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■今月の表紙
「桜のトンネル　桜が丘通り」
　電車通りの柏木町から人見町まで、全長約600ｍの桜
のトンネルを形作る桜が丘通りを撮影した一葉です。
　並木は昭和初期に、地主たちがソメイヨシノを植え
たのが始まりで、その後も若木を移植するなど、現在
の並木を整えました。
　今も地元住民の協力を得ながら大切に守り育てられ、
訪れる人の心を和ませています。
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　函館市が市内の企業における従業員の賃金をはじめとする労働条件等の実態を把握することを目的に従業員
10人以上の2,037事業所を調査対象に、675事業所の有効回答をもとにした令和元年度の労務状況調査結果の概
況をお知らせします。

■函館市内の企業の業種別　新規学卒者の初任給
調査のここがポイント！
　新規学卒者の初任給は、高校卒157,224円（前回比3.2％増）、短大・専門学校卒168,168円（前回比3.1％増）、
大学卒181,992円（前回比3.2％増）となりました。

調査のここがポイント！
　新規学卒者を採用した事業所割合は、23.8％（前回比3.7％減）となりました。また、現在の労働力が不足して
いる事業所割合は、53.8％（前回比1.2％増）となりました。 （単位：円）

業　　　種 高校卒 短大・�
専門学校卒 大学卒 業　　　種 高校卒 短大・�

専門学校卒 大学卒

全体 157,224 168,168 181,992 金融業、保険業 150,046 166,291 189,485

農業、林業 155,317 167,250 188,423 不動産業、物品賃貸業 146,833 157,333 174,000

漁業 137,000 143,000 − 学術研究、専門・技術サービス業 153,667 165,927 183,139

鉱業、採石業、砂利採取業 160,000 160,000 160,000 宿泊業、飲食サービス業 170,501 171,155 181,262

建設業 172,453 187,294 200,110 生活関連サービス業、娯楽業 170,193 178,550 187,107

製造業 156,871 169,814 184,025 教育・学習支援業 151,997 167,490 184,987

電気・ガス・熱供給・水道業 149,325 164,118 183,650 医療・福祉 150,345 160,963 170,963

情報通信業 173,761 179,857 195,006 複合サービス事業 140,917 161,400 179,833

運輸業、郵便業 157,726 167,066 176,834 その他サービス業（他に分類されないもの） 153,942 165,099 179,228

卸売業、小売業 158,774 168,330 187,324 −

■業種別　基本給
調査のここがポイント！
　675事業所において正規従業員の基本給の総平均額は、男性では244,328円（前回比3.2％増）、女性では
215,200円（前回比2.1％増）となりました。
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なし

その他

子の看護休暇制度

育児等退職者の再雇用制度

在宅勤務制度

事業所内託児施設の設置

育児に対する経費の支援

始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ

育児のためのフレックスタイム制度

所定外労働の免除

育児のための短時間勤務制度

仕事と子育ての両立支援制度

（注）複数回答あり

■業種別　パートタイム従業員賃金（平均時間給）
調査のここがポイント！
　契約社員・臨時従業員の賃金は、日額8,756円（前回比4.2％増）となりました。また、パートタイム従業員の賃金は、
１時間あたり1,015円（前回比4.7％増）となりました。 （単位：円）

業　種 金額 業　種 金額 業　種 金額 業　種 金額 規模別 金額

全体 1,015 製造業 955 金融業、保険業 951 教育・学習支援業 1,451 10～29人 1,002

農業、林業 −
電気・ガス・
熱供給・水道業

900
不動産業、
物品賃貸業

910 医療・福祉 1,038 30～49人 972

漁業 916 情報通信業 881
学術研究、専門・
技術サービス業

961 複合サービス事業 895 50～99人 1,078

鉱業、採石業、
砂利採取業

− 運輸業、郵便業 972
宿泊業、
飲食サービス業

885 その他サービス業 923 100人以上 1,069

建設業 1,000 卸売業、小売業 928
生活関連サービス業、
娯楽業

915 − − − −

■育児休業、両立支援、介護休業制度
調査のここがポイント！
　育児休業制度を就業規則などで定めている事業所割合は、82.0％（前回79.4％）となりました。また、介護休
業制度を就業規則などで定めている事業所割合は、76.0％（前回75.3％）となりました。

■�働く女性の環境、障がい者の雇用、働き方改革、外国人の雇用、
雇用問題　について

働く女性の環境 ◦�職場内での性別による仕事や役割については、「区分されている」が10.5％、「一部区分されている」が21.0％、「区
分されていない」が68.5％となっており、管理職に占める女性の割合は21.0％

障がい者の雇用 ◦�「現在雇用している」が28.4％、「現在は雇用していない」が16.7％、「これまで雇用したことはない」が54.9％
◦�雇用の拡大に必要なサポートは「障碍者の職務能力の適正な把握」が84.1％で最も多い回答

働き方改革の取り組み ◦�内容として「有休消化率の向上」が93.0％と最も高く、次いで「長時間労働の是正」が64.3％
◦�取り組む理由として「コンプライアンスへの対応」が81.9％と最も高く、次いで「従業員満足度の向上」が71.6％

外国人雇用について ◦�雇用している事業所は、全体の7.5％にあたる49事業所で、雇用総数は351人
◦�課題については「言語・コミュニケーション」が79.3％と最も高く、次いで「生活面のサポート」が50.0％

雇用の問題について ◦�直面している問題や取り組むべきと考える問題については、「求めている人材確保が困難」の回答が72.8％、「従
業員の高齢化」が54.0％、「人材育成」が43.9％、「人件費の高騰」が36.1％

※本特集は、函館市HP「労務状況調査結果について」を、函館商工会議所の編集責任のもと作成したものです。



次頁へ次頁へ

減少幅に関係なく貸付を受けることができる
メニューや、売上高5%以上減少からご利用可
能な制度があります。

次頁の資金繰り支援制度のご活用を検討くだ
さい。
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　新型コロナウイルスの緊急経済対策に関し、本特集では数ある資金繰り支援についてご自身に当てはま
る要件を把握しやすいようフローチャートを作成しました。利用したい制度がありましたら本所経営支援
課（0138-23-1181）または、お近くの民間金融機関・信用保証協会までご相談ください。

①中堅・中小・小規模事業者（資本金10億円未満または従業員2,000人以下）
②医療法人・農業法人、NPO法人など、会社以外の法人
③個人事業主

■支給額
前年の総売上（事業収入）―�前年同月比
50％の月の売上×12か月
■給付上限
法人（①②）は最大200万円
個人（③）は最大100万円

※�昨年創業した方などの支給要件については、申請
要領をご確認下さい。

■法 人 の 方	 ①法人番号及び法人登記情報
� ②2019年の確定申告書類の控え
� ③減収月の事業収入額を示した帳簿など
■個人事業主の方� ①�本人確認書類（運転免許証、住民票の写し、各種健康保険証など）
� ②2019年の確定申告書類の控え
� ③減収月の事業収入額を示した帳簿など
※③については法人、個人ともに様式は問いません。

申請方法

申請に必要な情報

2020年1月～2020年12月のいずれかの申請する月の前月の事業収入が前年同月比で50％以上減少した

基本はWebでのオンライン申請となります。完全予約制の申請支援を行う窓口も順次設置されます。
メールアドレスをお持ちでない方は、あらかじめ取得されておくことをおすすめします。
申請ページ　https://www.jizokuka-kyufu.jp/

特集 表でわかる！orYES

YES

NO

NO

持続化給付金と資金繰り支援の活用までの流れ！

持続化給付金について
　感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧と
して事業全般に広く使える給付金を支給します。

支給対象

申請ページ



条　件 利用可能メニュー

①セーフティ
ネット5号

お近くの
民間金融機関
各信用保証協会

お近くの
民間金融機関
各信用保証協会

お近くの
民間金融機関
各信用保証協会

日本政策金融公庫

商工組合
中央金庫等

商工会議所・
商工会

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫

• 借入債務の80％を信用保証協会が保証
• 2.8億円（別枠。⑨と共有）
•要件を満たせば保証料・金利ゼロの対象

•中小事業3億円、 国民事業0.6億円（別枠）
•設備20年、運転15年、うち据置5年以内
•国民事業の利下げ及び利子補給は
  ②④⑤⑥と共有

• 3億円（別枠）
•設備20年、運転15年 、 うち据置5年以内

• 1000万円（別枠）
•設備10年（うち据置4年）、
  運転7年（うち据置3年）以内
•国民事業の利下げ及び利子補給は
  ②④⑤⑥と共有

• 1000万円（別枠）
•運転7年、 うち据置2年以内

•借入債務の100％を信用保証協会が保証
• 2.8億円（別枠）
•保証料・金利ゼロの対象

•借入債務の100％を信用保証協会が保証
• 2.8億円（別枠。①と共有）
•保証料・金利ゼロの対象

•中小事業7.2億円、 国民事業0.48億円
•設備15年、運転8年 、 うち据置3年以内

• 6000万円（別枠）
•設備20年、運転15年、 うち据置5年以内
　（運転資金は振興計画認定組合の組合員の方のみ）
• 国民事業の利下げ及び利子補給は
  ②④⑤⑥と共有

• 1000万円（別枠）
•設備10年（うち据置4年）、 
  運転7年（うち据置3年）以内
•国民事業の利下げ及び利子補給は
  ②④⑤⑥と共有

②新型コロナ
ウイルス

感染症特別貸付

③商工中金等
による

「危機対応融資」

④新型コロナ
ウイルス対策
マル経融資

⑥新型コロナ
ウイルス対策
衛経（拡充）

⑦衛生環境
激変対策
特別貸付

⑧危機関連保証

⑨セーフティ
ネット4号

⑩セーフティ
ネット貸付

⑤生活衛生
新型コロナウイルス
感染症特別貸付

売上高5％以上
減少なら

売上高10％以上
減少なら

さらに、

さらに、

さらに、

売上高15％以上
減少なら

売上高20％以上
減少なら

減少幅に
関係なく

指定738業種
の場合

小規模事業者
の場合

雇用調整助成金（特例措置）も
利用できます。【相談窓口】

各都道府県労働局・ハローワーク

追加要件を満たせば
実質無利子・無担保
の対象
利子補給対象上限

マーク

（日本公庫等）
中小事業1億円 、
国民事業3,000万円
（商工中金）
危機対応融資1億円

★

★★

★★

★★

★★

★★

生活衛生関係営業
（旅館、飲食、理美容
店など）の場合

生活衛生
関係営業

（旅館、飲食、喫茶）

概　要 相談窓口

売上高条件について
＜創業１年１か月以上＞

＜創業１年１か月未満及び店舗・業容拡大しているベンチャー・スタートアップなど（後者は公庫のみ）＞

【公庫（　　　枠）】

【公庫（　　　枠）】最近１カ月の売上高と、前年または前々年の同期と比較。
【信用保証協会（　　　枠）】 最近１ヶ月の 売上高と、前年同月を比較
その後２ヶ月間 （見込み）を含む３ヶ月の売上高と前年同期を比較

（１）～（３）のいずれかで比較。

（１）最近1ヵ月の売上高と過去3ヵ月（最近1ヵ月を含む）の平均売上高の比較
（２）最近1ヵ月の売上高と令和元年12月の売上高の比較
（３）最近1ヵ月の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高を比較

【信用保証協会（　　　枠）】
（１）左記に同じ。
（２）左記に加え、その後2ヶ月間見込みを含む3ヶ月の売上高と令和元年12月の売上高の３倍を比較
（３）左記に加え、その後2ヶ月間見込みを含む3ヶ月の売上高と令和元年10～12月の3ヶ月を比較
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資金繰り支援内容一覧表　（4/30�時点）
※資金繰り支援に関する信用保証制度・融資制度の一覧です。
　ご自身が使えそうなメニューがありましたら、相談窓口へご相談下さい。

本特集は経済産業省HP「新型コロナウイルス感染症関連」を、函館商工会議所の編集責任のもと作成したものです。
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新型コロナウイルス感染症流行により影響を受けている会員の皆様へ

函館商工会議所
会頭　久　保　俊　幸

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い経営に深刻な
打撃を受けている会員の皆様に心からお見舞い申し上
げます。また一人でも多くの患者を救うために懸命に
努力している医療従事者の皆様と、ウイルスの脅威に
対峙しながらも必死に社会の基盤を支えている介護職
や運送業等の皆様には、地域経済界の代表として心か
らの敬意と感謝を申し上げます。

■会員の皆様へお願い
　新型コロナウイルス感染症は、北海道で721名（4/29
現在）の感染者がでており第2波の大きな波が本格的に
押し寄せています。当市においても7名の感染が確認さ
れています。今後、治療薬や予防ワクチンが開発され国
民に投与可能になるまでの期間を考慮すると、コロナと
の戦いは長期戦を覚悟せざるを得ない状況です。私たち
経済人はこの間、一定の経済活動を維持しながらウイ
ルスを抑え込むという荒行に挑戦しなければなりません。
　全会員の皆様にお願いです。
�〇�密閉、密集、密接を避けるため、店舗や事務所の
レイアウト工夫と業務の見直し推進
〇出勤前の体温検査義務化と管理
〇�店舗や事務所の定期的な換気・消毒、手洗い・咳
エチケットの徹底
〇テレワークやオンライン会議、時差出勤の推進
〇�感染拡大地域への往来自粛と親族も含めて来函者
との可能な限りの接触回避

「今は、きょりをとって」下さい。

■会議所の取り組み
　コロナ禍は感染対策も含め足腰の弱い中小企業に先
ず大きな打撃を与えます。
　商工会議所の役割は地域経済を支える中小企業が、
コロナ収束後も地域の再生に貢献できるよう事業継続
に向けて力強く支援することです。
　私は会頭としてこれまでスピード感を最も重視し、
会議所独自の支援策を実施してきました。（詳細は本所
会報・ホームページに掲載）
〇新型コロナウイルスに関する経営相談窓口（1/29～）
　これまで300件を超える資金繰り等のご相談をいた
だいております。
〇新型コロナウイルス対策融資利子補給制度（2/28～）
　新型コロナウイルスの流行により経営に影響を受
けている事業者を対象に、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

〇中央要望(3/23)
　本所と姉妹盟約を結ぶ鹿児島商工会議所の岩崎会
頭はじめ熊本・宮崎の4商工会議所で緊急中央要望を
実施しました。岸田政調会長、二階幹事長らに地域
の実情を伝えるとともに、税金の延納やセイフティネッ
ト強化、長期的な経済対策の実施等を要請しました。
〇�ＦＭいるか「商売応援プロジェクト�Help�Help�道南」
（4/14～）
　会議所がスポンサーとなり確保したＦＭいるかの
放送枠でコロナ禍の中、知恵を絞った商品や企画を
打ち出し、難局を乗り切ろうと頑張る会員の皆様を
ＰＲしています。
〇�「緊急！市場応援企画」（4/23～）
　地元の市場を応援する緊急企画として、函館朝市・
はこだて自由市場・中島廉売の3つの市場の利用券
5,000円分を抽選で800名に会議所がプレゼントし、
頑張っている地域の市場を応援します。
〇�新型コロナウイルス感染拡大の経済的影響に関す
る調査結果（4/23）

　会員企業の状況を把握し、調査結果を踏まえ今後の
対策及び関係機関への要請を進めることを趣旨として、
「売上への影響」等について調査を実施、381件の回
答を得ました。

　今後の対策については上記調査結果を踏まえ、地元
行政等とも調整を行い展開していきますが、引き続き
会員の皆様からのご要望もお寄せ下さい。

■中長期的な視点で備えを
　コロナ禍は社会経済にかつて経験したことがないほど
の大きなインパクトを与えています。私たちは経営者と
して今後起こりうるあらゆる事態を想定し備えておかね
ばなりません。例えば「非接触」を長期間経験した人々
の行動変容が新しい価値観として恒常化し、業種によっ
てはコロナ以前のようなビジネスモデルが転換を迫られた
り、逆に、新しいビジネスモデルが生み出される可能性
もあります。会員の皆様には中長期的な視点を持ちコロ
ナ禍後、どのような流れや時代が来るのか各々の立ち位
置から真剣に仮説を立てながら準備してほしいと思います。

　国・北海道・函館市からは、危機に瀕する地域の中小
企業への様々な経済対策が示されておりますが、商工
会議所としても政策手段を総動員したさらなる支援を
求めてまいります。しかし最大の経済対策は、自粛を
促されている期間内に収束化に向けた大きな前進を実
現することです。私たち一人ひとりの責任ある行動によっ
て必ずコロナ禍に勝利することができます。
　現在、当市は第3次産業を中心に深刻な影響を受けて
いますが、私たち経営者がコロナに心まで蝕まれることは、
決してあってはなりません。函館の産業には、まだまだ
潜在的な大きなパワーがあり、コロナ収束後に改めて再
評価されたり、新たに生み出されるものも多くあると
信じています。地域に根を下ろす経済人として、人と
人との距離をとらなければならない今だからこそ心を
ひとつにして、この難局を共に乗り越えていきましょう。



福田海産 株式会社

有限会社　冨茂登

Jolly Jellyfish

　現在、桜の下での会食は自粛せざるを得ませんが『ご家庭でお花見はいかがですか？』

と、今回は「お花見弁当」をご用意いたしました。

　当店は今後も引き続きお得意様にいろいろなご提案を申し上げますとともに、微力

ではございますが、お喜びそして笑顔を頂けますよう努めてまいりたいと思っています

ので、なにとぞご愛顧を宜しくお願い致します。

　お届けは致しておりませんのでご了承ください。またご注文数は2個以上（前日まで

の予約制）とさせて戴いております。

●お花見弁当　　　　　　　　　３，０００円（税込）　●銀鱈の西京焼き弁当　１，８００円（税込）

●牛そぼろとローストビーフ弁当　２，０００円（税込）　●通常の松花堂弁当　   ２，３７６円（税込）→２，０００円（税込）
 期間限定（特別ございません）
ご注文　TEL：０１３８－２６－３４５６　　FAX　０１３８－２２－５４０２

松花堂弁当　2,000円（税込）
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　現在【焼肉物語 牛若】では、お弁当・焼肉（盛り合わせ）・焼肉（単品）・冷凍食品

のテイクアウトとデリバリーを実施しております。特にお弁当は１０種類と豊富に取り

揃えており、社員さんのランチや会議弁当などで大変ご好評いただいております。

　 「牛タン日本一を目指す焼肉店」なだけに特に人気なのは、【極上厚切り牛タン弁

当＝２，５００円】【特上牛タン弁当＝１，５００円】【ねぎ塩牛タン弁当＝９００円】で

付け合わせにミニサラダもご注文するのがオススメです。

　配達は３キロ圏内１，５００円以上ご購入のお客様に限り承っておりますので、 この機

会に是非ご賞味いただきますようお願いします。※ご注文は下記URLのオンライン注文

がスムーズです。

オンライン注文URL：https://yakiniku-ushiwaka.com/menu-takeout

有限会社UP.START.COMPANY

　当社は、湯の川温泉のホテルへ海産物や観光土産品を卸し販売しております。現在

は【福田水産応援セット】のネット販売をはじめました。

　北海道の海の幸を沢山の方に味わっていただけるよう、税抜１３，０００円相当の商

品を、税込１０，０００円（送料・代引き手数料当社負担）でご提供しております。こ

の機会に、遠くにお住いの御親戚や御友人の贈答品としていかがでしょうか？

　また、『ハッピーストア』と題して当社店頭にて、賞味期限が近くなったお菓子等を

半額にて販売しております。当社店頭での販売をご希望の方はお気軽に相談ください

TEL:０１３８－３０－８８３３　　H P：http://www.fukuda-kaisan.com/index.html 

　当店では店頭価格よりもリーズナブルな価格で商品提供を行っております。看板メニューの【ス

テーキピラフ】を始め、お店でじっくり漬け込んだザンギや、オリジナルスパイスを調合した

牛すじカレーなど、様々なメニューをご用意しております。キッズメニューは５００円（税別・

容器代５０円）でおもちゃ付きとなっております。また、オードブル４人前３，５００円（税別・

容器代別）も大変ご好評頂いております。＊３日前までの要予約

　配達は２，０００円以上のご注文で承ります。お持ち帰りは１つから可能。お電話での事

前予約・時間指定も可能ですのでお気軽にお電話ください。

配達可能時間：１１：００〜２０：００　配達受付時間：１０：００〜１９：００
ご注文　TEL：０１３８-８６-９９０８
Instagram：https://www.instagram.com/jollyjellyfish_111/

来月号以降のご掲載を希望の事業所様を随時募集しております！（無料）
詳しくは企画情報課までご連絡ください。ＴＥＬ：０１３８－２３－１１８１

ＦＩＧＨＴ ＮＯＷ！！ＦＩＧＨＴ ＮＯＷ！！
会員NOW特別企画

みんなで乗り切ろう！ ＦＩＧＨＴ ＮＯＷ！！ＦＩＧＨＴ ＮＯＷ！！

福田水産応援セットとハッピーストアの商品

ステーキピラフ　980円＋税

テイクアウトQRコード

特上牛タン弁当　1,500円

LINE@アカウント



会
議
所
の
う
ご
き

kaig
isyono ug

oki

8

　去る４月16日、本所議員室において、第 3 回新
型コロナウイルス感染症に関する日本商工会議所オ
ンライン会議を久保会頭、本所職員が出席し開催し
ました。
　当日は、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策
推進室 樽見室長から国内の発生動向や、国別感染
者の推移などについて説明がなされました。また、
中小企業庁 石田長官からは、各種融資制度・持続
化給付金の概要と、在宅勤務や接触削減等の具体的
な感染予防対策について、日本商工会議所 石田専
務理事からは、中小企業の現状と最低賃金引上げに
関する要望案について説明がなされました。

　本所では、新型コロナウイルス感染症に関する経
営相談窓口を設けております。ご不明な点や融資等
ご利用を検討されている方はお問い合わせください。

　本所では、新型コロナウイルス感染症拡大により、
大きな影響を受ける地域の市場を応援しています。
函館朝市・はこだて自由市場・中島廉売の３つの市
場を対象とした利用券5,000円分を、函館および近
郊の住民に抽選で800名に配布する企画で、５月６
日に応募を締め切りました。随時、当選者に利用券
を配布する予定で、６月末まで利用できます。

　本所では、今後もコロナによる影響を受ける事業
者への各種支援施策に取り組んでいきます。

▲日本商工会議所�三村会頭の冒頭挨拶

会議所のうごき

第3回新型コロナウイルス感染症に
関する日本商工会議所オンライン会議

緊急応援企画第2弾
函館の市場応援!
地域住民に利用券５，０００円を８００名に配布

▲本企画の取材を受ける久保会頭
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議員の職務を行う者の変更
・１号議員　	 ㈱カネス杉澤事業所	 （新）代表取締役	 杉　澤　真　吾	氏
	 	 	 	 （旧）代表取締役	 杉　澤　光　雄	氏
	 （令和２年３月９日付）
議員の職務を行う者の変更
・２号議員　　合同容器㈱函館事業部	 （新）事業部長	 佐　藤　正　樹	氏
	 	 	 	 （旧）執行役員事業部長	 堀　　　崇　紀	氏
	 （令和２年４月１日付）

議員の異動

令和2年度　年会費ご請求のお知らせ
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　去る４月27日、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため書面にて、標記総会を開催しました。
　議案である平成31（令和元）年度事業報告並びに
収支決算報告、令和２年度事業計画（案）並びに収支
予算（案）、役員改選（案）について審議が行われ、い
ずれも原案のとおり承認されました。
　なお、役員改選では山矢会長が再任されたほか、
右記のとおり新体制が決定しました。

　本年度の年会費納入につきましては、下記の内容にて４月２４日付でご案内させていただきましたので、

よろしくお願い申し上げます。

◦口座振替をご利用の会員様 ◦ご指定の金融口座より５月２５日（月）に振替えさせていただきます。

◦お振り込みによる会員様 ◦５月２９日（金）までにお振込みくださいますようお願い申し上げます。

    （振込先口座につきましては、ご請求書の裏面をご参照願います）

　本所では特定商工業者に該当する皆様に、これまで負担金３，０００円を年会費と併せて納入してい

ただいておりましたが、本年度より徴収を行わないことといたしました。

　なお、政令により、地区商工業者の基礎事項を記録し商工業の振興、改善発展を図るための法定台帳に

つきましては、これまで通り運用及び管理いたします。

【令和2年度 役員】（※任期は2年間）
相 談 役　　佐々木　哲夫（再任）
会　　長　　山矢　　　卓（再任）
副 会 長　　薄田　　英明（再任）
副 会 長　　室田　　幸治（再任）
幹　　事　　川村　　隆夫（再任）
幹　　事　　岸部　　悟司（新任）
会計監査　　野呂　　信詞（再任）
会計監査　　齋藤　　利仁（新任）

青年部ＯＢ会
令和2年度 通常総会（書面総会）

特定商工業者負担金についてのお知らせ



ご案内ご案内

1０

無　料　企　画
　ＦＭいるかでは、道南の個人事業主や中小企業の皆様を応援するプロジェクト「商売応援プロジェクト
Help Help 道南」をスタートいたしました。
　新型コロナウイルスの影響で自粛ムードが続き、道南経済は大きなダメージを受けています。この未曾有
の状況の中、知恵を絞った商品やこれまでにない企画を打ち出して難局を乗り切ろうと頑張っている個人事
業主や中小企業の皆様を応援する番組企画です。
　こちらの番組について、出演を希望する方々を募集中です。料金等は一切かかりませんので、ぜひご検討
ください。

【放送概要】
放送期間 4月1日～　しばらくの間

放送時間 月−木 19時30分～19時40分　ＦＭいるか番組「皆方流THEナイト」内

担 当 者 ＦＭいるかパーソナリティー　皆方昭司

放送内容 ①お店の紹介（店名、場所、店舗ジャンル 等）
 ②お店の現状（コロナ流行後の営業状況の変化）
 ③今、取り組んでいる内容（新しい営業形態や衛生対策 等）
 ④おすすめの商品･メニュー（2～3品）
 ⑤リスナーに一言（ご利用の呼びかけ等）
※放送後に、ＦＭいるかのツイッターでお店の情報を紹介します。

番組への参加お申し込み・お問い合わせ

ＦＭいるか次長：中野 由貴（なかの ゆき）　ＴＥＬ：２７－３７００　ＦＡＸ：２３－３１００

詳細は本所ＨＰでご覧いただけます。（申込書データあり）
https://www.hakodate.cci.or.jp/info/12546.html

コロナ禍に負けない！
函館商工会議所Presents

「商売応援プロジェクト Ｈｅｌｐ Ｈｅｌｐ 道南」への
出演のご案内



Information

詳細については函館市ＨＰ
「函館市新型コロナウイルス感染症緊急対策について」からご覧いただけます。

函館市新型コロナウイルス感染症緊急対策
函館市事業者等特別支援金
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　函館市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力いただける事業者の支援策として、道の休業要
請対象施設、飲食店、ホテル・旅館の事業者に対し、一律30万円の給付となるよう上乗せや市独自の給付を
行うとしています。

その他緊急対策の概要について
１　感染拡大防止および検査・医療体制の強化

　医療機関や福祉施設などへマスクを配布・ＰＣＲ検査機器等の購入・人工心肺装置の設置 など

２　市民生活への支援
　１人当たり１０万円の特別給付金の支給・児童手当給付世帯に対する給付の支給（児童１人あたり１万円）・
その他収入が減少した世帯等を対象にした支援 など

３　事業者への支援
　雇用調整助成金等申請費用への支援（１事業所上限４０万円）・市税や上下水使用料などの徴収猶予・飲食
店等への支援 など

４　学校・公共施設の休業・休館等に伴う追加的費用への支援
　学校臨時休業時の障害児放課後デイサービスの開設への支援・学校臨時休業時における要保護、準要保護
児童生徒への昼食費の支援 など

５ 予備費の増額
　不測の事態が発生し、感染拡大防止などの緊急的な財政需要に速やかに対応するための予備費の増額

給付のイメージ図

道給付３０万円

道給付２０万円

道給付
１０万円

市給付
１０万円

【対象事業者の例】
スナック、バー、カラオケボック
ス、ライブハウス、スポーツクラ
ブ、ゲームセンター、映画館、展示
場、ビデオレンタル、土産物店、学
習塾、ホテルまたは旅館（集会の
用に供する部分のあるもの）など

【対象事業者の例】
料理店、居酒屋、喫茶店など

対象事業者

道による
休業要請等
の対象施設

法人 約300事業者
休業要請等
への協力

19時以降
の酒類の
提供の自粛

感染症
防止対策
への協力

対象事業者数（推計） 給付条件

約500事業者

約200事業者

約200事業者

約700事業者

個人事業者

酒類の
提供のある
飲食店
酒類の
提供のない
飲食店

飲食店

ホテル・旅館等
（集会の用に供する部分のないもの）

給付の内容

市給付３０万円

市給付２０万円

道
の
制
度
へ
の
上
乗
せ

市
独
自
の
支
援
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　道では新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向けて、全庁を挙げた取組を進めて
いるところですが、こうした取組の一環として、人と人の物理的距離をとる「北海道ソー
シャルディスタンシング」を道民運動として展開します。

■趣　旨／  新型コロナウイルスの感染を防ぎ、大切な人の命を守るためにできるだけ物理的な距離（互いに
手を伸ばしても届かない距離）を保つ取組を道民運動として展開します。

■対　象／�１．個人：日常生活での実践
 ２． 公共施設（道、国、市町村）、民間施設（企業、団体）：個人の行動を促すための環境の整備
■内　容／�（個　人）

 　◦取組の趣旨を踏まえて、日常生活において、人と人との距離を保つ行動を実践 
 （公共施設、民間施設）

 　１．共通スローガン、ロゴの施設内での掲示
 　２． 床面へのフットプリントの貼付やスペースをとった座席レイアウトなど、お客様間の一定

の距離の形成
 　３．独自の取組内容を掲載したチラシやポスターの掲示

 【取組例】
 　◦ 店舗内に共通ロゴを掲示し、レジの前にフットプリントを貼り行列において間隔を取ること

や、客席の配置をいつもより少し離すなどの配慮を実施
 　◦ 職場内に共通ロゴを掲示し、会議や商談時などにいつもより少し席を離すなどの配慮を実施
  　新型コロナウイルスの感染を防ぎ、大切な人の命を守るために、咳エチケットなどに加えて、

人と人との物理的な距離（互いに手を伸ばしても届かない距離）を保つ取組です。

新型コロナウイルス感染拡大防止運動
「北海道ソーシャルディスタンシング」

令和2年度　函館商工会議所報ともえ
毎月約２，５００部発行 費用を抑えながら自社宣伝
ＨＰにも掲載、会員だけでなく全国多くの方へのＰＲも可能！

段下広告１５，４００円（税込）から裏表紙広告５０，６００円（税込）
など、貴社のご予算に合わせて掲載頂けます。

◦広告掲載数には限りがございます。　◦ご掲載頂けるのは原則、会員様のみです。

本誌広告掲載　募集中！

お問い合わせ先：総合政策部政策局参事 　ＴＥＬ：０１１－２０４－５１０５

まずは一度ご相談ください　お問い合わせ：企画情報課　ＴＥＬ：２３－１１８１



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
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代表者／菊地　寛
住　所／函館市豊川町24番6号
ＴＥＬ／0138–84–5040

代表者／立木　道明
住　所／�函館市戸倉町15番13号　ツインジュネス1–103
ＴＥＬ／080–5588–6080

代表者／大滝　真理子
住　所／函館市千歳町25番15号
ＴＥＬ／0138–22–4123

株式会社　菊地商店函館海鮮料理海寿

株式会社　ウォーターライズ

北海道電力株式会社　函館支社

　近海の新鮮魚介を提供する海鮮居酒屋です。生簀
から取出した食材を真心込めて調理致します。ベイ
エリアにお越しの際は是非お立ち寄り下さい。

　住宅・ホテル・テナント等の水道工事を手
掛けております。皆様に信頼される会社を目
指します。

　北海道の暮らしやビジネスのあらゆるシーンでお
役に立ちたい。お客さまに寄り添いながら、ご期待
の一歩先へ。

�ご入会ありがとうございます。
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■ �小規模事業者が経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し５０万円
上限に補助金（補助率：２／３）が出ます。商工会議所・商工会の会員、非会員を問わず、応募可能です。

 ◦  ①市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者、②買い物弱者対策事業を行う事業者は、
１００万円が上限になります。

 ◦  複数の事業者が共同して申請することもできます。複数の事業者が連携する場合には、上限は
１００万円～５００万円です。＊連携小規模事業者数によります。

■�計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。

小規模事業者の要件
業　種 人　数

商業・サービス業（宿泊・娯楽業除く） 常時使用する従業員の数　５人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数　２０人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数　２０人以下

　申請先は、事業を営む場所が商工会議所区域か商工会区域かで異なります。商工会区域（函館市
内のうち旧亀田市・戸井町・恵山町・南茅部町・椴法華村区域）の事業者は下記リンクから申請方法
等をご確認下さい。

ＵＲＬ：http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

詳細については、下記の特設サイトをご覧下さい。
ＵＲＬ：https://r1.jizokukahojokin.info/

■第２回申込締切：６月５日（金）【当日消印有効】２０２３年２月まで全１０回の締切を予定

①広告宣伝
　・新たな顧客層の取込を狙い、チラシを作成・配布
　・店舗の認知度向上を目的とした看板の設置

②集客力を高めるための店舗改装
　・ 幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサ

ルデザイン化

③商談会・展示会への出展
　・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展

④ 新たな商品・サービス提供のための製
造機器の導入・試作開発の実施

　・３D プリンターを導入し、新商品の開発
　・原材料を購入して新製品・商品の試作開発

⑤ＩＴを活用した広報や業務効率化
　・ ホームページの開設やネット販売システムの

構築、管理システムの導入

対象となる取組の例

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

お問い合わせ先　本所　経営支援課　TEL ２３－１１８１

小規模事業者持続化補助金

販路開拓等をお考えの小規模事業者の皆様へ！！

中小企業庁�令和元年度補正予算事業
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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／5月20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／6月10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／6月9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／5月27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／5月22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／6月11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

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

　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。

区分 資金使途 融資限度額 融資利率 融資期間

小規模事業者経営改善資金 
 （マル経）

運転資金
2,000万円 1.21％ 

令和２年５月1日現在

7年以内 
(うち据置1年以内)

設備資金 10年以内 
(うち据置2年以内)

区分 資金使途 融資限度額 融資利率 融資期間
一般マル経融資ご利用条件に加え、

最近1か月の売上高が前年又は前々年同期と
比較して5％以上減少した内容を

明らかにする資料を提出できる事業者 
(新型コロナウイルス対策マル経)

運転資金
1,000万円 当初３年間は上記利率

からマイナス0.9％

7年以内 
(うち据置3年以内)

設備資金 10年以内 
(うち据置4年以内)



トレンド通信トレンド通信

　１９８６年筑波大学大学院理工学研究科
修士課程修了。同年日本経済新聞社入社。
全国各地のものづくり企業、自治体、地域
商社やＤＭＯなどを取材、地域に持続的に
稼げるビジネスをつくることをテーマにし
た著書『地方発ヒットを生む逆算発想のも
のづくり』がある。全国の商工会議所など
で地域活性化や名産品開発を支援する講演
などを実施している。

渡辺　和博 /わたなべ・かずひろ

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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　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により世の中
のビジネスは大きな影響を受けています。飲食業、小
売り・サービス業をはじめ、まったく商売にならない
人も多くいらっしゃると思います。とにかくここはさ
まざまな支援を利用してなんとか生き残るしかありま
せん。
　今回の出来事は、ゆるやかに起きていたビジネスの
やり方を大きく変化させる側面もあります。その一つ
がインターネット活用の拡大です。いろいろな地域の
私の知り合いの飲食店でも、これまで取り組んでいな
かった持ち帰りメニューをつくり、ネット通販できる
商品開発、コアなファンとのつながりを強める方策、
新規客を呼び込むための情報発信など、慣れないパソ
コンと向き合いながらネット活用を始めるところが増
えています。
　今回は、時代の変わり目にネットを活用し、お客さ
んのニーズと向き合ってピンチを切り抜けたという話
題を紹介します。高知県に高知競馬という地方競馬が
あります。人口減もあって利用者はどんどん減り、
2008年にはかつて220億円あった年間売り上げが38
億8000万円にまで落ち込み、赤字に転落しました。
　それが、19年には、前年より140億円増えて570億
円と大きく成長し、過去最高を記録しました。現在は
無観客でレースを開催して好調に売り上げを伸ばして
いるそうです。かつてハルウララという連戦連敗の競
走馬が所属していたことくらいしか話題がなかった地
方競馬がここまで回復できたのは、（１）インターネッ
ト時代になって馬券が全国から買えるようになったこ
と、（２）全国のコアなファンに向けた商品企画に取
り組んだこと、（３）地元の客向けにファミリーや女
性が行きやすい環境を整え、魅力的なイベントを実施
したことが挙げられます。

　ネットで商品が売れるなら、大市場から遠い地方に
あるというデメリットはさほど不利になりません。面
白いのは全国からファンを引き付けるためにあえて他
の競馬場のレースが終わった後にレースを開催したり、
地元の成績が良くない馬ばかりが走るレースを企画し
たりしたことです。これは予想が難しいため高配当が
期待できると人気を呼びました。地方にあってマイナー
な存在ゆえに、そこに所属する競走馬のことが良く知
られていないというマイナスをプラスに変えた発想が
ありました。
　一方でリアルに足を運べる地元の観客に対しては、
トイレをきれいにしたり「カレーフェスタ」といった
食のイベントを実施したり、女性やファミリーが遊び
に行っても楽しい場所に改善しました。
　高知競馬のＶ字回復からは、ネット活用とネットの
先にある、よりコアなお客さんのニーズや消費スタイ
ルを考えて商品やサービス内容を見直すこと、ネット
以外の直接顔が見えるお客さんについては、ターゲッ
トを広げてリピーターを増やす工夫を凝らすことなど
のヒントが得られます。今回の事態は乗り切るだけで
も大変ですが、その先には、ビジネスシーンに広くネッ
ト活用が進んだ世界が常識になっているはずです。
 日経ＢＰ社「日経ビジネス」シニアエディター
� 渡辺　和博

「新型コロナで進む
� ビジネスのネット化に備えよう」



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

道南縄文文化推進協議会
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