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■今月の表紙
「2018函館マラソン」
　写真は、７月１日に開催された2018函館マラソンの
千代台公園陸上競技場でのスタートの様子を撮影した
一葉です。
　当日はあいにくの雨となりましたが、街を駆け抜け
るランナーを一目見ようと大勢の観客が集まり、陸上
競技場や沿道から温かい声援をはじめ、第12エイドに
あたる緑の島では、ミスはこだてが駆けつけたほか、
函館巴太鼓振興会による演奏等、熱いエールが送られ、
ランナーを励ましました。
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　中小企業等の業務効率化や売上向上に資する
簡易的なＩＴツール（ソフトウェア、アプリ、サー
ビス等）の導入を支援し、ＩＴ導入支援事業者
※による代理申請や導入後のフォローアップ等
を通じて、補助を申請する中小企業の煩雑な手
続きを解消しつつ、着実な生産性向上を促す補
助金です。総額30万円以上のＩＴ投資を検討さ
れている企業等にご活用頂けます。
※�ＩＴ導入支援事業者とは、本補助金で中小企業・小規模事業者のみなさまにＩＴツールを提供するために、事務局へ登録及び認定を受けた
ＩＴベンダー・サービス事業者です。

　本特集は、平成30年６月時点の情報を基に作成した「ＩＴ導入補助金」の概要です。申請にはこのほかにも条件等がござ
いますので、実際に申請を行う際は、下記のホームページでご確認ください。

① 多彩な I Tツールの中から自社のニーズに合わせてツールを選べる。
多数のI T導入支援事業者によって、皆様の様々な課題・ニーズに対応したI Tツールが登録されています。

② I T導入支援事業者が、補助金の交付申請や実績報告等の申請・手続きをサポート。
I T 導入支援事業者が必要な情報を取りまとめてくれるので、初めて補助金を申請する方も安心です。

③ ホームページには業務効率化・売上アップに向けた情報が満載！
いくつかの質問に答えるだけで自社の経営状態を診断できるオンラインツールや、I Tツールの導入で生産性
を向上させた事業者の取り組み事例等、経営改善のヒントが満載です。

　中小企業、小規模事業者(飲食、宿泊、小売・卸、運輸、介護、
保育等のサービス業のほか、製造業や建設業、医療法人、社会
福祉法人、ＮＰＯ法人、各種組合等)

上限額 下限額 補助率

５０万円 １５万円 １/ ２

ソフトウエア、クラウド利用費、導入関連経費等
　本補助金のホームページに公開されているITツールが補助
金の対象です。

補助事業者（中小企業・小規模事業者等）の交付申請
二次公募 平成３０年６月２０日（水）～８月３日（金）
三次公募 平成３０年８月中旬～１０月上旬〈予定〉

平成29年度補正予算
サービス等生産性向上IT導入支援事業

ＩＴツールを導入して業務効率化・売上アップを目指しましょう！

ＩＴ導入補助金とは…

自社の課題・ニーズに合わせて様々な業種・組織形態の方にご活用いただけます！

１ 補助対象事業者

【顧客管理システムを導入】
　顧客の好みやアレルギー等をI Tツールで記
録。きめ細かいサービスを提供しリピーター
を獲得！

【コミュニケーションツールを導入】
　帳票・書類作成をIT化。書類作成・提出ま
での時間が短縮。早番・遅番職員の情報共有
も円滑に！

【予約管理システムを導入】
予約状況をデータで一元管理。新規のお客さまの獲得や予約率向上を実現。

ホームページ
ＩＴ導入補助金 検　 索
https://www.it-hojo.jp/

サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター

0570-000-429
（通話料がかかります）

042-303-1441
受付時間�9:30～17:30（土･日･祝日を除く）

【在庫管理システムを導入】
　商品の在庫管理を一括データ化！業務効率
の改善を後押しし、他店舗との連携も迅速に。

【車両管理システムを導入】
　効率的な配車を組むことにより、従業員１人
あたりの勤務時間短縮を実現！

飲食サービス業

保育・介護事業

宿泊業

卸売業・小売業

運送業

３ 補助金の上限額・下限額・補助率

２ 補助対象経費

４ 今後のスケジュール

ＩＴ導入
補助金の
うれしい
３つの

ポイント

IP電話等からの
お問い合わせ先

特 集 ＩＴ導入補助金
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　ＩＴ導入支援事業者との間で商談を進め、交付申請の事業計画を策定、ＩＴ導入支援事業者からＩＴ導入補助金事務
局に交付申請を提出します。

補助金交付までのおおまかな流れ

　補助事業者（中小企業等）はＩＴ導入補助金のHPにアクセスし、①～③の事前準
備を行った後、ＩＴ導入支援事業者とのＩＴツール導入についての商談に進みます。

ＩＴ導入補助金事務局が採択した補助事業者に対し直接交付決定を行い、導入後、補助金を交付します。

① 自社の経営課題の分析
「経営診断ツール」を活用して、経営課題を把握していただきます。

② 導入するＩＴツールとIT導入支援事業者を選択
～補助対象となるＩＴツール・ＩＴ導入支援事業者はＨＰで公表されています～
　「経営診断ツール」の結果等からＩＴツールとＩＴ導入支援事業者を選定します。
　生産性向上に寄与する10の「コア機能」のうち、２つ以上組み合わせたＩＴツールの『パッケージ』
が補助対象です。

③ SECURITY ACTION セキュリティ対策自己宣言
　｢SECURITY ACTION｣ とは、 （独）情報処理推進機構（IPA）が実施する中小企業・小規模事業者自らが、情報セキュリティ
対策に取り組むことを自己宣言する制度です。
　本補助事業では、「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」の宣言を要件とします。

「一つ星」の要件　
「情報セキュリティ５か条」に取組むことを宣言

1．OSやソフトウェアは常に最新の状態にしよう!　2．ウイルス対策ソフトを導入しよう！
3．パスワードを強化しよう！　4．共有設定を見直そう！　5．脅威や攻撃の手口を知ろう！

◦交付申請を完了し、事務局から「交付決定」を受けた後に、ＩＴツールの発注・契約・支払い等を行います。
◦�ＩＴ導入支援事業者が中小企業・小規模事業者等の皆様から事業実績報告に必要な情報及び証憑を取りまとめて、事業実績報告を作成し、
中小企業・小規模事業者等の代理で事業実績報告を行います。
◦�事業実績報告が完了し、補助金額が確定すると、ＨＰの『申請マイページ』で補助額を確認できるようになります。その内容を確認
した後に補助金が交付されます。

※交付決定の連絡が届く前に発注・契約・支払い等を行った場合は、補助金の交付を受けることができません。ご注意ください。

補助対象となる
『パッケージ』

「コア機能」を最低２
つ組み合わせること
が要件
(機能単体では補助対
象とならない)

予　　約
店舗予約,時間予約,宿泊予
約,求車等

コミュニケーション
カルテ,出欠,メルマガ等

販売・店頭
ＥＣ,翻訳,コミュニケーション,
オーダーエントリー等

決　　済
クーポン , ＰＯＳ , モバイル
レジ等

顧客管理
顧客分析 , 分析 , マーケティ
ング等

人事シフト
シフト管理,運行管理,プログ
ラム管理等

受 発 注
ＥＤＩ,翻訳,電子的受注・発
注,制約処理,納品等

原価、業務管理
原価管理,見積,業務計画策
定,施設管理等

財務管理
会計管理,債務管理,ファシリティ管理等

給　　与
給与管理等

１．ＩＴ導入補助金のHPで３つの事前準備

２．補助事業者の依頼を受け、IT導入支援事業者が代理申請

本所会員事業所のＩＴ導入支援事業者
㈱エスイーシー（TEL 0138-26-9801）、㈱グローバル・コミュニケーションズ （TEL 0138-44-5610）

※お求めのツールの扱いが無い場合もございます。このほかのＩＴ導入支援事業者についてはＩＴ導入補助金ホームページでご確認いただけます。

３．交付決定、補助事業の実施

ＩＴシステムを導入して業務の効率化に
繋げたい。でもＩＴ導入のことは難しく
てよくわからないし、費用も高そう・・・

まずは
ＩＴ導入補助金

のＨＰにアクセス

ＩＴ導入支援事業者
（ＩＴベンダー等）

補助事業者
（中小企業・小規模事業者等）

◦ＩＴツール・アプリ等の導入相談
◦代理申請の依頼

◦ＩＴツール、アプリ等の情報提供、導入
◦提供後のフォローアップ（利用方法のアドバイス、相談対応等）
◦２０２２年度までの事業者情報の収集
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あなたの会社、登記を放置していませんか？
　休眠会社・休眠一般法人の整理作業により、12年間登記をしていない株式会社、５年間登記をしていない
一般社団法人又は一般財団法人は解散したものとみなされます。
　全国の法務局では、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととしています。
　休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から
２カ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、登記官が職
権によりみなし解散の登記をします。

「まだ事業を廃止していない」旨の届出について
　まだ事業を廃止していない休眠会社又は休眠一般法人は、公告から２カ月以内に「まだ事業を廃止してい
ない」旨の届出をする必要があります。

休眠会社・休眠一般法人とは
①�最後の登記から１２年を経過している株式会社（会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。）

②�最後の登記から５年を経過している一般社団法人又は一般財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律第１４９条の休眠一般社団法人又は第２０３条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人
を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。）をいいます。

　※�１２年以内又は５年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係があり
ません。

なお、みなし解散の登記後３年以内に限り
　解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって株式会社を継続、一般社団法人又は一
般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって法人を継続することができます。
　継続したときは、２週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。

　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6月１３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

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
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金融個別相談
融資制度についてのご相談
実施日／7月18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／8月14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／7月27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／7月25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／8月8日㈬ 13：00〜16：00
相談員／公認会計士　鎌田　直善氏

すべて無料で使える　スグにできる　ラクに使える　

中小機構の経営サポートサイト&アプリ

独立行政法人中小企業基盤整備機構　http://www.smrj.go.jp/doc/tool/jnet_6tool.pdf

*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

６選
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海の万
よ ろ ず や

事屋～潜水作業のプロフェッショナル～
　弊社は、大野新道沿い、北大水産学部の近くに店舗を
構える潜水作業の専門業者で、平成23年のオープン以来、
道南地域をはじめ全国各地のお客様からご愛顧いただい
ております。
　弊社は、特・１・２級港湾潜水技師や水産工学技士、１・
２級土木施工管理技士、１級機械施工管理技士等の潜水
と港湾工事、サルベージに係る資格を有した経験豊かな
プロフェッショナルダイバーが12名在籍、潜水作業船2
隻、船外機船2艇を所有しているほか、耐圧１００ｍ４K
高性能の水中カメラ、水中ビデオカメラを使用し、高画
質の画像、動画で海底の状況を明瞭な状態で記録する等、
海中作業の分野では幅広いニーズに対応しており、海難
事故の捜索救助や解体撤去、大深度潜水、湾岸工事、養
殖ブロック据付、生物調査、水産資源物採取、環境調査
等の潜水作業の依頼を道南だけでなく全国各地から引き
受けています。近年は、函館港若松埠頭クルーズ船岸壁
の整備事業に係る海中調査や海中での溶接作業、藻場施
設、ヤリイカの産卵床の設置、ナマコ生息計測環境調査
等を行い、道南地域の港湾整備や漁業環境の推進に貢献
しています。
　また、潜水士資格に係る国家試験準備講習会や漁業潜

水士事故防止訓練等の指導・講習のほか、潜水器材の販売・
メンテナンス等の業務を通じ、潜水技術の普及や地元ダ
イバーのサポートも行っています。
　多くの人は水中を見ることができません。信頼関係を
築くため常に安全作業を心掛けております。海に係る仕
事なら弊社にご相談ください。

ダイビング技術の普及を通じて
　弊社の潜水教育・レジャー部門DIVE-HaDSでは、夏
季限定でレジャーダイビングの指導等を行っています。
スクーバダイバー認定コースでは、“ダイビングに必要な
知識と技術を習得した”ことを証明し、世界中の海でダ
イビングをできるようになるCカードの取得を目指し、
楽しみながらも確実に技術・知識を身に付けられるよう
指導を行っています。
　インストラクターが同伴する「体験ダイビング」のサー
ビスでは、ダイビング初心者の方も安心安全で、出来る
限りリラックスした状態で楽しんでいただく為に少人数
制で開催しているので、周りを気にせずゆったりと自分
のペースで海底の世界を堪能できます。このほかにも、
ダイビングツアーを開催し、レジャー部門の講習生や地
元ダイバーと共に江差や奥尻島の海に潜っています。
　また、社会貢献の一環として、奥尻高校や北大水産学
部においてもダイビングの授業を行い、ダイビング技術
の普及と同時に、道南地域の海の魅力を伝えており、自
然を大切にする人が増えてくれることを願っています。

今後の目標
　道南地域は、昔から北前船交易や北洋漁業等で発展し、
海と共に生きてきた街です。今後も弊社では、海に係る
分野の仕事を通じ、この地域の発展に貢献していきたい
と考えています。

㈱大歩�函館ダイビングサービス
函館市港町３丁目5-19　TEL�0138-41-7117�
ＵＲＬ：http://dive-hads.com/

Data

㈱大
だ い ぶ

歩 函館ダイビングサービス
代表取締役　中村　徹也

テーマ
海の万

よ ろ ず や

事屋
～潜水作業のプロフェッショナル～

NOW会員
Vol.58

奥尻高校のダイビング授業

ヤリイカの産卵床の設置作業

若松埠頭クルーズ船岸壁
海中での溶接作業
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　去る６月15日、マリエール函館において、第４回通常議員総会を、議員99名(うち委任出席55人)が出席し、
開催しました。
　総会では、前段の常議員会にて承認された１件を含む３件の報告事項（議員等の異動、部会委員会活動、新
会員の加入）についてそれぞれ報告されたほか、附議事項として平成29年度事業報告ならびに収支決算につ
いて審議が行われ、いずれも原案どおり承認されました。
　総会終了後、引き続き「事業承継税制について」と題し、財務省主税局より講師 ( 税制第一課課長補佐 
乾 慶一郎 氏)を招いての講演会を開催しました。

■主な事業活動
　◦中小企業の経営課題への対応
　◦ 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
　◦ 地域社会や会員の声を反映した提言・意見活動

の推進
　◦ 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
　◦会員増強と組織・財政・運営基盤の強化

　去る６月18日～23日の日程で、函館工藤市長、
本所水島、中野副会頭ほか市内関係団体の代表ら総
勢31名が台湾、香港を訪れ、観光プロモーション
活動を実施しました。
　６月19～20日に訪れた香港では、香港航空やキ
ャセイパシフィック航空、現地の大手旅行会社「Ｅ
ＧＬツアーズ」に対し、観光客送客や新規航空路
線開設等について要請活動を実施しました。香港
航空では、当市へのチャーター便または定期便の
就航に意欲を示し、７月に着陸料の減免措置等に
ついての説明や実務者協議を行うこととなりました。
また、登別国際観光コンベンション協会、ニセコ
プロモーションボードとの連携により現地旅行会
社との商談会を開催し、函館、登別、札幌の３都
市間を結ぶ「北海道ドラマティックロード」やニ

セコ町等を広域観光ルートとした周遊観光の魅力
を伝えました。
　６月21～22日に訪れた台湾では、それぞれ函館
－台北間を結ぶエバー航空、タイガーエア台湾へ
の表敬訪問や現地旅行会社へのプロモーションを
行ったほか、21日に台湾国内最大手の老舗百貨店

「遠東百貨」において昨年に引き続き開催された函
館物産展のオープニングセレモニーに出席し、当
市の物産品や観光について広くＰＲしました。

第４回通常議員総会

会議所のうごき

台湾・香港観光客誘致訪問団
香港航空が直行便就航に意欲

▲開催に先立ち挨拶する久保会頭

▲香港航空において記念撮影
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　去る６月１日、フォーポイントバイシェラトン函
館において、標記委員会を水島副会頭、辻委員長は
じめ９名が出席し、開催しました。
　会議では、常議員会へ上程する平成29年度の事
業報告ならびに収支決算について協議し、最終調整
を行いました。
　その後、最近の各業界の情勢について情報交換が
なされたほか、部会委員会活動の活発化等について
意見が交わされました。

　去る６月14日、本所議員室において、標記正副
部会長会議を中野副会頭、竹村部会長、今副部会
長の３名が出席し、開催しました。
　当日は、今年度の事業計画について具体的な検討
を行い、７月25日に北海道運輸局　函館運輸支局
長の安田 稔幸 氏をお招きして「全国に広がるＤＭ
Ｏと函館における必要性」をテーマに幹事会を、
９月にはＤＭＯ設立準備が進む八戸への部会視察会
をそれぞれ実施することを確認しました。

　去る 6 月20日、フォーポイントバイシェラトン
函館において、函館警察官友の会（会長：本所久保
会頭）の平成30年度定時総会を会長はじめ20名が
出席し、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、
平成30年度事業計画ならびに収支予算の審議を行い、
いずれも原案どおり承認されました。
　総会終了後、北海道警察函館方面本部の荒瀬本部
長を招き、「函館方面管内の治安情勢等について」
と題した講話を頂き、引き続き、函館中央警察署の
櫻庭署長、函館西警察署の木村署長を迎えての昼食
会を開催しました。

総務委員会
平成29年度の事業報告ならびに収支決算について協議

函館警察官友の会
平成30年度定時総会を開催

観光・飲食・サービス部会
正副部会長会議

▲開催に先立ち挨拶する辻委員長

▲今年度の事業計画について意見を交わす出席者

▲開催に先立ち挨拶する久保会長
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　去る６月29日、花びしホテルにおいて、道南地
区と台湾との相互理解を深め、観光・文化・経済等
の民間交流を推進する道南台湾観光友好協会（会長：
本所中野副会頭）の平成30年度定期総会を会長は
じめ会員29名が出席し、開催しました。
　当日は、平成29年度の事業報告ならびに収支決
算について審議が行われ、いずれも原案のとおり承
認されたほか、平成30年度事業計画（案）ならびに
収支予算（案）では、函館・台湾の両地域の交流促進
を図るため、昨年度より行われていた当地区からの
アウトバンド利用促進事業の第２弾として、２月か
ら10月末までビジネス・プライベートを問わず、
函館・台北直行便を利用する当協会会員１名に対し
２万円、最大４名まで助成する事業の実施について
審議が行われ、原案のとおり承認されました。
　その後、台北駐日経済文化代表処札幌分処長の周
学佑 氏を迎え行われた交流懇親会では、終始和や
かな雰囲気の中、今後ますますの相互交流の発展を
確認しました。

　去る６月28日、ホテル函館ロイヤルにおいて、
函館市中心市街地活性化協議会（会長：本所境副会
頭）の平成30年度第１回総会を15名の委員・オブ
ザーバーが出席し、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、
平成30年度事業計画（案）ならびに収支予算（案）に
ついて審議を行い、いずれも原案どおり議決したほ
か、中心市街地活性化基本計画の事後評価について
審議を行い、目標指標において概ね目標が達成され

たが、賑わいの実感が薄く、課題も残されており、
今後も更なる魅力の向上を図り、賑わいの創出に向
けた取り組みを官民で進めていく必要があるとの意
見で議決しました。

　去る６月５日、ホテル函館ロイヤルにおいて、市
民に対する防衛意識の普及や自衛隊の激励等の活動
を行う函館市自衛隊協力会（会長：本所久保会頭）
の平成30年度総会を久保会長、副会長の中野副会
頭はじめ協力会会員企業の代表者や自衛隊関係者ら
総勢38名が出席し、開催しました。
　当日は、開会に先立ち、物故者への黙祷や慶事報
告を行った後、議事に移り、平成29年度の事業報
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。
　その後、阿部第28普通科連隊長を講師として行
われた防衛講話では、平成29年度末から新たに編
成された即応起動連隊の概要や来年に予定される
自衛隊組織の再編等について説明され、普段、中々
見えにくい自衛隊の活動や実情を垣間見る貴重な機
会となり、出席者は熱心に耳を傾けました。

道南台湾観光友好協会
平成30年度定期総会を開催

函館市中心市街地活性化協議会
平成30年度第１回総会を開催

函館市自衛隊協力会
平成30年度総会を開催

▲記念品を交換する中野会長（右）と周処長

▲開催に先立ち挨拶する境会長

▲議事を進行する久保会長
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　去る 7 月 1 日、「2018函館マラソン」が開催され、
ハーフ・フル併せて7,139人のランナーが異国情緒
に溢れる港町を駆け抜けました。
　今年は、ハーフ・フル併せて8,404人のエントリー
の内、香港・中国・台湾を中心とした海外ランナー
のエントリー数が266人(前年比200人増)となり、
同大会に対する海外からの認知度の向上が窺えます。
　開会式には、久保会頭はじめ正副会頭４名が出席
し、ランナーたちは工藤市長の開会挨拶と号砲によ
り千代台公園陸上競技場をスタートしました。あい
にくの雨の中、沿道の声援を受けながら力走を見せ、
男子フルは山下 侑哉さん(サンベルクス)が２時間
18分27秒、女子フルは森川 千明さん(東京陸協)が
２時間46分37秒でともに大会新記録で優勝を飾り
ました。
　青年部は、青年部ＯＢ会や女性会等、各団体の協
力を得ながら、緑の島の第12エイド等 6 ヶ所のエ
イド運営を通じて大会運営に貢献しました。緑の島
では、給水のほか、ミニ海鮮丼や冷やし塩ラーメン
等のご当地グルメを提供し、函館ならではのおもて
なしでランナーを応援しました。
　また、大会前日には、函館マラソンのより一層の
認知拡大と価値向上を図るため、ゲストランナーの
金 哲彦 氏を講師に迎え、「金哲彦のランニングク
リニック」を青年部が主催し、約80名の参加者が、
足の負担を軽減させるストレッチや走り方等の指導
を受けました。

　去る６月６日、フォーポイントバイシェラトン
函館において、本所・（公社）函館法人会・（一社）
北海道中小企業家同友会函館支部の３者共催による
2018年合同企業説明会が開催され、来春に卒業見
込みとなる大学・短大・専門学校の学生や、中途採

用・Ｕターン就職を希望する社会人等が、市内や道
内各地から合計85名が会場を訪れ、58社の企業採
用担当者との面談に臨みました。　　
　この事業は、地元企業等における雇用の場を確保
する目的で毎年実施しているもので、新卒者等が各
企業ブースを訪れ、自己ＰＲ等を記したキャリアシ
ートを渡して、就職への意欲を示す姿が見られたほ
か、人手不足が続く中、企業側も人材確保に向けて、
働きやすさ等の自社の魅力を積極的にＰＲする姿が
多く見受けられ、当日は、活気あふれる説明会とな
りました。

　去る６月５日・６日の日程で、北海道、札幌市、
（一社）北海道貿易物産振興会主催による第34回北
海道産品取引商談会がロイトン札幌において開催さ
れました。本所は北海道商工会議所連合会コーナー
において、函館圏優良土産品推奨実行委員会（事務
局：本所）として出展し、３月19日に開催された第
62回函館圏優良土産品推奨会の受賞商品のＰＲを
実施しました。
　同商談会は、加工食品をはじめクラフト製品や日
用雑貨等を含んだ道産品の販路・輸出拡大を図るこ
とを目的に毎年開催されている道内最大規模の商
談会で、２日間を通して国内外から1,281名のバイ
ヤーが訪れ、場内は活気に満ちていました。
　本所ブースは、百貨店やコンビニエンスストアを
中心とした約200名のバイヤーが訪れ、商品の詳細
について尋ねる等、函館圏の土産品に対する興味の
高さが窺えました。

2018年合同企業説明会
85名の就職希望者がブースを廻り就職活動に取り組む

第34回北海道産品取引商談会
函館圏を代表する土産品をＰＲ

2018函館マラソン
雨の中約7,100人が力走

▲採用担当者の説明に耳を傾ける参加者

▲ミニ海鮮丼をふるまう様子

▲ブースでの商談の様子
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第62回函館圏優良土産品推奨会　奨励賞

（200㎖）………………………………… 713 円

五島軒大地のサラダソース
〈とうもろこし〉
～老舗洋食店「五島軒」料理長監修。サラダ、パスタなど幅広く使えます～

函館市西桔梗町589-46　TEL：0138-49-5175
URL: http://www.fujiyahonten.jp/　

株式
会社
株式
会社

(税込)

　当青年部は、函館アリーナを本拠地としたプロス
ポーツチーム誘致の可能性の検討と提言、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
ています。現在はレバンガ北海道と連携し、道南・
函館でのバスケットボールの魅力向上と活性化を展
開しており、去る６月15日、第 1 回例会「レバン
ガ北海道学校訪問プロジェクト」を実施し、４選手
が市内4小学校、２高等学校を訪問しました。
　訪問先の生徒達は、選手と実技指導やミニゲームを
通し交流を図り、プロ選手のプレーに圧倒されなが
ら一緒に汗を流す等、笑顔溢れる例会となりました。
　また、終了後には、選手・スタッフと小林 淳一 
副会長はじめ当青年部メンバーおよび家族、訪問学
校・バスケットボール協会等による懇親会を開催し、
和やかな雰囲気で交流を深めました。

　去る６月13日、６月例会（植栽活動）を函館市都
市建設部まちづくり景観課の宿村課長、函館駅前ビ
ル開発㈱の丸山社長、(一財）函館市住宅都市施設公
社の上岸事務局長らを招き、今会長はじめ19名が
参加し、開催しました。
　この植栽活動は、函館市の公園緑化推進に資する
ことを目的に昭和61年に開始し、今回で33回目を
迎えました。
　当日は、今会長より「函館の玄関口である函館駅
前に色鮮やかな花を添えることで、市民をはじめ観
光客の方々をおもてなししたい」との挨拶があり、
棒二森屋店前花壇にペチュニア200株を植栽しまし
た。

議員の職務を行う者の変更
・３号議員	 北海道旅客鉄道株式会社函館支社	 （旧）取締役支社長	 綿　貫　泰　之　氏
	 	 （新）取締役支社長	 宮　越　宏　幸　氏
	 （平成30年６月20日付）

・３号議員	 株式会社北海道銀行函館支店	 （旧）常務執行役員支店長	 村　上　多　聞　氏
	 	 （新）常務執行役員支店長	 佐々木　　　剛　氏
	 （平成30年６月22日付）

青年部
第１回例会「レバンガ北海道学校訪問プロジェクト」

女性会
６月例会を開催

▲懇親会にて記念写真 ▲植栽を終え記念撮影



お問合せ先　本所　TEL ２３－１１８１
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　はこだて検定は、函館・道南の歴史・文化・産業・地理・人々の暮らし等、地域の魅力を一連の流れとし
て学習することができます。ぜひ、学習を通じて、当地域が持つたくさんの“ストーリー”に触れ、その魅
力を多くの人に伝えて欲しいと願っております。

　高田屋嘉兵衛は、寛政８年、当時としては国内最大級の持ち船「辰悦丸」でこの地を訪れて以降、北洋の
航路や漁場の開拓をはじめ、箱館大火の際には復興事業を積極的に行い、道路の改修や開墾など、今の函館
発展の基礎を築いただけでなく、文化９年のゴロヴニン事件では日露交渉に尽力し、日本とロシアとの懸け
橋ともなった人物です。
　顕彰・追悼式では献花や舞踊奉納等を行い、嘉兵衛翁の功績を讃えます。

函館市縄文文化交流センター開催講座

縄文体験講座 「竪穴住居のジオラマをつくろう！」

函館歴史文化観光検定（はこだて検定）

～讃え、偲ぶ。～　箱館高田屋嘉兵衛顕彰・追悼式

第13回　函館歴史文化観光検定

試験日／平成30年１１月４日（日）　 申込期間／８月６日（月）～９月２８日（金）
受験料／初級 ３，０００円　上級 ５，０００円 　※各種割引があります。詳しくはお問合せください。

お問合せ先　本所　企画情報課　TEL ２３－１１８１

　竪穴住居の構造について学びながら、当時の家づくりの技術を体験してみよう。

日　　時／ 平成30年 ８月５日㈰ 午後１時～午後３時
会　　場／ 縄文文化交流センター
対　　象／ 小学生とその保護者
定　　員／ 10名（申込順）�※保護者を除く
参 加 費／ 500円 ※保護者を除く
申込方法／下記の連絡先まで電話またはFAX、Ｅメールにてお申込み下さい。

日　　時／ 平成30年 ７月３１日（火） 午前１１時から

会　　場／ 高田屋嘉兵衛銅像前
  （宝来町９。護国神社坂下。市電「宝来町」電停から徒歩２分）

内　　容／ 僧侶読経、献花、舞踏奉納（花泉舞衛社中）

　　　　　　※（一般の方も見学可能）

連絡先／縄文文化交流センター　TEL ２５-２０３０　FAX ２５-２０３３　Ｅメール　jomon-center@hjcc.jp

Informationご案内

暮
人々 の暮らしを知る

文
文化に触れる

周
周辺地域を歩く

自
自然に触れる

歴
歴史を紐解く

街
街を知る

折込
チラシ
同封



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

㈱彩り家 けい整骨院 炭火ジンギスカン　いい田屋
代 表 者　伊藤　友美 
電話番号　0138-53-0022
住　　所　 函館市本町29-26 

ドーミーイン函館五稜郭１Ｆ

代 表 者　村田　敬介 
電話番号　0138-76-3661
住　　所　 函館市昭和４丁目34-7 

ささきハイツ１Ｆ

代 表 者　飯田　太平
電話番号　0138-27-2929  
住　　所　函館市宝来町22-1

　五稜郭に彩り家・葉な彩（飲食店）を展開し、
近郊の方はもちろんのこと、観光客の皆様にも
“北海道・道南の食”を楽しんでいただける店を
目指しています。

　身体の不調・お悩みことならお任せくださ
い。交通事故でのケガ、首・肩コリ、腰痛等、
豊富な治療メニューでトータルサポートいた
します。

　本格炭火のジンギスカン専門店です。生ラ
ムをはじめ、ラムたたき、味噌漬け等もご用
意しております。気軽にお越しください。

㈲拓翔電設 橋本祐子着つけ教室
代 表 者　取締役　菅原　泰男
電話番号　0138-86-6437  
住　　所　函館市西桔梗町589-9

代 表 者　橋本　祐子 
電話番号　0138-22-6379
住　　所　函館市青柳町24-17

　建物・施設のあらゆる電気工事（新設・増設・
改修）を目的や種類に合わせて、各社員が迅速
に対応いたします。

　日本の伝統文化“着物”を継承していきた
いと思っております。イベント、お祝い事、
普段着と、着物の良さを一人でも多くの方に
伝えてまいります。

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。

入 会 資 格
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�ご入会ありがとうございます。

お問合せ先　企画情報課　（TEL　２３−１１８１）

●
丸井今井

シエスタ
ハコダテ
● ホテル法華クラブ函館

●

★

市電 五稜郭公園前

　　●
函館中央自動車学校

⬅至七重浜 産業道路

●西桔梗公園

★
●

フィッシュランド
西桔梗店

⬆
至
桔
梗

国
道
5
号
線

●北昭和小学校

トヨタカローラ函館●

★
函館

新道

青柳
小学校●

函館公園
●

市電 青柳町

★
⬆
至
宝
来
町

★
　　●
高田屋
嘉兵衛銅像

⬆
至
十
字
街 高田屋

通

市電 宝来町



知って得する
ビジネスマナー

　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

ご紹介新入会員

New Face
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　取引先企業主催のパーティーやこれから売り出す新商
品の発表会に招待されることも多いのではないでしょう
か。特に新商品発表会は、取引先企業にとっては〝わが子〟
をお披露目する晴れの舞台です。社運を懸けた重要なイ
ベントかもしれません。それ故に、出席する側にも、相
応の振る舞い方が求められます。ここでマナー違反をし
てしまうと、せっかくの発表会が台無しになるだけでな
く、今後の取引にも影響しかねないため、注意が必要です。
　招待を受けたら、まずは出席なのか欠席なのか、早め
に意思表示を。また、同行者がいる場合には、その人数
も忘れずに伝えるようにしましょう。先方は、配布資料
や席数を調整する必要があるためです。招待を受けたか
らといって、何も伝えずに出席すると、先方に迷惑を掛
ける可能性があります。
　当日は、会場に到着して受け付けを済ませたら、手荷
物や上着などを預けられる場合は預けておきます。新商
品の発表会ともなると、多くの企業やマスコミが参加し
混み合うことも考えられます。手回り品は少なめの方が、
会場内をスムーズに移動できます。リュックサックなど
を背負っていると、他の参加者にぶつかって邪魔になる
かもしれません。携行する場合には、付属のストラップ
などを取り外しておけば、周囲の迷惑にもなりにくいで
しょう。
　会場に椅子が用意されている場合、着席して構いませ
んが、案内に従うようにしましょう。会社からの急な呼
び出しがありそうな場合には、案内係に事情を話して、

なるべく席を立っても目立たない場所に座るようにしま
しょう。発表会の最中に、前方や中央の席で立ち上がっ
てウロウロするのは、他の参加者にとって迷惑です。途
中退席が分かっている場合は、できるだけ後ろ側でかつ
端の席を選ぶとよいでしょう。
　新商品の発表会に限りませんが、不特定多数の人が集
まる場では、自分が発する「におい」に注意しなくては
なりません。においの強い香水やクリーム、整髪剤など
を使用してはいませんか？ 良いにおいかどうかは、人
によって感じ方が違います。自分では良いにおいと思っ
ていても、人によっては不快なだけかもしれません。に
おいの強いものを身に着けることは避け、限りなく無臭
でいるように心掛けてください。夏場は、汗ふきシート
や瞬間消臭できるスプレーなどを携帯しておくと便利です。
　新商品の発表会では、「音」にも気を配る必要があり
ます。発表会の主役は、言うまでもなく新商品です。そ
の商品説明の最中に、携帯電話の着信音や、配布資料を
ペラペラとめくる音、メモを取る際にボールペンをカチ
カチ鳴らす音などに気を取られることになっては、参加
者は説明に集中できません。音はなるべく出さないよう
に。声も同様で、会話は必要最低限に、小声で行いましょ
う。新商品を、他社の製品と比較して大声で話すなどは
言語道断です。新商品の撮影や触れるなどの行為は、主
催者の許可を得てから行うことも大切なマナーです。

「新商品発表会などへの出席時のマナー」
人財育成トレーナー　美月　あきこ
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　スーパーやコンビニで目にするようになったカッ
ト野菜。青森市卸町に昨年秋完成させた新工場で徹
底した品質・衛生管理の下、野菜の栄養分、香りを
そのままにしたカット野菜がつくられている。「新
鮮でおいしい野菜を注文に応じて必要な分だけ、す
ぐに調理できるよう『カット済み』してお届けして
います」。
　食品会社勤務経験があり、健全な食生活に欠かせ
ない野菜の重要性を知る佐々木さんが平成23年7月
に起業。カット野菜の殺菌剤として従来から使われ
ている塩素系殺菌剤ではなく、最新の殺菌水を使用
している。「カット野菜の袋を開けた時に、塩素っ
ぽいニオイが気になるという消費者の声を解消し、
野菜が本来持っている香りを生かすことを第一に考
えました」。
　野菜の洗浄・殺菌、カット、計量、梱包までの流
れる作業を一元的に管理する独自システムは作業の
効率化、コスト削減に貢献している。地元の指定農
場が丹念に育て上げた野菜を使用。「『作り手の顔、
場所、土』すべてが見えるから安心です。生産者と
一緒に『モノ』作りをしています」。
　自社の衛生管理の取り組みを取引先や顧客へ示す
指標となるA-HACCP（ハサップ）「青森県食品衛
生自主衛生管理認証制度」取得を申請中だ。「国内
はもとより世界の食品安全の流れは、HACCPによ
る厳格な衛生・品質基準が求められています」。3
年後の東京五輪・パラリンピック開催を見据え、県

外にも販路を拡大する戦略を描く。「あおもり食産
業介護食ビジネス研究会」（県が事務局）にも参加。

「今後、市場規模の拡大が見込まれる介護食品分野
の潜在的ニーズに対応したい」と意欲的。
　「人との関わり方を常に大切に考え、新たな事に
挑戦し続ける」―が経営理念。常に時代の一歩先を
歩み、お客様と共に成長し続ける―の願いを社名に
込めた。「そのためには、いつでも原点に戻れる自
分づくり―を大切にしたい」と話す。工場で働く女
性従業員の表情は明るい。「流れ作業をこなす社員
の心持が一つひとつの商品にも表れる」と言い、社
員が笑顔で働くことができる職場環境づくりに腐心
する。取材に応じる言葉からは、消費者に信頼され
ている食品づくりへの自信がのぞいていた。

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6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。

「エイジ・リードカンパニー」
� 代表取締役　佐々木　智

ともし
さん商 工 プ ラ ザ

徹底した品質・衛生管理の下、新鮮「カット野菜」を食卓へ

「カット野菜の普及は家事の効率化につながります。
時間に余裕が生まれた分、子育て等に使ってほしい」
と話す佐々木さん



お申込み・お問合せは… 名鉄観光サービス㈱函館支店
TEL ０１３８－４４－１２３４  　FAX ０１３８－４４－１２３５
〒040-0081　函館市田家町 7-23

営業時間／ 9：00 ～ 17：00
（土・日・祝除く）

平　日
4・5名様1室
(お一人様)

全　日
2名様1室
(お一人様)9,400円～ 22,800円



函館商工会議所　企画情報課
TEL ０１３８－２３－１１８１ 北海道支店函館支社

〒０４１－０８０６　
函館市美原１－１８－１０　函館東京海上日動ビルディング５Ｆ

TEL ０１３８－４５－４５１１　ＦＡＸ ０１３８－４５－３５６１
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