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広告掲載企業
函館商工信用組合 表紙裏
NTT東日本－北海道　営業部 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
㈱トーショウビルサービス 段下
㈱誉食品 段下
（独）中小企業基盤整備機構 段下
龍文堂印刷㈱ 段下
大和ハウス工業㈱ 折込
観光客おもてなし研修会のご案内 折込
日本珠算連盟認定　そろばん塾のご案内 折込

本所銭亀沢支所　電話番号変更のお知らせ
　本所銭亀沢支所では、下記の通り電話番号が変更となり
ましたのでご案内いたします。

変更後電話番号　0138-23-1185
（現行の電話番号0138-58-3057は3月30日で使用終了となります。）

　なお、FAX番号は変更ございませんので、これまでの
FAX番号0138-58-3736を使用してください。
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■今月の表紙
「八幡坂」
　写真は、はこだて冬フェスティバルの一環として、
煌めくイルミネーションで飾られた八幡坂を撮影した
一葉です。
　この坂の名前は、基坂上の箱館奉行所付近にあった
八幡宮が、奉行所の拡張工事に伴い、この付近に1804
年（文化元）に移されたことに由来しています。なお、
八幡宮は1878年（明治11）、1879年（明治12）の火災に
よって焼失し、1880年（明治13）に現在の谷地頭町に移
りました。
　イルミネーションは、２月28日まで毎日（日没～
22：00）点灯されています。

平成30年2月13日発行(毎月1回10日発行)
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中小企業向け
平成30年度 税制改正のポイント
　昨年12月14日、平成30年度税制改正大綱が公表されました。今回の特集では、事業承継税制の抜本拡充、
所得拡大促進税制の拡充、償却資産に係る固定資産税の減免の創設等、中小企業に向けた平成30年度 税制
改正のポイントをご紹介いたします。

●�今回の改正措置は、世代交代に向けた集中取組み期間として１０年間の時限措置【２０１８年１月～２０２７年
１２月まで】となります

●�税制の適用を受けるには、今後５年以内に承継計画（仮称）を都道府県に提出、１０年以内に承継を行う必
要があります

差額免除措置の適用対象
◦株式売却：全ての企業 
 （経営を継続しない理由提示のみ） 
◦廃　　業：経営環境変化の影響を受けた企業 
 （経営指標による判定あり）

承継後５年間で雇用者数が平均80％を下回る場合
◦都道府県へ、承継後５年間で雇用者数が平均80%を下回った理由報告が必要
◦経営悪化が理由の場合は、認定支援機関による指導・助言が必要

＜現　行＞
　実際の猶予割合は53%（対象株式数上限2/3×
猶予割合80%）。�残りの47%は納税が必要 ➡

＜改　正＞
　対象株式数2/3上限の撤廃、相続時の猶予割合
80%→100%引き上げにより、自社株承継時の納税
負担がゼロに

＜現　行＞
　先代１人から後継者１人
への株式承継に限定 ➡

＜改　正＞
　配偶者や従業員からの贈与・相続や、後
継者が複数（３人まで）での承継も対象化�
※後継者要件：代表者、株式10%以上保有等

＜現　行＞
　納税免除は後継者死亡、破産
の場合等限定的 ➡

＜改　正＞
　株式売却、廃業時点の株価で税
額を再計算し、承継時との差額を
免除

＜現　行＞
　５年平均で80%維持（雇用維持できない場合は、
利子税付きで全額納付） ➡ ＜改　正＞

　雇用維持要件は実質撤廃（雇用５年平均80%を
下回る場合でも猶予税額は納付不要

特 集

～将来の納税不安を大幅に軽減する事業承継税制の抜本拡充が実現～

事業承継時の納税負担がゼロに！－対象株式数等の上限撤廃－１

多様な事業承継を促進！－複数承継の対象化－4

将来の納税不安を大幅軽減！－経営環境変化に応じた減免制度の創設－3

納税猶予打切りリスクを最小化！－雇用維持要件の実質撤廃－2

売却価格
8000万円

利子税率（単利）：0.8％（H29/12現在）

承継時の株価
（相続税評価額）
１億円

贈与税額
約4800万円

納付税額
約3700万円
＋利子税

差額
1100万円免除

Point

Point



平均給与が1.5％
以上増加した場合

15％
控除

25％
控除

平均給与が2.5％
以上増加した場合

給与
総額

給与
総額

給与

n-1年度 n年度 n年度

総額

教育訓練費10％以上
増加、または経営力向
上計画の認定・計画実
行の証明が必要

申
請

認
定

「生産性向上の実現のための臨時措置法（仮称）」
で想定されるスキーム

＜あわせて、ものづくり補助金等による重点支援＞

市町村（導入促進基本計画の策定）

税制支援

申請事業者（中小企業）

先端設備等導入計画

承継計画（仮称）の確認・提出【2023年3月まで】
• 認定支援機関の確認、都道府県知事へ提出
• 後継者名、承継時までの経営見通し等を記載

経営環境変化に応じた減免制度
株式の売却価格等で、税額を再計算し、承継時
との差額を免除

対象株式数上限（2/3）の撤廃

先代
先代の配偶者等※

相続税
免除

株式売却、
廃業の場合

事業継続期間（５年間）後継者

生前贈与【2027年12月まで】

株
式
一
括
贈
与

先代死亡
（相続開始）

後継者死亡株式
一括
贈与

※その他の要件等は、現行の事業承継税制と同様

※先代から後継者への
　贈与等から5年以内の
　贈与等が対象

相続時精算課税制度の併用時
における適用対象者の拡充
後継者が、先代の直系卑属（子・孫）
でない場合にも適用可能

雇用維持要件は実質撤廃
（都道府県・税務署への届出（毎年１回）の際、雇用状
況の報告・届出は必要）

事業継続期間における雇用実績報告
• 雇用５年平均８割を下回った場合のみ提出が必要
• 認定支援機関の指導・助言が必要

贈与税の免除
相続税の猶予に切替
（切替後も猶予割合は
100%のまま）
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　本特集は、平成29年12月14日現在の情報を基に作成しております。詳細は平成30年１月号の折込チラシ「平成30
年度 税制改正のポイント」もしくは、日商や財務省ホームページをご覧ください。

日商ホームページ　「中小企業向け「平成30年度税制改正のポイント」」
　http://www.jcci.or.jp/cat298/2017/1226132749.html

財務省ホームページ
　http://www.mof.go.jp/index.htm

１．所得拡大促進税制の拡充・延長
　●賃上げ基準年度が平成24年度から前年度比に変更
　●より高い賃上げを実施した場合、控除率がアップ

　　①平均給与1.5%以上増加：給与総額増加分の15%を税額控除
　　②平均給与2.5%以上増加：給与総額増加分の25%を税額控除（※）
　　※ 教育訓練費が対前年度比10%以上増加、または経営力向上計画の認定・

計画実行の証明が必要

２．償却資産に係る固定資産税の減免の創設（３年間）
　●�市町村の認定（※）を受けた中小企業の新規設備投資について、

取得後３年間の固定資産税をゼロ～ 1/2に軽減
　　※ 「生産性向上の実現のための臨時措置法（仮称）」の規定により市町村が

策定する計画に基づく認定

対 象 設 備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％以上向上する下記
の設備【減価償却資産の種類（最低取得価格/販売開始時期）】
■機械装置� （160万円以上/10年以内）
■測定工具及び検査工具�（30万円以上/5年以内）
■器具備品� （30万円以上/6年以内）
■建物附属設備� （60万円以上/14年以内）

※「中小企業」：資本金
　１億円以下の法人

３．中小企業のM＆Aを促進する税制措置の創設（２年間）
　●�後継者難等から近年増加しているＭ＆Ａを支援するため、事業買収の際に発生する税負担
　　（登録免許税・不動産取得税）の軽減措置を創設

４．少額減価償却資産（30万円未満）の全額損金算入特例の延長（２年間）

５．交際費800万円までの全額損金算入等の特例の延長（２年間）

事業承継税制を活用した自社株式の承継のモデルケース

中小企業の賃上げ・生産性向上のための税制措置



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

「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 1.11％ （平成30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）

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



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/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
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金融個別相談
低利な融資制度についてのご相談
実施日／2月21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13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23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28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／3月22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変
わります。

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

確定申告にあたってのお知らせ
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パティスリー ショートベリー
　当店は、桔梗町、函館新道沿いの住宅地に店を構え
る洋菓子店で、平成22年にオープンしました。ケーキ、
焼き菓子等を取り扱っており、大人から子供までどの
年代のお客様も食べやすい味わいが特徴で、値段も手
頃なことから、近隣に住むファミリー層のお客様を中
心にご愛顧いただいております。
　当店では、シンプルで飽きの来ない味わいを心掛け
ており、素材の味を活かし、一つ一つ丁寧に手作りし
ています。
　人気商品の「フルーツロール�エクレア巻き」は、しっ
とりとしたスポンジ生地の内側に、舌触りなめらかな
生クリーム、新鮮なフルーツに加え、カスタードクリー
ムたっぷりのエクレアが包まれています。生クリーム
とカスタードクリームは濃厚ながらも甘さ控え目で、
フルーツの酸味により全体の味が引き締められ、最後
まで飽きの来ない味わいとなっています。
　各種ケーキのほか、レモンケーキやフィナンフェ、
クッキー等の焼き菓子も取り扱っております。仕事や
買い物で近くに立ち寄った際は、普段よりも少しだけ
贅沢なおやつを楽しんでみてはいかがでしょうか。

街のお菓子屋さんとして
　当店では、“街のお菓子屋さん”だからこそでき
る、痒い所に手が届くような接客サービスを目指して
おり、シチュエーションや用途に合わせたラッピング
を行う等、お客様の要望に柔軟に対応したサービスを
行っています。
　また、クリスマスやハロウィン等のシーズンごとの
イベントに合わせた仕様の商品もご用意しており、お
菓子の販売を通じて、その時にしか感じることので
きない“季節感”を楽しむお手伝いができればと考え
ています。間近に控えたバレンタインデーやホワイト
デーは、贈り物と共に、大切な人に改めて感謝の気持
ちを伝える絶好の機会です。バレンタインデーやホワ
イトデーの限定商品もご用意しておりますので、プレ
ゼント選びにお迷いの方は、是非、当店へお越しくだ
さい。

今後の目標
　当店では、近隣の小学校の職場見学の受け入れ等の
地域行事にも積極的に協力し、地域に寄り添うことも、
美味しいお菓子を作ることと同じくらい大切な仕事だ
と考えてます。今後もお菓子職人として、研鑽を重ね
ていくとともに、“街のお菓子屋さん”として地域住
民から愛されるお店を目指していきたいです。

Patisserie�Short�Berry
函館市桔梗町418-112　TEL�0138-87-0500
定休日　日曜日

Data

Patisserie Short Berry
オーナーシェフ 吉田　富美男

Vol.53

テーマ

会員NOW
街のお菓子屋さんとして

「エクレール　ショコラ」

「いちごショート」　「栗のモンブラン」

贈り物にピッタリの
「焼菓子セット（17個入り）」

濃厚なクリームと新鮮なフルーツの絶妙なハーモニー
「フルーツロール エクレア巻き」
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函館商工会議所会員様 限定優待情報
２月１５日～３月１５日までの間、「テーラードコーヒー(本店)」または、「テーラードコーヒーブリュワーズ（２号店）」
にて、コーヒー豆をご購入、または、ドリンクをご注文いただくと……

お会計の際に10％割引いたします!!
お会計の際に、右上の優待券をご提出ください。

※優待券は一度のお会計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。
　ドリンクのご注文は、「テーラードコーヒーブリュワーズ（２号店）」のみとなります。（本店ではドリンクの販売は行っておりません。）

優待情報については直接店舗へお問合せ下さい。

あなたにピッタリのコーヒー豆を仕立てます
　当店は、本町、行啓通に店を構えるスペシャルティコーヒーの自家焙煎
店で、平成26年７月にオープンしました。当店では、品質鑑定士が厳選し、
自家焙煎した高品質で個性豊かなコーヒー豆を常時12種類ほど揃え、店
舗販売をはじめ、ネット販売、市内の飲食店や美容室への卸売り等、様々
な形でご提供しています。
　スペシャリティーコーヒーとは、簡単に説明すると、産地が明確で高品
質であり、焙煎や抽出、カップに至るまで品質管理されたコーヒーのことで、
自宅で飲むコーヒーが喜びの一つとなるよう、多くの方にスペシャルティコー
ヒーの良さを知ってもらい、お客様それぞれにピッタリなコーヒーを仕立
てたいという思いから、店名をTAILORED�COFFEE（Tailor=仕立てる）
と名付けました。
　専門知識を持ったスタッフがお客様にピッタリなコーヒー豆をお勧めし
ます。コーヒー選びのことは、是非、当店へご相談ください。

シエスタハコダテ内に２号店をオープン
　昨年4月22日、シエスタハコダテ地下1階シエスタキッチンに、2号店「テー
ラードコーヒーブリュワーズ」をオープンしました。本店「テーラードコー
ヒー」とは異なる豆をラインナップしているほか、カフェとして当店のバ
リスタが淹れるコーヒーもお召し上がりいただけます。��
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テーラードコーヒー（本店）

住　　所� 函館市本町７番１３号
電話番号� ０１３８－８３－８３０６
営業時間� ９：３０～１９：００
定 休 日� 木曜日
備　　考� 駐車場はございません。市電・バスをご利用ください。

テーラードコーヒーブリュワーズ（２号店）
住　　所� 函館市本町24-1
� シエスタハコダテ地下１階シエスタキッチン内
営業時間� １０：００～２１：００
定 休 日� シエスタハコダテの休館日に準じます。

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

協力という漢字には力が四つも入ってる。

自分のことだけでなく 

まわりへの思いやりがあれば

 その力はものすごい力になるんだ。

品質鑑定士が厳選した高品質なコーヒー豆

シエスタハコダテ地下1階にオープンした
「テーラードコーヒーブリュワーズ(２号店)」

Member’s Board
函館商工会議所

会員様限定優待券
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「テーラードコーヒー（本店）」または、

「テーラードコーヒーブリュワーズ（２号店）」

にて、コーヒー豆をご購入、ドリンクをご注文で

お
会
計
の
際
に１０％

割
引

※優待券は一度のお会計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。

ドリンクのご注文は、「テーラードコーヒーブリュワーズ（２号店）」のみとなります。

（本店ではドリンクの販売は行っておりません。）

使用期間／平成30年2月15日
(木

)～3月15日
(木

)
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　去る１月25日、竹葉新葉亭においてロシア連邦
院議員団歓迎夕食会を本所主催で開催し、函館側か
らは、久保会頭や工藤市長、金沢市議会議長をはじ
めとする市内関係機関代表ら９名、ロシア側からは、
ロシア連邦院メーゼンツェフ議員をはじめとする上
院議員ら８名が出席しました。
　議員団は、北海道の招きで来道し、24日には、
高橋北海道知事と会談したほか、札幌市内やニセコ
地区等を訪問・視察し、25日には、函館市を訪れ、
市内各所を訪問・視察したほか、北大水産学部とイ
カ加工場があるマルナマ古清商店の食品工場を見学
し、イカ不漁が続く当市の水産加工業の現状につい
て説明を受けました。
　同日開催された歓迎夕食会では、本所久保会頭よ
り歓迎挨拶がなされ、当市の水産加工業の窮状を訴
え、イカ不漁に伴う原材料不足による問題の解決に

向けた協力を求めました。その後、開催地代表とし
て工藤市長より、ロシア側の代表としてメーゼンツ
ェフ議員よりそれぞれ挨拶がなされ、金沢市議会議
長による乾杯の発声とともに夕食会が始まり、近年、
ロシアでもブームとなっている日本食を味わいなが
ら、両地域の絆を深めました。

　北海道新幹線の青函共用走行区間における全ダイ
ヤ高速走行の早期実現に向け、青森県と北海道の関
係機関が情報共有を図り、国等に対する働きかけな
ど両地域が連携した取組について検討・協議を行う
第7回青函共用走行区間高速走行早期実現協議会が
去る 1 月26日、渡島総合振興局において開催され
ました。

　今回は、12月に開催された国交省青函共用走行
高速化WGにおける今後の方針について、国交省
鉄道局岸谷施設課長より平成31年春の共用走行区
間時速160km運行実施と平成32年以降の時期限定
かつ青函トンネル内限定での時速200km運行につ
いて説明が行われました。出席者からは共用区間全
線全ダイヤ260km運転早期実現のための抜本的解
決、盛岡以北320km化の推進について発言が相次ぎ、
地元として今後も粘り強く要請していくことが確認
されました。

ロシア連邦院議員団歓迎夕食会を開催

■ 青函共用走行区間高速走行
　早期実現協議会

共用区間全線全ダイヤ時速260km運転早期実
現に向け協議

イカ不漁による水産加工業の窮状を訴える

▲歓迎の挨拶をする久保会頭
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　津軽海峡圏委員会正副委員長会議を去る1月19
日、中野担当副会頭をはじめ宮﨑委員長、小坂・飯
田副委員長が出席し、本所議員室において開催しま
した。
　当日は、事務局より、昨年11月の「全国から集
まる！！うまいもんマルシェ」（東京・秋葉原）に
出店した際の実施報告がなされた後、 2 月27日に
開催が迫った「第 8 回パートナーシップ構築懇談会」
や「今後のパートナーシップ支援事業の方針」につ
いてそれぞれ協議を行いました。
　「第 8 回パートナーシップ構築懇談会」については、
函館から1社でも多くの事業所に参加いただけるよ
う、より一層周知に力を入れていく旨を確認しまし
た。また、「今後のパートナーシップ支援事業の方針」
については、青函コラボ商品の販売・ＰＲの今後の
新たな展開として、各地で開催されている青森・函
館の物産展等に焦点を絞りこむことや、青森・函館
両会員事業所の更なる利益向上に繋げることを目的
に、ＢtoＢ形式の商談会への出展支援を行うこと
等の提案がありました。
　これらの提案を踏まえ、今後改めて当委員会内で
協議していくことは基より、青森商工会議所青函・
広域連携委員会とも支援内容を詰めていくこととな
りました。

　新年交礼会を去る 1 月25日、外崎会長はじめメ
ンバー70名、水島・中野副会頭ほか来賓あわせて
117名が参加し、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。
　交礼会では、冒頭に外崎会長より就任 2 年目を迎
えるにあたっての年頭所感が述べられた後、谷口函
館市経済部長と水島副会頭の祝辞、外崎会長はじめ
7 名による酒樽鏡開きで祝宴に入りました。余興では、
函館市出身のお笑い芸人「海山昆布」氏によるお笑
いパフォーマンスで会場は盛り上がりました。また、
厄年メンバー11名による毎年恒例の豆まきを行う等、
和やかな雰囲気のなか盛会裡に終了しました。

　当青年部では、道南・函館を本拠地としたプロス
ポーツ誘致可能性の検討と提言、北海道の既存プロ
スポーツチームとの連携強化を重点事業の一つとし
ており、現在は、レバンガ北海道と連携を深めてい
る中、去る 2 月 4 日、函館アリーナにて開催された
レバンガ北海道対アルバルク東京の公式リーグ戦を、
外崎会長はじめメンバー28名が観戦しました。こ
の度の函館開催では、前回に引き続き、青年部が協
賛し作成した応援ボードを来場者に配布する等、会
場を盛り上げました。
　試合は、小林淳一副会長の始球式で始まり、残念
ながら61対90で敗れましたが、2,815名が詰めか
けた会場は大いに盛り上がりました。また、試合終
了後には、外崎会長がプレゼンターとして、積極的
なプレーで、攻守ともに冴えわたり、会場を沸かせ
たレバンガ北海道の牧選手に敢闘賞を手渡しました。
　さらには、昨年７月に当青年部が主体となり行っ
た「レバンガ北海道学校訪問プロジェクト2017」
の一環として、改めてプロスポーツの素晴らしさ、
そしてスポーツを身近に感じていただくことを目的
に、訪問先の学生達をリーグ戦へ招待したほか、レ
バンガ北海道の選手達との特別交流会を開催し、子
供達の笑顔があふれる中、盛会裡に終了しました。

■津軽海峡圏委員会　正副委員長会議
今後のパートナーシップ支援事業等について協議

■青年部
新年交礼会を開催

レバンガ北海道対アルバルク東京公式リーグ戦を観戦

▲新年交礼会を終えての記念撮影

▲敢闘賞を手渡す外崎会長

支店／札幌   営業所／岩見沢・八戸・仙台・埼玉

G （ ８ ） - １ ６ ０ ２ ０ １ ０ ６ ９ ９
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議員の職務を行う者の変更
・２号議員	 株式会社松本組	 （旧）取締役会長	 堀　岡　眞　吾　氏
	 	 	 （新）代表取締役社長	 大　越　雄　司　氏
	 （平成30年１月１日付）

議員の異動

２月
13 火 北海道信用保証協会�個別相談

運輸・交通・港湾部会�正副部会長会議
14 水 経営相談
15 木 第９回�おもてなし英会話講座（全10回）

16 金 津軽海峡圏委員会
観光・飲食・サービス部会�幹事会

18 日 青年部�３月例会（冬の道南視察会）

19 月 新幹線関連事業委員会　正副委員長会議
工業部会�幹事会

21 水 第81回�１級・２級・３級リテールマーケティング（販売士）検定試験
金融個別相談

22 木 アジア観光物流促進委員会
第10回�おもてなし英会話講座（全10回）

23 金 法律相談
25 日 第148回�簿記検定試験

26 月 商業部会�幹事会
観光客おもてなし研修会・はこだて検定上級合格者のつどい

27 火 第８回�青函パートナーシップ構築懇談会
28 水 発明相談

３月
5 月 女性会�3月例会
13 火 北海道信用保証協会�個別相談

今後のうごき 【1月31日現在】
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　１月例会（新年会）を去る１月16日、今会長を
はじめ会員25名が出席したほか、久保会頭、青年
部外崎会長を来賓としてお迎えし、花びしホテルに
おいて開催しました。
　当日は、今会長より新年の挨拶の後、久保会頭よ
り祝辞、外崎会長より祝杯のご発声をいただきました。
　祝宴では、日本舞踊の披露やテーブル対抗のゲー
ムが行われたほか、担当委員会によるスコップ三味
線の演奏に久保会頭や外崎会長が飛び入り参加する

等、会場は大いに盛り上がり、参加者相互の交流を
深め、新年のスタートに相応しい会となりました。■女性会

１月例会（新年会）を開催

▲新年会を終えての記念写真

平成29年度　年会費納入のお願い
　本所平成29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
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賞名 商品名� 価格（税込） 出品者名

函館市長賞
がごめと山わさびの醤油漬（150ｇ） ８９０円 函館空港ビルデング㈱
五島軒おかきツインバンケット（12ｇ×12袋（2種×6袋）） １，０８０円 北海道製菓㈱

函館商工会議所会頭賞
ひろめ舟祭り（250ｇ） ２，１６０円 久二野村水産㈱
箱館ハイカラ號サブレ（５枚） ５８０円 社会福祉法人かいせい

（一社）函館国際観光コンベンション
協会会長賞

函館いかメンチ（3枚） ９９２円 友栄北海道かいこうマーケット㈱
タルト・オ・ポム“ほおずり”（1個） １，７２８円 ㈱天狗堂宝船

みなみ北海道地区観光土産品
公正取引協議会会長賞

五島軒大地サラダソース〈山わさび〉（200㎖） ７１３円 ㈱不二屋本店
五島軒大地サラダソース〈玉ねぎ〉（200㎖） ７１３円 ㈱不二屋本店
五島軒大地サラダソース〈トマトとバジル〉（200㎖） ７１３円 ㈱不二屋本店
はこだて雪んこ〈ガゴメ〉（2個入） ５００円 カドウフーズ㈱

奨励賞

烏賊醤油（1 10ｇ） ４３２円 ㈱竹田食品
いかめし（4尾） １，５８０円 ㈲マルナマ食品
がごめ昆布と真いかのカレー（200ｇ） ５４０円 ㈲たかせ
いくら入天然紅鮭の石狩漬（90ｇ） ６４８円 ㈱誉食品
五島軒ブーケシリーズ（9箱）（1,100ｇ） ４，９６８円 ㈱五島軒
函館美鈴＆ドン・デ・マカロニ（70ｇ） ５４０円 ㈱不二屋本店
レアフルりんご（3個×2袋） ６４８円 ㈱天狗堂宝船
いか踊り手ぬぐい（31ｇ） １，６２０円 函館空港ビルデング㈱

　函館圏域観光土産品の中から、品質、公正表示、郷土性など、特に優れた観光土産品を審査により認定します。
審査合格品は「函館圏優良土産品」として推奨し、特に食品には「みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会
認定シール」の貼付が許可されます。
　また、特に優秀と認められた製品・商品を選考し、函館市長賞、函館商工会議所会頭賞等の各賞が授与され、
貴社のＰＲ・販路拡大につながりますのでふるってご応募ください。

■出品資格　函館圏(函館市、渡島支庁、檜山支庁管内)の土産品製造業者または販売業者
■出品商品　観光土産品（農・水産品、菓子、民・工芸品のいずれか）
■出 品 料　参加登録料1社につき1,000円　商品１品につき700円
■申込方法　�函館商工会議所ウェブサイトにて、開催要網をご確認の上、申込書・出品料を平成３０年３月

２日㈮までにご提出ください。
◆問合せ先　地域振興課（担当：伊藤）TEL�２３-１１８１

日時／平成30年3月19日㈪10:00～　会場／フォーポイントバイシェラトン函館

第61回
函館圏優良土産品推奨会

受賞商品
（平成29年3月22日開催）

第62回

昨年度の函館市
市長賞受賞商品
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※公式テキストブックの市内大型書店での販売は、２月中旬頃からを予定しております。
　過去問題集については、函館商工会議所のみでの販売となります。

公式テキストブック（第７版）
～知れば知るほど、この街が好き。～
函館の歴史と魅力がわかる入門書

（B5版209頁） 2,160円（税込）

過去問題集
　過去（第５回から第12回）の試験問題と模範解答を収録し
ています。
　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）とは...
　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。

第12回　初級 第12回　上級
　幕末期の箱館で活躍した高田屋嘉兵衛は、1769年
（明和６）に淡路国で生まれ、24歳で沖船頭となった後、
1796年（寛政８）に 1 ,500石の所有船を新造して船主と
なり、初めて箱館に入港した。�
　この時に、新造された所有船はどれか。

１．辰悦丸　２．観世丸
３．沖鷹丸　４．千島丸� 答　１ ��

　 1991 年（平成３）の「函館ハーフマラソン大会」から
歴史を重ね、2016年（平成28）からフルマラソンとハー
フマラソン同時開催の「函館マラソン」となり、「美しい
街の、眺めのいいコース」として、人気の高い大会とし
て定着しつつある。2017年（平成29）のこの大会開催月
は次のどれか。
１．５月　　２．６月　　
３．７月　　４．８月� 答　３

過去問題

お問合せ　企画情報課　℡0138-23-1 181

函館歴史文化観光検定（はこだて検定）

発刊のお知らせ

公式テキストブック（第７版）
過去問題集

函館商工会議所にて２月１５日（木）より販売開始予定です



Information

貸会議室のご案内

お申し込み
お問合せ先

（一社）函館国際観光コンベンション協会
ＴＥＬ０１３８－２７－３５３５　ＦＡＸ０１３８－２７－６７７５

「ワンランク上のホスピタリティ」　〜おもてなしの極意〜

第61回函館圏優良土産品推奨会　奨励賞
いくら入天然紅鮭の石狩漬

（90g）………………… 648円
(税込)

脂ののった新鮮な紅鮭を麹で漬け込み、食べ頃

のいくら醤油漬をトッピングした親子漬です。 函館市西桔梗町853-2　TEL 0138-86-9291

株式会社 誉食品株式会社 誉食品
13

� （税込価格）

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） 5,616円 6,912円 12,528円

第２会議室（約50名） 8,812円 10,886円 19,699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

　より質の高い「おもてなし」の極意を伝授！
　本研修会では、日本航空客室乗務員として10万人以上のお客様に「おもてなし」を実践
した後、JAL�アカデミー研修講師等を経て、現在は人材育成研修会社の代表を務める佐野�
昭子�氏を講師にお招きし、ワンランク上の「おもてなし」について、学んでいただきます。
　研修会の詳細や申込方法については、同封の折込チラシをご覧ください。

講　師／プリサージュ�代表　佐野　昭子 氏
日　時／平成３０年�２月２６日㈪�１４：３０～１６：３０
会　場／フォーポイントバイシェラトン函館　３Ｆ　カメリアⅠ
定　員／100名

観光客おもてなし研修会 参加費無料

案内チラシ・申込書同封

※�参加申込が先着順のため、定員を超えた際はお断りのご連絡をする場合がございますので予めご了承
ください。



ご紹介新入会員

New Face
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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事業所名 主な営業内容

㈲ＵＰ.ＳＴＡＲＴ.ＣＯＭＰＡＮＹ 飲食業

㈲エイユウテック ビルメンテナンス業

㈱敬進電機 電気機械修理業

ｃｌｅａｒ　ｓｈｏｐ 小売業（衣料品、食品、日用雑貨�等）

外﨑工業 とび工事業

（一財）北海道国際交流センター 国際交流事業

㈱Ｐａｓｓａｇｅ 美容業、ウィッグ、術後下着販売

㈱エスミルク 牛乳、アイスクリーム自販機卸

Ｍｉｙａｂｉ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 管工事

古川簡易郵便局 簡易郵便局

電源開発㈱原子力業務部函館駐在事務所 電気事業

㈱らいず不動産 不動産仲介、管理業

㈱ＣＭＣ　函館営業所 広告代理店業

㈱Ｒｈプロダクト　髙橋自動車商会 自動車販売、整備、保険代理店

㈲インデックス 管工事業（配管・機器据付）

星野設備工業 管工事業

末吉建築設計事務所 建築設計監理業

おぐらクリニック 内科

お問合せ先　企画情報課　（TEL　２３－１１８１）

� （順不同、敬称略）
本号では、10月～12月末日までにご入会いただいた会員様を紹介させていただきました。

�ご入会ありがとうございます。
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　以前から話題になりつつ、広がらなかった兼業・
副業。中小企業庁による全国調査では、約85％の
企業が兼業や副業を認めていません。ですが、大企
業の社員を中心に状況が変わりつつあるようです。
毎日新聞の調査によると、兼業・副業を認めない企
業に魅力を感じない正社員が過半数とのこと。さら
に都市部に勤務している若手社員で兼業・副業の関
心が急激に高まっています。この傾向を経営者はチャ
ンスと考えて、アクションを起こすべきではないで
しょうか？　なぜなら、新たなビジネスチャンスに
なる可能性があるからです。
　例えば、取材した専門総合商社に勤めるＳさん（27
歳）は社会人経験を通じてマーケティングのノウハ
ウをそれなりに備えていました。ちなみにＳさんの
会社は兼業・副業を容認しています。これまで兼業・
副業を申請する社員は少なかったようですが、Ｓさ
んは会社に申請をして地方の食品メーカーで新商品
の販売支援をすることにしました。それでは、どう
して申請をしたのでしょうか。
　理由は三つありました。一つ目が環境の変化です。
職場は働き方改革を進めており、残業が限りなくゼ
ロに近い状態。兼業・副業する時間を確保しやすく
なったのです。そして、二つ目は将来のために役立

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

つと思ったからです。現在の若手社員は定年まで同
じ会社で働き続けるとは思っていません。兼業・副
業で（社会で）自分がどの位置付けなのかを、把握
するつもりなのです。三つ目は人に感謝されたいと
いう願望を満たしたいから。普段の職場で当たり前
と思われるようなことでも、周囲から「これは素晴
らしい」とたたえられるような体験をしてみたいと
思うようです。
　このように、収入を増やすということよりも、人
生を豊かにする意義を兼業・副業に感じることがで
きるようです。ちなみに大企業に勤める若者による
有志団体「Ｏｎｅ　ＪＡＰＡＮ」の調査によると兼
業・副業をしている人はわずか。ところが７割以上
の人が高い関心を示しているのです。会社は若手社
員が辞めないように職場環境の見直しを果敢に取り
組む時代になりましたので、兼業・副業を認める会
社が増えるに違いない……と筆者は考えます。
　ならば、経営者は兼業・副業したい人材を活用し
てビジネスを展開することを考えてみたらどうでしょ
うか。地域では採用が難しいと言われる販売支援や
経営企画などのノウハウ不足を兼業・副業者で補う
のです。すでに「スポットコンサル」という名称で
兼業・副業したい人材を多数登録して紹介する専門
会社が何社も登場しています。新たなビジネスマッ
チングの機会として活用を
検討してみてください。

「兼業・副業者の活用で、新たなビジネス展開を」
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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　道行く人の目を奪う大きなショーウインドーから
は高級感が漂い、絹を意味するフランス語をもじっ
た店名からも高級志向をコンセプトに据えた心意気
が伝わる。開業は昭和47年。「当時はブティックの
走りで、青森にパリの風を―の見出しで新聞にも取
り上げられました。商業ストリートであった新町商
店街ではなく、住宅街の一角（長島二丁目）にオー
トクチュールの店としてスタート。時代とともに
オーダーメイドが減り、今は開業時から扱っている
プレタポルテ（高級既製服）に力を入れています」。
　高校卒業後、服飾デザイナーになろうと東京の専
門学校で学んだ。青森のデパートでデザイナーとし
て業績を上げていった矢先、休暇を取ってファッ
ションの本場パリへ向かう。「見るものすべてが新
鮮で刺激を受けた。渡仏はファッションデザイナー
として独立したいと考えていた自分を後押ししてく
れた」と振り返る。七戸さんが目指したもの、それ
は頭の先から足の先までのトータルファッションで
その人をコーディネートする―というもの。そのス
タイルを今日まで一貫して通している。
　店内には「喫茶カウンター」があり、ここにも七
戸さんのこだわりが。「コーヒーの香りが漂い、優
しい音楽が流れる空間に身を置きながら洋服を選ん
でほしい」。カウンターには、趣味で集めたガラス
細工が並び、色とりどりのカップやグラスが楽しめ
るカウンターでのティータイムは、素敵な空間へと
誘う。出されるカップ一つひとつにも遊び心があふ

れ、店内を彩る絵画や小物、装飾品の数々もゴージャ
ス感を演出している。
　20歳代の若さで自分の店を開業し、人通りが少
ない立地環境の中で“ソワブランド” を育ててきた。

「顧客をつかむのは大変でしたが、スタート時から
のお客さんが足を運んでくれて、息の長いお付き合
いをしてもらった。ありがたいことです」。自分の
感性を信じて無我夢中で走り続けてきた。「後を託
す後継者がいないのが悩みかな…」と笑う。
　「一代限り」の思いを胸にしまい込み、健康が続
く限り自分流のおしゃれ心を伝えたい―と決意も新
たにする。「こんなブティックが八甲通りにあるこ
とを若い人に知ってほしい。トータルファッション
を通して輝く女性を応援したい」

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1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。

「ブティック�Soie（ソワ）」
� 代表　七戸　孝子�さん商 工 プ ラ ザ

開業45周年。洋服を選びながら素敵なコーヒータイムを

「コーヒータイムを楽しみながら自分にあった洋服を
選んで」と話す七戸さん
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