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カフェ　ユイポルト
　当店は2019年４月に宝来町22-12（２F左）にオー
プンしたカウンター４席とテーブル６席ほどの小さ
なお店です。カフェは私の昔からの夢で、函館山を
一望できるこの土地がとても気に入りオープンに至
りました。普段は妻がお店に立ち料理をご提供して
います。
　季節や時間によって姿が変わる函館山を見ながら
飲むコーヒーは格別です。特に私のお気に入りは、
雲一つない晴れた日の夕暮れ時の景色で、この席で
しか見られない絶景だと思います。
　当店名ユイポルトの由来は、愛犬であるハチの８
のフランス語『huit』とドアの『porte』でハチが
幸せを運んで来てくれたように、お店のドアを開け
て来店していただいたお客様の幸せやステキな事へ
繋がっていきますようにという願いが込められてい
ます。

オープンまでの軌跡
　妻はむかし、味覚障害を患い味が分からなく料理
を作ることができない時期がありました。私との出
会いをきっかけにまた料理をはじめ、そのとき初め
て、人に美味しく料理を食べてもらうことが好きだ
と気づいたと言っていました。
　当店のメニューは自信を持って提供できる料理の
みをご用意しております。これまでの経験もあり、
お客様に美味しいと言っていただけるだけで、私も
妻も心の底から嬉しさと感謝の気持ちが込み上げき
ます。

美味しいコーヒーとスイーツの充実を目指し勉強
　当店では木曜日を利用して不定期で「夜カフェ」
も実施しており、昼夜問わずリピートしたくなるよ
うなコーヒーをご提供できるよう、日々勉強してい
ます。それに合わせてコーヒーに合うスイーツメ
ニューも揃えていきたいと思っています。
近くへ寄った際は気軽にご来店ください。

函館市宝来町22-12（2F左）
TEL 080-6092-0008
営業時間 11:00～18:00（L.O/17:30）
※不定休（木曜は夜カフェ17:00～21:00のみ営業） 

cafe huit-porte

cafe huit-porte オーナー　浦田

テーマ 夫婦の夢と経
験が形になったカフェ
NOW会員
Vol.74

▲函館山を一望できる特別な席

▲丁寧に料理を盛りつけながらお店について話す浦田さん

▲当店人気の地元野菜を添えた煮込みハンバーグプレート



　イベント来場者の多くは、「財布」や「現金」の取扱いに煩わしさを感じているようです。他方で、イベ

ントに出店する店舗等も、キャッシュレス決済事業者ごとに導入手続きを行う必要があるなど、煩雑さや

使いにくさを感じているようです。

　店舗側にとっては、釣銭の準備や来場者との金銭授受が不要となり、回転率も向上し、より多くの商品

等を販売することが可能となります。また、消費者側も今日の財布に入っている現金残高に制約されるこ

となく購買できるようになり、より高い客単価も期待できるようになります。

※ 当コーナーは（一社）キャッシュレス推進協議会の連載記事『消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用』を函館商工会議所の編集責任のもと内容を
要約して作成しています。

まずはご相談を　函館商工会議所　中小企業相談所　TEL ２３－１１８１まで
　本所では、消費税軽減税率対策相談窓口を開設しておりますので、お気軽にご相談ください。また、軽減税率対応に関する
個別相談やセミナーを適宜実施しているほか、軽減税率の詳細な説明が記載された各種資料もご用意しております。
（資料は、無料配布、在庫が無くなり次第、配布終了となります。）
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　ポイント還元制度開始から約３ヵ月が経過しました。１２月１日時点で約９５万店が登録申請し、うち

約８６万店の加盟店登録手続きが完了しました。制度開始直前の時期には申請件数が全国で一日に１万件

ありましたが、最近は少し落ち着いて一日５千件近くを受け付けています。また、都道府県別の件数も公

表されましたので、北海道での登録状況等を確認することができます。

　今回は、地域活性化を目的にキャッシュレス決済を活用する取組みを紹介します。

　キャッシュレス決済への消費者の認知や関心が徐々に高まるなか、地域単位で推進する動きが活発になっ

てきました。こうした取り組みに共通するのは、「地域活性化」「人手不足への対応」「インバウンド消費の

取り込み」など、地域特有の課題解決手段の一つとして、キャッシュレス決済が活用されています。

　キャッシュレス決済の導入は個別店舗に向けた施策だと考えがちですが、実は広く「面」で活用することで、

地域全体への経済効果や、結果的に個別店舗の活性化にも繋がっています。

観光地と地元商店を繋ぐ観光地と地元商店を繋ぐ
　ある地域では、ハイシーズンに多くの観光客が訪れてい

るのに、地元商店での消費（売上増）になかなか繋がらな

いという悩みを抱えていました。そこで、キャッシュレス

決済を利用した観光客に、地元商店で使えるクーポン券を

発行することにしました。すると、「せっかくなので」と言っ

て、そのクーポン券を持って地元商店で買い物をする観光

客の誘導に成功し、域内での回遊性を実現できました。

　多くの観光客は、事前に観光施設などを調べてから訪れ

ますが、商業地の情報を調べて訪問するというケースはあ

まり聞かれません。そこで、クーポン券を発行することで、

「せっかくだから使ってみよう」というインセンティブが

働いて、地域の活性化にも繋がった例ともいえます。（右図）

イベントでの効果的な導入策イベントでの効果的な導入策

＜ポイント還元制度の加盟店登録状況＞＜ポイント還元制度の加盟店登録状況＞

地域活性化にも有効！
観光地と地元商店を繋ぐキャッシュレス決済
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　去る12月５日、ホテル函館ロイヤルにおいて、
第２回臨時議員総会を開催しました。
　当日は、本所議員に関する慶事４件ならびに弔事
２件のほか、第１回常議員会で承認された議案を含
む６件（陳情・要望活動、部会の開催状況、役員の
変更、委員会の構成、規定の一部改訂、新入会員の
加入）について報告されました。
　議員総会終了後、議員会による定時総会が行わ
れ、前年度事業報告・収支決算ならびに今年度事業
計画・収支予算について承認された他、役員改選に
より成澤会長をはじめ役員22名が再任されました。
また同日は、議員会主催による歳末懇親会も行われ、
工藤市長や青森商工会議所議員会、市内各界から多

数の来賓をお招きし、毎年恒例となった大抽選会も
実施する等盛大に開催されました。

委員会所属議員名簿
委員会名 担当副会頭 委　員　長 副委員長

総 務 水　島　良　治 辻　　　秀　明 赤　坂　成　二 濱　津　　　隆

産 学 官 連 携 促 進 村　瀬　　　充 大　越　雄　司 佐々木　哲　夫 村　上　岩　夫

国 際 化 促 進 中　野　　　恒 中　山　一　郎　 今　　　千　尋 鈴　木　修　平

津 軽 海 峡 圏 中　野　　　恒 宮　﨑　　　昌 小　坂　三　男 野　際　　　斉

高速交通体系促進 境　　　勝　則 斉　藤　善　美 折　谷　　　泉 岩　塚　晃　一

中心市街地活性化 境　　　勝　則 二本柳　慶　一 立　田　　　努 橋　本　弘　昭

銭亀沢支所運営特別 水　島　良　治 松　田　信　一 境　谷　敏　美 山　鼻　達　郎

函館圏経済連携特別 •久保　俊幸　 •境　　勝則　 •水島　良治　 •村瀬　　充　 •中野　　恒

会議所のうごき

第２回臨時議員総会

（敬称略）

▲開催に先立ち挨拶する久保会頭



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
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　部会長選任等のため、本所設置の７部会を去る
11月25日～12月４日の日程で、それぞれ開催しま
した。
　各部会では、部会長、副部会長の選任や幹事委嘱
について審議され、正副部会長が別表のとおり選任
されました。

　近年、来函観光客数が大きく伸びているマレーシ
ア並びにシンガポールにおいて、観光プロモーショ
ン活動を去る11月12日～17日の６日間の日程で実
施し、本所から久保会頭・水島副会頭が参加したほか、
工藤市長をはじめ関係団体から総勢12人が参加し、
行われました。
　現地では、テレビ局や旅行会社、航空会社等15社

を訪問し、当市の魅力を積極的にＰＲしたほか、観
光客の送客について要請しました。

� （敬称略）
部会名 担当副会頭 部会長 副部会長

商 　 　 　 業 境　　　勝　則 小笠原　康　正 成　澤　　　茂 中　山　一　郎

建 設 ・ 土 木 中　野　　　恒 髙　橋　則　行 佐　藤　征　次 二本柳　慶　一

工 　 　 　 業 村　瀬　　　充 富　田　秀　嗣 高　橋　憲　司 成　田　眞　一

農 　 水 　 産 村　瀬　　　充 髙　野　元　宏 古伏脇　隆　二 佐々木　哲　夫

運 輸・ 交 通・ 港 湾 水　島　良　治 日下部　博　久 森　　　健　二 須　田　新　崇

金 融・ 不 動 産・ 情 報 水　島　良　治 山　本　富　靖 濱　津　　　隆 黒　島　一　生

観光・飲食・サービス 中　野　　　恒 竹　村　　　隆 今　　　千　尋 齋　藤　利　仁

７部会開催
正副部会長を選任

マレーシア・シンガポールでの
観光プロモーション活動

▲金融・不動産・情報部会幹事会の様子

▲当市ＰＲの様子
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　去る11月22日「北の縄文文化－いよいよ世界遺
産へ」と題した講演会を東北大学大学院環境科学研
究科特任教授�安田喜憲�氏を講師に招き、道南縄文
文化推進協議会（会長：本所境副会頭）主催により、
竹葉新葉亭において水島副会頭、佐々木渡島総合振
興局長、辻函館市教育委員会教育長はじめ72名が
出席し開催しました。
　富士山と三保松原の世界遺産登録の理論的根拠
づけに大きく貢献した安田氏は、自然と折り合い
をつけながら定住社会を実現した「北海道・北東
北の縄文遺跡群」が世界遺産になることは、遺跡
のある地元の活性化のみならず持続可能な社会を
目指す日本、世界にとって正に宝になるとエール
が送くられました。

　去る11月30日～12月25日の日程で、函館の冬を
代表するイベント「2019はこだてクリスマスファ
ンタジー」が赤レンガ倉庫群前において開催されま
した。
　30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、工藤市長や久保会頭、
柳沢実行委員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14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、弘前市鎌田副市長、弘前商工会議所清藤会頭
らが参加し開催されました。
　今年で９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
姉妹ユニット「ライスボール」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懇親会
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６名が出席し、両市の更なる親睦を深
めました。

道南縄文文化推進協議会　講演会

2019はこだてクリスマス
ファンタジー
ツリーと花火の共演で多くの来場者を魅了

2019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

▲講演する安田教授

▲オープニングセレモニー「点灯式」の様子

▲「ひろさきナイト」点灯式の様子
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　冬季観光の盛り上げと湯の川地区の活性化を目的
に今年度より初開催される冬の新イベント「函館湯
の川冬の灯り」が、去る11月30日よりスタートし
ました。
　11月30日から２月29日の期間、日没から午後10
時まで点灯される「イルミネーション・ライトアッ
プイベント」では、「和とモダンの融合」をテーマに、
湯の川温泉電停前の足湯「湯巡り舞台」を約３万個
の電球で飾りつけるほか、同足湯から鮫川沿い約
550mの道を桜湯文様やアイヌ文様等でデザインさ
れた灯篭と、扇子や雪、星等を模ったフェンスイル
ミネーションが幻想的に彩ります。
　また、来る２月15・16日には、湯の川エリアな
らではのグルメやスイーツを満喫し、温泉を巡る「湯
の川まちあるきイベント」が開催される予定となっ
ています。（詳細は、同封の折込チラシをご参照下
さい。）

　去る12月８日、本所会議室において第28回日本
珠算連盟優良生徒表彰式と2019年全国そろばんコ
ンクールを57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28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13名の生徒が優良生徒として表彰を受けま
した。
　その後、2019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11名による記
録会・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。

　去る11月10日、第14回函館歴史文化観光検定（は
こだて検定）が北海道大学水産学部講義棟におい
て施行され、当日は、初級170名、上級71名の総勢
241名が受験し、函館と道南地域に関する歴史や文
化、時事等の問題に挑戦しました。
　今年は、初級が80名（合格率：47.1％）、上級が
７名（合格率：9.9％）が合格し、函館の魅力を伝
えていける87名の「はこだて博士」が新たに誕生
しました。
第14回初級問題より抜粋
　市電の開通時、練兵場等の軍施設があったことか
ら「えいしょまえ」という電停があった。
　この電停は今のどれか
1.松風町　　　2.千代台
3.宝来町　　　4.十字街
� 答え：2第28回優良生徒表彰式・

2019年全国そろばんコンクール
努力をたたえ優良生徒13名を表彰

第14回はこだて検定
87名のはこだて博士が誕生

「函館湯の川冬の灯り」
湯の川において冬の新イベントを初開催

▲表彰を受けた優良生徒の記念写真

▲試験に挑む受験者

▲「湯巡り舞台」のイルミネーション
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　インバウンド観光客が年々増加し、その対策の重
要性が増す中、本所では、今回で第５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、（一社）国際交流団体ブロックより山内�辰也�
氏とジム＝リックス氏を講師に招き、「宿泊」「物販」
「飲食」等、様々な業務に即し、ロールプレイング
等を交えた実践的な講義を12月から２月下旬まで
全10回にわたって行います。
　去る12月11日、本所会議室において、第１回講
座が開催され、参加者からは「英会語での接客を学
び、インバウンドのお客様に対するサービスの向上
に繋げたい」等の意欲的な声が聞かれました。
　また、第10回の講義には、英会話以外の部分で
のおもてなし対策として、精華学園高等学校函館校
より今村�美香�氏を講師に招き、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
っています。

　去る11月13日、フォーポイントバイシェラトン
函館において、ブラッシュアップ委員会主管、イノ
ベーションアップ委員会共管による標記例会を斎藤
会長はじめ会員34名、北海道函館西高等学校から

生徒５名が参加し、開催しました。
　当青年部では、まだ知られざる函館の魅力を国内
外へ発信し、さらなる観光客の誘致を図ることを重
点事業の一つとして掲げており、当例会では、札幌
国際大学観光学部池ノ上教授、公立はこだて未来大
学システム情報科学部角教授を講師に招き、「今後
の函館観光と経済について」をテーマにパネルディ
スカッションおよびテーブルディスカッションを行
いました。
　パネルディスカッションでは、本所永澤中小企業
相談所長をコーディネーターとして、池ノ上教授、
角教授、斎藤会長の３名をパネリストに迎え、「函
館観光を考える上で、観光と生活、観光客と地域住
民を切り離して考えるべきではない」、「大型客船の
乗客向けに地元の高校生がガイドを行うことにより、
海外留学と同等の生きた英会話体験ができると同時
に、函館の街を知るきっかけになるのではないか」
等の発言がなされました。引き続きテーブルディス
カッションでは、出席者が５グループに分かれ、「自
分が知っている函館（及び周辺）の街の魅力につい
て」をテーマに意見交換・グループ発表を行い、各
出席者が函館の魅力を再認識する機会となり、今後
の事業活動に向けて参考となる有意義な例会となり
ました。

株式会社　ブレーン
〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-5-2
 ビュレックス麹町４Ｆ
 TEL：03-6261-4343 ㈹
 FAX：03-6261-4321

青年部
第３回例会「函館の魅力発信事業」

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

▲観光だけでなく住民生活の重要性について発言するパネリスト▲講座の様子

▲函館の魅力を付箋に書き出すテーブルディスカッション参加者
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第63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
ひろめ舟祭り２５０ｇ…………………… 3,000円(税抜)
　スルメいか、白口浜昆布、がごめ昆布、アラスカ・ブリストル湾産の数の子を使用した
数の子松前漬です。
　第16回北海道加工食品フェア実行委員会会長賞「奨励賞」受賞商品。

　スルメいか、白口浜昆布、がごめ昆布、アラスカ・ブリストル湾産の数の子を使用した
数の子松前漬です。
　第16回北海道加工食品フェア実行委員会会長賞「奨励賞」受賞商品。

久二野村水産㈱

URL：http://www.hamazukuri.com/index.htm

函館市臼尻町245
TEL ０１３８-２５-３４５６久二野村水産㈱
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　去る11月10日、岡山市において「おかやまマラ
ソン2019」が開催され、本所青年部より斎藤会長
はじめイノベーションアップ委員会役員のほか、関
係者らが参加し、同大会の視察と「2020函館マラ
ソン」の魅力を参加者にアピールするプロモーショ
ン活動を実施しました。
　おかやまマラソンは、出場者が1.6万人を超え、
国内最大級のランニング専門サイト「ランネット」
でも高く評価される人気のマラソン大会として知ら
れています。今回の視察は、函館マラソンの１万人
開催を目指す当青年部にとって、今後の大会運営に
大変参考となりました。

　去る12月６日、欠員となっていた役員４名の補
充選任（副会長、委員長、副委員長、監事の各１名）
について臨時総会（書面総会）を開催し、原案通り

承認され、下記４名に決定しました。
　副会長（小林淳一氏）、スタートアップ委員会委
員長（中島康弘氏）、スタートアップ委員会副委員
長（加澤真吾氏）、監事（国谷大輔氏）
※�なお、任期は残任期間の令和３年３月末日迄とな
ります。

　去る11月21日、グランポルト函館において、標
記交流会を、ＯＢ会山矢会長をはじめ会員14名と
来賓として青年部より斎藤会長、富樫・西村副会長
３名の計18名が出席し、開催しました。
　標記交流会は、年に１回、会員相互の親睦を図り
活動をより円滑に進めていくことを目的に実施して
おり、当日は、青年部斎藤会長及び各担当副会長よ
り、主要事業である「函館マラソンエイドステーシ
ョン運営・応援」や「はこだてカルチャーナイト」
等を中心に「令和元年度青年部活動報告」がなされ
る等、ＯＢ会会員と青年部正副会長が相互に交流を
深め盛会裡に終了しました。

青年部
「おかやまマラソン2019」視察＆函館マラソンＰＲ活動

青年部ＯＢ会
令和元年度会員交流会

青年部 役員補充選任について
臨時総会（書面総会）を開催

▲開会に先立ち挨拶をする山矢会長

▲2020函館マラソンをＰＲする青年部メンバー
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　第61回優良商工従業員表彰式を去る11月28日、受彰者
をはじめご来賓や事業主等約160名の出席をいただき、ホ
テル函館ロイヤルにおいて開催しました。
　式典では、村瀬副会頭より「10パーセントに引き上げら
れた消費税について、当市の各企業の対策や国の消費者還
元事業等の政策もあり駆け込み需要・反動減は前回増税時
より少ないとされている。しかし国内では初めてとなる軽
減税率導入等業種によっては大きな影響が出ていることと
思われるが、函館が元気で魅力ある街であり続けるために、
成長の源泉である中小企業、小規模企業が元気にならなくてはならない。これからも企業の発展を目指
すとともに函館市の経済発展のためご自身がもてる最大限の力を発揮し活躍してほしい。」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179名を代表して㈱松本組　小林正樹さ
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、記念撮
影、祝賀会等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（24・25頁）にて全受彰者をご紹介いたします。

　クリスマスチャリティパーティーを去る12月３日、
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７回目を迎えました。
　当日は、当会会員37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。

　「フラワーアレンジメント講習会」を去る12月４日、
「生け花講習会」を去る12月24日、ともに銭亀沢支
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と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、参加者全員が
作品を完成させました。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。

▲厳かに執り行われる式典

第61回　優良商工従業員表彰式
永年勤続と企業発展の努力を讃え、１７９名を表彰

女性会
第7回クリスマスチャリティパーティー

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」

▲閉会挨拶をする綱実行委員長 ▲自分たちの作品とともに記念撮影
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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

議員の職務を行う者の変更
・１号議員	 株式会社函館国際ホテル	 （新）総支配人	 小　林　睦　明　氏
	 	 	 	 （旧）総支配人	 深　谷　浩　司　氏
	 （令和元年12月1日付）

議員の異動

23

代 表 者／三浦　孝之
電話番号／0138–86–7107
住　　所／函館市宝来町34–1

株式会社　華一

　ボードゲーム、カードゲー
ムが遊べるコミュニティス
ペースHanaichiの運営やe
スポーツイベントの仲介を
行っています。

�ご入会ありがとうございます。
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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いただきます。

氏　名 事　業　所　名 氏　名 事　業　所　名
勤続

40年以上
（４名）

藤　田　佳　久 株式会社　函館丸井今井 若　山　　均 北海道乳業　株式会社

小　林　正　樹 株式会社　松本組 佐々木　敏光 及能　株式会社

勤続
30年以上
（54名）

松　田　満　重 株式会社　千秋庵総本家 大　倉　義　孝 株式会社　エスイーシー
杉　本　慎　二 株式会社　菅製作所 小　杉　孝　徳 株式会社　エスイーシー
今　渕　春　男 株式会社　菅製作所 大　場　雅　彦 株式会社　エスイーシー
鈴　木　文　彦 株式会社　ヤマダイフーズプロセシング 上　本　隆　紀 株式会社　エスイーシー
三　和　文　子 株式会社　布目 二　木　秀　明 株式会社　エスイーシー
若　松　　　茂 株式会社　布目 花　井　欣　之 株式会社　エスイーシー
後　記　孝　夫 株式会社　布目 棚　村　義　広 株式会社　エスイーシー
土　門　　　満 株式会社　布目 倉　谷　正　勝 株式会社　エスイーシー
山　城　幹　子 五稜郭タワー　株式会社 二本柳　雅　亮 株式会社　エスイーシー
三　尾　拓　也 道南清水サッシ　株式会社 佐　藤　孝　夫 株式会社　エスイーシー
遠　藤　光　広 株式会社　マルカツ興産 下　山　　　博 株式会社　エスイーシー
畑　中　英　樹 ダイハツ北海道販売　株式会社 能　戸　満　之 株式会社　エスイーシー
本　間　泰　之 株式会社　松本組 笹　谷　幸　司 函館空港ビルデング　株式会社
郷　六　英里子 株式会社　エスイーシー 辻󠄀　　　文　博 函館空港ビルデング　株式会社
白　取　冬　樹 株式会社　エスイーシー 城　近　正　之 株式会社　アキヤマ
佐　藤　　　圭 株式会社　エスイーシー 村　田　則　子 株式会社　五島軒
平　野　宏　司 株式会社　エスイーシー 野　田　隆　之 北海道乳業　株式会社
佐々木　雅　基 株式会社　エスイーシー 山　下　　　真 北海道乳業　株式会社
中　澤　雄　司 株式会社　エスイーシー 小　町　宝　靖 北海道乳業　株式会社
能　登　　　修 株式会社　エスイーシー 吉　田　英　也 北海道乳業　株式会社
平　間　克　和 株式会社　エスイーシー 浅　野　浩　司 北海道乳業　株式会社
相　澤　雅　志 株式会社　エスイーシー 花　田　里　美 北海道乳業　株式会社
瀧　澤　賢　一 株式会社　エスイーシー 岡　田　典　子 北海道乳業　株式会社
三　上　勇　司 株式会社　エスイーシー 眞　鍋　優　子 株式会社　北食
盛　長　志　朗 株式会社　エスイーシー 高　野　裕　士 函館スズキ販売　株式会社
荒　木　知　子 株式会社　エスイーシー 中　村　佳　之 函館スズキ販売　株式会社
熊　谷　博　士 株式会社　エスイーシー 山　岸　徳　英 樺電工業　株式会社

勤続
20年以上
（55名）

對　馬　　　仁 道南食品 株式会社 山　崎　英　一 函館環境衛生　株式会社
守　山　多美子 道南食品 株式会社 関　谷　善　博 株式会社　トーショウビルサービス
髙　橋　隆　司 道南食品 株式会社 河　邉　新　吾 株式会社　布目
石　井　和　人 道南食品 株式会社 佐々木　久　枝 株式会社　布目
辻󠄀　　　元　重 西野会計　株式会社 吉　田　　　司 株式会社　布目
川　道　祥　子 西野会計　株式会社 嘉　藤　静　子 株式会社　布目
山　畔　生　嗣 株式会社　トヨタレンタリース函館 西　川　智　貴 株式会社　布目
赤　石　貢　規 株式会社　トヨタレンタリース函館 小　島　孝　夫 株式会社　布目
本　間　正　剛 株式会社　千秋庵総本家 佐　藤　喜　彦 株式会社　二本柳慶一建築研究所
青　塚　正　巳 株式会社　菅製作所 長谷川　智　史 株式会社　エスイーシー
小助川　隆　男 株式会社　YGフラッグシップ 市　川　　　剛 株式会社　エスイーシー
内　村　大一郎 函館環境衛生　株式会社 上　嶋　孝　則 株式会社　エスイーシー

第61回 優良商工従業員表彰式

（敬称略）
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勤続
20年以上
（55名）

南　部　和　佳 株式会社　エスイーシー 長谷部　　　翼 株式会社　エスイーシー
永　田　　　惣 株式会社　エスイーシー 稲　葉　　　巧 株式会社　エスイーシー
澤　頭　　　智 株式会社　エスイーシー 三　井　教　彦 株式会社　エスイーシー
冨　田　容　幹 株式会社　エスイーシー 白　戸　将　史 株式会社　エスイーシー
濱　岡　信　之 株式会社　エスイーシー 日　向　貴　規 ケーアイシー　株式会社
南　條　公　二 株式会社　エスイーシー 上　杉　賢　司 株式会社　アキヤマ
星　野　俊　明 株式会社　エスイーシー 佐々木　英　和 株式会社　五島軒
加　藤　　　充 株式会社　エスイーシー 菊　池　俊　一 丸果函館合同青果　株式会社
岸　本　信　也 株式会社　エスイーシー 青　山　勝　男 北海道乳業　株式会社
中　村　徹　也 株式会社　エスイーシー 峯　　　竜　太 及能　株式会社
南　條　義　徳 株式会社　エスイーシー 中　村　律　子 株式会社　ホテル函館ロイヤル
畠　　　和　弘 株式会社　エスイーシー 中　谷　賢　一 函館スズキ販売　株式会社
武　田　修　平 株式会社　エスイーシー 武　内　勝　宏 函館スズキ販売　株式会社
嶋　田　信　一 株式会社　エスイーシー 大川原　　　隆 樺電工業　株式会社
伊　藤　伸　樹 株式会社　エスイーシー 牧　野　卓　也 函館トヨペット　株式会社
熊　谷　要　治 株式会社　エスイーシー

勤続
10年以上
（66名）

今　島　和　博 道南食品 株式会社 片　桐　祐　司 有限会社　ラッキーピエログループ
雲　井　祐　平 道南食品 株式会社 松　井　美　子 有限会社　ラッキーピエログループ
早　川　卓　斗 道南食品 株式会社 高　橋　抄代子 有限会社　ラッキーピエログループ
前　田　千枝実 道南食品 株式会社 馬　場　拓　郎 株式会社　松本組
能　登　美佐子 西野会計　株式会社 佐々木　義　美 みぞぐち事業　株式会社
笠　谷　奈　加 西野会計　株式会社 齋　藤　　　徹 函館北栄　株式会社
榎　本　莉　沙 西野会計　株式会社 高　田　こずえ 函館北栄　株式会社
谷　藤　喜　幸 株式会社　トヨタレンタリース函館 猪　股　　　勇 函館北栄　株式会社
永　井　紀　子 株式会社　トヨタレンタリース函館 佐　藤　大　介 函館エヌ・デー・ケー　株式会社
山　本　　　涼 株式会社　中山薬品商会 中　村　　　淳 函館エヌ・デー・ケー　株式会社
薮　中　陽　介 野村不動産函館　株式会社 野　口　雄　吾 函館エヌ・デー・ケー　株式会社
青　島　栄　子 野村不動産函館　株式会社 佐　藤　浩一郎 函館エヌ・デー・ケー　株式会社
長谷川　夕　介 野村不動産函館　株式会社 今　津　卓　也 函館エヌ・デー・ケー　株式会社
岩　井　崇　茂 株式会社　菅製作所 木根田　貴　光 函館エヌ・デー・ケー　株式会社
齊　藤　康　一 ヤマダイ大作運輸　株式会社 菊　地　貴　弘 北海道乳業　株式会社
三ツ石　勝　哉 ヤマダイ大作運輸　株式会社 河　野　　　裕 北海道乳業　株式会社
嘉　義　政　人 ヤマダイ大作運輸　株式会社 小　田　信　弥 北海道乳業　株式会社
福　田　祐　矢 ヤマダイ大作運輸　株式会社 奥　山　慎　吾 及能　株式会社
日　野　　　聡 株式会社　ヤマダイフーズプロセシング 三　上　信　行 株式会社　北食
松　原　弘太郎 株式会社　ヤマダイフーズプロセシング 植　地　俊　夫 株式会社　北食
桃　井　正　幸 有限会社　耶馬台国 野　田　知　里 株式会社　北食
高　橋　朋　哉 株式会社　サンテックス 洞　内　由紀子 株式会社　北食
大　内　　　卓 株式会社　トーショウビルサービス 横　山　則　子 株式会社　北食
工　藤　大　輔 株式会社　トーショウビルサービス 水　野　寿　江 株式会社　ホテル函館ロイヤル
内　山　信　明 株式会社　トーショウビルサービス 高　橋　成　友 株式会社　ホテル函館ロイヤル
尾　塩　千佳子 株式会社　布目 黒　川　倫　匡 株式会社　ホテル函館ロイヤル
川　上　敬　子 株式会社　布目 佐々木　澄　人 函館トヨペット　株式会社
尾　田　圭　輔 株式会社　二本柳慶一建築研究所 松　井　憲　司 函館トヨペット　株式会社
庭　田　　　徹 五稜郭タワー　株式会社 谷　藤　普　一 函館トヨペット　株式会社
池　端　さゆり 五稜郭タワー　株式会社 佐　藤　竹　志 函館トヨペット　株式会社
高　松　由　希 五稜郭タワー　株式会社 大　渕　真　志 函館トヨペット　株式会社
小　板　美　香 五稜郭タワー　株式会社 渡　辺　愛　美 函館トヨペット　株式会社
青　山　　　歩 株式会社　魚長食品 中　西　洋　和 函館トヨペット　株式会社
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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。）

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

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 1.21％
 （令和元年１２月２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　対応のポイント 事業継承ハンドブック BCPの策定と運用



６５万円控除を受けられます。
６５万円控除を受けるためには、

下記の対応 が必要です。

YES YES 

YES 
YES 

NO NO

NO

NO

NO

YES 
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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／1月15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／2月12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／1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／1月22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／1月24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／2月13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

平成30年度の税制改正での
主な変更点は次のとおりです。

65万円控除を受けるためには・・・

個人の方の所得税について
　①青色申告特別控除額が変わります。
　　（現行　65万円➡改正後　55万円）
　②基礎控除額が変わります。
　　（現行　38万円➡改正後　48万円）
　③「 現行の６５万円の青色申告特別

控除」の適用要件に加えて
　　 　e-Taxによる申告（電子申告）

又は電子帳簿保存を行うと、引き
続き65万円の青色申告特別控除

（以下、「65万円控除」といいます。）
が受けられます。

　　※ 以上の改正は、令和２年分以後
の所得税について適用されます。

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
①  e-Tax を利用して申告書及び青色申告決算書を提出する。
②  電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存

の承認申請書を税務署に提出する。

（注） 電子帳簿保存法の対応要件は、国税庁ホームページ「電子帳簿保存法関係」をご確認ください。

電子帳簿保存法の
承認申請書を

税務署に提出していますか

会計ソフトを用いて
記帳していますか

会計ソフトは電子帳簿保存法に
対応していますか（注）

e－Taxで
申告していますか

e－Taxで決算書を
提出していますか

*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

令和２年分の所得税確定申告から
65万円の青色申告特別控除

� の適用要件が変わります

令和２年分に限っては、
　令和２年９月２９日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年
１２月３１日までの間に、仕訳帳及び総勘定元の電磁的記録による備付け保存を行
うことで、６５万円控除を受けることができます。

※ 詳しくは、「国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）」でご確認ください。



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

令和２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。

迎える令和２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。

あけまして
おめでとうございます

青色決算書確定申告書
所得税申告は
3月16日まで

消費税申告は
3月31日まで
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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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　青い森セントラルパーク近く、午砲台公園正面に
ある三角屋根が目印の「SOBA�cafe�雅」に行けば、
厳選素材「だし」で味わう自家製そばが食べられる。
「だしソムリエ」（「だし」を知り、味がわかり、料
理に生かせる専門家）の資格を持つ奥村さんがだし
文化の魅力発信と普及を目指して起業した会社代表
を務める傍ら、だしソムリエ活動を広める店として
2018 年夏にオープンした。カウンターとテーブル
の18席用意した店内は洗練されたカフェの趣。「女
性一人でも来店しやすいような店を目指しました」。
　定番のそば、うどんのほか、だしを使った季節料
理が味わえる。一日 15食限定の「MIYABI セット」
（そば、うどん、ごはん、揚げ物等の小鉢などがつく）
は人気メニュー。そばつゆは「さば節」と「むろあ
じ節」を用意。好きなほうを楽しめる。「一番、味わっ
てもらいたいのはだし」と言う言葉通り、料理の前
に味付けされていないだしが運ばれてくる。「『天然
だし』なのでお子さんにも安心して飲んでもらえま
すし、味覚をはぐくむ効果もあります」。
　実家のそば屋で修業。だしに関する知識を両
親から教わった。だし専門家の道を究めようと、
2012 年に資格を取得、県内初の「だしソムリエ」
が誕生した。その後、全国でも数少ない「だしソム
リエ協会」（東京都）認定講師（全国第 1号）として、
だしの定義や基礎知識を教える講座を県内各地で数
多く開いているほか地元テレビ局への出演も多い。
　県が提唱している「だしのうま味を活かして美味
しく減塩�青森県だし活！健活！減塩推進事業」に

も携わっている。「本県は全国一の短命県。だしの
うま味を生かせば塩分控え目の薄味食材もおいしく
食べられます。短命県返上に一役買いたい」。
　「だしソムリエ」は現在、県内に三百人以上いる。
16年にはソムリエ仲間で活動をサポートし合う地
方組織「あおもりだし Style」を全国に先駆けて設
立した。「活動の裾野が広がっています。仲間には
地域の担い手として活躍されている方もいて活動の
大きな原動力」と話す。
　「だし」を知れば知るほど「だし」の奥深さに突
き当たる。探求心はつきない。「料理の礎は『だし』。
県内には豊かな食材があり、これら海山の食材を
使った青森発『県産だし』の魅力を県内外はもとよ
り世界へ発信したい」―。最後に力強く、そう語っ
た表情は輝いていた。

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。

合同会社「dashi-factory�雅」
� 代表　奥村　雅美�さん商 工 プ ラ ザ

「だし」の魅力発信と普及に日々奔走。厳選素材だしで味わうそば店が人気

青森市桂木2-2-8　　TEL 017-777-0095問い合わせ先

「食後にはそばを使ったデザートやそばに合わせてブレン
ドしたコーヒーも用意しています」と話す奥村さん



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

道南縄文文化推進協議会
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