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■今月の表紙
「五稜郭公園の桜」
　写真は、満開に咲く五稜郭公園の桜を撮影した一葉
です。
　五稜郭公園は、４月下旬からゴールデンウィークに
かけて1,600本を超える桜が咲き乱れるお花見スポット
として親しまれている一方、箱館戦争で多くの志士た
ちが命を散らせ激しく戦った場所として知られています。
　箱館戦争は、1868年に京都の鳥羽・伏見に始まった
戊辰戦争最後の戦いで、1869年５月18日、蝦夷共和国
を夢見た榎本武揚が、黒田清隆率いる官軍に五稜郭を
明け渡し、戊辰戦争に終止符が打たれました。
　この戦いで散った志士たちを偲ぶため、1970年、有
志により始められた箱館五稜郭祭は、今年も５月19・
20日の日程で開催されます。

（イベントの詳細は、裏表紙裏 箱館五稜郭祭広告をご参
照ください。）
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■函館市内の企業の業種別　新規学卒者の初任給
　新規学卒者の初任給の学歴別総平均額は、高校卒が152,380円（平成28年度149,116円）、短大・専門学校卒が163,173円�
（平成28年度160,860円）、大学卒が176,267円（平成28年度175,594円）となっています。

 （単位：円）

業　　　種 高校卒 短大・ 
専門学校卒 大学卒 業　　　種 高校卒 短大・ 

専門学校卒 大学卒

全体 152,380 163,173 176,267 金融業、保険業 154,698 166,919 187,767

農業、林業 149,020 160,953 179,970 不動産業、物品賃貸業 170,000 175,000 190,000

漁業 135,333 142,900 159,700 学術研究、専門・技術サービス業 158,609 170,475 191,396

鉱業、採石業、砂利採取業 143,000 154,000 165,000 宿泊業、飲食サービス業 168,823 173,413 181,829

建設業 167,920 177,734 185,872 生活関連サービス業、娯楽業 179,100 188,900 200,150

製造業 154,203 165,693 181,790 教育・学習支援業 142,835 158,570 176,115

電気・ガス・熱供給・水道業 150,000 165,000 175,000 医療・福祉 143,830 155,459 164,987

情報通信業 170,588 184,725 192,725 複合サービス事業 155,960 164,180 176,200

運輸業、郵便業 153,498 161,560 175,190 その他サービス業 150,349 160,429 173,759

卸売業、小売業 150,638 162,574 179,897 -

■業種別　パートタイム従業員賃金（平均時間給）
　パートタイム従業員は１日、１週または１か月の労働時間が正規従業員より短い従業員をさします。
 （単位：円）

業　種 金額 業　種 金額 業　種 金額 業　種 金額

全体 969 製造業 848 金融業、保険業 965 教育・学習支援業 1,322

農業、林業 ― 電気・ガス・熱供給・水道業 792 不動産業、物品賃貸業 839 医療・福祉 1,015

漁業 916 情報通信業 984 学術研究、専門・技術サービス業 864 複合サービス事業 831

鉱業、採石業、砂利採取業 810 運輸業、郵便業 896 宿泊業、飲食サービス業 849 その他サービス業 907

建設業 1,043 卸売業、小売業 864 生活関連サービス業、娯楽業 916 ― ―

■業種別　基本給＋諸手当
　基本給と諸手当の合計額の男女別総平均額は、男性307,285円（平成28年度311,432円）、女性254,770円（平成28
年度259,911円）となっています。
　産業別では、男性は教育・学習支援業が408,273円で最も高く、次いで学術研究、専門・技術サービス業が397,188円、
金融業、保険業が386,278円となっており、女性で最も高いのは情報通信業で306,130円、次いで教育・学習支援業が
283,042円、医療・福祉が269,658円となっています。

※�基本給は、従業員個人の属性や職務の要求する要素によって決定される賃金をさしますので、本人給（年齢＋勤続＋学歴�等）、職能給、役職給、技能給等の合計額です。　
　また、諸手当とは、夏季手当を除く家族手当、住宅手当、通勤手当、時間外手当等の手当をさします。
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　函館市が市内の企業における従業員の賃金をはじめとする労働条件等の実態を把握することを目的に従業員
10人以上の2,029事業所を調査対象とし、641事業所の有効回答をもととした平成29年度の労務状況調査結果
の概況をお知らせいたします。

函館市内の企業における労務状況特集
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改正内容①：最長２歳まで育児休業の再延長が可能に

事業主の皆さん　働く皆さん
保育園などに入れない場合、２歳まで育児休業が取れるようになりました。

～平成29年10月１日から改正育児・介護休業法がスタートしました～

　保育園等に入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児・介護休業法が変わり、育児をしな
がら働く男女労働者が育児休業等を取得しやすい職場環境づくりが推進されます。

●�１歳６か月以後も、保育園等に入れない等の場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長２歳まで再延長できます。
●�育児休業給付金の給付期間も２歳までとなります。〔詳細はハローワークまで〕

改正内容②：子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ
　事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する
制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件等)を知らせる努力義務が創設されました。

改正内容③：育児目的休暇の導入を促進
　未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義
務が創設されました。

（育児目的休暇の例）　配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇など

■育児休業制度
　育児休業制度を就業規則等で定めている事業所は全体の79.4％で、育児休業中の賃金の取扱いは「有給」が4.8％、
「一部有給」が9.9％、「無給」が85.3％となっています。
　過去１年間に育児休業を取得した人数は、男性3人、女性249人、合計252人となっています。

■仕事と子育ての両立支援制度 
　就業規則等で定めている仕事と子育ての両立支援制度は、「育児のための短時間勤務制度」の回答が69.1％と最も多く、
次いで「所定外労働の免除」が51.6％、「子の看護休暇制度」が51.0％等となっています。

本特集は、函館市雇用労政課作成の労務状況調査をもとに作成しております。
詳細な内容については、下記ホームページでご確認ください。

■函館市　雇用労政課ホームページ■　http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/soshiki/roudou/
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育児・介護休業法の詳細な内容については、厚生労働省ホームページでご確認ください。

■厚生労働省ホームページ■　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html



中小企業相談所だより
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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。

　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。

金利 1.11％
 （平成30年４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

「高年齢者が年齢に関わりなく働ける職場づくり」に取り組む事業所の皆様へ

「６５歳超雇用推進助成金」のご案内
　この助成金は、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用環境整備、高年齢の有期
契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成するもので、高年齢者の雇用推進を図ることを目的としています。
本助成金はⅠ～Ⅲの 3つのコースに分けられます。

Ⅰ　65歳超継続雇用促進コース

概　要
　Ａ.65歳以上への定年引上げ、Ｂ.定年の定めの廃止、Ｃ.希望
者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれか
を導入した事業主に対して助成を行うコースです。

支給額
　定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅、60歳以上
の雇用保険被保険者数に応じて、下表の金額を支給します。

Ⅲ　高年齢者無期雇用転換コース
概　要

　50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転
換させた事業主に対して助成を行うコースです。 支給額

　対象労働者一人につき48万円（中小企業の場合　※1の場合60万円）、
但し支給申請年度１適用事業所あたり10人まで

Ⅱ　高年齢者雇用環境整備支援コース

概　要

　高年齢者向けの機械設備の導入や雇用管理制度の整備等につい
て、措置を実施した事業主に対して費用の助成を行うコースです。
対象となる措置は、Ａ.高年齢者向けの機械設備、作業方法、作
業環境の導入・改善（高年齢者の就労機会の拡大が可能となる機
械設備、作業方法、作業環境の導入・改善など）　Ｂ.高年齢者の
雇用管理制度の整備（職務に応じた賃金・能力評価制度、短時間
勤務制度などの導入・改善、法定外の健康管理制度の導入など）

支給額

　Ａ・Ｂいずれの場合も、ａ.措置に要した費用の60％（中
小企業の場合　※1の場合75％）と、ｂ.1年以上雇用されて
いる者であって60歳以上の雇用保険被保険者のうち「措置
により雇用環境整備計画の終了日の翌日から6カ月以上継続
して雇用されている人数×28.5万円（※1の場合36万円）」を比較
して少ない方の額を支給。

Ａ. 65歳以上への定年引上げ　Ｂ. 定年の定めの廃止 （　）は引上げ幅
措置内容

60歳以上
被保険者数

Ａ Ｂ
65歳まで引上げ 66歳以上に引上げ 定年の定めの

廃止（5歳未満） （5歳） （5歳未満） （5歳以上）
１～２人 １０万円 １５万円 １５万円 ２０万円 ２０万円
３～９人 ２５万円 １００万円 ３０万円 １２０万円 １２０万円
１０人以上 ３０万円 １５０万円 ３５万円 １６０万円 １６０万円

※定年引上げと、継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合の支給額はいずれか高い額のみとなります。

Ｃ. 希望者全員を対象とする66歳以上
　  の継続雇用制度の導入 （　）は引上げ幅

措置内容

60歳以上
被保険者数

Ｃ
66歳～69歳まで 70歳以上

（4歳未満） （4歳） （5歳未満） （5歳以上）
１～２人 ５万円 １０万円 １０万円 １５万円
３～９人 １５万円 ６０万円 ２０万円 ８０万円
１０人以上 ２０万円 ８０万円 ２５万円 １００万円

※ 1は生産性要件を満たした事業主（詳細はホームページを参照して下さい）

「６５歳超雇用推進助成金」の詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

がんばる経営、応援します！

マル経融資

まずは本所＜℡ 23-1181 ＞あて「マルケイの件で」とお電話ください。

事業者 経営指導員 日本政策金融公庫

➡ ➡審査会
推

　薦

日
本
政
策
金
融
公
庫

相談・申込受付

指導・調査

融資実行

貸付限度額
2,000万円

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html


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
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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／5月16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／6月12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／5月25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／5月23日㈬ 11：00〜16：00
相談員／英知国際特許事務所所属弁理士

北海道知財総合支援窓口担当者

経営相談
経営上の様々な課題についてのご相談
実施日／6月13日㈬ 13：00〜16：00
相談員／公認会計士　鎌田　直善氏

北海道よろず支援拠点（道南拠点）のご案内
開設日　�毎週火曜日　９：００～１７：３０�

※事前に電話等でご予約されるとスムーズです。

所在地　函館市桔梗町３７９　北海道立工業技術センター内
　　　　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　℡０１３８－８２－９０８９

秘密厳守相談無料

*函館の皆様と共に48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

■新商品や新サービスを作ったが思うように売れない。
■売上を伸ばすため新たな事業に取り組みたい。
■ビジネスモデルを見直して収益力を高めたい。
■会社をもっと良くしたいが、何から手をつけていいかわからない。

■社員のやる気をもっと引き出したい。
■やりたいことを実現するために、創業に向けて準備したい。
■事業承継に向けた新体制作りや人材育成がしたい。

北海道よろず支援拠点 は皆様の前向きな取り組みを共に考える

中小企業経営の応援団 です。

皆様からのあらゆるご相談をお待ちしております。

ご
相
談
者

よ
ろ
ず

支
援
拠
点商工会議所等�

支援機関
相談

一緒

直接相談窓口へ

単独で

具体的なアドバイス

専門家の派遣

適切な相談先のご紹介

ご相談の
流れ

売上拡大
販路を開拓したい
営業戦略を見直したい

経営改善
生産性を上げたい
業務のムダを省きたい

資金調達
融資を受けたい
助成制度を活用したい

起業創業
創業をしたい
事業計画を作りたい
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ＣＨＩＬＬＮＯＷＡ
　当店は、大門グリーンプラザの通りに店を構え、スポーツ
バイクはじめとする各種自転車、自転車パーツ、スケート
ボード、雑貨・インテリア等を取り扱っており、平成26年
４月のオープン以来、市内の自転車乗りやスケーターの皆
様にご愛顧いただいております。
　スポーツバイクは、お客様それぞれの身体的特徴によっ
てフィットするものが異なり、細かな違いが走りに影響を
与えます。お客様が本当に納得して自分ぴったりの自転車
を選び、より安全に、より長くサイクリングを楽しんでい
ただけるようサポートすることを当店の最も重要な仕事と
捉えています。
　当店では、完成品を売ることもありますが、フレームや
ハンドル、タイヤ等、お客様が選んだパーツで自転車を完
成させ販売することも多いです。そのため、お客様とのコ
ミュニケーションを密にし、癖や趣向の理解に努め、様々
な選択肢を説明しながらお客様に本当に合った商品をご提
案いたします。
　また、当店で購入したものだけでなく、ネットや他店で
購入した自転車の持ち込み修理・カスタム等を行っており、
お客様の自転車ライフを手厚くサポートいたします。サイ
クリング初心者の方も大歓迎ですので、自転車のことなら
当店へ気軽にご相談下さい。

サイクルスポーツと地域の魅力
　サイクルスポーツは、基本的なメンテナンス方法の学習
や乗り慣れるまでの身体作り等が必要ですが、基本的に高
度な技術を必要とせず、年齢・性別問わず気軽に始めやす
い趣味として、近年、健康志向の向上とともに人気が出て
きています。
　道南地域は過ごしやすい季節が長く、自然に恵まれ、季
節によって表情を変える景観や絶景スポット、道の駅や美
味しいレストラン等のグルメスポットが点在し、ツーリン
グに適したエリアと言えます。普段、車で通り過ぎている
道も自転車で通ることにより様々な発見があり、郊外での
ツーリングでは、大沼をはじめ、駒ヶ岳や横津岳等、雄大
な自然と素晴らしい景色が待っています。
　当店では、豊富な種類のサイクルスポーツ用の自転車を
取り揃えているほか、これからサイクリングを始めるお客
様へ、安全のための注意事項やメンテナンス方法等の基
本的な知識の説明やご相談も承っており、初心者の方が安
心してサイクリングを楽しめるようバックアップいたしま
す。また、買っていただいた自転車を趣味としてより長く
続けていただけるよう、ツーリングイベント等を定期的に
開催し、お客様と一緒にサイクリングに出かける機会を
設けています。このような活動を通じて、お客様に函館・
道南でのサイクリングの魅力を伝えていければと考えてい
ます。

今後の目標
　今後も、サイクルスポーツを楽しむためのサポートを通
じて、多くのお客様により健康的で、活動的なプライベー
トを過ごしていただけることを願っています。
　また、自転車に係る商品知識や店舗経営についての勉強
を続け、より質の高いサービスを提供できるよう研鑽を重
ねてまいります。

Ｃ
チ ル ノ ワ

ＨＩＬＬＮＯＷＡ
代表　横田　直明

テーマ サイクルスポーツと地域の魅力
NOW会員

CHILLNOWA
函館市松風町10-5　TEL 0138-83-5044

Data

Vol.56

自転車は約40品取り揃え、種類も豊富

パーツやメンテナンスグッズ等
たくさんのアイテムが並ぶ店内



レストラン　エル・アペティー

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
きりとり線−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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函館商工会議所会員様 限定優待情報
５月１５日～６月１５日までの間、一品８００円以上のメニューをご注文いただくと…

ドリンクを一杯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。

※優待券は一度のお会計につき一枚まで使用可、4名様まで有効、その他のクーポンとの併用はできません。
　種類はコーヒー、紅茶、ソフトドリンクのみとさせていただきます。（アルコール類は含みません）

優待情報については直接店舗へお問合せ下さい。

熱帯植物園の近くに店を構える洋食屋さん
　当店は、湯川町、熱帯植物園の近くに店を構えるレストランで、
20年前にオープンして以来、市民をはじめ観光客等の市外の皆様か
らもご愛顧いただいております。
　当店は、ハンバーグ、チキン・ポークカツ、ポークソテー等のセッ
トメニューをはじめ、新鮮な海の幸をふんだんに使用したパスタや
カルパッチョ等、50種類以上のメニューをご用意しております。
　パスタは「炙り帆立のクリーム仕立て」がおすすめで、カニフレー
クを使用したクリームは濃厚な味わい、このソースに絡めて肉厚の
ホタテを食べれば、プリプリとした食感と魚介の旨みが口いっぱい
に広がります。
　料理だけでなくお店作りにもこだわっており、木を基調とした優
しい雰囲気の内装となっております。ゆったりとくつろぎながら当
店自慢の料理をお楽しみ下さい。

コース料理も承っております
　当店ではコース料理も取り扱っており、ランチコース（2,200円～）、
ディナーコース（3,800円～）、ペアセットディナー（お二人様4,500円）
等、リーズナブルな価格でご提供いたします。お誕生日や記念日等、
いつもより少し贅沢な食事をしたい時は、是非当店へお越し下さい。

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/

書道家　武田　双雲

世の中のあらゆるサービスや水や電気

など日常でお世話になっているすべて

のものを、贈り物だととらえると人生

は一変する。

木を基調とした優しい雰囲気の内装

カニの風味が香るクリームと肉厚のホタテ
～ 炙り帆立のクリーム仕立て ～

レストラン　エル・アペティー
営業時間　１１：００～１４：３０　１７：００～２０：００
定 休 日　木曜日
備　　考　駐車場５台有

住　　所　函館市湯川町３-２-３
Ｔ Ｅ Ｌ　０１３８－５７－８８４１

Member’s Board
函館商工会議所

会員様限定優待券

レストラン  エル・アペティー

一
品
800円

以
上
のメニューをご注

文
で
　

ドリンク
一
杯
サ
ー
ビ
ス

※優待券は一度のお会計につき一枚まで使用可、

4名様まで有効、その他のクーポンとの併用はできません。

種類はコーヒー、紅茶、ソフトドリンクのみとさせていただきます。

（アルコール類は含みません）

使用期間／平成30年5月15日
(火

)～6月15日
(金

)
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　去る４月26日、平成30年度道南商工会議所連絡
協議会を竹葉新葉亭において開催しました。
　会議は、本年７月 6 、 7 日に釧路市で開催される
第68回全道商工会議所大会へ、道南ブロックとし
て提出する議案について協議を行うもので、浦河、
苫小牧、登別、室蘭、伊達、森、函館の７商工会議
所から、それぞれ提案事項について説明が行われま
した。
　本所からは、中小企業振興関係６項目、運輸観光
関係６項目、地域振興関係４項目の計16項目の提
案を行い、各地からの提出議案については、北海道

商工会議所連合会が集約し、全道大会において中央
要望の事項として決議されます。

　去る４月23日、北海道と北東北の縄文遺跡群の
世界遺産登録を目指す自治体で組織された「縄文
遺跡群世界遺産登録推進本部」（本部長 三村 申吾 
青森県知事）と国会議員や地方議会議員らで組織
する「「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」
世界遺産登録推進議員連盟」（会長 鈴木 俊一 衆議
院議員）の合同による総決起大会が衆議院第一議
員会館において行われました。
　当日は、遺跡群のある北海道・青森・岩手・秋
田県の知事や工藤市長をはじめとする渡島管内か
らの関係者、国会議員、本所からは道南縄文文化
推進協議会長の境副会頭が参加し、総勢200名が北
海道・北東北の縄文遺跡群世界遺産登録を目指し
気勢をあげました。大会後には、菅官房長官、林

文部科学相、宮田文化庁長官へ世界遺産登録に向
けた文化審議会での国内推薦を求める要望書を提
出しました。
　また、本所では世界遺産登録に向けた地域の機
運醸成を目的に、道南縄文文化推進協議会 賛助会
員を随時募集しております。登録実現に向け、地
域の皆様のご協力をお願いいたします。(詳細につ
きましては、13頁をご参照ください。)

▲連絡協議会の様子

▲世界遺産登録に向け気勢を上げる出席者

道南商工会議所連絡協議会
全道商工会議所大会への提出事項を協議

会議所のうごき

「北海道・北東北の縄文遺跡群」
世界遺産登録推進総決起大会
東京五輪開催2020年の世界遺産登録を目指し要望
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　去る４月４日、標記地鎮祭がＪＲ函館駅に隣接す
る開発予定地において行われ、工藤市長、久保会頭
はじめ市内関係者が出席し、工事の安全と早期完成
を祈りました。
　同施設は大和ハウス工業㈱により開発が進められ、
ホテルと店舗からなる複合商業施設として2019年
12月に開業が予定されています。ホテル棟には客
室のほか、インバウンドの長期滞在型観光にも対応
可能な設備が設けられ、商業施設は「店舗棟」と「カ
フェ棟」の 2 棟からなり、施設の完成後、函館駅前
の賑わい創出が期待されます。
　また、都市災害時に近隣住民の災害対策本部の役
割を果たすＥＲ（エマージェンシーレスポンス）機
能を持ち、道内では札幌に次ぐ 2 棟目のERビルと
して防災医療拠点の機能も期待されます。

　去る４月10日、函館市役所において、函館市・
市内高等教育機関８校の理事・運営委員24名が出
席し標記理事会が開催されました。
　キャンパス・コンソーシアム函館は、函館市にお
ける高等教育の充実・発展のため、市と高等教育機
関が連携し各種事業を行う組織で、今年度からは産
学官が連携し、若者の人口減少の影響を最小限に抑

え、大学等の卒業生を地元に残し、受け皿となる企
業の育成や学生の地元への関心を高めること等を目
的に、本所が理事に加わることになりました。
　当日は、平成30年度事業計画（案）ならびに予算

（案）について審議を行い、いずれも原案のとおり承
認されたほか、「地域の高等教育機関等の連携に関
する中長期計画」を10月までに策定することが確
認されました。　

　去る４月18日、ホテル函館ロイヤルにおいて、
議員会(成澤茂 会長) 主催による春の議員懇話会が
開催されました。
　当日は、日本政策投資銀行北海道支店の坂本次長
(兼函館事務所長)を講師に迎え、「これからの地域
づくり〜函館の観光に期待すること〜」と題し講話
が行われました。近年、増加傾向にあるインバウン
ドならびに新幹線による国内観光客に対し「北海道
観光に関する訪日外国人旅行者の意向調査」や「北
海道新幹線開業による経済波及効果」等様々な統計
を中心としたレポートを基に今後の課題や対応につ
いて提言されました。
　出席者一同、観光のみならず函館地域の振興発展
について、課題も含め改めて今後の可能性を再認識
する貴重な機会となりました。
　なお、懇話会終了後、引き続き講師を交えての懇
親会も開催されました。

▲坂本次長による講話の様子

▲記者会見の様子

キャンパス・コンソーシアム函館　理事会

議員懇話会

みんなの家『地球』みんなで大事にしよう !

安 心 と い う 選 択

函館環境衛生 検 索

www.hakodate-kankyo.com
©函館環境衛生株式会社

パ
ッ
カ
ー
く
ん

ロイヤルパークスＥＲ函館駅前　地鎮祭
函館駅前の賑わい創出や防災医療拠点の機能に期待
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　去る４月４日、本所議員室において、標記委員会
正副委員長会議を村瀬副会頭、折谷委員長、須田副
委員長が出席し開催しました。
　当日は、函館市国際水産・海洋都市推進室の長尾
次長より函館国際水産・海洋都市構想について、地
域の学術研究機関や企業との産学官連携の促進、未
利用海藻や戦略的魚介類等の新たな水産物に目を向
けた研究開発事業の支援、市民の海洋都市構想への
関心を高めるイベントの開催、函館頭足類科学研究
所によるイカの生態や資源変動に関する調査・研究
等、今年度の主な活動内容が説明された後、活発な
意見交換が行われました。　
　その後、今後の委員会活動について協議を行いま
した。海洋都市構想では、マリンサイエンスの分野
で世界をリードする学術・研究拠点都市を目指して
おり、当委員会としても水産海洋都市について「知
る・観る・繋ぐ」機会を増やすことを今後の活動指
針とし、先進事例の学習や「イカ資源評価と予測に
関する講演会」等、推進機構が行う事業の周知協力
等を行っていくことが確認されました。

　去る４月25日〜26日、弘前商工会議所等主催「弘
前観桜会」100周年を記念した議員視察会を実施し、
久保会頭はじめ17名が参加しました。弘前商工会
議所とは平成23年度より、「津軽海峡観光クラスター
会議」創設を契機として連携を深めています。
　25日には弘前商工会議所議員との夕食懇談会が
開かれ、冒頭弘前の清藤会頭より「函館の多くの
皆様に弘前のさくらまつりをご覧いただけてとて
も嬉しい」との歓迎挨拶があり、本所久保会頭も「100
周年という記念すべきときにこのように交流がで
きることはありがたく、今後も弘前の皆様とのつ
ながりをますます発展させていきたい」と感謝の
意を述べ、和やかな雰囲気で両商工会議所の懇親
を深める場となりました。
　26日には年末恒例の「今年の漢字」でおなじみ
の京都・清水寺　森清範貫主を招いた「さくらの
都にいっ筆啓上つかまつる」のイベントをはじめ、

満開の桜が咲き誇る弘前公園内を視察し、盛会裡
に終了しました。

　去る 4 月23日、平成30年度定時総会ならびに
第62回函館圏優良土産品推奨会表彰式がフォーポ
イントバイシェラトン函館において開催されました。
　総会では、宮本会長はじめ会員14名が参加し、
平成29年度事業報告ならびに収支決算、平成30年
度事業計画（案）ならびに収支予算（案）について審
議が行われ、いずれも原案のとおり承認されました。
また、役員改選では宮本会長はじめ役員全員が留
任となりました。
　その後は、去る 3 月19日に開催された推奨会の
受賞企業や審査委員等21名が参加し表彰式が行わ
れ、各賞を受賞された11社に対し宮本会長より楯
が贈られました。また、懇親会では、受賞商品を
景品とした抽選会を行う等、和やかな雰囲気のな
か交流を深めました。

▲「さくらの都にいっ筆啓上つかまつる」での記念写真

▲宮本会長（左）より楯を受け取る受賞者

みなみ北海道地区観光土産品
公正取引協議会
平成30年度定時総会ならびに第62回函館圏優良
土産品推奨会表彰式を開催

弘前商工会議所等主催「弘前観桜会」
100周年記念議員視察会

水産海洋都市推進委員会
正副委員長会議
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　去る４月19日、平成30年度通常総会・懇親会を
山矢会長はじめメンバー16名が出席し、料亭冨茂
登において開催しました。
　通常総会では、平成29年度事業報告ならびに収
支決算、平成30年度事業計画（案）ならびに収支予
算（案）について審議が行われ、いずれも原案のとお
り承認されました。また、役員改選では、山矢会長
はじめ役員全員が留任することとなりました。
　その後、外崎青年部会長を来賓として招いての懇
親会が行われ、和やかな雰囲気の中、会員相互の交
流を深め、盛会裡に終了しました。

【平成30年度 正副会長】

会　長　山矢 　卓（留任）
副会長　野呂 信詞（留任）
副会長　薄田 英明（留任）

　去る 4 月24日、平成30年度定時総会を今会長は
じめ28名が出席し、ホテル函館ロイヤルにおいて
開催しました。
　定時総会では、平成29年度事業報告ならびに収
支決算、平成30年度事業計画（案）ならびに収支予
算（案）について審議が行われ、いずれも原案のとお
り承認されました。
　また、役員改選では、会長に今会長が再任され、
右記のとおり新体制が決定しました。
　総会後に行われた懇親会では、酒井専務理事、外
崎青年部会長を来賓として招き、和やかな雰囲気の
中で交流を図り、また、新任の役員や各委員長が今
年度の事業活動について意気込みを述べる等、盛会
裡に終了しました。

【平成30年度 正副会長】

会　長　今　 千　尋（再任）
副会長　綱　 くみ子（再任）
副会長　平山 勢津子（新任）

第62回函館圏優良土産品推奨会　函館市長賞
幸福のずわいがに

（100ｇ）………………… 1,080円
(税込)

ず
わ
い
が
に
の
旨
さ
と

　
　洋
風
作
り
が
口
の
中
で

　
　
　幸
せ
を
呼
び
込
み
ま
す
。

函館市日乃出町20-12　TEL：0138-56-1256
URL:https://e4043.secure.jp/~e4043068/company.shtml 

㈱味の海豊㈱味の海豊

▲開会に先立ち挨拶をする山矢会長

▲総会を終えての記念写真

青年部ＯＢ会
平成30年度通常総会・懇親会を開催

女性会
平成30年度定時総会・懇親会を開催
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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	 山　本　広　行　氏
	 	 	 	 （新）代表取締役社長	 橋　本　弘　昭　氏
	 （平成30年４月１日付）

・３号議員	 （旧）北海道電力株式会社函館支店	 支店長　	 名　畑　　　優　氏
	 	 （新）北海道電力株式会社送配電カンパニー函館支店
	 	 	 	 支店長	 樫　原　一　朗　氏
	 （平成30年４月１日付）

・３号議員	 株式会社北洋銀行函館中央支店	 （旧）常務執行役員支店長	 飯　田　祐　司　氏
	 	 	 	 （新）常務執行役員支店長	 野　際　　　斉　氏
	 （平成30年４月１日付）

・１号議員	 函館日産自動車株式会社	 （旧）代表取締役	 三　野　正　博　氏
	 	 	 	 （新）代表取締役	 山　寺　昭　壽　氏
	 （平成30年４月１日付）

議員の異動

大雪の経済的影響に関する調査結果について

12

　去る 4 月23日、銭亀沢地区女性部の平成30年度
通常総会を林部長はじめ12名が出席し、イマジン
ホテル＆リゾート函館において開催しました。
　当日は、平成29年度事業報告ならびに収支決算
報告について、平成30年度事業計画（案）ならびに
収支予算（案）について審議し、いずれも原案のとお
り承認されました。
　総会終了後は、懇親会が行われ部員同士の交流を
深め盛会のうちに終了しました。 ▲総会を終えての記念写真

　函館市はこの冬、気象台が降雪の統計を開始以来過去最高の累積降雪量（510cm）を記録し地域経済への影響が多大
なものとなったため、本所では、大雪による企業の状況を把握し、調査結果を踏まえ今後の対策及び関係機関要請を進
めることを主旨として、本所会員企業を対象にアンケート調査を行いましたので、調査結果の一部を下記の通りお知ら
せいたします。
　ご回答いただいた皆様につきましては、調査にご協力賜り誠にありがとうございました。
Ⅰ　調査期間　　　平成３０年３月９日（金）～２２日（木）
Ⅱ　調査方法　　　函館商工会議所会員事業所のうちＦＡＸ設置法人企業へＦＡＸにて調査票送付・回答
Ⅲ　回答者属性　　回答数１５１件（依頼数１，３０６件、回収率１１．６％）

Q１． 今シーズン（11月～3月）の大雪で自社の経営に影響はありま
したか？（N=151）

ａ．大きな影響があった ４８ ３１．８％
ｂ．少し影響があった ６３ ４１．７％
ｃ．あまり影響はなかった ３１ ２０．５％
ｄ．影響はなかった ９ ６．０％

Q２． 設問１で、a.大きな影響があった、b.少し影響があった、と回答し
た方の被害額・内容（N=111）

■１１１件のうち概算損失額記入企業７１社の損失額� （万円）

ａ．社屋・機械・設備・車両など固定資産の損害 ２，３３３
ｂ．売上・客数・行事とりやめなどに関する損害 ７，９５３
ｄ．仕入・調達(製造原価)に関する影響 ５７０
ｅ．販管費・諸経費に関する影響(除雪・外注費・残業代等） ３，３２１
� ７１社損失額合計 １４，１７７

� １社平均200万円　最大約2,000万円

本アンケート調査結果は、本所ホームページにてご覧いただけます。
（函館商工会議所ホームページ　http://www.hakodate.cci.or.jp/）

銭亀沢地区女性部
平成30年度通常総会・懇親会を開催
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管理者 管理者ドライバー

北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録のため皆様のご協力をお願いいたします !

道南縄文文化推進協議会　賛助会員募集

1名につき1,000円（年会費無料）
函館市縄文文化交流センターの入館料が、賛助
会員証をご提示で、無料になります

お問合せ先
道南縄文文化推進協議会　事務局　函館商工会議所内
ＴＥＬ ０１３８-２３-１１８１　ＦＡＸ ０１３８-２７-２１１１ http://www.hakodate.cci.or.jp/activity/8206.html

　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！
　当協議会の詳細や賛助会員の入会方法等については、下記の連絡先にお問い合わせいただくか、函館商工会議所
ホームページ「道南縄文文化推進協議会」のページをご参照ください。

入会金 特　典

道南縄文文化推進協議会

　国内有数の研究者を招聘し、近年のスルメイカの資源動向や今期の見通し、加工原料として利用される
海外イカの資源と漁獲動向についての講演会を開催します。

　　　　　　※参加にはＦＡＸまたはＥメールによる事前申込が必要です。申込方法については、下記ウェブサイトをご確認ください。
（一財）函館国際水産・海洋都市推進機構　https://www.marine-hakodate.jp/

日　　時／ 平成３０年５月３０日㈬　１３時３０分～１７時００分

会　　場／  函館市国際水産・海洋総合研究センター 大会議室 （弁天町２０番５号）

定　　員／  １５０名
申込締切／５月２５日㈮まで

ご案内 Information

イカ資源評価と予測に関する講演会

参加無料

申込先
（一財）函館国際水産・海洋都市推進機構
〒０４０-００５１　函館市弁天町２０番５号
電　話：０１３８－２１－４７００　ＦＡＸ：０１３８－２１－４６０１
メール：offiｃｅ@mａrinｅ-hａkoｄａtｅ．jp

主催：（一財）函館国際水産・海洋都市推進機構、函館市

平成30年度



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

新入会員様のご紹介をお願いいたします
　地域の商工業者の力が商工会議所の力に、そして地域経済の力となります。
　皆様にはぜひ会員に加入いただき様々な声を寄せていただくとともに、また各種の会員サービス
を経営にお役立ていただきながら商工会議所会員として活発に事業展開されることを願っています。
　つきましては、会員企業の皆様におかれましても、お知り合い、関係先の事務所を是非ご推薦、ご紹
介賜りますようお願いいたします。

　個人、法人、規模、業種を問わず、原則として本所地区内に事業所を置く事業者の方、またはそれ以外の事
業者で本所趣旨に賛同される方。さらに、地域経済に寄与する産業として医療・福祉・宗教法人・士業サー
ビス業等の方もご加入することができます。

お問合せ先　企画情報課　０１３８-２３-１１８1

入 会
資 格
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㈲神山食研
代 表 者／神山　和人 
電話番号／0138-45-7171
住　　所／函館市亀田本町4-8

㈱サイン 部屋モード函館店
代 表 者／境　崇裕 
電話番号／0138-76-3426
住　　所／函館市鍛治１丁目11-8

　市内に中華料理店「雅
が
龍
りゅう
」、「虎

フーロン
龍」の２店舗、松風町に

居酒屋「寿
じゅらく
楽」を地域密着店として営業している会社です。

　賃貸物件、不動産
管理及び売買と不動
産全般を取り扱って
おります。
　スタッフ一同、お
客様のご来店を心よ
りお待ちしております。

新
入
会
員
ご
紹
介

ご入会ありがとうございます。New Face



知って得するビジネスマナー

15

　ビジネスの連絡手段の一つとして、メールがすっ
かり定着しました。重要な連絡事項は書面でやりと
りしたり、電話や対面で伝えたりするのがマナーで
すが、比較的重要度が低い内容の場合や急ぎの用事
ではない場合などは、メールによる連絡で問題あり
ません。
　メールには、相手がメッセージを読んだかどうか
が分かるＬＩＮＥの「既読」表示のような機能は基
本的には無いので、送信先の相手は、送信者に気兼
ねすることなく自分のペースで読むことができます。
返信の主導権も相手にあります。このように、メー
ルは相手に即時性を要求しない情報伝達ツールなの
で、送る側もある程度気軽に利用できます。
　しかし、だからといって、いつでもメールを送信
してよいというわけではありません。メールを送信
するタイミングにも、しかるべきマナーが存在します。
　昨今では、スマートフォン（スマホ）もずいぶん
普及しました。ビジネスでスマホを利用している人
もたくさんいます。そして、スマホを利用していれ
ばお分かりかと思いますが、パソコンに設定されて
いるアドレスにメールを送った際、スマホでもこれ
を受信するよう設定することができます。パソコン
に送信されたメールをスマホでは受信しないように
することもできますが、忙しい経営者やビジネスマ
ンなら、いつでもメールを確認できるように、たい
ていの人がスマホにも受信設定されているのではな
いでしょうか。

　パソコンに送られたメールをスマホでも受信する
と、音が鳴ったりバイブレーション機能が作動した
りして知らせてくれます。これは便利な機能ではあ
りますが、就寝中や休日に作動したら、相手にとっ
て迷惑になる可能性は十分に考えられます。
　メールのタイトルや本文に、「明朝、お読みくだ
さい」「お休み明けの明日以降、お手すきの際に返
信ください」などと記しても、読む側としてはどう
しても急かされた気分になってしまいます。また、
真夜中や休日にメールを送ると、相手が社内の人で
あれば「頑張っているな」と思ってもらえるかもし
れませんが、社外の人の場合には、「ブラック企業」「働
き方改革に逆行している時代遅れの会社」と思われ
てしまうかもしれません。
　電話やファクスとは異なり、いつ送ってもよいよ
うに思ってしまいがちなメールですが、相手が受け
取るタイミングもきちんと考慮して送るのがマナー
です。その判断基準を社内で明確化・ルール化し
ておくとよいでしょう。
　ただし、ビジネスシーンでは、どうしても緊急に
連絡を取らなくてはならない場合もあります。その
際に、夜間や休日だからといって連絡を遠慮してい
ては、かえって相手に迷惑を掛け、損害を与えかね
ません。緊急の場合は、ルール適用外として、遠慮
なくメールを送りましょう。メールに加えて、電話
でも連絡するのをお忘れなく。

　人財育成トレーナー・ビジネスマナー講師。大学卒業後、日系および外資系航空会社にて国際線
客室乗務員として17年間勤務。現在は、人財育成トレーナーとして接遇サービス、対人コミュニケー
ションについての講演・研修を企業や団体にて行う。客室乗務員時代に身につけたファーストクラ
ス仕様のサービスを元にした、ユニークな研修が好評を博す。年間180回以上の研修と講演をこなす。
著書に、『ファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣』『15秒で口説く　エレベーターピッチの達
人』などがある。

美月　あきこ /みづき・あきこ

「ビジネスメールのマナー」 人財育成トレーナー　美月　あきこ
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　修業時代含め、この道57年―。「17歳の若さで上
京。偶然目にした虎ノ門にある中国料理店の『コッ
ク募集』を目にして飛び込んだのが、この世界に入
るきっかけでした」。東京、神奈川、静岡で修業を
積んだ後、帰青。調理人としてさらに経験を重ね、
昭和59年に独立、「豪華殿」を開店した。「以来34年。
お客さんの健康を第一に考えたメニューを提供する
ことをモットーにここまでやってきました」。
　ナマコ調理の第一人者としても知られる。身が固
く、食に適さないため廃棄されていた地元産フジナ
マコ（別名キンコ）に着目、研究に次ぐ研究の末、
独自の加工方法を編み出し（特許取得）、食用化に
成功した。店内にはナマコの瓶詰や燻製、ナマコの
サプリメントが並ぶ。「文献を調べると、ナマコに
は薬効があり健康にいいということが分かった。捨
てられていたものをなんとか食用に蘇らせたかっ
た」。その卓越した技能が認定され、青森市の平成
29年度「匠の職人」に選ばれた。「光栄ですね。こ
こまで頑張ってきて良かった」。
　「なまこ旨煮ラーメン」、「ナマコ煮定食」などナ
マコをふんだんに使った創作料理は十種類以上を数
える。柔らかく、ぷりっぷりっとした食感が好評だ。
イカスミが練り込まれた真っ黒いまんじゅう皮の中
にナマコの具材を入れた「いかすみナマコまん」は
評判を呼び、ご当地グルメの一品として全国ネット
のテレビで紹介された。

　県産ナマコの食ブランド化を目指している協議会
のメンバーでもある佐藤さんは、県産ナマコの国内
消費拡大はもとより、海外向けの商品開発にも意欲
的に取り組んでいる。「県などが主催している商談
会にも積極的に参加、台湾など海外バイヤーに県産
ナマコを積極的に売り込んできており、手応えを感
じています。見た目は悪いですが、美味しくて栄養
のある県産ナマコを売り込みたい」。
　料理技術講習会で講師を務めるなど後進の育成に
尽力するほか、自店における小・中学生への職場体
験や社会福祉施設への慰問など社会貢献活動にも積
極的。「私自身、多くの人の助けがあってここまで
きました。こうした活動は感謝の気持ちであり、今
後も続けていきます」

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4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。

「中国料理「豪華殿」」
� オーナーシェフ　佐藤　希彦�さん商 工 プ ラ ザ

中国料理一筋57年。「匠の技」で県産ナマコの食用化に道筋

「テーブル席50、20人が入れる和室も用意。宴会や貸し
切り利用にも応対しています」と話す佐藤さん



維新行列・音楽パレード

開城セレモニー

碑前祭

前夜祭

五稜郭タワーアトリウムの催事

■「中島三郎助父子最後之地」碑前・・・・・・・・・・【１０時～】
■「碧血碑」前・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【１０時５０分～】
■「土方歳三最期之地」碑前・・・・・・・・・・・【１１時３０分～】
■五稜郭タワー「箱館戦争供養塔」前・・・・・・・・【１２時～】

■土方歳三コンテスト優勝者紹介・歓迎レセプション
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【18時～】

■五稜郭公園特設ステージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【15時ころ～】

箱館五稜郭祭記念式典
■開会宣言　■主催者挨拶　■錦旗授与 ほか・・・・・・・・・・・・・・・・【13時～】

土方歳三コンテスト全国大会・・・・・・・・・・・・【13時15分～】

中島町廉売通り　維新行列出発地点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【１３時スタート】

千代台公園　音楽パレード出発地点

行啓通り　戦闘シーンのパフォーマンス・・・・・・・・【１３時１５分～１４時３０分】

五稜郭公園特設舞台　開城セレモニーなど

※開催において多少の
　変更がある場合もご
　ざいます。

※開催において多少の
　変更がある場合もご
　ざいます。

5月

●土
19

次代を拓こうとする士たちがいた。
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後援：函館市・函館商工会議所・(一社)函館国際観光コンベンション協会
協力：陸上自衛隊第28普通科連隊・陸上自衛隊第11音楽隊主催：箱館五稜郭祭協賛会

5月

●日
20

5月
12：30～14：30

日（日）20
●片側１車線通行止め
　中島町（廉売）～本町（12:30～13:30）
●全面通行止め
　中島町廉売通り（12:30～13:30）
　行啓・維新通り（13:00～14:30）
　千代台（青年センター前）（12:00～14:00）
　最上寺横通り（13:00～14:30） 
　本町シエスタ横通り（13:00～14:30）

維新行列交通規制

丸井
今井

中部高校

国道278号線

千代台公園

高 砂 通 り

競
輪

通
り

協会病院

道新
五稜郭
   公園

中島廉売

12：30～13：30

13：00～14：30

出発地点
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