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■今月の表紙
「シエスタ ハコダテ」
　写真は、五稜郭の複合ビル「シエスタ ハコダテ」の外観
を撮影した一葉です。
　旧グルメシティ五稜郭店跡地に建設中のシエスタハコ
ダテは、函館市中心市街地活性化基本計画に登載され、
函館本町地区優良建築物等整備事業として予てより建設
が進められており、４月22日にオープン予定となってい
ます。地下１階～地上３階は商業施設、4階は函館コミュ
ニティプラザ「Gスクエア」、5階～19階はマンションと
なり、五稜郭の新たなランドマークとして本町地区の賑
わい創出、街なか居住の促進が期待されます。

平成２9年4月10日発行（毎月1回10日発行）
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第１回通常議員総会
　第１回通常議員総会を去る３月29日、正副会頭をはじ
め１０１名(当日出席５７委任出席４４)が出席のもと、
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、３月23日に行われた常議員会にて承認され
た１件を含む４件の報告事項（議員の異動、陳情要望活動、
部会委員会活動、新会員の加入）をそれぞれ報告すると
ともに、平成29年度事業計画ならびに収支予算について、
また会費及び負担金規約の一部改正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29年度の基本方針として、下記の８つの活
動を柱とし、中小企業に対する経営課題への対応をはじ
め、北海道新幹線の開業効果を最大限に活かすまちづく
りの推進と地域活性化に向けた新たな事業を掲げるほか、

地域に影響力の大きい航空路、道路等高速交通体系の更
なる要請活動を継続します。また、今年度より函館地域
留学センター機構（仮称）の設立による留学生受入態勢
の整備と国際化の支援等、積極的な事業展開と活動を目
指します。

事業計画概要

重 要 事 項

 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価格高騰など水
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」の活用など金融支援の重点的実施。

◦�消費税対策：「消費税軽減税率転嫁対策相談
窓口」による窓口相談、講習会の開催、補助
金情報の提供等対策事業の実施

◦�雇用対策：女性や高齢者など多様な人材の
活躍を推進するため柔軟な働き方の導入「働
き方改革」の指導や企業向け求人・インター
ンシップ対応講座の開催
◦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
斡旋等サポート体制の強化
・�外国人の雇用ならびに外国人技能実習制度
等に関する調査研究

◦�環境対策：省エネ診断、生産性向上、省エ
ネ設備の導入など企業の省エネルギー対策

への支援と当地域の再生可能エネルギーに
ついての調査研究
◦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
・貿易関係証明書発給業務の周知と活用促進

 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
強化等、新幹線時代に必要な基盤整備と地
域の魅力のさらなる向上のため、各種事業
の積極的な実施

・�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

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
・�北海道新幹線ならびにインバウンド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
・�働く意欲のある高齢者・女性の社会参加の促進
・�関係機関と連携した地元就職への意識醸成

Ⅳ  近隣商工会との連携強化による、食・観光・物流における、
域内および海外等域外への進出促進

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）の設立による留学生受入態
勢の整備と国際化の支援

Ⅶ  国が掲げる地方創生に即した各事業の積極展開と関連団体と
の連携強化

Ⅷ  常議員会、部会、委員会活動の活発化と会員増強等組織財政
基盤の強化
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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
・�青函共用走行問題解決等、新幹線高速化に
向けた要望
・�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

・�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

◦�北関東との相互交流に向けた、新幹線はや
ぶさ宇都宮駅停車実現　
◦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

・�函館港若松地区岸壁改良事業（クルーズ船用
ふ頭整備）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国際チャー
ター便運航拡大と新たな定期航空路の開設
要請
・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

 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
・�生命共済制度リニューアルによるさらなる
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

◦�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

◦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
・�首都圏での鹿児島との共同物産展開催に向
けた調査研究

◦�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
◦産学連携の推進
・�地域の高等教育機関・研究機関等とのより
積極的な連携推進

◦�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会員企業パートナー
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

◦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
・�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
・�「2017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
・�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、
台湾とのさらなる観光振興と、函館市、北
斗市、七飯町それぞれの特産品等を中心と
した経済交流の推進
・�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Ｗ
ｉ－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

収入 220,610千円 支出 220,610千円

福利厚生費
13,220：6.0%

旅費交通費
15,110：6.8%

事務局費
17,330：7.9%

会費負担金
91,400
41.4%

事業費
71,480
32.4%

ビル管理費等
23,710：10.7%

給与費
79,760：36.2%

繰入金等
13,560
6.2%

事業収入
57,450
26.0%

補助金
58,200
26.4%

平成29年度収支予算
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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

労　　務

取引照会

経営改善 税　　務

法　　務 新規創業

情 報 化 環境対策

中小企業相談所だより

「ゆとり」のために。
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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。

◎�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 1.16％ （平成29年3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）

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

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



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／5月9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／4月19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／4月26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／4月28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／5月10日㈬ 13：00〜
相談員／公認会計士 鎌田 直善 氏
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　函館市では市内の中小企業者が事業資金を円滑に調達していただくために融資制度を設けています。
あっせんは本所にて行っておりますので是非ご活用下さい。

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
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
や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 1,250 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 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　0.10%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，工場等の施設の耐震改修用資金

お申し込み先 : 市内金融機関の融資相談窓口

函館市中小企業融資制度のご案内

無料

*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）

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 塩野入　章夫　　　弁 　 理 　 士 鈴木　康裕　　　弁 　 理 　 士 田口　滋子　　　弁 　 理 　 士 紀田　　馨　　　

弁 　 理 　 士 岩﨑　良子　　　　特別顧問弁理士 細井　貞行　 　 特 別 顧 問 岡本　清秀（元日本ライセンス協会会長）

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㈹　FAX：03-3946-4340
【虎ノ門サテライト】 TEL： 03-6206-6479
【帯広・仙台･山形・神奈川・浜松・名古屋・大阪各支部】　

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

特許業務法人 英知国際特許事務所
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手づくりパンの家　ムックル
　当店は、「中島廉売」入口に店舗を構え、店名の通り、
手づくりのパンのお店として市民の皆様からご愛顧いた
だいております。
　以前は横浜に住んでおり、横浜にあるパン屋さんで数
年修業した後、父とともに、予てから憧れていた鹿部町
に「手づくりパンの家�ムックル」をオープン、平成27年
３月に現在の「中島廉売」入口に店舗を移しました。

パンの美味しさを色々な形で
　当店の基本理念は、パンの一つ一つに心を込め、納得
のクオリティでお客様へ提供することです。
　生地作りは適正な発酵時間が最も重要で、気温や湿度
等、季節や天気によって異なり、この時間がパンの風味
や食感に大きく影響することから、発酵時間の調整には、
特にこだわりを持っています。また、看板商品の角食パ
ンには、生地にハチミツを練り込んでおり、耳までほん
のりと甘く、しっとりした食感を味わえるのが特徴です。
　また、パン作りだけでなく、パンの味をより引き立た
せる“具材”も手作りにこだわっており、常時、80種類
以上の商品をご用意しております。菓子パンは、自家製

クリームのパンやチョココロネ、惣菜パンは、自家製の
パン粉で揚げたヒレカツサンドやコロッケパンが特に人
気の商品となっています。特に惣菜パンは種類が豊富で、
手作りのつくねとシソのサンドイッチ、ゆで豚とピリ辛
みそのサンドイッチ等、和風テイストの商品もお客様か
ら喜ばれています。
　当店がこのように沢山の種類の商品をご用意している
のは、お客様に、朝食や昼食としてしっかりと栄養を取っ
ていただくことももちろんですが、バリエーション豊富
な具材とパンの組み合わせから、色々な形で“パンの味・
香り・食感”を楽しんでもらいたいと考えているからです。

商工会議所との関わり
　商工会議所さんとは、店舗移転の時からのお付き合い
で、担当の職員さんには、新店舗オープンの際に様々な
アドバイスをいただきました。決算・源泉税務指導では、
申告に関することを全面的にサポートしてくださるので、
難しい内容の経費計上等を自力で調べる時間や労力が無
くなり、店舗業務に集中できるようになりました。また、
定期健康診断割引制度も活用しており、経費節減に繋が
り、非常に助かっています。

今後の目標
　今後もパンづくりに携わる者としての研鑽を続け、パ
ンの質の向上や常に新たな美味しさを求め、新メニュー
の開発を行っていき、お客様の日常のかたわらに当店の
パンが有り続けることを願っています。
　また、当店のことをより多くの人に知っていただくた
め、これからは、フリーペーパーやFacebookへの記事
掲載等、お店の情報発信にも注力していきたいです。

手づくりパンの家 ムックル
　渡邊　匠

手づくりパンの家　ムックル
函館市千代台町12-25-A　マンション１F　TEL�0138-84-5758

Data

テーマ

会員NOW
パンの美味しさを色々な形で

Vol.44

はちみつを練り込み耳までほんのり甘い角食パン

バリエーション豊富な菓子パン

和風の味も楽しめる多彩な味わいの惣菜パン



元町ガラス工房
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会員様限定優待情報 
　平成28年５月号同封、商工会議所会員限定サービスCCISの「会員優待サービス券」をご提出い
ただくと、下記の通りガラス工芸体験料が割引になります。（優待券１枚に付き、１名様が
割引となります）

ガラス工芸体験料10%割引!!＜ご注意＞　
　ガラス工芸体験は、作成品目によって料金が異なりますので、下記ホームページをご参照ください。
　上記料金は予告なく変更される場合があります。ご予約・ご利用の際は施設にお問い合せ下さい。

誰でも簡単にガラス工芸が楽しめる工房
　当工房は、明治42年に基坂沿いに建てられた建物を店舗として使
用し、平成12年にオープンしました。常に20種類以上のガラス工芸
の体験メニューをご用意しており、キーホルダーやアクセサリー、フォ
トフレームや小物等、豊富な品種の中から自分でデザインしたオリジ
ナルのガラス製品を作ることができます。工芸体験では、作品のデザ
インに最長45分、その後、ガラスを溶かしたり冷やしたりする仕上
げに90分かかりますので、その間に、周辺でお食事や観光スポット
の散策等を楽しんでいただけます。
　当工房には、観光客をはじめ、修学旅行の学生も多く訪れるので、
修学旅行シーズンは事前予約がおすすめです。

ステンドグラス・アクセサリーショップも併設
　当工房は、工芸体験だけではなく、手作りのオリジナルガラス製品
の販売も行っています。ステンドグラスをはじめ、アクセサリーや置
物等、種類も豊富に取り扱っておりますので、お土産やプレゼント等
の際に是非ご利用ください。

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/

気合は気を合わせると書きます。

自分だけで気が高まるわけでは
ありません。

周囲との調和によって気は高ま
るのです。

書道家　武田　双雲

元町ガラス工房
営業時間　９：００～１７：００
　　　　　（体験が無い場合は１６:００まで）
定 休 日　第３木曜日（７～９月無休）　

Ｔ Ｅ Ｌ　０１３８-２７-８８３６
住　　所　函館市大町1-33　
アクセス　JR函館駅前より電車10分
	 　末広町電停より徒歩2分

U R L　http://motomachi.art.coocan.jp/ 元町ガラス工房

Member’s Board

明治42年に建てられた和洋折衷の外観の店舗

工芸体験では様々な種類のガラス製品が作れます
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　本所事業の基本方針（２頁参照）に掲げた部会・
委員会の活性化を促すため、久保会頭の呼びかけに
より、標記懇談会を去る３月23日、正副会頭をは
じめ常議員、各部会・委員会の部会長・委員長ら総
勢29名が出席のもと、ホテル函館ロイヤルにおい
て開催しました。
　当日は、７部会の正副部会長・７委員会の正副委
員長より平成29年度の事業や業界の課題等につい
て発表され、経済界として取り組むべき目標や課題
を共有する懇談会となりました。

　北海道新幹線開業１年を迎えた去る 3 月26日、ＪＲ
新函館北斗駅やＪＲ函館駅前では開業１周年を記念した
イベントが開催されるなど、道南は再び祝賀ムードに包
まれました。
　ＪＲ新函館北斗駅では、北海道知事高橋はるみ氏、北
海道旅客鉄道㈱代表取締役社長島田修氏、本所久保会頭
をはじめ地元の自治体・経済関係者等20名が出席のもと、
記念セレモニーが開催され、開業以来、道南の主要観光
施設を中心に新幹線効果が顕著に表れた１年を振り返り、
高橋知事からは「開業効果を一過性のもので終わらせず、
さらにＰＲ活動を強化し、道内外の行き来を一層活性化
させたい」旨の挨拶がなされたほか、約350人が乗車し
た東京発の一番列車を横断幕で歓迎、さらには記念品が
配布されました。
　また、ＪＲ函館駅前に設けられた特設会場では、「北
海道新幹線＆いさりび鉄道開業１周年記念イベント」
が開催され、Ｈ５系のミニ新幹線運行や、地元グルメの
提供、和太鼓のステージなど多彩な催しが行われるなど、
両駅ともに賑わいをみせました。　

　去る３月14日、ホテル函館ロイヤルにおいて、
水島担当副会頭、辻委員長をはじめ全８名が出席し、
総務委員会を開催しました。
　当日は、総会提出議案である平成29年度の事業
計画案ならびに収支予算案について協議し、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、出席者は活発に意見を交換しました。
　当議案は異議無く了承され、常議員会へ上程され
る運びとなりました。

北海道新幹線開業から1年

■ 正副会頭・常議員と正副部会長・
委員長との懇談会

各部会委員会より平成29年度の事業を発表

■総務委員会
平成29年度事業計画案・収支予算案について協議

ＪＲ新函館北斗駅等で１周年記念イベントを開催！

新函館北斗駅で行われた新幹線バースデーケーキ入刀の様子

函館駅前ステージイベント

函館駅前　開業２年目キックオフ鏡開き
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　道内７空港の一括民営化について、国や道の担当
者が市民に直接説明する初めての機会となる標記シ
ンポジウムが去る３月28日、工藤市長、本所久保
会頭、水島副会頭をはじめとする市内関係者や参入
希望企業の担当者等、総勢270名が参加のもと、函
館国際ホテルにおいて開催されました。
　当日は、国土交通省航空局空港経営改革推進室長  
山﨑 氏、北海道総合政策部空港戦略推進監　實國 
氏、函館市港湾空港部長　國安 氏より、それぞれ講
演が行われ、民営化による道内の空港のネットワーク
充実強化を図り、来道者および航空貨物取扱量の増
加を目指す等、空港民営化への道筋や利点・必要性
を説明しました。
　引き続き行われたパネルディスカッションでは、
前段で講師を務めた山﨑 氏、實國 氏に加え、本所
久保会頭、水島副会頭、片岡副市長が登壇し、久保
会頭からは、地元企業との取引や調達、イベント等
の地域貢献事業への協力に、引き続き配慮した経営
をお願いしたいとの意見が述べられました。

　本所では、予てより当市の振興発展に重要な役割
を果たすものとして、函館港幹線臨港道路湾岸線（臨
港道路）の整備促進を機会あるごとに強く要望して
きました。このたびこれが実を結び、去る３月25日、
未開通となっていた港町埠頭こ線橋（0.7km）と七
重浜地区（0.4km）の両区間が開通し、同日、津軽
海峡フェリーターミナルにおいて供用式典が行われ、
本所からは久保会頭が出席しました。
　沿線には、貨物埠頭やフェリーターミナル、函館
市水産物地方卸売市場等があり、大型車の出入りが
多く、臨港道に平行する国道227号等で渋滞を招い
ていましたが、全線開通によって、渋滞解消のほか、

港湾物流の促進に加え、JR新函館北斗駅から西部
地区へ向かうレンタカーや観光バスの利便性向上も
期待されます。

　函館・北斗・七飯経済団体協議会主催による北海
道新幹線セミナーを、去る 3 月17日、経済人・官
公庁職員等約350人が参加し、北斗市総合文化セン
ター・かなで～るにおいて開催しました。
　当日は、主催者を代表し本所広域連携委員会斉藤
善美委員長の挨拶の後、「北海道新幹線開業１年を
迎えて　これからの課題」と題して、国土交通大臣
政務官で参議院議員 大野 泰正 氏および国土交通省
鉄道局次長　水嶋 智 氏による講演が行われ、大野
氏からは、札幌延伸時に通過駅にならぬよう地元の
魅力をより一層磨くことへの提言、走行速度の引き
上げ等高速化の検討を進める一方で、新幹線を利用
した鉄道旅行の楽しさ等をアピールし、飛行機との
差別化を図ることについて講話がなされ、水嶋氏か
らは、青函トンネルにおける共用走行対策について、
短期的な方策として新幹線と在来線を時間で分ける
時間帯区分案等について説明がなされました。
　また、セミナー終了後、ＪＲ新函館北斗駅前に同
日グランドオープンしたホテル・ラ・ジェント・プ
ラザ函館北斗において、両氏を交え約150人が参加
し、懇親会が開催され、終始和やかな雰囲気で盛会
のうちに終了しました。

■高速幹線道路の整備促進
函館港幹線臨港道路湾岸線全線開通

■函館・北斗・七飯経済団体協議会
北海道新幹線セミナー開催！

▲テープカットの様子

▲パネルディスカッションの様子

▲国土交通大臣政務官の大野氏による講演の様子

■ 北海道における空港運営戦略推
進シンポジウム～函館空港～
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　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28年度函館市観光ホスピタリティ
講演会を去る 3 月27日、フォーポイントバイシェ
ラトン函館において観光関係者をはじめ市民ら約
100名が参加のもと開催しました。
　今回は、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産
登録に向けた市民の機運を高めることを目的に開催
され、当日は、北海道環境生活部縄文世界遺産推進
室 特別研究員 阿部 千春 氏より、「縄文と世界遺産
－文化を核とした観光振興をめざして」と題し基
調講演が行われたほか、北海道教育大学函館校 国
際地域学科 准教授 池ノ上 氏、（一社）三内丸山応
援隊 代表理事 一町田 氏、函館市縄文文化交流セン
ター 館長 田中 氏を交えたフリートークが行われ、
縄文遺跡と観光の親和性や世界遺産登録のためにす
べきこと等について語り合いました。
　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13.8% という
超難関の上級試験を合格された方々の中から21名
と、来賓として渡島総合振興局　地域産業池本担当
部長や函館市観光部の本吉課長、函館国際観光コン
ベンション協会　土田課長代理等を交え情報交換を
行う等、交流を深め、終始和やかな雰囲気のなか懇
談を行いました。

　第61回函館圏優良土産品推奨会を去る 3 月22日、
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、21社から農水産38品、菓
子22品、民工芸3品、合計63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）

　本所、（公社）函館法人会共催による平成29年度
新入社員セミナーを去る 3 月28日、162名の新社会
人が参加のもと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。
　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、また函館市市民部よ
り「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。

■第61回函館圏優良土産品推奨会
函館市長賞など各賞が決定

■平成29年度新入社員セミナー
162名の新社会人がビジネスマナーを研修

▲過大包装や不当表示等を審査する１次審査

▲社会人としての基礎知識を学ぶ参加者

■ 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

▲縄文遺跡群の世界遺産登録に向けたプロセスを説明する阿部氏
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第６１回函館圏優良土産品推奨会　函館市長賞
五島軒おかきツインバンケット

【12ｇ×12袋（2種×6袋）】………………… 1,080円
(税込)

「
欧
風
カ
レ
ー
」と「
コ
ー
ン
ポ
タ
ー
ジ
ュ
」

二
つ
の
味
が
楽
し
め
る

五
島
軒
お
か
き
ツ
イ
ン
バ
ン
ケ
ッ
ト

　明治12年創業の函館・老舗レストラン『五島軒』のまろやかな本格カレーとコーンポ
タージュのコクと旨みがサクサクした国内産米100％のおかきの風味ととけあい、美味し
く仕上がっております。

　明治12年創業の函館・老舗レストラン『五島軒』のまろやかな本格カレーとコーンポ
タージュのコクと旨みがサクサクした国内産米100％のおかきの風味ととけあい、美味し
く仕上がっております。

五島軒 おかき

〒040-0072 函館市亀田町6-4　TEL 0138-41-6575

北海道製菓㈱
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　臨時総会ならびに 3 月例会を去る 3 月13日、フ
ォーポイントバイシェラトン函館において開催しま
した。
　臨時総会では、齋藤会長はじめメンバー66名が
出席し、役員任期満了に伴う次期理事・監事の選任
について協議を行い、次期正副会長が推薦した次期
理事・監事の20名が出席者の拍手をもって選任同
意されました。
　臨時総会終了後の 3 月例会では、齋藤会長はじめ
平成28年度をもって卒業される 8 名の卒業式とし
て、卒業証書や記念品、花束の贈呈等が行われ、卒
業生からのスピーチでは、青年部活動での思い出話
や仲間への感謝の言葉等が述べられました。また、
その後は余興が行われ、卒業生にまつわる様々な面
白エピソードを映像とともに紹介する等、大いに盛
り上がり、盛会裡に終了しました。

　 3 月例会を去る 3 月 7 日、今会長をはじめ27名
が出席のもと、料亭冨茂登において開催しました。
　当日は、北海道新聞函館支社長の伊藤一哉氏より

「ロシア人の見た幕末日本」と題して講演が行われ、
初代駐日ロシア領事（駐箱館）のゴシケーヴィチの
半生や函館での任務等を説明され、出席者は函館と
ゴシケーヴィチの意外な深い関わりに終始興味深く
耳を傾けていました。
　引き続き、講師の伊藤氏を交えて行われた昼食懇
談会では、和やかな雰囲気の中、会員同士の交流を
深め、盛会裡に終了しました。

議員の職務を行う者の変更
・３号議員
　株式会社函館丸井今井
	 （旧）代表取締役社長	 鶴　本　　　理　氏
	 （新）代表取締役社長	 山　本　広　行　氏
	 （平成29年４月１日付）

■青年部
臨時総会並びに3月例会を開催

■女性会
3月例会を開催

▲卒業生を囲んでの記念写真

▲伊藤支社長を囲んでの集合写真

議員の異動



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

函館税務署  函館市中島町３７－１　TEL　0138-31-3171（代表）

1２

 1 確定申告書の内容が間違っていたとき
　確定申告書を提出した後で、計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付いた場合は、次の方法で訂正する
ことができます。

 4 期限内に納付できなかった場合は延滞税がかかります！
　期限内に納付できなかった場合や振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の
日まで延滞税がかかります。
　平成29年中における延滞税の割合は、次のとおりです。
　　　　　　　　　　　①納期限の翌日から２か月を経過する日まで� ～　年２．７％
　　　　　　　　　　　②納期限の翌日から２か月を経過する日の翌日以後�～　年９．０％

【税額を多く申告していたとき】
手続：「更正の請求書」を提出
期間：法定申告期限から５年以内
　　　（平成24～28年分が対象）

【税額を少なく申告していたとき】
手続：「修正申告書」を提出
期間：税務署長による更正があるまではいつでも可能
　　　※�修正申告によって納める税額には、法定納期限の翌

日から納付する日までの期間について延滞税がかか
ります。

 2 確定申告を忘れていたとき
　確定申告をすることを忘れていた時は、できるだけ早く
申告するようにしてください。申告の必要があるにもかか
わらず、確定申告をしなかった場合には、税務署長が所得
金額や税額を決定します。

 3 振替納付日について
　平成28年分の確定申告の振替納付日は、次のとおりです。

【所得税】平成２９年４月２０日（木）
【消費税】平成２９年４月２５日（火）

ご
案
内

ご案内 Information

4 月
11 火 北海道信用保証協会�個別相談
12 水 経営相談
19 水 金融個別相談

24 月 セミナー「１日でわかる！総務の基本と実務」
26 水 発明相談
28 金 法律相談

5 月
9 火 北海道信用保証協会�個別相談
10 水 経営相談

今後のうごき 【3月27日現在】

函館税務署からのお知らせ !!
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●①
がごめと山わさびの醤油漬

（150g） ………………………………… 890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：57-8884

●②
五島軒おかきツインバンケット

（12g×12袋（2種×6袋）） …… 1,080円（込）

北海道製菓㈱
函館市亀田町6-4　TEL：41-6575

●①

函館いかメンチ
（3枚） …………………………………………… 992円（込）

友栄北海道かいこうマーケット㈱
函館市中島町28-13　TEL：54-5477

●②

タルト・オ・ポム“ほおずり”
（1個） ……………………………………… 1,728円（込）

㈱天狗堂宝船
亀田郡七飯町字中島205-1　TEL：66-3200

●①

五島軒大地サラダソース
トマトとバジル・玉ねぎ・山わさび 

（各200㎖） ………………………………… 各713円（込）

㈱不二屋本店
函館市西桔梗町589-46　TEL：49-5175

●②

はこだて雪んこ〈ガゴメ〉
（2個入） ……………………………………… 500円（込）

カドウフーズ㈱
函館市追分町1-25　TEL：62-6077

●③

がごめ昆布と
真いかのカレー

（200g） ・・・・・540円（込）

㈲たかせ
亀田郡七飯町字大沼町647-15
TEL：67-2469

●④

いくら入
天然紅鮭の石狩漬

（90g） ・・・・・・648円（込）

㈱誉食品
函館市西桔梗町853-2　
TEL：86-9291

●⑤

五島軒ブーケ
シリーズ（9箱）

（1,100g） 4,968円（込）

㈱五島軒
函館市末広町4-5
TEL：49-8866

●①

烏賊醤油
（110g） ・・・・・432円（込）

㈱竹田食品
函館市浅野町3-10
TEL：43-1110

●⑥

函館美鈴＆
ドン・デ・マカロニ

（70g） ・・・・・・540円（込）

㈱不二屋本店
函館市西桔梗町589-46
TEL：49-5175

●⑦

レアフルりんご
（3個×2袋）

・・・・・・・・・・・・・・648円（込）

㈱天狗堂宝船
亀田郡七飯町字中島205-1
TEL：66-3200

●⑧

いか踊り手ぬぐい
（31g）

・・・・・・・・・・・1,620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：57-8884

●②

いかめし
（4尾） ・・・・1,580円（込）

㈲マルナマ食品
函館市日乃出町12-10
TEL：55-0070

●①
ひろめ舟祭り

（250g） …………………………… 2,160円（込）

久二野村水産㈱
函館市臼尻町245　TEL：25-3456

●②
箱館ハイカラ號サブレ

（５枚） …………………………………… 580円（込）

社会福祉法人かいせい
函館市東川町1-11　TEL：22-8775

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

Information

函館圏優良土産品
推奨会受賞商品一覧
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第61回



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
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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146回 簿記検定試験　１～３級
施 行 日／平成29年６月11日（日）
申込期間／平成29年４月３日（月）～５月11日（木）
受験料（税込）／１級�7,710円　２級�4,630円
� ３級�2,800円�

第80回 2級・３級リテールマーケティング
（販売士）検定試験

施 行 日／平成29年７月８日（土）
申込期間／平成29年５月８日（月）～６月15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42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29年６月18日（日）
申込期間／平成29年４月４日（火）～５月２日（火）
受験料（税込）／２級�7,340円　３級�5,250円

第41回 ビジネス実務法務
検定試験２級・３級

施 行 日／平成29年７月２日（日）
申込期間／平成29年４月18日（火）～５月19日（金）
受験料（税込）／２級�6,480円　３級�4,320円�

第38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29年７月９日（日）
申込期間／平成29年４月25日（火）～５月26日（金）
受験料（税込）／２級�6,480円　３級�4,320円�

第22回 環境社会（ｅｃｏ）検定試験
施 行 日／平成29年７月23日（日）
申込期間／平成29年５月９日（火）～６月９日（金）
受験料（税込）／5,400円�

第５回 ビジネスマネジャー検定試験
施 行 日／平成29年７月16日（日）
申込期間／平成29年５月２日（火）～６月２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
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　あなたは海外駐在経験者との人脈を持っています
か。学生として海外への留学経験のある人ではあり
ません。海外でのビジネス経験で得た、現地におけ
る（最新の）知見や情報に加えて、異なる文化や考
え方への適応力のある人です。例えば、タイの工場
で現地法人に３年勤務したことのある人などのこと
を言います。そうした人が当方の周りにはたくさん
いて、ビジネスにおいて貴重なヒントやアドバイス
を与えてくれる、かけがえのない存在です。
　では、どんな人が海外駐在者として選ばれるので
しょうか。意外な基準が含まれているようです。例
えば、製造業に勤務しているＤさんのケース。Ｄさ
んは海外旅行経験さえゼロでした。福岡生まれの福
岡勤務、一番遠くの出張は大阪でした。話せる外国
語は一つもありませんでした。ですから、自分には
海外駐在など関係のないことと思っていたのですが、
ベトナム・ホーチミン勤務の辞令が出ました。Ｄさ
んは驚いて人事部に自分が選ばれた理由を尋ねると、

「社長はグローバル化に向けて社員の30％以上の海
外駐在を目指している。その対象者は適応力の高さ
を考慮して選んだ」とのことでした。海外駐在には
語学力や経験が必要と思い込んでいたＤさんは、辞
令を受けて当初は戸惑ったようですが、選ばれたこ

ビジネスマッチング 発想法

　1964年生まれ。同志社大学文学部卒業後、株式会社リクルートに入社。６期
連続トップセールスに輝き、「伝説のトップセールスマン」と呼ばれる。96年に
日本初の独立/起業の情報誌『アントレ』を立ち上げ、事業部長、編集長を歴任。
その後、独立し、人事コンサルティング会社を始め３社で経営に携わる。現在は
企業に対する人材育成、人事戦略の策定などを行っている。

高城　幸司 /たかぎ・こうじ

とを前向きに捉えて海外へ向かいました。こうした
ことはままありますが、経験や語学力はなくても、
適応力を基準に海外駐在者に選ばれる人が増えてい
ます。
　駐在先として人気の高い国は米国、英国、オース
トラリア、シンガポール、カナダ。ところが、実際
の駐在先は人気の地とは限りません。以前であれば
中国、最近ならインドネシアなど、発展が著しい地
域へ駐在するケースが大半です。
　駐在者に選ばれても、その後、異国で苦労してビ
ジネスをすることが予想されます。日本では当たり
前のマネジメントが現地社員には通用しない、仕事
のレベルがあまり高くないなど、ストレスがたまる
ことばかり･･････。ただ、この苦労と解決に向けた
努力こそ、貴重な財産となるのです。おそらく、日
本の多くの人が知りたく、学びたいことでしょう。
その理由は、日本でも外国人や多様な人材の採用・
活用で職場環境が海外と似た状況になりつつあるか
らです。いわゆるダイバーシティーな職場環境のこ
と。仕事を指導する、指示する、やる気を高めるた
めに、丁寧なマネジメントが求められるようになり
ました。海外駐在経験者は、その丁寧なマネジメン
トを経験している人が多いでしょう。ぜひともそう
した人脈をつくり、学びの機会にしてください。

「海外駐在経験者とよいつきあいを」

株式会社セレブレイン
� 代表取締役社長　高城　幸司
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　国道を挟んで青森市役所向かい側の正覚寺のすぐ
近くにレンガ造りの一軒家風の店を構える。店内は
開放感あふれる吹き抜けのフロアに、らせん階段が
気分を盛り上げる。「青森で獲れる最高の食材を選
び、フレッシュでおいしい料理を提供する」―をコ
ンセプトに2010年 7 月に開店した。一押しは「シャ
モロックスープ薬膳火鍋」。長時間煮たシャモロッ
ク（青森地鶏）に10種類以上の生薬を加えた辛口
スープが売りの火鍋は「健康食として女性の間で人
気」と話す通り、客層の 7 、 8 割は女性だと言う。
健康、美容に敏感な女性客に満足してもらうため「奥
津軽の提携農家から届く新鮮野菜を使用するなど地
元厳選食材にこだわっています」。
　「ファッション系カメラマンを目指してニュー
ヨークで勉強していたころ、生活費を稼ぐために和
食店でアルバイトを始めたのですが、それがきっか
けで料理人の世界に魅せられてしまった」と笑う。
東京のオーガニックレストランでシェフを勤めた
後、青森に戻り、起業。客の口こみが呼び水となり、

「年々評判が上がり、固定客がついてきました」。メ
ニューはコース料理 8 種類のほか単品でも40品以
上を数える。赤ワインとはちみつで味付けした県産
豚肉スペアリブは人気の一品。
　「あおもりバル街」常連店。 2 月25日開催の第 9 回
バル街では特別メニュー「シャモロックのスープと

きのこの薬膳雑炊（有機玄米使用）」を振る舞い、
喜ばれた。「『食』を通して地域を盛り上げるイベン
トに共感し、第 1 回から参加しています。普段、足
を運んでくれる客層とは違うお客さんに来てもらい
PRにつながった」と満足気。
　少人数の食事会から50人程度（立食なら70人）
による各種パーティーまでさまざまなシーンで利用
出来る。暇が出来ると海外に頻繁に出掛ける国際派。

「海外で見聞したことがメニューづくりのヒントに
なっています」。キューバを訪れた際、「これはいけ
る」と思いメニューに加えたキューバ発祥のカクテ
ル「モヒート」は人気ドリンクの一つだ。

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。

「レストランT
テ ラ
era」

オーナーシェフ　田　邊　慎一郎�さん商 工 プ ラ ザ
「シャモロックスープ薬膳火鍋」が女性客に人気

「青森は新鮮な食に恵まれている。そんな環境の中、腕
を振るえるのは料理人冥利につきる」と話す田邊さん



会員事業所の
みなさまへ

[お問合せ先]

函館商工会議所
〒040-0063　函館市若松町7-15

TEL 0138-23-1181  FAX 0138-27-2111　

[引受保険会社]

アクサ生命保険株式会社
函館営業所

生命共済

福祉団体定期保険の給付内容 見舞金・祝金制度の給付内容
給付金額

給付内容 1 口 給付金額
給付内容 1 口

死
亡

不慮の事故による死亡　　　　　　　２５０万円

２万円

１万円

５万円

病気入院見舞金
(5日以上入院されたとき)

１律
５,０００円

上記以外の事由による死亡 ５０万円 結婚祝金 ５,０００円
出産祝金
(配偶者を含む) ５,０００円

障
度
高

害

不慮の事故による高度障害 ２５０万円

病気による高度障害 ５０万円

入
院
・
治
療

不慮の事故による入院

ガン入院一時金

６大生活習慣病入院一時金

ガン先進医療による療養

1日につき
２,０００円

＊記事の内容は生命共済制度の一部を記載したも
のです。ご加入にあたってはパンフレット、重
要事項説明書等(契約概要・注意喚起情報)を必ず
ご覧ください。

福利厚生制度にご活用いただけます
業務上・業務外を問わず

24時間保障

ガン入院一時金・ガン先進医療一時金
6大生活習慣病入院一時金

1年更新で医師の

診査なし
剰余金があれば

配当金も！
商工会議所独自の

給付制度も！

健康増進に役立つ付帯サービスも
健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

NEW

入院給付金付災害割増特約･ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付 定期保険（団体型）
＋函館商工会議所独自の給付制度（見舞金･祝金制度）

日
帰
り
入
院
か
ら
保
障
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