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■今月の表紙
「函館開港160周年　函館港を見渡すペリー像」
　写真は、元町公園の下に位置する旧市立函館病院跡に、
２００２年に建設された米国のペリー提督の来航記念碑
を撮影した一葉です。
　箱館開港が契機となり、蝦夷地を統治する箱館奉行
所の移転先として五稜郭が築造され、開港場として欧
米文化の影響を受け、本市が国際観光都市として発展
する礎となりました。
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消費者還元事業に
登録・参加していない店舗

（２％増税分２００円増加） （消費者の支出は増税前比ー３５０円、５％還元分で－５５０円低減）

消費者還元事業に登録・参加した店舗
（決済会社手数料3％契約、その1/3 国補助の場合）

引落し11,000円 
（前払／即時払／後払）

※決済会社還元ポイントが税込額の場合

還元額550円 （ポイント付与等）

決済データ送信

売上精算10,780円
（11,000－手数料220円） 

消費者実支出１０,４５０円

店舗売上１１,０００円、経費２２０円 

消費者実支出１１,０００円 

店舗売上１１,０００円 

キャッシュレス・消費者還元事業に登録するかしないかの違い
（10月１日～来年６月30日の間に税抜1万円の買い物をする場合。消費者が選ぶお店は？）

店舗/事業所

消費者

国

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

決
済
事
業
者

キャッシュレス決済
 11,000円

補助金

店舗/事業所

消費者

現金
 11,000円 商品等 商品等
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　国の「キャッシュレス・消費者還元事業」は、消費税率引き上げ後の中小小売店等における需要喚起策
として、中小小売店等と消費者の双方にメリットのあるキャッシュレス決済の普及・活用を目指すもので、
決済端末の導入、決済手数料軽減、消費者へのポイント還元等を支援する制度です。導入する中小小売店
側も、利用する消費者側も、「まずは使ってみる」というはじめの一歩が大きなハードルとなっており、今
回の事業を上手に活用することで、こうしたハードルも乗り越えやすくなります。キャッシュレス決済の
メリットを体験しましょう！

＜ポイント還元制度活用の準備を＞
　本事業により、中小小売店等でキャッシュレス決済の普及を阻んできた「３つの壁」（決済手数料、導入コ
スト、入金サイクル）のうち、決済手数料と導入コストの２つが低減されます。第１の壁である決済手数料
（店舗と決済事業者が契約している料率）については、本事業実施期間中は３．２５％以下に設定されたうえで、
さらにその３分の１が国から補助されます。このため、例えば手数料率が３．２５％の場合は２．１６％程度の
負担で済むことになります。第２の壁である決済端末等については、中小小売店等は自己負担なく導入でき
るようになります。別途通信費など付随コストの発生や、補助期間終了後の端末・決済手数料の取扱いが決
済事業者により異なるため確認が必要です。また、実施期間中にキャッシュレスで支払った消費者に対して
は最大５％のポイント還元が行われます。

クレジットカード／デビットカード　
●クレジットカード／デビットカードを利用している消費者に対応
●国際ブランド（VISA、master、JCB等）に対応

QRコード
●端末不要、手数料が安い等の低コストで、準備も簡単
●消費者はスマートフォンで決済　

電子マネー
●高齢者や不慣れな消費者も安心して利用可能
　（信用審査なくカードを作成可能。チャージも簡単）

モバイル決済
●複数の決済手段をまとめて簡単に導入可能
●端末等もコンパクトでスペースいらず

　本事業では、電子的に繰り返し利用できる決済手段が対象となります。

実施期間：２０１９年１０月１日～２０２０年６月３０日 
＜対象となるキャッシュレス決済手段とその特徴＞

特 集 中小・小規模事業者の皆さまへ
活用しよう! のススメキャッシュレス決済導入キャッシュレス決済導入



自分の店舗が本制度の対象となるか確認

自分の店舗のキャッシュレス決済対応状況を確認

事業登録までのステップ

準　備

今使っている決済手段を継続利用

「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店として登録完了！

加盟店ID*¹を持っているか確認

新しく導入したい／プランを見直したい

ホームページから契約したい決済事
業者を選び、本制度参加のための手
続きを問い合わせ

本所会員の皆様には、下記の手数料
優遇プランをご利用いただけますの
で、ぜひご検討ください！！

登録審査*³

STEP.1

STEP.2

STEP.3

※原則、業種ごとに定められた資本金の額や従業員数の要件に該当する事業者が対象となります。この他、会社形態以外
の組織に関する要件や親会社との資本関係等の要件がありますので詳細は下記をご参照ください。

※一部、対象外になる業種や取引があります。詳細は本制度ホームページを参照いただくか、本制度の登録を受けた決済
事業者にお問い合わせください。

＊1：本制度の登録時に全加盟店に割り当てられる１３桁の番
号です。

＊2：複数社と契約している場合は、いずれか1社を選んで加盟
店IDの発行を依頼してください。

＊3：事務局での登録審査完了後、決済事業者を通じて「加盟
店登録」と「消費者還元の開始日」が通知されます。

本事業の下で契約し
たい決済事業者に加
盟店IDを伝え、契約
情報と端末を登録

現在契約している
決済事業者*²に連絡
し、加盟店ＩＤの発
行を依頼

はい

詳しい内容と参加方法についてはこちらから！

ホームページ
https://cashless.go.jp/franchise/index.html

いいえ

加盟店IDの発行

函館商工会議所会員事業所 優遇プランについて

当プランは国の「キャッシュレス・消費者還元事業」にも対応しています！！
９か月間は加盟店手数料の１／３が国から補助されますので、

手数料は実質２．０７％
（終了後再び３．１０％継続）

セミナー・加盟店のお申込みはこちら
函館商工会議所　地域振興課
ＴＥＬ ０１３８－２３－１１８１

決済・サービス内容に関するお問合わせ
株式会社ジャックス

ＴＥＬ ０３－５４４８－９５１９

　本所では、２０１９年４月より、函館発祥のクレジットカード会社である株式会社ジャックスの協力で、VISA/master/
JACCSカード決済に対応する会員事業所優遇プランをご用意しております。皆様にはこれを機会にぜひ導入検討をお
勧めいたします。
　また、キャッシュレス決済導入支援セミナーも開催しております。どうぞご参加ください！

※㈱ジャックスが提供する優遇プランは、加盟店審査で承認された会員企業は
全て利用可能ですが、国の「キャッシュレス・消費者還元事業」は、資本
金・従業員数・業種によって登録・利用ができない場合がございますの
で、上記ホームページよりご参照ください。

端末の無償提供
営業担当による
サポートあり

消費者還元による
購買意欲上昇で
集客力UP！

決済手数料は３.１０％
月２回の清算
（１５日、末日）

末の無償提

その１
済手数料は

その２
費者還元に

その３
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【講座内容】

1.　消費税率引上げと軽減税率制度について概要
2.　スマホを持ち歩くお客様をキャッチ！
3.　路面店や事務所への集客に活用
4.　これからのおもてなしのスタイル
5.　管理もスマホでサクサク
6.　お手軽にマーケティング
7.　落とし穴に注意してメリット倍増！

消費税率引き上げ・軽減税率導入後でも売上を伸ばすための最新の集客対策

ゼロからはじめる
Googleマップ活用集客セミナー

日　時／	２０１９年７月２５日㈭
 １４	：００～１６：００
場　所／		函館商工会議所
	 ３F会議室
講　師／		G-word（グッドワード）
	 代表	杉山　貴思	氏
定　員／		30名（先着順、受講無料）

お申し込み・お問い合わせ　本所経営支援課　TEL ２３－１１８１

セ
ミ
ナ
ー

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

中小企業相談所だより

　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。

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。

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

➡ ➡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

　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 1.21％
 （令和元年7月１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）
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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／7月17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

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14日㈬ 13：00〜16：00
相談員／公認会計士　鎌田　直善氏

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

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24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

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26日㈮ 13：00〜16：00
相談員／弁護士　堀田　剛史氏

ＩＴ相談
生産性向上に向けたITの導入・活用についてのご相談
実施日／8月15日㈭ 13：00〜16：00
相談員／情報処理安全確保支援士 大江　美帆氏

ＩＴアドバイザー 澤井　保彦氏

【講座内容】
◦令和時代のインスタの傾向～キラキラよりギブギブ～� ◦やっぱり「いいね」がつくと嬉しい
◦誰でもできるフォロワーの増やし方� ◦毎日続けるためのちょっとしたコツ
◦写真加工で使えるアプリ活用術� ◦インスタ⇔リアルで人脈を増やす方法

40代歓迎！登録したけど放置している人大歓迎！

超初心者向けゼロから始める使い方セミナー

インスタグラムを
楽しむ方法

日　時／	２０１９年８月２３日㈮１４	：００～１６：００
場　所／		函館商工会議所３F会議室
講　師／		日本名刺協会理事　サイ・クリエイション　代表	福田　剛大	氏

お申し込み・お問い合わせ　本所経営支援課　TEL ２３－１１８１

定　員／		30名（先着順、受講無料）

セミナー

*函館の皆様と共に49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
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BARBER　FORTE
　当店は、函館市中島町に店を構える理容室です。約３
年間、市内にある理容室で腕を磨き2018年４月に夫婦で
創業しました。
　理容・美容室は夜７時や８時までの営業が一般的です
が、当店は夜10時まで営業しているのが特徴です。仕事
終わりや部活動終わりなど「営業時間ギリギリに来店す
るのはどこか気が引けて申し訳ない。」というお客様の声
をもとにこの営業時間となり、オープンより多くのお客
様にご愛顧いただいております。

豊富なコースとお得な会員システム
　お忙しい方、カットのみで十分という方にオススメの
スピーディーコースや、シェービング・アームマッサー
ジ・ショートヘッドスパなどリラクゼーションのメニュー
もついたお得なFORTEリッチコースなど、お客様のご希
望に合わせて選べるコースを数多くご用意しております。
　会員システムも導入しており、ポイントがたまると
ランクが上がり通常料金から常時最大300円OFFとなっ
ております。また、４週間以内にご来店の方には10％
OFF、ご来店周期が早い方は最大で30％ OFFなど、通え
ば通うほどお得なシステムとなっております。

プライベートな空間と上質な時間を過ごす
　ご来店いただいたお客様に上質で特別な時間を過ごし
ていただくため、席は１席のみ、座り心地と機能性を追
求した最高級のモノをご用意しております。
　カット後はドリンクサービスがありますのでバーカウ
ンターでおくつろぎください。
 
SNSで日々の出来事を発信
　ブログを開設しており、キャンペーン情報やメニュー
の発信だけでなく、当店をより身近に感じていただくた
め、日々のお客様との出来事から自分たちの日常・趣味
までをマンガで発信しております。ブログを見た方から
の評判は良く、カット中の話題にもなるだけでなく、他
のお客様の紹介で来店したというお客様も多くいらっ
しゃいます。

今後の目標
　創業して間もないですが、技術の腕を上げることはも
ちろん、自分自身楽しく、そしてお客様が何度も当店を
ご利用して頂けるような、お店づくりをしていきます。
　数あるお店の中で自分に合うお店が当店であれば幸い
です。

T E L：0138-76-3860
住　　所：函館市中島町35-26
駐 車 場：2台有
営業時間：AM10：00～ PM10：00
定 休 日：毎週　月曜日、火曜日

BARBER　FORTE

B
バ ー バ ー

ARBER　F
フ ォ ル テ

ORTE
代表　髙橋　龍生

テーマ 上質な時間を提
供する

～特別な１席を用意する
理容室～

NOW会員
Vol.69

「仕事終わり遅い時間でも気軽に来てほしい」と
笑顔で話す代表の髙橋さん ▲魅力を発信するブログ

他にはない特別な１席
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事務局／（一社）函館国際観光コンベンション協会内　函館市元町33番14号
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函館商工会議所　１号議員選挙告示
函館商工会議所１号議員の選挙を下記のとおり施行します。
○選挙をする議員の定数　50人

○立候補届出期間
　令和元年９月２日（月）午前９時から令和元年９月９日（月）午後５時まで　※土曜日・日曜日を除く

○立候補辞退届提出期限
　令和元年９月13日（金）正午まで
� 函館商工会議所　選挙長　竹　内　正　幸

　去る６月25日、フォーポイントバイシェラトン函館において、第６回通常議員総会を議員98名（うち委任
出席42名）が出席し開催しました。
　総会では、前段で開催された常議員会において承認された１件を含む３件の報告事項（議員の異動、部会
委員会の活動報告、新会員の加入）についてそれぞれ報告されたほか、議事として平成30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。
　また、欠員となっていた監事１名の補充について、函館エヌ・デー・ケー㈱の小浦一也代表取締役社長が
選任されました。

■主な事業活動内容
　◦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７日、フォーポイントバイシェラトン
函館において、水島担当副会頭、辻委員長をはじ
め４名が出席し、総務委員会を開催しました。
　会議では、常議員会へ上程する平成30年度の事
業報告並びに収支決算についての協議、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、今後の部会委員会活動について
も意見が交わされました。

会議所のうごき

第８回常議員会・第６回通常議員総会

総務委員会

▲開催に先立ち挨拶する久保会頭

▲開催に先立ち挨拶する辻委員長
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　去る６月29日、千歳市において、北海道商工会
議所連合会主催による第69回全道商工会議所大会
が開催され、全道42商工会議所から約450名の役員・
議員等のほか、本所からは久保会頭はじめ６名が参
加しました。
　大会では、中小・小規模企業について、原材料の
高騰や、後継者問題等の課題がある上、消費税引き
上げを控えているとして、景気対策や税制面での万
全な支援体制を求めました。また、昨年９月の胆振
東部地震を受けて、防災・減災対策の一層の充実並
びに国土強靱化の促進を求める特別提案を含めた
16議案を決議し、牧野北海道経済産業局長に手渡
しました。

　本所の久保会頭が会長を務める「函館警察官友の
会」令和元年度定時総会を去る６月19日、会長を
はじめ19名が出席し、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。
　当日は、平成30年度事業報告ならびに収支決
算、令和元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たほか、役員
改選では、現役員体制を引き継ぎ、全員再任となり
ました。
　総会終了後、北海道警察函館方面本部の池田本部

長を招き、「函館方面管内の治安情勢と警察の取組」
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。

　去る７月２日、花びしホテルにおいて、道南縄文
文化推進協議会（会長：境副会頭）の定期総会を会
長はじめ38名が出席し開催しました。
　当日は平成30年度事業報告ならびに令和元年度
事業計画案等について協議し、国内推薦候補となっ
た今後も、2021年の世界遺産登録実現を目指し、
啓発活動や要望活動を強化していくことを確認しま
した。この後85名が出席し、北海道縄文文化世界
遺産推進室の阿部特別研究員を講師に招き、「縄文
遺跡群の世界遺産登録に向けて」をテーマに講演会
を開催し、北海道・北東北の縄文遺跡の特質や、大
船、垣ノ島遺跡の周辺部も含めた景観保全、周遊観
光ルートの創設等の活用と今後の課題について説明
を受けました。

函館警察官友の会
令和元年度定時総会開催

道南縄文文化推進協議会
定期総会・講演会

第69回全道商工会議所大会
中小企業の活力強化、防災・減災の充実と国土
強靭化等を決議

▲議事を進める久保会頭

▲開会挨拶する境会長

▲開会挨拶する道商連の岩田会頭
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　2019年合同企業説明会を去る６月６日、フォー
ポイントバイシェラトン函館において開催し、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などが、
市内はもとより、道内各地などから合計100名余り
が会場を訪れ、60企業等の採用担当者と面談しま
した。　　
　この事業は、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者共催により、
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す。
　当日は、真新しいスーツに身を包んだ就活生など
が各企業ブースを訪れ、採用担当者からの熱心な説
明に聞き入っていたほか、企業側に自己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
姿が多く見受けられた活気あふれる説明会となりま
した。

　北海道、札幌市、一般社団法人北海道貿易物産振
興会主催による第35回北海道産品取引商談会が、
去る６月11日～12日の日程で、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63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、加工食品はじめクラフト製品、日用
雑貨等を含んだ道産品の販路及び輸出拡大を図るこ

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1,332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、食品卸販売業者及びスー
パーマーケットのバイヤーを中心に約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。

　６月例会（植栽活動）を去る６月17日、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、今会長をはじめ18
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34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、
函館駅前ビル（旧棒二森屋）前花壇にペチュニア
200株を植栽しました。

第35回北海道産品取引商談会
函館圏を代表する土産品をＰＲ

女性会
6月例会　ペチュニア２００株を植栽

2019年合同企業説明会
１００名の就活生が参加

▲来場者で賑わう道商連コーナー

▲採用担当者の説明に耳を傾ける参加者

▲植栽を終え記念撮影
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議員の職務を行う者の変更
・２号議員	 共栄運輸株式会社	 （新）代表取締役社長	 熊　坂　　　高　氏
	 	 	 	 （旧）代表取締役社長	 藤　田　正　廣　氏
	 （令和元年６月１日付）
監事の職務を行う者（補充選任）
・監　　事	 函館エヌ・デー・ケー株式会社	 代表取締役社長	 小　浦　一　也　氏
	 （令和元年６月25日付）

議員の異動等
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　当青年部は、プロスポーツチームとの連携強化に
より試合・合宿の誘致、子供向けイベントの開催を
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14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など、笑顔あふれる例会となり
ました。
　また、終了後には、選手・スタッフと斎藤会長は
じめ当青年部メンバーおよび家族、訪問学校・バス
ケットボール協会関係者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。

　令和元年度通常総会・懇親会を去る６月20日、
山矢会長はじめメンバー13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30年度事業報告並びに収支
決算、令和元年度事業計画（案）並びに収支予算（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。
　引き続き、斎藤青年部会長を来賓に迎え、懇親会
を行い、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。

　去る６月24日、Hakodate�Dining備後屋におい
て、青年部ＯＢ会主催による標記懇談会を、ＯＢ会
山矢会長、青年部斎藤会長をはじめ役員17名が出
席し開催しました。
　標記懇談会は、青年部新体制がスタートし役員が
一新したことを受け、改めて青年部ＯＢ会と青年部
が親睦を図り活動をより円滑に進めていくことを目
的に実施しました。
　当日は、青年部斎藤会長より令和元年度青年部基
本方針および直前会長・副会長・監事の紹介がなさ
れたほか、各委員長が委員会の紹介を行う等、両会
役員が交流を深め盛会裡に終了しました。

青年部ＯＢ会
令和元年度通常総会・懇親会

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」

青年部ＯＢ会役員と青年部役員との懇談会

▲開会に先立ち挨拶をする山矢会長

▲懇親会にて記念撮影

▲賑わいを見せる懇談会
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ご案内

北海道電力からのお願い

ほくでん節電

○この夏も引き続き ｢無理のない範囲での節電｣ にご協力をお願いいたします。
○詳しくは、ほくでんホームページをご覧ください。

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

●キラリス函館さん

●コンフォート
　ホテルさん

●ホテル
　リソル函館さん

市
電（
函
館
駅
前
）函館市

青函連絡船
記念館
摩周丸●

函館駅

東横インさん●

●
フォーポイント
バイシェラトン
　　　 函館さん

と
も
え
大
橋

会場

フードコーナー開設 応援や競漕で疲れたら
おいしいフードで体力回復!!

開港１６０周年記念 函館港まつり協賛

7月28日（日）午前9時30分～

豪華賞品が当たる抽選会も開催します！レース終了後恒例

主催者：函館港まつり協賛　函館ペリーボート競漕実行委員会　事務局／函館商工会議所内　函館市若松町7-15　TEL0138-23-1181

ボート競漕函館ペリー
第１１回

日 時

函館市イベントボランティア登録募集中
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　消費税率の１０％への引上げが所得の少ない方（住民税非課税の方）・小さな乳幼児
のいる子育て世帯の方の消費に与える影響を緩和することを目的として、プレミアム
付商品券の販売を行います。

◦�募集対象者は、函館市内に店舗等を持ち、小売業、飲食業、各種サービス業等を営
む事業者とします。

■購入対象者	 ①２０１９年度の住民税が課税されていない方
	 ・課税されている方に扶養されている方
	 ・生活保護の受給者　　　などは対象外となります。
	 ②	２０１６年４月２日から２０１９年９月３０日までに生まれたお子さまがいる世帯の世帯主の方

■購入限度額	 ①上記①の該当者：１人につき　　　　　　　２万５千円（販売額２万円）
	 ②上記②の該当者：対象児童１人につき　　		　２万５千円（販売額２万円）

■販 売 期 間	 令和元年１０月１日（火）から令和２年２月２９日（土）まで
■有 効 期 間	 令和元年１０月１日（火）から令和２年３月３１日（火）まで

令和元年６月１７日（月）～令和元年７月３１日（水）

◦�申請にあたっては、「函館市プレミアム付商品券取扱事業所募集要領」	をご確認のうえ、	
取扱事業所登録申請書に必要事項をご記入いただき、下記の提出先に郵送または持
参してください。

◦�取扱事業所として指定された事業所には、９月中旬に指定通知書のほか、商品券の
取扱いにかかるマニュアルやステッカー、ポスター等を送付します。

◦�指定された店舗は、商品券の購入対象者に配付するチラシ等に掲載させていただきます。

プレミアム付
商品券の概要

募 集 対 象 者
（取扱事業所の資格）

申請方法と書類の
提出先について

取扱事業所の
指定について

お問い合わせ

募 集 期 間

◦	募集要領および登録申請書は、函館市のＷｅｂサイト（ホームページ）からご確認いただき、	ご使用ください。
ホームページをご覧になれない方は、下のお問い合わせ番号へご連絡ください。	
　ホームページＵＲＬ　：		https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2015051300045/

函館市プレミアム付商品券発行事業事務処理センター

ＴＥＬ	０１３８－８６－５２３７［９：００ＡＭ～５：００ＰＭ（土・日・祝休）］

〒０４０－００１１ 函館市本町６番１２号　テーオービル３Ｆ
 株式会社ニッセンレンエスコート函館支店内
 「函館市プレミアム付商品券発行事業事務処理センター」

※	郵送での提出の際、プリントアウトして使用できる封筒を函館市Ｗｅｂサイトの募集案内ページにご用意しております。

函館市プレミアム付商品券取扱事業所（取扱店）募集について

第６３回函館圏優良土産品推奨会  奨励賞
箱館五稜郭 五稜星の夢チョコレート

１３０ｇ………… 500円(税抜)
五稜郭の象徴の星型の城郭をデザインしたミルクチョコレートです。パッケージには函館と
五稜郭の説明や函館にゆかりのある歴史の絵を載せています。チョコレートは20枚入りです。
五稜郭の象徴の星型の城郭をデザインしたミルクチョコレートです。パッケージには函館と
五稜郭の説明や函館にゆかりのある歴史の絵を載せています。チョコレートは20枚入りです。

道南食品㈱

函館市千代台町１４－３２
TEL ０１３８-５１-７１８７

URL：http://www.dounan.co.jp/

道南食品㈱

Information



ご紹介新入会員

New Face
中小機構 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

専門家による無料経営相談実施中！毎月第２金曜日

中小　北海道
詳細はインターネットで

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！

まずはお気軽に
お問合せください。

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

函館●
駅前ビル

ホテル●
リソル函館　

★
オフィス
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代表者／曾澤　祥弘
住　所／北斗市開発141番地１
ＴＥＬ／0138–77–0202

代表者／佐竹　直子
住　所／七飯町字中島144–1
ＴＥＬ／0138–87–0417
H　　P／www.blocknanae.com

會澤高圧コンクリート株式会社

一般社団法人 国際交流団体ブロック

　私たちはコンクリート総合メーカーとし
て、環境と安全に配慮しつつ、既成概念を
超えるファブレンスな事業モデルで、豊か
な社会づくりに貢献してまいります。

◦通訳、翻訳業務および海外事業サポート
◦出張英会話クラス（企業、団体）
◦外国人研修生雇用コンサルティング
◦�英会話クラス（幼、小、中、高、大人／英検、
TOEIC、IELTS対策）
◦映像、ウェブデザイン制作業務

�ご入会ありがとうございます。



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
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　働き方改革により、企業は、効率的かつ時短につな
がる働き方を進めるようになりました。それに伴い、
経営者や上司は、部下に対してさまざまな指導・注意
を行う機会が増え、同時に、「ハラスメント」と受け
取られるリスクも増えています。今回は、ハラスメン
トにつながらない指導・注意の心得をご紹介します。
　ハラスメントとは、自らの立場や地位を利用し、主
に自分よりも下の立場・地位にある人たちに対する嫌
がらせや、その人たちの意に反する言動をすることで
す。これらによって、その人たちに不快感を与え、就
業環境などを悪化させてしまいます。
　ご存じの通り、ハラスメントには、パワー・ハラス
メント（パワハラ）、セクシャル・ハラスメント（セ
クハラ）、モラル・ハラスメント（モラハラ）などが
あります。悪意を持ち、意図的にハラスメントを行う
人もいますが、知らず知らずのうちに行ってしまうこ
ともあり、パワハラはその最たる例です。善かれと思っ
て行った指導や注意が、パワハラと思われないための
心得は、上司として覚えておくべきでしょう。
　パワハラにつながらない指導・注意の心得は、自分
より下の立場・地位にある人たちも含めて、「自分の
周りは全員顧客」という視点を持つことです。これに
より、相手に対する接し方がずいぶん変わってきます。
お客さまには、怒鳴り散らしたり、嫌がらせをしたり
しませんよね。ただし、必要以上に、部下に気を遣う
必要もありません。

　部下を指導・注意する際にポイントとなるのは、「Ｕ
ＡＡ」です。understanding＝理解、agreement＝
納得、action＝行動を指し、この手順を踏むことを
徹底すれば、受ける側はハラスメントとは思いません。
指導と称して部下を一方的に怒鳴りつけたり、尊厳を
傷つけたりするのは非効率的な行為です。部下が離職
して会社の痛手になりかねませんし、最悪の場合、訴
訟にまで発展してしまうこともあります。
　ＵＡＡの手順を踏んで、部下が「なるほどな」と思
えるような理屈を積み上げて指導することが大切です。
つまり「なぜそれを言うのか」を、まず上司自身が理
解していることが大切なのです。先ほど「自分の周り
は全員顧客」と書きましたが、理解・納得できない商
品は買っていただけません。
　さらに、部下が理解し、納得したと思えたら、その
メッセージを復唱し、行動プランを宣言させることも
効果的です。当たり障りのない弱いメッセージでは部
下を動かすことはできませんし、だからといって理不
尽なことをしていては、ハラスメントにつながりかね
ないことを心得ましょう。
　ビジネスに付きものである「取引先との打ち合わせ」。
最近では、メールやＳＮＳ(会員制交流サイト)での
やりとりが多くなってきたとはいえ、やはり重要なや
りとりは「実際に会って話す」ことになります。

「ハラスメントにつながらない指導・注意の心得」
人財育成トレーナー　美月　あきこ



羽ばたかせます  あなたのイメージ。

〒040-0022 函館市日乃出町28番2号
TEL（0138）53-2231㈹    FAX（0138）53-4355
URL：http://www.ryubun-do.co.jp/　E-mail：info@ryubun-do.co.jp
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　青森市堤町の文化会館（リンクステーションホー
ル青森）バス停から徒歩3分のところにある店には
念願のバイクを手に入れたい人、ライダー仲間と
出会いたい人たちが訪れる。
　ヤマハのバイク専門店として昭和38年浦町に創
業。同47年に現在地に移転、「アサヒモータース」
改め「アサヒモーター」に。そして平成7年、有
限会社「アサヒモーター」を設立した。高速道路
でも余裕の走りができる「3輪バイク」（前輪が2
つ、後輪が1つ）をはじめ、新車・中古車バイクな
ど常時約30台が並び、ヘルメット、グローブ、ブー
ツなど厳選した品ぞろえ。修理・メンテナンスも
定評がある。
　男性ユーザが多く、スタッフも男性がほとんど
というバイク業界にあって、女性代表が誕生した。
「3年前に父親である先代から事業を継ぎました。
女性にとって、バイク屋さんってちょっと入りづ
らいですよね。女性が気軽に入ってこられるよう
な店を目指したい」。店内は清潔感にあふれ、陳列・
展示・表示などディスプレイも女性ならではの配
慮が行き届いている。
　お誘い型バイクショップ―を全面に掲げ、「お客
さまにバイクを使った遊びを提案しています」と
話す。初心者や団体ツーリング未経験者向けのツー
リングイベント開催もその一環。「6月は下北尻屋
崎方面、7月は北海道でのツーリングを計画して
います。大地を駆け抜け、風や自然を感じる爽快
感を体験してほしい」。
　バイクのシーズンオフには除雪機の販売も行っ

ている。「除雪機が家庭で馴染みがなかったころ
から販売を始め、もう半世紀近くになります。販
売台数は2千台を超えました」。スタッフが除雪ス
ペース、傾斜、路面状況、そして予算に応じて間
違いのないモデルを選んでくれる。
　「車離れ」が言われて久しいが、バイク業界も例
外ではないようだ。「若い世代のバイクファンを増
やしたい。幼少期からバイクに親しんでもらおう
と、子供用バイクも置いています」。
　自身のバイク歴は20年と言う。「父の影響で乗
り始めました。世界感が広がりました。乗用車で
は感じられない空気感やスピード感がバイクの魅
力」。店の運営についてアドバイスしてくれる会長
である父親の存在が心強いと話す。「バイクの醍醐
味を一人でも多くの人に伝え、何よりも女性ライ
ダーの輪を広げたい」。取材の最後に発した言葉に
力を込めた。

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。

YSP青森　（有）アサヒモーター
� 代表取締役　成田真知子さん商 工 プ ラ ザ

安心で楽しいバイクライフを提供。冬は除雪機販売も

青森市堤町1丁目5-9　　TEL 017-735-2904問い合わせ先

「バイクのレンタルもやっています。先日は九州からやって
来たと言うお客さんが利用していました」と話す成田さん



https://www.hakodate.cci.or.jp/activity/8206.html

道南縄文文化推進協議会
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函館商工会議所　企画情報課
TEL ０１３８－２３－１１８１

［担当課支社］
東京海上日動火災保険株式会社
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

お見積り、ご加入手続きは引受保険会社にお問合わせください。

2019年3月作成 18-T09888
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