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■今月の表紙
「北海道新幹線新函館北斗駅」
　表紙は、今年の３月26日で開業５年となる新函館北
斗駅を撮影した一葉です。広いガラス面と濃いグレー
のコントラストがモダンな印象を受けます。また、ガ
ラス越しに見える白い柱は、観光名所であるトラピス
ト修道院のポプラ並木の枝ぶりをイメージしたものです。
　北海道新幹線の新青森駅から新函館北斗駅までの距
離は約149㎞となっています。新幹線の開業により本州
の新幹線各駅から函館までの所要時間は大幅に短縮さ
れました。
　また、歴史的大工事として数々の困難を克服し、北
海道と本州を繋いだ青函トンネルは、1988年３月13日
に営業が開始されました。
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　商工会議所の検定試験は、商工業に関する技術・技能の振興の一環として、商工会議所法に基づき、日商検定（簿
記、販売士　等）、東商検定（カラーコーディネーター検定試験、eco検定　等）各種検定試験を全国的に実施し、
受験者の技術・技能を検査測定、その技術・技能を格付けするのみでなく、更にそれらの一層の資質向上を図る
とともに、その技能を公に認め、わが国商工技術・技能の向上発展に寄与しようとするものです。
　各種感染症の拡大や大規模自然災害等が発生しても、継続的・安定的に試験実施が可能となる体制を構築する
とともに、これまでの実施・運営方式にとらわれず、社会変化に対応したIT化・デジタル化を基盤とする新たな
試験実施の仕組みを取り入れることとしました。

　2020年度までは試験時間（２級120分、３級 120分）および試験内容により、全国統一のペーパー試験で実施いたしま
した�。
　2021年度からは、これまでの全国統一日で実施する「統一試験」に加えて、随時パソコンで実施する「ネット試験」およ
び企業・教育機関等に出向いてペーパー試験を実施する「団体試験」の制度を導入し、試験時間・試験内容も変更した 新
たな簿記検定試験を開始いたします。なお、１級については現行の試験方式で行います。
　※「ネット試験」については、昨年末から前倒しで実施

特 集

商工会議所の検定試験が生まれ変わる
２０２１年

■新たな簿記検定

■試験時間の変更
　◎２級　１２０分 → ９０分　　　◎３級　１２０分 → ６０分

■ペーパーでの統一試験日程
１級～３級　　第１５８回　　施行日　 ６月１３日（日）
１級～３級　　第１５９回　　施行日　１１月２１日（日）
２級・３級　　第１６０回　　施行日　２０２２年２月２７日（日）
※申込期間など詳細は折込チラシをご覧ください。

■ネット試験の受験方法 受験申込
受験希望者は簿記２級・３級テストセンターの全国統一申込サイトより申込

⬇
（試験当日）テストセンター受付

受験者は申込日時に当該テストセンターにて受験
⬇

試験開始
受験者毎に異なる問題（ランダム組合せ）が試験サーバーから配信

⬇
試験終了

試験終了後、即時にプログラムにより採点、結果は画面表示
印刷された試験結果をデジタル合格証を入手

■新簿記検定の活用方法
　能力証明となる資格取得だけではなく

◎簿記学習の道標
（効率的・効果的な簿記学習を支援）

◎学習到達度診断
（学校教育、企業研修、職業訓練で活用）

◎学びなおし支援
（高度化・専門化する企業会計実務に対応）

■コンセプト
◎資格授与に加えて学習の成果・到達度を測る
➡学習の成果は試験結果に反映

◎スピードと正確性を求める
➡ビジネススキルにスピードは不可欠

◎出題範囲すべての学習を求める
➡試験対策ではなく真の簿記学習を

◎１級まで継続した学習を奨励する
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　１～３級のすべての級をネット試験方式（２０２１年７月より開始予定）により随時に施行となり、
統一試験日にペーパーで実施する方式は２０２０年度で終了となります。

　東京商工会議所の検定試験（東商検定）は2021年からIBT（インターネット経由での試験）に変わります。東商検定は、
ビジネスの現場で役立つ点が評価され、企業や学校で人材育成ツールとして活用されています。
　ビジネスの現場が大きく変化し、組織や人材の多様性が高まる中で、強い組織として機能するためには、共通の学びを通
じて、共通言語を持つことが重要です。
　また、組織内で共通言語を持つことに貢献します。さらに、社会人の学び直し（リカレント教育）にも最適なツールです。
2021年度からIBTに変わる東商検定を人材育成ツールとしてご活用ください。

日商検定に関するお問い合わせ
日本商工会議所　TEL ０３-５７７７-８６００（受付時間８：００～２２：００　年中無休）https://www.kentei.ne.jp/
函館商工会議所　企画情報課　TEL ２３-１１８１

東京商工会議所 検定センター
☎０３-３９８９-０７７７（土日・祝休日・年末年始を除く１０:００～１８:００）
https://www.kentei.org

東京商工会議所	

▲

検定試験情報	

▲

ウェブサイト	

▲お問い合わせ

受験申込

• 	申込サイトより受験日時、受験者情
報等を入力
• 	申込時にクレジットカードまたはコ
ンビニ払いを選択
　	（コンビニ払いを選択した方は、期
限までにお支払い）
•申込完了後、申込完了メールが届く

▲ （試験当日）
試験開始

• 	受験サイトにアクセスし、メールア
ドレスとパスワードでログイン
• 	webカメラを通じた本人確認を行
い、試験開始
• 	試験中はwebカメラを通じてリアル
タイムに監視し、不正行為を防止

▲

成績照会

• 	試験終了後、即時採点され
た結果が画面に表示される
•	マイページでスコアレポート
も印刷可
• 	有料で合格証も購入可

■新たな販売士検定（リテールマーケティング）

■新たな東京商工会議所検定

■試験方式
　●①	試験問題がインターネットを介してパソコンに表示され、受験者はパ
ソコン画面の解答欄に答えを入力。

　●②受験者による解答作業終了後、試験システム内で自動採点。
　●③試験結果は即座に判明。
　●④	試験終了後、科目合格者・免除者の各証明書を日本商工会議所で確認

後、誤りがなければ販売士認定（カード）を送付。
　　※合格証の発行を廃止

■対象
◦カラーコーディネーター検定試験	アドバンスクラス、スタンダードクラス
◦ビジネス実務法務検定試験	2・3級
◦福祉住環境コーディネーター検定試験	2・3級
◦BATIC（国際会計検定）
◦環境社会検定試験（ｅｃｏ検定）
◦ビジネスマネジャー検定試験
※	上記対象の検定は、事前申込制（日時指定）です。
　	各検定1年に2シーズン受験期間を設けます（おおよそ6月～ 7月、11月～ 12月・検定ごとに異
なります）。また、受験は各検定・各級につき1シーズン1回限りです。

※	ビジネス実務法務検定試験	1級、福祉住環境コーディネーター検定試験	1級については、2021
年度はこれまでどおり会場集合型の紙試験で実施いたします（2022年度よりIBTに移行予定）。

■試験方式
　IBT（Internet Based Test・インターネット経由での試験）
　➡受験者ご本人のコンピュータでご受験いただく試験になります。
■使用機器（受験者ご本人にご準備いただきます）
　◦インターネットに接続されたコンピュータ（PC）
　◦コンピュータの内部カメラまたはwebカメラ
　◦コンピュータの内部または外部のマイク
　◦コンピュータの内部または外部のスピーカー

■受験環境（受験できる場所）
　�プライバシーが配慮され受験に適した環境であれば、どこでも可（公
共スペースは不可）

■東商検定IBTの３つのポイント

■東商検定IBT 概要（詳細は東商検定公式ホームページをご覧ください）

■東商検定IBT 受験の流れ（イメージ）

●①受験日時が選べる！
■平日や業務時間内に受験できます
　（土日・祝休日も受験可）
■社員に受験を勧めやすくなります

●②即時採点ですぐに合否が分かる！
■ 次のステップアップにすぐに取り組めます
■ モチベーションが維持しやすくなります

●③自宅や会社で受験できる！
■時間を効率的に使えます
■受験に向けた学習に集中できます
■「３密」を回避できます

■試験時間
　１級・・・９０分（現行２００分）
　２級・・・７０分（現行１５０分）
　３級・・・６０分（現行１００分）
■受験料（税込） 変更なし
　１級・・・７, ８５０	円
　２級・・・５, ７７０	円
　３級・・・４, ２００	円

■ネット試験化のメリット
◎ネット試験化により随時施行が可能となり、安定的かつ継続的な受験ができるようになります。
（各種感染症のみならず自然災害等が発生しても、試験実施が可能）

◎	受験者の多くを占める流通・小売業従事者は多様な勤務形態に合わせた随時受験が、学生は学習の到達度に合わせ
た随時受験が可能となり利便性が向上します。
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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）

３月19日（第３金曜日10:00～16:00）

相談員

相談日

「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）

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

　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＜℡ 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３年３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
または過去６か月（最近1か月を含む）の売上
高が前３年のいずれかの年の同期と比較して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
マル経と別に
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)

　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、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。（相談料無料、予約制）

お問い合わせ：経営支援課　TEL : ２３－１１８１

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。
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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17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／4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／4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

商標・特許相談（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24日㈬ 11：00～16：00
相談員／英知国際特許事務所所属弁理士

INPIT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26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

（ポータルサイト）　https://ichijishienkin.go.jp/

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

　2021年１月に首都圏など11都府県(※)に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の
外出・移動の自粛により、売上が50％以上減少した中小法人・個人事業者等の方むけ「緊急事態宣言の影響
緩和に係る一時支援金」のポータルサイトが３月１日に開設されました（申請ID受付は同日から、申請手続
きは３月８日から５月31日まで）

（※）栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

　北海道及び函館市は宣言地域ではありませんが、函館地域に本社・本店を置く事業者で、宣言地域の企業・
顧客等に原材料・商品を卸したりサービス提供を行っていて、その上で給付要件を満たす場合は申請が可能です。

　この支援金の申請手続きには、事前に「登録確認機関」での営業実態等の確認が必要です。当所では会
員事業所に限り「事前確認」を下記の通り実施いたします（手数料等は不要です）

１．最初にポータルサイトで「申請ID」を取得します
２．ポータルサイトの手順に従い登録確認機関を検索し、任意の確認機関に電話等で予約を行います。本所

での事前確認を希望する場合は電話0138-23-1181経営支援課へお申込頂き、面談日時を予約調整します。
面談方法は「来所／電話／オンライン会議システム」をお選び頂きます

３．面談・確認の際はお手元に「申請ID」と「所定の宣誓・同意書」をご用意頂きます
４．確認が終わりましたら、本所が申請事務局へ確認済通知を発行します。申請者様は次の手順（本申請）

に進みます

■会員事業所の場合の事前確認手順と必要資料等について

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」
申請に係る事前確認について

https://ichijishienkin.go.jp/
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箱館元町珈琲店
　2013年創業、元町の八幡坂にある喫茶店です。
珈琲豆5種類を使用し自家焙煎した、当店オリジナ
ルの深煎珈琲をご提供しています。ストレートでは
出せない複雑な香りと味が特徴となっています。

好みの濃度で珈琲をたのしめる
　当店では、珈琲豆の量（25ｇ－35ｇ）とお湯の
抽出量（120㏄－200㏄）を、お客様に選んでいた
だいています。珈琲豆が多いほど、深煎り特有の豊
かな豆の風味と香りが楽しめます。意外かもしれま
せんが、豆の種類を選ぶより、濃度の調整をする方
が自分好みの珈琲を発見することができます。その
日の気分や体調に合わせて濃度を変えられるので、
お好みのパターンを探してみてください。

　メニューは、超深煎珈琲（ビター）・深煎珈琲（マ
イルド）・スタンダード・アイスコーヒーなどをご
用意しており、メニューごとに少しずつ煎りを調整
しご提供しています。

珈琲のための空間づくり
　当店では、100客以上のコーヒー&ソーサーをご
用意しています。それぞれ柄が違い、お客様の雰囲
気に合わせたものをお出しています。
　また店内は、少し暗めの照明とジャズを流してい
ます。振り子時計の音と時折巻くねじの音、薪ストー
ブの温かみと薪をくべる光景など、落ち着いた空間
をご提供しています。
　珈琲は、ワイン同様に、温度によって少しずつ甘
みや香りが変化していきます。飲み始めと終わりの
全く違った味を、店内の雰囲気とともに、ゆっくり
とお楽しみください。

今後の目標
　ご来店された方から「何度も来たくなるお店」や、
道外にお住まいの方から「お店に行けないから豆を
送ってほしい」といったお声を頂くことがあり、大
変うれしく思います。これからも、満足いただける
ような珈琲をご提供していきたいと思います。

TEL　0138-83-1234
住所　函館市元町31-11八幡坂
　　　駐車場有

箱館元町珈琲店

箱館元町珈琲店
代表　郷右近　美貴子

テーマ 自分好みの珈琲を発見できる喫茶店
NOW会員
Vol.85

▲時間がゆっくりと流れる店内の様子

▲深煎珈琲とカボチャのケーキセット
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函館商工会議所会員様 限定優待情報
　右上の優待券をご持参いただくか、「ともえを見た」とお申し出頂いた方に、３月１０日～４月３０日までの間、

当店ご来店のお客様に１ドリンクサービスをいたします！
　どうぞこの機会に当店をご利用ください。

優待情報に詳細等については、直接店舗へお問い合わせください

◎寿司
　今年で創業50周年を迎える当店には、毎日厳選した
最高の食材たちがネタケースを彩っています。中でもお
すすめは、その日の最高のネタを存分に味わうことがで
きる『大将おすすめ握り』3,500円（税抜）。

◎一品料理
　さっと湯にくぐらすことで際立つ魚介類の旨みを堪能
いただける「海鮮しゃぶしゃぶ」など、近海で獲れた新
鮮な海の幸に加え、四季折々の新鮮な山の幸を使った当
店自慢の一品料理。

◎特選コース料理
　コース料理を4,000円（税抜）からご用意しております。
また、ご予算に応じたコースも承っておりますので、お
気軽にご相談ください。16名様までご利用いただける
個室もございます。
　飲み放題はプラス1,500円（税抜）になります。各種
ご宴会ご会合に利用ください。

㈲寿司料理谷ふじ
住　　所 函館市本町４番１０号
営業時間 ディナー１７：００～２３：００（ラストオーダー２２：４５）
定 休 日 毎週木曜日
電　　話 ０１３８-５３-０５５５
駐 車 場 近隣提携駐車場（カービスパーク函館本町）をご利用下さい

武
たけ

田
だ

　双
そう

雲
うん

　１９７５年熊本生まれ。東京理科大学卒
業後、ＮＴＴに就職。約３年後に書道家と
して独立。ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」や
世界遺産「平泉」など、数々の題字を手掛ける。
講演活動やメディア出演のオファーも多数。
ベストセラーの『ポジティブの教科書』の
ほか、著書は50冊を超える。２０１３年度
文化庁から文化交流使に任命され、ベトナム・
インドネシアにて、書道ワークショップを
開催、17年にはワルシャワ大学にて講演な
ど、世界各国で活動する。近年、現代アーティ
ストとして創作活動を開始し、15年カリフォ
ルニアにて、アメリカ初個展、19年アート
チューリッヒに出展、20年には、ドイツ、
代官山ヒルサイドフォーラム、日本橋三越、
大丸松坂屋（京都店・心斎橋店）、GINZA
　SIX、伊勢丹新宿店にて、個展を開催し、
盛況を博す。書道家　武田　双雲

ワクワクしてると

エネルギーが湧き水のように

溢れてくる。

ワクワクしよう。

Member’s Board
寿司料理　谷ふじ

▲大将おすすめ握り 3,500円（税抜）

▲新鮮なネタが並ぶ店内カウンター

函館商工会議所

会員様限定優待券

㈲
寿司料

理谷ふじ

３月１０日
～４月３０日

ま
で
の
間

１ドリンク
サ
ー
ビ
ス

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
きりとり線

きりとり線−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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新入会員様のご紹介をお願いいたします
　地域の商工業者の力が商工会議所の力に、そして地域経済の力となります。
　皆様にはぜひ会員に加入いただき様々な声を寄せていただくとともに、また各種の会員サービスを経営に
お役立ていただきながら商工会議所会員として活発に事業展開されることを願っています。
　つきましては、会員企業の皆様におかれましても、お知り合い、関係先の事務所を是非ご推薦、ご紹介賜りま
すようお願いいたします。

　個人、法人、規模、業種を問わず、原則として本所地区内に事業所を置く事業者の方、またはそれ以外の事
業者で本所趣旨に賛同される方。さらに、地域経済に寄与する産業として医療・福祉・宗教法人・士業サー
ビス業等の方もご加入することができます。

お問い合わせ先　企画情報課　０１３８-２３-１１８1

入 会
資 格
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　本所とさいたま商工会議所では、令和元年８月に「さ
いたま・函館　ビジネスマッチング商談会　in さい
たま」を開催する等、かねてより、両地域のビジネス
マッチングを促進しております。
　このような中、さいたま市に所在する大手百貨店の
㈱そごう・西武 そごう大宮店では、本年５月と秋頃
に「北海道の物産と観光展」の開催を予定しており、
その商品選定のため道南地域のサプライヤーへ声掛け
を行い、去る３月１・２日の日程で、標記Ｗｅｂ商談
をさいたま商工会議所・本所・(公財)函館地域産業
振興財団の主催により開催しました。
　２日間で、10件の商談が行われ、サプライヤーは、
各社自慢の商品を同店バイヤー担当者へPRしました。

　参加したサプライヤーからは、「コロナ禍の下、取
引が減っていたので、今回の商談はまたとないチャン
スとなりました。この機会を活かし、弊社の商品と
共に函館の“食”をさいたま地域へ売り込みたいで
す。」等の感想を頂き、今後の商機拡大に期待の持て
るWeb商談となりました。

会議所のうごき
そごう大宮店「北海道の物産
と観光展」Web商談
道南企業の商品をそごう大宮店バイヤーへPR

▲商談を行うサプライヤー
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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。

ご案内ご案内
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◆ こんな活動を行っています ◆
　本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」の開催や、「函館マラソン大会」
のエイド運営協力及び１万人規模の大会への拡大を目指した提言活動等をはじめ、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、様々な活動に取り組んでいます。
　また、定期的な例会を通じて、会員相互の交流はもちろんのこと、観光資源発掘等を目的とした視察や、
函館の観光について考えるディスカッション等、社内の通常業務では体験できないことを経験できるの
も青年部活動の魅力です。

◆ 会員になるとこんなメリットがあります! ! ◆
◦異業種の経営者との人脈形成による視野とネットワークの拡大や新たなビジネスチャンスの創出
◦講演会や研修会等を通じた自身のスキルアップ

◆ 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：１１０名（２/28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（２/28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：２４名（２/28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：４０名（２/28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 ～～ 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　若手経営者の知恵と行動力を結集し、一緒に街づくりを推進しませんか？

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

地域を盛り上げるイベントの創出

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

令和元年度 通常総会・懇親会

函館カルチャーナイト2019

仲間との交流・人脈の形成
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ユーザー登録QRコード

トレンドキーワードでビジネスチャンス！
トレンドに沿った旬の商品サービスからビジネスチャンス獲得

商品サービスの知名度、アクセスアップに

カンタン登録、編集はいつでも自由に

掲載情報は誰でも閲覧OK！　日本全国の中小企業によるオリジナル情報がワンクリックで表示
新しい取引先に出会えるチャンスに

会員企業なら無料で掲載！
キーワードに合わせて PRポイントを工夫すればさらに問合せ増加にも

マイページから簡単に登録可　（ユーザー ID要（無料））
ザ・ビジネスモールの「商品サービス情報」に該当のキーワードを「＃」付きで入れるだけ　

ザ・ビジネスモールは、全国の商工会議所・商工会が共同運営する商取引支援サイトです。

①ザ・ビジネスモールのサイトにアクセスし、「ユーザー登録（無料）」をクリック。
　または、右のQRコードを読み取ります。
②必要項目を記入し、ユーザー登録を申請します。
③入会先の商工会議所・商工会での確認後、登録完了メールが届きます。
④パスワードを登録し、ログインして利用を開始します。

お問合せ先　ザ・ビジネスモール事務局（大阪商工会議所内）TEL：050-7105-6220　メール：b-mall@b-mall.ne.jp

https://www.b-mall.ne.jp/

※「bmトレンド」に登録いただいた情報は、事務局の公式 SNSで掲載させていただくことがあります

ビジネスモール

ユーザー登録申し込み（無料）

インターネット
での申込み

ザ・ビジネスモールのご利用にはユーザー登録が必要です
以下の方法でお申込みいただけます。予めザ・ビジネスモールの利用規約・免責事項をご確認のうえ、正しくお使いください。
ユーザー登録完了後、ザ・ビジネスモールからユーザー登録完了メールが届きます。登録完了メールに記載のパスワード設定URLからパスワード（6桁以上の英数字）
を登録し、ログインして必要な情報をご登録ください。
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新たな原料原産地表示制度に関する事業者向けオンラインセミナー
　2017年９月１日に食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）の一部が改正され、経過措置期間終了後、2022
年４月から、国内で作られるすべての加工食品に原料原産地表示を行うことが義務付けられます。

 　農林水産省では、2022年３月末までに食品事業者の皆様が新たな原料原産地表示制度に確実に対応できる
よう、同制度の概要および対応ポイントをまとめた事業者向け活用マニュアルを作成し、公表していますが、
今般、同省において、このマニュアルに沿って制度を解説する動画を作成しました。これから原料原産地表示
への対応を始める事業者のみならず、既に対応を進めている事業者にも、再確認や社内教育の教材としてお使
いいただけます。

☞掲載URL：農林水産省HP
（https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html#webseminar）

食品トレーサビリティの取組を推進する動画
「事故対応、あなたの会社は大丈夫？」

　「食品トレーサビリティ」とは、「生産、加工及び流通の特定の一つまたは複数の段階を通じて、食品の移動
を把握すること」と定義されます。各事業者が食品を取り扱った時の入荷と出荷に関する記録を作成・保存し
ておくことで、食品事故等が生じた際に、食品の移動ルートをその記録をもとに遡及・追跡して、原因究明や
商品回収等を円滑に行うことが可能になります。

　現在、法律で義務付けられているのは牛肉および米・米加工品ですが、農林水産省では、食品事故等におけ
る消費者の健康被害の拡大防止や、事業者の経済的損害を小さくして社会的信用の失墜を招かないようにする
ために、食品業界全体での取組を推進しています。

 　この一環で、今般、同省では、解説動画を作成・公開し、食品トレーサビリティに取り組むメリットや、
HACCPにより義務化される衛生管理記録作成に「プラスワン」の対応を行うことで、容易にトレーサビリティ
ができること等を紹介しています。

☞掲載ＵＲＬ：農林水産省ＨＰ
（https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html#webseminar）

「食品製造業のためのHACCPの考え方を取り入れた衛生管理」ほか 
ｅラーニング研修動画

　（公社）日本食品衛生協会は、農林水産省の補助事業により、本年（2021年）6月から義務化されるHACCP（※）
の考え方を取り入れた衛生管理のeラーニング教材を作成しました。

☞掲載URL：日本食品衛生協会HP
（http://www.n-shokuei.jp/topics/elearning/）
※HACCPの義務化に関しては厚生労働省のこちらのページをご覧ください。

食品表示・食品衛生管理等について
～農林水産省等において参考動画が公開されました～

ClickClick!!

１

３

２

【本件窓口（１．３）】
農林水産省　消費・安全局消費者行政・食育課
佐藤 氏
TEL：０３- ３５０２- ５７１６

【本件窓口（２）】
日本食品衛生協会 公益事業部 HACCP 事業課
TEL： ０３- ３４０３- ２１１２
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２０２１年４月から ３６協定届の様式が新しくなります

36協定届における押印・署名の廃止 36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設

▲  

労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者の押印及
び署名が不要となります。

　※記名はしていただく必要があります。

▲  

36協定の適正な締結に向けて、労働者代表(※)についてのチェックボッ
クスが新設されます。

　※労働者代表：事業場における過半数労働組合又は過半数代表者
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　働き方改革関連法により、中小企業においては2019年４月から「年次有給休暇の取得義務化」、2020年
４月から、「時間外労働の上限規制」が施行されています。そして、2021年４月からはいよいよ「同一労
働同一賃金」が施行されます。

▶不合理な待遇差の禁止
　（正社員⇔短時間・有期雇用労働者）
　不合理な待遇差があるかどうかは、個々の待遇ごとにその性質・目的を考慮し、職務内容や人材活用
の仕組み（人事異動や転勤の有無、範囲）等の違いに応じて判断されます。

▶待遇に関する説明義務の強化
　短時間・有期雇用労働者の雇い入れ時と当該労働者から求めがあったとき、事業主は正社員との間の
待遇差の内容、理由について説明することが義務となります。

▶行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続（行政 ADR）の規定の整備
　行政による事業主への助言・指導等や短時間・有期雇用労働者と正社員との間の待遇差等に関する裁判外紛争解決手続（行政
ADR）の根拠規定が整備されました。

　中小企業においては、2021年４月の施行に向けて、雇用形態ごとの待遇の違いについて検証を行い、不合理
な待遇差があれば是正することが求められます。
　函館商工会議所にて配布しております。（数量限定）
　また、下記URLからダウンロードも可能です。ぜひご活用ください。
https://www.tokyo-cci.or.jp/seisaku/pdf/roudoubook.pdf

＜大 企 業＞ ２０２０年４月１日
＜中小企業＞ ２０２１年４月１日

✓�労使で合意したうえで労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方
法（記名押印又は署名など）により36協定を締結すること

✓�管理監督者でないこと
✓��36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること
✓��使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

①　労働者代表と使用者で合意のうえ、36協定（労使協定）を締結

電子申請による
届出が可能

②　36協定（労使協定）の内容を36協定届（様式第９号等）に記入

③　36協定届を労働基準監督署に届出

④　常時各作業場の見やすい場所への掲示や、書面の交付等の方法により、労働者に周知

※施行日までの間であっても、押印又は署名がなくとも届け出ることができます。
※施行日以後は、旧様式に直接チェックボックスの記載を追記するか、チェックボックスの記載を転記した紙を添付して届け出ることもできす。

Ｑ
時間外・休日労働が
生じるときは

どうすればいいの？

※時間外・休日労働に関する協定届36協定届が新しくなります2021年4月～
2021年4月～

36協定と36協定届を兼ねる場合の留意事項 過半数代表者の選任にあたっての留意事項! !

「同一労働同一賃金まるわかりBOOK」のご案内

＜パートタイム・有期雇用労働法のポイント＞

２０２１年４月いよいよスタート！

施行日
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新型コロナウイルス感染症により、(1)主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯（被保険者）
または (2)主たる生計維持者の事業収入等が３割以上減少した世帯（被保険者）について、国保料・介
護保険料が減免となる場合がありますので、申請に必要な条件・書類準備等についてお知らせします。

■申請に必要なもの
１．国民健康保険料減免申請書・介護保険料減免申請書
　　（お住まいの自治体の様式を使用して下さい。下記「申請に関するお問合せ・様式の入手について」参照）

２．収入減少等申告書（お住まいの自治体の様式を使用して下さい）

３．添付書類

(1)死亡・重篤な傷病の場合⇒死亡診断書・医師の診断書等の写し

(2)収入減少の場合
○令和元年分確定申告書第一表（収入金額が記載されている）の写し
○令和２年１月以降、直近までの売上帳簿などの写し（令和２年分青色決算書２面など）
○休廃業の場合は廃業届の写しなど

■申請に関するお問い合わせ・様式の入手について
お住まいの
自治体 お問い合わせ窓口

函館市

電話にてお問い合わせし要件確認を行い、該当の場合は申請書が送付されます
【国民健康保険】国保年金課　電話（減免専用ダイヤル）８４－５６７０
(様式ダウンロード )https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020060100098/

【介 護 保 険】介護保険課　電話（減免専用ダイヤル）８３－７０２２
(様式ダウンロード )https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020070800124/

北斗市

市役所代表電話番号　７３－３１１１
【国民健康保険】税務課　所得課税係［内線番号 132 ～ 134］

【介 護 保 険】保健福祉課高齢者・介護保険係［内線番号 156 ～ 159］
（様式ダウンロード）https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/6973.html

七飯町

【国民健康保険】住民課　国保年金係　電話６５－２５１３
（様式ダウンロードページはありません）

【介 護 保 険】福祉課　介護保険係　電話６５－２５１４
(様式ダウンロード )https://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail/00009049.html

■減 免 の 対 象	 令和２年２月１日から令和３年３月31日までの保険料

■減 免 の 割 合	 (1)は全額

	 (2)は前年所得に応じ国保料は10割～２割、介護保険料は10割または８割

■自治体への申請期限	 令和３年３月31日（郵送の場合は書類必着）

個人事業主の方へ

国民健康保険料・介護保険料の
減免申請手続きのご案内



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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１．趣旨・目的
　新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている飲食店等に対し、事業継続の一助と
なるよう支援金を給付する。

２．対象要件
　函館市内において次に該当する事業者

●①飲食店（約1,380事業者）
　料理店、喫茶店、居酒屋、スナック、バー　など
　　※ただし、持ち帰り、配達飲食サービス業（移動販売車等）を除く

●②ホテル・旅館等（約200事業者）
　※住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業（民泊）の届出を行っている施設を含む

●③観光土産店（約200事業者）
　※主たる売上が観光土産品であること

３．支援金額
　　１事業者あたり２０万円
　　　※ただし、ホテル・旅館等のうち、民泊は１事業者あたり１０万円

函館市事業継続臨時支援金の
給付について



トレンド通信トレンド通信

　日経ＢＰ総合研究所�上席研究員。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。ＩＴ分野、経営分
野、コンシューマ分野の専門誌編集部を経て
現職。全国の自治体・商工会議所等で地域活
性化や名産品開発のコンサルティング、講演
を実施。消費者起点をテーマにヒット商品育
成を支援している。著書に『地方発ヒットを
生む　逆算発想のものづくり』（日経ＢＰ社）。

渡辺　和博 /わたなべ・かずひろ
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　政府の方針もあって、東京都内ではテレワークによ
る在宅勤務がすっかり定着し、オフィスビルの空室率
の上昇も目立つようになっています。私自身も昨年の
春以降は基本的に在宅勤務の状態が続いています。消
費スタイルの変化を実感することの一つに、たくさん
お茶を飲むようになったことが挙げられます。
　もともと日本茶やコーヒーは好きで自宅でもよく飲
んでいたのですが、長時間自宅で仕事をするようになっ
て、仕事とプライベートを分け、オン・オフを区切る
ために、１日に何度もお茶をいれては飲んでいます。
このとき、味、香り、水分摂取もですが、急須やコー
ヒーのドリッパーを使ってお茶をいれる動作自体が気
分転換にとても大切だと実感します。
　個人的に、お茶やコーヒーの消費は以前に比べて何
倍にも増えました。同時に、急須やコーヒーをいれる
道具にももう少し凝ってみようかと思うようになりま
した。
　これまでどちらかというと長期トレンドで需要減少
傾向にあった日本のお茶業界にとっては一転して追い
風が吹いているといえます。これは茶器やその他の食
卓を飾る食器類をつくる事業者にとって、大きなチャ
ンスが巡ってきたことになります。
　ただ、注意しなければならないことがあります。今
回のお茶のシーンに求められているのは、例えば急須
でいえば、従来の「家族の語らい」のシーンに必要な
機能性とは違うということです。自分の休憩のタイミ
ングで家族全員がそろうとは限りませんし、全員が同
時に日本茶を飲みたいとも限りません。原則、一人で
使うことになります。その際に大切なのは、仕事の区
切りを付けるために気分転換になる動作をしたり、水
分摂取というよりは香りをじっくり味わって仕事の疲
れを癒やしたりできる機能が満たされていることです。

香り関連の癒やしグッズがたくさん売れていることか
ら見ても香りはとても大きな要素だとわかります。
　お茶の道具は毎日手元で触れることになるため、所
有し、愛玩する嗜好品としての良さ、例えばデザイン
の面白さや、ずっと愛し続けられるかわいさなどを備
えているといったことも重視されるでしょう。また、
1人暮らしでは仕事をしている机が食卓と兼用になっ
ていることも多いため、狭い机の上でお茶をいれても
邪魔にならないコンパクトさも大切な要素だと思います。
　近年、日本茶の需要が大きく変化したのは、ペット
ボトルのお茶の登場によって飲まれるシーンが食卓か
ら会社のデスクの上、さらにアウトドアなどへと広
がったためです。実は会社で飲むペットボトルのお茶
は、その用途にふさわしいようにサイズや味わいなど
がチューンアップされています。
　今回のステイホーム、テレワーク時代のお茶のシー
ンではまた違う機能が求められます。新型コロナウイ
ルス感染症はさまざまな生活スタイル、生活シーンに
変化をもたらしています。この変化は、食品や日用品、
工芸品など幅広いジャンルでこれまで少し停滞してい
た分野のビジネスにとって、新たなチャンスになる可
能性を秘めています。
  � 日経ＢＰ総合研究所�上席研究員
�� 渡辺　和博

「ニューノーマルの
 定着で問われる提案力」



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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　地域経済の発展、雇用の創出、町づくりへの貢献
―をミッションに掲げ、2018年4月に起業。「大学
で上京。卒業後、首都圏のIT会社に就職した。企
業のビジネスマッチングなど経営をサポートする仕
事に従事してきた経験を、自分を育ててくれた青森
市で生かしたいと思うようになった」。地域、集客、
IT（情報技術）に特化した青森のマーケティング
会社として日々、信頼と実績を積み重ね、業績を伸
ばしている。
　「Web制作」、「SNS運用」、「Telマーケティング

（コールセンター）」の3事業が主力。企業や店舗向
けのホームページ制作では戦略に応じて売り上げに
つながる集客サイト制作を得意としている。創業か
ら2年半で50社以上のクライアントを手掛け、北海
道や首都圏、九州からも依頼が舞い込む。
　SNSを活用したマーケティング戦略も売りで、
SNS運用に必要な工程をワンストップでサポート
出来るのが強み。「SNSで収集したデータを生かし、
企業戦略の企画立案から効果検証まで行い、質の高
いフォロワーを獲得することを目指しています」。
同事業では当所が実施した飲食店を応援する「ふん
ばるアオモリ」（みらい飯）クラウドファンディン
グの企画設定・運用を担当、目標額以上の支援金が
集まる成果を挙げた。
　専門のプロが在籍しているコールセンターは取り
扱いサービス100件以上の運営実績を持ち、「顧客
の生の声から得られる情報をマーケティングに生か
すアウトバウンドと電話や電子メールに対応するイ

ンバウンドの両面から徹底サポートしています」。
事業所・店舗のキャッシュレス決済導入支援なども
行う。
　コロナ禍で事業所を取り巻く環境が変化している。

「テレワークの推進や働き方改革が進む中、顧客と
企業をつなぐツールとしてITの役割が増してきて
います。コロナが各事業所に与える影響、事業所が
今何を求めているのか―などを常に頭の片隅に置い
ています」と話す。
　「地方で出来ないことの壁を取り払い、出来るこ
とをより広げていきたい。個性が生かせる会社（街）
を目指しています」。33歳の若き起業家の肩には従
業員の生活を支える責任がのしかかる。今後の展望
について聞くと、「ITで地方から日本を元気にしたい」
という力強い言葉が返ってきた。若さと行動力を突
破力に地域振興の旗振り役を担う。

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。

「Arte（アルテ）」株式会社
� CEO代表取締役　伊藤　真也�さん商 工 プ ラ ザ

ITで地方を元気にする―起業して3年。信頼と実績積んで業績伸ばす

問い合わせ先 青森市古川１丁目8-2　　TEL 017-762-0974

「青森商工会議所の会員となって仕事のネットワークが増えた」と�
話す伊藤さん



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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