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■今月の表紙
北海道新幹線　試乗会
　写真は、２月13・14日に開催された北海道新幹線の
一般向け試乗会において、新函館北斗駅に入線した「H 
５系」を撮影した一葉です。
　試乗会では、新函館北斗－木古内間35.5㎞を営業運
転ダイヤと同じ最高時速260km、片道13分間で往復し、
乗客たちは、揺れの少ない車窓から函館山や津軽海峡
の景色に目を凝らし、3月26日に迫った北海道新幹線開
業への期待を膨らませました。

平成28年3月10日発行(毎月1回10日発行)

函館商工会議所報

3月号
（通巻392号)
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● 協会けんぽ「平成28年度保険料率改定」と「健康事業
所宣言」お知らせ

●平成27年分確定申告に係るお知らせ

16 青森商工会議所会員事業所のご紹介
●日本リージャス㈱
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　本号の特集では、３月26日（土）の北海道新幹線開業を記念し、これまで本所が行ってきた北海道新幹線開業に対す
る取り組み、また、開業後に大幅な増加が見込まれる市外や海外からの観光客のおもてなしに関連する事業や開業後の
イベント等をご紹介いたします。
　本所では、新幹線開業に伴う交流人口の拡大やその経済効果を継続的に享受するためにも、多くの市民や事業者と共
に地域が抱える課題の解決策等を考え、今後も積極的に行動して参りますので、皆様のご支援とご協力をお願いいたし
ます。

　本所では、北海道新幹線の開業に向け、新幹線の青函共用走行・高速走行問題に関する要望活動、新函館北斗駅と函館
駅間の鉄道アクセス充実に関する要望、新幹線開業に関わる地域との経済交流や情報交換等を行ってまいりました。また、
開業後に大幅な増加が見込まれる市外や海外からの観光客のおもてなしに関連する事業等も行っています。

要望活動
①政府・与党整備新幹線PT等へ要望書を提出
　北海道新幹線建設促進道南地方期成会および青森県鉄道整備促進期成会による中央合同要望
が昨年１月20日に開催され、当所から松本会頭、境副会頭、酒井専務理事が参加しました。
　この要望は、北海道新幹線による津軽海峡交流圏の形成促進を目的に一昨年から実施されて
おり、新幹線共用走行区間の高速化と東京・新函館北斗間所要時間３時間台運行の実現、並行
在来線会社の収入源の一つであるJR寝台特急列車の運行継続、並行在来線への財政支援と地元
負担軽減などについて、23名の訪問団が政府・与党整備新幹線PTや国土交通大臣、北海道内・
青森県内選出国会議員をまわり、要望書を提出しました。

②新幹線「はやぶさ」の宇都宮駅停車を求める要望活動
　北海道新幹線開業を見据えた地域間交流の拡大策として、宇都宮駅を通過している新幹線「はやぶさ」を開業を機に同駅に停車させるよう求めて
いる宇都宮市と、開業によって北関東地域での潜在需要の掘り起こしを図り、観光入込増加を目指す函館市が合同で、JR東日本・JR北海道および国
土交通省に対し要望活動を行っており、昨年の2月と３月に両市の市長・商工会議所会頭・市議会議長と共に実施しました。
　３月26日の開業時のダイヤでは、新幹線はやぶさ宇都宮駅停車は見送られることとなりましたが、今後の対応を協議するため、昨年12月25日に
両市による懇談会が宇都宮市内で開催され、北海道新幹線開業後も引き続きJR に対し宇都宮駅停車要望を継続していくことと、要望と合わせ両市
の連携強化を進めることを確認しました。

③ＪＲ北海道へ割引切符の造成要望
　昨年10月13日に、北海道旅客鉄道㈱が国土交通省に対し申請した北海道新幹線の特急料金が青函トンネル区間や冬期の維持管理費用を理由に、
東北新幹線の1.52倍と割高な設定となったことから、本所と青森商工会議所では、道県の経済社会の発展と道県民生活の向上、本州と北海道を結ぶ
北海道新幹線の利用促進が図られるよう、昨年10月28日、割引切符等の造成についての要望を北海道旅客鉄道㈱に対し、両商工会議所連名で実施
しました。

インバウンドに係るうごき
①外国話講座の実施
　日本におけるインバウンド（訪日外国人）旅行者が年々増加する中、函館地域でも来函外国
人宿泊客数は約35万人（函館市観光部『平成26年度来函観光入込客数』より）を数え、『国際
観光都市・函館』におけるインバウンド対策は重要性を増しており、「宿泊」「物販」「料飲」等
様々な事業に即した実践的な内容の講義を行う「おもてなし英会話講座」が昨年11月～3 月初
旬まで全12回にわたり開催されました。
　また、中国・台湾での北海道ブームと、函館地域においては台北からの定期便就航もあって、
中国・台湾から多くの観光客が訪れています。昨年２月４日に北海道商工会議所連合会と本所
との共催により開催された「おもてなし中国語講座」に続き、主に企業経営者・幹部の方々を
主な対象とし、スピーチの冒頭部分での簡単な中国語の自己紹介や決まり文句の挨拶ができるようになることを目的として、今年の３月１日から全
８回にわたり、「挨拶のための中国語講座」を函館大学と共催で実施しています。

会議所の主な活動

●平成26年  4月19日 野上国土交通副大臣へ北海道新幹線青函共用走行問題の早期解決を求める要請書を提出
●平成26年  4月30日 青函共用走行区間高速走行早期実現協議会の設立・参加
●平成26年  5月16日 室蘭・登別・伊達・函館商工会議所新幹線連携会議
●平成26年  8月24日～26日 （青年部）東北新幹線沿線YEG函館PRキャラバンの実施
●平成26年  9月30日 新函館北斗・現函館間の鉄道アクセス充実等に関する要望の実施
●平成26年11月10日 青森県・函館デスティネーションキャンペーン推進委員会の設立・参加　等

平成
26年度の
主な活動

平成27年から今年にかけての主な活動

特 集

JR北海道H5系

　　3月26日
北海道新幹線開業 !!

与党新幹線PT青函共用走行問題事務局長の
長谷川総務大臣政務官を訪問し要望書を提出

おもてなし英会話講座の様子
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②外国人留学生等による観光アドバイザー事業
　新函館北斗駅や函館市内の商業・観光施設を外国人利用者の目線によって点検・評価を行う
ことで、道南地域における外国人観光客の受入態勢強化につなげることを目的に、観光アドバ
イザーとして招聘した道内の大学に通うアジア４か国からの留学生４名が視察を行い、多言語
表記やサービスの利便性等をチェックシートに基づいて点検・評価を行う観光アドバイザー事
業を去る２月１～２日の日程で、本所と北海道商工会議所連合会の共催により函館市・北斗市
内各所において開催しました。

1 函館観光の「質」の向上　新幹線開業はこだて魅力創造ゼミナール「はこゼミ」　（平成24年７月～）
新幹線開業に向け、まちづくりに参画し、地域の名物・魅力を創造していく担い手の養成等を行っています。

2 全市民をあげて観光客を迎える態勢づくり「ようこそ！はこだてへ。」アピール事業　（平成26年２月～）
市民・企業に向けてのホスピタリティのレベルアップを目指し、市民および観光客に向けての新幹線開業アピールと認知度アップ等を
行っています。

3 シティセールスなど函館のブランド力をふまえた多面的ＰＲ
シティセールスプロジェクトチームの設置運営（平成26年11月～）

　「笑顔」は人の心と心を暖かく結びます。函館がみんなの笑顔であふれる街であったら、心がどれほど豊かになることでしょう。
このキャンペーンは、函館の魅力を更に高め、沢山の人達に、何度でも行きたい街、いつか住みたい街、そして長く住みたい街
と感じて頂けることを目指しています。
　接客を常とする仕事に従事する方々はもちろん、市民の方にも、あらためて「おもてなしの心」を呼びかけ、大人のみならず
子供達にもホスピタリティ精神向上のきっかけになってほしいと思います。ホスピタリティ向上に繋がるもの全てが活動内容と
なりますので、各業種・各業界それぞれの創意工夫が可能です。取り組み易いテーマを決めてパコスマを推進していただければ
幸いです。例えば、笑顔で挨拶、きれいな街づくり、運転マナーの心がけ、その他、携帯電話のマナーや喫煙マナーを守るとい
うような心掛けをお願いできればと考えています。

青
年
部

主
催
事
業

◎ ポスター、ティッシュ、店内用卓上三角スタンド作成、事前配付
◎ スマイルバッジ作成、事前有償頒布
◎ 3月26日(土)・27日(日)　キャンペーンリーフレット配付（JR函館駅前）

商
工
会
議
所
・

新
幹
線
対
策
機
構

主
催
事
業

◎【商議所・観光協会】 ………「ようこそ函館へ」歓迎ポップ製作配付（両団体会員事業者等）
◎【商議所】……………………外国語話せますバッジ作成・無料配付（英語、中国語、韓国語）
◎【商議所】……………………キャンペーンリーフレット制作（青年部と共同）
◎【商議所】……………………  消費喚起を目的とした「函館の看板娘」スタンプラリー等の実施（応募者に抽選で地元産品等プレゼント）
◎【新幹線機構】………………「函館市内公共交通楽旅まっぷ」発行
◎【新幹線機構】………………雨傘無料レンタルサービスの実施（駅など交通拠点６か所でスタート）
◎【新幹線機構・函館バス】 …「元町・ベイエリア周遊号」（観光路線バス）車体ラッピングリニューアル、バス停リニューアル
◎【新幹線機構・函館バス】 …  「元町・ベイエリア周遊号」（観光路線バス）リニューアル記念3月26日(土)無料運行、出発セレモニー

（8：45－9：00）
◎【新幹線機構・観光協会】 … 新幹線アクセス列車はこだてライナー沿線施設２か所へのＰＲ横断幕掲出

　今後も本所では、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の事務局運営等、
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、首都圏・北関東・東北地区へのプロモーション活動の推進等に加え、平成28年度より新幹線函館駅乗り入
れや貨物新幹線積み替えターミナル立地に関する北海道新幹線利活用策の調査研究等も行い、新幹線時代に必要な基盤整
備と地域の魅力の更なる向上のため、各種事業を積極的に実施し、新幹線開業効果の拡大に向けたまちづくりを推進して
いきます。

開業後の動き

函館地域ホスピタリティ向上事業　北海道新幹線開業記念
はこだてスマイル＆ウェルカムキャンペーン2016

実施期間：平成28年３月25日（金）～５月８日（日）

新幹線開業効果の拡大に向けて

北海道新幹線新函館開業対策推進機構の取り組み

新函館北斗駅で説明を受ける外国人留学生



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
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【連載終了にあたり】
　2016年3月、いよいよ新幹線開業の月を迎えました。本
欄の「北海道新幹線Q&A」は、函館の私たちが長年待望し
てきた新幹線について、利活用策、効果、課題など市民理解
をより深めて頂きたいと考え、周囲の方々との会話のなかで
出た新幹線に関する話題や素朴な質問を掘り下げ、2008年
3月から連載執筆し、前回で60回の節目を迎えたところであ
り、開業月の今回をもって連載を終了させて頂くことといた
しました。
　1973年の整備新幹線計画から約42年、地元の大勢の先
輩方が新幹線の誘致に心血を注がれ、その思いを受け継い
で開業対策事業に携わってからの10年は、実に様々な問題
と対峙した10年間でした。市や市議会、町会連合会や各種
団体と共に1985年から総意形成し運動展開した新幹線の現
函館駅乗り入れや、同じ体制で2010年からオール函館で取
り組んだ函館駅・新函館北斗駅間のJR経営継続運動もどち
らも叶うことなく、函館駅に新幹線乗り入れをと望んだ市民
の夢は、函館駅が将来JRから切り離されてしまうという逆
の結果となってしまいました。多くの市民が残念な気持ちを
捨てきれないまま、それでも盛り上げたい、祝いたいと願っ
て迎える新函館北斗開業もまた、都市圏人口の急速な減少、
中核都市からの新駅の遠さ、駅名決定までの地域間対立、
青函共用走行区間の速度制限とそれによる所要時間の増大、
運行本数の物足りなさ、割高な特急料金と、これまでの新
幹線開業の歴史を見ても例がないほどの不利な環境下にあり
ます。割高特急料金と長い所要時間、遠い新駅が要因となり、
競合する航空路線の特割設定が拡充されなかったのも新幹
線開業史上では初めてのことであり、地元利用者にコストメ
リットが生まれない事例となってしまいました。42年前に

先輩方が大きな期待を抱いた新幹線開業地域のありようとは、
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連 載 北海道新幹線で未来をひらく!
2016年3月26日新函館北斗開業情報

5

世界は優しさで溢れている。

あらゆる物は誰かによって、よりよいものをと
考えて作られている。

 改善の連続の結果、今こうして目の前にある。

 優しさがつまっている

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/

はこだて検定合格者  
新グッズ発売のお知らせ !!

おもてなしの心を伝えたい

　函館歴史文化観光検定（通称：はこだて検定）は、当地域の観光振興に資する人材の育成を目的とし、過去
10回の試験で初級・上級合わせて1,700名を超える合格者を輩出しております。
　合格者は当地域の歴史・文化・政治経済等に体系的な知識を有する人材として、当市観光のおもてなし向
上の一助となることが期待されます。
　本所ではいよいよ迎える北海道新幹線開業を期に、はこだて検定合格者が多くの来函者に当市の魅力とお
もてなしの心を伝えていただくことを願って、合格者認定ピンバッジや合格者認定ストラップ＆カードホル
ダセットに加え、名刺交換の際に、はこだて検定合格者であることをお知らせすることができる“合格者認
定名刺シール”と、店頭やオフィスの入り口に掲示できる“合格者がいるお店プレート”を発売することとな
りました。ご希望の方は下記の手順でお買い求め下さい。

お申込・お問合せ　函館商工会議所企画情報課　TEL0138-23-1181・FAX0138-27-2111

■お買い求め方法
◎函館商工会議所窓口でお求めの方
●合格証（カード）を持参、ご提示の上、所定の購入申込書へ記入して下さい。
●詳しくは函館商工会議所ホームページをご参照いただくか、下記の連絡先までお問い合わせください。

合格者認定
 名刺シール
 価格：１シート20枚
 100円(税込)
◎ 一期一会 函館の魅力を伝え
られるのは貴方です
◎ 初級合格者用は銀色、上級合
格者用は金色です
◎ シールのサイズは、余白に貼
り易い直径1.5cm

合格者がいる
 お店プレート
 価格：1,000円(税込)
◎ お店やオフィスの入口等にご掲
示ください
◎ 「おもてなしの心」での接客・接遇
向上に是非お役立てください
◎ 当市の観光マップと共にお渡し
します
◎ アルミ額入り（縦35㎝×横26㎝）
◎ 額が不要な場合はA4版コート紙
200円(税込)
◎初級・上級共通です
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千秋庵総本家
　1860年に初代 佐々木吉兵衛が、日米和親条約の開港で
沸く函館で菓子売りを始め、千秋庵が誕生しました。その後、
明治に小樽、大正・昭和に旭川・釧路の千秋庵が独立しま
した。そうした中、私の祖父にあたる松田咲太郎が四代目
を継ぎ、弊社の看板商品である“どらやき”や“元祖山親爺”
を開発しました。千秋庵という屋号は、初代 佐々木吉兵衛
が故郷の秋田をしのび命名したと言われています。
　弊社では、常にお
客様にご納得いただ
ける品質のお菓子を
提供し続けるため、
手間と工夫は惜しみ
ません。例えば、弊
社の“どらやき”は、
函館を中心とする道
南産の大納言小豆と純度の高い白双糖を使い、三日間かけ
て仕上げる「甘くても甘く感じない」あんを宵ごね生地（前
の晩と当日の朝の二段階で仕込む生地）を一枚一枚手で蒸
し焼きにした皮ではさみお作りします。また、お菓子作り
だけでなく、お客様がほっとされるような真心のこもった
おもてなしにも努めています。 

それぞれの節目の年に
　昨年９月の函館商工会議所創
立120周年記念式典では、弊社
で記念の御引き菓子を作らせて
いただきました。お菓子は、創
立120周年のお祝いを、栄光を
象徴する月桂樹の模様で表現
したものや実りの秋をイメージ
し、栗を使用したもので、菓銘
は、今後の益々の発展を祈念し

“永
と わ
久の栄

さか
え”とさせていただきました。ご依頼を受けた時

は、当市経済界を率先する団体の記念式典ということで、
社員一同緊張を感じましたが、今ではこの仕事を通して成
長することができ、良い経験を積ませてもらったと思って
います。
　今月末に迫った北海道新幹線開業のタイミングに合わせ、
お土産品として、３年の歳月をかけ “函館散歩”を開発しま
した。函館らしさをテーマに、赤レンガ倉庫、五稜郭、ハ
リストス正教会の形で焼き上げたカステラ饅頭です。新幹
線開業や近年の外国人観光客の増加に伴う交流人口の拡大
を機に、この商品が、千秋庵総本家の新名物として、函館
の土産品として定着してほしいと考えています。

四季の移ろいを彩るお菓子
　春を分けると書く「春分の日」は、立春に始まり立夏の
前日に終わる「春」の中間にあたります。一日の昼と夜の
長さがほぼ同じになるお彼岸の中日なので、多くの人が先
祖の供養のため、お墓参りやお寺参りをします。季節の祭
事を大切にする方が特に多い函館のお客様の気持ちに応え
るため、弊社では、お彼岸のおはぎはもちろんのこと、四
季の移ろいや歴史・
風土等から意匠や菓
銘を得て、毎月６種
類の上生菓子をお作
りし、季節を楽しむ
お手伝いをさせてい
ただいております。

今後の目標
　新幹線開業を機に、今後、函館の交流人口は増えていく
と思うので、このビジネスチャンスをしっかりと掴み、集
客へ繋げていきたいと思います。
　また、家庭を持つパートさんが活躍しやすいよう、ライ
フワークバランスを考えた職場環境作りや社員の給与や休
暇の面での待遇の改善等を行い、業績を伸ばしながらも、
社員がより幸せに、そして活き活きと仕事ができるよう努
力していきたいと思います。

㈱千秋庵総本家

取締役社長　松田　俊司

㈱千秋庵総本家　
本　　　　　　　　店 函館市宝来町9-9 TEL 23-5131
本　　　通　　　店 函館市本通2丁目29-10 TEL 31-1188
棒二森屋アネックス店 函館市若松町17-12 TEL 27-3472
丸 井 デ パ ー ト 店  函館市本町32-15 TEL 32-1142

Data

テーマ

会員NOW
四季の移ろいを彩るお菓子

Vol.33

こだわりのあんこをたっぷり使った“函館散歩”

季節の上生菓子（３月）
早蕨(左)　乙女椿 (上)　三千歳(右)

元祖 山親爺
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 ティーマスター　岡元　健
紅茶専門店RUHUNA
　以前は、会社員として働いていましたが、市内の紅茶
専門店でインディアンミルクティー（鍋に牛乳をいれて
煮込んだ紅茶）の味に感銘を受けたことがきっかけで、
紅茶の魅力に惹かれるようになりました。その後、同
店の店長の元で半年間修行し、紅茶の淹れ方やワッフ
ルやスコーン等の茶菓子のレシピ、接客サービス等の店
舗経営に係る知識を学び、平成９年12月に紅茶専門店
RUHUNAをオープンしました。
　当店では、スリランカで採れた渋みが少なく飲みやす
い種類の茶葉を中心に使用し、ストレートティーやミル
クティーをはじめ、生姜やシナモン等を使用したスパイ
スティー等、豊富な種類のメニューを提供しており、女
性を中心に高校生からご高齢の方まで幅広い年齢層のお
客様にご愛顧いただいております。また、年に3回、スリ
ランカから新茶を直輸入し、お客様に楽しんでいただい
ております。店名は、スリランカにある茶葉の産地から
名前を借り、RUHUNA（ルフナ）と名付けました。
　喫茶業務、茶葉・ティーセットの店舗販売や通信販売、
ホテル・レストランへの卸し業務の他に、紅茶教室の開
催や紅茶に係る講演活動等も行っており、生活の中で気
軽に紅茶を楽しんでもらうためのお手伝いもさせていた
だいております。

経営支援サービスを活用して
　商工会議所さんに入会したのは、開店から３年目の確
定申告の時期でした。それまでは、自ら税務署に行き、
申告を行っていましたが、申告時期は混雑しており、待
ち時間や申告手続きに費やす労力がもったいないと感じ
ていました。会議所さんの税務指導は、予約制なので待
ち時間がほとんどなく、申告に関する基本的な内容はも
ちろんのこと、自力で調べただけではわからないような
難しい内容の経費計上等についても的確にアドバイスを
いただけますし、その他、経営に関する悩みに対しても、
親身になって相談に乗っていただけるので、とても頼り
にしています。

今後の目標
　当店では、紅茶を飲みながら過ごす、ゆったりと流れ
る時間を提供したいと考えています。お店でそういった
時間を過ごしていただくことはもちろんですが、茶葉の
販売や紅茶教室の業務を通じて、日頃の疲れを癒す“ティー
タイム”がお客様の生活の中にもっと溶け込んでいって
ほしいと思います。
　また、今後も奥の深い紅茶について自らも勉強するこ
とも怠らず、新鮮で安心な美味しい紅茶を変わらぬスタ
イルでお客様へ提供していきたいです。

紅茶専門店RUHUNA
函館市本町4-20  ２Ｆ　TEL 55-0443

Data

商工会議所活用レシピ
経営支援サービスを活

用して

紅茶と良く合う手作
りスコーン

豊富な種類の茶葉

ゆったりとした時間
が流れる店内
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ゆったりとした時間
が流れる店内
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　中国語圏からのインバウンド旅行者の増加、中国
語圏との取引機会の増加に伴い、当地域での中国語
習得の需要が高まっていることから、3月 1日～
24日に全8回にわたり、「挨拶のための中国語講座」
が函館大学において開催されています。
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館大学 坂野 学 准教授による、中国語の発音のしか
たや簡単なきまり文句の練習、中国語の学習方法の

紹介等についての講義が展開されます。
　初回となる、3月1日の講座では、17名が参加し、
中国語の発音基礎や簡体字についてわかりやすく講
義され、受講者は熱心に耳を傾けていました。

　本所・函館市・函館国際観光コンベンション協会
の主催による平成27年度函館市観光ホスピタリテ
ィ講演会を去る 2月26日、ロワジールホテル函館
において観光関係者をはじめ市民ら101名が参加の
もと開催しました。
　当日は、「はとバス」の観光バス事業本部定期観
光部副部長兼企画課長の江沢伸一氏より、自ら企画
したヒットツアーの紹介や観光資源の発掘と活用事
例についてわかりやすく説明が行われました。
　この後、はこだて検定上級合格者のつどいを同ホ
テルで開催し、過去の平均合格率が14.1% という
超難関の上級試験を合格された方々の中から22名
と、来賓として函館市観光部の本吉課長や函館観光

ボランティア一會の会の佐藤会長等を交え情報交換
を行う等、交流を深めました。
　また、前日本銀行函館支店長で現在は、日本銀行
金融機構局の中川 忍 参事役や函館検定合格者の会
より北條さん、昨年行われた第10回の合格者 6名
よりスピーチをいただく等、終始和やかな雰囲気の
なか懇談を行いました。

■ 函館市観光ホスピタリティ講演会
ならびにはこだて検定上級合格者
のつどいを開催

■挨拶のための中国語講座
自己紹介や挨拶で使用する中国語を講義

▲はとバスの取り組みや観光資源の発掘と活用事例について説明する江沢氏

▲講座の様子

インバウンドに係るうごき
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　去る 2月24日、渡島総合振興局、渡島教育局、
函館公共職業安定所の3者から障がい者雇用の一層
の推進に関し、要請書が提出されました。　
　障害者雇用促進法施行令の改正により、平成25年
4月1日から、障がい者の法定雇用率が2％に引き
上げられたことから、特別支援学校高等部卒業生の
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。
　同法の法定雇用率の達成はもとより、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や障がい者の雇用促進、障がい
者特性の理解促進について、ご協力をよろしくお願
いいたします。

　観光・飲食・サービス部会（中野部会長）正副部
会長会議を去る2月8日、西村副会頭はじめ4名が
出席し開催しました。
　当日は、事務局より函館市が行っているWi-Fi整
備事業の進捗状況等について説明を行い、今後の部
会運営について協議を行ったところ、インバウンド
の受入態勢強化に必須であるWi-Fi環境について、
早急な整備を求めることとしました。

　また、北海道新幹線開業日前後の動きについて、
各主催団体と情報共有を図り、一体感を持って開業
ムードを盛り上げていきたいとの確認を行いました。

　青森商工会議所観光サービス部会交流会が去る
3月3日、青森市アラスカ会館において開催され、
来賓として本所観光・飲食・サービス部会の竹村
副部会長が参加しました。
　今年の交流会は、北海道新幹線開業により青函
圏の交流人口の拡大が見込まれていることから、
青函交流の推進がテーマの一つとなっており、竹
村副部会長の来賓挨拶では、「インバウンドをどん
どん取り込んで青函の観光を盛り上げたい」と抱
負を述べました。
　また、余興では、参加者から募った協賛品が当
たる抽選会や、テーブル対抗のクイズ大会が行わ
れるなど、会場は大いに盛り上がり、参加者相互
の交流を深め、盛会裡に終了しました。

■青森商工会議所観光サービス部会交流会

■観光・飲食・サービス部会
■正副部会長会議

■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

▲会議の様子

▲３者から要請書を受け取る酒井専務理事（左）

▲来賓を代表し挨拶を述べる竹村副部会長
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イシオ食品株式会社

はこだての味の数々
●函館こがね　　　●焼するめ
●一夜干しあたりめ

〒042-0933　函館市湯浜町１番１７号
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　函館市中心市街地活性化フォーラム（函館市中心
市街地活性化協議会主催）を、去る2月25日、経
済人・市民等約140人が参加し、ロワジールホテル
函館において開催しました。
　当日は、西村憲人会長の挨拶の後、「なんか楽し
そう！」と題して、青森県八戸市の市民集団「八戸
市中心街まちぐみ」組長山本耕一郎氏を講師に迎え
基調講演が行われ、各個店のショーウインドーのリ
ニューアルや閉店した店舗の利活用等を市民のユニ
ークな発想を基に展開していく等、あくまでも市民
が主役となり中心街に人を呼び込む仕掛けづくりを
進めていくことの重要性について講話がなされました。
　また、「函館の未来を育てる場所」と題して、ソ
ニーＰＣＬ㈱企画デザイン課クリエイティブディレ
クターの上月貴博氏より、本年10月に函館駅前の
再開発ビル「キラリス函館」内にオープン予定の「は
こだてみらい館」および「はこだてキッズプラザ」
の施設概要についての説明が行われ、参加者は熱心
に耳を傾けていました。

　レバンガ北海道試合観戦および意見交換会を去る
2月20日、齋藤会長はじめメンバー19名が参加し開
催しました。
　当青年部は、函館を本拠地としたプロスポーツ
チーム誘致可能性の調査と提言を重点事業の一つ
としており、この度は、函館アリーナで開催され
たレバンガ北海道の試合観戦を通して、バスケット
ボールの魅力や地域振興の可能性を肌で感じると
ともに、同チームの橋詰CEOと意見交換会を行
い、プロスポーツチーム設立に向けて、今後取り
組むべき活動のヒントを得ることを目的に実施し
ました。
　函館アリーナに約2,400人の観客が詰めかけ、レ
バンガ北海道が接戦を制した試合終了後は、橋詰
CEOにBリーグやチームの現状等をご説明いただき、
函館アリーナの活用策をはじめ、函館でのユースチ
ーム設立やアカデミー開催等について意見交換を行
いました。

■函館市中心市街地活性化協議会
函館市中心市街地活性化フォーラム

■青年部
レバンガ北海道試合観戦及び意見交換会を開催

▲開催に先立ち挨拶する西村副会頭 ▲意見交換会の様子
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北海道教育庁渡島教育局

障がい者雇用の一層の促進をお願いします！
教育支援課高等学校教育指導班　函館市美原４丁目６番16号　TEL（0138）47-9589　

　事業主の皆様におかれましては、日頃より渡島管内の教育の充実に御理解と御協力を頂くとともに、障
がい者雇用の促進につきまして、格別の御高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、全道における平成26年度の道立特別支援学校高等部（職業学科）の進路状況については、卒業生
601名のうち、就職者（就労継続Ａを含む）は218名、就職率は36.3％であり、依然として厳しい状況となっ
ております。
　また、障害者雇用促進法施行令の改正により、平成25年４月１日から、障がい者の法的雇用率が0.2％引
き上げられたことから、特別支援学校高等部卒業生の雇用機会をより一層確保していくことが求められて
おります。
　生徒にとって、就職することは、社会への出発点となります。また、地域の若者が地元に就職することは、
地域の活性化に大きくつながります。
　厳しい経済情勢の中ではありますが、特別支援学校新規学卒予定者の採用について、特段の御配慮を賜
りますようお願い申し上げます。

　会員皆様の健康管理の充実、そして、健康増進に向けた意識を高めていただくため、
平成28年度も定期健康診断の割引サービスを行います。

※協会けんぽ加入者の一般健診受診者負担額は「7,038円」、一般＋付加健診の負担額は「11,752円」です。
※割引額の上限は、１会員あたり年間で30,000円までです。

健診内容
法定健診 生活習慣病予防健診

Ａコース Bコース 一般健診 付加健診
会員健診料
（税込み） 2,000円 5,500円 協会けんぽ加入者

負担  6,000円
協会けんぽ加入者
負担  10,000円

通常健診料
（税込み） 3,780円 7,560円 ※　18,522円 ※　 27,950円

平成28年度 定期健康診断割引制度

障がい者雇用の一層の促進に向けた依頼について

詳しくは同封の
パンフレットを
ご覧ください

平成28年度 定期健康診断割引制度

第59回函館圏優良土産品推奨会　

Go太くん
チーズタルト
6個……………………594円(税込)

土方歳三
まんじゅう
16個……………1,234円(税込)

五稜郭タワー㈱　〒040-0001　函館市五稜郭町43-9　TEL　51-4785

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
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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

「ゆとり」のために。

貸付限度額 2,000万円
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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。

■金　　　利… 1.15％ （平成28年2月10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。

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１２０万人の経営者が加入
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マル経融資

小規模企業
共済制度
経営者の退職金

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

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／4月12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／3月16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／3月16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/3月25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/3月23日㈬ 13:00～
相談員/公認会計士 鎌田 直善 氏

平成28年 新入社員セミナー

●日　時　平成28年3月28日（月）9：30～17：00
●場　所　ホテル函館ロイヤル（函館市大森町１６－９）

●受講料　会員１名につき3,000円（テキスト・昼食代・消費税含む）
　　　　　（法人会並びに商工会議所非会員企業の方は10,000円）
　　　　　　※受講料は当日受付にてお支払いいただきます。

●申込先　〒040-0001 函館市五稜郭町１６－１３函館青色会館３階
 　　　　　（公社）函館法人会　℡ 54-9369  FAX 54-9368　
●締　切　３月２２日㈫までにお申込下さい。
　　　　　　※３月24日㈭正午以降のキャンセルの場合、参加料をご負担頂きますのでご了承下さい。

　

函館商工会議所 （公社）函館法人会　共催

1 オリエンテーション ……… 社会人とは何か？／社会人基礎力／社会人の基本心得
2 ビジネスマナーの基本 …… 会社の組織図／職場のマナー／身だしなみ／挨拶の仕方
3 コミュニケーション ……… コミュニケーションの基本／職場内コミュニケーション
4 話し方と敬語法 …………… 話し方と聞き方／正しい言葉遣い／気遣いの言葉／敬語のルール
5 信頼される電話対応 ……… 感じの良い電話対応とは／電話の受け方／かけ方／取り次ぎ
6 接遇対応のマナー ………… 来客の迎え方／案内の仕方／お茶の出し方／名刺交換の基本
7 仕事の進め方 ……………… コミュニケーションの５要素／仕事の仕方／指示の受け方
8 社会人のためのお金の話「多重債務に陥らないために」（函館市市民部より説明）

プ
ロ
グ
ラ
ム

　企業にとって、新入社員がより早く社会人として必要な知識を習得し、即戦力として企業に貢献できるように養
成することは急務の課題です。本セミナーでは、社会人基礎力（社会人として必要とされる基礎的な心得）をはじ
め、すぐに役立つビジネスマナー、コミュニケーションの取り方、仕事の進め方などを学んでいただきます。

CDA（キャリアデベロップメント
アドバイザー）
全米NLP協会認定資格、一般社団
法人日本NLP協会認定資格
有限会社オフィスＫ
代表取締役
藤本　恭子 氏
・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本語検定１級認定
有限会社オフィスＫ
犬童　いづみ 氏

講　師
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無料

*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 鈴木　康裕　　　弁 　 理 　 士 宮崎　　　恭　　　弁 　 理 　 士 紀田　　馨　　　弁 　 理 　 士 田口　滋子
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

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： 080-2077-6544
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函館商工会議所・青森商工会議所
第６回パートナーシップ構築懇談会

　函館商工会議所では、北海道新幹線開業を見据え、青函圏経済の活力強化に向けた取り組みとして、青森商工会
議所と共催により、青函会員事業所間のビジネスマッチングを支援する「会員事業所パートナーシップ構築懇談会」
を過去5回にわたり開催してきました。今回ご案内する第6回パートナーシップ構築懇談会は、青森の企業・団体
が函館市に来訪し、事業提案を行います。新規事業の開拓や販路開拓を目指している事業所におかれましては、ご
参加いただきますようお願い申しあげます。
　また、翌日の16日には五稜郭タワーにおいて、これまでの懇談会をきっかけにして生まれた様々な“青函連携
商品”を販売する「青函パートナーシップマーケット」を開催いたします。ぜひ会場へお越しいただき、新幹線で近
くなる青森との新たな連携の形をご覧ください。

■お申込み方法： 同封の申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。
■お申込み締切：４月８日（金）
■お問合せ先： 函館商工会議所　地域振興課　担当　後藤　TEL：0138-23-1181　FAX：0138-27-6192

参加事業所募集!

第１部 事業提案説明会　14:00 ～
 (各企業による10分程度のプレゼンテーションです）

第２部 個別商談会　第１部終了後
(各事業所がブースを設けての商談会です）

第３部 名刺交換会　17：30～
 (立食形式による懇談会です) 
※第1部・第2部は参加費無料、第３部は１名 3,000円

青函パートナーシップ
マーケット
開 催 日 平成28年4月16日（土）
 10：00～ 15：00
開催場所 五稜郭タワーアトリウム
 （函館市五稜郭町43-9　℡51-4785）

内　　容 青函連携商品の販売
  これまでの懇談会をきっかけに技術提携・連携され

た商品を販売いたします。
 ※こちらは申込等不要です。

ご案内 Information

ヒトナツノコイ なとわ チーズポンプ カシスガレット クリームチーズの
ロールケーキ

青函ソフトキャラメル 青函パイ 海峡ふりかけ・海峡塩・
海峡塩胡椒 のっけ丼茶漬け 青函友好米

ホテル函館ロイヤル（函館市大森町16-9　℡26-8181）　

平成28年4月15日（金）開 催 日

開催場所

北海道
新幹線
開業記念 !!

青森の参加事業所は
じめ

詳しくは同封の申込
書を

ご覧ください。

青函連携商品 ～懇談会をきっかけに開発された商品の一例～
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お問合せ　函館税務署 　℡ 0138-31-3171

協会けんぽ 北海道支部からのお知らせです

平成27年分確定申告に係るお知らせ

平成28年度保険料率改定のお知らせ
　平成28年３月分（５月２日納付期限分）より健康保険料率は10.15％（プ
ラス0.01％）、介護保険料率は1.58％（据え置き）となります。
　厳しい経済状況の中でございますが、何卒、ご理解をいただきますようお
願い申し上げます。

「健康事業所宣言」をはじめませんか？
　協会けんぽ北海道支部では、より一層の健康づくりを推進するため、北海
道健康増進計画「すこやか北海道２１」と連携して、健康経営に取り組むこ
とを宣言した事業所を認定し、サポートする「健康事業所宣言」を行ってい
ます。
　実施要領・お申込み方法は、協会けんぽ北海道支部ホームページをご覧く
ださい。

申告書は、自分で作成して、お早めに！
　平成27年分の所得税及び復興特別所得税並びに贈与税の確定申告書の提出期限は３月15日（火）、
消費税及び地方消費税（個人事業者）の確定申告書の提出期限は３月31日（木）です。
　期限間近になりますと、税務署は大変混雑しますので、確定申告書は「前年の申告書控え」や
「確定申告書の手引き」を参考にご自分で作成し、お早めに提出ください。

納期限と振替納税について
　確定申告による納期限及び振替日は次のとおりです。

〈所得税及び復興特別所得税〉 納期限～３月15日（火） 振替日～４月20日（水）
〈消費税及び地方消費税〉 納期限～３月31日（木） 振替日～４月25日（月）
〈贈　　　　与　　　　税〉 納期限～３月15日（火）

　現金で納付される場合は、納期限までに現金に納付書を添えて、お近くの金融機関（日本銀行
歳入代理店）で納付ください。

復興特別所得税の記載漏れにご注意ください！
　東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、平成49年分まで、復興
特別所得税（原則として各年分の所得税額の2.1％）を所得税と併せて申告・納付することとされて
います。
　確定申告書の作成に当っては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようご注意ください。

詳しくは同封の折り込みチラシをご覧ください！

お問い合わせ先：011- 726- 0352（代表）

協会けんぽ 北海道 検索
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

北海道支部
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　イギリスに本社がある「リージャスグルー

プ」の日本の現地法人。ヨーロッパを中心に

事業展開、その後、アジア太平洋、アメリカ、

日本へと進出、今では世界120カ国3,000拠

点でレンタルオフィス、バーチャルオフィ

ス、貸し会議室などを運営している。国内

では全国20都市100のネットワークを持つ。

東北では仙台に次ぎ、2014年に青森市長島

に「青森ビジネスセンター」（アクア青森ス

クエアビル）を開設した。「新幹線網に沿っ

た都市での事業展開を最重点に考えている。

青森市は東北新幹線終着駅であり、長島地区

は企業の青森支社が多く存在し、地元企業が

集積するなどビジネスアドレスとして認知さ

れている。空路の利便性も高い」。青森市で

の開設の狙いをこう話す。

　同センターにはネット環境を備えたビジネ

スニーズに応えるさまざまなオプションを用

意。ワークステーション数80、会議室１部

屋を有している。「開設から２年が経過、オ

フィスレンタルへの認知度も上がってきて

おり、問い合わせ件数も増えてきている」。

独自のメンバーシップカードを携帯すると、

ネットワークのある都市での利用も簡単に出

来る。

　青森市は３月に東京・赤坂に「ビジネス交

流拠点」を設置する。西岡さんは１月下旬、

青森市を表敬訪問し鹿内市長と懇談、「商談

会を開く際の会場提供など、企業誘致につな

がり青森市でのビジネス活動が活発になるよ

うお手伝いしたい」と協力を申し出た。

　多様化する「働き方」を支援するのが企業

理念。３月開業の北海道新幹線にも期待感を

表明、「時間短縮はビジネスの形を大きく変

える。ビジネス進化をさらに加速させ、最適

な環境でのビジネスの在り方を提案していき

たい」

青森商工会議所会員事業所のご紹介

最
適
な
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
で
多
様
な「
働
き
方
」を
支
援
。

「弊社のオフィス空間がテレビドラマや映画などのワン
シーンに使われることも多いですよ」と話す西岡さん

青森商工会議所『かけはし「商工プラザ」』より会員事業所の取り組みを紹介します。

日本リージャス㈱
代表取締役

西岡　真吾さん
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