類等、常時70種類以上のメニューをご用意して
おります。
　お弁当以外では、当店自慢のから揚げを盛り合わせた「チキンバスケッ
ト」や国産鶏を使用したジュージーな自家製「手羽盛」もおすすめです。
　お弁当は、オーダー後5～6分のお渡しで、市内宅配のほか、オー
ドブルも承っております。
　お腹一杯お弁当を食べたい時は、是非当店へお越しください。

武
たけ

田
だ

　双
そう

雲
うん

　１９７５年熊本生まれ。東京理科大学を卒業後ＮＴＴに就職、約３年後に書道
家として独立。ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」、世界一のスパコ
ン「京」など数々の題字を手がける。独自の世界観で全国で個展を開催。作品集

「たのしか」「絆」など著書は40を超える。 書道教室には約３００人の門下生が通
う（２００５年新規募集締め切り）。２０１３年度、文化庁から文化交流使に任命
され、ベトナム～インドネシアにて活動するなど、世界各国からさまざまなオファー
を受ける。
　公式ブログ「書の力」：http://ameblo.jp/souun/
　公式サイト：http://www.souun.net/、感謝69：http://kansha69.com/

書道家　武田　双雲

今、目の前に存在する

人や物事、このご縁のありがたさに

気づけるかどうか。

ひとつひとつのご縁を大切に。

お店の外観

カリカリの衣とジュージーな鶏肉の旨み
～から揚げ弁当～

港ウィズン
宅配サービス

会社、イベント等にも配達いたします
　店舗近郊はお弁当1,000円以上で配達、地域に
より2,000円以上での配達となりますので、宅配
サービスをご希望の際はお問い合わせください。

営業時間
10:00～15:00
16:30～20:00

配達時間
10：30～13：00
17：30～19：30

ＴＥＬ　0138-40-2221
住　所　 函館市港町１丁目13-11�

ジストビル１Ｆ
備　考　 駐車場３台有り日曜日は15:00までの営業

Member’s Board
函館商工会議所

会員様限定優待券

港ウィズン

店
舗
に
て
お
弁
当
1,000円

以
上

お
買
い
上
げ
で

ペットボトル
お
茶１本

サ
ー
ビ
ス

※優待券は一度のお会計につき一枚まで使用可、その他のクーポンとの併用はできません。

サービスは優待券一枚につき１本まで、店舗でのお買い上げのみ適用とさせていだだきます。

（宅配やオードブルでのお買い上げはサービスが適用されませんので、予めご了承ください。）

使用期間／平成30年４月15日
(日

)～４月30日
(月

)
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　去る３月19日～23日、５日間の行程で、久保会頭、
水島副会頭、函館片岡副市長はじめ市内関係各団体
の代表ら総勢11名が中国３都市の航空会社や旅行
代理店を訪れ、観光プロモーションを実施しました。
　平成28年度の宿泊客数が約８万人と台湾に次い
で観光客の入れ込みが多い中国ですが、平成27年
に開設した天津、北京、杭州－函館間、平成28年
に開設した西安－函館間の定期航空路線は、利用率
の低迷等もあり現在運休しています。
　今回の訪問では、現地の航空会社の中国国際航空、
天津航空、中国東方航空に対し、運休路線の運航再
開や観光客の送客についての要請活動を行いました。
中国国際航空では、新千歳や仙台行きの経由地とし
て検討を進める旨を伝えられる等、厳しい現状を確

認しながらも、天津航空では、天津線再開の意欲を
示す等、将来に向けた期待が持てるプロモーション
活動となりました。

　去る３月13日、フォーポイントバイシェラトン
函館において、水島副会頭、辻委員長はじめ６名
が出席し標記委員会を開催しました。
　当日は、総会提出議案である平成30年度事業計
画案ならびに収支予算案について、事務局から８つ
の基本方針と５つの重点項目を中心に説明がなされ
協議したほか、今後の会議所活動について意見交換
を行いました。
　当議案は原案通り承認され、常議員会へ上程され
る運びとなりました。

中国観光客誘致訪問団
北京、天津、上海で定期航空路線再開を要請

総務委員会

会議所のうごき

▲中国国際航空で要望する久保会頭

▲開催に先立ち挨拶する辻委員長
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　去る３月12日、本所議員室において、標記委員
会を村瀬副会頭、小笠原委員長はじめ４名が出席し
開催しました。
　当日は、函館市企画部水産海洋・高等教育担当の
長尾課長を招き、現在、市内高等教育機関８校が加
盟しているほか、平成30年度より本所も加わるこ
ととなっている「キャンパス・コンソーシアム函館」

（以下ＣＣＨ）について、若者の大都市への流出を
はじめとする人口減少の影響を最小限に抑え、大学
等の卒業生を地元に残し、Ｕターン等の受け皿とな
る企業の育成や学生の地元への関心を高める事業を
産学官連携により実施するといった活動の主旨や今
後の事業スケジュール等を説明された後、活発な意
見交換が行われました。　
　その結果、今後の委員会活動の中で、市や高等教
育機関との交流を通じ情報共有を図り、今後の具体
的な事業について考えていくことが確認されました。

　去る３月６日、本所議員室において、標記部会正
副部会長会議を村瀬副会頭、髙野部会長はじめ４名
が出席し開催しました。
　当日は、（一財）北海道食品開発流通地興の大久
保理事を講師に招き、「中国への鮮魚輸出につい
て」をテーマに、同機関が行う北海道の農・水・酪・
畜産品の世界に向けたブランド化を推進する活動や
富裕層向けの飲食店等を対象とした中国への道産
鮮魚の輸出を推進する活動等について説明されま
した。

　その後、平成30年度の部会運営について協議を
行い、イカの不漁問題をはじめ、地域の水産関連業
者が水産物の全体的な不漁による窮状を脱するヒン
トとなるような内容の講話会を開催していくことが
確認されました。

　去る３月23日、本所議員室において、標記部会
幹事会を中野副会頭、髙橋部会長はじめ８名が出席
し開催しました。
　当日は、函館市都市建設部都市計画課の担当者よ
り、人口減少と高齢化が進む中、効率的で持続可能
なまちづくりを推進する施策等についての説明と意
見交換を行った後、今後の部会運営について協議を
行いました。　
　その結果、異常気象等による災害が発生した際に、
行政と建設業界が災害協定は結んでいるものの、対
応が後手に回ってしまうことから、部会としてこ
れらの課題を取り上げていきたい旨が確認されま
した。

産学官連携促進委員会

建設・土木部会　幹事会

農水産部会　正副部会長会議

▲ＣＣＨの運営について意見を交わす出席者

▲中国への鮮魚輸出について説明する大久保理事

▲都市計画について意見を交わす出席者
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　去る 3 月26日、「青函トンネル開業30周年・北海
道命名150年・北海道新幹線・道南いさりび鉄道開
業 2 周年記念フォーラム」をフォーポイントバイシ
ェラトン函館において、北海道、北海道新幹線建設
促進期成会と本所の共催により開催しました。
　このフォーラムは名称の通りそれぞれの節目を記
念し、道南や北海道の発展につなげることを目的に
開催したもので、基調講演にJR北海道西野副社長
を迎えて「青函トンネル30周年と北海道新幹線の
開業について」と題した講演を頂き、続いてインバ
ウンドによる観光振興事例としてTREASURE IN 
STOMACHの小笠CEOとタイ人観光ツアーコン
ダクターSuphapkul氏より「SNSを活用した北海
道新幹線の利用促進について」と題した発表が行わ
れ、約130名の参加者は北海道新幹線開業の節目を
祝うと共に、開業効果の持続化や波及について学び
考える機会となりました。

　去る 3 月20日、本所主催、函館市共催による電子
決済・インバウンド・消費税軽減税率対策「観光消費
拡大セミナー」を本所会員事業所を中心に30名が
参加し、ホテル法華クラブ函館において開催しました。
　同セミナーは、当市へのインバウンド来訪者が増
加傾向にある中、その経済効果を市内事業所が確実
に獲得していくことを主旨に開催したもので、当日
は、第1部で、函館市観光部国際観光課佐藤主査を
講師に、「函館市のインバウンドの現状と取り組みに

ついて」をテーマとした講話、第 2 部で、企業 6 社
によるインバウンド向け電子決済システム等の導入
案内を中心とするプレゼンテーション、第 3 部で、
平成31年10月から消費税の軽減税率制度がスター
トすることを受け、本所中小企業相談所永澤所長よ
り、「消費税軽減税率制度に対応したレジ導入補助
金について」をテーマとした説明を行った後、第 4 部
で、直接参加者と企業担当者による個別相談会を実
施し、参加者が熱心に耳を傾けていました。

　去る 3 月19日、第62回函館圏優良土産品推奨会
をフォーポイントバイシェラトン函館において開催
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、27社から農水産81品、菓
子16品、民工芸 3 品、合計100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、
合格品を対象とした 2 次審査の推奨会では、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。

（13頁参照）

第62回函館圏優良土産品推奨会
函館市長賞など各賞が決定

青函トンネル開業30周年・北海
道命名150年・北海道新幹線・道
南いさりび鉄道開業2周年記念
フォーラム

電子決済・インバウンド・消費税
軽減税率対策
観光消費拡大セミナー

▲過大包装や不当表示等を審査する１次審査

▲西野副社長による基調講演の様子

▲セミナーの様子
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議員の職務を行う者の変更
・２号議員	 合同容器株式会社函館事業部	 （旧）執行役員事業部長	 佐　藤　　　明　氏
	 	 	 	 （新）事業部長	 堀　　　崇　紀　氏
	 （平成30年３月16日付）

議員の異動
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　去る 3 月27日、本所、（公社）函館法人会共催に
よる平成30年度新入社員セミナーを127名の新社会
人が参加し、ホテル函館ロイヤルにおいて開催しま
した。
　同セミナーは、新入社員が社会人として必要とさ
れる基礎知識やビジネスマナー等を習得し、即戦力
として企業に貢献できるよう毎年開催しているもの
で、当日は、㈲オフィスＫ代表の藤本恭子氏を講師
に迎え、「ビジネスマナーの基本」「話し方と敬語法」

「信頼される電話応対」「接遇応対のマナー」「仕事
の進め方」等の研修をはじめ、函館市市民部による
｢社会人のためのお金の話」と題した講演が行われ、
参加者は熱心に受講しました。

　去る３月12日、第５回例会を外崎会長はじめメ
ンバー41名が参加し、フォーポイントバイシェラ
トン函館において開催しました。
　昨年の６月例会で行った会員企業紹介の第２回目
として行った当例会は、会員相互の事業に ｢関心を
持つこと｣、｢知ってもらうこと｣、｢理解してもらう
ためのプレゼンテーション能力の向上｣ を目的とし
て、９名の会員による５分間の自社紹介のプレゼン
テーションが行われました。

　懇親会形式で行われた当例会は、和やかな雰囲気
のなか活発な質疑がなされる等、会員企業の相互理
解を深めながら、盛会裡に終了しました。

　去る３月５日、 3 月例会を今会長はじめ26名が
出席のもと、講師に工藤市長を招き、花びしホテル
において開催しました。
　当日は、「函館市の現状や展望について」と題し
て講話が行われ、函館市の経済情勢や人口減少対策、
まちづくり施策等を中心に説明があり、出席者は、
特に地域が抱える身近な話題であるインバウンドの
現況や事業者の後継者問題等に興味深く耳を傾けて
いました。
　また、講話に先立ち、工藤市長を交えて行われた
昼食懇談では、和やかな雰囲気の中、会員同士の交
流を深めました。

平成30年度新入社員セミナー
127名の新社会人がビジネスマナーを研修

青年部
第５回例会を開催

女性会
3月例会を開催

▲社会人としての基礎知識を学ぶ参加者

▲例会を終えての記念写真

▲工藤市長を囲んでの集合写真
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厚生労働省北海道労働局職業安定部職業対策課／北海道経済部労働政策局雇用労政課
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　去る３月７日、渡島総合振興局、渡島教育局、函
館公共職業安定所の３者連名により、障がい者雇用
の一層の推進に関する要請書が提出されました。　
　本年４月より障害者雇用促進法における法定雇用
率が引き上げられ、算定基礎の対象に精神障がい者
が新たに加わることから、障がい者の雇用機会をよ
り一層確保していくことが求められています。
　一人でも多くの障がい者が夢と希望を持って、社
会に踏み出すことができるよう会員の皆様において

も、在職中の障がい者の雇用維持・雇用促進、障が
い者特性の理解について、ご協力をよろしくお願い
いたします。

　雇用・就労は、障がいのある人の自立・社会参加のための重要な柱です。「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用
促進法）」は、障がいのある方々が能力を最大限発揮し、適性に応じて働くことができる社会を目指し、さまざまな制度につい
て規定しています。
　なお、本道の民間企業における実雇用率は２．１３％、法定雇用率を達成している企業の割合は５４．１％といずれも前年を

上回りましたが、半数近くの企業は未達成の状況に留まっています。是非、障がいのある方々の積極的な雇用をお願いします。

　法定雇用率の見直しにより、平成30年４月１日から常用労働者を４５．５人以上雇用している事業主は、従業員の２．２％（こ

れを「法定雇用率」といいます。）に相当する数以上の障がい者を雇用し、ハローワークに報告しなければなりません。平成

３３年４月までには、さらに法定雇用率が０．１％引き上げとなります。また、法定雇用率の算定基礎の対象に、新たに精神障

がい者が加わることになりました。（精神障がい者雇用の義務化）

　なお、４５．５人未満の事業者には報告義務はありませんが、法においてはすべての事業者に雇用の責務があり、積極的に雇

用に取り組んでいただくことが必要です。

■平成29年６月１日現在の道内民間企業（50人以上規模）における障がい者雇用状況
○集計企業数は３，２８８�社（対前年比１．０％、３１社増加）

○雇用率の算定基礎となる対象労働者数は�６２７，１８９．５人（対前年比２．７％、１６，１９９．０人増加）

○雇用されている障がい者の数は�１３，３３４．５人（対前年比５．９％、７４２．０人増加）

○実雇用率は２．１３％（対前年比�０．０７ポイント上昇）

○法定雇用率達成企業の割合は�５４．１％（対前年比２．６ポイント上昇）

障がい者雇用に係る求人要請
障がい者雇用の拡大や維持を要請

障がい者雇用の促進について

障がい者雇用率制度

▲３者から要請書を受け取る本所永澤所長
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1

幸福のずわいがに
（100g） …………………………………1,080円（込）
㈱味の海豊
函館市日乃出町２０-１２　TEL：５６-１２５６

2

いさりび　五勝手屋　羊羹
（3本（309g）） …………………………… 842円（込）
道南いさりび鉄道㈱
函館市若松町１２-５　TEL：８３-１９７７

1

社長のいか塩辛　極
（200gビン×2ヶ） …………………2,５９2円（込）
㈱布目
函館市浅野町４-１７　TEL：４３-９１０１

2

北海道179市町村サイコロキャラメル
（10粒（2粒×5箱）） ………………………1７2円（込）
道南食品㈱
函館市千代台町１４-３２　TEL：５１-７１８７

1

だし日和
（8食）………………………７５６円（込）

南かやべ漁業協同組合
直販加工センター
函館市川汲町１５４６-１２
TEL：２５-５５７４

2

函館美鈴珈琲まんじゅう
（8個）………………………５40円（込）

㈱不二屋本店
函館市西桔梗町５８９-４６
TEL：４９-５１７５

1

マリボーチーズ（プレーン）

（300g） ………… 2,300円（込）

㈱函館酪農公社
函館市中野町１１８-１７
TEL：５８-４４６０

2

浜焼き秋鮭
（90g） ………………… 8６4円（込）

㈱布目
函館市浅野町４-１７
TEL：４３-９１０１

3

五島軒大地のサラダ
ソース〈とうもろこし〉

（200㎖） …………… ７13円（込）

㈱不二屋本店
函館市西桔梗町５８９-４６
TEL：４９-５１７５

4

カボチャのはこだて雪んこ
（55g×6個） …… 1,2５0円（込）

カドウフーズ㈱
函館市追分町１-２５
TEL：６２-６０７７

5

函館なめらかプリン
（90g） ………………2９1円（込）

昭和製菓㈱
函館市西桔梗町５８９-３９
TEL：５０-８０８０

6

赤レンガ倉庫の
キャラメルガトー

（１本入り） …………５40円（込）
金森商船㈱
函館市末広町１４-１２
TEL：２３-０３５０

1

春採り真昆布スティック
（48g） ……………………６48円（込）

㈱三海幸
函館市本町２９-２０
TEL：３１-７１０１

2

國稀吟醸酒粕ケーキ
（350g） ……………… 2,1６0円（込）

函館空港ビルデング㈱
函館市高松町５１１番地函館空港内
TEL：５７-８８８１

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 Information

第６2回
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館
圏
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品
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会
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賞
商
品
一
覧 

●①

●①

●①

●④

●⑤

●⑥

●①

●①

●②

●②

●②

●②

●②

●③



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！

専門家による無料経営相談実施中！
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

●キラリス
　函館

ホテル●
リソル函館　

棒二森屋●

★
オフィス

14

検定の詳細につきましては、
同封の各種検定パンフレットを

ご参照ください！

日本商工会議所の検定試験
第149回 簿記検定試験　１～３級
施 行 日／平成３０年６月１０日（日）
申込期間／平成３０年４月２日（月）～５月１０日（木）
受験料（税込）／１級�７，７１０円　２級�４，６３０円
� ３級�２，８００円�

第82回 リテールマーケティング（販売士）
検定試験　２級・３級

施 行 日／平成３０年７月１４日（土）
申込期間／平成３０年５月１４日（月）～６月２１日（木）
受験料（税込）／２級�５，６６０円　３級�４，１２０円

お申込み先／函館商工会議所企画情報課
　　　　　　電話（０１３８－２３－１１８１）
　　　　　　インターネット
　　　　　　（http://www.hakodate.cci.or.jp/）

東京商工会議所の検定試験

第44回 カラーコーディネーター
検定試験　２級・３級

施 行 日／平成３０年６月１７日（日）
申込期間／平成３０年４月３日（火）～５月２日（水）
受験料（税込）／２級�７，３４０円　３級�５，２５０円

第43回 ビジネス実務法務
検定試験　２級・３級

施 行 日／平成３０年７月１日（日）
申込期間／平成３０年４月１７日（火）～５月１８日（金）
受験料（税込）／２級�６，４８０円　３級�４，３２０円

第40回 福祉住環境コーディネーター
検定試験　２級・３級

施 行 日／平成３０年７月８日（日）
申込期間／平成３０年４月２４日（火）～５月２５日（金）
受験料（税込）／２級�６，４８０円　３級�４，３２０円

第24回 環境社会（ｅｃｏ）検定試験
施 行 日／平成３０年７月２２日（日）
申込期間／平成３０年５月８日（火）～６月８日（金）
受験料（税込）／５，４００円

第７回 ビジネスマネジャー検定試験
施 行 日／平成３０年７月１５日（日）
申込期間／平成３０年５月１日（火）～６月１日（金）
受験料（税込）／６，４８０円

東商検定お申込み先�
東京商工会議所（検定センター）
電話（０３－３９８９－０７７７）
インターネット (http://www.kentei.org/)　

検定試験の
ご案内



H27 年 3 月

開通済区間

延長 2.4km

開通済区間

北
海
道
新
幹
線

北海道縦貫
自動車道

事業の概要

函館都市圏の高速交通ネットワークが充実します
函館新外環状道路の開通で

～函館空港とのアクセス性が向上し、生活道路の渋滞緩和や
　　　　　　　　　　　　　　物流・観光・産業への貢献が期待されます！～

【情報提供：北海道開発局函館開発建設部】

しんそと かんじょう

●平成32年度に予定される当区間の開通に
より、函館新道、函館・江差自動車道と一
体となって、道南圏から函館空港までのア
クセス時間の短縮を実現するとともに、函
館市内の交通混雑の解消及び定時性の向上
が期待されます。

15

函館新外環状道路情報
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　十和田八幡平国立公園「八甲田」を訪れる観光客
の輸送に当たる索道事業者として開業後50年。輸
送人員は優に1,500万人を超える。「お客様の安全
輸送を最優先に、強固な経営基盤の確立を経営理念
に掲げています」。昨年 6 月に初代から数えて七代
目社長に就任したばかり。「全国的にも知名度のあ
る観光スポットを抱える観光事業者として先人が築
いた理念を全うしたい」と意欲を語る。
　冬季間は上質のパウダースノーを求めて海外から
のスキー客が年々増えている。「台湾、韓国などの
アジア圏のみならずニュージーランドやフィンラ
ンド、ノルウェーなど北欧圏からもやって来ます。
土・日のゲレンデを見ていると外国人スキー客であ
ふれ、どこの国のスキー場なのかと思ってしまいま
す」と笑う。同社が運営するコースは山頂公園駅に
ある田茂萢岳を基点とする「ダイレクトコース」（全
長3.5km）と「フォレストコース」（全長5km）の
2コース。「中・上級者向けですが、『ダイレクトコー
ス』は急斜面ではないので、ゆっくり滑ってくれば
初級者でも樹氷を楽しみながら降りてこられます」。
　八甲田の樹氷はスノーモンスターとも呼ばれ、大
迫力のスケール感は観る者を圧倒する。その樹氷の
魅力を国内外に発信しようという「国際樹氷サミッ
ト」がこのほど、青森市で開催された。サミット開
催に合わせ、樹氷と夕焼けのコラボレーションが楽
しめるよう、ロープウェーの最終下り便の時間を通

常より一時間遅くした。「海外からの観光業者の反
応は上々で、八甲田樹氷の素晴らしさを発信できま
した」。
　「八甲田の素晴らしさは四季を通じて大自然を体
感出来ること」と、蝦名さん。三代目となるスイス
製ゴンドラを導入したほか、山頂公園駅・山麓駅に
バリアフリーの一環としてエレベーターを設置する
など通年観光をにらんだ整備に力を入れる。昨年は

「山頂公園眺望ウッドデッキ」も完成した。「車いす
の方や体力に自信のない人でも雄大な赤倉岳、大岳、
そのすそ野に広がる上毛無、下毛無の湿原が一望出
来ます」。
　新年早々、八甲田樹氷にスプレーで文字が落書き
されているのが見つかった。「自然の景観は人類共
有の財産。訪れる人全員で守っていかないとね」と
語気を強めた。

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3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。

「八甲田ロープウェー株式会社」
� 代表取締役社長　蝦名　正晴�さん商 工 プ ラ ザ

開業50年。1,500万人のスキー・観光客を大自然に誘う

「5月の連休まで滑走可能。ゴールデンウィーク中に青森に
来れば、桜と雪が同時に楽しめますよ」と話す蝦名さん



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

道南縄文文化推進協議会
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