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ケガや病気

なんかを

 したら…

ドンドンドン !！!！!！

がぴったり！短期入院でも何かとかかる費用に備えるには…

Ｂ-2018-1200（2019.1）使用期限2019.3.31

「大樹セレクト」
について

「大樹セレクト」とは、特約を保障内容に応じて区分けした 死亡保障セレクト  生前給付保障セレクト  介護保障セレクト 
 医療保障セレクト の4つのセレクトから、必要な保障（特約）を選択（セレクト）して組み合わせることができる保険です。
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こんなお悩み・不安はありませんか!?こんなお悩み・不安はありませんか!?
充実の保障を安心の保険料で叶える医療保険があります。

※上記のプランは函館商工会議所の会員（法人または個人事業主）のみご加入いただけるもので、ご加入にあたっては、所定の要件があります。
※「団体扱」とは、函館商工会議所が「団体扱」としてお申込みいただいた各保険契約の保険料を取りまとめ、一括して当社へ払い込む取り扱いのことです。
※団体扱に関する詳しいご照会、お手続き等に関しましては、当社の函館支社にご確認ください。

〒040-0015 函館市梁川町5-8　三井生命ビル3F
TEL：0138-54-5464

函館支社
【お問い合わせ】

※詳しくは、「大樹セレクト商品パンフレット」「大樹セレクト特約ガイドブック」をご覧ください。
この資料でご案内した「大樹セレクト メディカルV」とは、医療保障セレクトのみ、かつ、総合医療特約016を付加した大樹セレクト（無配当保障セレクト保
険）の呼称です。

よ　り　そ　う　保　険。

の団体扱のご案内



広告掲載企業
三井生命保険㈱函館支社 表紙裏
道南縄文文化推進協議会 裏表紙裏
（独）中小企業基盤整備機構北海道本部 裏表紙
（業）英知国際特許事務所 段下
㈱村瀬鉄工所 段下
（独）中小企業基盤整備機構北海道本部 段下
龍文堂印刷㈱ 段下
大和ハウス工業㈱北海道支社 折込
㈱ＮＴＴ東日本－北海道　北海道南支店 折込
平成31年度税制改正のポイント 折込
函館圏優良土産品推奨会のご案内 折込
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■今月の表紙
「棒二森屋」
　写真は、去る１月31日、最後の営業日を迎えた棒二
森屋を撮影した一葉です。
　大正から昭和初期にかけて、経済発展の著しい函館
には本格的な百貨店が登場し、人口移動により商業の
中心が十字街から函館駅前、本町・五稜郭へと移りゆ
く中、1937年（昭和12）に、金森森屋百貨店と荻野百
貨店が棒二森屋として現在地に本店を移転しました。
以来、街のデパートとして「棒二さん」の愛称で市民
に親しまれ、函館駅前・大門地区の賑わいを創出して
きました。
　１月31日、最後の買い物に訪れた客で賑わった同店
は営業を終え、多くの市民に別れを惜しまれながら82年
に亘る歴史に幕を下ろしました。
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第62回（2018）受賞商品
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　道南地域の観光土産品の中から、品質、公正表示、郷土性等、特に優れた商品を推薦することにより、新しい商品の
育成や発掘等、観光土産品業界の振興を図ることを目的に、函館圏優良土産品推奨実行委員会（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、みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会）が主催となり、毎年３月に函
館圏優良土産品推奨会を開催しています。

どんなことをするの？
　同推奨会は、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の発掘、育成を目的に行われ、毎
年20～30社から農水産品、菓子、民工芸品等、約100品が出品されます。

審査は、味や品質、郷土性のほか、包装、表示も評価対象に
　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する第１次審査の後、合格品を対
象とした２次審査において、郷土性、品質、包装、価格、味覚等の観点から、観光土産品として特に優れている商品を
審査し、函館市長賞、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、奨励賞を選定します。また、毎年４月には、推奨会の受賞企業や審査委員等が参加し
表彰式を行い、各賞を受賞された企業に対し楯を贈呈します。

主なメリット
受賞商品の知名度向上　～新聞やはこぶらでの掲載～
　同推奨会受賞商品は、地元新聞や函館市公式観光情報サイト「はこぶら」に掲載さ
れます。商品が人目に触れる機会が増え、売上アップに繋がることも !!

商品の信頼度向上　～認定証マークの使用が可能に～
　受賞商品は「認定証マーク」の使用※が可能となります。このマークは、その商品が公正取引協議会の表
示の審査会等で合格し、適正な表示をしていると保証したものであり、消費者の皆さんはそれを信用して安
心して選ぶことができます。（※みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会会員に限ります）

受賞商品の販路拡大支援
～道内最大規模の北海道産品取引商談会での受賞商品 PR、販路拡大等のイベント情報の提供～　
　加工食品をはじめクラフト製品や日用雑貨等を含んだ道産品の販路・輸出拡大を図るこ
とを目的に毎年６月上旬に札幌市にて開催されている北海道産品取引商談会は、道内最大
規模の商談会で、２日間の開催を通して国内外から千人以上のバイヤーが訪れています。
本所では、同商談会の北海道商工会議所連合会コーナーにおいて、函館圏優良土産品推奨
実行委員会として出展し、函館圏優良土産品推奨会の受賞商品のＰＲを実施しています。
このほか、東京開催の「全国観光土産品審査会」をはじめとした土産品や食品の販路開拓
に繋がるイベントの情報を、事務局より随時提供しております。

道南のお土産品の魅力を磨き、発信しよう !!

函館圏優良土産品推奨会

幸福のずわいがに 道南いさりび鉄道
五勝手屋丸缶羊かん 社長のいか塩辛極 北海道179市町村

サイコロキャラメル
㈱味の海豊 道南いさりび鉄道㈱ ㈱布目 道南食品㈱

特 集

函館市長賞 函館商工会議所会頭賞

厳正に行われる審査

北海道産品取引商談会でのPR

見本
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　昨年の函館圏優良土産品推奨会では、弊社出品の「幸福のずわいがに」が函
館市長賞に選ばれました。同商品を土産品として高く評価頂き大変嬉しく思っ
ています。
　受賞後は、函館だけでなく、各地方のお得意先より注文が舞い込み、「函館市
長賞のポップと一緒に商品を送ってほしい」という要望を頂き、驚いたことも
あります。同商品は、今では弊社の売れ筋商品の一つとなっております。

　全国観光土産品公正取引協議会は、「不当景品類および不当表示防止法」に基
づいて、昭和41年2月12日、公正取引委員会より認定された「観光土産品に関
する公正競争規約」を円滑かつ効果的に実施するための調査、指導、監督を行い、�
観光土産品業の健全な発達を図ることを目的に設立された団体です。
　昨年は、みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会主催、函館商工会議所共
催により、優れた土産品の開発に向けた「観光土産品トレンドセミナー」が開催
され、当協議会として「これからの観光土産品」をテーマに講演させて頂きました。

　弊社は、1895年の創業以来、北海道で漁獲された新鮮な海の幸の旨味・食感を活かした珍味を製造しております。
「温故知新の精神」の下、昔ながらの製造法を守りつつ、時代の流れと顧客のニーズに合わせた商品改良も行なっ
ております。
　「海の幸」が女性や若い世代にも受け入れてもらえるよう、「味覚」だけでなく、「デザイン」や「ネーミング」
にもこだわった商品開発を行い、今後も優良土産品推奨会に出品したいと考えています。

　全国から集まる産品を審査する中で、地元食材の使用のほか、その土地ならではの歴史や観光スポット、自然
等、“郷土性”をパッケージにうまく落とし込むことにより、“どこの土地の商品”なのかがわかりやすい土産品が、
評価が高くなる傾向にあると感じます。さらに、その商品独自の特徴となる“オリジナリティ”も重要なポイン
トだと考えています。
　また、本州の人にとって、“函館（北海道）の食材を使用した”という謳い文句は、道民が想像しているよりも
遥かに魅力的に響きます。函館は地元の豊かな食材に恵まれているだけでなく、土産品を特徴付けるストーリー
と郷土性が豊富なので、地元事業者の皆様には、それらを商品づくりにうまく活用し、函館ならではの“唯一無二”
の商品を生み出すことを願っています。

函館市長賞を受賞して、どのような変化がありましたか？

全国観光土産品公正取引協議会とはどんな組織ですか？

函館の土産品製造事業者としての今後の展望は？

函館（北海道）の土産品にはどんな期待をしていますか？

これからの観光土産品には何が必要か？
函館圏優良土産品推奨会

Q1

Q1

Q2

Q2

A

A

A

A

全国観光土産品公正取引協議会

会⾧　山本　𣳾人
（ ㈱山本海苔店　代表取締役副社⾧ ）

今年の土産品推奨会開催は３月１９日㈫です。
申込締切　３月５日㈫まで

お問合せ先 函館圏優良土産品推奨会事務局
（本所　地域振興課）　TEL ２３-１１８１ 折込チラシ同封

お申込みは同封の折込チラシ、または本所ＨＰをご確認下さい。

http://www.hakodate.cci.or.jp/
函館商工会議所

㈱味の海豊
代表取締役社⾧　佐藤 豊

第62回 函館圏優良土産品推奨会　函館市長賞受賞
㈱味の海豊　「幸福のずわいがに」

インタビュー

全国観光土産品公正取引協議会　会長　山本　𣳾人 氏
たい と



中小企業相談所だより
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

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

お問合せ先：本所　経営支援課　　TEL : ２３－１１８１
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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

経営者の退職金
小規模企業共済制度

「ゆとり」のために。

　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。

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

がんばる経営、応援します！

マル経融資

まずは本所＜℡ 23-1181 ＞あて「マルケイの件で」とお電話ください。

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

➡ ➡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

　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 1.11％
 （平成31年１月17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）



中小企業相談所だより
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

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

詳しくは国税庁ホームページ確定申告特集をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
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金融個別相談
融資制度についてのご相談
実施日／2月20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／3月12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／2月22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／2月27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／3月20日㈬ 13：00〜16：00
相談員／公認会計士　鎌田　直善氏

　確定申告書等については、税務署へ提出する都度、「マイナンバーの記載」＋「本人確認書類の
提示又は写し※の添付」が必要です。
※本人確認書類については、原本を添付することのないようご注意ください。

平成29年分の確定申告から医療費控除が
改正されています。

１．医療費控除の提出書類が簡略化されました。

　「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となり、
「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
　「医療費の領収書」は５年間自宅等で保管する必要があり
ます。
　所定の事項が記載された「医療費通知」（医療費のお知ら
せなど）を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省
略することができます。
※�経過措置として、平成31年分の確定申告までは、医療費控除の明細書
の提出に代えて、医療費の領収書の提出又は提示によることもできます。

２．セルフメディケーション税制が創設されました。

　健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を
行った方が、12,000円以上の対象医薬品を購入した
場合には、「セルフメディケーション税制」（通常の医
療費控除と選択適用）を受けることができます。

（本人確認書類）
マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方は
●�マイナンバーカードだけで、本人確認（番号確認と身元確認）
が可能です。
●�ご自宅等からe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示又は写
しの提出が不要です。

マイナンバーカードをお持ちでない方は
番号確認書類

《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》
●通知カード
●�住民票の写し又は住民票記載事項証明書
　（マイナンバーの記載があるものに限ります。）
� などのうちいずれか１つ

+
身元確認書類

《記載したマイナンバーの持ち主であることを
確認できる書類》
●運転免許証　●公的医療保険の被保険者証
●パスポート　●身体障害者手帳　　●在留カード　
� などのうちいずれか１つ

*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

確定申告にあたってのお知らせ
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気軽に立ち寄れる街のパン屋さん
　当店は、柏木町、工業高校向かいに店を構えるパン屋で、
2014年１月にオープン以来、地域の皆様にご愛顧頂いて
おります。
　“いつでも手の届く美味しさ”を提供する街のパン屋さん
として、地域の皆様に親しまれることを目指しており、朝
食、ランチ、おやつといった日常的な食事として、当店の
パンを召し上がって頂きたいと考えています。そのため、
リーズナブルな価格帯を心掛けているほか、食べ盛りの学
生には２割引きで販売しており、近隣の高校生に喜ばれて
います。また、朝食としてパンをお買い求めになるお客様
のため、朝の６時から営業しております。香ばしい焼き立
てパンの香りとともに元気に一日のスタートを切ってほし
いと願っています。
　お持ち帰りだけでなく、店内カフェコーナーにてパンを
お召し上がり頂くことも可能で、その際はコーヒーか紅茶
を１杯サービスしております。小腹の空いた時、ふらっと
立ち寄って頂き、当店自慢のパンとともに、コーヒーブレ
イク・ティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。

ヴィーブル自慢のパン
　当店では、シンプルで飽きの来ない味わいを目指してお
り、道産小麦を使用し、一つ一つ丁寧に焼き上げています。

当店の「食パン」は、道産小麦「春よ恋」と「ゆめちから」
をブレンドしたこだわりの逸品で、ふっくらとモチモチし
た食感と小麦の豊かな香りを楽しめます。
　菓子パン、惣菜パン、サンドイッチ、ドーナツ、ピロシキ、
ライ麦パン等、50種類以上のメニューを取り扱っており、
バリエーションの豊富さから、幅広い年齢層のお客様にご
好評を頂いております。
　人気商品の「ベーコンマフィン」は、栃木県那須高原の
牧場から取り寄せた良質なベーコン、酸味の効いたチェ
ダーチーズ、瑞々しいトマト、レタスを、もちもち食感の
マフィンが包みます。
　また、旬の野菜・魚介等を使ったキッシュ、旬の果物を
使ったタルト等、季節のメニューもご用意しております。

商工会議所の経営支援サービスを活用して
　会議所さんとの付き合いは、お店の立ち上げの時からで
す。創業の際は、新規創業に必要な手続き等、経営に必要
なことをわかりやすく教えて頂きました。
　また、労働保険事務組合を活用させて頂いております。
仕込みは朝早くから始まり、営業は夕方まで続くので、事
務手続きを代行頂き負担軽減に繋がっているほか、格安の
料金にもメリットを感じています。

今後の目標
　当店は、今年でオープン５年目を迎え、これまで支えて
くださったお客様、地域の皆様へこの場を借りて感謝を申
し上げます。お店としてはまだスタートしたばかりですが、
今後も“気軽に立ち寄れる街のパン屋さん”として地域の
皆様に親しんで頂けるよう、パン職人として、経営者とし
て、研鑽を重ねてまいります。

函館市柏木町29-8　TEL�0138-76-7809
営業時間　6�:00 ～ 17:00　定休日　毎週月曜日、隔週火曜日

Veibre

Veibre（ヴィーブル）
代表 齊藤　裕一

テーマ 気軽に立ち寄れる街のパン屋さん
NOW会員
Vol.64

自家製カスタードがたっぷり詰まった
コロネ　　　　　クリームパン

ベーコンマフィン

てりやきチキン サーモンとローズマリー
のキッシュ

ゆったりとくつろげる
カフェコーナー
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新連載 準備はお済みですか？？

消費税軽減税率制度の導入と対策
2019年10月から実施される軽減税率制度・税率１０％への引上げに向けて計画的に準備を進めましょう

軽減税率制度導入・消費税率１０％への引上げに向けた４つのSTEP　
軽減税率制度導入・消費税率１０％への引上げによる自社の経営への影響を確認し、早めに準備にとりかかりましょう。

対象品目
　飲食料品でも、軽減税率の対象
になるものとならないものがあり
ます。酒類や外食は対象外ですし、
他にも細かく定義されていますの
で、それぞれの定義を把握してお
きましょう。

変更となる事務処理
　事業者は軽減税率制度が導入さ
れると、２つの税率に対応した経
理処理をしなければなりません。
その結果、新たな事務作業が発生
することになります。

Step1 自社の商品が軽減税率の対象となるか確認しましょう　
　■□軽減税率制度とは　　　■□軽減税率対象品目
　■□軽減税率制度に対応した価格表示

Step2 軽減税率制度導入により変更となる事務処理を確認しましょう
　■□変更となる事務処理　　■□請求書等の記載事項
　■□従業員教育

Step3 軽減税率制度導入に向けた国の支援策を確認しましょう
　■□国の支援策（補助金）　■□国の支援策（税額計算の特例）

Step4 消費税転嫁対策の全体像を確認しましょう
　■□消費税転嫁の注意点と対策
　■□消費税率引上げ・軽減税率制度導入と資金繰り
　■□消費税転嫁対策特別措置法(特措法)
　■□消費税率等に関する経過措置

直前対策　消費税率引上げ・軽減税率制度導入に向けた対策スケジュールの立案
　■□対策スケジュール(全般)　■□対策スケジュール(システム化)

必要な対策をフローチャートで確認

従業員教育の必要性　～対象は全事業者～
　飲食料品を扱っていない場合でも、会議等でお茶やお菓子を購入すれば、軽減税率対象になります。このように、すべての事
業者が複数税率に対応しなければなりません。制度理解に向けて、従業員への教育やトレーニングの準備も進めましょう。

価格表示
　お客様がお持ち帰りか、イート
インなのか、お店側が単品で販売
するのか、一体資産として販売す
るのかによって、消費税率が異な
る場合があります。お客様が混乱
しないように、どちらの税率が適用されるのか、わかりやす
く表示しましょう。

請求書等の記載事項
の追加
　2019年10月１日より
税率の区分をした領収書
や請求書(区分記載請求書
等)にする必要がありま
す。また、2023年10月１日には適格請求書等へ対応してい
く必要があります。

　消費税率が2019年10月より現在の８％から10％に引上げられますが、一定の商品・サービスについては軽減税率制
度により８％に据え置かれます。その対象となるのは、生活必需品である飲食料品と週２回以上発刊で定期購読される新
聞です。ただし、全ての飲食料品が軽減税率の対象となるわけではなく、酒類や外食は対象外となります。対象品目の税
率を正しく判断するためには、酒類の定義や外食の定義を把握しなければなりません。また実際に価格表示をどうするの
か、請求書を含めた事務処理をどのように変更するか、これらを従業員が理解し対応していくための従業員教育実施の検
討も必要となります。

※当コーナーは、日本商工会議所　2018年10月発行「中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策」の各種情報を基に作成しております。

まずはご相談を　函館商工会議所　中小企業相談所　TEL ２３－１１８１ まで
　本所では、消費税軽減税率対策相談窓口を開設しておりますので、お気軽にご相談ください。また、軽減税率対応に関
する個別相談やセミナーを適宜実施しているほか、軽減税率の詳細な説明が記載された各種資料もご用意しております。
（資料は、無料配布、在庫が無くなり次第、配布終了となります。）
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　去る１月23日、ホテル青森において開催された
「FOOD MATCH AOMORI 2019あおもり食品展」
に道南圏より６社が出展し、中野副会頭が視察を行
いました。
　当事業は従来、青森県内の食関連事業者と青森県
内外のバイヤーとの広域連携による新商品開発や域
内外への販路開拓を目的として開催しておりました
が、今年度は青函連携の一環として、また北海道胆
振東部地震復興応援の一環として、本所・北海道商
工会連合会の協力により道南圏から出展者を募集し
たところ、本所募集枠より４社、北海道商工会連合
会募集枠より２社が出展することとなりました。

　当日は、総出展者数54社、バイヤー約60社が
参加し、当事業へ初出展となった道南圏の事業者
にバイヤーから注目が集まり、具体的な取引に向け
て活発に商談が行われました。

　去る１月23日、文化庁文化審議会世界文化遺産部会において、2019年度の世界文化遺産の推薦候補
選定について協議が行われ、「北海道・北東北の縄文遺跡群」を引き続き候補とする基本方針が発表さ
れました。７月には正式決定され、縄文遺跡群は2021年の世界文化遺産登録を目指すこととなります。
　文化庁では、例年、世界遺産を目指す自治体に対し、推薦を希望する案件を募っていますが、2019
年度についてはこれを行わないこととしており、環境省からは、2019年度以降、自然遺産の推薦を予
定している案件はないということも発表され、今回の国内推薦では、他の候補と競合する可能性が低く
なる見通しとなっており、「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、世界文化遺産登録へ一歩前進しました。

世界遺産登録 早期実現のため、ご協力をお願いします。

　世界遺産登録の審議には、地域の熱意も大きく影響します。本所では、世界遺産登録に向けた地域の
機運醸成とその熱意を国内外へ示すことを目的に、道南縄文文化推進協議会 賛助会員を随時募集して
おります。世界遺産登録の早期実現に向け、地域の皆様のご協力をお願いいたします。

詳細につきましては、裏表紙裏の賛助会員のご案内をご参照ください

「北海道・北東北の縄文遺跡群」が
２０１９年度も世界文化遺産推薦候補継続

２０２１年の世界文化遺産登録を目指す

会議所のうごき

津軽海峡圏委員会
FOOD MATCH AOMORI 2019あおもり食品展
へ道南圏より６社が出展

▲ブースでの商談の様子
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　本所では、北洋の開発と函館発展の基盤を築いた
高田屋嘉兵衛翁の功績を永く顕彰するとともに、嘉
兵衛翁の出身地、兵庫県洲本市（旧五色町）との交
流を図り、両地域の発展に努めることを目的に、平
成28年に「箱館高田屋嘉兵衛顕彰会」を設立し、
毎年７月31日に開催している「箱館高田屋嘉兵衛
顕彰・追悼式」をはじめ、嘉兵衛翁を顕彰する各種
事業を積極的に行っています。
　同顕彰会では、函館の子供達に嘉兵衛翁の功績を

　去る 1 月24日、花びしホテルにおいて、臨時総
会並びに新年交礼会を開催しました。
　臨時総会では、外崎会長はじめメンバー73名が
出席し、役員任期満了に伴う次期正副会長の選任に
ついて協議を行い、次期会長には斎藤副会長、次期
副会長には富樫・岡村委員長、森川・西川副委員長
の４名が、出席者の拍手をもって選任同意されました。
　臨時総会終了後は、メンバーと工藤市長、久保会
頭、境・水島・中野副会頭ほか来賓あわせて112名
が出席し、新年交礼会を開催しました。毎年恒例
となっている余興では、２月９日開催の「ひかり
のガーデン」で行うスカイランタンの体験や厄年メ
ンバー14名による豆まきを行う等、和やかな雰囲
気のなか盛会裡に終了しました。

　去る１月29日、キラリス函館３階のはこだてみ
らい館において、函館市中心市街地活性化協議会

（事務局：本所)と中小企業基盤整備機構北海道本
部主催による地域活性化セミナー「得する街のゼミ
ナール」を開催しました。
　当日は、岡崎まちゼミの会代表の松井 洋一郎 氏
を講師に、市内商店街関係者等19名がまちゼミの
目的、成果、具体的な事例等について説明を受けま
した。
　「まちゼミ」は、お店の方が講師となり、プロな
らではの専門的な知識やコツを受講者（お客様）に
お伝えし、地域の方々にお店の存在や特徴を知って
頂き、濃密なコミュケーションを通じてお店のファ
ンづくりを目指すイベントで、すでに全国370地域
にて実施され、実際に街の賑わいづくりに貢献して
います。
　「まちゼミ」については、今後も実施に向けて勉
強会や広報活動を展開する予定です。

高田屋嘉兵衛の資料展示
期　間　平成31年２月１日（金）～３月31日（日）
会　場　函館空港　２Ｆギャラリー
　　　　（函館市高松町511）
お問合せ先：函館商工会議所　TEL 23−1181

広く知って頂くため、小学
校３年生以上向けの副読本

「高田屋嘉兵衛さんとわた
したちの函館」を作成し、
本年４月より、市内小学校
に 2 千冊贈呈する予定とな
っております。これに先立
ち、３月末までの間、函館
空港にて副読本のパネル等
の高田屋嘉兵衛の資料展示を開催しておりますので、
是非、足をお運び下さい。

会議所のうごき

箱館高田屋嘉兵衛顕彰会
郷土教育の一環として小学生向け副読本を発刊

「まちゼミ」地域活性化セミナー開催
お店のファンづくりに貢献

青年部
臨時総会並びに新年交礼会を開催

▲まちゼミの趣旨を説明する松井代表

▲会場に展示されたスカイランタンに注目する様子
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　去る 1 月18日、花びしホテルにおいて、1月例会
（新年会）を今会長はじめ会員28名が出席したほか、
久保会頭、中野副会頭、青年部の外崎会長を来賓
としてお迎えし開催しました。
　祝宴では、テーブル対抗のゲームや担当委員会
による和太鼓のパフォーマンスで会場は大いに盛
り上がりをみせ、また、函館市が国際水産海洋都
市構想の推進に取り組んでいることに鑑み、当女
性会が就学支援をする「人育て事業」の本年度奨
学生である北海道大学大学院水産科学院の陳さん
より研究内容や将来の展望についての発表もあり、
参加者相互の交流を深めながら、新年のスタート
に相応しい会となりました。

　去る 1 月31日、イマジンホテル＆リゾート函館
において、銭亀沢支所新年交礼会を水島副会頭、銭
亀沢支所運営特別委員会の松田委員長はじめ26名
が出席し開催しました。
　当日は、祝宴に先立ち、水島副会頭および松田
委員長より、昨年は災害の多い年であり、イカ等
の水産資源の不漁、人手不足等により企業を取り
巻く環境は依然として厳しい情勢であるが、商工
会議所として地元中小企業者の活発な経済活動を
支援する様々な事業を積極的に推進したいとの挨
拶がなされました。
　その後、同委員会の境谷副委員長の発声で祝宴
に入り、終始和やかな雰囲気で懇談を行い、途中
には余興も行われる等、盛会裡のうちに終了しました。

女性会
1月例会（新年会）を開催

銭亀沢支所新年交礼会
支所管内等の26名が参加し親交を深める

暮らしを支える異形管で地域の未来をつなぐ

株式会社 村瀬鉄工所

平成30年度　年会費納入のお願い
　本所平成30年度会費について、未納の会員様はお早めにご納入くださいますようお願い
申しあげます。
　なお、会費等の納入に際し、手間・手数料のかからない自動口座振替への移行をお勧めし
ております。ご希望の方は申込用紙をお送り致しますので、本所総務課までご連絡ください。
　また、住所・代表者等の変更があった会員様につきましても、手続きが必要となりますので、
ご一報くださいますようお願い申しあげます。
� 担当：総務課　TEL：２３-１１８１

▲新年会を終えての記念写真 ▲新年交礼会の様子



貸会議室のご案内

会議所のうごき
会
議
所
の
う
ご
き

kaig
isyono ug

oki

担当 : 企画情報課　TEL : ２３－１１８１

A4チラシ単独DMの場合@82×2,600社=213,200円
市内約2,600社へ郵送! 

なんと 192,200円もお得 !!
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　本誌では、会員企業の皆様からのチラシ広告を募集していま
す。会員事業所等（約2,600社）へ御社のサービスや製品をPR
することができます。

格安で会員事業所（約 2,600 社）へチラシ
広告を送付しませんか !!

■こんな告知はいかがですか？
●宴会プランのご案内��●福利厚生関係�●文具、備品�●通信関係��●各種イベント、説明会等への集客
●新製品情報��・・・ｅｔｃ．

■申込期限・チラシ原稿送付期限／発刊月の前月20日まで
■納品期限／発刊月の前月末日まで
※同封するチラシ、パンフレットの内容を確認いたしますので、印刷前に必ず原稿を送付ください。
（発刊月の前月20日まで）

■チラシ
Ｂ５・Ａ４版 Ｂ４・Ａ３版２つ折
21,000円 42,000円

折込み料金（1ヶ月・税込）

※年間契約は20％割引き
※�契約時に、掲載期間１年間の間に３回以上ご契約の場合10％割引き

■パンフレット
Ａ４版以下、３０㌘まで

84,000円

� （税別価格）

室　　　名
使　用　時　間　帯

9：00〜12：00 13：00〜17：00 9：00〜17：00

第１会議室（約20名） 5,200円 6,400円 11,600円

第２会議室（約50名） 8,160円 10,080円 18,240円

※第１・第２会議室は、繋げて大会議室として使用できます。
※上記の価格は会員価格です。一般のお客様は上記価格の2割増しの料金となります。

　函館商工会議所では、各種会議・イベントや展示・式典・セミナーなどあら
ゆる催事にご活用いただける貸会議室をご用意しています。
　会議に付帯する各種備品も貸し出しております。また、全室ブロードバンド
によるインターネット利用が可能です。
� �担当：総務課　TEL　0138-23-1181

▲第１会議室

会員優待

ご案内

 会員サ－ビス事業

ともえ便

割安料金

封詰め作業の手間が省ける



「かんたん証明書請求」で請求すると・・・ 

オンライン請求 

４８０円（窓口受取） 

５００円  
   

窓口請求 
６００円 

詳しくは 登記ねっと で検索 

 
 

登録利用※または一時利用で請求すると・・・ 

１件当たり ３３５円 
不動産又は会社・法人の登記情報（全部事項）の場合 

詳しくは で検索 

※登録費用が発生します。 

PDFファイルで提供されます。証明文や公印
等は付加されません。 

登記情報提供サービス 

 

 

 
 

詳しくは 登記ねっと 

疑似体験コンテンツでの操作体験がオススメ！ 

ソフトの操作概要は動画で確認できます！ 
オンライン申請するには申請人又は代理人の
電子証明書が必要です。 

申請用総合ソフトのダウンロードは無料！ 

申請用総合ソフトで申請書作成・登記事項の 
       オンライン提供をしてみよう！ 

電子証明書がなくてもご利用できます！ 

詳しくは 

で検索 

をご覧ください。 

函館地方法務局のホームページ 

オンラインで登記申請をしてみよう！

 

Ｗｅｂでらくらく，オンライン活用

法務局から３つのお知らせ!!
　法務省では，インターネットを利用した登記手続等に関する様々
なサービスを提供しています。これらを活用することで，法務局の
窓口に出向くための時間や費用の節約，手数料が安くなるなどのメ
リットがあります。
　会社・法人等を経営されている皆様に，ぜひ，ご利用いただきた
い３つの手続をお知らせします。

お問合せ先
函館地方法務局登記部門

☎ ０１３８－２３－９５３０

お問合せ先
函館地方法務局登記部門

☎ ０１３８－２３－９５３０

オンライン申請用総合ソフトで！

オンライン請求

登記情報提供サービス

お得！が

お得！が

不　動　産
会社・法人の登記事項証明書等は

不　動　産
会社・法人の登記事項を確認するなら

会社・法人の登記申請は

（郵送受取）
※普通郵便料金含む

12

　２人に１人がかかると言われるほど身近な病気である“がん”について改めて考え
てみませんか？市民健康講座「がんゲノム医療って何」では、がんと遺伝医療等につ
いて、「北海道がん患者就労支援研修会」では、治療を行いながら仕事の継続を望む
従業員への就労支援等について解説します。

第14回函館市民健康講座
「がんゲノム医療って何」

平成30年度
「北海道がん患者就労支援研修会」

日時　平成３１年３月９日㈯
　　　１５：３０～１７：３０（開場１５:００）　 
会場　シエスタハコダテ４F
　　　函館コミュニティプラザ「Gスクエア」
備考　申込不要

日時　平成３１年３月１３日㈬
　　　１４：００～１６：３０（受付１３：３０）　 
会場　サン・リフレ函館２F　視聴覚室
定員　５０名

お問合せ先
北海道保健福祉部地域保健課　がん対策グループ

TEL ０１１－２０４－５１１７
申込方法についてはお問合せ先までご連絡ください。

参加
無料

参加
無料

がん講座・研修会のご案内
Information



北海道労働局
お問合せ先

北海道労働局 労働基準部 監督課
TEL ０１１－７０９－２３１１（内線３５４４）
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36協定で定める時間外労働及び休日労働について
留意すべき事項に関する指針

⃝ 2019（平成31）年４月より、３６（サブロク）協定（※１）で定める時間外労働に、罰則付きの上限（※２）が設けられます。
⃝ 厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、３６協定で定める時間外労働及び休

日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。

⃝�労働基準法では、労働時間は原則として、１日８時間・１週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。
⃝��法定労働時間を超えて労働者に時間外労働（残業）をさせる場合には、
　　 労働基準法第３６条に基づく労使協定（３６協定）の締結　 所轄労働基準監督署長への届出
　が必要です。
⃝�３６協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「１日、１か月、１年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。

⃝�2018（平成30）年6月に労働基準法が改正され、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けら
れることとなりました（※）。（※）2019年4月施行。ただし、中小企業への適用は2020年4月。

⃝�時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれ
を超えることはできません。

⃝�臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日
労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

（※１）３６（サブロク）協定とは

（※2）時間外労働の上限規制とは

北海道労働局からのお知らせ

社員の健康が
企業を活性化

　「健康経営」とは従業員の健康を経営的な投資と捉え、健康促進に積極的に取り組む企業経営スタイルを意味します。
従業員の健康管理・健康づくりの推進は、単に医療費という経費の節減のみならず、生産性の向上・従業員の創造性
の向上・企業イメージの向上等の効果が得られ、かつ、企業におけるリスクマネジメントとしても重要です。本セミナー
では健康経営についての理解を深め、実践的な取り組みをご紹介いたします。
　※ 「健康経営」は、NPO健康経営研究会の登録商標です。

AXA-C-190109-１

お問合せ先／アクサ生命保険㈱　函館営業所　函館市本町８－１８　ベストアメニティ五稜郭ビル４階
 TEL：０１３８－５５－００３４　FAX：０１３８－５１－２１６６

平成31年３月７日㈭　１３：３０～１５：３０ 　 
函館市勤労者総合福祉センター（サン・リフレ函館）
函館市大森町2-14　TEL：0138-23-2556

30名（定員になり次第、締め切らせていただきます）

アクサ生命保険㈱　函館営業所
・北海道　・全国健康保険協会北海道支部　・函館商工会議所

セミナーの詳細や申込方法についてはお問合せ下さい。

開催日時

㈲ピージェイハーベスト
代表取締役

社会保険労務士・CFP

沖倉　功能 氏

講　　師

開催場所

定　　員

主　　催

後　　援

講　演
「少子高齢化を勝ち抜く“健康経営セミナー”」 沖倉社労士
「北海道の取組について」 北海道
「健康企業宣言について」 全国健康保険協会 北海道支部

時間外労働（残業）をさせるためには、３６協定が必要です！

36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました!

詳細は北海道労働局ＨＰをご参照ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/home.html

健康経営セミナー
Information

↓45h/month ↓360h/year

働き方
改革!!

参加費無料



ご紹介新入会員

New Face
中小機構 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

専門家による無料経営相談実施中！毎月第２金曜日

中小　北海道
詳細はインターネットで

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！

まずはお気軽に
お問合せください。

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　

★
オフィス

新入会員様のご紹介をお願いいたします
　地域の商工業者の力が商工会議所の力に、そして地域経済の力となります。
　皆様にはぜひ会員に加入いただき様々な声を寄せていただくとともに、また各種の会員サービス
を経営にお役立ていただきながら商工会議所会員として活発に事業展開されることを願っています。
　つきましては、会員企業の皆様におかれましても、お知り合い、関係先の事務所を是非ご推薦、ご紹
介賜りますようお願いいたします。

　個人、法人、規模、業種を問わず、原則として本所地区内に事業所を置く事業者の方、またはそれ以外の事
業者で本所趣旨に賛同される方。さらに、地域経済に寄与する産業として医療・福祉・宗教法人・士業サー
ビス業等の方もご加入することができます。

お問合せ先　企画情報課　０１３８-２３-１１８１

入 会
資 格
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代 表 者／林　真彦
電話番号／0138－26－1515
住　　所／函館市若松町32－8�

ホテルオールインステイ函館

　観光・ビジネス・長期滞在・スポーツ
団体等のお客様に好評を得ており、【思
いやり】の気持ちでお迎えします。

�ご入会ありがとうございます。

★
●柳川内科胃腸科

八
幡
通
り

●函館市総合
　福祉センター

若松広路

至 

函
館
山a

⬅

至 

海
岸
町

大
沼
国
道

●函館駅



ご紹介新入会員

New Face

知って得するビジネスマナー
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　新しい年を迎え、新年会やパーティーに出席する
機会が増えているのではないでしょうか。経営者の
方は特に、そういった場に招かれることが多いと思
います。そこで今回は、「酒席のマナー」をご紹介
したいと思います。
　先日、テレビを見ていましたら、経営者や上司の
立場の人が「部下と一緒の飲み会には行きたくない」
と街頭インタビューに答えていました。部下が「経
営者や上司と飲みに行くと気を遣って疲れるので行
きたくない」という話はよく聞きますが、反対のパ
ターンを耳にするのは新鮮で、驚きでした。
　インタビューに答えていた経営者や上司によれば、
その理由は「お酒の勢いで、うっかり余計な一言を
言ったり、うかつな行動を取ってしまったりするの
が怖いから」とのこと。セクハラやパワハラが昨年
も度々ニュースになりましたが、確かに部下と飲み
に行かなければそういったことを避けられるので、
ある意味では意識が高いともいえます。しかし、酒
席がコミュニケーションの場であることを考えると、
少しもったいないように思えました。「飲みニケーショ
ン」という言葉があるように、日本企業の文化とし
て、経営者や上司と部下との飲み会は、大切にして
もらいたいと思うところもあります。
　こうしたコミュニケーションの場を、そもそも「酒
席」と称するが故に、経営者や上司は及び腰になり、

部下も嫌がるのではないでしょうか。酒席だとお酒
がメインになりますが、「食事会」と称すれば、お
酒はあくまでもサブの扱いです。「飲みに行こう」
ではなく「食事に行こう」と誘うマナーを心掛ける
と、お互いの心情も大きく変わってくることでしょう。
　また、たとえ食事会でも、参加を強制しないこと
は重要なマナーです。あくまで、任意のお誘いであ
ることをきちんと伝えるとよいでしょう。かといっ
て、若い部下が全員来ないとなると、悲しいところ
ではありますが……。
　部下を持つ立場の方は、店に早めに到着しておく
こともポイントです。仕事が立て込んで忙しい場合
もあるとは思いますが、経営者や上司はなるべく酒
席に遅刻しないようにしましょう。早めに到着して、
部下を迎える心遣いを持つとよいでしょう。部下が
遅れて来ても、「お疲れさま」と慰労してあげましょ
う。間違っても、「何で遅刻してきたんだ！」など
と怒ってはいけません。それはマナー違反です。
　いくらお酒が好きでも、ビジネスの酒席では酒量
は控えめに。酒に酔って、その場にいない社員や取
引先の悪口を言う、うわさ話をするなども絶対に控
えてください。
　ある程度酒席が進んだら、経営者や上司は早めに
爽やかに、あっさりと帰りましょう。その早めの切
り上げが、部下にスマートな印象を与えます。

　人財育成トレーナー・ビジネスマナー講師。大学卒業後、日系および外資系航空会社にて国際線
客室乗務員として17年間勤務。現在は、人財育成トレーナーとして接遇サービス、対人コミュニケー
ションについての講演・研修を企業や団体にて行う。客室乗務員時代に身につけたファーストクラ
ス仕様のサービスを元にした、ユニークな研修が好評を博す。年間180回以上の研修と講演をこなす。
著書に、『ファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣』『15秒で口説く　エレベーターピッチの達
人』などがある。

美月　あきこ /みづき・あきこ

「酒席をスマートなコミュニケーションの場に」
人財育成トレーナー　美月　あきこ



羽ばたかせます  あなたのイメージ。

〒040-0022 函館市日乃出町28番2号
TEL（0138）53-2231㈹    FAX（0138）53-4355
URL：http://www.ryubun-do.co.jp/　E-mail：info@ryubun-do.co.jp
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　青森市大矢沢里見の県道沿い、青森大学正面斜め
向かいにオープンして丸４年。市郊外に店舗を構え
るが知名度も上がり、三角屋根の可愛らしい外観目
指して遠方から買いに来るファンも多い。「県内一
円はもとより、秋田、盛岡など県外からもやって来
ます。ありがたいですね」。その日に作った生もの
のお菓子を美味しく召し上がってもらうため、作り
置きはせずに毎朝仕上げている。そのため、早い時
間帯で品切れになることも度々あると話す。「お客
さまにはご迷惑をかけることもありますが、数を限
定し一つひとつ心を込めてつくるという自分のスタ
イルを貫いています」。
　正面ショーケースには、フランス語で卵を意味
する店名の通り、青森市の新鮮な卵を使った生ク
リーム仕立てのスイーツ10種類が並ぶ。壁面の棚
には焼き菓子も。イタリアのデザート菓子「ティ
ラミス」、高品質ナチュラルクリームチーズをぜい
たくに使った「Bu（ブー）」、生クリームの中にバ
ナナが隠れている「バナナシャンテ」が売れ筋。
今、力を入れているのが九州の大自然が育んだ高
品質な生乳を原料にした最高級の純正クリームを
使ったスイーツ「48」。「製法にこだわっています
ので、しぼりたての生乳の純粋な美味しさが味わ
えます」。
　父が営んでいた洋菓子店を手伝うため、高校卒業
と同時に菓子作りの修業に出た。「神奈川県にある
菓子店で修業を終え、帰青。父を支えながら、いつ
かは作り手の想いが消費者に伝わるような店を持つ

のが目標でした」。良き伴侶である妻・雅美さんと
二人三脚で店を盛り立ててきた。二人の頑張りが形
となり、「ようやく手応えを感じるようになってき
た」と話す。
　これから始まるクリスマス商戦に向けては「今年
は4種類、100個限定で予約を承ったところ、11月
上旬には完売しました。こちらも一人ひとりのお客
さまの喜ぶ顔を思い浮かべながら丁寧につくりたい
との思いから数を限定させてもらいました」。
　ケーキづくりのこだわりを聞くと、「製菓に対し
て真摯に向き合うこと。素朴ですが細部にわたって
丁寧なものづくりを心掛けています」と力を込めた。
今後はネット販売にも力を入れたい―と意欲的。「家
族の団らんや大切な人との語らいのお供にケーキが
ある。菓子と一緒に幸せな時間をお届けしたい」

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12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。

洋菓子店「Ｏｅｕｆ－ウフ－」
� オーナーシェフ　高橋　拓也さん商 工 プ ラ ザ

青森の新鮮な卵を使った生クリーム仕立てのスイーツが人気。

「いろいろ試行錯誤があり、ここまで来ました。一人ひと
りのお客さまと向き合いながら洋菓子をつくっていきた
い」と話す高橋さん
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世界遺産登録 早期実現

賛助会員数
581名
平成31年

1月22日時点（ ）



平
成
三
十
一
年
二
月
十
二
日
発
行（
毎
月
一
回
十
日
発
行
）
２
月
号

　函
館
商
工
会
議
所
報

　
　
　
　「
と
も
え
」
四
二
四
号

酒

　井

　康

　次


