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■今月の表紙
「函館新外環状道路」
　表紙は、令和３年３月28日に開通した函館新外環状
道路の日吉ICから撮影した一葉です。
　今回、赤川IC～函館空港ICの7.6㎞間が開通し、函
館IC～函館空港ICまでの総延長が10.0㎞となりまし
た。これにより「広域周遊観光のルート形成」「流通利
便性の向上」「道道函館上磯線（産業道路）の交通混雑
の解消による、交通事故の低減・救急搬送の速達性向上」
などが期待されています。詳細は、本書13ｐをご覧く
ださい。
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5つの重点項目5つの重点項目

第３回常議員会
　第３回常議員会を去る３月25日、正副会頭をは
じめ31名が出席のもと、ホテル函館ロイヤルにお
いて開催しました。
　議事では、３件の報告事項（議員異動、陳情要
望活動、部会委員会活動）がそれぞれ報告された
他、８つの基本方針と５つの重点項目が盛り込ま
れた令和３年度事業計画ならびに収支予算につい
て審議し、ともに原案どおり可決されました。また、
３月31日をもって退任された水島副会頭より退任
挨拶がありました。

事業計画概要事業計画概要

８つの基本方針８つの基本方針
Ⅰバランスある産業構造の形成と事業再構築支援
�・�主力の水産加工業等を中心とする二次産業の振興と観光関連産
業発展促進

・地域の資源や強みを最大限に活用した振興、発展の促進
※�ウィズコロナのもと需要喚起策と新たな働き方推進、事業再
構築支援強化

Ⅱ �ポストコロナと高速交通体系の進展等を見据えた地場産業
の広域展開（南進政策）
・�ビジネスマッチングやコラボ企画など新たな分野との連携・活
用等、企業活動の活発化に向けた支援

・新幹線を活用した東北・北関東等との連携促進と広域展開
・�北海道縦貫自動車道、函館江差自動車道および松前半島道路の
整備促進要請

Ⅲ人口減少対策と人材確保の推進
・�デジタル技術を活用した生産性向上、事業承継に関する支援強化

※�函館市が進めている「函館市西部地区再整備事業基本方針」
に基づいた「既存ストック活性化プロジェクト」への協力

Ⅳ北海道事業承継・引継ぎ支援センターサテライト設置
Ⅴ �北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録を見据えた
活性化策推進�

Ⅵ �国際航空路線再開促進ならびにクルーズ船誘致による受入
態勢の整備

Ⅶ ��空港民営化に伴う地域との共生と空港活性化に向けた連携
強化

Ⅷ �常議員会、部会、委員会活動の活発化と会員増強等組織財政
基盤の強化

 １ 中小企業の経営課題への対応
◦金融円滑化対策
　・無担保・無保証人の融資制度「マル経資金」の活用促進
　・�新型コロナウイルスの流行に伴い経営に影響が生じた事業者向け制度

融資の活用促進
◦事業承継対策
・�各種施策の普及啓発ならびに北海道事業引継ぎ支援センターサテラ
イト設置による親族内承継やＭ＆Ａ・マッチング支援強化

◦事業再構築対策
※�新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編またはこれらの
取り組みを通じた規模の拡大等の事業再構築に意欲のある中小企業
等を支援する国の中小企業等事業再構築促進事業に基づく各種施策
の普及啓発ならびに活用促進による再構築支援強化

◦雇用対策
・�地元採用の促進と令和4年度社員採用に向けた「合同企業説明会」の開催
※�地元企業中小企業の採用力向上に向けたセミナーの実施、令和5年度
社員採用に向けた大学3年生向け「地元企業合同研究会」の開催

◦�環境対策
・�中小企業が取り組みやすい環境規格「北海道環境マネジメントシス
テムスタンダード（ＨＥＳ）」の普及促進および取得促進による会員
企業の商取引拡大支援

※�持続可能な経済社会の構築に向けた会員企業に対するＳＤＧｓ（持
続可能な開発目標）の普及促進および取り組み促進

◦�経営支援機能の充実
・��新型コロナウイルスに関する経営相談窓口設置および新型コロナ対
策各種支援策の積極的な情報提供

※オンライン経営相談体制の構築

　 函館商工会議所函館商工会議所
2021年度2021年度��事業計画・収支予算事業計画・収支予算がが決定決定
特�集

▲開催にあたり挨拶する久保会頭
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 ２ ウィズコロナおよびポストコロナに対応したまちづくりの推進と地域経済活性化

 ３ 総合交通ネットワーク確立に向けた整備促進

 ４ 地域社会や会員の声を反映した提言・意見活動の推進

 ５ 会員サービスと会員増強、組織・運営基盤強化の推進

※構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が100ではありません。

（１）まちづくりの推進
◦中心市街地等の活性化
　・�中心市街地での集客拠点の創出と商業の活性化、商店街の育成に資す
る各種まちづくり事業の実施

　※�函館市が進めている「函館市西部地区再整備事業基本方針」に基づい
た「既存ストック活性化プロジェクト」と「共創のまちぐらし推進プ
ロジェクト」への協力

���※ＧｏＴｏＥａｔキャンペーン（食事券事業）の実施支援
���※ＧｏＴｏキャンペーンの延長等需要喚起策の要請

（２）地域資源を活用した活性化対策
◦地域資源を活用した地域活性化の推進
・�函館らしさを創出する地域資源の活用と函館ブランドの確立ならび
に会員企業の物産展・商談会・産業イベント等への出展支援
※北海道による当市でのヤリイカ産卵礁設置事業に関する調査研究

◦箱館高田屋嘉兵衛顕彰追悼式開催と小学生向け副読本配布
◦縄文遺跡群の世界遺産登録を見据えた活用促進
・�世界遺産センター誘致要請や周遊観光促進

◦産学官連携の推進
・�当地域振興発展に資するＭａａＳ（移動のサービス化）等、新技術
創出に関する調査研究
・函館市に移住する大学生に対する住民票転入手続き推奨

（３）観光振興の促進
◦国内外からの観光客誘致促進
・�非接触型による新幹線利活用促進を目的とした首都圏・北関東・東
北地区への観光プロモーション活動

◦各種イベントの検討・実施
・�「2021函館マラソン」開催に向けて万全な感染対策と大会準備運営
に対する協力、ならびに関係各団体との連携強化

※第55回全国観光土産品公正取引協議会函館大会開催への協力

（４）他地域・他分野との連携
※第55回北海道・東北商工会議所連絡会議（函館）の開催

◦津軽海峡経済圏、東日本経済圏および他地域との連携・交流促進
・青森商工会議所との企業パートナーシップ構築事業
・�さいたま市・さいたま商工会議所との連携によるビジネスマッチン
グ商談会等の開催

・鹿児島山形屋の特別催事「函館デー」開催に対する連携支援
※�オンラインを活用し地域･機関とのビジネスマッチングの検討･実施

◦�アニメ制作会社（タツノコプロ）との連携による、キャラクターの利活
用等、企業活動の活発化に向けた支援

（５）国際化の推進
◦国際化への取り組み
・函館ラオス友好協会（仮称）設立による交流促進
・�外国人観光客へのホスピタリティ向上を図る英会話講座・中国語講
座の開催

◦海外市場進出等への対策
※中国を主なターゲットとした越境ECに関する調査研究
※原産地証明書オンライン発給に向けた準備･実施

◦北海道新幹線および在来線の利便性向上
・�新幹線青函共用走行区間高速化について、札幌開業を見据えた抜本的
解決策の検討・研究開発と導入
・新幹線の速達性に関する新たな構想の調査研究
・�新函館北斗駅と現函館駅間のＩＣカードシステム導入等、新幹線乗り
継ぎ環境充実に関する要望
・�札幌延伸に向けた新幹線利活用策、在来線の利便維持向上対策、二次
交通整備やまちづくりに関する調査研究
・貨物新幹線積み替えターミナル立地に関する調査研究

◦高速幹線道路の整備促進
・�北海道縦貫自動車道の七飯ＩＣ～大沼公園ＩＣ間の早期完成に向けた
整備促進要請
・�函館江差自動車道木古内ＩＣ～江差ＩＣ間の早期事業着手、および松
前半島道路の早期事業着手に向けた整備促進要請

◦函館港の整備促進
・�函館港若松ふ頭暫定供用開始に伴う利活用の促進と、さらなる大型ク
ルーズ船の早期完全供用に向けた整備促進要請

・�若松ふ頭へのクルーズ船寄港時における利用者の利便向上に向け、
CIQ（税関・出入国管理・検疫)手続きやインフォメーション等を備
えた旅客ターミナルの整備促進

◦函館空港の機能充実
・�空港民営化に伴う地域との共生、アクセスの向上等安定的運営に対す
る支援協力とさらなる空港活性化に向けた連携支援

・�国際航空路線の再開促進とアジア圏域を中心としたプロモーションの
実施

◦バランスある地域産業構造形成をめざした企業誘致の促進
◦地域経済振興のための国・北海道・函館市等への要望活動等の推進

◦地域大型建設工事等に対する地元企業受注機会の確保要請
◦函館市行政施策に対する要望についての実施検討

◦会員企業の福利厚生支援のための健康診断割引サービス事業の実施
◦会員企業への健康経営・健康企業宣言運動の周知と推進
◦各種共済制度および日商保険制度、火災共済等の充実と普及促進
◦�商工会議所の企業情報サイト「ビジネスモール」等、インターネットサー
ビス利活用の促進
◦常議員会・部会・委員会の積極的な開催による会議所活動の充実強化

◦人材育成と組織の活性化
・�女性会ならびに青年部への事業支援と政策協議、および若手経営者の
育成

・各種検定試験の受験機会を増やすためネット試験実施
◦効率的な事業運営に資する事務局体制の充実・強化
※新会議所会館に係る調査研究

収入 248,740千円 支出 248,740千円

福利厚生費
15,240：6.1%

旅費交通費
10,110
4.1%

事務局費17,600：7.1%

ビル管理費等
25,570：10.3%

操出金等
4,260：1.7%

会費負担金
86,600：34.8%

事業費
84,470：34.0%

給与費
91,490：36.8%

事業収入
52,950：21.3%

補助金
62,800：25.2%

繰入金等
46,390：18.6%

2021年度収支予算
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小規模企業共済制度は退職後のゆとりある生活を応援する安心の共済制度です。

◦全国で約１４０万人以上の経営者が加入
◦掛金は全額所得控除
◦無理のない掛金 　月額1,000円～ 70,000円の範囲で自由に選択
◦共済金の受取は一括・分割・併用の３タイプ
◦受取り時にも税制面での大きなメリット
◦災害時や緊急時には契約者貸付けの利用が可能

■加入できる方：�常時使用する従業員の数が20人以下（商業・サービス業は5人以下）の個人事業主、個人
事業主に属する共同経営者および法人役員の方

� �サラリーマンの方は、兼業で不動産賃貸業を営む個人事業主･会社等役員･共同経営者の地
位であってもご加入できません。

お問い合わせ：経営支援課　℡２３－１１８１

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4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)

小規模企業共済制度 経営者の退職金

「ゆとり」
のために。
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金融個別相談
日本公庫を含む新規または既往借入・借換についてのご相談
実施日／4月21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
法人設立、経営改善、事業承継、税務など経営一般についてのご相談
実施日／5月12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
資金借入・借換等に関する保証制度についてのご相談
実施日／5月11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・知的財産、新しい発明・技術・サービス等についてのご相談
実施日／4月28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
商取引に関する契約・権利等、企業法務全般についてのご相談
実施日／4月23日㈮ 13：00〜16：00
相談員／弁護士　堀田　剛史氏

ＩＴ相談
IT活用投資、テレワーク推進、IT導入補助金などについてのご相談
実施日／5月13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／	２０２１年４月２３日㈮ １４:００～１６:００
場　所／		函館商工会議所３F会議室
講　師／  株式会社エス・ピー・ネットワーク　総合研究部　研究員
 福田　有理子 氏
定　員／		３０名（先着順、受講無料）

日　時／	令和３年５月１３日㈭ 講演14：00～16：00　個別相談（申込順）16：00～17：00
　 令和３年５月１４日㈮ 講演10：00～12：00　個別相談（申込順）12：00～12：30
　 令和３年５月１４日㈮ 講演14：00～16：00　個別相談（申込順）16：00～17：00
場　所／	 函館商工会議所３F会議室
講　師／		牛島経営財務コンサルティング　代表	牛島　邦秀 氏
定　員／		３０名（先着順、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、℡23-1181にご予約願います。無料

～実効的な内部通報制度～
風通しのよい職場づくりのために

「小規模事業者持続化補助金」セミナー
～コロナ禍を契機とした価値観の変化を商機と捉え、事業拡大につなげる～

お申し込み・お問い合わせ　経営支援課　℡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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㈱プロテック
　金属板金外装業として成長を続けてきた当社は、昨
年、創業50周年を迎えることができました。予てより、
組織の基盤強化のため、業務効率化、人材育成や福
利厚生など人的資本の充実、M&Aによる事業エリア
の広域展開などに努めてきました。そうした事業活動
が功を奏し、コロナのパンデミックによるダメージ
を最小限に抑えることができました。現在は、アフター
コロナに向けての準備期間ととらえています。

組織づくりの重要性を改めて感じた１年
　少子高齢化や生産人口の減少等により、昨今の建設
業界の規模は縮小傾向にあります。組織の基盤がしっ
かりしていない中小企業にとって、事業継承や同業他
社との競争、コロナも相まって、より厳しい時代になっ
てしまいました。不測の事態に耐えられる組織づく
りの重要性を改めて感じた１年となったと思います。

函館商工会議所 青年部会長に就任　今後の展望
　今年３月に、函館商工会議所の青年部会長に就任
いたしました。来年は青年部20周年事業の開催を予
定しております。昨年はコロナの影響により青年部
事業は軒並み中止を余儀なくされましたが、この経
験を最大限活かし実現可能な企画・運営をし、将来
につながる事業にしたいです。
市民参加型事業の推進
　アフターコロナ後も観光客は、すぐに戻ってくる
とは限りません。まず大切にすべきは、地元の方が
参加し楽しめるイベントの推進だと考えています。
「函館カルチャーナイト」、「ペリーボート競漕」など、
学生や子ども達を中心に家族全員で多数参加できる
事業を進め、函館の魅力を国内外に発信していきます。
点を線で結ぶ観光プランの提案
　「文化」「スポーツ」「食」など点在する観光資源を
線で結ぶ滞在型広域観光に加え、スポーツイベント
×観光のスポーツツーリズムなど、青年部として独
自の提案を行っていきます。
函館マラソン大会の拡充とスポーツイベント
　青年部として、将来の１万人規模への拡大を見据
えた現状に合った企画の提案をし、安心・安全な大
会運営へ向けた体制を整え、協力していきます。また、
その他スポーツイベントを通じて道南・函館の活性
化に繋がる事業の支援を行っていきます。
会員の掘起と会員拡大
　会員同士の交流が難しい中で、TELやメールなど
基本的な連絡をコンスタントに取ることが大切だと
思っています。役員会で決定した内容について会員
へ共有するなど、委員会等への参加意義を理解して
もらうとともに、出席率・実働率の向上を図り、会
員組織の基盤強化をしていきたいと考えています。
青年部の活動のPR
　青年部での活動をHPやメディア、SNSを通して発
信していきます。戦略的に対象者を絞り、より訴求
効果の高いPRを行い、活動への理解を深めていただ
けるような情報発信をしていきたいです。
創立20周年事業の企画と運営
　これまでの青年部活動に対し、理解をいただき支
えてくださった諸先輩や関係者の方々へ感謝の気持
ちを込め、記念式典、記念事業、記念祝賀会等の開
催に向けて諸準備を進めていきます。

住所　北斗市追分3丁目6番9号
TEL　0138-49-4550
会社HP：https://www.protech2004.jp/company/01.html

㈱プロテック

㈱プロテック
代表取締役社長　富樫　孝樹

テーマ 将来を見据えた組織づくり
NOW会員
Vol.86

▲昨年を振り返り語る富樫社長
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函館商工会議所会員様 限定優待情報
　４月１２日～５月３０日までの間、『あっさり醤油らーめん（７００円）＋半チャーハン（３３０円）』
のセットを２００円引きでご提供させていただきます！ ※他のクーポンとの併用不可
　ご注文時に、ページ右上のチケットをご提示、または「ともえを見た」とお申し出ください。
　どうぞ、この機会に当店自慢のらーめんをご堪能下さい！

優待情報等の詳細については、直接店舗へお問い合わせください

　当店イチオシは、秘伝の醤油ダレを使用したあっさり醤
油らーめん（700円)です。複雑な味わいが口の中に広が
る特製スープは、道産の真昆布で取ったダシが決め手になっ
ています。セットメニューの半チャーハン（＋330円）は、
仕上げに醤油ダレを軽くかけているので、あっさり醤油らー
めんとの相性は抜群です。
　さらに、道産豚バラとロースの自家製チャーシューは、
５時間以上しっかり丁寧に煮込んでいます。ほろほろとろ
ける濃厚なお肉の薫りが口の中に広がり、食欲をさらに掻
き立てます。
　味噌らーめん(850円)、岩のり塩らーめん（780円）な
どご用意。トッピングメニューのネギ（150円）、パラパ
ラひき肉（100円）各種ございますので、アレンジしてお
楽しみください。

� ※表記はすべて税込価格

めん処　はなぶさ
住　　所 函館市上湯川町４６-５　　　　
T E L ０１３８-８４-６４７１
営業時間 １１：００～１５：００（LO.１４:４５）　１７：００～２０：００（LO.１９：４５）
定 休 日 月曜日（祝日の場合は営業、翌日が休み）
H 　 P  https://www.hakodatehanabusa.com

支店／札幌   営業所／岩見沢・八戸・仙台・和光・渋谷

G （ ８ ） - １ ６ ０ ２ ０ １ ０ ６ ９ ９

I S O 9 0 0 1 : 2 0 1 5  J M A Q A - 2 6 1 8
4

Member’s Board
めん処 はなぶさ

函館商工会議所

会員様限定優待券

めん処　はな
ぶさ

４月１２日
～５月３０日

の
間

あっさり醤油らーめん＋半チャーハン

セットで２００円
引
き

※他のクーポンとの併用不可

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
きりとり線

きりとり線−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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　去る３月９日、本所議員室において、水島担当副会
頭、辻委員長、赤坂・濱津両副委員長が出席し、総務
委員会正副委員長会議を開催しました。
　新型コロナウイルスの感染拡大による社会情勢を鑑
み、本年は正副委員長会議として開催し、当日は、総
会提出議案である令和３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
会議所活動などについて、意見が交わされました。

　去る３月18日・19日、函館市亀田交流プラザにお
いて、本所、(公社）函館法人会共催による2021年新
入社員セミナーを新社会人47名の参加をもって開催
しました。
　同セミナーは、新入社員が社会人として必要とされ
る基礎知識やビジネスマナー等を習得し、即戦力とし
て企業に貢献できるよう毎年開催しているもので、今
回は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
２日間にわたって行われました。
　当日は、㈲オフィス・K 代表取締役の藤本恭子氏
を講師に迎え、「ビジネスマナーの基本」「コミュニ
ケーション」「話し方と敬語法」「信頼される電話対応」

「接遇対応のマナー」「仕事の進め方」等の研修をはじ
め、函館市市民部くらし安心課による「社会人のため
のお金の話」と題した講演が行われ、参加者は熱心に
受講しました。

第65回函館圏優良土産品推奨会　函館市長賞

しゃきしゃきりんごのまるごと
カスタードパイ 1個………………………… 864円(税込)

　大きなパイの中には、シャキシャキ、ジューシーなりんごがまるごと１個入っています。
　芯の部分に入った甘さ控えめのカスタードクリームとの組み合わせが絶妙！りんご本来の甘みと食感を生
かした、大人も子供も楽しめるフォーポイントのアップルパイの魅力をどうぞお楽しみください。

　大きなパイの中には、シャキシャキ、ジューシーなりんごがまるごと１個入っています。
　芯の部分に入った甘さ控えめのカスタードクリームとの組み合わせが絶妙！りんご本来の甘みと食感を生
かした、大人も子供も楽しめるフォーポイントのアップルパイの魅力をどうぞお楽しみください。

フォーポイントバイシェラトン函館
函館市若松町町１４-１０ 
TEL ０１３８-２７-８２２０

フォーポイントバイシェラトン函館

会議所のうごき

総務委員会

2021年 新入社員セミナー

▲社会人としての基礎知識を学ぶ参加者

▲開催挨拶をする辻委員長
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議員の異動
議員の職務を行う者の変更
・監　　事	 	 選任　　北海道電力㈱　函館支社長	 大　滝　真理子	氏
	 	 	 退任　　金森商船㈱　　取締役会長	 渡　邉　兼　一	氏
	 （令和３年３月25日付）
・３号議員　　株式会社　函館丸井今井	 （新）代表取締役社長兼店長	 橋　　　淳　央	氏
	 	 	 （旧）代表取締役社長	 橋　本　弘　昭	氏
	 （令和３年４月１日）

9

　
　去る３月24日、フォーポイントバイシェラトン函
館において、第65回函館圏優良土産品推奨会を開催
しました。
　当推奨会は、函館圏を訪れる観光客に適正な表示と
包装の観光土産品を提供するとともに、道南地域を代
表する優れた観光土産品を発掘、育成するために行っ
ており、当日は、23社から農水産20品、菓子21品、
民工芸１品、合計42品が出品されました。
　第１次審査の審査会では、公正競争規約に基づく過
大包装や不当表示、表示義務等を厳正に審査しました。
　合格品を対象とした２次審査では、郷土性、品質、
包装、価格、味覚等、観光土産品として特に優れてい
る商品を審査し、受賞商品が決定しました。

（12頁参照）

　去る３月23日、本所会議室において、標記臨時総
会を斎藤会長はじめ会員109名（本人出席47名、委
任出席62名）が出席し、オンライン会議システムの
併用により開催しました。
　当日は、役員改選に伴い、新たな委員会役員として「委
員会幹事」をおくことができる旨の規約変更について
協議を行い、原案通り決議されたほか、現行役員任期満
了に伴う次期理事及び監事の選任について協議を行い、
次期正副会長が推薦した次期理事及び監事の18名が
選任され、出席者の拍手をもって承認されました。
　議案審議終了後には、斎藤会長より富樫次期会長へ
会長バッチの引き継ぎが行われたほか、令和２年度を

もって卒業される会員に対するセレモニーが行われ、
卒業生を代表して斎藤会長、小林副会長、小林監事へ
卒業証書・記念品・花束が手渡され、その後の小林副
会長による卒業生代表挨拶やオンライン出席の卒業生
による挨拶では、それぞれ青年部活動での思い出や仲
間への感謝の言葉等が述べられ、盛会裡に終了しました。

　去る３月30日、函館市中央図書館において、渋沢
栄一が教えるお金の話の絵本「おかねってなぁに？」
35冊の寄贈を行いました。
　同絵本は、商工会議所の創設者であり、2024年に
発行される新紙幣（１万円札）の肖像となる「渋沢栄
一翁」の周知を図ると共に子供達にお金の大切さを広
く伝えることを目的として、日本商工会議所青年部の
広報委員会において企画・製作されたもので、全国各
地415の単会から各地域の公立図書館へそれぞれ35
冊が寄贈されました。

第65回函館圏優良土産品推奨会
函館市長賞等各賞が決定

青年部
臨時総会　次期理事及び監事を選任

渋沢栄一が教えるお金の話の絵本を函館市中央図書館へ寄贈

▲過大包装や不当表示等を審査する１次審査

▲斎藤会長（左）から富樫次期会長へ会長バッチの引き継ぎ

▲丹羽館長（左）へ絵本を手渡す斎藤会長



ご案内ご案内
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■給付金を受けることができる事業者の要件

□　�緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響により、2021年1月
～3月のいずれかの月の売上高が、2020年か2019年の同月の売上高と比較し
て50％以上減少していること

□　�申請者が公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、
政治団体、宗教法人以外であること

※�2019年以降に創業・合併した事業者、2021年以降に法人成り、事業承継した事業者等、特例が設定され
ている場合がありますので詳細は要項でご確認下さい

■�函館地域の事業者が申請可能なケース�（支給は申請ごとに判定されますので、記載内
容は支給をお約束するものではなく、不支給の場合でも当所は一切の責任を負いません）

１．�緊急事態宣言地域（11都府県）の飲食店等に対し、直接・間接的に商品やサービスを
提供している事業者

２．�函館市に来訪する旅行客向けに商品販売やサービス提供を行っている旅行関連事業者。
具体的には、飲食事業者、宿泊事業者（ホテル、旅館等）、旅客運送事業者（タクシー、
バス等）、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者（博物館、美術館、
動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等）、小売事業者（土
産物店等）等　�
※函館市及び南渡島地域は「宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域」に該当

３．上記２の旅行関連事業者に商品やサービス提供を行っている事業者�
（例えば、1〜3月に臨時休業などを行った函館市内の観光施設や同施設内のテナント店舗に商品や食材・
資材を卸していて、売上が50％以下となった事業者）

【注1】�上記1〜3それぞれに申請手続き時に提出を求められる資料が各種あり、これらの確認が済むことで支
給が決定されます。必要資料・保存資料の詳細は本案内では紹介しきれませんので、各自、給付金ポー
タルサイトにて確認頂くか、本所あてお電話にてご相談下さい

【注2】�国の一時支援金の要件を満たさず受給できない方で、北海道発出の外出自粛要請・札幌すすきの地区
飲食店休業要請の影響で2020年11月〜2021年3月のいずれかの月の売上が半減した方は「北海道特
別支援金(4月受付開始・法人20万/個人10万)」の対象となる場合があります

　2021年１月に首都圏など11都府県(※１)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・個人事業者等に対する支援金（法人
60万円以内、個人事業者等30万円以内）の申請受付が３月８日より開始されましたので、
申請に必要な書類準備等についてお知らせします。

※１　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

中小企業庁「中小企業庁「緊急事態宣言の緊急事態宣言の
影響緩和に係る影響緩和に係る一時支援金」のご案内一時支援金」のご案内
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■申請方法
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

（支援金ポータルサイトURL）　https://ichijishienkin.go.jp/

２．�最初にポータルサイトに基本項目を入力し「申請 ID」を取得します

３．�申請 IDの取得に続き、営業実態に関する「事前確認」手続きが必要です。お手元に「申請 ID」、法
人の場合は「法人番号」、「所定の宣誓・同意書」(ポータルサイトから PDFファイルをダウンロー
ドして印刷 )をご用意下さい

４．�会員事業所の方は、当所で「事前確認」を行います。パソコンからインターネット検索で�
函館商工会議所�事前確認チェックシート� と検索入力して表示された PDFファイルを印刷して頂
くか、パソコンが利用できない場合は�0138-23-1181経営支援課へ電話にてご請求下さい

５．�上記４のチェックシート記入の際は商議所の会員番号が必要ですので、当所あて「事前確認を依頼し
たい」とお電話下さい。その際に会員番号をお伝えします

６．チェックシート内容を全て確認しご記入後、FAX・郵送・窓口持参のいずれかで提出願います

７．�当所で内容確認を行い申請事務局へ確認済通知を発行し、その旨を事業所の代表者様へ連絡いたしま
す。申請者様は次の手順（本申請）に進みます

■事前確認の終了後、本申請の際に必要な書類・情報について
下記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

法人格のある事業者 個人事業者

■申請内容を証明する証拠書類等
ア）�2019年１月から同年３月まで及び2020年１月から
同年３月までをその期間内に含む全ての事業年度の
確定申告書別表一の控え及び法人事業概況説明書の
控え（収受日付印、または受信通知/メール詳細付）

イ）�対象月の月間事業収入が確認できる売上台帳等
ウ）�法人名義又は法人代表者名義の振込先口座の通帳の
写し

エ）申請者の履歴事項全部証明書（３か月以内）
オ）�一時支援金給付規程により様式が定められた宣誓・
同意書

カ）�2019〜2021年の各年１〜３月における顧客である
法人及び個人事業者等の情報が確認できる書類

キ）その他事務局が必要と認める書類

■申請内容を証明する証拠書類等
ア）�2019年及び2020年分の確定申告書第一表
の控え（青色申告の方は所得税青色申告決
算書の控え）

イ）�対象月の月間事業収入が確認できる売上台
帳等

ウ）�申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
エ）本人確認書類
オ）�一時支援金給付規程により様式が定められ
た宣誓・同意書

カ）�2019〜2021年の各年１〜３月における顧
客である法人及び個人事業者等の情報が確
認できる書類

キ）その他事務局が必要と認める書類

■申請期限　令和３年５月31日　24時
■制度に関するお問い合わせ⇒支援金コールセンター　電話0120-211-240（毎日８:30～19:00）
■本所の決算申告指導対象事業者の方（確定申告書の取扱に関するお問い合わせ）
函館商工会議所　中小企業相談所　電話0138-23-1181（平日８:40～ 17:40）
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1
鬼の板長 福島町産黒米いかめし

（１尾） ………………………………… 600円（税込）

㈱函館フーズプランニング
函館市本町4-7　℡53-1146

2
シャキシャキりんごのまるごとカスタードパイ

（1個） ……………………………………864円（税込）

フォーポイントバイシェラトン函館
函館市若松町14-10　℡23-8888

1
函館うまれのもちもちニョッキ（冷凍）

（200g） ……… 550円（税込）
パターテ・ジャパン㈱
函館市港町2-13-6　℡62-2622

2
がごめ昆布おかず手造り
セット梅かつお

（120g） ……… 972円（税込）
㈱医食同源
函館市万代町20-10　℡40-3938

3
道南地場造り昆布だし

（200㎖） ……… 580円（税込）
㈲ヤマチュウ食品
函館市花園町25-3　℡83-6531

4
ロマネスク函館ホワイト６枚入

（６枚） ……… 1,080円（税込）
㈱はこだて柳屋
函館市万代町3-13　℡42-0989

5
函館散歩
ミルクあん5個入り

（5個） …………… 660円（税込）
㈱千秋庵総本家
函館市宝来町9-9　℡23-5131

6
たたみコースター

（15g・1枚） …… 495円（税込）
NPO 法人　セラピア
函館市桔梗町417-13　℡47-2512

1
ひろめ舟祭り

（250g/1個）
…………………… 3,240円（税込）
久二野村水産㈱
函館市臼尻町245　℡25-3456

1
独身貴族

（40g×12個）
…………………… 3,240円（税込）
㈱不二屋本店
函館市西桔梗町589-46　℡49-5175

2
社長のいか塩辛　煎餅

（2枚×2袋）
………………………… 280円（税込）
㈱布目
函館市浅野町4-17　℡43-9101

2
五島軒 山わさび風味おかき

（12g×6袋）
………………………… 540円（税込）
㈱不二屋本店
函館市西桔梗町589-46　℡49-5175

1
炙り風味函館塩ラーメン

（314g） ……………………………… 432円（税込）

日の出製麺㈱
北斗市萩野33-83　℡77-8189

2
白い半熟スイートポテト

（300g） ………………………… 1,080円（税込）

カドウフーズ㈱
函館市追分町1-25　℡62-6077

函館市長賞

奨　励　賞

函館商工会議所会頭賞

（一社）函館国際観光コンベンション協会会長賞 みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会会長賞

●①

●① ●④
●⑤

●⑥

●①

●②

●②
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北海道新幹線　開業５周年を迎える
　去る３月26日、北海道新幹線（新青森・新函館北斗間）は開業５周年を迎えました。
　これを祝うイベント「開業５周年記念フォーラム」が北海道新幹線建設促進期成会（事務局：北海道商工会議所連合会）
主催により３月25日に札幌市で開催されましたが、道南地域ではコロナ禍の影響により集客を伴う記念イベントは実施
されず、静かな５周年となりました。
　北海道新幹線は開業以来５年間で約800万人を運び、北海道・道南地域の人流や経済にさまざまな効果をもたらしてい
ます。国土交通省「旅客地域流動調査」をもとに、首都圏１都３県と道南地域との利用交通手段の推移を見ると、開業
した2016年度のJR利用者は在来線時代と比べ約3.3倍となり、開業ブームが落ち着いた2018年度でも2.4倍です。
　開業前は航空とJRの利用比率が87:13でしたが、2018年度では74:26とJRが上昇、そして新幹線開業以降も航空利用者
の減少が見られないことから、新幹線開業でJR利用者が増加した分が純増分となり、経済効果に繋がっていることがわ
かります。同様に、栃木・福島・宮城県との鉄道利用も２倍以上となっており、道南地域の入込増に貢献しています。
　この１年はコロナ禍に
より北海道新幹線の利用
も低調な状況となりま
したが、10年後の札幌
延伸開業までは残され
ている時間が限られて
おり、様々な課題解決と、
将来を見据えたまちづ
くりを着実に進めてい
く必要があることから、
本所としても新幹線効
果の持続化のために必
要な施策に引き続き取
り組んでまいります。
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※本記事は、北海道開発局 函館開発建設部
が報道発表した「函館新外環状道路（一般
国道278号）空港道路（赤川ＩＣ～函館空
港ＩＣ）が令和３年３月28日（日）１５時に
開通します！」を函館商工会議所が編集責
任のもと、一部抜粋して掲載しています。

○函館新外環状道路は、函館市桔梗町を起点とし、函館市古川町に至る延長約15kmの地域高規格道路であり、北海道縦
貫自動車道や函館・江差自動車道と一体となり、６圏域中核都市である函館市や近隣都市間を連絡する高速ネットワー
クを形成します。
○このうち赤川IC～函館空港ICまでの
延長7.6kmが、令和３年３月28日（日）
　に開通することで、函館IC～函館空
港ICまでの総延長が10.0kmまで延伸
し、空港に直結します。
○空港に直結することにより、主要観
光地へのアクセス、流通利便性の向
上や救急搬送の支援、交通事故の低
減が期待されます。
○今回開通する空港道路は、函館IC～
赤川ICまで片側２車線、赤川IC～
函館空港ICまでは片側１車線の自
動車専用道路で通行無料です。

■函館新外環状道路の整備状況

■函館IC～函館空港間の所要時間の変化

函館新外環状道路（一般国道278号）空港道路
（赤川IC～函館空港IC）令和３年３月２８日開通!　　　　　　

はこだてしんそとかんじょうどうろ くう こう どう ろ

あかがわ はこだて くうこう

通行無料



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／鈴木　秀雄
住　所／函館市杉並町20-33
ＴＥＬ／0138-54-2800

代　表／衣笠　智文
住　所／函館市若松町7-16
　　　　アルファ函館ビル3F
ＴＥＬ／0138-26-6781

代表者／銭谷　泰仁
住　所／函館市鍛治1目48-29-1F
ＴＥＬ／0138-32-5060

鈴木　鍼灸治療院

株式会社 イースト・デイリー函館営業所

ＣＡＲＯＭＥＬＩ＆ＪＥＮＩＣＯ 株式会社

　当院では脈診により気の動向を伺い、その乱れたる
気を調整し全ての病気の治療に到るものであります。

　観光プロモーション中心に活動（るるぶ、まっぷる）
広告掲載や企画提案、自治体との連携企画など、デジタ
ルメディアとして（食べログ・LINE公式アカウント・運
用広告・その他）YouTube企画キャスティング、TV・
CM企画提案、各種グッズ・販促物の作成、予算に応じて
各種内容を依頼いただければできないことは無い総合の
広告代理店として展開しております。

　カロメリアのケーキで皆を笑顔に！をモッ
トーに真心こめてつくっております。
　今後も地域の皆様に愛されるよう、努め
てまいります。

�ご入会ありがとうございます。

▲お問い合わせQR コード
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　ストレスという言葉から、何を連想されるでしょう

か。おそらく、嫌なことや、つらいことを思い浮かべ

る人が多いのではと思います。よって、ストレスは無

くさなければと思われているのではないでしょうか。

でも、実はストレスは無さ過ぎてもよくありません。

例えば、毎日お休みで何もすることがない、誰にも会

わないなどの過少ストレスだと、生きる気力さえ失わ

れてしまうこともあります。良くも悪くも、適度にス

トレスはあった方が生き生き過ごせるのです。ただ、

現代においては、忙し過ぎる、情報があり過ぎるなど

過度なストレスがかかりやすいので、コントロールが

必要です。ストレスは無くすものではなく、うまく付

き合っていくものと認識していただければと思います。

　そもそも、ストレスの原因となるストレッサーは何

かというと変化です。結婚や出産、部署異動や担当替

え、引っ越しなど、たとえそれがプラスの変化であっ

ても大きなストレッサーになります。コロナ禍で変化

が大きかった１年ですが、それに加えて、年度替わり

のこの時期は、社会の変化が一番大きいときでもあり

ます。ご自身だけでなく、周囲の人の異動、家族の進

学などの変化を受けるのもこの時期です。

　５月病という言葉を耳にしたことがあると思います

が、なぜ、５月に心の不調が増えるかというと、この

年度替わりの時期に受けたストレスをうまく発散でき

ないせいでもあります。

　変化があるときは、とかく忙しく心の余裕がないの

で、リラクセーションを怠ってしまいやすいのです。

普段行っている趣味をしばらく休んでしまうとか、今

は物理的にそのような機会も少なくなっているとは思

いますが、友人から誘われても断ってしまうとか、ス

トレッサーが多くかかっている状況下で、ストレス発

散をすることをせずに放置してしまいやすいのです。

　その状態が続き、ストレスが蓄積して飽和状態にな

るのが、１～２カ月後に遅れてやってくるので、５月

くらいから不調を訴える人が増えるのです。ですから、

忙しく変化の多いときこそ、積極的なストレス解消が

必要です。この時期にかかわらず、ご自身の生活に変

化があったときは、ぜひ意識的にリラクセーションを

取り入れ、好きなことに触れる時間をつくることが大

切です。

　  � 日本メンタルアップ支援機構　代表理事

�� 大野　萌子

大
お お の

野　萌
も え こ

子

　法政大学卒。一般社団法人日本メンタルアップ
支援機構（メンタルアップマネージャ資格認定機関）
代表理事、産業カウンセラー、２級キャリアコン
サルティング技能士。企業内健康管理室カウンセ
ラーとしての長年の現場経験を生かした、人間関
係改善に必須のコミュニケーション、ストレスマ
ネジメントなどの分野を得意とする。現在は防衛省、
文部科学省などの官公庁をはじめ、大手企業、大学、
医療機関などで年間120件以上の講演・研修を行
い、机上の空論ではない「生きたメンタルヘルス
対策」を提供している。著書に『よけいなひと言
を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑』（サンマー
ク出版）ほか多数。

職場でかんたんメンタルヘルス

「ストレスマネジメントとは？」



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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　和食料理人が手掛ける四季折々の料理を提供し続
けて45年（創業1976年）。店は本町に構えるが、
夜のけん騒から少し距離を置く静かな場所に、見る
からに日本料理店といった佇まい。「季節の会席」「寿
司会席」など会席料理がメーン。予算に合ったオー
ドブル、折り詰め、弁当などにも応じる。「季節ご
とに吟味された食材で一品一品心を込めてお出しし
ています」。
　高校卒業後、東京で板前修行。地元に帰り、割烹
料理店、ホテル等でさらに料理人として腕を磨き、
独立した。創業後、移転、改築など紆余曲折を重ね、
現在の店構えとなって今年で27年。「安く、おいし
く、豪華に」―が店のモットー。部屋数は18あり、

「座席数で言うと170人前後のお客様に対応。最大
90人まで利用できる広さも用意できます」。茶室が
あるのも目を引く。「茶道の心得があり、遊び心で
設けました」。
　コロナ禍で飲食業は苦しんでいる。夜の街・本町
界隈も客足が激減、年が明けても、にぎわいにはほ
ど遠い状況が続いている。「昨年の売り上げはいつ
もの年より６、７割ほど落ち込みました。今も厳し
い状況が続いています」。入店の際の検温（モニター）、
手指の消毒、食事以外のマスク着用など感染対策に
はこれまでも取り組んできたが、今年に入り、さら
に対策を強化。「テーブルや椅子などお客さんが触
れる機会が多い店内のあらゆる場所に専用の抗菌、
抗ウイルス剤を吹き付けしました。５年以上の効力
があると聞いています。お客さまが少しでも安心し

て食事ができるようにという思いからです」。
　青森商工会議所が実施している「ふんばるアオモ
リテイクアウト」や感染症対策をしっかり行ってい
る飲食店をHPなどで紹介する「Let’sEat!」参加店
でもある。「飲食業界を応援しようという、こうし
た試みは有難いですね」。
　本堂さんは一代で店をここまで大きくしてきた。
それを常務取締役の長男将司さんが支える。「息子
がいてくれて頼りになります」と本堂さん。「若い
人が日本料理店にもっと足を向けてもらえるような
雰囲気づくりを心掛けています」と将司さん。コロ
ナを機に、業界が生き残るには大きな転換が求めら
れている。「徹底したコロナ対策を取ったようにや
れることはなんでもやる。待ちの姿勢ではなく攻め
の気持ちで乗り切りたい」ときっぱり。コロナ禍の
中、親子二人三脚の奮闘は続く。

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3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。

日本料理「つかさ」
� 代表取締役　本堂　幸司�さん商 工 プ ラ ザ

お客に愛され45年。徹底したコロナ対策施し暖簾を守り続ける

問い合わせ先 青森市本町5丁目7-17　　TEL 017-722-2182

「営業は午後５時からですが、予約で昼の営業も承っています」と話
す本堂さん
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