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■今月の表紙
「函館どつく 進水式」
　写真は、３月28日に行われた函館どつく函館造船所
の新造船「ネムルト ベイ」 (パナマ船籍、木材兼ばら積
貨物船)の進水式の様子を撮影した一葉です。
　函館どつくでは、新造船の進水式を年に数回行って
おり、函館をモデルにした映画「海炭市叙景」の冒頭シー
ンとして使われたことがあります。
　当日は、船主側の関係者によって造船所と船を繋ぐ
支綱が切断され、ネムルトベイの２万1600㌧にも及ぶ
巨大な船体は、轟音を響かせ、水飛沫を上げながら海
に滑り出しました。その迫力ある勇壮な光景に、関係
者や見学者から大きな拍手と歓声が湧き起こりました。
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5つの重点項目
 1 中小企業の経営課題への対応
◦金融円滑化対策
・�無担保・無保証人の融資制度「マル経資金」の活用促進
・�北海道、函館市等の低利な制度融資の斡旋

◦事業承継対策
・�各種施策の普及啓発と活用促進による承継支援強化

◦消費税対策
・�消費税増税に伴う需要平準化対策として、国が実施するキャッシュレ
ス決済時のポイント還元施策「キャッシュレス・消費者還元事業」に
向けた決済環境導入支援

◦雇用対策
・�道内大学と会員企業による情報交換会「スキャナビフォーラム」なら
びに企業向け求人・インターンシップ対応セミナー開催

◦留学生受入態勢構築に関する調査研究
◦産学官連携の推進
・�地域の高等教育機関・研究機関・行政とのより積極的な連携推進

◦�環境対策
・�環境規格「北海道環境マネジメントシステムスタンダード（ＨＥＳ）」
の取得促進による商取引拡大支援

◦�経営支援機能の充実
・�継続的に事業者に寄り添った伴走型支援推進に向けた「経営発達支援
計画」の策定準備
・�専門家によるＩＴ活用に関する個別専門相談の実施

◦海外市場展開等国際化への対策
・�日本貿易振興機構（ジェトロ）等との連携による国際取引支援

第５回通常議員総会
　去る３月27日、フォーポイントバイシェラトン函館に
おいて、第５回通常議員総会を正副会頭はじめ役員･議
員99名(委任出席58)が出席し開催しました。
　議事では、去る３月18日の常議員会にて承認された２
件を含む５件の報告事項（議員異動、陳情要望活動、部
会委員会活動、規程の一部改正、新会員加入）がそれぞ
れ報告されたほか、平成31年度事業計画ならびに収支予
算について審議を行い、いずれも原案のとおり可決され
ました。
　平成31年度の基本方針として、下記の８つの活動を
柱に、消費税増税に需要平準化対策として国が実施する
「キャッシュレス・消費者還元事業」に向けた中小事業
者への決済環境導入支援や、雇用対策の一環として、道
商連・道内大学と連携し企業向け求人・インターンシッ
プに対応したフォーラムやセミナーの開催等、関係機関
との連携強化により中小企業に対する経営課題への対応
を図ります。
　まちづくりの推進と地域活性化については、札幌延伸
を見据え新幹線開業効果持続化に向けた利活用策や在来

線の利便向上対策、縄文遺跡群世界遺産登録に向け地域
連携と情報発信の強化、中心市街地での回遊性・利便性
向上に向けた地下歩行空間等インフラ整備に対する調査
研究、更には、台湾への教育旅行推進等のアウトバウン
ド支援事業にも取組みます。
　また、インバウンドを含め地域に影響力の大きい新規
航空路やクルーズ船受け入れ態勢の整備と要請活動を継
続するほか、会員サービス事業の拡充と様々な地域課題
解決に向け、積極的な事業展開を目指します。

事業計画概要
８つの基本方針

Ⅰバランスある産業構造の形成
�・水産加工業等を中心とする2次産業の振興、発展の促進
・�北海道新幹線開業効果を持続させる観光関連産業振興、発
展の促進

Ⅱ �高速交通体系進展による地場産業の広域展開（南進政策）
・新幹線を活用した東北・北関東等との連携促進と広域展開
・北海道縦貫自動車道・函館新外環状道路の早期完成要請

Ⅲ人材確保と育成の推進
・�人工知能（ＡＩ）等を活用した生産性向上と事業承継に関
する支援強化

Ⅳ �北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録への支援
と活用策の検討

Ⅴ �アジア各地域からの航空定期便等就航ならびにクルーズ
船誘致によるインバウンド100万人時代に向けた受入態
勢の整備と教育旅行交流支援によるアウトバウンド事業
強化

Ⅵ �北海道ベトナム交流協会函館設立による相互交流促進と
函館地域留学センター機構（仮称）による留学生受入態
勢整備に関する調査研究

Ⅶ ��空港民営化等国が掲げる地方創生に即した各事業の協議・
要請と関連団体との連携強化

Ⅷ常議員会、部会、委員会活動の活発化と組織財政基盤強化

　 函館商工会議所
2019年度 事業計画・収支予算が決定
特 集
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�３ 地域社会や会員の声を反映した提言・意見活動の推進
◦�バランスある地域産業構造形成をめざした企業誘致の促進
◦�地域経済振興のための国・北海道・函館市等への要望活動等の推進
◦�国・北海道・函館市等が発注する地域大型建設工事等に対する地元
企業受注機会の確保要請
◦�函館市行政施策に対する要望についての実施検討
◦�北海道新幹線および在来線の利便性向上
・��新幹線青函共用走行区間高速化について、札幌開業を見据えた抜本的
解決策の検討・研究開発と導入
・�新幹線の速達性に関する新たな構想の調査研究

◦高速幹線道路の整備促進
・�北海道縦貫自動車道の七飯IC～大沼公園IC間の早期完成要請
・�函館新外環状道路の赤川IC～空港IC間早期完成要請

◦函館港の整備促進
・�函館港若松ふ頭暫定供用開始に伴う利活用の促進と、さらなる大型ク
ルーズ船向け係留岸壁の早期完成に向けた整備促進要請
・�若松ふ頭へのクルーズ船寄港時の利便向上に向けCIQ（税関・出入
国管理・検疫)手続き等を備えた旅客ターミナルの整備促進

◦函館空港の機能充実
・�空港民営化に伴う地域との共生・安定的な運営に向けた支援協力
・�国際航空路線の利活用促進と運休路線およびアジア圏域を中心とした
新規路線に対するトッププロモーションの実施

・�LCCの誘致促進と就航に伴う新規路線の安定化に向けた支援 

�４ 会員サービス事業の充実・拡大
◦�会員交流会・異業種交流会の実施
◦�会員企業への訪問強化と要望等の取りまとめおよび情報提供
◦�会員企業従業員の福利厚生支援のための健康診断割引サービス事業
実施

◦�各種共済制度および日商保険制度、火災共済等の充実と普及促進
◦�会議所報「ともえ」のさらなる内容充実とホームページ、ＦＡＸ通
信・Ｅメール等活用による各種情報の迅速な提供

�５ 会員増強と組織・財政・運営基盤の強化
◦�常議員会・部会・委員会による会議所活動の充実強化
・�正副会頭と正副部会長・委員長懇談会の開催

◦�会員増強と財務基盤の強化
・�会員増強キャンペーンの実施、各種共済制度への加入促進

◦�人材育成と組織の活性化
・�女性会ならびに青年部への事業支援と政策協議、および若手経営者の
育成
・�各種セミナー・講習会開催、各種検定試験等の実施による人材育成

◦事務局体制の充実・強化
・�本所基幹業務処理システム更新に向けた準備
・�小規模事業者向け補助金等助成制度について、効果的な情報提供と活
用提案するための担当窓口の設置

�２ まちづくりの推進と地域の活性化
◦�北海道新幹線開業効果持続化に向けたまちづくりの推進
・�札幌延伸に向けた新幹線利活用策、在来線の利便維持向上対策、二次
交通整備やまちづくりに関する調査研究

◦�中心市街地等の活性化
・�中心市街地での回遊性向上を目的とした地下歩行空間等のインフラ整
備に向けた調査研究

◦�地域資源を活用した地域活性化の推進
・�函館らしさを創出する地域資源の活用と函館ブランドの確立ならびに
物産展・�産業イベント等への出展支援

◦�北海道・北東北の縄文遺跡群�
世界遺産登録への支援と活用
・�道南縄文応援大使の任命による
広域での縄文文化の発信や賛助
会員募集協力等の機運醸成と活
用策の検討

◦�函館国際水産・海洋都市構想の
推進
◦�津軽海峡経済圏における連携
　および交流の促進
・�青森商工会議所との企業パートナーシップ構築事業、弘前商工会議所
との観光ツアー造成ならびに地場産品の相互展開等、連携事業の推進

◦�東日本経済圏における連携および交流の促進
・�東日本連携・創生フォーラム事業、会津ゆかりの地CCI観光ネットワー
ク参画等、東日本地域との相互交流促進

◦�観光振興の促進
・�国内外からの観光客誘致促進と
体験・滞在型および産業観光の
推進
・�「2019函館マラソン」開催に向
けた活動の推進
・�冬季観光客誘致拡大に向けたイ
ベントへの参画および持続可能
な運営体制の検討

◦国際化への取り組み
・�台湾・函館教育旅行交流推進事業等アウトバウンド支援事業推進
・�ホスピタリティ向上事業として英会話講座ならびに新たに中国語講座
の開催や通訳ガイド等養成支援事業および活用策の推進

◦�箱館高田屋嘉兵衛顕彰追悼式の開催と郷土教育に資する小学生向け
副読本配布

収入 235,110千円 支出 235,110千円

福利厚生費
14,600：6.2%

旅費交通費
15,110
6.4%

事務局費18,370：7.8%

ビル管理費等
24,420：10.4% 操出金等

3,710：1.6%

会費負担金
116,100
49.4%

事業費
73,000：31.0%

給与費
85,900：36.6%

繰入金等
4,320
1.8%

事業収入
56,490：24.0%

補助金
58,200：24.8%

2019年度収支予算
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小規模企業共済制度は退職後のゆとりある生活を応援する安心の共済制度です。

◦全国で約１３０万人以上の経営者が加入
◦掛金は全額所得控除
◦無理のない掛金�　月額1,000�円～ 70,000�円の範囲で自由に選択
◦共済金の受取は一括・分割・併用の３タイプ
◦受取り時にも税制面での大きなメリット
◦災害時や緊急時には契約者貸付けの利用が可能

■加入できる方：�常時使用する従業員の数が20人以下（商業・サービス業は5人以下）の個人事業主、個人
事業主に属する共同経営者および法人役員の方

� �サラリーマンの方は、兼業で不動産賃貸業を営む個人事業主･会社等役員･共同経営者の地
位であってもご加入できません。

お問合せ先：函館商工会議所　経営支援課　℡２３－１１８１

小規模企業共済制度
経営者の退職金

「ゆとり」の
ために。

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 1.11％
�（平成３１年３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）
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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／4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／5月8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／5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

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／4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／4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／5月9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コーディネータ 澤井　保彦氏

資　　金　　名 融資対象
融　　資　　条　　件

備　考 保証協会
信用保証資金

使途
融資限度額
（万円）

融資期間
（うち据置期間） 融資利率（固定金利）

一 般 支 援 資 金

仕入・決済資金等が必要な方 運　転 ４，０００ １０年以内
（２年以内）

１．１０％以内
経営改善企業 ０．６０％以内 別に保証料が必要。

資金使途については、
運転・設備の併用も可。
ただし、運転資金の融
資条件の範囲内とする。

信用保証協
会保証付き

設備の設置・改善資金が必要な方 設　備 ６，０００ １５年以内
（３年以内）

１０年以内　　１．１０％以内
経営改善企業 ０．６０％以内

１０年超　　　１．５０％以内
経営改善企業 １．００％以内

小口 ファイト 資金 小規模事業者で運転資金や設
備資金が必要な方

運　転
設　備 ２，０００ １０年以内

（１年以内）
０．８０％以内

経営改善企業 ０．３０％以内 別に保証料が必要。 小口零細企
業保証付き

産 業 活 性 化 資 金 設備の近代化や新分野の事業
への進出を行う方 設　備 ２０，０００ １５年以内

（３年以内）

１．３０％以内
経営改善企業 ０．８０％以内

※ 下記優遇対象 ０．８０％以内

必要により
保証付き

チ ャ レ ン ジ 資 金 新たに開業しようとする方等 運　転
設　備 ２，０００ １０年以内

（２年以内）
１．１０％以内

中心市街地での開業０．６０％以内

開業に要する資金の
30％（創業等関連保証
を付する場合は50％）
以上の自己資金が必要。

ＩＴ活用生産性向上資金 ＩＴ活用による生産性向上の
ための設備資金が必要な方　 設　備 ６，０００ １５年以内

（３年以内）
１０年以内　　０．６０％以内
１０年超　　　１．００％以内

函館市ＩＴ活用生産性
向上補助金の専門家派
遣型ＩＴ設備導入支援
事業の交付事業が対象。

魚種転換支援資金
イカを原材料として使用した
商品を製造する方で，魚種転換
による設備資金が必要な方

設　備 ６，０００ １５年以内
（３年以内）

１０年以内　　０．６０％以内
１０年超　　　１．００％以内

函館市魚種転換支援事
業補助金の製造機械等
の導入および改修支援
事業の交付事業が対象

協同組合等事業資金
組合員のための施設の設置や
改善を行う協同組合等または
その組合員

設　備
３，０００

組合等 
２０，０００

１５年以内
（３年以内） ０．９０％以内

協同組合等は、市内に
事業所を有する中小企
業者が組合員の3分の2
以上を占めていること
が必要。

緊 急 対 策 資 金 地震・風水害・冷害等による被
害の復旧資金が必要な方

運　転 １，０００ １０年以内
（２年以内） １．００％以内

設　備 ３，０００ １５年以内
（３年以内）

１０年以内　　１．００％以内
１０年超　　　１．４０％以内

※　産業活性化資金における優遇利率対象：自然エネルギー発電設備の新増設用資金、店舗，工場等の施設改修用資金

ご相談・お問合せは　函館商工会議所　経営支援課　℡ ２３-１１８１ まで

函館市中小企業融資制度のご案内（平成３１年４月１日現在）

*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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グローバル・コミュニケーションズ
　弊社は、桔梗町、函館テクノパーク内に本社を構えるIT
企業で、1999年の設立以来、個人、官公庁、企業・団体向
けPC研修事業やPCサポート事業を展開しております。
　現在、基幹業務支援システムやカーエレクトロニクス分野
における組込系システム等の ｢システム開発｣、パソコンや
プリンタ等の ｢ハードウェア保守｣、システムエンジニアや
プログラマー等の ｢IT人材の派遣｣、パソコン教室、公共職
業訓練、各種試験会場等の ｢人材育成に係るサービス｣ を
メインに、幅広い種類のサービス・製品を提供しております。
　また、経済産業省によるIT導入補助金の支援事業では、
IT導入支援事業者として、Webの効果的な更新を支援する
CMSツールの導入と導入後のフォローアップ、補助金の代
理申請等を行い、中小企業のIT導入をサポートさせて頂き
ました。今年度も同支援事業のITベンダーとして、企業経
営の良きパートナーとなれればと願っています。

ITを意識させないITツール
　弊社では、少子高齢化や特定の業種における長時間労働
等の社会が抱える問題・課題に対し、ITの力で何ができる
のかを考え、生活や業務における負担を軽減する手段を提
案し、社会に貢献する企業でありたいと願っています。
　2015年に、一人暮らしの高齢者の見守りサービス「コミュ
ニケーション支援プラットフォーム 絆Ver1.0 for みまも
り」を開始しました。このサービスは、デジタル機器の操
作を一切必要とせず、高齢者も簡単に使用することが可能
で、専用の健康チェックシートにデジタルペンでチェック
していくだけで、記入した内容が離れて暮らす家族やかか
りつけのお医者さん、介護士さん等へメールで通知される
仕組みとなっています。健康状態の確認や防犯等に役立つ
と、利用者や家族から喜ばれています。
　また、訪問看護の現場では、看護業務に加えて、記録簿
の作成や帰社後の入力作業等の業務が負担となっているこ
とから、2016年に、｢絆 Ver2.0 for 訪問介護｣ というク
ラウド型業務効率化ツールを開発しました。このツールは、

デジタルペンで記入した記録簿の内容が自動で電子データ
化され、看護・介護サービスの利用者宅から、記録簿のデー
タをスマートフォンで事業所に送信する仕組みで、帰社後
の入力作業を大幅に低減し、ヘルパーさんの業務時間の短
縮等に繋がっています。
　デジタルペンを活用したクラウド型の業務効率化システ
ムは、今年からIT導入補助金支援事業での提供を予定して
いるほか、デジタルペンによる記入内容のデータ化技術は、
牧場や酒造メーカー等、手書きの作業が多い分野の企業で
もご利用頂いており、今後、様々な分野での利活用の拡が
りが期待されています。
　商品・サービスのターゲット層にもよりますが、弊社で
は、利用者のデジタル操作に対する得意・不得意に関わらず、
全ての人がITの恩恵を受けられるツールを提供したいと考
えており、開発に当たり、“日常に溶け込み、ITを意識させ
ない”ことを目標としています。

今後の目標
　４月１日、弊社は、桔梗町の函館テクノパークと石川町
に企業主導型保育所を開設しました。近隣世帯の子供も受
け入れるほか、弊社社員や保育所利用の提携を結んだ企業
の従業員には、保育料の面で優遇措置を設けています。同
保育所の開設により、弊社の約４割を占める女性社員の育
児の不安解消を図りたいと考えているほか、提携企業の従
業員や地域の子育て世代の方々へ育児と仕事を両立して働
ける環境を提供することで、地域の活性化に繋がることを
願っています。
　今年は、弊社の設立20年を迎え、富岡町から桔梗町へ本
社を移転し、今月から新社屋での新たなスタートを切る等、
まさに節目の年となっています。今後も、ITの力で地域貢
献し、地域に必要とされる企業を目指してまいります。

本　　社：函館市桔梗町379-16　℡0138-34-5566
札幌支店：札幌市中央区南１条西10丁目1-2�SDDビル1F
　　　　　℡：011-211-8971
URL：http://www.global-communications.jp/index.html

保育に関するお問合せフリーダイヤル　0120-115270

㈱グローバル・コミュニケーションズ

㈱グローバル・コミュニケーションズ 
代表取締役 社長執行役員　笹谷　隆

テーマ ITを意識させないITツール
NOW会員
Vol.66

桔梗町の本社新社屋と企業主導型保育所「きっずぱーく桔梗園」

使いやすさに特化したクラウド型業務効率化ツール
｢絆 Ver2.0 for 訪問介護｣

デジタルペンを活用した一人暮らしの高齢者の見守りサービス

｢ 絆Ver2.0 for みまもり｣
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準備はお済み
ですか？？ 消費税軽減税率制度の導入と対策

今回のテーマ：消費税の軽減税率対応のためのレジ・システム補助金
　中小企業・小規模事業者等が、複数税率に対応するためにレジの導入等を行う場合、国の補助金制度が
利用できます。導入済みのレジを改修する費用も助成されるほか、電子的な受発注システムの改修等に対
する支援も行われます。補助金の詳細は、「軽減税率対策補助金事務局」にご確認下さい。

レジを使っていない場合、レジの導入も検討しましょう
　電卓と手書き伝票のみで処理をしているお店の場合でも、複数の税率に対応するとなると、領収
書も税率ごとに記載が必要になる等、これまで以上に手間がかかります。これを機会にレジの導入
を検討してみましょう。

対 象 者� 軽減税率の対象商品の販売を行っている中小の小売事業者等
補 助 率� 原則　３／４
� なお、３万円未満のレジ購入の場合　４／５
補助上限� レジ１台あたり20万円、券売機１台あたり20万円【※②】
� なお、商品マスタの設定等が必要な場合にはプラス20万円で上限40万円
� １事業者あたり上限200万円　　【※②　2019年２月６日から券売機を補助対象化。】
完了期限� 2019年９月30日まで

対 象 者� 軽減税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要がある
� 中小の小売事業者、卸売事業者等
補 助 率� 原則　３／４
補助上限� 1000万円（発注システム）、150万円（受注システム）
完了期限� 2019年９月30日まで
� システム会社に改修を依頼する場合は、2019年６月28日までに事前申請が必要

対 象 者� 軽減税率制度の導入に伴い請求書管理システム(※③)の改修等を行う必要がある
� 中小の卸売事業者、製造事業者等
� （※③区分記載請求書等保存方式に対応した請求書の発行を行うシステム）
補 助 率� 原則　３／４
補助上限� 150万円
完了期限� 2019年９月30日まで

【2019年２月６日から補助対象化】

１　軽減税率対応レジの導入・改修の支援
□今使っているレジが複数税率に対応しているかレジメーカー等に確認しましょう。
□ 2019年9月30日までに導入・改修、支払いを完了し、2019年12月16日までに補助金を申請しましょう。

２　受発注・請求書管理システムの改修等の支援
□システムの改修・入替の必要性についてシステムベンダー等に確認しましょう。
□補助金の交付申請は原則代理申請となります。

　これらの支援について詳しくは(独)中小企業基盤整備機構が設置する「軽減税率対策補助金事務局」ホームページ
をご覧ください。

軽減税率対策補助金事務局ホームページ　URL：http://kzt-hojo.jp/

軽減税率対策補助金事務局コールセンター
専用ダイヤル： ０１２０- ３９８-１１１（通話料無料） 【受付時間】 ９：００～１７：００（土・日・祝除く） 

1point

＜軽減税率対応レジの導入等支援＞

＜受発注システムの改修等支援＞

＜請求書管理システムの改修等支援＞
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　去る３月18日、函館国際ホテルにおいて、第７
回常議員会を久保会頭はじめ副会頭・常議員等総
勢25名が出席し開催しました。
　会議では、同月27日通常議員総会附議事項(平成
31年度事業計画ならびに収支予算)について審議、
承認されたほか、規程の一部改正、新会員の加入
について審議の後、それぞれ承認されました。
　当日は、常議員会に続き、７部会８委員会相互
の情報交換・意見交換の機会として正副部会長・
委員長との懇談会が開催され、各部会委員会より
これまでの活動や次年度に向けた事業等について

報告が行われたほか、終了後引き続き懇親会を開
催しました。

　去る３月27日、フォーポイントバイシェラトン
函館において、本所と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による ｢キャッシュ
レスタウン函館｣ 推進に係る宣言式が開催され、本
所久保会頭と同社千野常務がそれぞれ宣言書に署名
しました。
　同事業は、増加する訪日外国人旅行者の観光消
費拡大や、政府が消費税増税対策として実施予定の

「キャッシュレス・消費者還元事業｣ を踏まえ、消
費者やインバウンドの利便性と小規模事業者の生産
性を向上することを目的にキャッシュレス決済の導
入を支援するもので、政府がカード会社に要請して

いる決済手数料3.25%を下回る手数料をはじめ、月
２回の決済、カード会社による振込手数料の負担、
原則無料のカード決済端末費用等、本所会員企業限
定の優遇プランとなっており、４月１日より受付を
開始しました。

（詳細については、同封の折込チラシをご確認下さい。）

会議所のうごき

第7回常議員会ならびに
正副部会長・委員長との懇談会を開催

「キャッシュレスタウン函館」推進事業
本所・ジャックス共同によりキャッシュレス決済導入を支援

▲正副部会長・委員長との懇談会の様子

▲宣言書を交わす久保会頭（右）と千野常務（左）
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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
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　去る３月25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、金澤・今副
部会長の４名が出席し開催しました。
　当日は、先日飲食・宿泊業事業所を対象として行
った「平成30年11月～平成31年4月利用客数に関
すアンケート」の結果報告のほか、平成31年度事
業計画について協議し、多様化するインバウンド客
のニーズへの対応を推進する施策の検討に取り組む
ことを確認しました。また、次回幹事会を４月24
日に開催することとなりました。

　去る３月11日、ホテル函館ロイヤルにおいて、
標記委員会を水島副会頭、辻委員長はじめ８名が出
席し開催しました。
　当日は、総会提出議案である平成31年度事業計
画案ならびに収支予算案について、事務局から８つ
の基本方針と５つの重点項目を中心に説明がなされ
協議したほか、今後の会議所活動や地域情勢から見
える課題・問題点等について、意見が交わされま
した。
　当議案は原案通り承認され、常議員会へ上程され
る運びとなりました。

　去る 3 月26日、本所議員室において、標記委員
会を境副会頭、岩塚委員長はじめ 9 名が出席し開催
しました。
　当日は、境副会頭が委員として就任している「新
函館北斗駅を核とするインバウンド等対応策検討協
議会」や「青函共用走行区間高速走行早期実現協議
会」の開催状況等、平成30年度当委員会関連活動
の状況について、事務局および副会頭より説明がな
された後、意見交換が行われました。出席委員から
は、「新函館北斗駅と函館駅間のICカードシステム
導入や新幹線とはこだてライナーとの乗り継ぎ待ち
時間短縮等の利便性向上が必要ではないか」等の活
発な意見が出されました。
　また、「平成31年度事業計画（案）について」、
意見交換を行い、事業計画（案）の重点項目に基づき、

「北海道新幹線開業効果持続化に向けたまちづくり
の推進」「観光振興の促進」「国際化への取り組み」「北
海道新幹線および在来線の利便性向上」の４項目を
柱として、諸課題の解決に向け、活動していくこと
が確認されました。

会議所のうごき 観光・飲食・サービス部会
正副部会長会議

総務委員会

新幹線関連事業委員会

▲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辻委員長

▲委員会の様子
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　去る３月13日、フォーポイントバイシェラトン
函館において、臨時総会ならびに第4回例会(卒業
委員を送る会)を開催しました。
　臨時総会では、外崎会長はじめメンバー58名が
出席し、役員任期満了に伴う次期理事・監事の選任
について協議を行い、次期正副会長が推薦した次期
理事・監事の18名が出席者の拍手をもって選任同
意されました。
　臨時総会終了後の第 4 回例会（卒業委員を送る会）
では、外崎会長より斎藤次期会長へ会長バッチの引
き継ぎが行われたほか、平成30年度をもって卒業
される 4 名の卒業式として、これまでの青年部活動
を振り返る映像の上映と共に、卒業証書や記念品、
花束の贈呈等が行われ、卒業委員からのスピーチで
は、青年部活動での思い出話や仲間への感謝の言葉
等が述べられました。また、平成29～30年度体制
の最後の例会として会員相互に 2 年間の労をねぎら
い、盛会裡に終了しました。

　当青年部は、道南・函館を本拠地としたプロスポー
ツ誘致可能性の検討と提言、北海道の既存プロスポー
ツチームとの連携強化を重点事業の一つとしています。
　このような中、去る 3 月17日、函館大学体育館に
て、当青年部主催、北海道日本ハムファイターズ・
ベースボールアカデミー運営による標記教室を開催
しました。
　当日は、同アカデミー所属、杉山俊介・村田和哉
コーチの２名を講師に迎え、第１部（小学６年生対
象）では26名、第２部（小学４・５年生対象）では74
名の合計100名の参加者に対し、走塁練習を皮切り
に、守備練習・打撃練習等の実技指導が行われました。

　参加者は、両コーチからの熱心な指導に目を輝か
せながら耳を傾ける等、終始笑顔が溢れ、盛会裡に
終了しました。

　当青年部は、道南・函館を本拠地としたプロス
ポーツ誘致可能性の検討と提言、北海道の既存チー
ムとの連携強化を重点事業の一つとしており、現在
は、プロバスケットボールチームであるレバンガ北
海道と連携を深めています。
　去る 3 月31日には、函館アリーナにて開催され
たレバンガ北海道対サンロッカーズ渋谷の公式リー
グ戦を、外崎会長はじめメンバー25名が観戦し、
青年部が協賛し作成した応援ボードを来場者に配布
しました。
　試合は、スポーツコンベンション推進委員会・中
川副委員長の始球式で始まり、レバンガ北海道は残
念ながら85対89で敗れましたが、約2,400名が詰
めかけた会場は大いに盛り上がりました。また、試
合終了後には、外崎会長がプレゼンターとして、積
極的なプレーで会場を沸かせたレバンガ北海道のデ
イビット・ドブラス選手に敢闘賞を手渡しました。
　さらには、プロスポーツの素晴らしさを身近に感
じて頂くことを目的に、市内 4 小学校・ 2 高等学校
の生徒約90名を同リーグ戦へ招待し、観戦後は、
選手達との特別交流会を行う等、子供達の笑顔が溢
れる中、盛会裡に終了しました。

青年部
臨時総会並びに第4回例会（卒業委員を送る会）を開催

「北海道日本ハムファイターズ・ベースボール
アカデミージュニア野球教室ｉｎ函館」を開催

レバンガ北海道対サンロッカーズ渋谷公式リーグ戦を観戦

▲卒業委員を囲んでの記念写真

▲講師から熱心な指導を受ける参加者

▲選手たちと記念撮影する外崎会長
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　去る 3 月 6 日、料亭冨茂登において、 3 月例会を
今会長はじめ26名が出席し開催しました。
　当日は、北海道新聞函館支社長の二階堂 敏文 氏
を講師に招き、「記者時代の経験を踏まえての新聞
の読み方やネット時代においての新聞の有用性につ
いて」と題した講演が行われ、政治記者時代の取材
エピソードやインターネットの普及により社会が変
化した中で求められる読解力、新聞を活用すること
の有用性についてのお話しに出席者は熱心に耳を傾
けていました。
　引き続き、二階堂支社長を交えて行われた昼食懇
談会では、和やかな雰囲気の中、会員同士の交流を
深めました。

　去る 3 月26日、ホテル函館ロイヤルにおいて、
本所、（公社）函館法人会共催による2019年新入
社員セミナーを141名の新社会人が参加し開催しま
した。
　同セミナーは、新入社員が社会人として必要とさ
れる基礎知識やビジネスマナー等を習得し、即戦力
として企業に貢献できるよう毎年開催しているもの
で、当日は、㈲オフィスＫ代表の藤本恭子氏を講師
に迎え、「ビジネスマナーの基本」「話し方と敬語法」

「信頼される電話応対」「接遇応対のマナー」「仕事
の進め方」等の研修をはじめ、函館市市民部による
｢社会人のためのお金の話」と題した講演が行われ、
参加者は熱心に受講しました。

　去る３月15日、フォーポイントバイシェラトン
函館において、「はこだて検定合格者特別講演会」
をはこだて検定合格者や関係者約40名が参加し開
催しました。
　同講演会は、上級・初級問わず、同検定の合格者
を対象とし、当市の観光振興に大きく寄与する観光
人材として更なるブラッシュアップを図って頂くこ
とを目的に今年度から開催された事業です。当日は、
北海道教育大学 准教授 池ノ上 真一 氏より、「観光
まちづくりの現状と課題」と題し講演が行われ、地
域住民が地元に対し愛着を持ち、住み続けたい場所
を作り、育てていくかが重要であると説明され、「地
元の文化、歴史を理解し、伝える力を持っている皆
様もそれぞれの立場で活躍してほしい」と参加者へ
エールを送りました。
　この後、はこだて検定上級合格者のつどいを同ホ
テルで開催し、過去の平均合格率が15.0%という超
難関の上級試験を合格された方々の中から19名と、
来賓として、池ノ上准教授や渡島総合振興局 産業
振興部の津村部長、函館市観光部 観光企画課の根
本課長を交え情報交換を行う等、終始和やかな雰囲
気のなか懇談を行い、交流を深めました。

女性会
3月例会を開催

2019年 新入社員セミナー
１４１名の新社会人がビジネスマナーを研修

はこだて検定合格者特別講演会ならびに
はこだて検定上級合格者のつどい

▲二階堂支社長を囲んでの集合写真

▲社会人としての基礎知識を学ぶ参加者

▲観光やまちづくりについて説明する池ノ上 氏
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議員の職務を行う者の変更
・１号議員	 北海道サンアグロ株式会社	 （新）工場長	 黒　川　吉　伸　氏
	 	 	 	 （旧）工場長	 小　甲　利　幸　氏
	 （平成31年３月21日付）

・３号議員	 北海道ガス株式会社函館支店	 （新）執行役員函館支店長	 高　橋　憲　司　氏
	 	 	 	 （旧）執行役員函館支店長	 八　木　　　渉　氏
	 （平成31年４月１日付）

・３号議員	 株式会社ジャックス函館支店	 （新）支店長	 岩　井　英　一　氏
	 	 	 	 （旧）支店長	 齊　藤　雅　士　氏
	 （平成31年４月１日付）

議員の異動

2019年度　函館商工会議所事務局体制
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　去る３月19日、フォーポイントバイシェラトン
函館において、第63回函館圏優良土産品推奨会を
開催しました。
　当推奨会は、函館圏を訪れる観光客に適正な表示
と包装の観光土産品を提供するとともに、道南地域
を代表する優れた観光土産品を発掘、育成するた
めに行っており、当日は、24社から農水産35品、
菓子31品、民工芸1品、合計67品が出品されました。
第 1 次審査の審査会では、公正競争規約に基づく過
大包装や不当表示、表示義務等を厳正に審査しま
した。

　合格品を対象とした 2 次審査では、郷土性、品質、
包装、価格、味覚等、観光土産品として特に優れて
いる商品を審査し、受賞商品が決定しました。

専務理事　酒井　康次

事務局長　竹内　正幸

総務課 企画情報課 経営支援課 地域振興課 銭亀沢支所
課�長　榎本　聡司

伊藤　由美子

山岸　奈央
（新入職員）

臨時職員　杉谷　弘美

課�長　鏡　典子

太田　泰稚

村山　美咲
（新入職員）

臨時職員�氣田　綾

課長事務取扱（永澤�大樹）
係�長　鎌田　真紀
係�長　山本　貴司
係�長　早稲田　穰
池田　亜希子
吉村　麻美

課�長　村上　修一

坂本　紫具磨

阿部　元樹

大谷　愛
（新入職員）

支所長事務取扱
（永澤　大樹）

事務局次長　梨木　悟 中小企業相談所長　永澤　大樹

第63回函館圏優良土産品推奨会
函館市長賞等各賞が決定

▲過大包装や不当表示等を審査する１次審査
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1
函館松前三昧

（195g） ………………………… 1,000円（税抜）

㈱不二屋本店
函館市西桔梗町589-46　TEL：49-5175

2
はこだて土偶ッキー

（12枚） …………………………………630円（税抜）

社会福祉法人かいせい
函館市東川町1-11　TEL：22-8775

1
いかの粕漬 （6尾）

（900g） ………………… 2,900円（税抜）
㈱山の中村商店
函館市宝来町28-8　TEL：23-8135

2
紅ずわいがに入り松前漬

（170g） ………………… 1,000円（税抜）
㈱竹田食品
函館市浅野町3-10　TEL：43-1110

3

五島軒大地サラダソース
（えび＆ローズソルト）
（200㎖） ……………………… 660円（税抜）
㈱不二屋本店
函館市西桔梗町589-46　TEL：49-5175

4
五宝漬

（150g） ………………… 1,000円（税抜）
㈱不二屋本店
函館市西桔梗町589-46　TEL：49-5175

5
白いがごめ （酢昆布）

（14g） ………………………… 300円（税抜）
㈱かまだ商店
函館市川汲町1546　TEL：25-5552

6
五稜星の夢チョコレート

（130g） ……………………… 500円（税抜）
道南食品㈱
函館市千代台町14-32　TEL：51-7187

7

函館　金森倉庫
ひとくち　味噌くるみ餅

（150g） ……………………… 500円（税抜）
金森商船㈱
函館市末広町14-12　TEL：23-0350

8
いかちゃん

（12g） ………………………… 300円（税抜）
NPO法人　セラピア
函館市亀田町17-22　TEL：45-1287

1

ひろめ舟祭り
（250g）
……………… 3,000円（税抜）

久二野村水産㈱
函館市臼尻町245
TEL：25-3456

2

海鮮煎餅
グッドセレクション

（15g×9袋（3種×3袋））
…………………… 800円（税抜）

北海道製菓㈱
函館市亀田町6-4
TEL：41-6575

1

レアフルりんご
（188g）
…………………… 650円（税抜）

㈱天狗堂宝船
亀田郡七飯町字中島205-1　
TEL：66-3200

2

函館散歩（5個入）
（225g）
…………………… 611円（税抜）

㈱千秋庵総本家
函館市宝来町9-9
TEL：25-5131

1
浜焼き厳選4種

（40g×4種） …………………… 1,200円（税抜）

㈱布目
函館市浅野町4-17　TEL：43-9101

2
梶原昆布店　がごめせんべい

（70g） ………………………………… 400円（税抜）

金森商船㈱
函館市末広町14-12　TEL：23-0350

函館市長賞

奨　励　賞

函館商工会議所会頭賞

（一社）函館国際観光コンベンション協会会長賞 みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会会長賞

ご案内

●①

●①

●①

●④

●⑤

●⑥

●①

●②

●②
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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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検定の詳細につきましては、
同封の各種検定パンフレットを

ご参照ください！

日本商工会議所の検定試験
第152回 簿記検定試験　１～３級

施 行 日／２０１９年６月９日（日）
申込期間／２０１９年４月８日（月）～５月１６日（木）
受験料（税込）／１級 ７，７１０円　２級 ４，６３０円
　 　 　 　 ３級 ２，８００円 

第84回 リテールマーケティング（販売士）
検定試験　２級・３級

施 行 日／２０１９年７月１３日（土）
申込期間／２０１９年５月１３日（月）～６月２０日（木）
受験料（税込）／２級 ５，６６０円　３級 ４，１２０円

お申込み先
函館商工会議所企画情報課

電話（０１３８－２３－１１８１）
 　　　　
函館商工会議所HP　検定試験ページ
http://www.hakodate.cci.or.jp/kentei

東京商工会議所の検定試験

第46回 カラーコーディネーター
検定試験　２級・３級

施 行 日／２０１９年６月１６日（日）
申込期間／２０１９年３月２６日（火）～４月２６日（金）
受験料（税込）／２級 ７，３４０円　３級 ５，２５０円

第45回 ビジネス実務法務
検定試験　２級・３級

施 行 日／２０１９年６月３０日（日）
申込期間／２０１９年４月１６日（火）～５月１７日（金）
受験料（税込）／２級 ６，４８０円　３級 ４，３２０円

第42回 福祉住環境コーディネーター
検定試験　２級・３級

施 行 日／２０１９年７月７日（日）
申込期間／２０１９年４月２３日（火）～５月２４日（金）
受験料（税込）／２級 ６，４８０円　３級 ４，３２０円

第26回 環境社会（ｅｃｏ）検定試験
施 行 日／２０１９年７月２１日（日）
申込期間／２０１９年５月７日（火）～６月７日（金）
受験料（税込）／５，４００円

第９回 ビジネスマネジャー検定試験
施 行 日／２０１９年７月１４日（日）
申込期間／２０１９年４月２３日（火）～５月３１日（金）
受験料（税込）／６，４８０円

東商検定お申込み先�
東京商工会議所（検定センター）
電話（０３－３９８９－０７７７）
インターネット (http://www.kentei.org/)　

Information

検定試験のご案内



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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　今や、ビジネスにメールはつきものです。経営者の
皆さんも、日々、仕事でメールを数多く送信されてい
るのではないでしょうか。
　メールが普及したことにより、手紙を書いて出す機
会はぐんと減りました。しかし、正式なお礼やおわび、
お願いなどは、手紙で伝えるのがマナーです。メール
に慣れてしまうと、手紙を書いて出すのは緊張して戸
惑うところですが、基本的なルールさえ押さえておけ
ば大丈夫です。ビジネスシーンで出す手紙は、会社全
体の好感度や信頼度を上げ、イメージアップに一役買
います。ぜひこの機会に、手紙の書き方のマナーを習
得してみてください。
　まず、手紙の構成ですが、「前文」「主文」「末文」

「後付け」「副文」の五つの要素から構成されます。前
文は、手紙の本文の前、あいさつの部分です。「拝啓」
などの頭語から始まり、季節を伝える時候のあいさつ
などが入ります。ほかに、自分の近況や、お礼の手紙
であれば、ここでまずお礼の一言を伝えます。
　主文は、手紙の本文です。末文は、相手を気遣う言
葉と「敬具」などの結語から成り立ちます。後付けは、
日付・自分の名前・相手の名前で構成されます。相手
の名前は、横書きの場合は最初に書きます。また、ビ
ジネスでは、日付に「吉日」は使いません。
　副文には、「追伸」など本文に入り切らなかった事
柄を書きます。主文の主題と少し外れた内容やプライ

ベートな内容であることが多いので、フォーマルな手
紙では書かないのが一般的です。
　手紙を書き終えたら、次のポイントは便箋の「折り
方」です。和封筒を使う場合は、便箋の下三分の一を
上に折り上げ、次に上の三分の一を折り下げて、三つ
折りにします。封筒の裏から見て、手紙の書き出しが
右上にくるように入れましょう。洋封筒の場合は、同
様に三つ折りにし、入れ方は、封筒の表から見て手紙
の書き出しが右下にくるようにします。
　封筒の宛名ですが、和封筒の場合、表面は縦書きで、
住所は略さずに「○○番○○号」まで漢数字を用いて
書くようにしましょう。裏面には、「〆」「封」などの
封字を書きます。また、洋封筒に宛名を横書きする場
合、切手は右上に貼るのがマナーです。この切手の貼
り方を間違えている方が多いので、注意してください。
　手紙を送るタイミングですが、お礼などビジネスに
おける感謝の気持ちは、スピードが重要です。なるべ
く速やかに送るようにしましょう。おわびの場合もす
ぐに出す必要がありますが、ポイントは、時候のあい
さつは書かず、単刀直入に本題に入ることです。具体
的にどう迷惑を掛けたのかということや、先方の善意
や理解に感謝していることも伝えましょう。

「ビジネスで手紙を書くときの留意点」
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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　青森市久須志三丁目にある事業所では、一般就労
を目指している障がい者の支援を行っている。平成
25年 9 月に設立した。すべての事業主は法定雇用
率以上の割合で障がい者を雇用する義務があるが、
その法定雇用率が前年に引き上げられている。「こ
うした社会や雇用環境のニーズに貢献しようと立ち
上げました。事業所が行っているサービスにより責
任を持つために『株式会社』という形態をとりまし
た。障がいを持つ皆さんが就労意欲を持ち、障がい
の程度に関係なくそれぞれに合った働き方を続けら
れるのが私たちの願いです」。
　事業所内では、就労を希望する訓練生（障がい者）
が就労に必要な知識や能力向上のための訓練・実習、
職場訪問など「就労移行支援」を受けている。「障
がいの程度に合わせた個別支援計画をつくり、その
進ちょく状況に応じた支援を行っています」。
　障がい者を雇う企業の意向として、就労移行支援
事業所などで基礎訓練を受けた人を求める傾向が強
いと言う。「それに採用後に問題が生じた場合のフォ
ローアップを期待する企業側の要請がある」とも。
採用時の応募書類だけでは分からない障がいの特性
や性格傾向を企業側へしっかりと伝えるという基本
理念は設立当初から変わらない。事業所に寄せる企
業側からの信頼は厚く、県内トップクラスの就職実
績を誇る。「障がい者が真に自立を果たすためには、
就労後の『職場定着』が欠かせません。そのための
支援も惜しみません」。
　地域で安心して暮らせる居住の場も提供してい

る。事業所３階の「グループホームなこなこ」では
一定程度の自活能力があり、数人で生活を営むこと
ができる人が助け合いながら共同生活している。
　今、事業所内での就労支援活動を紹介するビデオ
制作が進んでいる。「ビデオは訓練生が障がい者目
線で制作しており、出来栄えが楽しみ。障がい者に
対する理解度が進むきっかけになればと期待してい
ます」。
　「障がいを持つ人たちの『働きたい』という意欲
をサポートします」。福祉の現場とは無縁の世界で
生きてきたが、事業所立ち上げに際し、その分野の
知識の習得に努めた。障がい者と企業をつなぐ架け
橋になりたい。その胸中には熱いものがあふれてい
るようだった。

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3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。

障がい者就労支援事業所・株式会社「実
みのり
」

� 代表取締役社長　鳴瀨　　実さん商 工 プ ラ ザ
障がい者の自立と社会参加を促し、「働きたい」という意欲をサポート

「障がい者の働く場所を確保し、自立や社会参加を促し
ます」と話す鳴瀨さん



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

道南縄文文化推進協議会
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