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　去る12月６日、ホテル函館ロイヤルにおいて、
第３回臨時議員総会を開催しました。
　総会前に本所議員に関係する慶事１件が報告さ
れたほか、総会では前段の第６回常議員会で承認
された議案１件（新会員の加入）を含む４件（議
員の異動５名、陳情要望活動、部会・委員会活動、
新会員の加入）の報告が行われ了承されました。
　また議員総会終了後、同ホテルにおいて、本所
議員会の定時総会が行われたほか、引き続き議員
会主催により、総勢80名が出席しての歳末懇親会
も行われ、工藤市長や青森商工会議所議員会をは
じめ市内各界の方々を来賓として招き、恒例とな

った大抽選会も行われる等、盛大に開催されました。

　去る11月21日、道商連岩田会頭、本所久保会頭(道
商連副会頭) をはじめとする道商連役員ら６名が東京
の関係官庁を訪れ、2019（平成31）年度予算確保に
向けた中央要望を実施しました。
　当日は、自由民主党本部にて道内選出国会議員と
の朝食懇談会の後、中小企業庁、財務省、国土交通
省に対し、中小・小規模企業の活力強化や北海道開
発事業予算の確保のほか、昨年の胆振東部地震の発
生を受け、電力の安定供給体制の確立と冬季の安定
確保、観光プロモーション等による風評被害対策の

継続、災害時に観光客が駆け込める施設等の情報提供、
災害に強い物流システムの再構築の検討、損害を受
けた道内企業に対する「損害補填」等の支援制度の
構築等、地震災害からの早期復旧・復興の項目を加え、
道内各地の声を集約した計17項目を要請しました。

会議所のうごき

第３回臨時議員総会開催
陳情要望活動等について報告

2019（平成31）年度予算確保
に向けた中央要望
地震災害からの早期復旧や中小企業の活力強化等を要請

▲開催に先立ち挨拶する久保会頭

▲中小企業庁安藤長官への要望の様子
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　去る11月15日、本所会議室において、標記委員
会を村瀬副会頭、折谷委員長はじめ４名が出席し開
催しました。
　当日は、北海道大学大学院水産科学研究院の安井
教授より、「水産海洋都市として輝く函館」をテー
マにご講話頂き、縄文人は一つの魚種にこだわらず
その世代で獲れやすい魚種をメインに漁を営んでい
たとされ、現在のイカ不漁についても、自然の変化
に柔軟に対応する縄文人のライフスタイルに学び、
近海で獲れる新たな魚種に目を向け、その利活用を
考えていくことが必要ではないか等、様々な切り口
から函館のまちづくりについて提言されました。　
　委員会終了後、講師を交えて懇談会を開催し、和
やかな雰囲気の中交流を深め、盛会裡に終了しました。

　去る11月22日、本所議員室において、標記委員
会を村瀬副会頭はじめ４名が出席し開催しました。
　当日は、公立はこだて未来大学社会連携センター
の今野参事より、未来大学で行っている、水産や医
療等の産業に活用できるIT分野の研究と、IT活用
による業務の効率化をテーマとした地元企業との
共同研究の事例や、その進め方等について説明が
なされました。説明の後、企業と大学の共同研究
における費用按分や特許権の取り扱い、企業と大学
のマッチングをコーディネートする体制づくり等に
ついて活発な意見が交わされ、今後も未来大学と
の意見交換の機会を設けていくことが確認されま
した。

　当協議会では、「北海道・北東北の縄文遺跡群」
の世界遺産登録早期実現を目指し、地域の機運醸成
に向けた様々な事業を展開しております。

　去る12月15日、竹葉新葉亭において、「北海道・
北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録推進本部の木曽
功参与を囲む会を道南縄文文化推進協議会（会長：
本所境副会頭）主催により、函館市教育委員会辻教
育長はじめ11名が出席し開催しました。
　木曽参与は、元ユネスコ日本政府代表部全権大使
としてユネスコ本部に勤務し、日本政府が申請した
資産の世界遺産登録に尽力した経歴があり、当日
は、2021年以降の登録に向けて現状分析等様々な
助言を受け、翌日は、大船遺跡と垣ノ島遺跡を視
察して頂き、評価方法等の有益なアドバイスを受け
ました。

　去る11月22日～26日の日程で、フランスのパリ
で開催された「縄文展」の視察ツアーを当協議会会
員等５名が参加し実施しました。
　同ツアーは、フランスで開催の「ジャポニズム
2018」の一環として催された ｢縄文展｣ において、
道内唯一の国宝である当市所蔵の「中空土偶(カッ
クウ)」等が展示されたことを記念して実施された
もので、一行は、日本文化会館で「縄文展」を見学
したほか、日本大使館では縄文遺跡群の世界遺産登
録に向けた取り組みを伝えました。

　去る12月22日、考古学の専門家や文化人、アー
ティスト等、縄文時代に魅了された様々な人に追っ
たドキュメンタリー映画「縄文にハマる人々　世界
で最も美しい謎」の公開がシネマアイリスで始まり
ました。
　これを記念し、渡島総合振興局、市教委、当協議会、
シネマアイリス等の主催による「ＪＯＭＯＮスー
パーセッション〝縄文にハマる、世界遺産にハマる〟」
を開催し、同映画の上映後、山岡信貴監督や縄文好
きで知られるタレントの藤岡みなみさんによるトー
クセッションが行われ、訪れた人は、知的好奇心を
くすぐる縄文の“謎”に触れ、関心を深める機会と
なりました。

水産海洋都市推進委員会
水産海洋都市としての函館のまちづくりについて講話

産学官連携促進委員会
未来大と地元企業によるIT活用の共同研究事例を紹介

道南縄文文化推進協議会

パリ「縄文展」視察ツアー

木曽功参与を囲む会

ＪＯＭＯＮスーパーセッション

▲日本文化会館のロビーで記念撮影 

▲トークセッションの様子
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　函館の冬を代表するイベント「2018はこだてク
リスマスファンタジー」が、去る12月 1 日～25日
の日程で、赤レンガ倉庫群前において開催されました。
　 1 日のオープニングセレモニーでは、毎年恒例
の日本航空客室乗務員 8 人による「JALベルスター」
のハンドベル演奏を皮切りに、久保会頭や柳沢実
行委員長、工藤市長らが壇上に上がり、カウント
ダウンに合せて、約15万個の電球で飾りつけられ
た高さ約20ｍのツリーを点灯し、色鮮やかな花火
の打ち上げとともに、多くの市民や観光客を魅了
しました。

　去る12月15日、はこだてクリスマスファンタジ
ー会場において弘前市PRイベント「ひろさきナイ
ト」が、弘前市櫻田市長、弘前商工会議所清藤会
頭らが参加し、盛大に挙行されました。
　今年で 8 回目を迎えた「ひろさきナイト」では、
毎年恒例の巨大アップルパイ約1,400食が函館市民
や観光客に振る舞われたほか、津軽三味線奏者に
よるライブ演奏やご当地アイドル「りんご娘」の
ステージ、弘前にまつわるクイズ大会が開催され
る等、大勢の観客で賑わいました。
　また、函館・弘前の各団体関係者による交流夕
食会がみなとの森において開催され、本所からは
久保会頭はじめ4名が出席し、両市の更なる親睦を
深めました。

　日本におけるインバウンド（訪日外国人）旅行者
が年々増加し、函館地域でも来函外国人宿泊客数は
約50万人（函館市観光部『平成29年度来函観光入
込客数』より）を超え、『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る中、
本所では12月より、今回で第 4 回目となる『おも
てなし英会話講座』を開催しています。
　同講座は、参加者が「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、精華学園高等学校函館校より、山内辰也氏と
トーマス・ウィルソン氏を講師に招き、「宿泊」「物
販」「飲食」等、様々な事業に即し、ロールプレイ
ング等を交えた実践的な内容の講義を展開しており、
参加者からは「接客英語や基本的な英会話等を学び
たい」という意欲的な声が聞かれます。
　また、第10回の講義には、昨年に引き続き、好
評であった英会話以外の部分でのおもてなし対策と
して、同校カラーコーディネート講師の今村美香氏
を招き、インバウンドへの好印象を生むカラーコー
ディネートを学ぶこととなっており、講座は3月上
旬まで全10回にわたって開催する予定となってい
ます。

2018はこだてクリスマス 
ファンタジー
ツリーと花火の競演で多くの来場者を魅了

2018はこだてクリスマス
ファンタジー「ひろさきナイト」
クリスマスファンタジー来場者へ弘前市の魅力をPR

おもてなし英会話講座
地元事業者のインバウンド対応力を強化

▲オープニングセレモニーの様子

▲「ひろさきナイト」点灯式の様子

▲おもてなし英会話講座の様子
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支店／札幌   営業所／岩見沢・八戸・仙台・和光・渋谷

G （ ８ ） - １ ６ ０ ２ ０ １ ０ ６ ９ ９
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　去る11月12日、ホテル函館ロイヤルにおいて、
平成30年度会員親睦交流会(Ｈ－６ビアコンベンシ
ョン)を外崎会長はじめ会員44名のほか、市内青年
団体 5 団体((一社)函館青年会議所、(公社)函館法
人会青年部会、函館青色申告会青年部、函館建青会、
(一社)北海道中小企業家同友会函館支部青経未来
塾）から会員51名が出席し開催しました。
　Ｈ―６ビアコンベンションは、各青年団体間の
交流を深めることを目的に、平成18年度より毎年
開催しており、今年度は当青年部が幹事団体であ
ることから、当青年部の定例事業である会員親睦
交流会に位置づけて実施しました。
　交流会では、各青年団体から活動紹介がなされ
た後、余興として、「ムカデ競争」「愛のボール運び」

「華のステージ」「パターゴルフ」の 4 種目をテー
ブル対抗で競い合う「大人の大運動会」を行う等、
団体の枠を超え親睦を深めるとともに、今後、よ
り一層の連携強化を図りながら函館地域全域の活
性化に向け、切磋琢磨することを確認し、盛会裡
に終了しました。

　去る11月25日、道南地区の観光資源の魅力再発
見・研究を目的に、インバウンド推進委員会・内
山委員長はじめ会員 5 名が参加し、久遠郡せたな
町にある「太田山神社」を訪問しました。
　当日は、“日本一危険で険しい神社”として名高
い、標高485ｍの太田山中腹にある太田山神社本殿
の参拝を目指し、岩肌が露出した険しい参道を進み、
中間地点である「女人堂」（昔、本殿は女人禁制で
あったため、大正時代に女性用の拝殿として建て
られたお堂）にて、新幹線はやぶさの連結を行い
ました。同神社は、北海道本土最西端に位置し、
北海道最古の歴史を誇る山岳霊場で、道南五大霊
場の一つとして数えられ、国内外から多くの参拝
者が訪れており、函館を含めた広域周遊観光コー
スの１候補地として可能性を感じられました。
　今後、これまでの視察会で撮影した画像を編集
した上で、国内はもとより、インバウンド旅行者
誘致拡大に向け、ＳＮＳを活用し、函館圏を中心
とした渡島、檜山管内の様々な観光コンテンツを
配信していくこととしました。

青年部
平成30年度会員親睦交流会（Ｈ－６ビアコンベン
ション）を開催

函館はやぶさＰＲ隊による太田山神社参拝

▲懇親会を終えての記念写真 ▲太田山神社の鳥居前にて新幹線はやぶさの連結
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　「フラワーアレンジメント講習会」を去る12月 3 日、
「生け花講習会」を去る12月25日、共に銭亀沢支所
において、銭亀沢地区女性部メンバーが参加し開催
しました。
　同講習会はクリスマス及びお正月を迎えるにあた
り店舗を華やかに飾り付けるひとつとして、「フラ
ワーアレンジメント講習会」はフラワーショップ花
泰の中島姫代美さん、「生け花講習会」は日本華道
院 教授 春藤トキエさんを講師として招き、毎年開
催されています。
　当日は、講師の専門的な指導を受け、参加者全員、
作品を完成させ、お互いの作品を見ながら懇談し和
やかな雰囲気のなか終了しました。

　去る12月 4 日、クリスマスチャリティパーティー
を工藤市長、久保会頭をはじめ多数の来賓を招き、
金森ホールにおいて開催しました。
　当パーティーは、冬期函館観光の柱である「はこ
だてクリスマスファンタジー」を盛り上げることを
目的に開催し、今年で 6 回目を迎えました。
　当日は、当会会員32名を含む総勢132名が参加し、
クリスマスソングの生演奏や抽選会等が行われ、ま
た、会費の一部で、『はこだてクリスマスファンタ
ジー実行委員会』へ運営寄付金を贈呈したほか、

『NPO法人ウィメンズネット函館子どもサポートふ
わっと』へは同団体で保護を受けている児童へのク
リスマスプレゼントとして、お菓子セットを贈りま
した。

議員の異動
議員の職務を行う者の変更
・１号議員	 アクサ生命保険株式会社函館営業所	 （旧）所長	 山　田　裕　之　氏
	 	 （新）所長	 雨　宮　留美子　氏
	 （平成31年１月１日付）

女性会
第６回クリスマスチャリティパーティーを開催

銭亀沢地区女性部
「フラワーアレンジメント講習会」及び「生け花
講習会」の開催

▲パーティーを楽しむ参加者たち ▲完成させたフラワーアレンジメントとともに記念撮影



会議所のうごき
会
議
所
の
う
ご
き

kaig
isyono ug

oki

21

　去る11月27日、ホテル函館ロイヤルにおいて、第60回
優良商工従業員表彰式を受彰者はじめご来賓や事業主等
180名の出席を頂き開催しました。
　式典では、水島副会頭より「北海道胆振東部地震の発生
や風評被害等により、観光客数が一時的に落ち込んだが、
緊急観光プロモーション等により、回復の兆しを見せてお
り、こうした時期だからこそ、人材への投資が重要で、企
業、そして、従業員のひとりひとりが函館経済発展のため
職務に精励していただきたい」とこれまでの社業発展への労いとともに励ましの言葉がかけられ、受彰
者210名を代表して丸果函館合同青果㈱　福士 直行さんから「本日の栄誉を忘れず、初心に帰り研鑽
を重ねたい」と謝辞が述べられました。その後は、記念撮影、祝賀会が行われ盛会裡に終了しました。
　なお、永年に亘り地域経済を支え、企業発展のために努力を重ねてこられた皆様に心より敬意を表し、
次頁（22・23頁）にて全受彰者をご紹介させて頂きます。

　去る12月 2 日、本所会議室において、第27回日
本珠算連盟優良生徒表彰式と2018年全国そろばん
コンクールを72名の選手が参加し開催しました。
　当日は、コンクールに先立ち第27回日本珠算連
盟優良生徒表彰式を行い、１級合格者等成績が優秀
だった15名の生徒が優良生徒として表彰を受けま
した。
　その後は、2018年全国そろばんコンクールで予
選を勝ち抜いた総合競技部門別優勝者10名による
記録会や、種目別競技を行い、参加選手は年内最後
となる大会で互いの腕を競い合いました。

　毎年11月の『税を考える週間』協賛行事である「タ
ックスフェア2018」を去る11月 8 日～13日の日程
で、棒二森屋において開催しました。
　このイベントは、本所・北海道税理士会・函館
青色申告会・函館法人会等が実行委員会を組織し、
函館税務署等の後援のもと、様々なイベントを通
じて税に触れる機会を増やし、税務行政に対する
認識を深めてもらうことを目的として開催しており、
今年で29回目を迎えました。
　会場では、税の無料相談や税の書道・作文・絵
はがき等の展示や偽ブランド商品の展示のほか、
期間中には、「特別講演会」や「きき酒会」、「電車
でＧＯ」等の関連行事も開催され、税金への理解
を深める良い機会として数多くの方が参加しました。

▲厳かに執り行われる式典

第60回　優良商工従業員表彰式
永年勤続と企業発展のための努力を讃え、２１０名を表彰

第27回優良生徒表彰式・
2018年全国そろばんコンクール
努力をたたえ優良生徒15名を表彰

タックスフェア2018
税に触れる様々なイベントを開催

▲表彰された優良生徒の記念写真▲オープニングセレモニーのテープカット
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　永年に亘り地域経済を支え、企業発展のために努力を重ねてこられた皆様に心よ

り敬意を表し、全受彰者をご紹介させて頂きます。

氏　名 事　業　所　名 氏　名 事　業　所　名

勤続40年
以上

（９名）

佐々木　幸　子 函館船具 合資会社 福　士　直　行 丸果函館合同青果 株式会社
佐々木　　　博 株式会社 千秋庵総本家 石　原　静　勝 丸果函館合同青果 株式会社
坂　元　一　伸 函館スズキ販売 株式会社 伊　藤　三千政 株式会社 山丁林業
小　川　清　彦 函館スズキ販売 株式会社 野　田　孝　浩 北海道乳業 株式会社
和　泉　昭　一 株式会社 函館丸井今井

勤続30年
以上

（40名）

竹　内　敏　也 道南食品 株式会社 吉　田　寿　子 株式会社 エスイーシー
大　門　寛　史 西野会計 株式会社 佐　藤　　　豊 株式会社 エスイーシー
水　野　美智志 函館バス 株式会社 小　山　　　修 株式会社 エスイーシー
川　村　恵　理 株式会社 中山薬品商会 毛　内　也　之 株式会社 エスイーシー
伊　藤　吉　美 樺電工業 株式会社 道　下　　　斉 株式会社 エスイーシー
和　嶋　　　誠 ヤマダイ大作運輸 株式会社 工　藤　靖　志 函館トヨペット 株式会社
角　谷　邦　彦 株式会社 魚長食品 山　本　美智代 函館空港ビルデング 株式会社
五十嵐　　　久 株式会社 魚長食品 石　田　佳　成 株式会社 松本組
川　口　　　聡 株式会社 まるかつ水産 畠　中　　　学 株式会社 松本組
木戸浦　茂　己 株式会社 エスイーシー 中　川　和　敏 函館スズキ販売 株式会社
西　山　賢　道 株式会社 エスイーシー 川　崎　　　拓 函館スズキ販売 株式会社
前　田　典　昭 株式会社 エスイーシー 小　林　正　英 函館スズキ販売 株式会社
横　浜　智　視 株式会社 エスイーシー 渡　辺　真　美 函館スズキ販売 株式会社
佐々木　　　毅 株式会社 エスイーシー 小　林　文美子 函館スズキ販売 株式会社
杉　林　祐　美 株式会社 エスイーシー 稲　川　　　進 株式会社 山丁林業
千　田　康　晴 株式会社 エスイーシー 中　村　慎一郎 北海道乳業 株式会社
猪　口　良　作 株式会社 エスイーシー 大　和　　　淳 北海道乳業 株式会社
渡　邉　直　之 株式会社 エスイーシー 佐　藤　さおり 北海道乳業 株式会社
砂　子　みちる 株式会社 エスイーシー 新　城　秀　志 佐藤電気工事 株式会社
福　野　正　雄 株式会社 エスイーシー 山　本　庸　子 株式会社 五島軒

勤続20年
以上

（84名）

山　谷　真　信 道南食品 株式会社 下　山　正　紀 株式会社 エスイーシー
大　坂　　　優 道南食品 株式会社 石　井　康　範 株式会社 エスイーシー
小　松　明　弘 株式会社 二本柳慶一建築研究所 渋　谷　秀　樹 株式会社 エスイーシー
川　本　　　昭 株式会社 二本柳慶一建築研究所 西　口　　　勇 株式会社 エスイーシー
宮　崎　裕　幸 株式会社 中山薬品商会 馬　場　　　聖 株式会社 エスイーシー
小　松　政　昭 金ト 斉藤木材 株式会社 本　谷　昌　章 株式会社 エスイーシー
加　藤　和　美 金ト 斉藤木材 株式会社 蛯　名　大　樹 株式会社 エスイーシー
加　藤　佳　子 有限会社 スクールカドワキ 佐　藤　雅　教 株式会社 エスイーシー
田　村　謙　次 株式会社 北食 山　下　大　輔 株式会社 エスイーシー
佐　藤　　　建 片井製薬 株式会社 高　田　佳　典 株式会社 エスイーシー
佐　藤　達　哉 片井製薬 株式会社 近　正　洋　一 株式会社 エスイーシー
佐　藤　義　徳 竹葉新葉亭 後　山　雅　美 株式会社 エスイーシー
栄　田　桂　子 株式会社 トーショウビルサービス 近　藤　達　也 株式会社 エスイーシー
西　本　　　卓 株式会社 魚長食品 宮　下　　　聡 株式会社 エスイーシー
竹　原　由　香 株式会社 魚長食品 服　部　亮太郎 株式会社 エスイーシー
相　馬　　　崇 株式会社 エスイーシー 東　洋　栄　一 株式会社 エスイーシー
大　垣　孝　之 株式会社 エスイーシー 山　路　睦　子 株式会社 エスイーシー
豊　田　寿　章 株式会社 エスイーシー 柳　原　和　也 株式会社 エスイーシー
武　田　好　貴 株式会社 エスイーシー 伊　藤　麻　美 株式会社 エスイーシー
鈴　木　隆　大 株式会社 エスイーシー 前　田　　　聡 株式会社 エスイーシー
今　　　友　和 株式会社 エスイーシー 岡　部　賢　一 株式会社 エスイーシー
久　末　竜　次 株式会社 エスイーシー 北　市　幸　央 株式会社 エスイーシー
今　島　信　之 株式会社 エスイーシー 宮　川　　　仁 株式会社 エスイーシー

第60回 優良商工従業員表彰式

（敬称略）
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勤続20年
以上

（84名）

森　本　雅　貴 株式会社 エスイーシー 杉　山　靖　史 有限会社 ラッキーピエログループ
來　島　靖　往 株式会社 エスイーシー 加　賀　昭　好 有限会社 ラッキーピエログループ
吉　田　あゆみ 株式会社 エスイーシー 長谷部　裕　美 有限会社 ラッキーピエログループ
次　田　直　樹 株式会社 エスイーシー 樺　沢　美津子 有限会社 ラッキーピエログループ
佐々木　浩　司 株式会社 エスイーシー 手　捲　敬　二 株式会社 リード不動産
田　邉　　　純 株式会社 エスイーシー 久　保　忠　士 株式会社 布目
丹　治　　　環 株式会社 エスイーシー 對　馬　真　純 株式会社 布目
上　月　俊　明 株式会社 エスイーシー 工　藤　光　一 株式会社 布目
松　浦　佳　治 株式会社 エスイーシー 吉　川　　　聖 株式会社 吉田産業函館支店
木　村　雅　樹 函館トヨペット 株式会社 小　嶋　信　一 株式会社 山丁林業
田　村　健太郎 函館トヨペット 株式会社 中　谷　弘　司 北海道乳業 株式会社
中　川　拓　也 函館トヨペット 株式会社 大　形　憲　一 北海道乳業 株式会社
藤　田　　　仁 函館トヨペット 株式会社 岡　田　禎　一 株式会社 北海道日水
平　沼　義　仁 函館トヨペット 株式会社 上　野　　　司 株式会社 北海道日水
高　松　さくら 函館空港ビルデング 株式会社 中　村　　　忍 株式会社 北海道日水
中　谷　敏　裕 及能 株式会社 阿　部　英理香 株式会社 北海道日水
小　川　孝　男 函館環境衛生 株式会社 安　丸　知　克 東一函館青果 株式会社
工　藤　誠一郎 函館環境衛生 株式会社 脇　坂　里　美 佐藤電気工事 株式会社
菊　地　秀　樹 函館環境衛生 株式会社 小　瀧　健　憲 佐藤電気工事 株式会社

勤続10年
以上

（77名）

吉　原　圭　祐 道南食品 株式会社 木　葉　　　希 株式会社 まるかつ水産
柿　本　優　子 道南食品 株式会社 小　野　佑　介 函館トヨペット 株式会社
今　野　早　苗 道南食品 株式会社 坂　上　裕　一 函館トヨペット 株式会社
小　林　千　佳 道南食品 株式会社 荒　木　文　和 函館トヨペット 株式会社
堀　井　しのぶ くにや司法書士法人 成　田　　　尚 函館トヨペット 株式会社
松　岡　敏　輝 株式会社 トヨタレンタリース函館 大　友　貴　広 道南清水サッシ 株式会社
相　馬　行　伸 みぞぐち事業 株式会社 坂　口　　　誠 五稜郭タワー 株式会社
松　橋　一　博 みぞぐち事業 株式会社 大　森　なおみ 株式会社 布目
武　田　勝　也 みぞぐち事業 株式会社 武　井　彩　香 株式会社 布目
川　口　　　豊 みぞぐち事業 株式会社 奥　村　雅　人 株式会社 布目
石　橋　　　浄 みぞぐち事業 株式会社 木　村　鉄　也 株式会社 布目
川　原　隆　志 藤商事 株式会社 井　上　奈　美 株式会社 布目
澤　口　慎　志 樺電工業 株式会社 平　田　昌　克 株式会社 山丁林業
磯　野　ひとみ 有限会社 スクールカドワキ 三　橋　亜矢子 有限会社 ヤマチュウ食品
菅　原　美　子 有限会社 スクールカドワキ 菊　地　恵　子 有限会社 ヤマチュウ食品
横　山　則　子 株式会社 北食 工　藤　恭　子 有限会社 ヤマチュウ食品
前　野　陽　子 株式会社 北食 畑　　　好　子 有限会社 ヤマチュウ食品
島　田　富士子 株式会社 北食 鍋　谷　貴　之 北海道乳業 株式会社
片　井　康　嗣 片井製薬 株式会社 米　本　　　恵 北海道乳業 株式会社
片　井　英　嗣 片井製薬 株式会社 鶴　岡　貴　行 北海道乳業 株式会社
林　　　真美子 株式会社 トーショウビルサービス 川　村　貢　也 北海道乳業 株式会社
千　葉　勇　人 株式会社 トーショウビルサービス 佐々木　　　朗 北海道乳業 株式会社
秋　葉　望　美 株式会社 トーショウビルサービス 岡　　　昌　義 北海道乳業 株式会社
五　島　久美子 株式会社 トーショウビルサービス 坂　本　　　真 函館エヌ・デー・ケー 株式会社
松　田　俊　和 株式会社 トーショウビルサービス 渡　邊　陽　介 函館エヌ・デー・ケー 株式会社
葛　西　加奈子 株式会社 トーショウビルサービス 麓　　　知　幸 函館エヌ・デー・ケー 株式会社
村　上　二三男 株式会社 トーショウビルサービス 福　澤　龍　彦 函館エヌ・デー・ケー 株式会社
那須野　真　大 株式会社 トーショウビルサービス 新　矢　　　匡 函館エヌ・デー・ケー 株式会社
諏　訪　大　介 株式会社 山大 鈴　木　明　紘 函館エヌ・デー・ケー 株式会社
野　呂　ひろみ 株式会社 山大 山　本　　　篤 函館エヌ・デー・ケー 株式会社
鈴　木　明　生 株式会社 ＹＧフラッグシップ 大　村　健　史 有限会社 ハウスクリーンおおむら
山　本　清　利 株式会社 ＹＧフラッグシップ 新井田　充　久 佐藤電気工事 株式会社
後　藤　昌　行 株式会社 ヤマダイフーズプロセシング 八　田　祐　司 佐藤電気工事 株式会社
杉　山　かおり ヤマダイ大作運輸 株式会社 川　村　貴　幸 佐藤電気工事 株式会社
別　府　浩　司 ヤマダイ大作運輸 株式会社 小笠原　　　学 佐藤電気工事 株式会社
佐　藤　晃　人 ヤマダイ大作運輸 株式会社 中　村　郁　美 株式会社 五島軒
林　　　祐　二 ヤマダイ大作運輸 株式会社 石　川　剛　志 株式会社 五島軒
茅　原　雄　大 ヤマダイ大作運輸 株式会社 高　畑　　　豊 成沢機器 株式会社
松　井　信　彦 株式会社 魚長食品
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　本所では労務やビジネスに関する経営支援を目的としたガイドブックを各種取り揃えております。

　上記以外にも各種分野に関する小冊子や関係施策のパンフレットがありますので、ご希望の方は
本所経営支援課（tel23-1181）、銭亀沢支所（tel23-1185）までお申込、ご相談下さいま
すようお願いいたします。（無料配布、在庫が無くなり次第、配布終了となります。）

経営に役立つガイドブックを活用しませんか？

　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 1.11％
 （平成30年12月12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）

軽減税率制度の基本と実務対策 基本を理解する経営分析 新規開業の際の諸手続きと実務
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特別徴収事務の流れ

函館市 事業主
（給与支払者）

従業員
（給与所得者）
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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／1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／2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／1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／1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／2月13日㈬ 13：00〜16：00
相談員／公認会計士　鎌田　直善氏

個人住民税の特別徴収とは
　事業主（給与支払者）による所得税の源泉徴収と同じよ
うに、従業員（納税者）に代わり、毎月の給与から個人
住民税を天引きし、翌月１０日までに納入いただく制
度です。

特別徴収の義務
　「所得税を特別徴収しているが個人住民税は特別徴収
していない」ということはありませんか？所得税の源泉
徴収義務のある事業主は、特別徴収義務者として個人
住民税を特別徴収していただく義務があり、原則とし
て事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選
択することはできません。

事業主の方の税額計算は必要ありません
　個人住民税の税額計算は、前年中の所得に対して市
町村が計算するため、所得税のように事業主が計算す
る必要はありません。

特別徴収を始めるには
　事業主の方は、毎年１月３１日までに、市町村へ従
業員の方の給与支払報告書（総括表・個人別明細書）を
提出いただいています。特別徴収を開始する場合は、
給与支払報告書総括表の報告人員欄の「特別徴収」欄に、
個人住民税を給与から引く（特別徴収を行う）人数を記
入して下さい。また、給与支払報告書（個人別明細書）は、
特別徴収者と普通徴収者に分けて提出して下さい。

お問合せ先　函館市財務部税務室　市民税担当　℡０１３８－２１－３２１１， ３２１７， ３２１８

*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

①事業主➡函館市

②函館市➡事業主

③事業主➡従業員

④従業員➡事業主

⑤事業主➡函館市

給与支払報告書の提出【１月３１日まで】

特別徴収税額の通知【５月３１日まで】

特別徴収税額通知書の配付

給与差し引き【６月から翌年５月までの給料日】

税額の納入【翌月１０日まで】

事業主の
皆様へ

個人住民税（道・市民税）は
特別徴収で納めましょう



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

ホテル●
リソル函館　

棒二森屋●

★
オフィス
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確定申告会場開設期間等のお知らせ

北海道電力からのお願い

ほくでん節電

会場内にはコピー機がありませんので、関係書類のコピーが必要な場合は、あらかじめご用意ください。

　申告書の作成には時間がかかりますので、なるべくお早めにお越しください。
　なお、会場の混雑状況により、受付を早めに締め切ることがあります。
　また、確定申告書には、申告する方や扶養親族の方等のマイナンバーの記載が必
要になります。
　※�確定申告書の作成にあたっては、復興特別所得税の記載漏れにご注意ください。

○この冬も引き続き ｢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。

平成31年２月18日㈪～３月15日㈮  午前９時～午後4時
　２月15日以前は、確定申告会場を開設しておりません。確定申告のご相談は、申告会場を開設す
る２月18日(月)以降にお越しください。
　また、申告に関するご質問や必要な書類のご確認等は、お電話でも問い合わせることができます。
※会場の混雑状況により、受付を早めに締め切ることがあります。
※土曜・日曜・祝日は閉庁日のため受付なし。

函館税務署（中島町37番１号）
函館税務署　☎0138–31–3171　

期　　間

会　　場

お問合せ

国税庁ホームページ

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎｔａ．ｇｏ．ｊｐ

申告書作成に関する情報はこちら

ご案内 Information
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函館新外環状道路情報



函 館 青 色 申 告 会
会　長　馬　場　哲　也
　 　役 職 員 一 同

電　話（0138）55-3271番
F A X（0138）55-9929番

〒040-0001　函館市五稜郭町16番13号

平成3 1年 元旦

－今年も早期提出を目指しガンバリましょう－
　お健やかに新春をお迎えの事とお慶び申し上げます。

迎える平成31年も中小企業者にとって厳しい年となりそ

うですが皆様と共に研鑽しあい励ましあい少しでも良い

年にいたそうと努力してまいる所存です。

　変らぬご指導、ご支援をお願い致します。

青色決算書確定申告書
所得税申告は
3月15日まで

消費税申告は
4月1日まで

28
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ＪＴＢ北海道事業部 函館オフィスまで
TEL：0138-56-1711

お問い
合わせは



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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　「耳」ではなく、こめかみの下の部分にパッド
をあて、音を骨伝導で聞くことができる「VOCE-
rable」（ヴォーチェ・ラブル）が話題を集めている。
スマートフォンと接続させれば、サイクリングしな
がら音楽や通話が楽しめる優れもの。「耳を塞ぐこ
とがないので、周りの音も聞こえ、安全性を保つこ
とができます」。
　 5 年前に開発した位置情報計測システム（GPS）
搭載の観光ガイド端末「ナビチャリ」は「二次交通
網がぜい弱な地方でも時間を気にせずに観光地巡り
ができます」。交通インフラを支える存在として、
県内はもとより鳥取県など県外の自治体でも導入さ
れている。そして今春には日本人と外国人が母国語

（60カ国対応）で同時会話できる「多言語同時翻訳シ
ステム」を開発した。「増える訪日外国人（インバ
ウンド）受け入れ体制整備の一助になれば」と話す。
　同社独自の位置センサー、通信端末技術は車両等
と組み合わせれば移動型媒体の機能を持ち、骨伝導
技術の導入により双方向通話システムへと発展する
など、その応用分野は広がる。「弊社開発の『スマー
トマイク』にはノイズ除去機能が付いており、自分
の声のみをマイクに伝えるので騒音が気になる場所
で会話するのに最適です。将来的には福祉・介護、
防災、交通、スポーツなど幅広い分野での応用を視
野に入れています」と意欲を語る。
　電信電話公社を経て、2011年に前身の有限会社

「forte」取締役に就任。地域情報化アドバイザー
（総務省）を務めるなどIoT分野で情報発信してき

た。「あおもり産学官金連携イノベーションアワー
ド2016」優秀賞受賞、第25回「あおぎん賞」受賞、「地
域未来牽引企業」に採択されるなど、同社が提供す
る数々の音声・位置情報測位ソリューションへの評
価は高い。多言語対応の「ナビチャリ」システムは
東京オリンピック・パラリンピックを見据えた経済
産業省関東経済産業局の地域活性化戦略プランに採
用されている。
　11月1日から衛星を使った日本版「GPS」のサー
ビスが始まる。葛西さんは東京で開催されるイベン
トに出席し、同社の取り組み事例を紹介すると言う。

「弊社の技術がIoTと結びついてさまざまな場面で
活躍していることをPRしたい」。従業員一人ひとり
のアイデアと熱意が商品開発の原動力。青森発イノ
ベーションの全国的波及を目指す―その先頭に立つ
思いは熱い。

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11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。

株式会社「フォルテ」
� 代表取締役　葛西　純さん商 工 プ ラ ザ

「骨伝導」技術活用のアイテムが話題。青森発のイノベーション波及を全国へ

「今年のねぶた祭では当社のガイド端末が見物客に位置情
報などを教え、好評でした」と話す葛西さん



もし、

ケガや病気

なんかを

 したら…

ドンドンドン !！!！!！

がぴったり！短期入院でも何かとかかる費用に備えるには…

Ｂ-2018-1200（2019.1）使用期限2019.3.31

「大樹セレクト」
について

「大樹セレクト」とは、特約を保障内容に応じて区分けした 死亡保障セレクト  生前給付保障セレクト  介護保障セレクト 
 医療保障セレクト の4つのセレクトから、必要な保障（特約）を選択（セレクト）して組み合わせることができる保険です。

  手術費も
 かかったら、
大変だ…

  手術費も
 かかったら、
大変だ…

  手術費も
 かかったら、
大変だ…

  手術費も
 かかったら、
大変だ…

いったい
いくらかかるんだ？

いったい
いくらかかるんだ？

いったい
いくらかかるんだ？

いったい
いくらかかるんだ？

それどころじゃ

ないし!

入院費、
　　　どうしよう…

入院費、
　　　どうしよう…

入院費、
　　　どうしよう…

入院費、
　　　どうしよう…

正直不安…

あります！あります！

大丈夫か!?
不安だ…

大丈夫か!?
不安だ…

大丈夫か!?
不安だ…

大丈夫か!?
不安だ…

おぉ！！

もし入院したら、
“まとまった”

お金が出る
保険があれば…

もし入院したら、
“まとまった”

お金が出る
保険があれば…

もし入院したら、
“まとまった”

お金が出る
保険があれば…

もし入院したら、
“まとまった”

お金が出る
保険があれば…

こんなお悩み・不安はありませんか!?こんなお悩み・不安はありませんか!?
充実の保障を安心の保険料で叶える医療保険があります。

※上記のプランは函館商工会議所の会員（法人または個人事業主）のみご加入いただけるもので、ご加入にあたっては、所定の要件があります。
※「団体扱」とは、函館商工会議所が「団体扱」としてお申込みいただいた各保険契約の保険料を取りまとめ、一括して当社へ払い込む取り扱いのことです。
※団体扱に関する詳しいご照会、お手続き等に関しましては、当社の函館支社にご確認ください。

〒040-0015 函館市梁川町5-8　三井生命ビル3F
TEL：0138-54-5464

函館支社
【お問い合わせ】

※詳しくは、「大樹セレクト商品パンフレット」「大樹セレクト特約ガイドブック」をご覧ください。
この資料でご案内した「大樹セレクト メディカルV」とは、医療保障セレクトのみ、かつ、総合医療特約016を付加した大樹セレクト（無配当保障セレクト保
険）の呼称です。

よ　り　そ　う　保　険。

の団体扱のご案内
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