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■今月の表紙
「はこだてひかりのガーデン」
　写真は２月８日と９日の２日間で開催された「はこ
だてひかりのガーデン」のひかりの実と、同日開催さ
れた「函館海上冬花火」をバックに撮影された一葉です。
　今回で２回目の開催となった「はこだてひかりのガー
デン」はカラフルで幻想的な光の空間を演出するひか
りの実の広場と昨年好評だった、キッチンカーやチュー
ブスライダーなどが行われ、両日ともに多くの来場客
で盛り上がりを見せました。

作家名：高橋匡太　作品名：ひかりの実
写　真：村上美都
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働き方改革関連法
実務対応ポイントと取り組み例をご紹介

　２０１９年から施行されている「働き方改革関連法」により、企業は時間外労働の上限規制、年
次有給休暇の５日間取得義務化、同一労働同一賃金など順次対応を迫られています。
　「働き方改革」の推進は、働く方々が意欲・能力を存分に発揮できる、魅力ある職場づくりにつなが
ります。中小企業が人手不足を克服し、持続的に成長・発展していくためには、「働き方改革」の推進
によって、「労働生産性の向上」と「多様な人材の活躍」を実現していくことが重要です。
　今回の特集では、実務対応のポイントと企業の取り組みの例をご紹介します。ぜひ皆さまの「働き
方改革」に対応していく際にお役立てください。

以下は時間外労働の削減に向けた取り組みの一例です。必要に応じて自社の状況・特性に合った取り組みを推進してください。
参考

労働時間、時間外労働の正確な把握、管理簿の作成
■�自社の時間外労働の状況を振り返り、時間外労働の上限規制の範囲内に収まっているかを確認しましょう。

■�管理監督者も含めて個々の労働者の労働時間の記録を作成し、３年間保存しなければなりません。

■�労働時間の記録はパソコンの使用時間やタイムカード、勤怠管理システムなど客観的・検証可能な手段でなければなりま
せん（出退勤簿に印鑑orサインをするという方法では不十分とされる可能性があります）。

■�「時間外労働の上限規制」に抵触する可能性が生じた場合、本人、上司、人事部門にアラートが出る勤怠管理システムな
どを導入することで時間外労働の現状をタイムリーに把握しておく必要があります。

36協定の締結・変更、労働基準監督署への届出、社内への周知
■�今回の法改正で３６協定の様式が変更になったことから、施行（中小企業は２０２０年４月）後は新たな様式での届出が
必要になります。

■�締結する内容については上限規制の範囲内に収めなければなりません。

時間外労働削減計画の策定

▲
�部署別・個人別、月次・年次の時間外労働の削減計画を策定し、当該部署と人事部門で毎月、PDCAを実施する。

設備やシステム等による省力化
▲
�ＩＣＴ、ＡＩ�等を活用した定型業務の自動化などの省力化投資によって業務の効率化・生産性の向上を図る。

社員の能力向上

▲
�社員の能力開発・自己啓発を通じ、労働生産性の向上や社員の多能工化の推進、業務の属人性の解消を推進する。

人事制度の変更

▲
�人事考課の目標設定に「効率化」「時間管理」の観点を入れることで、「効率良く仕事をして成果を創出する」ことを評価する制度に改める。

柔軟な働き方の導入

▲
�業務の特性に合わせた就業時間の変更や、変形労働時間制、フレックスタイム制、（企画業務型、専門業務型）裁量労働制、みなし労働時間制、

高度プロフェッショナル制度、テレワーク、在宅勤務など、柔軟な働き方を導入する。

社内の意識改革、ルール変更等の取り組み

▲
�経営者によるメッセージの発信（働き方改革宣言）、経営者主導の全社的な実行体制を構築する。

▲
�残業を事前承認する制度、ノー残業デー、ノー残業ウィーク、始業・終業時間の変更、夜間一斉消灯、朝型勤務の奨励などを導入する。

▲
�時間外労働の削減に伴い減少した残業代を社員へ還元する。

▲
�私語や電話を取り次がないで自身の業務に集中的に取り組む「集中タイム」を設定する。

▲
�部署間・社員間の労働時間の平準化、業務プロセスの見直し・マニュアル化、業務のアウトソーシングを実施する。

▲
�部下への権限委譲、管理職・非管理職の裁量拡大、決裁の迅速化、会議の効率化（時間を区切る、立ち会議）、ペーパーレス（資料の削減）、社内

メールの簡素化（要件のみ簡潔に記載）などを図る。

▲
�取引先に対する発注方法、納期等の見直し交渉を行う。

（大企業２０１９．４．１～施行、中小企業２０２０．４．１～施行）

時間外労働の上限規制：実務の対応のポイント１

時間外労働の削減に向けた取り組み例

特 集
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以下は同一労働同一賃金に対応するための取り組みの一例です。必要に応じて自社の状況・特性に合った取り組みを推進してください。

以下は年次有給休暇の取得義務化に対応するための取り組みの一例です。必要に応じて自社の状況・特性に合った取り組みを推進してください。

参考

参考

正規労働者と非正規労働者との待遇差の確認・検証
■�正規労働者と非正規労働者の間の「不合理」な待遇差が禁止されます。同一労働同一賃金ガイドラインに沿って、自社の
正規労働者と非正規労働者の待遇差、手当の支給状況等を確認・検証しましょう。

■�賃金・手当を合計した「支給総額」だけでなく、賃金（基本給、職務給、能率給など）、諸手当（賞与、役職手当、家族手当、
住宅手当など）の各項目について、支給する目的や根拠、金額の多寡を「個別」に確認・検証する必要があります。

■福利厚生施設の利用、教育訓練も均等待遇・均衡待遇の対象です。

■�待遇差がある場合は、その待遇差が「不合理」か否かを確認します。「不合理」な場合は待遇差の解消に向けた取り組み
が必要です。

■「不合理」ではない場合でも非正規労働者からの求めに応じて適切に説明ができるように準備をしておきましょう。

年次有給休暇取得管理簿の作成、３年間保存
■��管理監督者も含め、年１０日以上の有給休暇が付与される労働者について、年次有給休暇の取得状況を管理する管理簿を
作成し、３年間保存しなければなりません。

就業規則の変更
■��使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲、時季指定の方法等につい
て、就業規則に記載しなければなりません。

雇用管理区分の明確化、就業規則等の整備
▲
�就業規則で正規労働者（総合職・一般職等）、パートタイム労働者、有期雇用労働者など、雇用管理区分を定義し明確にしておく。▲

雇用管理区分ごとに、就業規則、職務等級、賃金規程、賃金表、人事考課基準を整備し、「職務内容」を整理する。▲ �

雇用管理区分ごとに「職務内容」「職務内容・配置の変更の範囲」を明確にして、就業規則等に明記しておく。
　（例）パートタイム：�基幹的な業務に従事し、「�職務内容」「職務内容・配置の変更の範囲」に制約がない者
　　　�短時間労働者：�補助的な業務に従事し、「職務内容・配置の変更の範囲」に制約がある者

非正規労働者の処遇改善・正社員登用

▲
�非正規労働者の処遇改善に必要な人件費の把握、原資の検討を行う（派遣労働者を受入れている場合は派遣料金が上がる可能性も考慮する）。▲
�非正規労働者の基本給の引き上げ、賞与、各種手当の支給、福利厚生施設の利用、教育訓練の提供など処遇改善に取り組む。▲
�「�有期契約労働者の無期転換ルール※」など一定の要件を満たした非正規労働者を正社員として登用する。

　�※通算５年を超えて更新された有期契約労働者は、申込により無期契約に転換される

年次有給休暇の取得促進策

▲
�年度初め、月初めに年次有給休暇の取得予定日を把握する。▲

社員の意見を聴取した上で「使用者による時季指定」により、休暇を取得させる。▲ �

年次有給休暇取得奨励日を設定する。（例）連休の狭間・前日・翌日、会社の創立記念日、家庭の行事（誕生日、結婚記念日、子どもの運動会、
PTA�活動など）▲

年次有給休暇の計画的付与を行う。（労使協定の締結が必要）

（大企業２０１９．４．１～施行、中小企業２０２１．４．１～施行）

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保（同一労働同一賃金）実務対応のポイント３

（２０１９．４．１～施行）

年次有給休暇の取得義務化・実務対応のポイント２

同一労働同一賃金に向けた取り組み例

年次有給休暇の取得促進に向けた取り組み例

　同一労働同一賃金については法律やガイドラインに明確に定められていない点も多いため、具体
的な対応に際して判断に迷うケースが多いことも予想されます。早目の対応を心掛けるとともに、
専門家に相談しながら準備を進めていくことをおすすめします。

　本所でも、働き方改革の推進に向けた課題を解決するための相談窓口として、経営改善・税務・労務など、経営全般に
わたって中小企業・小規模事業者の取り組みを支援しています。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先ＴＥＬ：０１３８－２３－１１８１

　当コーナーは、日本商工会議所発行の「働き方改革ＢＯＯＫ」の一部を函館商工会議所の編集責任のもと要約したものです。本所にて「働
き方改革ＢＯＯＫ」を配布していますので是非ご活用ください。
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　新型コロナウイルス関連肺炎の流行により経営に影響を受けている事業者を対象とする、日本政策金
融公庫・北海道・函館市の各制度融資の利子１％を、函館商工会議所が１年分補助します

函館商工会議所

ごあんない
新型コロナウイルス対策融資 利子補給制度

〒０４０－００６３　函館市若松町７－１５　ＴＥＬ：０１３８－２３－１１８１　ＦＡＸ：２７－２１１１

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

◆補助対象者
　函館商工会議所会員企業であり、直近年度の年会費を完納していること
　 （非会員企業の場合は、利子補給申請時に入会申込書提出及び年会費納入を頂くことでご利用頂けます）

◆補助金額
　元金据置期間を含む返済1～12回目までの支払利子額の利率1％に相当する分(補助上限10万円)
　 ※　利子補給制度のご利用は、取扱期間中1事業所（1個人）につき1回のみです
 　※　融資の目的が設備資金のみの場合は利子補給制度を利用できません

◆利子補給制度の取扱期間
　期間内に下記の各融資制度に申し込まれた後、本所が令和３年２月28日までに斡旋・推薦した案件

◆利子補給の対象となる融資制度（令和2年2月現在）　融資制度は各機関の方針により改正される場合があります

区分 函館市 北海道 日本政策金融公庫

制度名称 緊急対策資金 経営環境変化対応貸付【認定企業】 ◎マル経貸付　◎普通貸付等

申込・取扱
金融機関

函館市内に支店を置く銀行、
信用金庫、信用組合、商工中金

道内に支店を置く銀行、信用金庫、
信用組合、商工中金、農林中金　

（★下記注参照）

函館商工会議所
(金融公庫に直接申込された場合は利

子補給できません)

★注）北海道の制度ご利用の場合、利子補給は函館商議所斡旋分のみ対象です（他の商工会等斡旋分は適用外）

◆制度の詳細は本所ホームページ掲載のリーフレットをご覧下さい

函館商工会議所 中小企業相談所ご相談･お問い合わせ

　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。

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２年３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）

貸付限度額
2,000万円



函館商工会議所　中小企業相談所

〒０４０－００６３　函館市若松町７番１５号　ＴＥＬ：０１３８－２３－１１８１　ＦＡＸ：０１３８－２７－２１１１

函館市　経済部　経済企画課

〒０４０－８６６６　函館市東雲町４番１３号　ＴＥＬ：０１３８－２１－３３１２　ＦＡＸ：０１３８－２７－０４６０
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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／3月18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／3月18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／4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／3月25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／3月27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／4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アドバイザー 澤井　保彦 氏

　函館市では、新型コロナウイルス関連肺炎の流行により影響を受けている中小企業者等の経営の

安定を図るため、函館市中小企業融資制度の「緊急対策資金」を適用することといたしました。

対象資金名 緊急対策資金

ご利用いただける方 新型コロナウイルス関連肺炎の流行により直接的または間接的な影響を受
けている中小企業者等

取扱金融機関
みずほ銀行・北海道銀行・青森銀行・みちのく銀行・北陸銀行・北洋銀行・道南うみ街
信用金庫・渡島信用金庫・函館商工信用組合・商工組合中央金庫

取 扱 期 間 令和２年（２０２０年）２月５日～令和３年（２０２１年）１月３１日まで

そ の 他 金融機関の審査が必要となります。

資金名 使途 融資限度額
融資期間
（据置期間）

融資利率
（固定金利）

保証協会
信用保証

緊
急
対
策
資
金

運転

経営の安定に
必要な資金

１，０００万円
１０年以内
（２年以内）

１．０％以内

必要により
保証付き

設備 ３，０００万円
１５年以内
（３年以内）

［１０年以内］
１．０％以内
［１０年超］
１．４％以内

*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

新型コロナウイルス関連肺炎の流行により
経営に影響を受けている中小企業の方へ
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夢とロマンが詰まった特別な一台
　2019年より北浜町のガレージにてキャンピング
カーの販売元から、特殊架装車両の依頼を受けて架
装・製造を行っています。
　函館市内でも見かけることがあるキャンピング
カーですが、魅力はなんといっても思い立ったらす
ぐに出発することができることではないでしょうか。
　また、ペットを飼っている方にも大変おすすめで
す。ペット宿泊ＯＫのホテルは全国的に見てもかな
り少なく、好きな所へ気軽に旅行に行くことができ
ません。何にも縛られずに自由に移動し寝泊まりで
きるキャンピングカーは、誰もが一度は夢見るロマ
ンだと思っています。

　年に数回、函館市内で展示会が開催されています
が、主に旅行や釣りなどの趣味をお持ちの40～ 60代
のお客様にご購入いただいております。車内の家具
やオプション機能を選ぶことができるので、ご予算
とニーズに合わせてカスタマイズしていただけます。
すべて手作業で製造していますので、ご購入から納
車まで早くて数か月、長いと２年ほどお待ちいただ
く場合もありますが、世界に１台だけの特別なキャ
ンピングカーをご提供します。

震災の復興作業を経て感じた
 キャンピングカーの未来
　私は、過去に日本で起きた震災の復興作業に参加
した経験がありますが、そこで生活が困難となった
被災者の方々が、基本的な生活に必要なガスや電気
などのインフラが整っているキャンピングカーの存
在によって助けられたという話も聞きました。
　一般的に娯楽の一部として所有するといったイ
メージがあるかと思いますが、雨風をしのぎ寝泊ま
りできる移動式のシェルターという、新しい防災ア
イテムとしての可能性があるのではないかと思って
います。

今後の目標
　車内に断熱材を張る作業や、ライト・カーナビの
配線など、幅広い知識と技が必要となります。函館・
渡島管内でキャンピングカーの架装・製造を行って
いる事業所はとても少ないので、同業者間で情報共
有を行いながら切磋琢磨し腕を磨いていきたいです。
　敷居が高いと感じてしまうキャンピングカーです
が、少しでも興味がある方に展示会などに足を運ん
でもらい、皆さまにとって身近な存在になってほし
いと思っています。

ガレージ　函館市北浜町8-13
TEL�090-3080-4949

フェニックス

フェニックス 代表　早川　一二三

テーマ
世界に一台だけの
� 特別なキャンピングカー

NOW会員
Vol.76

 ▲白を基調としたラグジュアリーな内装

 ▲納品前の最終チェックを入念に行う早川さん

 ▲ソーラーパネル付きのキャンピングカー



新型コロナウイルス感染症とは

日常生活で気を付けること

こんな方はご注意ください

一般的なお問い合わせなどはこちら

飛沫感染 感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口
や鼻などから吸い込んで感染します。

接触感染 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の方
がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。

発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休んでください。

発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録してください。

風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続いている（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）

強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
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　本所では、会員に対して新型コロナウイルスによる事業への影響など、経営におけるご相談を随時受付
しております。詳細につきましては下記までお問い合わせください。

　ウイルス性の風邪の一種です。発熱やのどの痛み、咳
せき

が長引くこと（１週間前後）が多く、強いだる
さ（倦

けんたいかん

怠感）を訴える方が多いことが特徴です。感染から発症までの潜伏期間は１日から１２．５日（多く
は５日から６日）といわれています。

　新型コロナウイルスは飛
ひまつ

沫感染と接触感染によりうつるといわれています。

　まずは手洗いが大切です。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめに石けんやアルコール消毒液
などで手を洗いましょう。
　咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触ったものにウイルスが付着し、ドアノブ
などを介して他の方に病気をうつす可能性がありますので、咳エチケットを行ってください。
　持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人混みの多い場所を避けるなど、より一層注意してください。

　センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、専門の「帰国者・接触者外来」をご
紹介しています。
　マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。
　「帰国者・接触者相談センター」はすべての都道府県で設置しています。
　詳しくは以下のURLまたはQRコードからご覧いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

　その他、ご自身の症状に不安がある場合など、一般的なお問い合わせについては、次の窓口にご相談ください。

　聴覚に障害のある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方ＦＡＸ�０３－３５９５－２７５６

厚生労働省相談窓口� 電話番号　０１２０－５６５６５３（フリ―ダイヤル）
� 受付時間　９：００～２１：００（土日・祝日も実施）

※�高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が２日程度続く場合

　重症化すると肺炎となり、死亡例も確認されているので注意しましょう。特にご高齢の方や基礎疾患のある方は
重症化しやすい可能性が考えられます。

　次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。

令和2年2月17日改訂版

お問い合わせ先：本所　経営支援課　ＴＥＬ：２３－１１８１

「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」開設のお知らせ

新型コロナウイルスを防ぐには
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　去る２月５日、フォーポイントバイシェラトン函
館において、標記部会幹事会を山本部会長はじめ
14名が出席し開催しました。
　当日は、函館市西部まちぐらしデザイン室次長の
長谷山裕一氏を講師にお招きし、「函館市西部地区
再整備事業基本方針」について説明がなされました。
　その後の質疑応答では、出席者より「西部地区は
坂道が多いので、エスカレーターの設置等、高齢者
世代が過ごしやすい優しい街づくりを行っていただ
きたい」、「土地問題について、個別対応は難しいが、
エリアごとに特区を設ける等の施策を行うとスムー

ズに対応できるのではないか」等の活発な意見が述
べられました。
　なお、今後、４月中旬に、現地視察を兼ねた幹事
会を開催することとなりました。

　去る２月21日、フォーポイントバイシェラトン
函館において、標記部会幹事会を中野副会頭、竹
村部会長はじめ11名が出席し開催しました。
　当日は、北海道旅客鉄道㈱函館支社（本所議員）　
取締役函館支社長宮越宏幸氏より「北海道新幹線
の利用促進とJR北海道におけるホテル戦略につい
て」をテーマに、函館駅前における最近の宿泊施
設動向や今後の見通し、ＪＲイン開業等による戦
略について、続いて、㈱日本政策投資銀行 北海道
支店次長・函館事務所長 小林 賢弘 氏より「わが
国におけるインバウンドの現状～東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会は地方誘客への
絶好のチャンス～」をテーマに、最近のインバウ
ンドの現状や、同行が実施するアジア・欧米豪訪

日外国⼈旅行者の意向調査の概要について、それ
ぞれ説明がなされました。
　更に、新型コロナウィルス感染拡大の報道を受け、
講師両名より、経済や観光に与える影響について
も説明がなされ、出席者は熱心に耳を傾けていま
した。

会議所のうごき

観光・飲食・サービス部会　幹事会

金融・不動産・情報部会　幹事会

▲「函館市西部地区再整備事業基本方針」について説明する長谷山氏

▲宮越支社長による説明の様子
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　去る３月３日、ホテル函館ロイヤルにおいて、標
記委員会を水島担当副会頭、辻委員長はじめ７名が
出席し開催しました。
　当日は、総会提出議案である令和２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・問題点などについて、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２月28日、本所議員室において、標記委員
会正副委員長会議を中野担当副会頭、宮崎委員長が
出席し開催しました。
　当日は、事務局より、１月29日、青森市におい
て開催された「FOOD MATCH AOMORI 2020
あおもり食品展」の視察報告がなされた後、新型コ
ロナウイルス感染拡大に伴い、３月10日開催予定
の「第10回青函パートナーシップ構築懇談会」の
実施可否について協議しました。
　標記懇談会の実施可否については、北海道全体で
新型コロナウイルス感染が拡大傾向にあり、当市を
含む道南地域においても多数の感染者が確認されて
いることに加え、政府より、イベントや会合等の中
止や延期対応を要請されたことを受け、感染拡大の
防止と参加者の安全を最優先に考慮した結果、中止
とし、延期することが決議されました。
　なお、延期後の本事業の開催時期については、今
後の新型コロナウイルスの感染状況を見定めた上、
改めて、協議することとしました。

　去る２月13・14日、石川県金沢市において、標
記大会が開催され、全国約200商工会議所より総勢
1,200名、本所より久保会頭、中野副会頭、観光・
飲食・サービス部会 竹村部会長、齋藤副部会長が
参加しました。
　13日には、「伝統と革新～地域の個性を活かした
観光創生～」をテーマに５つの分科会が開催され、
本所一行は、「広域連携による観光資源の新たな活用」
をテーマとした分科会を聴講した後、全体交流会に
参加し、各地商工会議所との交流を深めました。
　また終了後には、会津若松商工会議所を主体に、
会津藩にゆかりある商工会議所により「歴史が結ぶ
縁（えにし）」をテーマとした観光ネットワークを
構築する「ゆかりの地ＣＣＩ観光ネットワーク」の
第７回交流会が開催され、本所を含む10会議所39
名が出席し、各地域の近況報告や意見交換を行いま
した。
　翌14日の全体会議では、2019年度「全国商工会
議所きらり輝き振興大賞」表彰式や、㈱加賀屋 相
談役 小田 禎彦 氏による基調講演等が行われました。
　２日間の行程を通じ、各地における観光創生の取
り組みや様々な事例に触れ、当市における観光振興
とまちづくりを考える機会となりました。

津軽海峡圏委員会　正副委員長会議
３月１０日開催予定の「第１０回青函パートナーシッ
プ構築懇談会」を中止・延期

全国商工会議所観光振興大会2020in金沢

総務委員会

▲意見を交わす出席者

▲開催にあたって挨拶をする辻委員長

▲全体会議会場にて記念撮影
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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２月８・９日、元町公園において、函館市観
光部主催、本所青年部（会長：斎藤秀司）とはこだ
て冬フェスティバル実行委員会の共催による「はこ
だてひかりのガーデン」を開催し、市民・観光客延
べ約8,600⼈が来場しました。
　当イベントは、世界一とも称される夜景を有する

「ひかりのまち函館」において、その「光」をテー
マとし、冬季観光客の増加を図ることを目的に、同
フェスティバル実行委員会事務局と本所青年部が中
心となって事業内容を検討し、昨年度より実施して
おり、本所青年部は、果実袋の中にLED電球を入れ、
会場内の樹木に飾りつける「ひかりの実」の運営及
び「豚汁の振る舞い」の運営を行いました。
　「ひかりの実」は、計1,000個が飾り付けられ、

柔らかな光が会場内を幻想的に彩り、多くの来場者
を魅了したほか、「豚汁の振る舞い」は、来場者の
長蛇の列が出来、早々に予定数に達しました。
　両日共に、フィナーレには、函館海上冬花火
2020が（主催：函館海上冬花火実行委員会）が開
催され大輪の花火約2,000発が彩る中、大盛況のう
ちに終了しました。

　去る２月15・16日、湯の川冬の灯り実行委員会
主催による標記まちあるきイベントが初開催されま
した。
　同イベントは、昨年11月30日から本年２月29日
の期間で初開催された「湯の川冬の灯り イルミネ
ーション・ライトアップイベント」に合わせて開催
され、この２日間は、まちあるき限定提灯の提示に
よる日帰り入浴や飲食店の割引等の特典のほか、湯
の川温泉宿泊補助券10,000円分等が当たるスタン
プラリーが実施されました。
　また、３カ所の拠点施設では、夜間特別イベント
が実施され、湯倉神社では、同イベント限定御朱印
の頒布やお神酒の振る舞い等、湯川寺では、限定御

朱印の頒布や甘茶の振る舞い等、函館市熱帯植物園
では、ライブステージや提灯特典としてサルの餌の
プレゼント等が行われました。
　参加者は、提灯や同イベントまちあるきマップを
片手に、冬の湯の川散策を満喫しました。

「はこだてひかりのガーデン」
厳寒の中、延べ約８，６００人が来場

湯の川冬の灯りまちあるき

▲青年部運営スタッフで集合写真

▲足湯 ｢湯巡り舞台｣ に隣接する運営本部の様子
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　会員皆様の健康管理の充実、そして、健康増
進に向けた意識を高めていただくため、令和２
年度も定期健康診断の割引サービスを行います。

※�協会けんぽ加入者の一般健診受診者負担額は「7,169円」、一般＋付加健診の負担額は「11,971円」です。�
� （令和２年３月現在）

※割引額の上限は、１会員事業所あたり年間で30,000円までです。

健診内容
法定健診 生活習慣病予防健診

Ａコース Bコース 一般健診 付加健診
会員健診料
（税込み） 2,100円 5,600円 協会けんぽ加入者

負担  6,200円
協会けんぽ加入者
負担  10,500円

通常健診料
（税込み） 3,850円 7,700円 ※　18,865円 ※　�28,468円

協会けんぽ 北海道支部からの
お知らせです
令和２年度保険料率改定のお知らせ

　令和２年３月分（４月納付分）より健康保険料率は10.41％（プラス0.10％）、介護保険料率は1.79％
（プラス0.06％）となります。
　厳しい経済状況の中でございますが、何卒、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

「健康事業所宣言」を始めませんか？
　協会けんぽ北海道支部では、より一層の健康づくりを推進するため、北海道健康増進計画「すこ
やか北海道２１」と連携して、「健康経営®」に取り組むことを宣言した事業所を認定し、サポート
する「健康事業所宣言」を行っています。
　実施要領・お申込み方法は、協会けんぽ北海道支部ホームページをご覧ください。
� ※「健康経営®」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

お Tel問合せ先： 011- 726- 0352（代表）

協会けんぽ 北海道

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

検索北海道支部

令和２年度
定期健康診断割引制度

パンフレット同封

詳しくは
函館商工会議所企画情報課

（Tel 0138-23-1181）まで

函館商工会議所
会員限定 !!



ご入会方法等については、担当課まで気軽にお問合せ下さい。

Information
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◆ こんな活動を行っています ◆
　本所青年部では、地域文化振興事業である「はこだてカルチャーナイト」や「函館ペリーボート競漕」
の運営をはじめ、「函館マラソン大会」では、フルマラソン実現によって日本商工会議所『観光立“地域”
特別賞』を受賞し、「函館マラソン」の知名度向上に繋がりました。フルマラソン実現後もエイドのマネ
ジメントを行っています。
　また、プロスポーツチームとの連携によるスポーツを通じた地域活性事業の検討や、冬季観光誘客推
進等を目的とした新たな体験型観光コンテンツの再発見・研究、さらには人脈形成・広域連携のための
会員親睦交流会や青森商工会議所青年部との青函合同例会等を開催しています。
　地域を支える青年経済人として、活力あふれる函館の未来を創ることができるよう、青年部一丸となっ
てこれらの活動に取り組んでいます。

◆ こんな活動を行っています ◆
　本所女性会では、会員同士の交流や自己研鑽、地域貢献を目的とした例会を随時開催しています。函
館市の公園緑化推進に資することを目的とし、函館駅前ビルの花壇に花を植える「植栽活動」、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、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の運営寄付金や、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のクリスマスプレゼントを贈呈する「クリスマスチャリティパーティー」、北海
道大学大学院水産科学院女子大学院生に対し就学支援を行う「人育て事業」等、女性ならではのしなや
かな視点・発想で地域貢献に繋がる活動を行っています。

◆ こんな活動を行っています ◆
　本所銭亀沢地区青年部・女性部では、地域活性化に繋げるイベントとして毎年約1,000人が参加の「銭
亀バーベキュー祭り」をはじめ、手作りマスコットと交通安全メッセージを添えたポケットティッシュ
をドライバーに配布する交通安全運動や、会員同士の研鑽と相互の親睦を目的とした講習会や視察研修
などの事業活動を行っています。

■入会条件： 函館商工会議所会員事業所の経営者・後継者および幹部社員（満年齢
50歳まで）入会は１事業所１名とし、推薦人が必要です。

■年 会 費：30,000円　■会 員 数：１１３名（２/29現在）

■青年部入会条件： 函館商工会議所会員事業所の経営者・後継者および幹部社員 
（満50歳まで）

■青 年 部 年 会 費：7,000円　■会 員 数：８名（２/29現在）

■女性部入会条件： 函館商工会議所会員事業の経営者・配偶者又は親族で、年齢は
問いません。

■女 性 部 年 会 費：2,000円　■会 員 数：２５名（２/29現在）

■入会条件： 函館市およびその周辺地区において事業経営に携わっている女性の方
で、年齢は問いません。入会には推薦人が必要です。

■年 会 費：20,000円　■会 員 数：４8名（２/29現在）

お問い合わせ　本所�総務課　TEL：０１３８－２３－１１８１

お問い合わせ　銭亀沢支所　TEL：０１３８－２３－１１８５

～ 函館商工会議所　青年部・女性会 ～
あなたも商工会議所の活動に参加してみませんか？

銭亀沢地区青年部・女性部

青年部　若手経営者の知恵を結集し、街づくりを推進してみませんか？

女性会　女性ならではの視点を活かして、地域貢献しませんか？

函館商工会議所青年部サイト http://www.hakodate.yeg.jp/
お問い合わせ　本所�地域振興課　TEL：０１３８－２３－１１８１

函館マラソン大会の運営サポート

函館駅前に色鮮やかな花を添える
植 栽 活 動

秋の交通安全運動に合わせた呼びかけ

クリスマスファンタジーを更に盛り上げる
クリスマスチャリティパーティー

賑わいを見せる銭亀バーベキュー祭り

「はこだてひかりのガーデン」 
青年部メンバーと西高ボランティアスタッフ



Information

函館歴史文化観光検定（はこだて検定） 日商簿記検定試験

リテールマーケティング（販売士）検定試験 ビジネス実務法務検定試験

福祉住環境コーディネーター検定試験 カラーコーディネーター検定試験

日商ＰＣ検定 日商プログラミング
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　函館の街を中心とし周辺
地域も含めた町に関する歴
史・文化・産業・地理・人々
の暮らしなどの学習を通じ
て街への愛着や誇りを再認
識し、函館の魅力を観光客
や全国の方々へおもてなし
の心を持って紹介できる人
材を育成することを目指し
実施しています。

　小売・流通業界に従事す
る人にとって、販売技術だ
けでなく、消費動向や変化
の流れを読み取る能力が必
要となっています。小売業
における経営・店舗運営に
関する総合的な知識を体系
的に学ぶことができます。

　高齢者や障がい者に住み
やすい住環境を提案するア
ドバイザー。医療・福祉・
建築について総合的な知識
を身につけます。超高齢化
社会を迎えている日本にお
いて、ビジネスシーンでの
重要性が増しています。

函館商工会議所で施行する令和2 年度検定試験日程については、同封の折込チラシをご覧ください。 ※写真は全てイメージです。

　企業実務において、パソ
コンソフトの操作ができる
だけでなく、どのように活
用すれば、効率的・効果的
に業務を遂行できるかが重
要になります。本試験では、
主 と し て Microsoft®Word®
を活用し、正しいビジネス
文書の作成や取り扱いがで
きる能力を判定します。

　「簿記を理解する」とは、
会社の経営状態を知ること、
つまりは経営管理能力を身
につけられる技能であり、
どんな時代にも必要になる
能力です。経理担当のみな
らず、営業職・管理職にも
求められる知識です。

　自分を守る " 仕事の法律
入門"。ビジネスに必要不可
欠な法律知識をバランス良
く効率的に学ぶことができ、
業務上のリスクを的確に回
避できるようになります。
業種・業態を問わず、全て
のビジネスパーソンにとっ
て必要なスキルです。

　色彩の知識を身につけれ
ば、色の持つ効果をビジネ
スシーンに活かすことがで
きます。仕事に役立つ実践
的な色彩の知識を学ぶこと
ができる、それがカラーコー
ディネーター検定試験です。

　プログラミングを学ぶこ
とは、社会人として必要な
論理思考能力、問題解決力
の向上につながります。
　基本的なスキルの習得を
中心とした試験内容なので、
ＩＴ技術者（志望者）のみ
ならず、学生、社会人、年齢、
職業を問わず、幅広く多く
の方を対象としています。

はじめの一歩を踏み出そう。チャンスは必ずやってくる。

函館商工会議所の資格 Select８



ご紹介新入会員

New Face
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

法務局からの
お知らせ
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代表者／山上　幸代
住　所／函館市本町4–22�YS本町ビル1Ｆ
ＴＥＬ／0138–76–6787

株式会社　enLuck

　本町にbar evitとLounge Plumeとい
うお店を展開・ブライダル各種二次会等随時
受付中です。

�ご入会ありがとうございます。

印鑑証明書

不動産や会社・法人の登記事項証明書等は

オンラインによる請求がお得です!

「かんたん証明書請求」については

※ 印鑑証明書の場合，「かんたん証明書請求」による請求はできません。
　 電子証明書を取得の上，「申請用総合ソフト」のダウンロードが必要になります。

会社の電子証明書は，国・地
方公共団体等に対する多く
のインターネットによる申
請・届出の手続に利用する
ことができます。

お問合せ先�函館地方法務局登記部門�０１３８－２３－９５３０

電子証明書については 「申請用総合ソフト」については

オンライン請求
４８０円（窓口受取）
５００円（郵送受取）
� ※普通郵便料金含む

オンライン請求
３９０円（窓口受取）
４１０円（郵送受取）
� ※普通郵便料金含む

窓口請求
６００円

窓口請求
４５０円

「かんたん証明書請求」による登記事項証明書（不動産，会社・法人）の請求

登記ねっと

法務省�電子証明 登記ねっと

●社会福祉法人函館厚生院
　函館中央病院

個別教室のトライ●
五稜郭公園前校

●ファミリーマート 

★
湯
の
川
線

中央病院前



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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　国際線客室乗務員をしていたとき、これだけは絶対
にやめてほしいと思うことがありました。それは、飛
行機の中でお客さまに呼び止められるとき、肩や腕な
どの体の一部を触られたり、エプロンや制服の端を引っ
張られたりすることがよくあったからです。お客さま
にしてみれば「ちょっと君、君」と呼び止めようとし
て、つい肩などをポンとたたいてしまっただけで、何
ら悪気がないことは、こちらも重々承知しながらも、
やはり触られるのは、相手が男性、女性にかかわらず
不快に感じますし、何より驚いて業務がストップして
しまいます。
　自分と他⼈との距離のとり方は非言語（ノンバーバ
ル）コミュニケーションの一つであり、お互いの親密
度や属する文化によって異なるとされています。プロ
クシミクスという近接学では、他⼈に近づかれると不
快に感じる空間をパーソナルスペースと定義していま
す。親密な相手ほどパーソナルスペースは狭くなり、
ある程度距離が近くても、不快さを感じないものです。
逆に嫌いな相手や敵視している相手に対しては、パー
ソナルスペースは広くなります。極端な例では、ストー
カーなどの相手に対しては、距離にかかわらず、姿を
ただ見るだけでも不快に感じるケースもあるほどです。
距離やスペースがセクシャルハラスメントに発展する
暴力行為であることは理解いただけるでしょう。
　このような「距離」や「空間」は、⼈の個性や⼈々
が暮らす文化、社会によって大きく異なるだけでなく、

日常生活においても、例えば仲の良い⼈や気心の知れ
た⼈同士は近づいて楽しそうに話し合いますが、年長
者や親しくない⼈には距離をとりがちになります。「共
同体意識」が強いとされる日本企業においては、距離、
空間はより密着したものになりがちなのかもしれません。
　職場における上司と部下でパーソナルスペースのと
り方を考えてみると、上司は部下に対して親密さを表
現するために接近することができます。その反対に、
部下は上司に対して自由に接近することができず、こ
の関係が真逆に現れてしまうことが知られています。
上司である「管理職」が、部下を「指導」したり、ミ
スを「指摘」「叱責（しっせき）」したりする際、しば
しば相手のパーソナルスペースで行われてしまい、そ
れが「パワハラ（パワーハラスメント）」に結び付い
てしまうので注意が必要です。職場における適切な距
離感は社会的距離の1.2～２ｍ（近接相）で、名刺交
換の距離が目安です。フォーマルな商談などの場合は
２～3.5ｍ（遠方相）となります。不適切な距離感は1.2
ｍ未満ということになります。
　職場においても、各⼈のパーソナルスペースの役割
や機能などを理解した上で、コミュニケーションを取
ることが求められています。「ついうっかり」や「悪
気なく」が通用しないのが、パーソナルスペースなの
です。

第63回函館圏優良土産品推奨会　奨励賞
いかの粕漬 6尾入………………… 2,900円(税抜)
鮮度最高の船内冷凍いかを原料に、昔ながらの製法で仕上げた商品です。
しっとりとした食感と風味が絶妙で、食卓のお供やおつまみに最適です。
御贈答品としても喜ばれます。
是非ご賞味下さい。

鮮度最高の船内冷凍いかを原料に、昔ながらの製法で仕上げた商品です。
しっとりとした食感と風味が絶妙で、食卓のお供やおつまみに最適です。
御贈答品としても喜ばれます。
是非ご賞味下さい。

朝市販売所／函館市若松町10-11
本　　　社／函館市宝来町28-8

本　　　社／TEL ０１３８-２３-８１３５
朝市販売所／TEL ０１３８-２２-５０４４

㈱山の中村商店

「適切なパーソナルスペースのとり方」
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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　県立郷土館裏（海手側）の市営住宅「はままち
団地」1階にある、「地産地消」にこだわったカジュ
アルなフレンチレストラン。厨房を須藤シェフ、
妻・留美子さんがホール担当、二⼈で店を切り盛
りしている。センス溢れるディスプレイが行き届
いた店内はシャンソンが流れ、パリのレストラン
に迷い込んだような雰囲気。「『ヴィラ』はフラン
ス語で別荘の意味。最初は言葉通り、隠れ家的存
在でしたが今では多くの皆さんに知ってもらえる
ようになりました」。
　料理⼈が被るコック帽に魅せられてこの世界に。
いつかは自分の店を持つ―この思いを胸に県内レ
ストランでシェフとして腕を磨いた。修業時代に
出合ったフレンチをベースにした店を出すことに
ためらいはなかった。「今年で開店13年目。レス
トランよりカジュアルで形式ばらない家庭的雰囲
気で料理やワインを楽しんでもらうビストロレス
トランを目指しています」。
　食材は肉や魚、野菜にいたるまですべて県産も
のにこだわる。「食の安全を考慮しながら新鮮で
安心のできる一皿を提供するのがモットー。野菜
は契約農家から仕入れていますし、自らも安全な
食材求めて出向きます」。
　メニューはランチ、ディナー（コース）がメーン。
冬はフランスの鍋料理「ブイヤベース」が⼈気。コー
スメニューにない「県産豚とフォアグラのパテ」、「魚
介のパエリヤ」などはシェフおすすめの一品。リー
ズナブルな価格なのもうれしい。ランチコース 
1,700円から、ディナーコースは4,000円から楽
しめる。お酒も料理に合わせグラスワインを数種
類用意するなど充実。

　

最大30⼈まで利用でき、20⼈から貸し切りに
も応じている。
　2月開催で15回を数える、⼈気の飲み歩きイベ
ント「あおもりバル街」の常連店。「バル街には
早い回から参加しています。店の存在を多くの⼈
に知ってもらういい機会。今回は『グラタン』（百
食分）を用意してお待ちしています。お楽しみに」。
函館や弘前など他地域のバル街にも積極的に出店
する。「『食』を通して街を元気にしようというイ
ベントに刺激を受け、地域の特色を全面に出して
いる運営ぶりを見ていると勉強になる」と、研究
熱心な一面も。
　須藤シェフの語り口は歯切れがよく⼈の耳によ
く届く。その軽妙なトークが楽しみ―という常連
客もいるとか。飾らない⼈柄とシェフとしての確
かな腕を武器に今日も厨房に立つ。

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2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。

d
ダイニング
ining�v

ヴィラ
illa

� オーナーシェフ　須藤　公彦�さん商 工 プ ラ ザ
開店13年。「地産地消」にこだわったカジュアルなフレンチレストラン

青森市本町3-4-11　　TEL 017-777-2332問い合わせ先

「日曜日も営業しており、家族連れでにぎわいます」と
話す須藤さん



北海道支社　函館営業所/
北海道函館市若松町７－１６

TEL 0138-23-4541
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