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函館商工会議所『生命共済』についてのお知らせ
「新型コロナウイルス感染症」による万一の場合、災害保険金の支払対象となりました!!
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、また、感染拡大によりご不安な日常生活や事業運営を余儀なくされていらっしゃる皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。

『生命共済』は、1口あたりの掛金６５３円(５０歳・男性の例)で、病気死亡５０万円、災害死亡２５０万円（新型コロナウイルス感染症も対象）を始めとして、さまざまな保障や
お見舞金などが得られます。ぜひこの機会に加入・増口をご検討ください。
■災害保険金・災害高度障害保険金の支払要件
対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡または高度障害状態に該当した場合。 ※医師の診断を必要とします。
■対象期間：これまでに支払事由に該当した方についても、遡及して適用となります。
■ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

さて、当所生命共済制度『生命共済』に関して、新型コロナウイルス感染症（※）を直接の原因として死亡された場合に災害保険金お支払い対象とさせていただくことが決
定いたしました。 （※） 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年政令第１１号）第１条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。

会員事業所の
みなさまへ

[お問合せ先]

函館商工会議所
〒040-0063　函館市若松町7-15

TEL 0138-23-1181  FAX 0138-27-2111　

[引受保険会社]

アクサ生命保険株式会社
函館営業所

生命共済

福祉団体定期保険の給付内容 見舞金・祝金制度の給付内容
給付金額
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５万円

病気入院見舞金
(5日以上入院されたとき)

１律
５,０００円

上記以外の事由による死亡 ５０万円 結婚祝金 ５,０００円
出産祝金
(配偶者を含む) ５,０００円不慮の事故による高度障害 ２５０万円

病気による高度障害 ５０万円
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６大生活習慣病入院一時金

ガン先進医療による療養

1日につき
２,０００円

＊記事の内容は生命共済制度の一部を記載したも
のです。ご加入にあたってはパンフレット、重
要事項説明書等(契約概要・注意喚起情報)を必ず
ご覧ください。

福利厚生制度にご活用いただけます
業務上・業務外を問わず

24時間保障

ガン入院一時金・ガン先進医療一時金
6大生活習慣病入院一時金

1年更新で医師の

診査なし
剰余金があれば

配当金も！
商工会議所独自の

給付制度も！

健康増進に役立つ付帯サービスも
健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

入院給付金付災害割増特約･ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付 定期保険（団体型）
＋函館商工会議所独自の給付制度（見舞金･祝金制度）

日
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■今月の表紙
「世界に誇る函館の夜景」
　表紙は函館山ロープウェイの展望台から望む、函館
の夜景を撮影した一葉です。
　函館市と函館国際観光コンベンション協会の調べに
よると「2019年度函館市観光動向調査」で函館の観光
の目的１位「海産物等グルメ」に次ぎ「夜景」が２位
となりました。
　季節や時間帯によって多彩な表情を魅せる函館の夜
景は、恵まれた美しい地形と住民が作り出す生きた芸
術作品です。
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税収統計税収統計

　函館税務署管内の法人税額は平成２２年度
を底にこの８年間で５８.８％増となり、全道で
は４０.２％増と漸増となりました。
　また、全国値では平成２４年度は約９.９兆円
で１０兆円を切っていいましたが、３０年度に
は約１２.７兆円と漸増となりました。
※平成14年１月…ＩＴバブル以後の景気の谷
※平成19年10月…戦後最長「いざなみ景気」のピーク
※平成20年10月…�リーマンショックにより日経平均株価6,000円台
※平成23年３月…東日本大震災
※平成24年12月…第2次安倍内閣スタート

　函館税務署管内の法人所得額は平成２２年
度を底に増加に転じ、平成３０年度までの８年
間で１０８.４％増、全道でみると平成２０年度
を底に増加に転じ、以降１０年間で１００.５％
増と大きく盛り返しています。
　また、全国値では平成２０年度は約３７.２兆
円、３０年度には約７２.８兆円と約９５.７％増
加しています。

函館税務署管内（単位：億円） 全道（単位：億円）
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函館税務署管内（単位：億円） 全道（単位：億円）
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※全法人

特 集

　今回の特集では、当地域（函館税務署管内）の主な税収の状況について、8月31日に公開された札
幌国税局の統計をもとに過去10年間の概要を掲載いたします。
　平成30年の統計をみると、函館税務署管内の法人企業は7,097社あり、うち黒字企業は約34.9％

（2,480社）となっています。全道の法人企業は110,276社あり、うち黒字企業が約37.2％（41,001
社）となっています。

1 函館税務署管内と全道の法人税額（国税）の推移

2 函館税務署管内と全道の法人所得額の推移
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　給与所得の源泉徴収税額は、平成２２年を
底に増加に転じ、この８年間で函館税務署管内
は１７.２%増、全道は２８.３％増となりました。
　この間、全国値は（８兆５,０１３億→１１兆 
１,８００億）３１.５％増となっています。

　函館税務署管内及び全道の申告所得税額
はしばらく減少傾向にありましたが、平成２２
年より増加に転じました。
　平成２０年からの１０年間で、函館管内で
１０.９％増加し、全道では４６.８％の増加と 
なっています。
　この間、全国値は２４.１％の増加（２兆 
６,４９５億→３兆２,８６９億）となっています。

　函館税務署管内では、平成１７年度まで 
８,００７社あった普通法人数は２０年度には 
７,３８４社、２０年から３０年度までの１０年間
で３.９％減少となりました。全道では平成２５年
を底に増加に転じ、以降は増加傾向となって
います。
　この間、全国値は４.７％の増加（２６２.３万
社→２７４.７万社）となりました。

　函館税務署管内の黒字企業（利益計上法人）
の数は平成２４年度から増加に転じ、その後６
年間で１８.３％増加し、全道では３３.６％増加
となりました。
　その間、全国値は３４.７%増（７０７,６３０
社→９５２,９６９社）となっています。
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3 函館税務署管内と全道の給与所得源泉徴収所得税額の推移

4 函館税務署管内と全道の申告所得税額の推移

5 函館税務署管内と全道の普通法人数の推移

6 函館税務署管内と全道の黒字企業（利益計上法人）数の推移
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　新型コロナウイルス感染症流行の影響を受けて
経営課題を抱える方、平日に商工会議所へ相談来
所しにくい方、行政の各種支援制度・補助制度の
理解を深めたい方

相談員：	税理士・行政書士・認定経営革新支援機関
	 坪井　昌紀	氏（北海道税理士会函館支部）

相談日：		９月12、26日、10月８、22日ほか12月ま
での第２・第４土曜日９:00～12:00

　同一労働同一賃金、最低賃金引き上げ、定年延
長、高齢者雇用、生産性向上、雇用関連の助成金、
就業規則、人手不足対応などについて対応を進め
たい方

相談員：	社会保険労務士　酒井　亮子	氏
	 （北海道社会保険労務士会函館支部）

相談日：		9月18日、10月16日ほか令和3年3月まで
の第3金曜日10:00～16:00

日本商工会議所新型コロナウイルス対応の
ための経営相談体制強化事業（ ） 北海道労働局委託

「北海道働き方改革推進支援センター」事業（ ）
1 「新型コロナ対策専門相談」 ２ 「働き方改革専門相談」

新型コロナウイルス対応のための経営相談体制強化事業

「事業者のための新型コロナ克服経営相談会」ご案内

「新型コロナ対策」「働き方改革」専門相談をご活用下さい！

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

　函館商工会議所では、新型コロナウイルス流行の影響を受けている事業者の皆様に経営課題を克服して頂
くことを目指し、８月から12月まで月１回の出張相談会を実施しております。９月は、経営相談会と同じ会
場で、函館市の事業者向け新型コロナ対策各種支援・補助制度の活用ついて理解を深めて頂く専門相談・説
明コーナーも設置いたしますので、ぜひご参加下さい。

専門相談実施日の確認・申込については函館商工会議所webサイトを併せてご覧下さい。

　本所では８月から２つの専門相談を新設しております。いずれも相談は無料で、商工会議所会員・非会員
問わず、事業を営んでいる方はどなたでも利用できますので、お気軽に活用頂き経営にお役立て下さい。（い
ずれも予約制です）

詳細は函館商工会議所webサイトをご覧頂きお申し込み下さい。

経営相談会
概要

■実　施　日：	9月25日㈮、10月22日㈭、11月17日㈫、12月10日㈭
■会　　　　場：		花びしホテル（9月）、テーオーデパート（10、11月）、	

フォーポイントバイシェラトン函館（12月）
■実施時間帯：	各回13：30～17：00（予約制・相談時間30分以内）
■相　談　員：	本所経営指導員ほか

市施策
専門相談・
説明コーナー
概要

■実施日・会場：	９月25日㈮	花びしホテル
■実 施 時 間：	14：00、15：00の２回開催（いずれも同じ内容）
■相談員・内容：	函館市経済部担当職員による下記制度の説明と相談
	 ◦	函館市事業者等特別支援金	（申請締切９月30日）
	 ◦	「新しい生活様式」普及協力支援金	（同上）
	 ◦		雇用調整助成金等申請費用補助金　（同上）
	 ◦		新しい生活様式対応店舗等改修補助金	（８月～10月31日）

お問い合わせ：本所　経営支援課　　TEL : ２３－１１８１

お問い合わせ：本所　経営支援課　　TEL : ２３－１１８１
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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／9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／10月14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／10月13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／9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／9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／10月8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

　本所では、各融資を利用する際のチェックポイントや
国・道・市の制度融資をまとめた手引（A4版91ページ）
を発刊しました。
　手引を希望される方に本所窓口にて無料配布しており
ます。（郵送は行っておりません。）
　なお、部数に限りがございますので、お早めにご来所
うえ、お受け取り下さい

2020年版2020年版
金融制度金融制度のの手引手引をを
発刊しま発刊しましたした

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

新北海道スタイル構築促進事業を実施しています

（1）「新北海道スタイル」のＰＲ
　新型コロナ対策をどう取り組めばよいかわからないという悩みを持つ事業者もいらっしゃることから、様々
な機会を通じ「新北海道スタイル」のＰＲ・説明を行います。

（2）巡回訪問による助言指導
　事業者の皆様に取り組んで頂きたい上記「7つのポイント」及び「北海道コロナ通知システム」の利用について、
本所職員が訪問しアドバイスと点検を行い、取組が確認できた事業所には「新北海道スタイル」ステッカーを
お渡しします。ステッカーを店頭・店内に掲示することでお客様に安心してご利用頂ける証としてアピールす
ることができます。（巡回訪問指導を希望する事業者さまは後日あらためて募集いたします）

（3）取組事例の紹介によるお店のＰＲ
　「新北海道スタイル」を積極的・効果的に実践しているお店については北海道へお伝えし、道内消費者に広
くＰＲさせて頂く予定です。

　事業者の皆様が感染リスクを低減させながら事業継続やビジネスチャンス拡大に取り組めるよう、
本所では皆様の取組をサポートする「新北海道スタイル構築促進事業」を８月から10月まで下記の通
り実施しています。



（小規模事業者持続的発展支援事業）
小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取組を支援

＜補 助 額＞
上限５０万円（コロナ特別対応型：上限１００万円）

事業再開枠：上限５０万円　
特例事業者：５０万円上乗せ

※共同申請可能

＜補 助 率＞
一般型、コロナ特別対応型（A）：２/３
コロナ特別対応型（B・C）：３/４

事業再開枠（定額）
特例事業者上乗せ：２/３または３/４または定額

＜補助対象＞
非対面販売のためのホームページの作成・改良、
店舗の改装、チラシの作成、広告掲載など

　

販路開拓を目指す皆様へ

持続化補助金

＜令和元年度補正予算持続化補助金（一般型）
の今後のスケジュール＞
応募締切：令和２年１０月２日（金）当日消印有効（３次締切）

＜令和２年度補正予算持続化補助金（コロナ特別対応型）
の今後のスケジュール＞
応募締切：令和２年１０月２日（金）必着

※３次締切後も申請受付を継続し、令和２年度内には令和３年２月（４次）
　に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、採択発表を行います。
　（予定は変更する場合がございます。）

日本商工会議所

日本商工会議所

応募方法等の詳細は
こちらからご確認ください

0570-077025

03-6447-2389
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お問い合わせ：本所　経営支援課　　TEL : ２３－１１８１
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上限５０万円（コロナ特別対応型：上限１００万円）
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特例事業者：５０万円上乗せ
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コロナ特別対応型（B・C）：３/４
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非対面販売のためのホームページの作成・改良、
店舗の改装、チラシの作成、広告掲載など
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＜令和元年度補正予算持続化補助金（一般型）
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の今後のスケジュール＞
応募締切：令和２年１０月２日（金）必着

※３次締切後も申請受付を継続し、令和２年度内には令和３年２月（４次）
　に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、採択発表を行います。
　（予定は変更する場合がございます。）

日本商工会議所

日本商工会議所

応募方法等の詳細は
こちらからご確認ください

0570-077025

03-6447-2389
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ニーズに合わせた柔軟な事業展開
　当社は昭和7年に函館駅の近所でガラス屋として創業
し、今年で創業88年目となりました。現在は昭和4丁目
に本店を構えています。
　「車から建物まであらゆる窓を通じて快適空間創造に
貢献します」を理念に掲げ、建築用板ガラス・サッシの
施工販売、自動車ガラスの脱着交換補修を事業の二本柱
に据え、自動車補修用塗料並びに建築塗料と副資機材の
卸販売、看板製作資機材の卸販売、煙火(花火)の打ち揚
げ及び火薬類の販売などの事業を営んでおります。
　創業時より変化するニーズに柔軟に対応しながら、お
客様や社会から必要とされる製品をご提供するため地道
に多角化して参りました。こうした事業活動は、初代か
らの教えである「細く長く」が所以となっているのかも
しれません。

ベストな提案は高い技術と責任感があるから
　当社では多数在籍する技能検定や国家資格保有者たち
の豊富な知識と現場経験を活かし、お客様の快適な住空
間や移動空間を実現するため、最適なソリューション（問

題解決）を提案し、適正価格で責任をもって自社の職人
が施工まで請け負います。
　例えば「夏の室温が高くなって困っている。」という
お悩みには、熱の原因である赤外線を遮る窓フィルム、
窓ガラス、カーテンやブラインドといった様々なご提案
をお客様のご要望やご予算にあわせて行います。
　注文の取次ぎのみを行い、施工を各地の下請施工店に
委託するビジネスモデルもございますが、当社は注文か
ら施工まですべて行い、地元に根ざし顔が見える施工店
でありたいと考えています。

コロナ禍でも迅速な対応
　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、飛沫対策商品の
開発販売にも取り組んでいます。
　緊急事態宣言直後、アクリル板の入手が困難になった
ことから、軽量かつ安価で安全なシンプルな飛沫防止プ
ラスチックシールドを開発しました。道内外様々なのお
客様からご依頼いただいております。お客様のご要望に
応じた設置方法をご提案しながら、おかげ様で6月から
現在まで200台近くのペースでご購入いただいておりま
す。現在、医療関係で利用できる検査用の大型シールド
の開発にも取り組んでいます。

創業100年に向けて
　これまでBtoBをベースに電話やメール、対面をメイ
ンにお取引していました。しかし、最近ではホームペー
ジの閲覧が増加し、一般の方からお問い合わせをいただ
く機会が増えました。今後、当社が一般の方の目にもつ
くようPRしていくことが課題です。
　創業100年に向けて、これまで通り高い技術を皆様に
ご提供して参りますので、今後ともご愛顧のほどよろし
くお願いいたします。

TEL　0138-45-0887
函館市昭和4丁目22-1
HP　�http://www.ohtake-shoten.com/

㈱大竹商店

㈱大竹商店
代表取締役　大竹　昌尚

テーマ
「細く長く」
今を見つめる総合ガラス施工問屋

NOW会員
Vol.80

▲高い技術力を要する自動車のガラス交換・修理

▲飛沫防止プラスチックシールド
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ご案内ご案内

❶ユーザー登録
　画面にアクセス

❷入会先を選択

ザ・ビジネスモール
のサイトを開く。

都道府県別の
一覧から選択

会社名を検索 ●企業名
●フリガナ
●郵便番号
●所在地
●電話番号
●業種（選択式）

●担当者名
●電話番号
●メールアドレス

取引関連情報
★サービス可能地域選択
（全国 or 関東・近畿 等）
★関心分野

会社名が表示されなかった
➡④企業情報の入力へ

会社名が表示された
➡⑤担当者情報入力へ

⬅

都道府県名

団体名

❸会社名を検索 ❹企業情報を入力 ❺担当者情報を入力 ❻パスワード設定

○○県

会社名 検索

○○商工会議所

担当者情報で登録した
メールアドレスにパス
ワード設定メールが届
きます。

24時間以内にパスワー
ドを6字以上の半角英数
で設定をしてください。
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　去る８月５日、令和２年度事業説明・昼食懇談会
を平山会長はじめ会員21名が出席し、ホテル函館ロ
イヤルにおいて開催しました。
　４月の定時総会が書面での開催であったことから、
あらためて令和２年度事業の説明がなされたほか、
新旧役員体制について報告があり、令和２年３月を
もって２期４年の会長任期が満了となった今直前会
長へ花束が贈られました。

ホームページ開設サービス ビジネス支援サービス
　仕入れ先・調達先を効率よく探
したい。どうやって探せばよいか
わからない…

　自社の得意分野やサービスを
PRしたい、ホームページを開設
したい…

　特化したサービスを探している
が、どこに依頼したらいいか分か
らない…

▶取引先らくらく検索
▶ザ・商談モール

▶簡易ホームページ
▶BMプレミアム
▶BMテンポ

▶提携サービス
▶BMアライアンス

　ザ・ビジネスモールは、商工会議所・商工会が運営するネットを活用した「会員限定」の商取引支援サービスです。
日本全国の商工会議所等会員企業データベースや、会員同士の無料マッチングサービスで商工会議所・商工会の会員企
業のビジネスマッチングを促進します。仕入先・調達先探しを効率的に行え、地域を超えたマッチング実績が続々報告
されています。
　取引先データベースとしての登録は26万社を超えており、仕入先・調達先の候補として登録する自社のＰＲページは
簡易ホームページとしても活用できます。日本全国の企業へ自社の技術・強みを知ってもらいたい、ビジネスパートナー
を探したい、仕入先を見つけたい、複数の企業から見積をもらいたい、販路を拡大したい等、貴社の課題解決にお役立
てください。
　登録・利用・マッチング成約にいたるまで、すべて無料です！
本所会員であれば、ご利用いただく事ができます。是非ご登録ください！

会議所のうごき
女性会
令和２年度事業説明・昼食懇談会

会員同士の無料マッチングサービス

登録までの簡単6ステップ

商談・取引支援サービス

取引開拓・商談を支援　ザ・ビジネスモール のご案内

ご登録はザ・ビジネスモールのホームページから
https://www.b-mall.ne.jp/

▲懇談会終了後の記念写真
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リスクに備えるなら、
商工会議所会員向け 充実の保険・共済制度!

【お問い合わせ先】函館商工会議所 商工会議所保険制度 検 索

病気やケガによる休業時の所得減に備えるなら

休業補償プラン

個人・法人の情報漏えいリスクに備えるなら

情報漏えい賠償責任保険制度～サイバーリスク補償型

事業活動における賠償リスク、PLリスク、事業休業リスク、財物損壊リスクを総合的に補償するなら

ビジネス総合保険制度

労災事故とそれによる企業の賠償リスクに備えるなら

業務災害補償プラン

輸出製品などの海外におけるＰＬリスク、リコールリスクに備えるなら

中小企業海外PL保険制度
海外取引先の債権回収不能リスクに備えるなら

輸出取引信用保険制度
海外での知財訴訟リスクに備えるなら

海外知財訴訟費用保険制度

「もしも」や「まさか」に備えて安心

生命共済制度
従業員の退職金を、計画的に積み立てる

特定退職金共済制度

従業員の生活を支える 商工会議所共済制度　安価な掛金で福利厚生の充実を実現

従
業
員
の
福
利
厚
生

賠
償
な
ど
の
経
営
リ
ス
ク

海
外
と
の
取
引

企業の「もしも」に備える 商工会議所保険制度　全国制度だから割安な保険料で充実した補償を実現

https://hoken.jcci.or.jp商工会議所の保険制度HP
※本記事は、制度概要を示したものです。詳しくは、函館商工会議所にご確認ください。

コレワーク北海道 雇用を通じて、罪を犯した人の立ち直りにご協力いただけないでしょうか？

法務省コレワーク北海道（担当エリア：北海道）
〒007-0801 札幌市東区東苗穂１条２丁目５－５

電　　　　話：０１２０－２９－５０８９（通話無料）【平日 10:00～17:00】
E - m a i l：corrework-hokkaido@i.moj.go.jp
ホームページ：http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei08_00070.html

札幌矯正管区庁舎１階

相談無料

Information
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会議所のうごき
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•開会
•国歌斉唱
•主催者挨拶
•表彰状授与
•祝辞　ご来賓代表
•謝辞　受彰者代表
•閉会
•記念撮影

お申込み・負担金

　本所では会員事業所を対象に、福利厚生支援事業の一環として、優良商工従業員表彰式を毎年11月に開催
しております。
　式典では、会員事業所に勤務され、事業主から成績優秀とご推薦をいただいた従業員の皆様を表彰し、
記念品の贈呈や記念撮影を行います。その後は長年の労をねぎらう祝賀会もご用意しております。昨年は
１７９名のお申込をいただき、勤労意欲の向上や、会社への愛着の増進につながった等、大変好評をいただ
いております。

　本年は、新型コロナウイルス感染症拡大のため、表彰式のみ開催し、祝賀会は中止とさせていただきます。

また、さらに状況が悪化した場合、賞状と記念品のみのお渡しとさせていただきます。予めご了承下さい。

お申し込み先・お問い合わせ先
函館商工会議所　企画情報課　TEL ２３- １１８１　FAX ２７－２１１１

～貴社を支える従業員の皆様に、感謝の気持ちを込めて～

■負 担 金 表彰者１名につき
 勤続　１０年以上　 ５,０００円
 〃 　２０年以上 　５,５００円
 〃 　３０年以上 　６,０００円
 〃 　４０年以上 　６,５００円

■締　  切　令和２年１０月９日（金）

■表彰期日 令和２年１１月２５日（水） 午後４時～
■会　　場 ホテル函館ロイヤル（函館市大森町16-9）

式典内容
厳かに執り行われる式典 表彰状授与

会員サービス事業

優良商工従業員表彰式
第62回
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１　趣　　旨	 	本商工会議所は商工業の振興を期するため、以下に定める要綱により永年同一事業所に勤務し、
勤務成績が特に優良と認める商工従業員を表彰することを目的とする。

２　主　　催	 	函館商工会議所

３　後　　援	 函館市、函館市議会、北海道渡島総合振興局、函館労働基準監督署、函館公共職業安定所、
　	（予　定）	 	北海道中小企業団体中央会道南支部、公益社団法人函館法人会、函館青色申告会、	

函館経営者協会

４　日　　時	 令和２年１１月２５日（水）午後４時～
  本年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、表彰式のみ開催し、祝賀会を中止とさせて

いただきます。
  また、さらに状況が悪化した場合、賞状と記念品のみのお渡しとさせていただきますので予め

ご了承下さい。

５　場　　所	 ホテル函館ロイヤル（函館市大森町１６-９）

６　表　　彰	 勤続４０年以上　表彰状（本所会頭・日商会頭連名）	 記念品
	 勤続３０年以上　表彰状（本所会頭・日商会頭連名）	 記念品
	 勤続２０年以上　表彰状（本所会頭・道商連会頭連名）	 記念品
	 勤続１０年以上　表彰状（本所会頭）	 記念品	

７　推　　薦	 申請書に所定の事項をご記入の上、負担金を添えお申込ください。

８　負 担 金	 表彰者１名につき	 １０年以上　５，０００円　２０年以上　５，５００円
	 	 	 	 ３０年以上　６，０００円　４０年以上　６，５００円　　
  　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため祝賀会中止に伴い、例年より負担金を下げせてい

ただきます
	 １０月９日（金）までに下記の口座にお振込みください。
	 【振 込 先】　北洋銀行　函館中央支店　普通預金　４１８２１５４
	 【口座名義】　函館商工会議所

９　申込締切	 令和２年１０月９日（金）

10　申込方法	 	表彰申請書（裏面）は締め切りまでに本所あて、E-Ｍail、ＦＡＸ、郵送のいずれかでご回示ください。
	 お申込みいただいた会員事業所様には、１０月末頃に再度詳しいご案内を差しあげます。
	 【連 絡 先】郵　送　０４０-００６３　函館市若松町７-１５
	 　　　　　ＦＡＸ　０１３８-２７-２１１１
	 　　　　　E-Mail　kentei@hakodate.cci.or.jp
	 表彰申請書は函館商工会議所ホームページからもダウンロードできます。
	 ＵＲＬ　https://www.hakodate.cci.or.jp/

第１条	 	本商工会議所は商工業の振興を期するため、永年同一事業所に勤続し、且つ勤務成績が特に優良と認
める商工従業員を表彰してその功績に報い、もって能率の増進と生産意欲の昂揚を図るものとする。

第２条	 	前条の商工従業員は、本商工会議所会員の従業員より事業所代表者が推薦し、表彰審査会で決定する。
会社、工場、商店等で、その事業を合併または整理等により閉店し再び開店した場合においては、そ
の勤務年数を通算する。

第３条	 	被表彰者選考のため表彰審査委員会を設ける。
第４条		 	表彰の対象となる商工従業員は勤続１０年以上で、次の各号に該当する者とする。
	 A	商工業の振興に貢献し功績顕著なもの。
	 B	誠実に業務を遂行し他の従業員の模範となるもの。
第５条	 	表彰は次のとおりとする。
	 １０年以上、２０年以上、３０年以上、４０年以上。	
	 一度表彰された者は、次の年限段階にならなければ表彰されない。
第６条	 表彰は表彰状、記念品を贈呈してこれを行う。
第７条	 会社その他の役員は表彰を受けることができない。
第８条	 本表彰の勤続年数は、１０月１日現在で算定する。
第９条	 表彰は毎年１１月に実施する。

函館商工会議所 優良商工従業員表彰 実施要綱

第６２回 函館商工会議所優良商工従業員表彰 実施要領
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函館商工会議所で施行する
各種検定試験　申込期間変更のお知らせ

【令和２年度地域別最低賃金の改定額について】 

　次回12月までの検定試験について、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い万全を期して試験施行するため、各種検定
試験の申込期間を短くしております。ご受験をご希望される際のお申し込みについて、ご注意くださいますようよろし
くお願い申し上げます。
　今後の検定試験施行情報の詳細は、改めてホームページ等でご案内いたします。

　去る８月21日に、厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が、答申した令和２年度の地域別最
低賃金の改定額（以下「改定額」という。）を公表しました。
　これは、７月22日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和２年度地域別最低賃金額改定の目安
について（答申）」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査·審議した結果を取りまとめたものです。
　答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、
10月１日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。
　なお、北海道の最低賃金は861円で引き上げは行われず、10月以降発効されると全国平均844円との差は17円となります。

【令和２年度　地方最低賃金審議会の答申のポイント】 
◦最低賃金の引上げを行ったのは４０県で、１円～３円の引上げ（引上げ額が１円は１７県、２円は１４県、３円は９県）
◦改定後の全国加重平均額は９０２円（昨年度９０１円）
◦最高額（１,０１３円）と最低額（７９２円）の金額差は、２２１円（昨年度は２２３円）
◦最高額に対する最低額の比率は、７８.２％（昨年度は７８.０％）

令和２年度の地域別最低賃金の改定額は厚生労働省ホームページにてご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13061.html

検定名 回 施行日 募集期間
簿記
（１～３級）

１５６回 ２０２０年１１月１５日（日） １０月 １日（木）～１０月１５日（木）

珠算
（段位、１～１０級）

２２０回 ２０２０年１０月２５日（日） ９月 ７日（月）～ ９月２３日（水）

カラーコーディネーター
（スタンダードクラス、アドバンスクラス）

　４９回 ２０２０年１１月２９日（日） ９月３０日（水）～１０月１６日（金）

ビジネス実務法務
（１～３級）

　４８回 ２０２０年１２月 ６日（日） １０月 ６日（火）～１０月２３日（金）

福祉住環境コーディネーター
（１～３級）

　４５回 ２０２０年１１月２２日（日） ９月２４日（木）～１０月　９日（金）

　商工会議所の検定試験は、多くの企業から高い評価と信頼を得ており、昇進や昇格の条件、資格手当の対象にしてい
るところもあります。特に簿記１級合格者は、税理士試験の受験資格が得られます。また、多くの大学・短大等で、推
薦入試の基準や単位認定の対象としても利用されています。
　１つでも商工会議所の検定試験の資格を取得することで、当該分野において専門的かつ実践的な知識やスキルを修得
した証明となります。貴社従業員のスキルアップとして商工会議所の検定試験をぜひご活用ください。
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第64回函館圏優良土産品推奨会　函館市長賞

縄文のりセット１８０ｇ×２………… 1,500円(税抜)

豊穣の海、縄文の里 南茅部の前浜で育ったダルスを原料に佃煮を仕上げました。
ビタミン、ミネラルが豊富な逸品です。是非ご賞味下さい。
豊穣の海、縄文の里 南茅部の前浜で育ったダルスを原料に佃煮を仕上げました。
ビタミン、ミネラルが豊富な逸品です。是非ご賞味下さい。

久二野村水産㈱

久二野村水産株式会社
会社URL：http://www.hamazukuri.com/
函館市臼尻町 245　TEL ０１３８-２５-３４５６

お問い合わせ：企画情報課　　TEL : ２３－１１８１
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　貴社創業から現在までの取り組みをメインに、取り扱ってい

る商品・サービスの一部をご紹介します。

自社PRにご活用ください。

　過去の会員NOWは本所ホームページの

会報バックナンバーよりご覧いただけます。

(https://www.hakodate.cci.or.jp/newsletter/s55)	

　本所会員様限定の優待情報を通じて、会員事業所相互のコ

ミュニケーション形成の場をご提供しています。

　「１０％OFF」「１,０００円割引」など優待情報を条件に商

品紹介をメインにPRしていただけます。

　申込書ダウンロードはこちら

(https://www.hakodate.cci.or.jp/activity/12862.html)	

｢会員NOW｣｢Member’s Board｣を活用して

ともえで自社をPR！掲載募集中！

会員NOW

Member’s Board

	　毎月１０日発行の本誌カラーページにて、会員事業所の取り組み

をご紹介しています。

　｢会員NOW｣ または ｢Member‘s	Board｣ にご掲載を希望する

事業所（業種を問わず）を随時募集しています。

　ご掲載は無料です。下記までお気軽にご相談ください。

こんな方におすすめこんな方におすすめ

こんな方におすすめこんな方におすすめ

｢創業○○周年の
　　　　節目にPRしたい｣
　
｢自社の取り組みを
　　　　　　　PRしたい｣

｢新商品・新サービスの
　　　　　　PRをしたい｣

｢販路開拓をしたい｣



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／坪井　昌紀
住　所／函館市松川町6番1号
� 加藤ビル3階
ＴＥＬ／0138-84-6019

代表者／川合　正人
住　所／函館市吉川町7番10号
ＴＥＬ／0138-43-8181

坪井昌紀税理士事務所・行政書士つぼい事務所

株式会社　田中組　函館支店

　相続・贈与や同族会社を含めた節税対策
を得意としています。
　税金や財産に関することは何でもご相談
ください。

　北海道で創業110余年、豊
かな大自然と豊かな暮らしを
共生させる信頼の総合建設

�ご入会ありがとうございます。

★
●ツルハドラッグ
　函館松川店

函館市消防本部
北消防署大縄出張所●

至
函
館
駅
⬇

⬆
至
五
稜
郭
駅

八
幡
通



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

東京海上日動火災保険株式会社　函館支社
〒041-0806
函館市美原１－１８－１０　函館東京海上日動ビルディング５Ｆ
ＴＥＬ：０１３８－４５－４５１１　ＦＡＸ：０１３８－４５－３５６１
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　先日、面白いオンラインイベントに参加しました。宮城
県石巻市にある水産加工会社、木の屋石巻水産と新潟県新
発田市の酒造会社、菊水酒造と東京のスタジオをオンライ
ンでつないで、両社の商品を味わいながら、視聴者とつく
り手がチャットを通じてコミュニケーションを取るという
ものです。
　参加者には木の屋石巻水産から金華さばと鯨の大和煮の
缶詰が事前に宅配便で届きます。また同様に、菊水酒造か
らは缶に入った日本酒が３種類（スパークリング、生原酒、
熟成生原酒）届きます。イベント当日は、両社の営業担当
者が、会社の歴史や商品づくりのストーリーをビデオや資
料を用いて視聴者に語り掛けます。東京のスタジオにいる
缶詰の専門家であるコーディネーターが補足しながらイベ
ントが進みます。
　お酒とおつまみが事前に届くわけですから、当然、イベ
ント開始とともに視聴者と出演者は飲んだり食べたりしな
がら、両社の商品を楽しみます。またチャット機能を通じ
て集めた視聴者の質問に出演者が答えたり、出演者同士の
交流も生まれたりします。
　１時間のイベントの参加費は2000円。私が参加した会は
100人ほどがオンライン飲み会を楽しみました。新型コロ
ナウイルスの影響で、外出自粛の傾向にある昨今、こうし
たモノと情報を組み合わせたオンラインイベントがたくさ
ん企画されています。観光地やバス会社、旅行会社が企画
するオンラインツアーはその代表例です。
　よくあるのは、観光地から事前に届いた名産品の食材を
オンラインツアーの最中に視聴者が調理をして試食すると
いった形態です。例えば４月と７月に実施された島根県海
士町のオンラインツアーでは、地元産のカキやサザエなど
とそれを調理するためのブリキ缶や軍手などもセットで届
きます。

　いろいろな地域のオンラインツアーの内容を見ると、こ
れからブラッシュアップされていく可能性を感じます。現
在はまだオンラインツアー第一世代ともいうべきフェーズ
で、「いかに現実のツアーに近づけた体験を提供できるか？」
が主眼の企画が多いように見えます。今後、地域間の競争
も激しくなるといかに消費者に選ばれるが問われます。
　そのためには、オンラインでしか実現できない付加価値
の開発が鍵ですが、まずは、よりきめ細かいターゲティン
グが求められるでしょう。例えば、リアルの旅では負担が
大きい高齢者向けやペットとともに楽しめるものなどです。
気軽に試せる特性を生かして、低価格の企画をつくったり、
逆に豪華列車などを利用するような富裕層向けには事前申
し込みによる食材の在庫負担が軽いことを生かして、高額
商品を提供したりする企画もあり得るでしょう。ご当地ラー
メン対決など、切り口によっては地域を越えたコラボ企画
も生まれる余地もあります。この分野は黎明期の今だから
こそチャンスも大きいと思います。
　個人的には、ご当地の魅力的な人物の発掘と出会いや偶
然の面白さ（＝セレンディピティ）の実現が鍵かなと思っ
ています。
� 日経ＢＰ社「日経ビジネス」シニアエディター
� 渡辺　和博

「まだまだ面白くなるオンライン活用」
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　「客足は３月が７割減、４、５月は９割減。一度
は店を閉じることも考えた」。開口一番、新型コロ
ナウイルスの影響で地域の外食業界が直面した危機
的な状況を振り返った。算用子さんは緊急事態宣言
の対象が全国へ拡大したことを受け、大型連休期間
中、県の要請に応じて休業した。「売り上げの激減、
資金繰りへの不安など苦しかったが、県からの協力
金で急場をしのいだ」。少しでも収益を上げようと、
妻と二人で昼のランチを復活させたと話す（ランチ
は７月で終了）。入店時にお客の手指の消毒、店内
をこまめに消毒するなど感染予防策を徹底している。
　インターネットを活用して飲食店への支援金を
募るクラウドファンディング型事業「みらい飯
AOMORI」（青森商工会議所が実施）参加店。「当
店にも多くの人から支援をいただいた。支援者の手
元にお届けするプレミアム付き食事券の利用が８月
１日から始まります。ご来店のお客さまにはお礼の
気持ちを込めて精一杯おもてなししたい」。
　刺し身、揚げ物、焼き物がバランスよくメニュー
に並び、リーズナブルな価格で味わえる。ホタテ、
真イカ、真鯛、メバチマグロなど刺し身の盛り合
わせは人気メニュー。左党には田酒（青森）、豊盃
（弘前）、亀吉（黒石）など県産酒がそろっている。
店は旧中三斜め向かいにあるビル２階に構えるが、
客が吸い込まれるように階段を上がってくる。「客
筋の８割はリピーター客。ネット情報を見て立ち寄っ
てくれるお客さんも」。カウンター席、テーブル席、

座敷席まであるが、コロナ禍の中、密にならないよう、
席と席の間隔を広くとって利用してもらっている。
　建設業に身を置いたが、30歳を目前にしてこの
業界に。「特に理由はなかったが、居酒屋を経営し
てみたかった。ずぶの素人の転職は不安だらけで当
初は一年続けばいいと覚悟していた。それが丸７年
経過、今年で８年目に入ることに」。
　コロナ禍で身に染みた出来事もあった。「客足が
極端に遠のいた時期、常連さんから『コロナが落ち
着いたらまた行くからね』と、多くの励ましをもらっ
た。こうした人たちに支えられていると、改めて実
感しました」。落ち着いてきたかに見える県内の感
染者数もこのところ心配する出来事が。「ウイルス
との闘いはまだ先が見えません。飲食店が生き残る
には何が必要なのかを日々考えています」

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8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。

居酒屋　呑みくい屋「さん」
� 代表　算用子�裕史�さん商 工 プ ラ ザ

「みらい飯」支援集める人気店。コロナ禍の苦境乗り越え、生き残りを模索

青森市古川1-17-1 赤とんぼビル2F　　TEL  017-774-5593問い合わせ先

「店内には『ねぶた祭』をはじめ、県内夏祭りの大型ポスターを掲
示しています。夏まつりの雰囲気を味わって」と話す算用子さん
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