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■今月の表紙
函館フットボールパーク
　写真は、先月の１日に函館アリーナと同時に供用が
開始された函館フットボールパークを函館山を背景に
撮影した一葉です。
　函館フットボールパークは、付近に新外環状道路日
吉インターチェンジが開通予定の交通利便性が高い好
立地である北高等学校跡地に整備され、人工芝多目的
グラウンド、フットサルコートをはじめとする様々な
設備を有し、道南最大の多目的グラウンドとして、大
規模なスポーツイベントの開催が予定され、市外から
多くの来函者が訪れることによる経済波及効果が期待
されます。

平成27年9月10日発行(毎月1回10日発行)
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9月号
（通巻387号)
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1函館税務署管内と全道の法人税額（国税）の推移

2函館税務署管内と全道の法人所得額の推移

　函館税務署管内の法人税額は平成22年度
（58.8億円）を底に、以降振れ幅は大きいですが、
盛り返しています。
　全道でみると平成20年度（1,412億円）を底
に、以降着実に増加しています。
　また、全国値では平成19年度の約14.3兆円
をピークに、21年度に約8.5兆円まで落ち込み
ましたが、25年度には約10.8兆円まで盛り返
しています。
※平成14年１月…ＩＴバブル以後の景気の谷
※平成19年10月…戦後最長「いざなみ景気」のピーク
※平成20年10月…リーマンショックにより日経平均6,000円台
※平成24年12月… 第２次安倍内閣スタート

　函館税務署管内の法人所得額は平成22年度
（225億円）を底に、以降大きく盛り返しています。
　全道でみると平成20年度（5,225億円）を底
に、以降着実に増加しています。
　また、全国値では平成19年度の約58.1兆円
をピークに、21年度に約33.3兆円まで落ち込み
ましたが、25年度には約52.9兆円まで大きく盛
り返しています。

税収統計
　わが国経済は、平成26年４月の消費税の引き上げやそれに伴う個人消費の停滞、円安による
原材料の高騰等、企業経営には厳しい環境が続いています。このような中、当地域(函館税務署
管内)の主な税収の状況について、札幌国税局の統計をもとに概要を掲載いたします。
　以下に詳細記載されておりますが、函館税務署管内には、法人企業は約7,150社ありますが、
そのうち黒字企業は2,300社弱、約３割前後で推移しております。
　また、函館税務署管内法人税額は75.9億円で平成24年度の96.5億円に比べ、21.3％の減少と
なっています。
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3函館税務署管内と全道の給与所得源泉徴収所得税額の推移

4函館税務署管内と全道の申告所得税額の推移

6函館税務署管内と全道の黒字企業（利益計上法人）数の推移

5函館税務署管内と全道の普通法人数の推移

　函館税務署管内の給与所得源泉徴
収所得税額は平成22年度（128億円）
を底に、以降緩やかに増加に転じて
います。
　全道では平成22年度（2,267億円）
を底に、以降緩やかに増加に転じて
います。
　全国値も同様の傾向にあります。

　函館税務署管内の申告所得税額は平成21年度（34.4億
円）を底に、以降4年間で17.7％増加しました。

　全道では平成21年度（584億円）
を底に、以降4年間で28.4％増加し
ました。
　全国値では平成22年度（2兆2,431
億円）を底に平成25年度（2兆7,154
億円）となっており、3年間で21.1％
増加しました。

　函館税務署管内の黒字企業数は、
平成21年度まで減少傾向が続いてい
ましたが、23年度以降は一転増加し
ました。
　全道では平成22年度まで減少傾向
が続いていましたが、以降増加に転
じ、平成25年度は前年比10％増と
明確に盛り返しました。

　函館税務署管内での普通法人数のピークは平成17年
度（8,007社）にあり、その後平成25年度までの8年間
で10.6％の減少となりました。
　また、全道の普通法人数のピークも平成17年度
（12.1万社）にあり、その後平成25年度までの8年間で
11.3％の減少となりました。
　この間、全国値は7.8％の減少（283.1万社→260.9
万社）に止まっており、道内の減少幅は大きくなってい
ます。
※ 普通法人＝ (内国法人である一般企業・企業組合・医療法人であ

り、公益法人・協同組合等は含まれない)
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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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　先日の新聞報道の、北海道新幹線新函館北
斗開業時の運行本数が東京10往復の予定と
いうのは、少なすぎるのではないでしょうか。

　ご質問の新幹線運行本数については８月下旬にマ
スコミ各社が一斉に報じましたが、運行主体のＪＲ

から正式発表されたものではありません。報道によると東
京・新函館北斗間１日10往復、他に仙台・盛岡・新青森
を起終点とする区間便が3往復で、定期便が合計13往復、
他に多客期の臨時便が最大4往復程度見込まれるとしてい
ます。

　ご指摘のように、東京便が10往復では少ないと感じら
れる方は多いことと思われます。現在、東京・新青森間は
17往復ですので、函館側は7往復も間引かれることになり
ます。新幹線の運行可能時間帯は６～24時とされており、
東京・新函館北斗間の所要時間が4時間弱の場合、出発可
能時間は東京発基準では６～19時台となりますが、10往
復の場合だと日中の運行間隔は２時間となってしまい、乗
車チャンスは少なくなります。地元の私達としては毎時
１本の14往復程度が確保されるよう求めてきたところです。

　1990年代後半には、青函トンネル区間の旅客列車が夜
行便含め毎日16往復運行されていたこと、2002年の東北
新幹線八戸開業時と2010年の新青森開業時には東京便が
15往復でスタートしたこと、国交省が平成24年３月に公
表した「収支採算性及び投資効果に関する詳細資料」で

は15往復、鉄道・運輸機構が平成23年度事業評価監視委
員会で用いた資料では17往復として投資効果等を算定し
ていたこと、新青森・新函館北斗間に約5,500億円もの建
設費が投じられたことなどから見ても、新函館北斗開業時
10往復というのは少なく、建設着工前と着工中に見込ん
だ投資効果や費用便益比を再現させることは難しいと見る
ことも出来ます。

　今年３月に開業した北陸新幹線は、金沢から東京方面
の列車が開業前の在来線特急13往復から開業後は24往復
に大幅に増便され、地元の開業効果創出に大きな役割を
果たしています。北海道新幹線は、人気列車だった寝台特
急など旅行の多様性・乗車チャンスを引き替えにした開
業でありながら、在来線時代より減便されるのでは、開
業ムードに水を差し、地元の機運を下げることにつながり
かねません。

　正式な運行本数については、９月中と予測されている
ＪＲの公式発表を待つこととなりますが、函館商工会議所
などでつくる新幹線対策機構としては、新幹線運行の充実、
毎時１本以上の運行を平成20年策定のアクションプラン
に掲げており、引き続き関係機関と連携し、運行本数の拡
大のための要請活動等に取り組んでまいります。

A

連 載 北海道新幹線で未来をひらく!
2015年

度
末新函館北斗開業情報

合名会社  大出商店 さかいスポーツダンススクール ㈲タカハシ食品
①大出　年子
②函館市大手町20-16
③23-3285
④塩辛製造販売、酒・食料品小売

①境井 絹枝
②函館市美原３丁目3-8
③47-3244
④社交ダンス教室

①高橋　誠
②函館市赤坂町11-3
③58-1555
④惣菜製造業

　厳選した函館産のするめいかを、
昔ながらの木樽で30日以上熟成させ
た塩辛です。後味の良い穏やかな旨
味をご賞味ください。

　初めての方から、競技選手までや
さしく、わかりやすく、親切丁寧に
指導します。ジュニア社交ダンス（無
料）クラスもあります。

　函館の赤坂町に５年前に惣菜、昆
布巻、にしんカンロ煮等を造る工場
を立ち上げました。主に首都圏、近
畿圏で販売しています。

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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僕らは前に進めない理由をあれこれ

見つけるのが上手くなってきますが

要は覚悟ができてるかどうかだけだ

ったりするんですよね。

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/

　はこだて検定は、函館の街に関する歴史・文化・産業・地理・人々の暮らしなどの学習を通じて、街への愛着や誇りを再認識して
いただき、 函館の魅力を観光客や全国の方々へおもてなしの心を持って紹介できる人材を育成することを目指して実施しています。 
　「知識を仕事に活かしたい」とお考えの観光産業従事者の方や「我こそは函館通」という好奇心旺盛な方に最適です。

初級試験第 9回
秋冬には北西の風が吹く。冷たい風だが、この風が吹くと津軽
海峡の波は穏やかとなる。この北西の風とはどれか。
　　１．オロシ
　　２．タバカゼ
　　３．ヤマセ
　　３．ダシ  解答：２

上級試験第 9回
日本酒「一ノ蔵」のラベルは、松前町出身の書家の揮毫による
ものだそうだ。その書家とはだれか。漢字４文字で記しなさい。

 解答：金子鷗亭

施 行 日／平成27年 11月８日㈰
募集期間／８月３日㈪～９月30日㈬
受 験 料／初級3,000円　上級5,000円
　　　　　　  ※各種割引があります。詳しくは本所ホームページ
　　　　　　  　をご覧ください。

公式テキストブック
（第6版）

平成27年4月改訂
主要書店および函館商工会議所で販売
しています（B5版208頁） 2,160円（税込）

過去問題集
平成26年12月改訂
函館商工会議所でのみ販売しています。 
初級・上級 各500円（税込）

函館歴史文化観光検定（はこだて検定）第10回
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合名会社  大出商店 さかいスポーツダンススクール ㈲タカハシ食品
①大出　年子
②函館市大手町20-16
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畿圏で販売しています。

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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要は覚悟ができてるかどうかだけだ

ったりするんですよね。
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田
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セラピア函館
　当事業所は、在宅の心身障がい者を対象に社会参加の場を提
供することにより、日常生活における自立を促し、明日への活
力を養うことを目的に平成18年４月に営業を開始し、同年８
月にNPOを取得いたしました。
　当事業所は、心身に障がいを持っている方が手芸品の製造や
接客訓練、厨房体験等を通し、国指定就労継続支援A型事業所
で働くために必要な訓練を行うと共に、当事業所自体も国指定
就労継続支援A型事業所として運営し、活躍の場を得るための
お手伝いをしております。
　就労訓練の中で利用者が製造した手芸品やお菓子等を当事業
所の製品として販売も行っております。また、いか姫エコスト
ラップやココナッツマカロン、いか型おやき（愛称：いか姫）
等の製品を市内約10か所の事業所様の店舗にて販売したり、
いか姫をはじめとするお菓子類は、市内のデパートで開催され
る食品展示会等にも出展しており、ご好評いただいております。

障がい者に活躍の場を提供する
　セラピアを設立したきっかけは、私が公務員時代に、生まれ
つきの病気により身体に障がいを持ちながらも、熱心に業務に
従事し、第一線で活躍していた先輩と一緒に仕事をしていた時
期があり、障がいを持っていても、人は社会で活躍することが
できるという確信を持ったからです。今でもその確信と人が社
会で生きていく上で最も大切な「感謝する心」、「共感する心」、
「謙虚な心」を利用者と共に胸に抱き、当事業所の運営に力を
注いでおります。
　障がい者が社会で活躍するためには、自分の得意分野を見つ
け、自信を持つことが非常に重要です。自分の好きなことや得
意な分野を見つけた障がい者の多くは、その業務で非常に高い

能力を発揮することがあります。そういったことから当事業所
の就労訓練では、苦手なことよりも、利用者が好きなことや得
意な分野を重点的に伸ばしていく方針を取っています。
　精神に障がいを持ち、生活リズムが著しく乱れ、朝起きられ
ないという特徴のある利用者が昨年９月から当事業所に通い始
めましたが、仲間との就労を通して連帯意識や責任感が芽生え、
遅刻等がほとんどなくなりました。また、就労の中で物を整理
するという得意分野を見つけ、今年の５月より、市内販売店で
一般就労を果たし、そこで品出し業務に従事し、現在も活躍を
続けています。
　もし、障がい者雇用を検討していただいている事業主様がい
らっしゃいましたら、その方の特徴や能力に合った仕事と心の
支えになるキーパーソンを見つけてあげて欲しいと思います。
そうすることで障がい者は業務の中で高いパフォーマンスを発
揮することと思います。

今後の目標
　当事業所では、利用者の増加により、現在の貸家の事業所か
ら一戸建ての事業所へ拠点を移すことを予定しております。移
転先では、当事業所の製品で特に人気の高いいか姫エコスト
ラップ等を製造する手芸工場としての活動をメイン業務とし、
それを拡大していきたいと思います。また、事業所の移転に際
して、設備の不足により食品製造許可が下りなくなり、お菓子
製造を休止せざるを得なくなりますが、インターネットを介し
て不特定多数の個人から支援金を募るクラウドファンディング
を行うコミュニティ「READY FOR」を通じて、資金を集め、
お菓子製造に必要な設備を購入し、事業継続を図りたいと考え
ております。
　また、今後も就労支援事業を続けていき、市内の障がい者へ
活躍の場を提供することで、障がい者のマンパワーによる函館
の地域活性化を目指していきたいと思います。

特定非営利活動法人 セラピア
理事長　平田　聡

特定非営利活動法人　セラピア
函館市亀田町20-9　TEL 45-1287

Data

テーマ

会員NOW
障がい者に
活躍の場を提供する

Vol.28

いか姫エコストラップ

しっとりとした味わいのいか姫と製造で使用する鋳型

就労継続支援A型事業とは
　障がい者を対象とした就労継続支援事業の一つで、
雇用契約を結び、最低賃金支給を目標としながら就労
に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を
行い、一般就労を目指す支援事業。
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くにや司法書士法人
 代表　國谷　大輔
痒い所に手が届く司法書士
　当法人は、平成13年に事務所を設立、平成19年より事
業所組織を法人化し、不動産・会社・法人の登記、過払い
返還・債務整理、財産承継、遺産相続、裁判所提出書類の
作成等の手続きや相談の業務を行っております。
　司法書士の主な業務の一部を簡単に説明すると、住宅の
購入や新築住宅を建てた際に、不動産の所有権を社会的に
公示するため、法務局に備え付けてある不動産登記簿の名
義変更手続きを行ったり、会社等の設立の際に、法人の内
容を社会に公示するため、法務局への登記手続き等を行っ
ており、市民や事業主の皆様の人生の大きな節目に必要な
準備のお手伝いをしています。最近では、中国語が話せる
スタッフもおり、日本へいらした中国人の在留申請等の手
続きも行っております。
　また、当法人は司法書士、不動産仲介、行政書士の業務
を一括して行っており、この３つの業務を扱える司法書士
法人が函館ではほとんどないため、これが当法人の強みだ
と思っています。具体的に説明すると、ある家族の親御さ
んが亡くなり、土地の相続が発生、子息達が函館に住んで
いないので名義変更を行った後に土地を売却し、そのお金
を分与するという案件の場合、通常であれば、相続の変更
は司法書士事務所で、土地の売却は不動産業者で行うので、
手続きごとに依頼先を変える必要がありますが、当法人で
あればワンストップで全ての手続きを行うことができます。
　当法人の経営理念は、「痒い所に手が届く」司法書士で
あることで、ご依頼いただいた案件については、正確かつ
迅速に処理することはもちろんのこと、案件の中にある依
頼者が気付いていないような潜在的な問題にも対応できる
よう業務を行っております。一例を挙げると、財産継承の
際に、お客様の要望通りに手続きすると多額の贈与税がか
かる場合は、できるだけ贈与税のかからない別の手続き方
法をご提案する等、可能な限りお客様にとって良い結果が
得られるよう努力しております。

優良商工従業員表彰式に参加して
　数年前から、スタッフが表彰年数に達した年には、参加
させていただいております。当法人では、節目の年を迎え
たスタッフを公的に祝う機会にあまり恵まれていませんで
したが、会議所さんの従業員表彰式は、厳かな雰囲気の場
でスタッフの節目の年を記念していただけるので、大変あ
りがたく思っております。式の中では、スタッフもこれま
での10年間を振り返ることができますし、次の10年への
決意も生まれると思うので、スタッフと共に式に参加でき
ることを非常に嬉しく思っております。
　また、表彰式後の懇親会では、スタッフとゆっくり話す
ことができるので、日頃から懸命に業務をこなしてくれる
スタッフへ感謝の言葉を直接伝える機会とさせていただい
ております。

今後の目標
　今後は、司法書士業務だけでなく、伸び代のある不動産
仲介や行政書士の業務の強化や、平成25年に開設した北
斗支店の営業の強化等、新たなステージへの一歩を踏み出
したいと考えております。
　また、これまで行ってきた業務も抜かりなく遂行し、お
客様からの信頼に応え続けていきたいと思います。
　そして、これからも共に働いていくスタッフがこの会社
で働いて良かったと思えるような企業運営を行っていきた
いと思います。

くにや司法書士法人
函館本店　函館市堀川町6-15　TEL 30-4008
森 支 店　茅部郡森町字本町141-5　TEL 01374-7-6161
北斗支店　北斗市飯生２丁目8-1　TEL 83-6541

Data

平成25年営業を開始した北斗支店

商工会議所活用レシピ
優良商工従業員表彰式

に参加して
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　第50回東北・北海道商工会議所連絡会議が、去る
９月２日、宮城県石巻市において、道内と東北６県
の87会議所の会頭ら260名が参加して開催され、本
所からも松本会頭をはじめ石尾・西村副会頭、酒井
専務理事ら５名が出席しました。
　当日は、石巻商工会議所須能副会頭より「高度衛
生管理型の石巻魚市場と水産加工業の復興」、東北
観光推進機構の清野会長より「広域連携による観光
魅力発信と交流人口拡大」と題した講演がそれぞれ
行われ、東日本大震災からの復興状況、広域連携に
よるインバウンド観光促進の重要性等が説明されま
した。
　また、本所松本会頭により、北海道新幹線開業を
控えた函館地域の取組状況や他地域との連携事例に
ついて紹介されたほか、八戸・秋田・帯広の各会議

所会頭から、各地域の取組事例が発表されました。
　続いて、○経済好循環の原動力である中小企業の活
力強化、○地方創生の中核を担う中小企業の活動基
盤の強化、○東日本大震災からの本格復興と福島再
生に向けた不断の支援、をテーマに、９項目にわた
る国への要望事項について特別決議を採択しました。

　去る８月20日～21日、今年３月に長野―金沢間
で延伸開業した北陸新幹線の経済効果等を探ること
を目的に、高橋はるみ北海道知事をはじめとする視
察団が金沢市を訪れ、本所久保副会頭ほか、関係者
12名が同行しました。
　初日は、金沢駅周辺にて、新幹線ホームや観光案
内所、鼓門・もてなしドーム等をJRや石川県庁の
担当者から説明を受けながら視察しました。
　視察後は、石川県庁を訪問し、谷本石川県知事よ
り、北陸新幹線開業前には、首都圏でのPRや食や
町並みによる「おもてなし」の強化を重視したこと、
開業後は、首都圏や長野、東北からも観光客が訪れ、
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■北陸新幹線視察
高橋はるみ知事の視察に本所久保副会頭が同行

松本会頭より北海道新幹線開業に向けた函館地域の取組事例を発表

第50回東北・北海道商工会議所連絡会議

▲北海道新幹線開業に向けた函館地域の取り組みについて説明する松本会頭

▲石川県庁訪問後に訪れた兼六園での記念撮影
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　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9月4日、西村副会頭はじめ4名が
出席し開催しました。
　当日は、事務局より部会に関連する本所平成27
年度事業計画とその進捗状況や課題などについて説
明を行い、今後の部会運営について協議を行ったと
ころ、11月に予定している新函館北斗駅駅舎見学
会をはじめ、函館市が実施している観光アンケート
調査や観光客満足度調査の結果について勉強会を行
うこととしました。
　また、観光客が抱いている不満が解消され満足度
が高まるよう、来年度の函館市観光予算について要
望を行うことや、1日13往復と見込まれている北
海道新幹線の運行本数が増えるよう、観光客が増加
するための体制づくりを行っていくこととしました。

　去る８月20日、倶知安町ホテル第一会館におい
て標記の全道会議が、北海道商工会議所連合会荒木
専務理事をはじめ全道より30会議所の専務理事が
出席のもと開催され、本所より酒井専務理事が参加
しました。
　当日は、９月２日・３日の日程で行われた第50回
東北・北海道商工会議所連絡会議の議案等について

協議されたほか、国内の他のスキーリゾートに先駆
けて「スキーの町宣言」をした倶知安町より町長の
西江 栄二 氏を講師に招き、「観光・新幹線開業に
伴う町の展望」と題し講演が行われ、会議は盛会裡
に終了しました。

　銭亀沢地区産のブランド豚を味わい地域活性化に
繋げるイベントとして好評を博している第17回黒
豚バーベキュー祭りを去る8月30日、志海苔ふれ
あいひがし広場において開催しました。
　開催当日は、天候にも恵まれ、約1,000人の来場
者が会場を訪れ、㈲青函トントンより提供された函
館男爵黒豚のバーベキューを堪能しました。また、
ステージでは、毎年恒例となっている函館巴太鼓や
函館市立銭亀沢中学校吹奏楽部による演奏をはじ
め、今年はSpark Jelly Beansバンドによる生演奏
や豪華景品があたる抽選会等の催しも行われ、会場
は大いに盛り上がりを見せました。

■観光・飲食・サービス部会
正副部会長会議にて、今後の部会運営について協議

■第231回全道商工会議所専務理事会議
全道30会議所の専務理事が出席し開催

■銭亀沢地区青年部
黒豚のバーベキューを堪能！

▲倶知安町の展望について説明する西江町長

▲今後の部会運営について協議する正副部会長

▲黒豚のバーベキューを味わう来場者
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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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議員の職務を行う者の変更
・３号議員 北海道電力株式会社函館支店
  （旧）理事支店長 今　野　　　満　氏
  （新）執行役員支店長 濱　谷　將　人　氏
 （平成27年６月26日付）

・１号議員 株式会社ＮＴＴ東日本－北海道北海道南支店
  （旧）取締役北海道南支店長 林　　　浩　雄　氏
  （新）取締役北海道南支店長 後　藤　典　生　氏
 （平成27年７月１日付）

・３号議員 函館空港ビルデング株式会社
  （旧）代表取締役社長 東　　　陽　一　氏
  （新）代表取締役社長 水　島　良　治　氏
 （平成27年８月25日付）

　北海道労働局および本所共催による「改正パート
タイム労働法・改正次世代法と両立支援のための助
成金について」のセミナーが去る８月20日、企業
の人事・労務担当者19名が出席のもと、本所会議
室において開催されました。
　急速な少子高齢化の中で労働力確保のために、パ
ートタイム労働者の雇用管理の改善や職務評価の導
入を行う企業も増え、仕事と子育てを両立できる職
場環境の整備が必要不可欠となっています。
　当日は改正法の施行機関である労働局から３名の

講師を招き、パートタイム労働者の雇用管理改善に向
けた各企業の取り組みを支援するため、雇用管理改善
に向けたノウハウや先進企業の事例について、パー
トタイム労働法の改正内容を踏まえて説明しました。 
　２時間近くの講座終了後は受講した方々からの個
別相談会も併せて行われ、活気にあふれるセミナー
となりました。

議員の異動

■経営セミナー
パートタイム労働法や仕事と子育てを両立で
きる職場環境の整備について学ぶ

今後のうごき 【9月1日現在】

9 月
13 日 第73回 全道珠算競技大会

16 水
金融個別相談

発明相談

25 金 法律相談

26 土 第43回 ２級リテールマーケティ
ング（販売士）検定試験

28 月 本所創立120周年記念式典、記念
講演、祝賀会

29 火 銭亀沢地区青年部・女性部
交通安全意識啓発運動

▲熱心に耳を傾ける受講者
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～貴社を支える従業員の皆様に、感謝の気持ちを込めて～

　本所では会員事業所を対象に、福利厚生支援事業の一環として、優良商工従業員表彰式を毎年11月に開
催しております。
　式典では、会員事業所に勤務され、事業主から成績優秀とご推薦をいただいた従業員の皆様を表彰し、
記念品の贈呈や記念撮影を行います。その後は長年の労をねぎらう祝賀会もご用意しております。昨年は
123名のお申込をいただき、勤労意欲の向上や、会社への愛着の増進につながった等、大変好評をいただ
いております。
　事業主の皆様におかれましては、今月号に同封しております実施要領をご参照いただき、日頃から貴社
の発展に尽力されている従業員の皆様を、ぜひご推薦くださいますようお願い申しあげます。

■日　　　時／平成２7年１１月２５日㈬ １６：００～
■会　　　場／ホテル函館ロイヤル（函館市大森町16－9）
■負　担　金／表彰者1名につき 10年以上　6,000円
 20年以上　6,500円
 30年以上　7,000円
 40年以上　7,500円
■締　　　切／平成27年10月16日（金）
■申込・問合せ／企画情報課（担当：上野）TEL23-1181　FAX27-2111

•開会
•国歌斉唱
•主催者挨拶
•表彰状授与
•祝辞　ご来賓代表
•謝辞　受彰者代表
•閉会
•記念撮影
•祝賀会

会員サービス事業

申込用紙は

本紙に同封

しておりま
す。

式典内容

第57回 優良商工従業員表彰式
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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

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8月12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
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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／10月13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／10月21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／10月28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/10月23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/10月14日㈬ 13:00～
相談員/公認会計士 鎌田 直善 氏
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開催日時／平成27年 10月16日㈮ 
 第1部 14:00～16:00／第2部 18:00～20:00（いずれかにお申込みをお願いします）
会　　場／ 函館市民会館 大会議室
定　　員／各部100名※申込先着順／受講無料
主　　催／函館商工会議所 函館青色申告会 函館市銭亀沢青色申告会

　平成28年1月からマイナンバーの運用が始まります。社員が一人でもいればその情報管理について
マイナンバー制度は嫌でも関わってきます。本講座では、「自社に必要な、基礎知識・影響・対策、
ビジネスの可能性」について学びます。

◇マイナンバー制度とは～基礎知識、誤解、注意点など
◇企業への影響
◇今、取るべき対策～時間的、費用的、マンパワー的に対策・事例を紹介
◇取引上、社員に対して最低限やっておくこと
◇マイナンバー制度を利用したビジネスチャンス

「マイナンバー制度が企業に与える影響と対策」

お申込み・問合せ先 経営支援課 ℡ 23-1181

*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

無料

セミナー

主な
講座内容

講 師／宮子 智子 ( みやこ ともこ )氏 社会保険労務士、産業カウンセラー
申込書
同封 !!



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／10月13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／10月21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／10月28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/10月23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/10月14日㈬ 13:00～
相談員/公認会計士 鎌田 直善 氏
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開催日時／平成27年 10月16日㈮ 
 第1部 14:00～16:00／第2部 18:00～20:00（いずれかにお申込みをお願いします）
会　　場／ 函館市民会館 大会議室
定　　員／各部100名※申込先着順／受講無料
主　　催／函館商工会議所 函館青色申告会 函館市銭亀沢青色申告会

　平成28年1月からマイナンバーの運用が始まります。社員が一人でもいればその情報管理について
マイナンバー制度は嫌でも関わってきます。本講座では、「自社に必要な、基礎知識・影響・対策、
ビジネスの可能性」について学びます。

◇マイナンバー制度とは～基礎知識、誤解、注意点など
◇企業への影響
◇今、取るべき対策～時間的、費用的、マンパワー的に対策・事例を紹介
◇取引上、社員に対して最低限やっておくこと
◇マイナンバー制度を利用したビジネスチャンス

「マイナンバー制度が企業に与える影響と対策」

お申込み・問合せ先 経営支援課 ℡ 23-1181

*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

無料

セミナー

主な
講座内容

講 師／宮子 智子 ( みやこ ともこ )氏 社会保険労務士、産業カウンセラー
申込書
同封 !!



ご
案
内

文化・教育・民間施設など
44施設が夜間開放
詳しくは同封のパンフレットをご覧ください。
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　ハローワーク函館では、障がいのある方々の就職支援のため、企業との面接や情報交換の場として
「障がい者雇用促進フェア2015」を開催します。
　求職活動中の障がい者の方の参加をお待ちしております。
　また、障がい者雇用をお考えの事業主の皆様の積極的な参加もお待ちしております。

○日　　時　　平成27年10月6日（火）  午後1時30分～午後3時30分まで
○場　　所　　花びしホテル　芙蓉の間 （函館市湯川町１丁目１６－１８）
○内　　容　　就職を希望する障がい者の方々と企業の面接及び情報交換

ハローワーク函館（函館公共職業安定所）　　　　　　　　　
住　　所：函館市新川町26－６　函館地方合同庁舎　分庁舎　
担当部署：専門援助部門　みどりのコーナー　　電話：0138-26-0735（部門コード44#）　

お問合せ先

「障がい者雇用促進フェア 2015」
開催のお知らせ

ご案内 Information

第59回函館圏優良土産品推奨会
(一社)函館国際観光コンベンション協会会長賞

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円(税込)
えぞまいたけのり
200g

〒049-0611  檜山郡上ノ国町字大留244-10
TEL 0139-55-4500食彩工房

パンフ同封 !!

主催／はこだてカルチャーナイト実行委員会
お問合せ／函館商工会議所地域振興課
 　　　　  TEL.0138-23-1181

2015.10.2 ㈮ 17：30－ 21：00
※施設によって開始・終了時間が異なります。

はこだて
カルチャー
ナイト
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文化・教育・民間施設など
44施設が夜間開放
詳しくは同封のパンフレットをご覧ください。
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　ハローワーク函館では、障がいのある方々の就職支援のため、企業との面接や情報交換の場として
「障がい者雇用促進フェア2015」を開催します。
　求職活動中の障がい者の方の参加をお待ちしております。
　また、障がい者雇用をお考えの事業主の皆様の積極的な参加もお待ちしております。

○日　　時　　平成27年10月6日（火）  午後1時30分～午後3時30分まで
○場　　所　　花びしホテル　芙蓉の間 （函館市湯川町１丁目１６－１８）
○内　　容　　就職を希望する障がい者の方々と企業の面接及び情報交換

ハローワーク函館（函館公共職業安定所）　　　　　　　　　
住　　所：函館市新川町26－６　函館地方合同庁舎　分庁舎　
担当部署：専門援助部門　みどりのコーナー　　電話：0138-26-0735（部門コード44#）　

お問合せ先

「障がい者雇用促進フェア 2015」
開催のお知らせ

ご案内 Information

第59回函館圏優良土産品推奨会
(一社)函館国際観光コンベンション協会会長賞

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円(税込)
えぞまいたけのり
200g

〒049-0611  檜山郡上ノ国町字大留244-10
TEL 0139-55-4500食彩工房

パンフ同封 !!

主催／はこだてカルチャーナイト実行委員会
お問合せ／函館商工会議所地域振興課
 　　　　  TEL.0138-23-1181

2015.10.2 ㈮ 17：30－ 21：00
※施設によって開始・終了時間が異なります。

はこだて
カルチャー
ナイト

お問合せ　企画情報課　ＴＥＬ　0138-23-1181

Information

15

平
成
27
年
度
　
函
館
商
工
会
議
所

下
期
検
定
試
験
の
ご
案
内

●日　時：平成２７年10月28日㈬ 13:30～15:00
●場　所：函館市大森町２番１４号
　　　　　函館市勤労者総合福祉センター（サン･リフレ函館） ２階　大会議室
　　　　　（駐車場２時間まで無料）
●テーマ：「持続的な経済成長の実現と公正取引委員会の役割」
●講　師：公正取引委員会　委員　山本　和史
●申込先：函館商工会議所　TEL 23-1181　FAX 27-2111

公正取引委員会の講演会のご案内

リテールマーケティング（販売士）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
「買いたい」をつくる。「働く力」が身につく。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第43回・第44回・第77回　１級・２級・３級 
　施 行 日 ／ 平成28年2月17日（水）
　募集期間 ／ 12月14日（月）～1月21日（木）
　受 験 料／  1級 7,710円　　2級 5,660円
  3級 4,120円

福祉住環境コーディネーター
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

やさしさあふれる住環境づくり。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第35回　１級・２級・３級
　施 行 日 ／ 平成27年11月22日（日）
　募集期間 ／ 9月8日（火）～10月9日（金）
　受 験 料／  1級 10,800円　　2級 6,480円
  3級   4,320円

ビジネス実務法務
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
企業が求める実践的な法律知識を身につける。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第38回　１級・２級・３級
　施 行 日 ／平成27年12月6日（日）
　募集期間 ／ 9月24日（木）～10月23日（金）
　受 験 料／  1級 10,800円　　2級 6,480円
  3級   4,320円

ビジネスマネジャー
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
マネジメントの総合知識を身につける。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第２回
　施 行 日 ／平成27年12月20日（日）
　募集期間 ／10月6日（火）～11月6日（金）
　受 験 料 ／ 6,480円

簿　　記
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

財務が読める、会社が読める。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第141回　１～４級
　施 行 日 ／ 平成27年11月15日（日）
　募集期間／ 9月24日（木）～10月15日（木）
■第142回　2～4級
　施 行 日 ／ 平成28年2月28日（日）
　募集期間 ／ 1月12日（火）～1月28日（木）
　受 験 料／ 1級 7,710円　　2級 4,630円
  3級 2,570円　　4級 1,640円

北海道観光マスター検定
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
北海道のこと、もっと知りたい、知ってもらいたい。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第10回 
　施 行 日 ／平成27年11月23日（月、祝）
　募集期間／ 9月1日（火）～10月30日（金）
　受 験 料／ 4,937円

カラーコーディネーター
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
カラーコーディネーション能力を仕事に活かす。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第39回 　１級・２級・３級
　施 行 日 ／平成27年11月29日（日）
　募集期間／ 9月15日（火）～10月16日（金）
　受 験 料／ 1級 9,440円　　2級 7,340円
  3級 5,250円

環境社会（eco検定）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

社会と環境を考える“人”のために。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第19回 
　施 行 日 ／平成27年12月13日（日）
　募集期間／ 9月29日（火）～10月30日（金）
　受 験 料／ 5,400円

資格を取って

キャリアアップ！！
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　店名の通り、ベトナムなどアジア料理を
中心にした多国籍料理を提供し続けて21年。
店内は南国の雰囲気が漂い、世界の民族料
理が楽しめる。「エスニック料理は今でこそ、
癒しとかヘルシーで健康的といった好印象
が浸透していますが、当初はマイナーイメー
ジしかなかった」と鈴木さん。
　自衛官となり、航空管制官を務めた経歴
を持つ。両親が経営していた中華料理店を
継ごうと、自衛官を辞し、帰郷。「改めて独
学で修業を積み、５年間の準備期間を経て、
以前から興味のあったエスニック料理店『エ
スニックサイゴン』を今の場所（八甲通り）
に開店しました」。その後、紆余曲折を経て、
タイ、インドネシアなど東南アジアのほか
アメリカ、メキシコなど世界各国の料理に
まで手を広げたのを機に、多国籍料理を“売
り”にする現在の店名に変えた。
　青森市を「食」の面から盛り上げる試み
にも積極的に参画している。飲食店情報サ
イト「街グルメinあおもり」は、「古川・新
町地域の活性化を目的に立ち上げました。

観光客から多くのアクセスがあり好評です。
店舗情報のほか、祭りなど地域の生の情報
も発信しています」。「街グルメMAP」の編
集・発行も手掛ける。
　青森商工会議所などが進める中心市街地
の賑わい空間づくり事業「あおもりバル街」
や「祭りのあど飲み」への参加はじめ、若
い人の出会いの場を提供する独自イベント
「マチ会」なども企画する。「来春、北海道
新幹線が開業します。青森駅が通過駅にな
らないよう知恵を絞り、地域活性化に向け、
微力ながら力を注ぎたい」。
　料理講座やテレビ出演を通してエスニッ
ク料理の魅力を発信している。「世界と日本
をつなぐグローバル料理に磨きをかけてい
きたい」。メニューは日々考案、進化し続け
ている。

青森商工会議所会員事業所のご紹介
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グローバルキッチン　サイゴン
青森県青森市古川１丁目20-3　TEL 017-776-7212

今月号から青森商工会議所『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。

グローバルキッチン　サイゴン
オーナー

鈴木　勇さん



札幌支社　函館営業所　〒040-0011　函館市本町 8-18　五稜郭本町ビル 4Ｆ　TEL 0138-55-0034
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自衛官候補生男子 18歳以上
27歳未満 随時受付 ９月 12日㈯  13日㈰  16日㈬

 17日㈭  21日㈷  22日㈷

防衛大学校学生
（一般前期）

高卒（見込含）
21歳未満

９月５日～
９月30日 1次　11月７日㈯　８日㈰

防衛医科大学生
医学科学生

高卒（見込含）
21歳未満

９月５日～
９月30日

1次 10月31日㈯
 11月1日㈰

防衛医科大学生
看護学科学生

高卒（見込含）
21歳未満

９月５日～
９月30日 1次　10月1７日㈯

募集種目 応募資格 受付期日 試験期間

退職自衛官退職自衛官


