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■今月の表紙
「山と港を一望できる憩いの場 ベイエリア」
　函館山と港が一望できる開放的な空間が人気のベイ
エリアを撮影した一様です。
　現在、岸壁の老朽化により改良工事・緑化整備工事
が行われています。工事期間は2021年3月までを予定
しており、撤去中の桟橋と新島襄ブロンド像が再設置
されます。
　完成されると、一帯が遊歩道と花壇が整備され、市
民と観光客の憩いの場になるのではないでしょうか。

令和2年８月11日発行（毎月1回1０日発行）

函館商工会議所報
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●㈱ケアスマイル青森



2

はこだて検定とは
　はこだて検定は、函館の街に関する歴史・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て頂き、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て実施しています。子供達の郷土愛の育成や、観光関連事業に従事する方々の
資質向上にも最適です。

■公式テキストブック（第７版）（B５版２０７頁） 
 ２，２００円（税込）

■過去問題集 上級・初級 各５５０円（税込）
　テキストブックは函館商工会議所、市内大型書店にて販売、
問題集（第７回から第１４回の試験問題と模範解答）は函館商
工会議所のみでの販売となっております。

はこだて検定活用のすゝめ

㈱丸井今井函館
上級合格者　Mさん

●はこだて検定をご受験された理由は？
　受験当時、服飾担当で靴の販売をしていましたので、函館の街歩きと
結び付けたいという想いからでした。
　当社は永く函館市民の皆さまに支えられてきましたので、今一度函館
について学ぼうと受験しました。

●上級は大変難しいですがどのように勉強しましたか？
　全く知識がない状態からのスタートでしたので、はこだて検定のテキ
ストと併せて、函館の歴史についての書物を探しては勉強していました。
　上級・初級問わず、自分の興味のある分野から楽しく勉強するのがい
いのではないでしょうか。

相互交通㈱
計21名合格

●はこだて検定を団体でご受験された理由は？
　観光で来られた方に函館の街を楽しんでいただ
くため、観光対応の知識が必要ですので乗務員に
は積極的に受験してもらっています。
　また、旅行会社様とのお仕事の際に、当社が観
光モデルコースを選抜し独自のパンフレットと併
せて活用しています。

●皆様どんな勉強方法を実践していますか？
　基本的には個人で公式テキストや過去問題集を
使って勉強しています。
　11月の検定に向けて2か月前ほどから、はこだ
て検定の対策講習を社内で開き、ディスカッショ
ン形式で勉強しています。

特集
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２０２０年度　第１５回函館歴史文化観光検定（はこだて検定）について
■施行日

　１１月８日（日）
■募集期間
　８月１７日（月）～９月３０日（水）
　※インターネットによるお申込みは９月２９日（火）まで

■出題範囲
　歴史、史跡、建築、美術工芸、文化芸能スポーツ、風習、祭と行事、郷土料理、方言、地理地名、自然、
政治経済、観光学、出身者など函館及び渡島桧山地域に関すること

試験の詳細は折込の受験要綱・申込書をご覧ください。

お問い合わせ：本所企画情報課　TEL０１３８−２３−１１８１
函館歴史文化観光検定（はこだて検定）函館商工会議所ＨＰ
https://www.hakodate.cci.or.jp/kentei/hakodatekentei

函館空港ビルデング㈱
初級合格者　Aさん
●はこだて検定を団体でご受験された理由は？
　私の所属する課では、函館の観光スポットや歴史などをお客様へお伝
えするため、はこだて検定を受験することになっています。
　特に「石川啄木が好きで」「土方歳三が好きで」などの理由で来函され
た方との会話で、はこだて検定の知識を活用しています。

●お手元のノートはなんですか？
　函館についてまとめたノートです。仕事で使う知識ですのでテキスト
の丸暗記はしませんでした。
　過去２回受験しどちらも合格したのですが、勉強しないとすぐに忘れ
てしまうので、普段から持ち歩き、たまに開いて勉強しています。

㈱ほのぼのファーマシー
初級合格者　Oさん
●はこだて検定をご受験された理由は？
　所報ともえで、はこだて検定の記事を見たのがきっかけです。私は関
東出身で、仕事の関係で函館にきました。せっかく住む地域のことを知
ろうと趣味で受験しました。薬局では職業柄、活用はできていませんが
観光に携わる方や営業職の方は、話題作りのきっかけになると思います。

●Oさんにとって函館の魅力は？
　函館の歴史ってすごく変わっててインパクトがありますよね。
　個人的におもしろかったのは、高砂通りが元々川だったということで
すね。今では考えられませんし。函館について勉強を始めたらいつのま
にかハマっていました。
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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ます。加えて８月と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。

　本所では８月から２つの専門相談を新設いたしましたのでお知らせします。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）

１　「新型コロナ対策専門相談」（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）

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

２　「働き方改革専門相談」（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）

　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：８月28日、９月18日ほか令和３年３月までの第３金曜日10:00～16:00

詳細は今月号同封の折込チラシをご覧のうえFAXまたはお電話でお申し込み下さい。

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。

経営相談会
概要

■実　施　日：	８月25日㈫、９月25日㈮、10月22日㈭、11月17日㈫、12月10日㈭
■会　　　　場：	�フォーポイントバイシェラトン函館（８、12月）、花びしホテル（９月）、�

テーオーデパート（10、11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：	８月25日(火)フォーポイントバイシェラトン函館
 ９月25日(金)花びしホテル
■実 施 時 間：	両日14：00、15：00の２回（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（支給決定日から90日以内）
	 　◦	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／8月19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／9月9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／9月8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／8月26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／8月28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／9月10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２年８月２４日㈪ １４：００～１７：００

場　所／  函館商工会議所３F会議室
講　師／		動画クリエイター
	 一般社団法人	フォトコミュニケーション協会

	 インストラクター 竹内　悠貴 氏
定　員／  ３０名（先着順、受講無料）

日　時／ 令和２年９月１日㈫ １４ :００～１６:３０

場　所／  函館商工会議所３F会議室
講　師／  経営革新等支援機関	ナインソーツコンサルティング㈱　代表取締役
	 中小企業診断士　ＩＴコーディネーター
	 経済産業省認定	スマートＳＭＥサポーター	野村　忠史 氏
定　員／  ２０名（先着順、必ず８月２５日（火）までにお申込みください。受講無料）

セミナー

セミナー

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

閲覧注意！！物欲を刺激する動画の作り方教えます！

実践！ビジネスシーンを変える！

誰でも簡単！スマホで伝わるＰＲ動画の作り方！

Zoom活用術

お問い合わせ：本所　経営支援課　　TEL : ２３－１１８１

（注）新型コロナウイルス感染症拡大防止について
　　 ●参加者はマスク着用、アルコール消毒にご協力お願いします。
　　 ●当日に発熱や咳が出る方はご参加をお控え下さい。
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　当店は2008年７月開業、函館市元町の大三坂にある蕎
麦屋です。店舗は1925年に建てられ、函館の伝統的建造
物として指定された歴史ある古民家を活用しています。
　古き良き日本の古民家と店内を流れるジャズ音楽の和
洋折衷が心地よく、ゆったりとした空間の中で、こだわ
りのお蕎麦の味と香りをお楽しみいただけます。

「久留葉」と「序葉久」開業までの道
　前職を40代で早期退職し、全くの初心者として蕎麦職
人を目指しましたので、まずは道内にある数多くの名店
を食べ歩き、店主の方と人脈を作りました。
　ある職人さんのご紹介で、ニセコ町で蕎麦屋を営む職
人の方に弟子入りをさせていただき、住み込みで蕎麦づ
くりの基礎を教わりました。その傍ら開業に向けて物件
を探し、全道各地をまわりました。そして、大三坂にあ
る風情溢れる古民家に一目見て魅了され、開業を決断し
たことを鮮明に覚えています。

　開業後まもなく、当店のお蕎麦を大変気に入っていた
だいたご夫婦から、七飯町に所有する「築100年以上の
古民家を使って蕎麦屋をやらないか。」とお誘いいただ

き、2013年７月に函館商工会議所の経営指導員のサポー
トを受け、２店舗目となる「序葉久（じょはきゅう）」
を開業するに至りました。

蕎麦の魅力と奥深さに引き込まれて
　開業前、お蕎麦の研究と同時に歴史についても学び、
お蕎麦の魅力と奥深さにどんどん引き込まれていきまし
た。例えば、お蕎麦の栽培は縄文時代からされており、
大事な栄養源として重宝されていました。江戸時代にな
ると現代のお蕎麦の形が完成されて、日本最初のファー
ストフードとして親しまれてきました。
　実はお蕎麦の食べ方は、地方によって違いがありま
す。当店２つの店舗ではお蕎麦の魅力をお伝えするため
に「江戸蕎麦」と「山形蕎麦」で全く違ったメニューを
ご提供しています。

　久留葉でご提供する「江戸蕎麦」は、注文から提供ま
での時間が早いことから、忙しい江戸っ子に大変人気を
博したお蕎麦です。皆様が一般的に想像するのがこの「江
戸蕎麦」だと思います。当店自慢の天ぷらと一緒にお楽
しみいただけます。
　一方、序葉久でご提供する「山形蕎麦」は、農家が力
をつけるために食べていたのがお蕎麦だったので、濃い
目の味付けと大きいボリュームが特徴の「板蕎麦」など
をご提供しております。
　店舗によって全く違った味わいに驚かれるお客様もい
らっしゃいます。

これからも美味しいお蕎麦をご提供
　開業当時から現在まで、蕎麦について研究してきまし
た。市民の方や観光で来函されたお客様にご満足いただ
けるよう、昨日より今日、今日より明日と美味しいお蕎
麦をご提供していきたいです。

久留葉：函館市元町30-7� TEL�0138-27-8120
序葉久：七飯町大川1丁目10-4� TEL�0138-64-2111

蕎麦彩彩 久留葉（くるは）
代表　加藤 英俊

テーマ 美味しい蕎麦を探求し続ける
NOW会員

Vol.79

▲季節の人気メニュー「スダチの冷かけそば」

▲桜海老のかきあげセイロ
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　新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言延長等の影響により、売上が減少した事業者に対し
地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金（法人600万円以内、個人事業者等300万円以内）の申請受付が
７月14日より開始されましたので、申請に必要な要件等についてお知らせします。

１．�資本金10億円未満の中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者（社団・財団法人、医療
法人、社会福祉法人、NPO法人など会社以外の法人も幅広く対象）

２．今年５月～12月の売上高が下記のいずれかの場合（減少した月・期間は任意で選択）
　　□�いずれか１か月間の売上高が、前年同月比で50％以上減少している
　　□�連続する３か月間の合計売上高が、前年同期比で30％以上減少している
３．自らの事業のために占有する以下の土地・建物の賃料が対象
　　□�賃貸の自宅兼事務所の場合、確定申告書等に基づく事業用途部分
　　□�事業用の借地の賃料（駐車場や資材置き場等）
　　□�賃貸に付帯する管理費・共益費も、契約書で一体的に取り扱われている部分
４．原則、以下全ての要件を満たしていること（移転・契約更新例は要項別冊を確認）
　　□�令和２年３月31日時点、かつ申請日時点で有効な賃貸借契約があること
　　□�申請日より直前３か月間の賃料支払い実績があること
※�自己所有の土地・建物のローン返済は対象になりません。また、賃借関係人が事実上同一人物、配偶者、一親等の場合、又貸
し物件の場合は給付できません（詳細は給付規程参照）

※2019年以降に創業・法人成りした方、連結納税、今年法人合併した場合は特例あり(要項別冊)
※風俗営業・宗教団体など給付対象外業種がありますので申請要項をご確認下さい

１．�申請時の直近１か月における支払賃料月額に基づき算定した給付額月額の６倍（例：８月に申請する場合は７月
の支払賃料が算定基礎額）給付上限額は法人600万円以内、個人事業者等300万円以内

給付金を受けることができる事業者（給付要件）

給付額について

■給付金申請に関するお問い合わせ先■給付金申請に関するお問い合わせ先
家賃支援給付金コールセンター　電話0120-653家賃支援給付金コールセンター　電話0120-653--930（毎日8：30～19930（毎日8：30～19：：00）00）

１．�原則インターネットによるオンライン申請で、メールアドレスが必要です。パソコンまたはスマートフォンのメー
ルアドレスをお持ちでない場合はフリーメールの利用を検討して下さい

（申請ページＵＲＬ）
https://yachin-shien.go.jp/ 

　※法人・個人別の詳細な申請要項もこのＵＲＬからダウンロード・参照して下さい
２．�オンライン申請が難しい方向けに、完全予約制の「申請サポート会場」が7月15日から設置されています（函館
市会場は五稜郭地区の「ホテル法華クラブ函館」）。サポート会場ご利用の場合は、上記webサイト「申請サポー
ト会場」ページにある「申請補助シート」（法人で28ページ、個人で25ページ）の準備・持参が必要です。準備
が出来ましたら、上記webサイト、またはサポート会場予約専用ダイヤル�0120-150-413（受付時間毎日9：
00～18：00）から事前予約を行って下さい。

各項目を申請画面に入力し、証拠書類等のデータ・画像ファイルを添付送信します

（準備する書類に関するURL）
https://yachin-shien.go.jp/flow/documents/index.html  

申請期限　令和３年１月１５日　24時
　持続化給付金と異なり、個別の賃貸借契約内容の確認・審査のため支給まで時間がかかることが発表されています
ので、申請前に添付書類の十分な点検をお願いいたします

申請方法

申請に必要な書類・情報について

経済産業省・中小企業庁「家賃支援給付金」のご案内経済産業省・中小企業庁「家賃支援給付金」のご案内
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新北海道スタイルとは 
　新型コロナウイルスとの闘いが長期化しています。
　私たちは、国が示した「新しい生活様式」の北海道内での実践に向けて、ライフスタイル、ビジネススタイル
を変革しなければなりません。
　北海道に関わる全ての方々の知恵を集め、取組を可視化し、道民と事業者が連携しながら、北海道全体で感染
リスクを低減させる、そして、事業継続やビジネスチャンス拡大につなげていく。
　それが「新北海道スタイル」です。
　道民の皆様が心を一つに、コロナに強い新たなステージの北海道を目指しましょう。
� 北海道知事　鈴木　直道　　　　　　

皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします

フェーズ１ 
　感染爆発の脅威が去るまでの当面の間、道民や事業者は知
恵を出し合って行動スタイルを変革し、感染リスクを可能な
限り低減させて、社会経済活動を継続していくことが必要。

フェーズ２ 
　フェーズ１の実効性を高めるため、「新北海道スタイル」
実践企業の利活用促進により道内需要を受け止めるととも
に、コロナに強い安心・安全な北海道を積極的に発信し、ウィ
ズコロナで北海道が選ばれる環境を整備。

フェーズ３ 
　アフターコロナを見据え、今後も続いていく新しい行動
スタイルや社会システムをビジネスや地方創生のチャンス
と捉え、フェーズ１､ ２の取組と並行して早期から検討に
着手することで本道の新たな成長産業化を目指す。

　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。

事業者の皆さま向け「７つのポイント」
　事業者の皆さまへ「７つのポイント」への取組をお願いします。

会員企業の皆様へお知らせ　新北海道スタイル構築促進事業を実施します

　当面、新型コロナウイルスがゼロになることはなく、また、長期間にわたる休業要請等を継続して
いくことは限界。

「新北海道スタイル」の展開方向
現状・課題

短　期

フェーズ２

フェーズ１

フェーズ３

フェーズ 現在・直近 中　期
道民と事業者の連携による感染拡大
防止と社会経済活動の両立

道内需要の受け止めと「新北海道スタイル」
ブランドの道外・海外への発信

生活・ビジネススタイルや社会システムの
変革に伴う新たなビジネスチャンスの獲得

道民や事業者の行動変容を促す支援
オール北海道で推進する体制の構築
道庁自らが行動変容を実践

道民による実践企業等の利活用促進（道内需要の受け止め）
道外・海外に向けて、安心・安全な北海道ブランドを積極的に発信

新たなスタイルやシステムに関連するビジネス展開の支援
新たなスタイルやシステムを地方創生につなげる支援

新北海道スタイルの推進と展開 
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　新幹線青森・函館早期開業促進期成会（会長：本
所境副会頭）は、昭和61年に「新幹線現函館駅乗
り入れ促進期成会」として誕生、その後、平成５年
には「新幹線青森・函館同時開業促進期成会」、平
成17年には「新幹線青森・函館早期開業促進期成会」
へと改称し、民間企業、地元商店街組織、市内町会
等を中心としたオール函館の体制で新幹線の青森・
函館早期開業を促進するとともに、その早期実現を
図ることを目的とし、国等に対し陳情・要望活動等、
様々な事業を展開してまいりました。
　このような活動が実を結び、平成28年３月に北
海道新幹線が開業し、約４年が経過した現在、同期
成会の所期の目的は既に達成され全ての任務を終え
たことから、去る６月24日、書面にて、解散総会
を開催し、議案である平成31（令和元）年度収支
決算報告について、同期成会の解散について、残余

財産の取り扱いについて（函館市へ寄附）それぞれ
審議が行われ、いずれも原案のとおり承認されました。
　これを受け、去る７月28日、市長会議室におい
て寄附金320万円の贈呈式が執り行われ、境会長よ
り工藤市長へ目録が手渡された後、そのお礼として
感謝状が贈呈されました。

　去る７月17日、函館市役所において、新型コロ

ナウイルス感染症対策を迅速かつ効果的に進めるに

あたり、関係団体との情報交換を行うことを目的と

して設置された「函館市新型コロナウイルス感染症

対策地域連携会議（座長＝工藤市長）」の第１回会

合が開催され、本所より久保会頭が出席しました。

　会議では、国・北海道および函館市の主な動向が

報告されたほか、函館市の緊急対策についても説明

がなされ、出席者は今後の感染症対策について意見

を交換しました。

▲工藤市長へ寄附金の目録を手渡す境会長

会議所のうごき

新幹線青森・函館早期開業促進期成会
所期の目的を達成し解散

函館市新型コロナウイルス 
感染症対策地域連携会議
国・北海道および函館市の主な動向が報告
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　去る７月16日、北海道商工会議所連合会の主催
による、令和３年度予算確保に向けた中央要望活動
を実施し、本所より久保会頭が参加しました。
　当日は、経済産業省や財務省などの関係省庁を訪
問し、新型コロナウイルス感染症の収束を見据えた
北海道経済回復への対策について緊急要望を行った
ほか、中小・小規模企業の活力強化や地域振興対策
等を盛り込んだ15項目を要望しました。

　去る７月31日にホテル函館ロイヤルにおいて、函館市功労者表彰式が開催され、金森商船㈱取締役
会長（本所監事）渡邉兼一氏が、本市観光と経済の振興発展に尽力し貢献されたとして受賞されました。
　渡邉氏は、函館国際観光コンベンション協会会長、函館港まつり実行委員会会長、函館冬フェスティ
バル顧問なども務められています。

　函館市の教育、産業経済、保健衛生、防災、社会福祉その他公益事業に関して功労が特に顕著な方を
表彰するため、昭和23年に創設されました。
　これまで個人620人と10団体が受賞しています。

　函館警察官友の会（会長＝久保会頭）は、設立50周
年記念事業の一環として、函館中央管内防犯協会へ
防犯カメラ２台を寄贈し、去る７月３日に函館中央
署において行われた寄贈式で目録を贈りました。
　当カメラは、美原交番敷地内に設置し、付近の通
学路や道路を撮影し、犯罪の抑止に活用されます。

▲経産省安藤事務次官（左から3人目）へ要望書を提出 ▲目録を渡す久保会頭

令和３年度予算確保に向けた中央要望活動
要望書を関係省庁へ提出

防犯カメラ寄贈調印式
美原交番敷地内に設置

函館市功労者に函館商工会議所監事の渡邉兼一氏が受賞

函館市功労賞について
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議員の職務を行う者の変更
・３号議員	 北海道電力ネットワーク㈱	 （新）執行役員函館支店長	 金　谷　俊　昭	氏
	 	 	 	 （旧）函館支店長	 樫　原　一　朗	氏
	 （令和２年７月１日付）
議員の職務の変更
・１号議員	 ㈱総合広告アドバンス　小坂　三男	 （新）代表取締役会長
	 	 	 	 （旧）代表取締役社長
	 （令和２年６月17日付）

議員の職務を行う者の変更
・１号議員	 ㈱北陸銀行函館支店	 （新）支店長	 辻　　　岳　史	氏
	 	 	 	 （旧）支店長	 嶋　田　慎　吾	氏
	 （令和２年６月29日付）

議員の異動
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　去る６月11日、道は、㈱味の海豊が製造・販売す
る商品に対し、食品表示法に基づく改善指示を行っ
たことを発表し、新聞報道等でも大きく報じられました。
　同社（代表取締役社長�佐藤�豊�氏）は、当協議会の
副会長職に就いていたこと（本人の申出により７月
15日を以って辞任）に加えて、改善指示の対象と
なった商品の内、｢幸福のずわいがに｣ については、
平成30年３月19日に開催した第62回函館圏優良土
産品推奨会において最高賞である“函館市長賞”を

受賞しています。
　これを受け、当協議会では、去る７月10日に臨
時正副会長会議、７月20日に臨時役員会（書面開催）
を開催し、本件について審議を行った結果、同社に
対し下記に挙げられる処置を実行することが決議さ
れました。
　また、｢幸福のずわいがに｣ の第62回函館圏優良
土産品推奨会-函館市長賞受賞の抹消」については、
去る７月30日、函館圏優良土産品推奨実行委員会（構
成団体：函館市、函館商工会議所、(一社)函館国
際観光コンベンション協会、みなみ北海道地区観光
土産品公正取引協議会）の臨時会議(書面開催)に
おいても審議がなされ、正式に決定しました。

①対　象　商　品　　｢美味珍味ずわいがに｣、｢幸福のずわいがに｣、｢常務のずわいフレーク｣ の３商品
②違反行為の概要　　�原材料にベニズワイガニとズワイガニの両方を使用しているにもかかわらず、ベニズワイ

ガニについて表示せず、商品名の一部及び原材料名欄に「ずわいがに」などと表示し、そ
のうち「常務のずわいフレーク」の内容量について、実際は85グラム前後であるにもかか
わらず、「100ｇ」と表示し、一般消費者向けの商品として販売した。

１．｢幸福のずわいがに｣ の第62回函館圏優良土産品推奨会-函館市長賞受賞の抹消
　�　標記商品の第62回函館圏優良土産品推奨会における函館市長賞の受賞を抹消するとともに、以下の処置を実行
しました。

　・標記商品の函館圏優良土産品推奨会合格認定シールの貼付禁止
　・�函館市公式観光情報 ｢はこぶら｣ 内の函館圏優良土産品推奨会ページ「第62回（2018年）受賞商品一覧」及
び ｢これまでの受賞商品一覧｣ において、標記商品の紹介記事の削除及び不適切表示に係る一連の経緯と当協
議会がとった処置に関する説明文の記載

２．是正指示 
　・当協議会及び全国観光土産品公正取引協議会の連名による ｢適正表示の徹底について｣ 厳重注意及び是正指示
　・�不適切表示の原因となった「商品の製造方法」や「包装デザインと校正」に関して、具体的な是正内容を記載

した原料企画書や業務体制の管理マニュアルの提出を要求

■みなみ北海道地区観光土産品
公正取引協議会
㈱味の海豊	販売商品の不適切表示に伴う当協議会
としての処置について

【 ㈱ 味 の 海 豊  販 売 商 品 の 不 適 切 表 示 に つ い て 】

【 当 協 議 会 と し て の 処 置 の 実 行 に つ い て 】



ご案内ご案内
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市民生活および事業者等への支援	 １１億４,７１２万円

①	ひとり親世帯応援給付金の支給	 （３,０５０万円）
国のひとり親世帯臨時特別給付金の対象外世帯に対して１世帯あたり５万円支給６１０世帯

②	学童保育所・保育所等職員への慰労金の支給	 （１億６６０万円）
職員１人あたり５万円支給	対象者	２,１３２人

③	救護施設職員への慰労金の支給	 （６５０万円）
職員１人あたり５万円支給対象者１３０人

④	公立はこだて未来大学生への支援	 （７,３７６万円）
大学が実施する全学生（１,２０５人）に対する一律５万円の支給、家計が急変した学生の授業料減免
および遠隔授業実施のための環境整備等に対する負担金

⑤	住居確保給付金の支給件数増加への対応	 （５,０００万円）
当初予算２５９万円⇒１次補正後予算１,８１９万円⇒追加後予算６,８１９万円

⑥	子育てサロンおよびマザーズ・サポート・ステーションの相談支援体制の強化	 （７００万円）
オンラインによる相談支援のための機器整備１４箇所

⑦	小・中学校児童生徒用のタブレット端末の整備	 （７億１,３８６万円）
国のＧＩＧＡスクール構想の加速化に対応し、児童生徒１人１台のタブレット端末を購入
小学校９,８２５台　　中学校４,８１１台　　計１４,６３６台

⑧	｢はこだてっ子	学び・遊び	応援週間｣	の実施	 （２３０万円）
◦学校プールの開放（青柳小・昭和小・南本通小）
◦体育館･グラウンド･図書室等の開放（体力作りや文化活動等、子どもが自由に活動できる場の提供）
◦社会教育施設における各種講座・イベント等の開催
　（中央図書館での読み聞かせ会，五稜郭公園等でのドローンを活用した体験イベントなど）

⑨	新しい生活様式に対応した店舗等改修への助成	 （１億１,５００万円）
小売業や飲食店、宿泊業などを営む事業者が実施する店舗等の改修や備品購入等に対する補助
（緊急事態宣言を受けて北海道が感染防止の徹底を要請したR２.４.１７以降に実施する改修等）
　補助率２/３（上限１００万円　下限５万円）

⑩	定期フェリー運航事業者の感染拡大防止対策への助成	 （１,８００万円）
船内等の衛生対策や非接触型体温検知機購入等に対する補助（１隻あたり上限２００万円）対象船舶９隻

⑪	障害者就労継続支援事業所の事業継続への助成	 （２,１００万円）
収入が減少した事業所の活動に必要な経費等に対する補助（上限５０万円）４２事業所

⑫	障害福祉サービス事業者のテレワーク導入等への助成	 （２６０万円）
在宅就労等に必要なタブレット購入等に対する補助（上限２５０万円ほか）４事業所

　函館市は７月６日に新型コロナウイルス感染症緊急対策として総額約２４億円の３次補正を発表しました。
市民生活および事業者等への支援についてお知らせします。

詳細は函館市ホームページをご覧ください
	（https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020042300041/）

函館市新型コロナウイルス感染症緊急対策函館市新型コロナウイルス感染症緊急対策
第3次補正について第3次補正について



Information

第64回函館圏優良土産品推奨会　函館市長賞

林檎パイ 5個入………………………………… 1,100円(税込)
　明治２年、日本で最初にリンゴを栽培した七飯町のリンゴで作った林檎パイ。練りパイの
しっとりした生地の食感とふじのリンゴ餡の一体感が良く、バターの風味のある林檎パイで
す。千秋庵菓寮ハコビバ店と道南土産店で販売しております。

　明治２年、日本で最初にリンゴを栽培した七飯町のリンゴで作った林檎パイ。練りパイの
しっとりした生地の食感とふじのリンゴ餡の一体感が良く、バターの風味のある林檎パイで
す。千秋庵菓寮ハコビバ店と道南土産店で販売しております。

㈱千秋庵総本家

会社URL：http://www.sensyuansohonke.co.jp

函館市若松町12-8
TEL ０１３８-２７-３４７２千秋庵菓寮ハコビバ店
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　なぜ、プラスチック製買
物袋が有料化されたのか？

　海洋プラスチックごみ問題、
地球温暖化などの解決に向け
た第	一	歩として、プラスチッ
ク製買物袋の有料化を通じ
て、マイバッグの持参など、消
費者のライフスタイルの変革
を促すことが目的です。

　価格や売上の使途は制度の趣旨・目的を踏まえて事業者自ら設定してください。（ただし、プ
ラスチック製買物袋1枚当たりの価格が１円未満になるような価格設定をすることは有料化
には当たりません）

価格・売上の詳細は、コチラからご覧いただけます
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/document/faq-kakaku.pdf

　２０２０年７月１日より、全国一律でプラスチック製買物袋（レジ袋）の有料化がスタートされました。レジ袋有料化の疑問
について解説します。

　　プラスチック製買物袋を扱う小売業を営む全ての事業者です。
　法令の対象外の業種であっても自主的取組として有料化を実施することを推奨しています。

業種に関する詳細は、コチラからご覧いただけます
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/document/faq-gigyosya.pdf

対象・対象外に関する詳細は、コチラからご覧いただけます
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/document/faq-bag.pdf

〈法令の対象となるプラスチック製買物袋〉

　どのような事業者
が対象なのか？

　すべてのプラスチッ
ク製買物袋が有料と
なるのか？

　提供するプラスチック製買物袋の価格や
売上の使途は決められているのか？

レジ袋有料化いまさら聞けない Q&AQ&A

レジ袋有料化お問い合わせ窓口　受付時間	９：００～１８：１５（土・日・祝日を除く）

※本ページは函館商工会議所編集責任のもの掲載しています

事業者向け　０５７０-０００９３０　　消費者向け　０５７０-０８０１８０
レジ袋有料化に関するホームページ（経済産業省）

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html

Q

A

A

A

AQ

Q

Q

※小売業とは各種商品小売業、織物 ・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・
　附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、
　スポーツ用品・ がん具・娯楽用品 ・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業



New Face ご紹介新入会員

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

Information
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代表者／福田　力彌
住　所／�函館市本町3-12
　　　　カーニープレイス函館4F
ＴＥＬ／0138-86-7467

一般財団法人　あんしん財団　函館支所

　2020年4月1日付で、函館支所が開設されました。
今後どうぞ宜しくお願い致します。

　９月中旬から、国勢調査員が各世帯を訪問し
ます。新型コロナウィルス感染拡大防止のため、
調査員と世帯ができる限り対面しない方法（イ
ンターフォンや郵便受けの利用）で行います。
　事業所の皆様は、社宅や社員寮にお住まいの
従業員、事業所に住み込みの従業員ならびに外
国人の従業員・研修生がいる場合は、従業員の
皆様への周知にご協力を願いいたします。住民
票の届出に関係なく、10月１日現在で函館にお
住まいの方（外国人を含む）が対象です。（９月
30日までに調査書類の配布がなかった場合は、
下記までご連絡ください。）

　回答につきましては、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、インターネット回答または調査票（紙）の場合は郵送
での提出にご協力ください。
　インターネット回答（パソコン・スマートフォン等）は日本語のほか６言語（英語・中国語・韓国語 ・ポルトガル語・
スペイン語・ベトナム語）に対応し、それ以外の言語については「調査票対訳集」27言語を用意していますので、必要
な場合は調査員または市役所までご連絡ください。

ご入会ありがとうございます。

お問い合わせ：国勢調査函館市実施本部事務局（函館市総務課統計担当）電話　２１－３６７２

★
●社会福祉法人
　函館厚生院
　函館中央病院

中央病院前

五稜郭公園前

千代台



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
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　近年、梅雨の終わりごろや台風の襲来時に河川の氾
濫などで大きな被害が出ています。温暖化の影響なの
でしょうか、単位時間当たりに降る雨の量が以前に比
べて大きく増えているようです。また、林業の衰退で
森林のメンテナンスが行き届かなくなり、森が雨水を
キープする能力が下がったため、降った雨が一気に流
れ込み、河川の増水ペースが速くなっていると関係者
から聞いたことがあります。
　災害は少ないに越したことはありませんが、こうし
た背景を考えると、今後も災害時に必要になるものや、
普段からの備えに関わるもののニーズが高まることは
間違いなさそうです。
　防災関連商品では、以前このコラムでご紹介した防
災缶詰の「黒潮町缶詰製作所」（高知県）やアルファ
化米の備蓄食品の「アルファー食品」（島根県）のよ
うに、防災関連市場で知られる地方発の企業が少なく
ありません。防災用としても役立つアウトドアグッズ
の分野も地方の企業が頑張っています。木材で組み立
て式の簡易トイレなどをつくる木工関連企業も全国各
地にあります。防災関連市場は数量と付加価値のバラ
ンスから見て、全国的な大企業よりも地方の中小事業
者に向いているのではないかと私は考えています。
　防災関連市場というと、非常時に使うためだけに大
量に備蓄する品物と想像しがちですが、最近は日常的
に使いながら非常時にも備えるローリングストックと
いう考え方が広まっています。つまり、非常時向けで
ありながら日常と同じ商品を使うという考え方です。
ただ、防災用品ではある程度の長期保存性や、停電や
断水時でも簡単に調理できるなど、いざというときに
すぐに使えるインスタント性などが求められます。ア
レルゲンフリーや、使用に当たってなるべくごみを出
さないといった視点も重要になっています。これらは、

防災関連市場に限らず、普段使いの商品でも新たな付
加価値として注目されています。
　また、防災関連の市場には未解決のテーマが数多く
残されています。最近の例では、避難所での感染症対
策はどのようにすればいいのかなどです。それ以外に
も、日本の避難所ではプライバシーや安全の確保が十
分でない問題や、要介護の高齢者が増えている状況で、
高齢者も想定した非常食とはどのようなものかなども
課題です。また、ペットと家族同然で暮らしている人
が被災したときは、ペットは避難所に入れるのか？　
何を食べて、ほかの人とはどのように共存すればいい
のかなど、課題はまだまだあります。
　今後さらにニーズが拡大し多様化する防災関連市場
向けに商品やサービスを考えることは、日常生活用の
商品の付加価値を生み出す上で参考になります。それ
は、今後も続くヒットのトレンドを押さえることにも
なります。ですから普段使いの商品を手掛けている事
業者でも、防災関連のシーンで使えないかという視点
で、新たな価値をつくれないか見直してみてはいかが
でしょうか。
� （７月20日執筆）

� 日経ＢＰ社「日経ビジネス」シニアエディター
� 渡辺　和博

「高まる防災関連ニーズに
  ヒットのヒントあり」



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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　リハビリに特化した短時間デイサービスを市内
３カ所（青柳、新城、問屋町）で運営。施設内は通
所者が利用するテーブルに飛沫感染を防ぐ透明の間
仕切りを設置、密閉を避けるため常時換気を図り、
密集が避けられない車での送迎の際はフェースガー
ド着用など新型コロナウイルス感染症対策に力を注
ぐ。「通ってくるのは高齢者が多い。感染による重
症化のリスクが大きいことから『３密』回避を徹底
しています」。
　ウイルス感染が広がった３～４月は利用者が減少。
「利用者が訓練出来ずに日常生活に支障をきたして
いないか心配でした」。利用者のためにスタッフが
訪問指導（コロナ禍で国が訪問サービスを容認）を
行い、通所も訪問もできない利用者には一人ひとり
に適したトレーニングメニューを郵送するなど手立
てを講じてきた。
　2007（平成19）年「おおさと接骨院」を開業、
３年後に法人化。「当時、診療報酬改定があり、医
療保険でのリハビリテーションに日数制限が導入さ
れました。リハビリを必要とするニーズにこたえよ
う」―と、県内初リハビリ特化型デイを開設。今で
はスタッフ約50人、利用者（通所、訪問、ケアマネー
ジメント合わせ）は市内約700人を数えるまでに。
　スマイルグループが目指しているのは「利用者を
笑顔にし、利用者が地域の中に生きがいと役割を
持って生活できるようお手伝いすること」と言い、
そのためにスクリーニング（「できるもの」と「で

きないもの」をふるいにかける）による利用者の機
能的身体評価を行い、「できない動作」に対して集
団でエクササイズを提供するという試みを導入して
いる。「スクリーニングを使うことで、指導するスタッ
フが利用者の最も取り組まなければならない訓練メ
ニューが把握でき、効率的かつ質の良い機能訓練が
可能となる」と話す。こうした実践の有効性をより
高めるための共同研究が現在、弘前大学との間で進
められている。
　「日本通所ケア研究大会」で優れた発表を行い表
彰されたこともあり、研究熱心な面では人後に落ち
ない。水球日本代表トレーナーとして数々の国際大
会に参戦した経験も。「６月に入って徐々に利用者
が戻ってきた。が、コロナ禍が収束したわけではな
い。秋、冬にも来ると言われる第２、第３波への備
えも必要。利用者が安心して通える施設を目指します」

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7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。

株式会社「ケアスマイル青森」
� 代表取締役　大里　洋志�さん商 工 プ ラ ザ

コロナ第2波に備え、感染対策を徹底。利用者が安心して通える施設に

青森市青柳1-16-4　　TEL  017-735-7878問い合わせ先

「最新医科学の根拠に基づいた最高のサービスを提供で
きるスタッフを育てたい」と話す大里さん



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

給付内容 1 口 給付金額
給付内容 1 口

死

高
度
障
害

亡

不慮の事故による死亡　　　　　　　 ２５０万円

２万円

１万円

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

入
院
・
治
療

不慮の事故による入院

ガン入院一時金

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
帰
り
入
院
か
ら
保
障



即戦力となる「退職予定自衛官」の情報の入手が容易に！

※ 細部担当者が説明にお伺いします。お気軽にお問い合わせ下さい。

（年会費：１０，０００円）

《お問い合わせ取次先》

自衛隊函館地方協力本部援護課 道南地域援護センター

電 話 ：0138（32）0488（FAX兼）
函館地方協力本部ＨＰ

会員相互並びに関係諸機関との緊密な連携の

もとに、自衛隊退職者の雇用並びに、渡島・檜

山管内定住の促進を図り、有能な労働力を確保

することを目的として、昭和４１年７月に設立

された、自衛隊函館地方協力本部を応援する協

力団体です。

北海道自衛隊退職者雇用協議会函館支部とは？

函館支部長：函館商工会議所副会頭
事 務 局：函館商工会議所内

★加入していただくと★

自衛隊を交えての会議の実施 部隊研修へのご案内

自衛隊合同企業説明会の協賛

令
和
二
年
八
月
十
一
日
発
行（
毎
月
一
回
十
日
発
行
）
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