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■今月の表紙
函館商工会議所創立120周年記念式典
　写真は、去る9月28日に開催された函館商工会議所創
立120周年記念式典において式辞を述べる松本会頭（第
25代会頭）を撮影した一葉です。
　本所は、明治28年（1895年）９月29日に、当時の榎
本武揚農商務大臣より認可を受け、北海道で最初、全
国で41番目の商業会議所として発足し、その後、昭和
28年に商工会議所法が制定され、法に基づく特別認可
法人として今日に至っています。

平成27年10月13日発行(毎月1回10日発行)

函館商工会議所報

10月号
（通巻388号)
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4 新幹線情報
5 函館商工会議所生命共済

言葉の力

6 会員Now
●季節の味：カフェ・レストラン　ペリーズバー

7 商工会議所活用レシピ
●青年部活動に参加して：大明工業㈱

8 会議所のうごき
●函館商工会議所創立120周年記念事業
●台湾観光客誘致訪問団
●合同部会幹事会開催
●ジェトロ主催「農林水産物・食品輸出商談スキルセミナー in 函館」
●第73回全道珠算競技大会
●青年部　
　●９月例会
　●カルチャーナイト
　●Ｂ－１グランプリin十和田　視察会
●銭亀沢地区女性部・青年部
●今後のうごき

12 中小企業相談所だより
●マル経融資
●北海道最低賃金
●中小企業のための人材育セミナー
　「採用・定着化と業績アップに布石を打つための人材育成」
●セミナー「事例から考える成功する会社経営」
●個別専門相談日程

14 ご案内
●第57回優良商工従業員表彰式
●おもてなし英会話講座
●幸せエピソードの募集

16 青森商工会議所会員事業所のご紹介
●居酒屋「銭形平二」
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導入準備はもう
お済みですか？

　マイナンバーをその内容に含む個人情報の適正な取扱いのために、民間事業者が最低限守るべきことや、
より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを特定個人情報保護委員会が作成しました。マイナ
ンバーの利用・提供・保管制限や特定個人情報の安全管理の内容・方法について、全従業員への研修等に
よるガイドラインの理解と遵守の徹底をお願いいたします。

●②マイナンバーの取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。

●①マイナンバーの安全管理を徹底させましょう。
　すでに情報漏えい対策を実行している事業主の方も多いと思われますが、マイナンバーの取扱いは、個
人情報保護法よりも厳格な保護措置が設けられています。いま一度、対策の見直しとそれを踏まえた準備
をお願いします。

組織的・人的安全管理措置
● 担当者の明確化…  担当者以外がマイナンバーを取扱うことがないように、取扱責任者や事務取扱担当者等担当者

を明確にしましょう。
●適切な教育………従業員に対するマイナンバー制度概要の周知等、従業員への教育も大切です。

物理的・技術的安全管理措置
●シュレッダー等プライバシーに配慮して書類を廃棄できるよう準備
●取扱担当者を決め、他の人は情報にアクセスできない仕組みづくり
●パーテーションの設置や座席の工夫　●カギ付き棚を用意
●ウィルス対策ソフトウェア導入、アクセスパスワードを設定
●覗き見されない座席配置　等

　マイナンバー制度は、各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確にし、国や地方公共団体で
分散管理する情報の連携がスムーズになる等、行政の効率化や国民の利便性の向上を目的に、今月から番号が日
本国内の全住民と法人に通知され、平成28年１月から利用が開始されます。そのため来年１月から全ての民間事
業者は、社会保障等の手続で従業員等のマイナンバーを記載する必要があり、対応が急務になっています。今回は、
本誌６月号特集に引き続き、間近に迫ったマイナンバー制度導入に際して民間企業がすべきことや注意すべきこ
と等をご紹介します。

特 

集
マイナンバー制度が
もうすぐ始まります！！

ガイドラインのダウンロードはこちら 特定個人情報保護委員会 検索⬅

マイナンバー制度実施の流れ

住民票の
住所に通知

マイナンバーの
利用開始

地方公共団体等
も含めた情報連携
を開始

個人ごとの
ポータルサイト
（マイナポータル）
の運用開始

住民票を有する方（住民票が
ある外国人を含む）に、平成
27年10月以降、12桁のマイ
ナンバー（個人番号）が通知
されます。
※現在お住まいの場所と住民票の住
所が異なる場合には、受け取るこ
とができない可能性があります。

※年金の手続では平成29年1月
からマイナンバーの利用が開
始されます。

税の手続や年金、医療保
険、雇用保険等の社会保
障の手続で、マイナン
バーの利用が開始されま
す。申請者への個人番号
カード交付も始まります。

マイナンバーを含む自
分の情報をいつ、誰
が、なぜ提供したのか
確認できます。行政機
関からのお知らせも受
け取れます。

情報連携により事務が確
実かつスムーズになり、
国民の負担が軽減。
暮らしがもっと便利に
なっていきます。

平成27年10月以降 平成28年1月 平成29年1月 平成29年7月
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　平成27年10月２日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律「番号法」施行後の平成28年１月以降も、給与等の支払を受ける方に交
付する源泉徴収票等への個人番号の記載は行わないこととされました（個人番号が記載不要となる税務
関係書類は、以下のものです。）。
　なお、税務署に提出する源泉徴収票等には個人番号の記載が必要ですのでご注意ください。
※ 改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票等について、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこと
とされていました。

個人番号の記載が不要となる税務関係書類
（給与等の支払を受ける方に交付するものに限ります。）
●給与所得の源泉徴収票
●退職所得の源泉徴収票
●公的年金等の源泉徴収票
●配当等とみなす金額に関する支払通知書
●オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書

●上場株式配当等の支払に関する通知書
●特定口座年間取引報告書
●未成年者口座年間取引報告書
●特定割引債の償還金の支払通知書
　※ 未成年者口座年間取引報告書および特定割引債の償還金の

支払通知書は、平成 28年１月施行予定

改正についてのＱ＆Ａ
問１ 　なぜ従業員に交付する源泉徴収票に個人番号を記載し

ないこととされたのですか。

答１ 　本人交付が義務付けられている源泉徴収票等に個人番
号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏
えいまたは滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生
じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便
事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配
慮して行われたものです。

問２ 　改正によって、従業員に周知すべき事項
はありますか。

答２ 　従業員に交付する源泉徴収票に個人番号
が記載されないため、番号法施行後におい
ても、従来と取扱いは変わらないことをご
説明ください。

問３ 　税務署提出用の源泉徴収票や支払調書等にも個人番号
を記載しないこととなるのですか。

答３ 　今回の改正は、支払を受ける方に交付する源泉徴収票
や支払通知書等について、個人番号の記載を要さないこ
ととなるものであり、税務署提出用には支払を受ける方
の個人番号を記載して税務署に提出していただく必要が 
あります。なお、支払を受ける方から個人番号の提供を
受ける場合には、番号法等に定める本人確認を行ってい
ただく必要があります。

重要 !

税務職員を装った者からの年金・マイナンバー制度
アンケート等と称する不審な電話や「振り込め詐欺」
等にご注意ください。税務職員が年金・マイナンバー
制度アンケート等と称して電話することはありません。

本欄にはマイナンバー制度の一部の概要をピックアップして掲載しております。詳しくは、「マイナンバー」で
検索していただくか、マイナンバーコールセンターにお問合せ下さい。

●ホームページは『マイナンバー』で検索
●マイナンバーのコールセンター 0570-20-0178（全国共通ナビダイアル）
※ ナビダイヤルは通話料がかかります。 ※ 平日9時30分～ 17時30分 (土日祝日・年末年始を除く)
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、 ０５０－３８１６－９４０５におかけください。

※ 個人情報の保護に関する法律第25条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報として源泉徴収票等の開示の求めがあった場合には、本
人の個人番号を記載して開示することが可能です。
※ 電子申告・納税等開始（変更等）届出書についても個人番号の記載は不要です。

！

 法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への
個人番号の記載は必要ありません！



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！

専門家による無料窓口相談実施中！
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

ホテル●
リソル函館　

棒二森屋●

★
オフィス
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　北海道・東北新幹線はトンネルが多くて携
帯電話が繋がらない区間が長いと感じるの
ですが、将来は改善されるのでしょうか。

　ご質問のことについては今年４月、青函トンネル
内で特急列車の発煙事故が発生し、脱出する乗客が

長時間携帯電話を使用できなかったことから問題が浮き彫
りになりました。青函トンネルの場合は現在、53.9kmの
全区間、乗車時間では約24分間（時速140km/hの場合）
携帯電話が通じない状態となっています。このため、９月
の北海道議会では議員の質問に対し、知事がＪＲ北海道へ
通信環境整備も含めた安全対策を要望することが報じられ
たところです。

　全国の新幹線を見ると、利用者の多い東海道・山陽新幹
線は東京・新山口間でトンネル内も携帯電話の利用ができ
るほか、新山口・厚狭間と小倉・博多間も平成27年度中
の整備が行われる旨発表されています。東北新幹線につい
ては６月までに東京・いわて沼宮内の手前までの区間が携
帯電話利用可となっていますが、いわて沼宮内・新青森間
には岩手一戸トンネル（延長25.8km）と八甲田トンネル
（延長26.5km）の長大トンネルがあることから、同区間の
通信環境整備については現時点では明らかになっていません。

　今年3月に開業した北陸新幹線では、運行車両のE7・
W7系全席にコンセントが設備され、車内でのパソコン・

スマホ利用がしやすくなっていますが、トンネルの多い高
崎・金沢間では携帯電話が繋がらない時間が長く、多くの
利用者が不便を指摘しています。そのため、北陸新幹線と
競合する日本航空の羽田・小松線では、通常だと有料の機
内wi-fi サービスを無料で利用できるサービスを３月から
９月まで実施するなど、新幹線の通信環境を意識した顧客
獲得サービスが行われています（同様に、新幹線とのシェ
ア競争が続く羽田・広島線はwi-fi 無料サービスを継続中）。

　総務省では、トンネル等の閉塞地域において移動通信用
中継施設等の整備を行う一般社団法人等に対して、国がそ
の設置費用の一部（鉄道トンネルは事業費の1/3）を補助
する「電波遮へい対策事業」を実施しており、平成27年度
は20億円の予算が確保され、北海道では主として高速道路
トンネルを中心に整備が進められています（平成27年度は
約5,600万円）。トンネル総延長が全路線の７割強に及ぶ北
海道新幹線における整備拡充については現時点では明らか
になっていませんが、新函館北斗開業を機に改善が図られ
るよう、関係機関とともに動向を注視しながら取り組んで
まいります。

A

連 載 北海道新幹線で未来をひらく!
2016年3月26日新函館北斗開業情報
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平和というものは、家庭からはじまる。

家庭平和のためにはまず自分の心が
和やかで調和していることである。

書道家　武田　双雲

武
たけ

田
だ

　双
そう

雲
うん

　書道家。熊本育ち。３歳から母である双葉（そうよう）
に師事。東京理科大学、ＮＴＴ退社後、ストリートからは
じめる。ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」
など数々の題字を手がける。全国でユニークな個展を開
催。著書は、作品集【絆】、【上機嫌のすすめ】など 20 を
超える。書道教室は約 300 名（2005 年より満席状態が続
く）。公式ブログ「書の力」のアクセス数は、１日５万を
超える。⇒ http://ameblo.jp/souun

【公式サイト】http://www.souun.net/

入院給付金付災害割増特約・
ガン死亡特約付福祉団体定期保険

函館商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金）

1　業務上・業務外を問わず24時間保障
2　毎年収支計算し剰余金があれば配当金も！
3　福利厚生制度にご活用いただけます
4　１年更新で医師の診査なし
5　商工会議所独自の給付制度も！

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 病気入院見舞金
(5日以上入院されたとき)

１律
５，０００円

ガンによる死亡 １００万円 結婚祝金 ５，０００円

ガン以外の病気による死亡 ５０万円 出産祝金
(配偶者を含む) ５，０００円

高
度
障
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 不慮の事故による入院 1日につき

２，０００円

＊ 記載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。 

[お問合わせ先]　　　　
 函館商工会議所
 〒040-0063　函館市若松町7-15
 TEL 0138-23-1181  FAX0138-27-2111　

[引受保険会社]　　　
 アクサ生命保険株式会社  函館営業所

+
会員事業所の
みなさまへ

特
　
　
徴

生命共済
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じめる。ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」
など数々の題字を手がける。全国でユニークな個展を開
催。著書は、作品集【絆】、【上機嫌のすすめ】など 20 を
超える。書道教室は約 300 名（2005 年より満席状態が続
く）。公式ブログ「書の力」のアクセス数は、１日５万を
超える。⇒ http://ameblo.jp/souun

【公式サイト】http://www.souun.net/

入院給付金付災害割増特約・
ガン死亡特約付福祉団体定期保険

函館商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金）

1　業務上・業務外を問わず24時間保障
2　毎年収支計算し剰余金があれば配当金も！
3　福利厚生制度にご活用いただけます
4　１年更新で医師の診査なし
5　商工会議所独自の給付制度も！

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 病気入院見舞金
(5日以上入院されたとき)

１律
５，０００円

ガンによる死亡 １００万円 結婚祝金 ５，０００円

ガン以外の病気による死亡 ５０万円 出産祝金
(配偶者を含む) ５，０００円

高
度
障
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 不慮の事故による入院 1日につき

２，０００円

＊ 記載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。 

[お問合わせ先]　　　　
 函館商工会議所
 〒040-0063　函館市若松町7-15
 TEL 0138-23-1181  FAX0138-27-2111　

[引受保険会社]　　　
 アクサ生命保険株式会社  函館営業所

+
会員事業所の
みなさまへ

特
　
　
徴

生命共済
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気軽に入れるフレンチレストラン
　当店は、平成22年に松陰町、遺愛高校横の緑町通りにオー
プンし、フレンチベースの洋食を気軽に楽しむことのでき
るお店として、幅広い年齢層の女性、カップル・夫婦等の
お客様やリピーターのお客様を中心にご愛顧いただいてお
ります。
　20代の頃に、東京のレストランやホテル等で修行した後、
レストランの立ち上げにも携わり、当店のオープンに至り
ました。
　店名の由来は、25年程前に旅行でイタリアのベネツィア
を訪れた時にベリーニというカクテルの発祥のバーである
ハリーズバーというお店を見つけました。残念ながら、そ
の日はお休みだったため入店することはできませんでした
が、店名の語感がとても気に入ったので、いつかお店を持っ
たら店名の参考にしようと考えていました。また、函館は
黒船で来函したペリー提督とも縁があることから、彼の名
前とハリーズバーの語感を借り、ペリーズバーという店名
をつけさせていただきました。

 季節の食材を最大限に活かす
　当店の料理は、一品物のメニューもございますが、ご注
文のほとんどはコースメニューです。コースメニューでは、
フレンチ料理をベースとした創作料理をリーズナブルな価
格で提供しています。

  仕入れは、信頼の置ける業者さんからその季節の旬な肉・
魚・野菜等をご紹介いただき、その食材の味や食感、風味
を最大限に活かせるメニューを考え、お客様へ提供してお
ります。そのためコースメニューの料理にはレシピという
ものがなく、来店の度に違った味を楽しめることができる
ことや、アレルギー等の理由で食べられない食材を入れな
い等のお客様からの急な要望にもきめ細かく対応できるこ
とが当店の強みであると自負しております。
　毎年の秋季には、メニューの中に期間限定のマツタケコー
スをご用意しており、香りの良い松茸をはじめ、秋が旬の
ハモ、栗、銀杏、エビ等を使用したパイ包みスープや、エ
ゾアワビのポワレ、または、白老牛のサーロインステーキ
に松茸を添えたメイン料理等を提供し、ご好評をいただい
ております。
　また、当店はオープンキッチンになっております。食材
の味だけでなく、工程の中で旬の食材が焼ける香りや音等
を感じることができますので、食前から食後にかけ、五感
を使って当店の料理をお楽しみください。

今後の目標
　当店の厨房は、私一人で担当しているので、お客様が求
めている料理を想像しながら、コース料理全体のトータル
コーディネートができることにやりがいを感じています。
　今後も、初めて訪れる新規のお客様に当店のファンになっ
ていただくため、また、これまで当店を支えてくださった
リピーターのお客様の期待に応え続けるため、料理の一品
一品に全力を注ぎ、おもてなししていきたいと思います。

カフェ・レストラン　ペリーズバー
オーナーシェフ　小田原　祐一郎

カフェ・レストラン　ペリーズバー
函館市松陰町1-7　TEL 83-6008

Data
旬の食材をふんだんに使用した秋の前菜

テーマ

会員NOW
季節の味

Vol.29

木のぬくもりが感じられる落ち着いた雰囲気の店内

看板メニュー『旬の野菜とエゾアワビのポワレ』
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大明工業㈱
 代表取締役　小林　正明
長く続く快適な空間を提供する
　弊社は、昭和23年の創業以来、市内の公共施設や民間企
業の建物の空調・衛生設備の設計や施工を行い、快適な空
間を創るお手伝いをする会社として市民の皆様からご愛顧
いただいております。
　弊社の経営理念は、専門業者としてのプライドを持って
仕事に臨むことで、設備の施工だけでなく、整えた快適な
環境がより長く続くよう、施工後のメンテナンス等のアフター
サービスにも力を注いでおります。
　また、新しいことに挑戦する姿勢も大切にし、函館アリー
ナの建設時には、風の影響を受けやすいスポーツの競技性
を向上させるため、空気の流れを最小限に抑える輻射空調
という、道内でもほとんど例のない設備工事に挑戦しまし
た。弊社でも初の工事でしたが、東京にある同様に工事を
行った建物を綿密に調査し、設計・施工を行った結果、無
事に空調設備が完成いたしました。微力ではございますが、
当地域の発展に貢献できたことに誇りを感じています。
　今後は、市内のお客様だけではなく、新幹線開業を機に、
東北地方のお客様にも、空調・衛生の設備や施工を通して、
長く続く快適な空間を創るお手伝いをしていきたいと思い
ます。

青年部活動に参加して
　平成15年の当青年部設立時からスターティングメンバー
として参画し、現在はイベント広報委員会に所属し、函館
はやぶさＰＲ隊の隊長を務めさせていただいております。
　当隊は、昨年の７月例会の中で、七戸はやぶさＰＲ隊の
菅岡隊長を講師に招き、「七戸に『はやぶさ』を停めた男た

ちの軌跡」と題しご講演いただいた際に、「再来年の３月の
新幹線開業時には、函館と東北が物理的に繋がります。今
後は商工会議所青年部同士でも繋がりましょう」という言
葉をいただき、函館側も何かしなければならないという気
持ちが芽生え、七戸はやぶさＰＲ隊に習い、函館はやぶさ
ＰＲ隊を結成いたしました。
　隊を結成してから１年以上経ちますが、大勢の前でパフォー
マンスすることに今でも恥ずかしさがない訳ではありません。
ですが、多くの皆様に笑って楽しんでいただき、函館が楽
しい街だというイメージを持って、北海道新幹線開業と当
地域に「はやぶさ」が来るという機運を高めるため、恥ず
かしがらずに堂々とパフォーマンスを行うことを心に決め
ています。
　結成以来、様々なイベントに出演させていただき、新幹
線開業だけでなく、函館や渡島・檜山管内の地域の魅力を
全力でＰＲしてきましたが、当隊のパフォーマンスを行う
度に、観客のニコッと笑う顔を見て、新幹線開業に明るい
イメージを持っていただけたと実感します。

共に駆け抜ける仲間と共に
　新幹線開業のカウントダウンが始まった今年３月頃から、
様々なイベントやメディアへの出演オファーが増え、10月
30日放送予定の『開業半年前！北海道新幹線クイズ』（仮）
というＮＨＫの番組に解答者として出演させていただくこ
とにもなり、ＰＲのチャンスがどんどん広がっています。
　当隊のメンバーの多くが30～40代で構成されるため、長
時間に渡る激しく動き回るパフォーマンスに身体が悲鳴を
上げているのを感じますが、体力の続く限り、新幹線開業
前から開業後も当地域の良い所をＰＲしていきたいと思います。
　最後に、経営者でありながら、多忙なスケジュールの合
間を縫ってイベントに参加してくれる隊員の仲間たちには、
心から感謝しています。

大明工業㈱
函館市栄町12-18　TEL 23-8474

Data
10両連結を行うＰＲ隊メンバー

函館港まつりを大いに盛り上げた
ＰＲ隊のパフォーマンスの様子

商工会議所活用レシピ
青年部活動に参加して
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　今年で創立120周年を迎えるにあたり、去る9月
28日、花びしホテルにおいて記念式典、記念講演並
びに祝賀会を開催し、当日は350人を超える来賓・
関係者が出席し盛大に行われました。
　記念式典では、当実行委員会委員長の石尾副会頭
による開会の辞に始まり、松本会頭から「明治28
年9月29日、北海道で最初の商業会議所として設立
以来、このように各界多数の皆様と今日を迎えられ
ることは光栄の極みである。当地域ではいよいよ来
年3月26日に悲願の北海道新幹線開業が決定してお
り、未来の街づくりに向けて大きく動き始めている。
この120年の節目にあたり、商工会議所に課せられ
た使命と責務、そして先人の思いを胸に、新たな時
代に向けて努力を重ねて参りたい」と式辞を述べま
した。
　続いて来賓を代表し、日本商工会議所会頭・北海
道経済産業局長・北海道知事・北海道商工会議所連
合会会頭・函館市長の5名より祝辞を頂戴したほか、

創業百年以上を迎えた会員事業所のうち48社が出席
しての顕彰が行われ、受賞者を代表し㈱千秋庵総本
家・函館税関・日本銀行函館支店の3社に表彰状と
記念品の贈呈が行われました。
　また、式典終了後、経済評論家で日本総合研究所
理事長の寺島実郎氏を講師に、「時代の潮流と日本の
進路」と題した記念講演会のほか、引き続き同ホテ
ルにおいて祝賀会を開催しました。

　去る９月30日～10月 3日、４日間の日程で、函
館工藤市長、本所松本会頭はじめ市内関係団体の代
表ほか、今回は弘前蛯名副市長、弘前観光コンベン
ション協会下山副会長らも加え、総勢22名が台北
市・台南市を訪れ、観光プロモーション活動を実施
しました。
　台湾２・３日目となる10月 1～ 2日には、函館
～台北線国際定期便就航や台湾観光客の当市への送
客のお礼を兼ねて、トランスアジア航空やエバー航
空、台南市政府等を訪問し、来年３月の北海道新幹
線開業により、１時間程度の移動で道南圏と青森県

にわたる広域圏での観光が可能となることや両地域
の自然や食事をはじめとする豊かな観光資源を堪能
してほしいこと等を説明し、今後の誘客が期待でき
るプロモーション活動となりました。

■台湾観光客誘致訪問団
弘前市と合同でトップセールスを実施

「記念式典・記念講演・祝賀会」を開催

函館商工会議所創立120周年記念事業

▲式辞を述べる松本会頭

▲エバー航空でのトッププロモーションの様子
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　本所の建設・土木部会主管による合同部会幹事会
を去る10月 7日、正副会頭のほか７つの部会の幹
事等40名が出席のもと、ロワジールホテル函館に
おいて開催しました。
　冒頭、建設・土木部会の佐藤副部会長より「北海
道新幹線開業まであと半年を切り、開業後を見越し
た動きも活発化している。新幹線効果を最大限生か
すためには二次交通網等のネットワーク基盤の充実
強化が欠かせない。これらと深く関わる函館開発建
設部の事業、役割等について、さらなる認識を高め
る機会として欲しい。」との開会挨拶がなされました。
　引き続き、国土交通省北海道開発局函館開発建設
部長の柳屋勝彦氏より「道南の交通ネットワークと
函館開発建設部の地域における役割について」をテ
ーマに講演が行われ、道南の道路、港湾、空港等の
具体的な整備状況と今後の事業展開等について、詳
しい説明がなされました。

　ジェトロ北海道および函館市・本所共催による「農
林水産物・食品輸出商談スキルセミナー in 函館」
が去る９月14日、各企業・団体の経営者や貿易業
務担当者約30名が出席し、サン・リフレ函館にお
いて開催されました。
　円安や海外での日本食ブーム等を背景に、近年の
農林水産物・食品輸出額は急増しており、北海道で
も水産物を中心に輸出額が直近５年間で約２倍とな
っています。特に東アジア市場が拡大しており、国
内人口減少する中で重要なマーケットとなる可能性
を有しています。
　当日は、貿易コンサルティングAglienの坂井代
表を講師に招き、北海道農政事務所等各団体の貿易
業務担当者とともに、商談の基本や輸出への具体的

な取り組みと課題等について講義が行われ、受講者
たちは熱心に耳を傾けていました。

　第73回全道珠算競技大会が去る９月13日、グラ
ンドパーク小樽において函館地区から24名、全道各
地から総勢264名の選手が参加のもと開催されました。
　当日は、それぞれ個人・団体競技、種目別競技に
おいてそろばんの腕を競い、競技の結果、個人競技
の「そろばん北海道一」の栄誉には、美唄市の工藤
由季夫さんが輝いたほか、函館地区からは、一般の
部において、八木泰樹さんが読上暗算２位、読上算
優勝、小学校４年生以下の部において坂本法輝君が
読上暗算優勝、佐々木奏多君が読上算優勝、野田晟
太郎君が読上暗算３位、長瀬満君が読上算３位とな
る等、多くの選手が入賞を果たしました。各都市の
代表選手による都市対抗競技では、函館市は12都
市中５位となりました。

■合同部会幹事会開催
函館開発建設部　柳屋部長による講演

■ジェトロ主催「農林水産物・食品
　輸出商談スキルセミナー in 函館」
拡大する市場に商機

■第73回全道珠算競技大会
264名の選手がそろばんの腕を競う

▲商談の基本や輸出への取り組みと課題について説明する坂井氏

▲そろばんの腕を競う選手たち
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　9月例会（市長例会）を去る9月8日、齋藤会長
はじめメンバー43名が参加し、函館アリーナにお
いて開催しました。
　当日は、函館アリーナ見学会として、施設管理者
である(公財)函館市文化･スポーツ振興財団の担当
者から、メインアリーナをはじめ各施設概要や特徴
等の説明を受けて見学を行いました。
　また、見学会終了後は、工藤市長を招いての市長
例会を開催し、工藤市長と齋藤会長が青年部平成
27年度基本方針に基づきながら対談を行うとともに、
各委員長より委員会の重点事業等について質疑応答
が行われる等、青年部活動について工藤市長と認識
共有が図られ、函館市とのさらなる連携に繋がる例
会となりました。

　はこだてカルチャーナイト2015を去る10月 2日、
はこだてカルチャーナイト実行委員会（実行委員長：
齋藤青年部会長）が主催し開催しました。
　当イベントは、普段見ることのできない文化・教
育施設等を夜間開放し、家族そろって地域の文化に
触れていただくことを目的として平成17年に始まり、
青年部のメイン事業の一つとなっております。
　11回目となる今年は、強風による悪天候のため
屋外施設等9施設が急遽出展中止となりましたが、
駅周辺・西部・五稜郭・湯の川エリア等32会場に
35企業・団体が出展し、延べ8,704人の来場者が施

設見学や特色あるイベントを楽しみ、各会場は大い
に賑わいました。

　「Ｂ－１グランプリｉｎ十和田」視察会を去る10月
３・４日開催し、齋藤会長はじめ20名が参加しました。
　視察会は「ご当地グルメでまちおこしの祭典」
をテーマに平成18年の八戸市開催を皮切りに全国
各地を巡回し開催されている同イベントから地域づ
くりのヒントを得るとともに、来場者へ北海道新幹
線開業をＰＲすることを目的に実施しました。一行
はまず３日の宿泊地である八戸商工会議所青年部役
員らとの懇談会を開催、翌４日は八戸市で毎週日曜
に開催され毎回約１～３万人の来場者で賑わう館鼻
岸壁朝市を見学ののちＢ－１十和田会場を訪れまし
た。会場では青年部の函館はやぶさＰＲ隊が先輩格
の七戸はやぶさＰＲ隊との連結パフォーマンスを展
開し来年３月の新幹線開業をＰＲしたほか、来年６
月26日開催の函館マラソンＰＲも合わせて実施、
来場者からたくさんの声援を受けました。

■青年部
■９月例会（市長例会）を開催

■はこだてカルチャーナイト2015を開催

■「Ｂ－１グランプリｉｎ十和田」視察会を実施

▲工藤市長（右）と対談を行う齋藤会長

▲多くの来場者で賑う会場

▲視察会に参加した青年部メンバー
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　秋の交通安全運動に合わせて、去る9月29日、

国道278号において、銭亀沢地区女性会メンバーは

じめ総勢11名が参加して「交通安全意識啓発運動」

を実施しました。

　同事業は、銭亀沢地区女性部と青年部が共催して

毎年この時期に開催しており、多発する交通事故に

対する一層の安全意識の浸透を図って、交通事故防

止を道行くドライバーに訴える事を目的としています。

　当日は、女性部員手作りマスコット「銭亀くん」

やリーフレット、交通安全メッセージ入りポケット

ティッシュ等をドライバーに配布しながら、交通安

全旗を振って交通安全をアピールしました。

■銭亀沢地区女性部・青年部
銭亀沢地区において
交通安全意識啓発運動を展開

今後のうごき
【10月1日現在】

10 月

13 火
観光・飲食・サービス部会 幹事会

北海道信用保証協会 個別相談

14 水 経営相談

16 金 マイナンバー制度が企業に与える影響と対
策セミナー

21 水 金融個別相談

23 金 法律相談

25 日 第205回 珠算能力検定試験

26 月 本所・青森商工会議所第５回会員事業所
パートナーシップ構築懇談会

28 水 発明相談

11 月
5 木 第１回 おもてなし英会話講座（全12回）

8 日 第10回 函館歴史文化観光検定
（はこだて検定）

10 火 北海道信用保証協会 個別相談

▲手作りマスコットを配り交通安全を呼びかるメンバー
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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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　企業にとって人材こそが最重要の経営資源であり、人材は「人財」とも言われています。このセミナーでは、企業の経
営力を強くするだけでなく、スタッフの新規採用や定着化にも効果を発揮する人材育成のあり方について理解していただ
きます。

がんばる経営、応援します！

「マル経融資」
　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… 1.25％ （平成27年9月9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

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。

本所では､ ｢マル経融資｣ の利子１％を１年分補助する「利子補給制度」を行っております。詳しくはお問合せください。

貸付限度額

2,000
万円

最低賃金額　時間額 764円　効力発生年月日 平成27年10月8日
○　 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入
されません。

○　 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
○　 特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」）で働く者には
北海道の特定（産業別）最低賃金が適用されます。

厚生労働省　北海道労働局　労働基準監督署（支署）

講師紹介
日本マクドナルド株式会社を経て、1991年東京商工会議
所入所。ベンチャー企業の事業展開支援や中小企業のＭ＆
Ａサポート事業の企画・立案・運営に携わる。2002年独立、
ビジネス・コア・コンサルティングを設立。創業、ベンチャー
の事業展開支援など実践型コンサルティングを展開してい
る。著書に「21世紀のサービス業はこう変わる」（経営情
報出版社）などがある。中小企業診断士。千葉商科大学大
学院客員教授。

採用・定着化と業績アップに布石を打つための人材育成

お申込み・問合せ先／中小企業大学校旭川校　研修課　℡　0166-65-1200
主催／(独)中小企業基盤整備機構北海道本部　中小企業大学校旭川校

日　時／平成27年 11月30日㈪ 18:00～20:25
会　場／ホテル函館ロイヤル（函館市大森町16-9）
講　師／ビジネス・コア・コンサルティング　代表　坂本　篤彦 氏
受講料／無料
参加者対象者／中小企業の経営者、幹部、管理者、その候補者／個人事業主

北海道最低賃金
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働く
すべての労働者（臨時、パートタイマー、アルバイト
等を含む。）に適用される北海道最低賃金が次のとおり
改定されました。

中小企業のための人材育成セミナー

必ずチェック 最低賃金！
使用者も、労働者も

事業者 経営指導員 日本政策金融公庫

融資実行

日
本
政
策
金
融
公
庫

・相談
・申込受付
・指導
・調査

審
査
会

推

　薦
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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／11月10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／11月18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／11月25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/11月27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/11月11日㈬ 13:00～
相談員/公認会計士 鎌田 直善 氏

13

日　　時／平成27年 10月26日㈪ 14:00～16:00
会　　場／ 函館商工会議所　3階会議室
講　　師／おおもと経営オフィス　代表　大本　佳典 氏

内　　容／ ●教育と訓練………ロープレの威力、マニュアル、日本一教育訓練している組織。
 ●モチベーション…水害で大活躍した社員たち、すっごいタクシードライバー。
 ●上司の背中………部下は勝手に育つ、古代中国の政治家の判断、山本五十六とドラッカー。

参 加 費／無料 （定員30名になり次第締め切り）

　早く人材を育て上げるためには、何をどうしたらいいのでしょう。現在、成功を収めている会社でも、そこに
いたる過程で試行錯誤し、さまざまな工夫をして現在の仕組みを構築したのです。本講演でご紹介する事例でヒ
ントになりそうなものがあれば、一工夫して自社で試してみる。そのような小さ
な改善を積み重ね人材を育て上げることが、売上げと利益をアップすることにつ
ながります。

事例から考える成功する会社経営

お申込み・問合せ先／経営支援課　℡23-1181

講師紹介
民間企業の勤務を経て2012年に「おおもと経営オフィス」創業。ヒューマンアカデミー札幌校非常勤講師、厚生労働省認定TCCMキャ
リア・コンサルタント。中小企業庁主催・中小企業支援事業選任コンサルタント。顧問契約を通じ中小企業の業績向上の支援を行っ
ている。

*函館の皆様と共に45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

URL:http ://www.e ich i -patent . jp

特許業務法人 英知国際特許事務所
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 鈴木　康裕　　　弁 　 理 　 士 宮崎　　　恭　　　弁 　 理 　 士 紀田　　馨　　　弁 　 理 　 士 田口　滋子
弁 　 理 　 士 岩﨑　良子　　　弁 　 理 　 士 石川　香菜子　　　特別顧問弁理士 細井　貞行　　　特 別 顧 問 岡本　清秀

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㈹

　　　　　　　　　　　　　　　 【虎ノ門サテライト】 TEL： 03-6206-6479
【仙台支部】 TEL： 022-266-5580　   　【大阪支部】 TEL： 072-201-1593
【山形支部】 TEL： 023-651-6102　   　【浜松支部】 TEL： 080-2077-6544

無料

セミナー

よし黒字！なんとか黒字！ほら黒字！
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　会員の皆様には、先月ご案内いたしておりますが、本所では毎年11月に会員事業所限定で標
記の永年勤続従業員表彰式を開催しております。もう既に申請された事業所におかれましては、
10月下旬に表彰者・事業主の方に式典・祝賀会へのご案内をいたします。また、これから申請
されます事業所におかれましては、10月16日㈮が締切りとなっておりますので、お早めにお申
込みください。
　また、申請書類がお手元にない方は、本所ホームページからダウンロードしていただくか、
書類を送付いたしますので、お問合せください。

•開会
•国歌斉唱
•主催者挨拶
•表彰状授与　
•祝辞
•謝辞
•閉会
•記念撮影
•祝賀会

ご案内 Information

【日　　　時】平成２7年１１月２５日㈬ １６：００～
【会　　　場】ホテル函館ロイヤル（大森町16－9）
【締　　　切】平成27年10月16日（金）
【負　担　金】表彰者1名につき
 10年以上　6,000円　20年以上　6,500円
 30年以上　7,000円　40年以上　7,500円
 記念品はたち吉夫婦揃を予定
 上記に含まれていない当日の記念写真、祝賀会費等は本所が助成します

【申込・問合せ】企画情報課（担当：上野）TEL23-1181　FAX27-2111

会員サービス事業

第57回 優良商工従業員表彰式

第59回函館圏優良土産品推奨会
（一社）函館国際観光コンベンション協会会長賞

五島軒おかき
ベストセレクション

〒040-0072
 函館市亀田町 6-4
TEL：0138-41-6575
http://e-hokka.jp/

北海道製菓㈱

12ｇ×９袋・・・・・・・・・・・・・・・ 864円
(税込)

式典内容
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※詳しくは同封の折込チラシをご参照ください。　担当：地域振興課　後藤　TEL 23-1181

東京都

Information

ご
案
内
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インバウンド対応力強化のための おもてなし英会話講座

幸せエピソードの募集について
×

■開 催 日／ 平成27年11月5日㈭～平成28年 3月3日㈭の期間中全12回
 （詳しい日程は同封の折込チラシをご覧ください）

■会　　場／ 函館商工会議所　3階会議室（函館市若松町７－15）
■講　　師／ ビル・ボーマン 氏（ヒューマンキャンパス高等学校 観光コース講師）
■参加対象／ 函館商工会議所会員事業所の社員・職員（1事業所につき２名まで参加可）
■受 講 料／ １名につき4,000円（全12回分）　■参加定員／先着30名（定員に達し次第、締め切ります。）
■申込方法／ 同封の折込チラシについている申込書に必要事項をご記入の上、FAX（27-6192）にて10月30日（金）までにご応募ください。

　日本におけるインバウンド（訪日外国人）旅行者が年々増加する中、『国際観光都市・函館』におけるイン
バウンド対策は重要性を増しています。
　そこで、インバウンド旅行者に函館のリピーターとなっていただくことを主たる目的とし、その達成のた
めに地元事業者が「自社に成果を持ち帰り、社内での指導的立場となる社員を養成すること」を目標に、全
12回の英会話講座を実施します。
　「宿泊」「物販」「Ｆ＆Ｂ（料飲）」部門の実践的な内容を中心とし、事業に関わる回のみの参加でも十分に
目的へ近づける講座を展開します。

　北海道渡島総合振興局では、少子化問題の一因とされる「未婚化・晩婚化」傾向が進む中、独身男
女の結婚意識の醸成を図るため、普段は言いにくい思い出に残る「幸せエピソード」を募集しています。

【募集内容】
　「結婚部門」・「子育て部門」に関する思い出に残る「幸せエピソード」を応募願います。
※募集期間：１１／１５（日）迄（詳細は下記専用ホームページをご覧願います。）
【応募方法】
　北海道渡島総合振興局「専用ホームページ」の「応募様式」により、「①郵送（下記応募先の住所へ）」又は「②メール送信（下
記応募先のE-mailへ）」でご応募ください。
　●［専用ホームページURL］http://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/episode.htm　
【応 募 先】
  “おしま「幸せエピソード」事務局”（北海道渡島総合振興局地域政策部地域政策課内）
　●住所：北海道函館市美原4丁目6番16号北海道渡島総合振興局地域政策部地域政策課
　●E-mail：oshima.chisei2@pref.hokkaido.lg.jp　（※℡0138-47-9429　担当：市田）

“「結   婚」 「子育て」”
北海道渡島総合振興局

初心者の方も
大歓迎！！
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　夜の盛り場（本町）の路地裏に店を構え
て２年７カ月。知る人ぞ知る隠れ家的存在
の店内は常連客や評判を伝え聞いてのれん
をくぐるビジネスマンでにぎわう。
　19年続いた元祖「銭形平二」が看板を下
ろすのを機に、同店料理人だった橋本さん
が店名をそのまま引き継ぐ形で独立、開店
した。「馴染み客からの惜しむ声に押される
形で一念発起の決断でした」。店内に掲げら
れたのれんには、時代劇のヒーロー銭形平
次が捕り物の際に投げつける貨幣の文様が
描かれている。
　店内はカウンター、テーブル、小上がり
があり、十数人の客で埋まってしまう。客
同士が肩を寄せ合う親密感がありアット
ホームな雰囲気が漂う。店主の飾らない人
柄と語らいが魅力で、初めて訪れた客をリ
ピーターへと誘う。店主目利きの選りすぐ
りの県産食材と品ぞろえ充実の日本酒で客
をもてなす。「仕入れはその日、その日が勝
負。魚介類など自分で納得したものを市場
で買い求め、お客さんに提供しています」。
　久しぶり。また来たよ－。「こう言って３、
６カ月ぶりに定期的に訪ねて来てくれる県
外からの出張族がいます。うれしい限り。

地元の常連さんはじめこうしたお客さんの
ためにも頑張ります」。橋本さんは東京都出
身。妻の故郷である青森市に居を移して20
年以上。「もうすっかり、津軽人です」と笑う。
「青森が元気になるには、交流人口を増やす
しかありません。プロ野球誘致など青森に
足を向けてもらえるような仕掛けづくりが
大切なのでは」と、地域活性化策について
もさらりと口にした。
　一日の喜怒哀楽を肴に今夜も客と交わす
会話が弾む。「場所柄、飲食店で仕事を終え
た女性たちもその日の癒しを求めてやって
くる。色んな人生模様が見え隠れし、私も
元気をもらっています。店内狭いので来店
の際の予約はありがたいですね」

青森商工会議所会員事業所のご紹介
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青森商工会議所『かけはし「商工プラザ」』より会員事業所の取り組みを紹介します。

居酒屋「銭形平二」
店主

橋本　典和さん

居酒屋「銭形平二」
青森市本町2-5-6
TEL 017-723-5454
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