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■今月の表紙
「スポーツの秋～スポーツ健康都市はこだて～」
　写真は、9月29日に千代台公園陸上競技場で行われた
陸上競技大会の様子を撮影した一葉です。
　函館市は、1992（平成4）年10月10日の体育の日に「ス
ポーツと健康づくりを通じて、からだと心を鍛え、活
力あふれるまちづくりをめざす」という理念のもとスポー
ツ健康都市宣言を行いました。
　市民も多数参加し開催されている函館マラソンをは
じめ、毎年数多くのスポーツイベントが行われています。
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チェック3：日々の業務で必要となる対応と注意事項は？？
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今さら聞けない【消費税１０％適用後】のあれこれ特集
　消費税および地方消費税の税率（以下「消費税等」といいます）が10月1日に10％に引き上げられました。
同時に、10%への税率引上げに伴う低所得者への配慮の観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期
購読契約が締結された週２回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率制度が実施されています。
　持ち帰りと店内飲食で税率が変わる軽減税率では店によって対応が分かれ、ポイント還元などに対応する
ためキャッシュレス決済を導入している小売店や飲食店もあります。
　今回の特集では、軽減税率制度についての具体例と日常業務で注意が必要な項目についてまとめています。
確認も含めしっかりとチェックしておきましょう。

チェック2：外食と持ち帰りの区別するためのチェックポイント　
　店内で提供した食べ物を店内で食べる（外食）の場合10％が適用され、テイクアウトで持ち帰って食べる
と8％になります。このように、外食と持ち帰りの違いによって、軽減税率の対象にならないものがあります。
混乱を避けるため、税込み価格が同じになるよう、税抜き価格を調整している企業もあります。外食と持ち
帰りの両方を扱う場合は様々なケースを想定する必要があります。

Q　�お店の外にベンチを設置しています。
その場合は８％？

A　�10％です！お店側が椅子・テーブル等
を提供しているかどうかがポイントと
なります。店外に小さなベンチを設置
している場合は、撤去するなど８％に
統一する対応も有効かもしれません。

Q　�果物狩り等で持って帰るかそ
の場で食べるか。線引きが難
しい…

A　�入園料という形で統一して税
率10％に合わせるという対応
を取っているお店もあるよう
です。

仕入れ（経費）
□軽減税率対象品目の仕入れがあるか確認する。
□�軽減税率対象品目の仕入れがある場合、区分記載請求書等保存方式（チェック4参照）
の下では、請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率ごとに区分し合計した
税率対価の額」の記載がなければ、その取引の事実に基づき追記することも可能。

□�請求書等に基づき、仕入れを税率ごとに区分して帳簿等に記帳する。

軽減税率対象品目の売上げがなくて
も、会議費や交際費、雑費などの経
費で飲食料品や新聞を購入する場合
は対応が必要です。

免税事業者の方も課税事業者の方と取引
する場合、区分記載請求書等の交付を求
められる場合があります。

売　上　げ
□軽減税率対象品目を確認し、顧客からの問い合わせに答えられる準備をする。
□�軽減税率対象品目の売り上げがある場合、区分記載請求書等保存方式の下では、請求
書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」
を記載して、交付する（適格請求書等保存方式についてはチェック4参照）

□請求書等（控）に基づき、売上げを税率ごとに区分して帳簿等に記帳する。

申　告
□�税率ごとに区分して記帳した帳簿
等に基づき消費税額を計算する。

□�税率ごとに区分することが困難な
場合、税額計算の特例により計算
する。

チェック１：新たに対応が必要な２つの税率
適用時期

区分 令和元年９月３０日まで
令和元年１０月１日より

軽減税率 標準税率

消費税率 ６．３％ ６．２４％ ７．８％

地方消費税率 １．７％
（消費税額の17/63）

１．７６％
（消費税額の22/78）

２．２％
（消費税額の22/78）

合　　計 ８．０％ ８．０％ １０．０％

（注）消費税等の軽減税率は、税率引上げ前と同じ８％ですが、消費税率（6.3％→6.24％）と地方消費税率（1.7％→1.76％）の割合が異なっています。



チェック4：これまでの請求書等保存方式と【これからの請求書等保存方式】について
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本記事は、国税庁ホームページ「令和元年８月版�消費税軽減税率制度の手引き」をもとに作成しております。
函館商工会議所の会員サービスにつきましても10月1日より料金改定がございました。詳細については、P13・14をご覧ください。

函館市内のお店の対応と対策
函館駅前のクレープ屋さん
　テイクアウトの店だが店内に椅子を設置しているため、税率は１０％と８％となっ
ている。
　また、増税に合わせて商品を一部値上げして、本体価格を調整し税込価格を統一し
ている。券売機で券を購入のうえ商品を提供しており、店内で食事の場合、商品提供
時にお客様の申告により対応している。

元町のテイクアウト可能なお食事屋さん
　複数税率に対応したレジを導入している。売り上げ時だけでなく、仕入先から交付された請求書等に記載されている適用
税率が正しいか確認するなど複雑な対応となっているので間違えないか不安。

（注）　�税額計算の特例は、中小事業者（基準期間における課税売上高が、5,000万円以下の事業者をいいます。）のみに適用
が認められます。

消費税に関する詳細は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/）
または、函館商工会議所　経営支援課（TEL0138-23-1181）までお問い合わせください。
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「必ずチェック 最低賃金！ 使用者も、労働者も」 

函館労働基準監督署　℡ ０１３８－８７－７６０５

　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。

○�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。
○�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。

（効力発生年月日 令和元年10月３日）時間額  ８６１円

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

北海道最低賃金

　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１０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／10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

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13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／11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

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／10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

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／10月25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／11月14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

日　時／ 令和元年１０月３０日㈬ １４：００～１７：００

場　所／  函館商工会議所３F会議室

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

内
　
　
容

*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

IT・IoTを活用した働き方改革セミナー

第１部
基調講演「業務を根本から見直し改善することで生産性を向上し、
 業務時間を短縮するための革新手法」　
①生産性向上策　②業務改善の推進策　③社内ルール・仕組み・システム改善　④コミュニケーションの改善
⑤自動化・ＩＴ化・ＩoTの活用　⑥時間短縮と生産性向上をはかるマネジメント　

　講　師：経営コンサルタント　前田　正秀 氏（株式会社クラーク総研　代表取締役社長）

第２部
事例紹介「わが社の働き方改革と生産性向上」
　発表者：齊藤建設株式会社　専務取締役　坂口　𠮷穂 氏

第３部
説　　明「IT活用による生産性向上支援事業について」（専門家派遣・補助金の説明）
　講　師：函館市担当者
第４部 情報提供（エキスパートバンク・ＨＥＳの説明）

第５部 個別相談会（希望者のみ）
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アジアンキッチン・チェーズ
　当店は、JR函館駅より徒歩５分の距離にある函館
ひかりの屋台大門横丁に店を構えており、アジア料
理と世界のお酒を気軽に楽しめるお店です。
　メニューはミャンマー・タイ・ベトナムなどの東
南アジアの料理を中心にご提供していますが、日本
人のお客様の口に合うよう辛さを控えめにした味付
けのメニューをご用意しております。
　東南アジアで飲まれているレアなアジア焼酎と25
種類以上の世界各国のビールなどを取りそろえてお
り、お酒好きな方に是非飲んでもらいたいドリンク
メニューを多数ご用意しております。

ミャンマー・日本で学んだ知識を活かし、
お店を展開
　日本への留学で日本語と料理を学び、14年前にご
縁があり大門横丁が開業されたと同時に、はじめて

お店を構えることになりました。
　現在、同じ大門横丁内には、道産のお肉を使った
ザンギを提供する「函館ザンギ」と、北海道産チー
ズとワインのお店「イタリアン屋台 ピッコロ」を
含めた３店舗が営業中です。
　また、チェーズの隣に４店舗目となる「わいどの
おでん！」が10月５日オープンしました。これから
の季節にぴったりのおでんと鉄板焼きをご提供する
お店です。お仕事終わりにお仲間と是非、お立ち寄
りください。

若い力で大門に活気を…！
　活気ある大門地区を作りたいという想いから、パ
ワフルでやる気のある20代の若者に各お店の店長を
任せています。
　これからも積極的に若者を育てながら、そして力
を借りながら、料理を通じて函館の活性化に寄与す
ることができたら嬉しいです。

函館市松風町7-5　ひかりの屋台大門横丁内
TEL：0138-23-2100（函館ザンギ）

アジアンキッチン・チェーズ

アジアンキッチン・チェーズ
代表　ジョーザゥミー

テーマ
ミャンマー出身の店主が腕を振るう

函館駅前大門横丁で味わうアジア料理

NOW会員

▲店主自慢のミャンマー料理　大エビ炒め

▲4店舗目となる「わいどのおでん！」

▲25種類以上の世界各国のビール

Vol.72
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　10月１日より「キャッシュレス・消費者還元事業」（ポイント還元制度）開始されました。9月30日時点
で本制度に参加するキャッシュレス決済事業者は979社、中小企業・小規模事業者（中小小売店等）からの
加盟店登録申請は9月25日時点で約73万件となっております。
　加盟店登録を完了した中小小売店等がポイント還元制度の実施店舗であることを表示するための「広報キ
ット」（図参照）の配送も８月末から順次進められています。消費者向けに、対象店舗の一覧表だけでなく、
地図上のアプリで確認できる仕組みも提供されています。今後さらに決済事業者も消費者向けにＰＲしてい
くことが予想されますので、全国各地で「キャッシュレス決済を使ってみよう」という機運が醸成されてい
くことが期待されます。
　中小小売店等は、キャッシュレス決済を提供する事
業者である（ＢtoＣ）と同時に、企業間取引（ＢtoＢ）
や経営者・従業員のプライベート空間では消費者とい
う立場にもなります。消費者として実際にキャッシュ
レス決済を体験することで、顧客目線でサービスを理
解できるのではないでしょうか。
　ここでは、消費者としてキャッシュレス決済を利用
する際の留意点を紹介します。
　なお、本制度への加盟店登録は2020年４月まで随時
受付しています。未登録の中小小売店等は、できるだ
け早めの手続きをおすすめします。

使いすぎないか不安・・・
　消費者の「使いすぎそう」「浪費しそう」という不安に対しては、利用状況を「見える化」することで対
応できます。現金払いと違ってキャッシュレス決済は利用履歴がデータで残るという特徴を持っており、支
払管理が可能です。複数のキャッシュレス決済手段を利用している場合には支出管理も煩雑になりがちです。
その使いすぎ防止策として、市販の「家計簿アプリ」や決済事業者が提供する「アプリ・Ｗｅｂサービス」
等を活用し、利用履歴や引落日の把握を習慣化してみましょう。
　また、デビットカードでは、その引落口座を、普段の預貯金や売上入金口座と分けて用意しておくのが、
使いすぎ防止に有効な手立てです。電子マネー等の前払いであれば、予めチャージした範囲内でしか利用で
きないので、チャージする金額や間隔を管理することで、無駄遣いへの不安を解消しつつ、ポイント獲得や
利便性を享受しやすくなります。

不正利用への不安も・・・
　昨今のキャッシュレス決済に関する不正事案の発生で、サービスの安全性や継続性に不安を抱いている人
も多いと思います。「不正利用対策」や「補償の考え方」について、関連業界全体で整理しているところですが、
ここでは安全にキャッシュレス決済を活用するための個人で可能な基本対策を紹介します。
　まず、決済手段ごとに、「いつ、どこで、いくら支払ったのか」を確認することが重要です。身に覚えの
ない取引が記載されていた場合は、直ちに決済事業者へ連絡してください。常日頃からカード番号やＩＤ・
パスワードを「他人が見える状態で残さない」「人に教えない」「ス
マートフォンにロックをかける」「スマートフォンやパソコン等に
セキュリティ対策を行って常に最新状態にする」「パスワードは同
じものを使い回さない」等を意識的に実行することが重要です。
もちろん、不正利用や盗難、紛失等は、キャッシュレス決済に限
らず起こりうる事態です。出かけるときに戸締まりするのと同じ
ように、キャッシュレス決済でも自身で取るべきセキュリティ対
策の確認・実行が、より安全な活用につながっていきます。

ポイント還元制度開始
顧客目線でサービスを理解・消費者としても活用を！

本記事は函館商工会議所の編集責任のもと内容を要約しています。

キャッシュレス・ポイント還元事業
(キャッシュレス・消費者還元事業)HP

https://cashless.go.jp/
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　第９回常議員会を去る10月２日、久保会頭をは
じめ副会頭・常議員など役員23名が出席のもと、
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、冒頭挨拶で久保会頭より、次期会頭と
して続投の意向が表明され、満場一致の同意を得
ました。事務局より「議員の異動等」、「部会委員
会活動」、｢陳情要望活動｣、「２・１号議員選任結果」
の４件が報告されたほか、３号議員15名が選任同
意され、議員100名が決定しました。
　なお、会頭を含む役員については、来る11月１日に行われる第１回臨時議員総会において選任されます。

３号議員企業名

商業部会
㈱テーオーホールディングス
㈱函館丸井今井

建設・土木部会
㈱森川組

工業部会
函館どつく㈱
北海道ガス㈱函館支店
北海道電力㈱送配電カンパニー函館支店

農水産部会
㈱魚長食品
㈱道水

運輸・交通・港湾部会
北海道旅客鉄道㈱函館支社
ホンダカーズ南北海道㈱

金融・不動産・情報部会
㈱エスイーシー
㈱ジャックス函館支店
函館空港ビルデング㈱
㈱北洋銀行函館中央支店
㈱北海道銀行函館支店

�

� （部会別・企業名五十音順）

会議所のうごき

第９回常議員会
久保会頭　続投を表明

▲久保会頭挨拶の様子
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２号議員企業名

商業部会
㈱近藤商会
大一興業㈱
辻木材㈱
東栄㈱
㈱中山薬品商会
成沢機器㈱

建設・土木部会
㈱今井工務店
〇㈱工藤組
㈱高木組
〇㈱高橋組
㈱二本柳慶一建築研究所　
㈱松本組

工業部会
合同容器㈱函館事業部
佐藤木材工業㈱
北海道パーケット工業㈱�

丸栄堀川紙器㈱　
㈱村瀬鉄工所

農水産部会
イシオ食品㈱
㈱古清商店
㈱布目　
函館魚市場㈱

運輸・交通・港湾部会
共栄運輸㈱　
函館運送㈱
函館バス㈱
函館三菱ふそう自動車販売㈱

金融・不動産・情報部会
道南うみ街信用金庫
函館商工信用組合
税理士法人浜津会計事務所

観光・飲食・サービス部会
㈱トーショウビルサービス
函館環境衛生㈱
（福）函館大庚会
㈱函館平安システム
五稜郭タワー㈱
函館山ロープウェイ㈱　
㈱花びしホテル

�（部会別・企業名五十音順、○新任）

１号議員企業名

商業部会
㈱アキヤマ
㈱アサヒ商材
〇㈱今井メディカル給食
潮産業㈱　
㈱道南食肉センター
㈱はこせき
㈱はこだてティーエムオー　�
美鈴商事㈱
㈱ヤマサ宮原
山三伊藤商事㈱
㈲吉田メディカル

建設・土木部会
㈱カネス杉澤事業所
齊藤建設㈱
佐藤電気工事㈱
〇㈱青函設備工業
㈱大地創建
〇㈱大協防災
大明工業㈱
㈱ニシカワ産業

〇日東電気工事㈱
〇㈱プロテック
㈱ホーム企画
村山ギソー㈱
㈱リージャスト

工業部会
㈱長門出版社
北海道サンアグロ㈱
北海道ティーシー生コン㈱

農水産部会
高瀬環境緑化㈱
㈱竹田食品
㈱丸勝林業
㈱丸み佐藤商店

運輸・交通・港湾部会
〇㈱西武建設運輸
トヨタカローラ函館㈱
函館タクシー㈱
函館トヨペット㈱

函館日産自動車㈱
㈱富士サルベージ
北海小型タクシー㈱

金融・不動産・情報部会
㈱青森銀行函館支店
アクサ生命保険㈱函館営業所
〇くにや司法書士法人
黒島綜合事務所
㈱北陸銀行函館支店
㈱みちのく銀行函館営業部

観光・飲食・サービス部会
㈱アドバンス
及明ビル管理㈱
ニューオーテ斎藤㈱
㈱函館国際ホテル
㈱PHG函館マネジメント函館支店
㈱ホテル函館ロイヤル

�（部会別・企業名五十音順、○新任）
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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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　去る９月24日～27日の４日間の日程で、函館市の
谷口副市長、本所の水島副会頭のほか、関係団体よ
り総勢７名が参加し、台湾（台北市）において観光
プロモーション活動を実施しました。
　昨年度の国・地域別外国人宿泊客数では、直行便
が就航している台湾が26万人と最も多く、今後も引
き続き、観光客数の維持・増加を図るため、現地の
航空会社や旅行代理店のほか、日本台湾交流協会を

訪問し、当市のＰＲと観光客の送客について要請活
動を行いました。

　去る９月３日、道内の企業経営者・採用担当者と、
教育機関関係者が一堂に集い、より多くの学生が道
内企業に就職するための環境整備を目指して「スキ
ャナビフォーラム2019 in函館」をフォーポイント
バイシェラトン函館において開催しました。
　同フォーラムは、北海道商工会議所連合会と本所
が主催してパネルディスカッションや名刺交換会、
情報交換会を実施し、学校関係者と企業採用担当者
が卒業予定者の就職に関して意見交換を行いました。
　当日は、道内の14の大学・高校と、21企業の担
当者ら約80名が参加して、学校側からは卒業予定者

の就活動向が述べられたほか、企業側からも自社と
して求める人材に関する説明がなされるなど、学校
側・企業側が人材確保に関する情報共有する貴重な
機会となりました。

スキャナビフォーラム2019 in函館
学校側と企業側双方の担当者が就職に関して意見交換

台湾観光客誘致訪問事業
航空会社・旅行会社等訪問

▲エバ―航空でのプロモ－ションの様子

▲情報交換を行う学校関係者と企業採用担当者
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　道南最大の食の祭典「はこだてグルメサーカス
2019」（実行委員会主催）が、はこだてグリーンプ
ラザ、函館朝市第一駐車場等を会場に、去る９月７
日～８日の日程で開催され、２日間で20万６千人
が来場しました。
　昨年、胆振東部地震の影響で中止となり、２年ぶ
りの開催となる同イベントは、過去最多の161ブー
スが出店し、「開港都市と姉妹都市のひろば」、「翼
でつながるひろば（東京・大阪・名古屋）」、「函館
と東北６県、埼玉・北関東のひろば」、「みなみ北海
道ひろば」の４つのゾーンに分かれ、ご当地名物を
提供し、訪れた市民や観光客で長蛇の列ができる等、
２日間にわたり多くの来場者で賑わいをみせ盛会裡
に終了しました。
　今年は、胆振東部地震の復興支援に対する感謝を
込めた特別企画として展開された「ニッタンサンク
ス！フェア」では、日高、胆振地区のご当地食材を
使用した特別メニューが提供されたほか、アイヌ民
族の古式舞踊等が披露され、青函ツインシティ提携
30周年を記念した「青森ねぶた祭ステージ」では、
青森ねぶたの展示のほか、青森ねぶた祭りの踊り手

「跳人(はねと)」による演舞が披露される等、会場
内では様々な催しが行われ、イベントを更に盛り上
げました。

　去る９月27日、はこだてカルチャーナイト2019（実
行委員長：斎藤青年部会長）を開催しました。
　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
触れて頂くことを目的として平成17年に始まり、

今年で15回目を数える当青年部のメイン事業の一
つとなっております。
　昨年、胆振東部地震の影響で中止となり、２年ぶ
りの開催となる今年は、天候にも恵まれ、「はこだ
てみらい館」「函館博物館」「高龍寺梁川法務所」「函
館空港」の新規施設４か所を加えた45企業・団体
が、駅周辺・西部・五稜郭・湯の川・美原エリアの
35会場に出展し、延べ12,564人が来場して、施設
見学や趣向を凝らした催しを楽しむ等、各会場は大
いに賑わいました。

　第77回全道珠算競技大会が去る 9 月17日、釧路
市観光国際交流センターにおいて函館地区から21
名、全道各地から総勢298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、
各都市の代表選手による都市対抗競技においてそろ
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、日高信用金庫の浅野貴広
さんが輝きました。
　函館地区の選手は、一般の部において、八木泰樹
さんが読上暗算 2 位、高校の部において、橘雅さん
が読上算で 3 位となる等、入賞を果たしました。

第77回全道珠算競技大会
２９８名の選手がそろばんの腕を競う

青年部
はこだてカルチャーナイト２０１９

はこだてグルメサーカス2019
道南最大の食の祭典、２年ぶりの開催!！

▲そろばんの腕を競う選手たち

▲函館市国際水産・海洋総合研究センターの様子

▲来場者で大いに賑わう会場
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　第51回全国商工会議所女性会連合会鹿児島全国
大会が去る 9 月 5 日に鹿児島市において開催され、
当会から今会長をはじめ7名が参加、全国からは
330女性会2,574名が参加しました。
　当日は、第18回女性起業家大賞及び全国商工会
議所連合会表彰授賞式が執り行われた後、作家　林　
真理子氏による「私の仕事から」というテーマのも
と記念講演が行われました。
　また、去る 9 月20日には小樽市において、第33
回全道商工会議所女性会研修交流会が開催され、当
会より綱・平山副会長をはじめ 5 名が参加しました。
　当日は、国立大学法人小樽商科大学　グローカル
戦略推進センター　学術研究員　高野　宏康 氏よ
り「歴史文化を生かした観光まちづくり―日本遺産
で創る小樽の未来―」と題した講演会が行われたほ
か、全道19の女性会から総勢190名が集まり懇親会
が開催され、情報交換や交流を図りました。

　秋の全国交通安全運動に合わせて、去る９月25日、
国道278号において、銭亀沢地区女性部･青年部メ
ンバーはじめ総勢17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り、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

女性会
第51回鹿児島全国大会、第33回全道研修交流会

▲小樽市で行われた全道研修交流会での集合写真

▲鹿児島市で行われた全国大会での集合写真

▲手作りマスコットを配り交通安全を呼びかるメンバー



貸会議室のご案内

A4チラシ単独DMの場合@84×2,500社=210,000円

会員企業・関係機関約2,500社へ郵送！ なんと 188,000円もお得 !!
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約2,500社へお得にチラシを送付したい会員事業所の皆さまへ

■こんな告知はいかがですか？
◦宴会プランのご案内
◦団体旅行商品のご案内
◦福利厚生関係　◦文具、備品
◦貸室、テナント募集
◦各種イベント、説明会等への集客…etc.

申込期限・チラシ原稿送付期限/発刊月の前月20日まで
納品期限：発刊月の前月末日まで
〇お申し込みは函館商工会議所会員に限ります。
〇同封するチラシ、パンフレットの内容を確認いたしますので、
印刷前に必ず原稿を送付ください。（発刊月の前月20日まで）

■チラシ
Ｂ５・Ａ４版 Ｂ４・Ａ３版２つ折

２２，０００円 ４４，０００円

折込み料金（1ヶ月・税込）

※年間契約は20％割引き
※契約時に、掲載期間１年間の間に３回以上ご契約の場合10％割引き ともえ便申込書ダウンロード

(https://www.hakodate.cci.or.jp/form)

貸室申込書ダウンロード
https://www.hakodate.cci.or.jp/article/5147.html）

■パンフレット
Ａ４版以下、３０㌘まで

８８，０００円

� （税込価格）

室　　　名
使　用　時　間　帯

９：００〜１２：００ １３：００〜１７：００ ９：００〜１７：００

第１会議室（約20名） ５，７２０円 ７，０４０円 １２，７６０円

第２会議室（約50名） ９，２４０円 １１，４４０円 ２０，２４０円
※第１・第２会議室は、繋げて大会議室として使用できます。
※上記の価格は会員価格です。

　函館商工会議所では、各種会議・イベントや展示・式典・セミナーなどあらゆる催事にご活用い
ただける貸会議室をご用意しています。
　会議に付帯する各種備品も貸し出しております。また、全室ブロードバンドによるインターネッ
ト利用が可能です。

会員優待

担当：企画情報課

担当：総務課

ご案内

▲第１会議室使用例

 会員サ－ビス事業 と も え 便
函館商工会議所 各種サービス料金について



発給手数料 会員 １，１００円
 一般 ２，２００円

５，０００枚〜　 ３，５７５円

会員台帳 ８，８００円 １件単価 １１円

貿易関係証明

台帳・宛名ラベルデータサービス事業

みなみ北海道地区観光土産品協議会
認定証シール
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道事業「働き方改革支援員の派遣による
ハンズオン支援」について

お問い合わせ先／北海道経済部労働政策局雇用労政課働き方改革推進室　℡ ０１１－２０４－５３５４

　道では、企業からの要請に応じて、働き方改革に関する専門的知識や経験を有する専門家を「働き方改革
支援員」として派遣し、道内中小企業の働き方改革を支援しているので、みなさまへご紹介いたします。
　働き方改革の取組の段階に応じて２つのコースをご用意しており、派遣料は無料ですので、ぜひご活
用ください。

派遣対象、派遣回数、申込方法など詳細　以下のウェブサイトをご覧ください。
　【URL】http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/shien.html

●①地域連携コース（取り組むべき課題が明らかとなっている企業向け）
　�　企業からの要請に応じて、働き方改革支援員と振興局職員が連携し、　企業の働き方改革の取組をきめ細かく支援します。

●②ワーク・ライフ・バランス見える化コース（働き方改革の現状と課題を明らかにしたい企業向け）
　　働き方改革の現状と課題を明らかにしたい企業が対象です。
　�　従業員のワーク・ライフ・バランスを実現しようとする企業に対し、働き方改革支援員によるヒアリング調査や従業
員アンケート調査を実施し、ワーク・ライフ・バランスの現状と課題の見える化をサポートします。

支
援
内
容

　函館圏優良土産品推奨会は北海道の渡島・桧山地
方を代表する選りすぐりなお土産品を、表彰・推奨
しています。
　食品表示や包装の審査で合格した商品が推奨品の
認定を受け、みなみ北海道地区観光土産品公正取引
協議会の「認定証」の貼付が認められます。

※最低販売単位　５，０００枚（１枚０，６５円）
※対象：同協議会の会員企業、推薦有効期間：２年間

　原産地証明・サイン証明など貿易取引に必要な証明書
を発給しています。

　会員事業所の概要データについて、販売促進などの商
取引にお役立ていただくことを目的に台帳・宛名ラベル
販売サービスを行っております。

※会員価格

※いずれも税込価格

担当：地域振興課

担当：企画情報課 担当：地域振興課

Information

函館商工会議所 各種サービス料金について



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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　多忙な日々を送る経営者は、蓄積される疲労を解消
するために、日頃から最善の注意を心掛けることが大
切ですが、それでも体調不良を１００％防ぐことはで
きません。そこで今回は、経営者が仕事中に具合が悪
くなり、早退を余儀なくされる場合に覚えておきたい
マナーを紹介します。
　あなたが経営者や管理職の場合、まず「早退の判断
基準」を明確にしておきましょう。従業員とは違って、
自分自身で意思決定しなくてはならないからです。
　体調不良といっても、その種類はさまざま。仕事を
しているうちに頭が痛くなったとか、若干の寒気を感
じるなどの場合は、この程度といっては何ですが、早
退するほどではありません。ましてや交渉が決裂して
気分が悪いからとか、二日酔いでフラフラだから、と
いう理由で早退したのでは部下からの信用を失い、資
質を問われてしまいます。
　早退の判断基準としては「高熱で意識がもうろうと
する」「会話ができないほど咳がひどい」といった「仕
事にならない状態」が、一つの目安です。それは、正
常な意思決定が行えず、社内や取引先に迷惑を掛ける
ことにつながるからです。歯を食いしばって仕事を続
けても、周りが心配や不安から生産性が下がってしまっ
ては本末転倒。どうしても判断がつかない場合、電話
１本で相談できる懇意な医師の人脈があれば、適切な
指示を仰げます。
　早退を決めたら、秘書や部下と引き継ぎを行いましょ
う。早退をするほど体調が悪いので、一刻も早く帰り

たいところですが、当日の業務の確認を行い、社内外
でのアポイントへの対応を、秘書や部下に任せます。
その際、体調悪化の件は先方には告げないようにしま
す。経営者の健康状態悪化のうわさは、その会社の経
営状態と強い相関を示すとネガティブに捉えられ、取
引に支障を来す可能性があるからです。
　社外の取引先との約束で、代役の出席が可能な場合
は、指名と引き継ぎが必要です。資料を準備し、ブリー
フィングを行っておきましょう。
　社内の会議や打ち合わせなどの場合は、関係者にひ
と声掛けておくことも必要でしょう。
　こうしてみると、経営者が早退する場合には、部下
や取引先など大勢を巻き込むことになり、全ての引き
継ぎが終わるまでには、実際かなりの時間を要するこ
とが想像できます。早退のビジネスマナーとして最も
重要なことは、周囲への配慮と、そもそも病気になら
ない日頃の体調管理ということに話が戻ってしまいま
す。働き方改革をよそ目に、オンとオフの境なくシー
ムレスに働かなくてはならない経営者は、つい働きづ
めになってしまいがち。体調管理を徹底する必要があ
ります。接待や食事会も情報収集や関係維持が目的で
あるため、食事もお酒も量は控えめを心掛け、時には
早々に退席することも必要でしょう。

「経営者が早退するときは……」
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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　江戸時代から伝わる「つまみ細工」（布のきれ端
から作られる）や青森の「こぎん刺し」「ねぶた」
の技法から生み出される数々のアクセサリーやアー
ト作品は力強さと繊細さを融合させた仕上がり、時
を経て現代に受け継がれる伝統工芸文化が息づいて
いる。今年4月に会社を設立。作品陳列と商談がで
きる事務所を古川一丁目にあるビル1階に置いた。
同時にこれまでインターネットで作品を販売してい
た自身のブランド「てんとうむし」から自らの名前
を冠した「NATSUKO　MIYAKOSHI」を新たに
立ち上げた。「てんとう虫は幸せを運ぶ虫。私の作
品を手に取った人に幸せが届きますように」と、前
ブランド名を社名にした。
　高校卒業後に東京のファッション専門学校で学
び、舞台衣装などに携わった経験から装飾品のハン
ドメイドに興味を持つようになり、起業へと駆り立
てた。6年間の東京生活に終止符を打ち、今年2月
に帰郷。市や青森商工会議所が新事業を興す事業者
を応援していることを知り、起業のノウハウを学び
関係機関の協力を得て起業を果たした。「起業はし
ましたがこれからが大変。事業継続には困難が伴い
ます。『続ける』という決意と覚悟を日々持ち続け
たい」。
　「つまみ細工」は、『布』だからこそ表現できる軽
やかな質感が魅力と言い、花びらを模したアートや
アクセサリーは「できるだけ生花に近づける作品づ
くりを心掛けています」と話す。
　7月、フランス・パリで開催された「ジャパンエ
キスポ」（日本の伝統文化やサブカルチャーを紹介

するイベント）に出展した。「あおもり藍」染めの
布地などを使った「つまみ細工」のアート作品は、
展示ブースを訪れたパリっ子の関心を大いに引い
た。「リンゴの木の土台につまみ細工の花を生けた
インテリア装飾などの実演に見入り、『素晴らしい』
と最大級のお褒めの言葉をもらいました。日本の伝
統工芸は海外でも高い評価を得ているのを実感しま
した」。
　20代半ばで起業。不安はなかった？の問いに「頭
で考えるよりも行動に移すタイプ。上京したころか
ら起業することを考えていた。ネットワークの輪を
広げ、国内だけでなく海外にも販路を広げたい」。
11月には初の個展が東奥日報新町ビルで開催され
る。「大勢の人に作品に触れてほしい」。工芸作家の
技を通して「和の心」を世界に発信する―。夢は無
限大に広がる。

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9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。

合同会社「てんとうむし」
� 代表　宮腰菜津子�さん商 工 プ ラ ザ

「つまみ細工」など伝統工芸の技を通して「和の心」を世界に発信

青森市花園1丁目5-12　　TEL 080-3322-3697問い合わせ先

「こぎん刺しの模様を活かした『ランプシェード（吊り）』
などの新作に力を入れています」と話す宮腰さん



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

道南縄文文化推進協議会
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