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広告掲載企業
子どもの未来づくりフォーラム事務局 表紙裏
㈱中合棒二森屋店 裏表紙裏
㈱近藤商会 裏表紙
五稜郭タワー㈱ 段下
カドウフーズ㈱ 段下
SATO社会保険労務士法人 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
龍文堂印刷㈱ 段下
子どもの未来づくりフォーラム事務局 折込
北海道エアシステム 折込
タックスフェア実行委員会 折込
道南縄文文化推進協議会 賛助会員募集のご案内 折込
地域資源活用フォーラムのご案内 折込
おもてなし英会話講座のご案内 折込
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■今月の表紙
「元町公園」
　写真は、昭和57年10月に開園し、西部地区観光の拠点、
近隣住民の憩いの場として多くの人が訪れる元町公園を
撮影した一葉です。
　園内には旧北海道庁函館支庁庁舎（現在の元町観光案
内所）、旧開拓使函館支庁書籍庫等の文化財建物がある
ほか、周辺には、旧函館区公会堂等の明治洋風建築物が
点在しており、異国情緒を醸し出しています。
　公園の広場では、様々な催しが行われ、8月には、世
界中からミュージシャン、ダンサー、大道芸人等、大勢
のアーティストが集まる「はこだて国際民俗芸術祭」が開
催されています。
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最低賃金引き上げに関する
緊急アンケート集計結果

■調査期間　　平成２９年８月８日（火）～９月１日（金）
■調査対象　　道内４２商工会議所会員企業
■回 答 数　　１，７９０企業・団体（回収率３５．９%）

業　　種 件数 割合 業　　種 件数 割合

１ 建設業 ４１５ ２２．８％ ７ 介護・看護 ２２ １．２％

２ 製造業 ２６４ １４．５％ ８ 金融・保険・不動産業 １０３ ５．７％

３ 情報通信・情報サービス業 ６１ ３．３％ ９ その他サービス業 ２８７ １５．７％

４ 卸売・小売業 ３８４ ２１．１％ ａ その他 １０３ ５．７％

５ 運輸業 ９４ ５．２％ ｘ 未回答 ７ ０．４％

６ 宿泊・飲食業 ８３ ４．６％

計 １，８２３ １００．０％

選択項目 件数 割合

１ 高い ５５９ ３１．２％

２ 妥当 １，０２９ ５７．５％

３ 低い １７９ １０．０％

ｘ 未回答 ２３ １．３％

計 １，７９０ １００．０％

　政府は、賃金上昇や雇用拡大を起点とした経済好循環の更なる拡大実現に向けて、経済界に対し賃上げ
要請を行ってきました。道内においては、北海道地方最低賃金審議会から、昨年より24円引き上げ、初め
て時給800円を超える810円とすることが答申され、10月１日から適用されました。
　賃金の引き上げについては、従業員の待遇改善や消費拡大等に向けて必要とされる一方で、中小企業に
対する影響が危惧されます。
　今月号の特集では、札幌商工会議所並びに北海道商工会議所連合会による道内商工会議所会員企業を対
象とした最低賃金引き上げによる影響についてのアンケート調査の集計結果概要をご紹介します。

◦約３割の企業が高いと回答。
◦�「宿泊・飲食業」で「高い」と回答した企業が54.2%と最も
多く、「運輸業」「製造業」「介護・看護」で「高い」と回答
する企業が４割を上回った。
◦�一方、建設業では、�約２割の企業が「低い」と回答。生産年
齢人口が減少する中、人手不足の常態化により、人材の確保
を最優先に実施しており、賃金水準を維持する必要に迫られ
ているとの声があった。

高い 妥当 低い 未回答
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特 集
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選択項目 件数 割合

１ 最低賃金額まで賃金を引き上げる ４６５ ２６．０％

２ 最低賃金額を超えて賃金を引き上げる １６５ ９．２％

３
最低賃金は上回っているが賃金を引き
上げる

１８０ １０．１％

４
最低賃金は上回っているので引き上げ
は行わない

９４５ ５２．８％

ｘ 未回答 ３５ ２. ０％

計 １７９０ １００．０％

選択項目 件数 割合

１ プラスの影響のほうが大きい ３１ １．７％

２ マイナスの影響のほうが大きい ４７１ ２６．３％

３ プラスとマイナスの影響が同程度である １３８ ７．７％

４ 影響はない ７５８ ４２．３％

５ 現時点ではわからない ３９２ ２１．９％

ｘ 未回答 ０ ０．０％

計 １，７９０ １００．０％

◦45.3%�の企業が「賃金を引き上げる」と回答。
◦�既に62.9%の企業が、810円以上で対応しており、
19.3%の企業が、810円を上回る更なる引き上げを実
施すると回答。
◦�業種別で見ると、「宿泊・飲食業」の7割強、「介護・看護」
の6割強が賃金の引き上げを迫られている。

◦�「影響がない」と回答する企業が42.3%もある、「マ
イナスの影響の方が大きい（26.3%）�」や「現時点では
わからない（21.9%）��」と回答する企業も多い。
◦�マイナス影響を懸念する企業とそうではない企業は拮
抗している。
◦�「運輸業」「宿泊・飲食業」「介護・看護」について、「プ
ラスの影響の方が大きい」と回答の企業がなかった。
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今回の引き上げに伴う対応2

今回の引き上げに伴う影響3

次頁へ続く
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選択項目 件数 割合

１ 対策をとる ６７２ ３７．５％

２ 特に対策しない １，０８８ ６０．８％

３ 未回答 ３０ １．７％

計 １，７９０ １００．０％

◦37.5%の企業が、「対策をとる」と回答。
◦�具体的な対策としては、「人件費以外のコストを削減する」が46.1%と最も
多くなり、続いて「正社員の残業時間を削減する(25.0%)」「非正規社員の
残業時間・シフトを削減する(20.8%)」と職員の労働時間削減の内容が目
立った。
◦「廃業を検討する」と回答した企業も。

◦�「社会保険料負担の軽減」と回答した企業が36.8%と最も多く、次いで「雇
用維持への支援(34.4%)」「景気浮揚のための経済対策(33.7%)」、「法人
税等の税負担の軽減(33.6%)」等、企業業績改善につながる景気対策と
企業にとっての経費負担減策を求める声が多い。

企業の経営上の対策4

引き上げに対応するため必要な支援策5

対策をとると回答した企業672社（複数回答）

選択項目 件数 割合 選択項目 件数 割合

１ 正社員を削減する １２ １．８％ ９ 福利厚生費を削減する ７５ １１．２％

２ 非正規社員を削減する ３３ ４．９％ １０ 採用を正社員から非正規に切り替える ３９ ５．８％

３ 正社員の採用を抑制する ８７ １２．９％ １１ 外部人材を活用する ６８ １０．１％

４ 非正規社員の採用を抑制する ６２ ９．２％ １２ 海外に事業拠点を移転する １１ １．６％

５ 正社員の残業時間を削減する １６８ ２５．０％ １３ 人件費以外のコストを削減する ３１０ ４６．１％

６ 非正規社員の残業時間・シフトを削減する １４０ ２０．８％ １４ 廃業を検討する １５ ２．２％

７ 一時金を削減する ７８ １１．６％ １５ その他 ９６ １４．３％

８ 役員報酬を削減する １００ １４．９％

計 １，２９４

全回答企業(複数回答)

選択項目 件数 割合 選択項目 件数 割合

１ 販路開拓への支援 １４８ ８．３％ ８ 法人税等の税負担の軽減 ６０２ ３３．６％

２ 設備投資への支援 ２５１ １４．０％ ９ 資金繰りに対する金融支援 １９３ １０．８％

３ 技術開発・製品開発への支援 ９０ ５．０％ １０ 景気浮揚のための経済対策 ６０３ ３３．７％

４ 価格転嫁・下請取引の適正化強化 ２３７ １３．２％ １１ 雇用維持への支援 ６１６ ３４．４％

５ 人材育成、教育への支援 ３３７ １８．８％ １２ その他 ９３ ５．２％

６ 多角化等への支援 ７９ ４．４％ ｘ 未回答 １８８ １０．５％

７ 社会保険料負担の軽減 ６５９ ３６．８％

計 ４，０９６

37.5%
60.8%

1.7%

最低賃金引き上げに関する緊急アンケート集計結果特 集
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選択項目 件数 割合
１ 対策した ４５５ ２５．４％

２ 人件費が増大したが、特に対応策はとれなかった ２８７ １６．０％

３ （自社の経営に）特に影響はなかった １，０１８ ５６．９％

４ 未回答 ３０ １．７％

計 １，７９０ １００．０％

◦�25.4%の企業が「対策した」と回答。具体的な対応としては、「人件費以外
のコストを削減した」が59.8%と最も多く、「正社員の残業時間を削減した
(30.8%)」「役員報酬を削減した(29.7%)」と続く。
◦�「人件費が増大したが、特に対応策がとれなかった」と回答した企業が
16.0%と自助努力の難しさが伺える。

◦「効果はある」と回答した企業は14.6%にとどまった。
最低賃金引き上げによる消費回復への効果7

直近３年間の引き上げに対する企業の対策6

対策したと回答した企業455社（複数回答）

選択項目 件数 割合 選択項目 件数 割合
１ 正社員を削減した ３９ ８．６％ ８ 役員報酬を削減した １３５ ２９．７％

２ 非正規社員を削減した ３１ ６．８％ ９ 福利厚生費を削減した ５４ １１．９％

３ 正社員の採用を抑制した ７９ １７．４％ １０ 採用を正社員から非正規に切り替えた ２５ ５．５％

４ 非正規社員の採用を抑制した ４３ ９．５％ １１ 外部人材を活用した ６７ １４．７％

５ 正社員の残業時間を削減した １４０ ３０．８％ １２ 人件費の安い海外に事業拠点を移転した ８ １．８％

６ 非正規社員の残業時間・シフトを削減した １０６ ２３．３％ １３ 人件費以外のコストを削減した ２７２ ５９．８％

７ 一時金を削減した ６６ １４．５％ １４ その他 ６５ １４．３％

計 １，１３０

選択項目 件数 割合 選択項目 件数 割合
１ 効果はある ２６１ １４．６％ ３ わからない ８１９ ４５．８％

２ 効果はない ７０３ ３９．３％ ｘ 未回答 ７ ０．４％

計 １，７９０ １００．０％

25.4%

56.9% 16.0%

1.7%

総　括
　既に６割を越える多くの企業が、人手不足の状況に応じ、賃金の引き上げなどによる人材確保に取り組んでおり、今回引き
上げられる最低賃金８１０円以上を支給しているが、人手不足が深刻な建設業等においては、企業防衛策として、最低賃金を
上回る賃上げを強いられていることが伺える。
　また、３割の企業から、今回の最低賃金の引き上げについて「高い」との回答があり、引き上げを迫られている企業への負
担感や経営への影響に業種間格差が見て取れた。
　また、最低賃金引き上げによる消費回復への効果には懐疑的であり、負担増を吸収していく自助努力が難しい企業も相当数
存在することから、景気対策はもとより、総体の負担増を抑制する税・社会保障負担を含めた雇用維持への支援策が望まれる。

全業種

建設業

製造業

情報通信・情報サービス業

卸売・小売業

運輸業

宿泊・飲食業

介護・看護

金融・保険・不動産業

その他サービス業

その他

効果はある 効果はない わからない 未回答

14.6%

23.6%

8.7%

14.8%

9.4%

10.6%

8.4%

0.0%

13.6%

16.4%

20.4%

39.3%

27.2%

46.2%

42.6%

46.1%

40.4%

55.4%

72.7%

30.1%

39.7%

31.1%

45.8%

48.9%

44.3%

42.6%

44.3%

48.9%

34.9%

27.3%

56.3%

43.2%

48.5%

0.4%

0.2%

0.8%

0.0%

0.3%

0.0%

1.2%

0.0%

0.0%

0.7%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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石田文具
　弊社は、昭和27年に創業者の石田�光雄が港町鉄道敷地
の一角を借りて一銭店屋（駄菓子や文具等を取り扱うお
店）を開いたことに始まり、現在は、文具・事務用品・スチー
ル製品・OA機器・製図用品・和紙・洋紙・和雑貨・画材・
額縁・ホビー材料・トロフィー等、豊富な商品を取り扱
う街の文房具専門店として、地域のお客様を中心にご愛
顧いただいております。
　函館山や八幡坂、五島軒のカレー等の道南地域の名所・
名物や北斗市公式キャラクター「ずーしーほっきー」を
イメージした石田文具オリジナルの万年筆インク等も販
売しており、特にエリア外のお客様や中国を中心とした
外国人観光客に人気の商品となっています。これらの商
品の販売を通じて、お客様に異国情緒を感じていただき、
道南地域をもっと好きになってもらいたいと考えており
ます。
　�
 “表現すること”を支える会社
　弊社では、年に1つしか売れないようなマイナー商品で
もお客様が必要としているものは仕入れています。色鉛
筆だけでも約500色、店舗には30万点を超える商品を在
庫しており、品切れになることがほとんど無く、品種が
豊富であることが弊社の強みであると自負しております。
また、年中無休で、市内事業所様からのご注文には、在
庫のある商品は即日配達を目指しております。

　事務的な書類にせよ、芸術作品にせよ、その用途に関
わらず、それらは、作成者の意思を�“表現”するものです。
その表現するための道具である事務用品・画材等は、仕
事場にあって当たり前のものですが、無ければ仕事にな
らず、その道具次第で“表現”の良し悪しすらも左右す
ることもある大切なものです。
　そんな事務用品・画材の分野で、この地域のお客様に
頼ってもらうこと、「ほしい商品が石田文具にはある」、「変
わった色のインクだけど、石田文具ならあるだろう」、「急
な注文でも、すぐに対応してくれる」、お客様にそうおっ
しゃっていただけるよう業務を行うことが地域に根差し
た会社としての役割と捉えています。
　また、弊社では、お客様の手に馴染んだ文具をより長
く使っていだたくことも大切だと考えており、万年筆を
はじめ文具・事務用品等の修理・調整も承っております。
また、10月21日(土)・22日(日)の2日間、パイロット社
のペンドクター�土田�真之�氏、鈴木�勇�氏をお招きし、万
年筆の無料診断・調整等を行うペンクリニックを開催し
ます。万年筆でお困りの方、万年筆を使ってみたいとい
う方は、是非お越しください。

今後の目標
　弊社は、地域のお客様に支えられ、今年で創業から65
年目を迎えます。「継続は力なり」これからも地域のお客
様にご愛顧いただけるよう、豊富な品揃えと真心こもっ
たサービスを“継続”することがお客様からの信頼に繋
がると信じています。
　最近は、インターネット等を通じ、エリア外からのお
客様の注文も増えてきています。今後は、これまでの行っ
てきたサービスだけに囚われず、今の時代だからこそ求
められることを考え、弊社ならではのサービス・事業を
追求していきたいです。

㈱石田文具　
北斗市七重浜2丁目45番5号
TEL�0138-49-3171　FAX�0138-49-3271
Web：http://www.ishidabungu.co.jp/

Data

㈱石田文具
代表取締役 　石田 光廣

テーマ

会員NOW
“表現すること”を支える会社

Vol.50

店舗内にある倉庫
印刷用紙だけでも4,000種類を超える

ペンドクターによる調整の様子

石田文具オリジナルインク(全8種)
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函館商工会議所会員様 限定優待情報
１０月１５日～１０月３１日までの間、カットの際に…　

フェイススパを無料サービスいたします
お会計の際には、右上の優待券をご提出ください。

※優待券は一度のオーダー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一回まで、種類は、「フェイススパ」のみとさせていただきます。

優待情報については直接店舗へお問合せ下さい。

お客様の個性やライフスタイルに合った髪型を提案します
　当店は、日吉町に店を構える理容室で、産業道路沿いに位置し、駐車
場を12台完備しているので、アクセスしやすいのが特徴です。当店には、
４名のスタイリストが在籍しています。それぞれが理容業を技術職では
なくサービス業と捉え、お客様を綺麗にする「技術」と共に、「癒し」「刺
激」「リフレッシュ」のサービスを提供するため、「仕事を通し　和を学
ぶ　目くばり　気くばり　心くばり」をモットーに一同、業務に取り組
んでおります。
　当店では、コミュニケーションを通じてお客様の好みやライフスタイ
ルを知ることを大切にしており、しっかりとしたカウンセリングの中か
ら要望に応えるのはもちろんのこと、こちらからも、お客様に合ったス
タイルを提案いたします。また、お客様が持つ魅力を最大限に引き出せ
るよう、「髪質」「毛量」「骨格」「張り」を意識し、「個性」を引き出す
ことを心掛けています。

豊富なメニュー・サービスでお客様のご要望に対応します
　カット、各種パーマ、カラー、縮毛矯正等の一般的な理容メニューに加え、
ヘッドスパ、フェイススパをはじめとする美容サービスも行っております。
　また、女性のお客様のための個室ブースを用意しているほか、ヘルパー
２級、ガイドヘルパーの資格者による「自宅送迎」や「施設訪問」でのカッ
ト等を行い、お客様のご要望に幅広くお応えいたします。

理容室 Cool Cut’s
営業時間　9：0 0 ～1 9：3 0
　　　　　（土日祝／9：00～18：30）
定 休 日　毎週木曜 / 第2・第3水曜
備　　考　駐車場12台完備

住　　所　函館市日吉町 1 丁目 29-4
Ｔ Ｅ Ｌ　0138-53-1718
　　　　  　（女性専用TEL：090-6448-6677）
Ｗ Ｅ Ｂ　http://hakodate-coolcuts.com/

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

安らかに眠ると朝が気持ちいい。

安眠のために僕がやってる習慣が「感謝」。

 

先祖から家族、今日会った人に感謝しなが
ら寝ます。すると思ってるより安眠できる
ようになりました。

Member’s Board

オーナーの小川さんによるカットの様子

函館商工会議所

会員様限定優待券

理容室 Cool Cut’s

フェイススパ無料サービス

※優待券は一度のオーダー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一回まで、

種類は、「フェイススパ」のみとさせていただきます。

使用期間／平成29年10月15日
(日

)～10月31日
(火

)までの間
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　去る９月27日、函館市国際水産・海洋総合研究
センターにおいて、水産海洋都市推進・産学官連携
促進・津軽海峡圏委員会による合同委員会を村瀬副
会頭、中野副会頭、折谷水産海洋都市推進委員長を
はじめ、14名が参加のもと開催しました。
　当日は、函館国際水産・海洋都市推進機構 嵯峨 
機構長を講師に招き、「繋ぐ繋がる海峡圏―環津軽
海峡都市の振興と函館の戦略的役割」をテーマに講
話がなされました。
　嵯峨機構長からは、函館マリンバイオクラスター
や弘前大学食料科学研究所で携わったガゴメコンブ
等の高機能食材の研究、産学官連携による商品開発
やブランド形成の事例を説明し、産学官連携におけ
る研究機関のマーケットを意識した研究姿勢の重要

性について述べられたほか、同機構における研究成
果のＰＲ強化、函館における産学官の連携や津軽海
峡圏における連携の強化を促進したい等、機構長と
しての今後の目標を述べられました。

　去る９月11日、弘前商工会議所３部会(生活商業
部会、医療福祉・専門サービス部会、運輸・交通部
会、計12名、団長：清藤祟副会頭)合同視察研修会
が本所会議室において開催され、本所からは、津軽
海峡圏委員会中野担当副会頭、飯田・小坂副委員長
が出席しました。
　当日は、始めに、本所中野副会頭、弘前商工会議
所生活商業部会石川部会長より挨拶がなされ、引き
続き、本所永澤中小企業相談所長より「北海道新幹
線新函館北斗駅開業後の現在の状況、もたらした影
響、今後の展開等について」、また、函館バス㈱内
澤取締役バス事業部長より「函館市電・函館バス

ICカードサービスについて」をテーマに説明がな
された後、出席者より、活発な質疑応答がなされま
した。
　また、研修会終了後には、昼食懇談会が開かれ、
和やかな雰囲気の中終了しました。

▲産学官連携事業の事例について説明する嵯峨機構長

▲開催に先立ち挨拶する石川部会長

■弘前商工会議所３部会の視察団が来所

水産海洋都市推進・産学官連携促進・
津軽海峡圏委員会による合同委員会

研究機関のマーケットを意識した研究姿勢の重要性について講話
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　函館および道南地区の体験型観光コンテンツの再
発見・研究を目的とする標記視察会を、去る９月
10日、インバウンド推進委員会・津軽海峡圏交流
委員会の共催で、小林正明副会長はじめ会員および
家族ら19名が参加し、実施しました。
　今回は、湯倉神社を皮切りに函館市内および近郊
の６施設を視察しました。中でも、函館市縄文文化
交流センターでは、国宝の中空土偶をはじめとする
史料の見学や縄文編みの体験を通して、北海道・北
東北の縄文遺跡群の世界遺産登録推進に向け、観光
資源としての活用の可能性を探りました。また、鹿
部間歇泉公園では「函館はやぶさＰＲ隊」が出動し、
観光客等を楽しませたほか、視察会後の懇親会では、
世界遺産登録に向けた今後の課題等について参加者
同士で意見を交換し合う等、盛会裡に終了しました。

はこだてカルチャーナイト2017を開催
　去る 9 月22日、はこだてカルチャーナイト2017

（実行委員長：外崎青年部会長）を開催しました。
　当イベントは、普段見ることのできない文化・教
育施設等を夜間開放し、家族そろって地域の文化に
触れていただくことを目的として平成17年に始まり、
青年部のメイン事業の一つとなっております。
　13回目となる今年は、天候にも恵まれ、駅周辺・
西部・五稜郭・湯の川・美原エリアの34会場に44
企業・団体が出展し、過去最高となる延べ14,406
人が来場して、施設見学や特色あるイベントを楽し
む等、各会場は大いに賑わいました。

■青年部
「道南一周グルっと視察会」を開催

▲函館はやぶさ PR 隊 鹿部間歇泉公園にて ▲北ガスのサイエンスショーの様子

▲函館市教育委員会の箏（こと）体験の様子
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〒040-0071　函館市追分町1-25 TEL 0138-62-6077
URL：http://www.kafukudokitchen.jp/

第61回函館圏優良土産品推奨会　みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会 会長賞

さっぱり濃厚、がごめ昆布と乳酸菌入り

カドウフーズ㈱カドウフーズ㈱

はこだて雪んこ〈ガゴメ〉
（2個入）………………… 500円

(込)
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　第75回全道珠算競技大会が去る9月17日、帯広南
商業高等学校において函館地区から34名、全道各
地から総勢318名の選手が参加のもと開催されま
した。
　当日は、日本珠算連盟北海道ブロック協議会理事
長として、函館支部より加賀谷秀子先生が開会の言
葉を述べ、その後、それぞれ個人・団体競技、種目
別競技、各都市の代表選手による都市対抗競技にお
いてそろばんの腕を競い、競技の結果、個人競技の「そ
ろばん北海道一」の栄誉には、小樽市の浅野貴広さ
んが輝きました。
　団体競技では、中学生以上の部において函館一般
選抜が２位、小学生の部において函館５・６年生選
抜が３位となりました。その他、一般の部において、
八木泰樹さんが読上暗算優勝、高校の部において、

斉藤寿々菜さんが読上算で２位、中学生の部におい
て、佐藤愛優さんが読上算で２位、小学校５・６年
生の部において坂本法輝君が読上暗算優勝、佐々木
奏多君が読上算で２位となる等、函館地区の選手が
多くの入賞を果たしました。
　次回は当地函館での開催が決まっており、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。

　経営セミナー「最強・最高の営業メソッド」が去
る９月20日、９名の出席のもと、本所会議室にお
いて開催されました。
　当日は、講師に「結果を出すセールスマン養成塾」
塾頭の伊東 康博 氏の講師を迎え、　「全ての営業の
原点は「人間関係にある」」をメインテーマに、宴
会部門の営業を中心に43年間勤務した経験の中で
の実例を挙げながら結果を出す営業のノウハウにつ

いて詳細に説明され、出席した営業担当者らは、熱
心に耳を傾けていました。

▲そろばんの腕を競う選手たち

▲セミナーの様子

■第75回全道珠算競技大会
318名の選手がそろばんの腕を競う

■経営セミナー 
 「最強・最高の営業メソッド」

カリスマホテルマンから営業の極意を学ぶ
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議員の職務を行う者の変更
・２号議員	 株式会社ジェイデバイス	 （旧）センター長	 関　　　浩　一　氏
	 	 	 （新）センター長	 武　山　　　寿　氏
	 （平成29年９月１日付）

議員の異動

今後のうごき 【9月26日現在】

10 月
10 火 北海道信用保証協会�個別相談
11 水 経営相談

13 金 セミナー�「実践！YouTube動画活用～
３つの演習で明日から使える㊙テク公開！」

16 月 2017年度�ＨＡＣ友の会合同交流会
18 水 金融個別相談
22 日 第211回�珠算能力検定試験

＜函館オフィス＞
＜札幌オフィス＞
＜東京オフィス＞
＜名古屋オフィス＞
＜大阪オフィス＞
＜福岡オフィス＞
＜上海オフィス＞

24 火
函館・北斗・七飯経済団体協議会
青年部�青函合同例会

25 水
発明相談
議員会�議員懇話会

27 金 法律相談

11 月
5 日 第12回�函館歴史文化観光検定（はこだて検定）
8 水 経営相談
12 日 第６回�ビジネスマネジャー検定試験
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　秋の交通安全運動に合わせて、去る 9 月26日、
国道278号において、銭亀沢地区女性部･青年部メ
ンバーはじめ総勢13名が参加して「交通安全意識
啓発運動」を実施しました。
　同事業は、銭亀沢地区女性部と青年部が共催して
毎年この時期に開催しており、多発する交通事故に
対する一層の安全意識の浸透を図って、交通事故
防止を道行くドライバーに訴える事を目的としてい
ます。
　当日は、女性部員手作りマスコット「銭亀くん」

やリーフレット、交通安全メッセージ入りポケット
ティッシュ等をドライバーに配布しながら、交通安
全旗を振って交通安全をアピールしました。

▲手作りマスコットを配り交通安全を呼びかるメンバー

■銭亀沢地区女性部・青年部
銭亀沢地区において交通安全意識啓発運動を展開



申し込み・問合せ先は下記渡島総合振興局ホームページをご覧ください。
http://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/syoukou/suisansoudan.htm

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

函館税務署・函館市・函館商工会議所・北海道税理士会函館支部・函館青色申告会・公益社団法人函館法人会・
函館間税会・函館地区納税貯蓄組合連合会共 催

1２

　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。

◎�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。

金利 1.11％ （平成29年　　
9月13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）

　北海道渡島総合振興局では、水産物の原料確保が困難となっている渡島管内の水産加工業者が抱える経営・技術上の課題に対
応するため、北海道中小企業総合支援センター道南支部の職員と申込みのあった事業所へお伺いし、無料でご相談に応じる「訪問・
個別相談」を実施します。

　平成31年10月からの消費税引上げに伴い、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週２回以上発
行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されます。

【開 催 日 時】	 １回目	 平成29年11月6日（月）		14：00～15：00
	 ２回目	 平成29年11月7日（火）		18：30～19：30　※1･2回目とも同じ内容です
【会　　　場】	 サン・リフレ函館（函館市勤労者総合福祉センター）2階会議室
	 函館市大森町2番14号
	 ※会場の収容人数には限りがございます。
	 　満席の際には、会場に入場できない場合がありますので予めご了承ください。
［お問合せ先］	 函館税務署　総務課　電話０１３８－３１－３１７１(代表)
	 ※お電話の際には、音声ガイダンスに沿って「2」を選択してください。

１． 対 象 者： 渡島総合振興局管内で原料確保が困難となり、経営等に課題
を抱える水産加工業者

２． 対 応 者： 渡島総合振興局、公益財団法人北海道中小企業総合支援セン
ター道南支部

３． 相談内容： ①経営全般  ②資金関係  ③設備関係  ④技術関係  ⑤人材育成 
⑥新商品開発  ⑦新分野進出  ⑧販路開拓  ⑨その他 
※個人間の苦情処理やトラブル等の私的な内容は除きます

説
明
内
容

①　�軽減税率制度（対象品目・帳簿・
請求書等の記載方法など）の概要

②　�軽減税率制度へ対応するための中
小企業者への支援措置について

　取扱商品の適用税率の確認や、適用
税率ごとの区分経理への対応など、多
くの事業者の方において、制度の実施
に向けた準備が必要となりますので、
ぜひ説明会にお越しください。

４．受付期間：平成29年11月30日まで

５． 実 施 日： 申込者が希望する日時で調整
（ご希望に添いかねる場合も
ございます）

６． 相談場所：申込者が指定する場所

７．費　　用：無料

参加無料

水産加工業　訪問・個別相談のご案内

「消費税の軽減税率制度に関する説明会」のご案内

事業者 経営指導員 日本政策金融公庫

融資実行

・相談
・申込受付
・指導
・調査

審
査
会

推

　薦

日本政策金融公庫

貸付限度額

2,000万円
がんばる
経営、応援
します！ マル経融資



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

【本セミナーの申し込み先・問合せ先】
日本政策金融公庫函館支店　国民生活事業　　ＴＥＬ ０１３８－２３－８２９１

～生活衛生関係営業者の皆様へ～
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主　催：日本政策金融公庫函館支店
共　催：（公財）北海道生活衛生営業指導センター
協　力：函館商工会議所、北海道よろず支援拠点（北海道中小企業総合支援センター道南支部）

講演 「すぐできる　三つの見える化」で売上向上 （１４：００～１５：３０）
～「経営状況の見える化」、「強みの見える化」、「お客様の見える化」により、お店（施設）はすぐ変わる～
講師　中小企業診断士　大岩　佳弘 氏
経営お役立ち情報 （１５：３０～１６：００） 日本政策金融公庫の融資制度のご案内

個別相談会（事前予約制）

　日本公庫では、生活衛生関係の事業者様を対象として経営課題解決セミナーを開催いたします。

必ずチェック 最低賃金！
使用者も、労働者も

最低賃金額　時間額 810円　効力発生年月日 平成29年10月1日
○　�最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入
されません。

○　�最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
○　�特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」）で働く者には
北海道の特定（産業別）最低賃金が適用されます。

厚生労働省　北海道労働局

北海道最低賃金
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働く

すべての労働者（臨時、パートタイマー、アルバイト
等を含む。）に適用される北海道最低賃金が次のとおり
改定されました。

金融個別相談
低利な融資制度についてのご相談
実施日／10月18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

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／11月14日㈫ 13：30〜
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／10月27日㈮ 13：00〜
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／10月25日㈬ 11：00〜16：00
相談員／英知国際特許事務所

所属弁理士

経営相談
経営上の様々な課題についてのご相談
実施日／11月8日㈬ 13：00〜
相談員／公認会計士　鎌田　直善氏

日　程 平成29年 10月17日㈫
会　場 函館商工会議所　3Ｆ会議室 （函館市若松町７–15）

時　間 14：00～16：00（受付13:30～）

第１部

第２部
第３部

*函館の皆様と共に47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

経営課題解決セミナーのご案内



ご
案
内

※詳しくは同封の折込チラシをご参照ください。　担当：地域振興課　伊藤　TEL 23-1181

お問合せ
道南縄文文化推進協議会事務局（函館商工会議所内）　℡23-1 181
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　当協議会は大船遺跡や垣ノ島遺跡が構成資産となっている「北海道・北東北の縄文遺跡群」を人類共通の
貴重な宝として未来に残すため、世界文化遺産登録を目指しています。
　登録実現のためには、地域の気運を高め、その熱意を国内外に示していくことが大切です。
　会の趣旨にご賛同の上ご入会頂き、縄文文化の魅力を多くの人にＰＲし、みんなの力で世界文化遺産登録
を実現させましょう！
　詳しくは、同封の案内チラシをご参照ください。

対　象 協議会の活動を支援してくださる個人の方

入会金 1,000円 （年会費は無料）

■開 催 日／ 平成29年11月22日㈬〜平成30年２月22日㈭の期間中全10回
 （詳しい日程は同封の折込チラシをご覧ください）

■会　　場／ 函館商工会議所　3階会議室（函館市若松町７−15）

■講　　師／ 英会話　ビル・ボーマン 氏 （精華学園高等学校函館校　観光コース講師）

 カラーコーディネート（第６回のみ）　今村　美香 氏 （精華学園高等学校函館校　カラーコーディネート講師）

■参加対象／ 函館商工会議所会員事業所の社員・従業員の方（1事業所につき２名まで参加可）

■受 講 料／ １名につき4,000円（全10回分）　■参加定員／先着30名（定員に達し次第、締め切ります。）

■申込方法／  同封の折込チラシについている申込書に必要事項をご記入の上、FAX（27-6192）にて10月31日（火）までにご応募ください。

　昨年度、私たちの住むまち函館には、４１．７万人もの外国人
観光客が訪れています。このような大切なお客様方がまた来たい
と思うよう、そして迎え入れる私たちも気持ちよくコミュニケー
ションをとることができるよう、英会話力を高めておくことは大
きな武器です！
　新たに今年は、外国語版のPOPやメニュー作成にも役立つカラー
コーディネートの講師もお招きして全10回の英会話講座を実施
します。ぜひこの機会に、おもてなし英会話にチャレンジしてみ
ませんか？

ご案内 Information

～ 世界遺産登録をめざして ～

道南縄文文化推進協議会
賛助会員募集のご案内

●�函館市縄文文化交流センターの入館料が、
賛助会員証をご提示いただくことで、�
無料になります

●ピンバッジを１個差し上げます

特　典

案内チラシ
・申込書同封

おもてなし英会話講座

申込表
同封 !!

講座の様子



ご
案
内

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

Information

15

月〜金　9:00〜21:00 ／ 土曜日　9:00〜17:00 
※日曜日、祝日、年末年始（12月31日〜1月3日）はご利用いただけません。
※全国から市内電話通話料金でご利用いただけます。
※ご利用いただけない場合は03（5321）8656までおかけください。

融資限度額 子ども一人につき350万円以内　※海外留学資金は最大450万円以内

返済期間 15年以内　※�「交通遺児家族」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円(所得122万円)以内の方」、または「多子世帯」で一定の条件の方は18年以内

利　　率
年1.81％　(固定金利　平成29年8月9日現在　保証料別)　
※利率は金融情勢により変動します。
※�「母子家庭」､「父子家庭」､「世帯年収200万円(所得122万円)以内の方」､ または「多子世帯」で一定の条件の方
は年1.41％

資金使途
学校納付金(入学金、授業料、施設設備費など)、受験にかかった費用(受験料、受験時交通費・
宿泊費など)、住居に係る費用(アパート・マンションの敷金・家賃など)、教科書代、教材費、
パソコン購入費、通学費用、学生の国民年金保険料など

融資対象

融資対象となる学校に入学・在学される方の保護者(主に生計を維持されている方)で、世帯年収
(所得)が次に該当する方。
子供の人数 1人以下 2人 3人 4人以上

世帯年収
(所得 )

790 万円以内
(590 万円以内 )

890 万円以内
(680 万円以内 ) 990 万円以内

(770 万円以内 )
コールセンターまで
お問合せ下さい。一定の要件に該当すれば、990万円 (770 万円 )

まで緩和されます。

お電話でのお問い合わせ・資料請求

０５７０－００８６５６
（ハローコール）

教育ローンコールセンターまでお問い合わせ下さい。

函館支店　国民生活事業　℡ 0138-23-8291

日本政策金融公庫「国の教育ローン」のご案内
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　観光通りと環状7号線の交差点近くを通りかかる
と、「ミニバン専門店ゴーゴーカーズ」、「軽自動車 
月々コミコミ1万円」と大書された看板とのぼりが
目に飛び込んでくる。青森市八ツ役矢作で自動車修
理・整備を手掛けていた会社の一角を間借りする形
で2014年に社業をスタート。2015年法人化に伴い、
整備会社から建物、不動産を購入した。
　開業と同時に、「低価格」「高品質」「安心」が“売り” 
のミニバン（全車4WD）専門店の看板を掲げた。「中
古車の相場が底を打ったタイミングで仕入れ、低価
格（55万円以下）を実現。ボディの傷やヘコミを
修復し、徹底したクリーニングを施します。全車法
定点検を行うなどアフターフォローの態勢も万全で
す」。中古車業界はし烈な競争の真っただ中にある。

「他社との違いを打ち出さないと生き残れない」と
話す。
　「 7 年間ずっと一定額で軽の新車に乗れる」―が
触れ込みの「フラット 7 」加盟店として昨年から

「カーリース」業にも乗り出した。自動車税や車検代、
自賠責保険料などの維持費を込々にして、リースと
いう形で利用できる。利用客は老若男女問わず幅広
い。クルマへのこだわりを持たないユーザーにとっ
て「頭金が必要ない上に突発的な出費が生じないの
で安心ですし、競合他社と違い月々の支払料金を均
一に安く抑えているのも魅力です」。

　自社工場を持っているのが強み。「ミニバンにし
てもリース車にしても、購入後のメンテナンスな
どアフターサービスにもっとも力をいれています。
ユーザーに安心を売るのが第一と考えています」。
　十代のころから上昇志向が強く、一国一城の主に
なることを目標にしてきた。中古車販売会社勤務を
経て、社業を興し3年。従業員の生活を守るという
責任が日々のしかかる。「会社を引っ張る立場とし
て理想と現実のはざまで悩むことがある」と心情を
吐露する三橋さん。32歳の若き経営者は「どんな
分野でもいいから若い経営者がどんどん出てきてほ
しい」とも言った。社名は自身の名前である元輝の
音読み（げんき）から付けた。「いつまでも元気で
社業が続きますように」の願いを込めた。

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 9 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。

「げんき自動車株式会社」
代表取締役社長　三橋　元輝�さん商 工 プ ラ ザ

「低価格」「高品質」「安心」が“売り”のミニバン専門店。「カーリース」業にも参入

「遠方から来店されるお客様のアフターサービスにも
対応します」と話す三橋さん
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