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■今月の表紙
「五稜郭公園の桜」
　表紙は満開に咲く五稜郭公園の桜を撮影した一葉です。
箱館戦争の舞台として知られる「五稜郭公園」は、
1914年(大正３)より一般開放され、春には約1,600本
の桜が咲き誇るお花見スポットとして市民に親しまれ
ています。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
のため、花見期間中は郭内が立入禁止となりましたが、
今年は、感染拡大防止対策が講じられた上で開放され、
訪れた多くの市民で賑わいを見せていました。
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　「小規模事業者持続化補助金」は、これまでの〈一般型〉に加え、今年度より〈低感染リスク型ビジネス枠〉
が新設され、４月16日から公募開始となりましたので、公募要領についてお知らせいたします。

　小規模事業者等が商工会議所・商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓
等に取り組む費用を補助する制度です。

■補助対象者
　小規模事業者であること

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

※�①「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者、②2020年1月以降の設立法人、
創業個人事業主(税務署への開業届提出基準)については、補助上限が100万円に引き上がります。

※�複数の事業者が連携して取り組む共同事業も応募可能です。その際には50万円～ 500万円となります。(連携
小規模事業者数により異なります。)

■�補助対象経費：①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、
⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費(補助対象経費総額の１/2が上限)、⑫委託費、⑬外注費

■補助対象となり得る取組事例�
　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�(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)
■審査時加点措置：１．賃上げ加点　２．事業承継加点　３．経営力向上計画加点

販路開拓・生産性向上等をお考えの小規模事業者の皆様へ！！

※特定創業支援等事業の支援を
受けた小規模事業者として補
助限度額の引き上げを希望す
る場合は、セミナー等実施元
の市区町村が交付する「証明
書」が必要です。
※事業承継加点の付与を希望す
る場合は、事業承継診断票
（地域の商工会議所が作成・
交付）も必要です。

【＊】本事業の趣旨から、社外の代理人のみでの、
地域の商工会議所への相談や「事業支援計画書」
の交付依頼等を行うことはご遠慮ください。

※新型コロナウイルス感染症加
点（間接的な影響（売上減
少））を希望する場合は、市
区町村が交付する「売上減少
の証明書」等が必要です。
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経営計画書・補助事業計画書の作成●①

●②

●③

●④
●⑤
●⑥
●⑦
●⑧

日本商工会議所による審査、採択・不採択の決定

所定の期限までに実績報告書等の提出

日本商工会議所による報告書等の確認

報告書等の不足・不備がないことの確認が終わり次第、
補助金を請求・受領（精算払い）

（以下、採択の場合）交付決定後、販路開拓の取組実施

送付締切までに日本商工会議所（補助金事務局）へ
申請書類一式を送付

地域の商工会議所での補助事業者の要件を満たして
いるか等の確認を受けるとともに、事業支援計画書等

の作成・交付を依頼【＊】

特 集

中小企業庁 小規模事業者持続化補助金
（一般型・低感染リスク型ビジネス枠）公募要領

令和元年度補正予算事業
令和２年度第３次補正予算事業

申請から補助金受領までの基本的な手続の流れ

■2021年度申込締切：	第５回	2021年６月４日（金）　　第６回2021年10月１日（金）
	 第７回	2022年２月４日（金）　　【当日消印有効】

■補助上限：50万円(補助率2/3)

〈一般型〉
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　小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と
事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に取組む費用
を補助する制度です。

■�補助対象経費：①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費（オンラインによる展示会等に限る）、④開発費、
⑤資料購入費、⑥雑役務費、⑦借料、⑧専門家謝金、⑨設備処分費、�⑩委託費、⑪外注費、⑫感染防止対策費�

※�⑫感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能で
す（緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他補助金総額の1/2(最大50万円)に
上限を引上げ）。

※�2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能です。
■審査時加点措置：1．緊急事態宣言による影響加点　2．多店舗展開加点　3．賃上げ加点

日　時　令和3年5月13日(木)　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(金)　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(金)　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（函館市若松町7-15）
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）
（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。

「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～

■2021年度申込締切：	第２回2021年７月７日（水）　　第３回2021年９月８日（水）
	 第４回2021年11月10日（水）　　第５回2022年１月12日（水）
	 第６回2022年３月９日（水）

　申請先は、事業を営む場所が商工会議所区域(函館市内のうち旧亀田市・戸井町・恵山町・南茅部町・
椴法華村区域を除く)か商工会区域かで異なりますので、詳細については、下記リンクから、それぞれ
ご確認下さい。

◦商工会議所区域の事業所　➡URL：https://r1.jizokukahojokin.info/
◦商工会区域の事業所　　　➡URL：https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

【お知らせ】5月13・14日に本所主催で本補助金の活用セミナーを以下のとおり開催します。

　応募方法については、電子申請のみとなります。(事前に「ＧビスＩＤ」https://gbiz-id.go.jp/
top/の取得が必要です)。なお、申請を急ぎたい方は「暫定ＧビズＩＤ」の取得方法をご確認下さい。
　詳細については、右記ポータルサイトをご覧下さい。➡URL：https://www.jizokuka-post-corona.jp/

■補助上限：100万円(補助率3/4)

〈低感染リスク型ビジネス枠〉NEW

本補助金についてのお問い合わせ・セミナーのお申込み：本所　経営支援課　TEL:０１３８－２３－１１８１

申込書は
本所HPから
ダウンロード
できます。
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北海道事業承継・引継ぎ支援センター

2021年4月 START!

北海道８商工会議所にサテライトを設置
小樽・函館・旭川・室蘭・釧路・帯広・北見・苫小牧

　産業競争力強化法の改正に伴い、主に第三者承継を支援する「事業引継ぎ支援センター」と、主に
親族内承継を支援する「事業承継ネットワーク」（商工団体、自治体、金融機関等280以上の機関が参
画）が統合して一つになります。
　４月より、道内８商工会議所にサテライト拠点を設置し、オンライン面談等の仕組みも整えて、
一層きめ細やかなサービスを提供します。

相談無料

秘密遵守

公平中立お気軽にご相談ください

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
経済産業省北海道経済産業局 委託事業　受託機関：札幌商工会議所（産業競争力強化法に基づく認定支援機関）

中小企業の事業承継に関する課題解決を、ワンストップで	
道内全域で支援します

～親族内承継、従業員承継、第三者承継（M&A）まで、多種多様な課題解決を総合的にサポート～

北海道事業承継・引継ぎ支援センター函館サテライト（函館商工会議所内）
函館市若松町 7－15　TEL:０１３８－２３－１１８１　 URL：http://www.Hokkaido-jigyoshokei.jp

函館サテライトでは
（函館商工会議所内）

◦  6 月以降、定期的に相談窓口を開設し、
事業承継に関するご相談に対応します

◦リモートによる WEB 面談も可能です
◦ 事業承継・引継ぎセミナーも開催予定

です
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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／5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
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／6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
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／6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

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／5月26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相談員

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／5月28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／6月10日㈭ 13：00〜16：00
相談員／ＩＴアドバイザー 大江　美帆氏

ＩＴアドバイザー 澤井　保彦氏

　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：５月15日、６月19日、７月10日ほか
（令和３年12月までの第２（３）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：５月21日、６月18日、７月16日ほか
（令和４年３月までの第３金曜日
10：00〜16：00）

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」

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、TEL 0138-23-1181にご予約願います。無料

「新型コロナ対策」「働き方改革」
専門相談をご活用下さい！

お問い合わせ：経営支援課　TEL:０１３８－２３－１１８１

専門相談実施日の確認・申込については本所HPを併せてご覧下さい。

　本所では昨年度実施した下記２つの専門相談を今年度も実施いたします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）
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㈲函館中央薬局
　当薬局は、先代である父親が平成７年に松川店を
開業し、今年で創業25周年を迎えた調剤薬局です。
現在は「函館中央薬局」の名称で市内９店舗とグルー
プ薬局２店舗の、全11店舗を運営しております。近
隣の医療機関をはじめ、全国の処方箋を受付しており、
地域の「かかりつけ薬局」として皆様にご利用いた
だいております。

当薬局のこだわり
　患者様に寄り添った丁寧な服薬指導をモットーに
しております。粉薬を正確に計量するための監査シ
ステム導入やご希望に応じて飲み間違い、飲み忘れ
を防ぐための服用日時の印字や一包化（数種類の薬
を１服用分ごとに１袋にまとめること）等、薬の効
果を最大限に発揮できるよう、患者様一人ひとりにあっ
たきめ細やかな服薬サポートに努めております。

今後の目標
　事業承継してから２年経ち、二代目として業界内で
も少しずつ認められ、今年さらに１店舗を開業する
予定です。また、当薬局に従事する薬剤師が地域の「か
かりつけ薬剤師」となれるよう、研修認定薬剤師資格
の取得支援をはじめ、今後は、若手薬剤師育成のた
め学生薬剤師の研修を積極的に受け入れ、薬剤師の
育成を通して地域に貢献していきたいと考えています。

函館商工会議所青年部　副会長に就任して…
　平成22年青年部入会以来、多くの経験をさせてい
ただき、今年度も引き続き副会長を務めさせていた
だくことになりました。前期での副会長の経験を活
かし、富樫会長を全力でサポートしていくと同時に、
コロナ禍においてもできることを模索しながら新し
い事業活動に挑戦していきたいです。
　また、諸先輩方との青年部活動を通じて学び経験
した、設立時から脈々と引継がれる「熱い想い」と「伝
統」を繋ぎ留め、若い世代の「新しい風」を吹き入
れるような繋ぎ役となれればと考えています。

住所：函館市桔梗町418番145号
TEL：0138-34-3550
※このほか、市内に10店舗を運営しています。
　�お薬に関するお困りごとは、ぜひ最寄りの当薬局までご相談
下さい。

函館中央薬局（桔梗店）

㈲函館中央薬局
代表取締役　岡村　賢

テーマ 地域の「かかりつけ薬局」として 
NOW会員

Vol.87

▲バリアフリーに対応した店舗

▲青年部活動について語る岡村副会長

▲整然と並べられた医薬品
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　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。

競争より共創へ。

新しい時代の在り方だと思う。

凸凹が協力し合うことで

単独で創るより素晴らしいものができあがります。

共に創ろう。

書道家　武田　双雲

函館商工会議所会員様 限定優待情報
　５月１０日㈪～６月３０日㈬までの間、当店ご来店のお客様に「人気の手づくりシフォンケーキ（２３０
円～２８０円相当）」を１つ無料でご提供！　※種類は日替り、一人１個まで
　ご来店の際に、ページ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

　当店は、熱帯植物園すぐそばに令和２年３月にオープ
ンしました。昼はカフェとして挽きたての豆で淹れるコー
ヒーとお食事を、夜はカフェバーとして豊富なアルコー
ルをご用意し営業しています。
　人気の食事メニューは「パングラタンプレート」と「生
ハムサラダピザ」で、『一度食べたら癖になる』と多く
のお客様からご支持いただいています。サラダの盛りが
多いことに自信があり、野菜不足の方には特におすすめ
です！
　また、毎週土曜日の夜は「ミュージックナイト」とし
て、ピアノを中心とした生演奏を楽しんでいただけます。
特にジャズ・ピアニストとのセッションがある第２・４
土曜日は盛り上がります！
　コロナ対策としては、こまめな消毒はもちろんのこと、
ソーシャルディスタンスを保つために、新たにテラス席
を増設するなど取り組んでいます。
　忙しい日常にくつろぎのひとときをご提供できるよう
努力してまいります。お近くにお越しの際は、どうぞ気
軽にお立ち寄りください。

cafe & bar 月夜の・・・
住　　所	 函館市湯川町３丁目２-１２
営業時間	 ランチ１１：００～１５：００、ディナー１９：００～２３：００（日曜日はランチ営業のみ）
定 休 日	 毎週木曜日
T E L	 ０１３８-８３-２７４８
Ｈ　　Ｐ	 https://twitter.com/tsukiyo_no_39

Member’s Board
cafe & bar 月夜の・・・

▲人気メニュー「ナポリタンプレートデザートセット」
1,200円（ランチタイム）

▲くつろぎのひとときを提供する空間

函館商工会議所

会員様限定優待券

cafe & bar 月夜の・・・

人気の手づくりシフォンケーキをサービス

※
種
類
は
日
替
り
、一
人
１個
ま
で

使
用
期
間

/令
和
3年

5月
10日

㈪
～
6月

30日
㈬

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
きりとり線

きりとり線−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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　去る４月６日、本所会議室において、標記正副部会
長会議を山本部会長はじめ４名が出席し開催しました。
　当日は、函館市都市建設部まちづくり景観課景観政
策担当課長の溝江隆紀氏より『西部地区再整備事業「既
存ストック活性化プロジェクト実施方針」について』
及び㈱地域経済活性化支援機構地域経済活性化支援部
マネージャーの北山拓氏より「株式会社地域経済活性
化支援機構の取り組み事例等について」の説明がなさ
れました。
　その後の質疑応答では、出席者より「西部地区にも
住宅街やお店などが立ち並ぶエリアが様々あることか
ら、エリアごとに特徴を捉えた再整備が必要ではない
か」、「長期的な資金回収が想定されるが、具体的な事
業内容を固めた上で、地主や地域住民の理解を得る必
要があるのではないか」等の活発な意見が述べられま
した。
　なお、７月以降、同日の説明を踏まえての現地視察
等を予定しています。

　去る４月19日、本所議員室において、2021第１回
函館マラソン大会協賛会（会長：境副会頭）を、松本
名誉会頭、久保会頭はじめ７名が出席し開催しました。
　当日は、2021函館マラソン大会協賛金の状況につ

いて報告がなされた後、2021函館マラソン大会の開
催見通しについて協議がなされました。
　その結果、新型コロナウイルス感染症の国内ワクチ
ン接種状況や、まん延防止等重点措置が出されている
地域からのエントリーも多数あることから、本協賛会
としては中止の意見を実行委員会へ提出することとし
ました。
　なお、本件については、函館マラソン大会実行委員
会総会において中止が決定されました。

　去る４月22日、伊達市（ホテルローヤル）において、
令和３年度道南商工会議所連絡協議会を開催しまし
た。
　会議は、本年７月３日に旭川市で開催される第70回
全道商工会議所大会へ、道南ブロックとして提出する
議案について協議を行うものです。会議では道南ブロ
ック共通として新型コロナウイルス感染症対策関連の
要望について協議された他、浦河・苫小牧･登別･室
蘭･伊達･森･函館の７会議所各地から提出された議
案について、それぞれ確認が行われました。
　本所からは、事業計画に基づき中小企業振興関係
14項目、総合交通ネットワークと観光振興関係22項
目、地域振興関係３項目、計39項目を提出しました。
今後、北海道商工会議所連合会が各地からの提出議
案を集約し、全道大会において中央要望事項として決
議されます。

会議所のうごき

金融・不動産・情報部会　正副部会長会議

2021 第１回函館マラソン大会協賛会

道南商工会議所連絡協議会
全道商工会議所大会への提出議案を協議

▲西部地区再整備事業について意見を交わす参加者

▲連絡協議会の様子
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議員の異動議員の職務を行う者の変更
・１号議員　　株式会社青森銀行函館支店	 	 	 	 	 （新）支店長	 北　川　　　徹	氏
	 	 	 	 	 	 	 （旧）支店長	 西　村　伸　也	氏
	 （令和３年４月１日付）
議員の職務の変更
・１号議員　　株式会社みちのく銀行函館営業部　　原　田　　学	氏	 （新）執行役員北海道地区本部長兼函館営業部長	
	 	 	 	 	 	 （旧）執行役員函館営業部長兼函館地区本部長
	 （令和３年４月１日付）

函館商工会議所事務局体制 （令和３年４月１日現在）
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　去る４月22日、本所会議室において、標記定時総
会ならびに表彰式を宮本会長はじめ会員９名、受賞事
業者２社が出席し開催しました。
　今年度の表彰式については、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止の観点から、去る３月24日に開
催した標記推奨会にて最高賞である函館市長賞を受賞
した事業者２社のみに出席者を制限し開催しました。
当日は、農水産部門で函館市長賞を受賞した㈱函館フ
ーズプランニング、菓子部門で同賞を受賞したフォー
ポイントバイシェラトン函館に対し、宮本会長より表
彰楯が贈られた後、受賞者より函館市長賞を受賞した
感想や反響、商品開発の経緯や今後の意気込み等のコ

メントがそれぞれ述べられました。
　表彰式終了後に行われた定時総会では、令和２年度
事業報告並びに収支決算報告及び令和３年度事業計画

（案）並びに収支予算（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たほか、本年９月30
日に開催を予定している ｢第55回全国観光土産品公
正取引協議会 函館大会｣ について協議を行いました。

新入職員の紹介
氏名：谷口　芽衣（たにぐち　めい）

出身：函館市
趣味：バス、市電を使った小旅行
一言：地元に貢献できる機会をいただき、大変嬉しく思います。よろしくお願いいたします。

みなみ北海道地区観光土産品
公正取引協議会
令和３年度定時総会ならびに第65回函館圏 
優良土産品推奨会表彰式を開催

専務理事　酒井　康次

事務局長　竹内　正幸

総務課 企画情報課 地域振興課 経営支援課 銭亀沢支所
課　　長　榎本　聡司
　　　　　伊藤由美子
新入職員　谷口　芽衣

課　　長　鏡　　典子
　　　　　阿部　元樹
　　　　　村山　美咲
　　　　　氣田　　綾

課　　長　村上　修一
　　　　　坂本紫具磨
　　　　　太田　泰稚
　　　　　山岸　奈央
臨時職員　竹村　梨沙

　  課　　長
（事務取扱）　　永澤　大樹
係　　長　山本　貴司
係　　長　鎌田　真紀
係　　長　早稲田　穣
係　　長　池田亜希子
　　　　　吉村　麻美

　  支 所 長
（事務取扱）　　永澤　大樹

部　会 運輸・交通・港湾 部　会 農水産 部　会 金融・不動産・情報
観光・飲食・サービス 部　会 商業、建設・土木、工業 部　会

委員会 総務 委員会 産学官連携促進 委員会 津軽海峡圏
国際化促進 委員会 高速交通体系促進

中心市街地活性化 委員会 銭亀沢支所運営特別

（
主
な
業
務
）

・総務、庶務
・経理、財務管理
・会館管理
・行事、日程調整
・予決算会計業務

（
主
な
業
務
）

・会員募集、会員管理
・事業所データ管理
・会報発行
・従業員表彰
・共済事業
・検定事業

（
主
な
業
務
）

・税務、金融相談指導
・調査、統計業務
・祭り、イベント業務
・貿易証明業務
・販路拡大支援業務
・青年部運営業務

（
主
な
業
務
）

・税務、金融相談指導
・創業、経営革新支援
・経営改善普及事業
・中心市街地活性化業務
・労働保険業務
・専門相談、支援業務

（
主
な
業
務
）

・税務、金融相談指導
・労働保険業務
・記帳機械化代行業務
・共済業務
・支所庶務、経理

事務局次長　梨木　悟 中小企業相談所長　永澤　大樹

▲表彰楯を手に記念撮影



ご案内ご案内

10

振替納付日について
　令和２年分の確定申告の振替納付日は、申告期限・納付期限の延長に伴い、次のとおりとなります。振替
納付日の前日までに預貯金残高の確認をお願いいたします。
◦令和２年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告　　　　　　➡　令和３年５月３１日（月）
◦令和２年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告　　➡　令和３年５月２４日（月）

猶予制度について
新型コロナウイルスの影響により 国税の納付が困難な方へ

函館税務署からのお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請を行
うことにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められま
すので、函館税務署（徴収担当）にご相談ください。

要件
（換価の猶予）

①　国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそ
れがあると認められること。

②　納税について誠実な意思を有すると認められること。
③　猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④　納付すべき国税の納期限から６か月以内に申請書が提出されていること。
※　原則、担保は不要です。

内容
（猶予が認められると）

①　原則として１年間納税が猶予されます。
②　猶予期間中の延滞税が軽減されます。
　　※　通常　年 8.8％　→　軽減後　年 1.0%

③　財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。

更に、個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできます。

2021年度東京商工会議所の検定試験施行日のご案内　4月1日現在

検 定 名 級 受験料(税込） 試験期間 備　　考

カラーコーディネーター
アドバンス ７，７００円 第50回　６月17日（木）～７月９日（金）

第51回　10月14日（木）～11月８日（月）
▼試験方式
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

▼�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
・�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可（公
共スペースは不可）

スタンダード ５，５００円

ビジネス実務法務
２級 ７，７００円 第49回　６月17日（木）～７月９日（金）�

第50回　10月14日（木）～11月８日（月）３級 ５，５００円

福祉住環境
コーディネーター

２級 ７，７００円 第46回　７月14日（水）～８月６日（金）
第47回　11月15日（月）～12月13日（月）３級 ５，５００円

BATIC�（国際会計検定） 級設定なし ５，５００円
第41回　７月14日（水）～８月６日（金）�
第42回　11月15日（月）～12月13日（月）

環境社会�（eco検定） 級設定なし ５，５００円
第30回　７月14日（水）～８月６日（金）
第31回　11月15日（月）～12月13日（月）

ビジネスマネジャー 級設定なし ７，７００円
第13回　６月17日（木）～７月９日（金）�
第14回　10月14日（木）～11月８日（金）

※ビジネス実務法務１級、福祉住環境コーディネーター１級については、函館商工会議所での施行はございません。
　ご受験希望の方は、東商検定ホームページにて施行地域をご参照ください。（2022年度よりネット試験移行予定）

お問い合わせ先：東商検定センター　TEL：03-3989-0777
申込方法等の詳細は、東商検定ホームページ (URL：https://www.kentei.org/) をご確認下さい。

お問い合わせ先：函館税務署　TEL: ０１３８－３１－３１７１
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函館商工会議所では、法定台帳の整備・運営を行っています。
最新の事業所情報をご提供ください。

事業所情報の変更
ご連絡お願いします

　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23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	 ・５月25日（火）にご指定の金融口座よりお引落しさせていただきます。
◦お振り込みによる会員様	 ・５月31日（月）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）　　	　

　各種会議・イベントや展示会・式典・セミナーなどあらゆる催事にご活用いただけます。
　会議に附帯する各種備品も貸し出ししております。また IT 時代に対応し、全室ブロードバンドによるイン
ターネット利用が可能です。

●貸室料金表（税込価格）� 令和3年4月1日現在

室　　　名 区分
使　用　時　間　帯

９：００～１２：００ １３：００～１７：００ ９：００～１７：００

会議室
（約160㎡、40名程度まで)

会員 １４,９６０円 １８,４８０円 ３３,０００円

一般 １８,７００円 ２３,１００円 ４１,２５０円

※�十分な間隔を確保するため、１つの机につき１名がけでのご利用をお願い致します。�
�ご利用人数の目安につきまして、参加者はスクール形式で横３列、縦10列（30名）程度とし、主催者の方
は～10名程度にてご利用頂きますようお願い致します。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お申込み時に「誓約書」のご提出が必要となりました。
※詳細及び貸会議室申込書・誓約書のダウンロードは、本所ＨＰをご確認下さい。

　(URL：https://www.hakodate.cci.or.jp/article/5147.html)
▼会議室使用例

お問い合わせ：企画情報課　TEL:０１３８－２３－１１８１

お問い合わせ：総務課　TEL:０１３８－２３－１１８１

お問い合わせ：総務課　TEL:０１３８－２３－１１８１

会員優待 貸会議室のご案内（4月より新規受付を再開！！）

事業所名

振替口座

電話番号

代表者
法人成

住　所
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令和3年度クルーズ客船入港予定
船　　名 所　　属 総トン数（G/T） 乗客乗員数（定員） 入港日時 出港日時 係留場所

飛鳥Ⅱ 郵船クルーズ 50,444 1,362 6/15（火）
9:00

6/15（火）
17:00 若松ふ頭

飛鳥Ⅱ 郵船クルーズ 50,444 1,362 6/18（金）
9:00

6/18（金）
17:00 若松ふ頭

飛鳥Ⅱ 郵船クルーズ 50,444 1,362 6/20（日）
9:00

6/20（日）
17:00 若松ふ頭

飛鳥Ⅱ 郵船クルーズ 50,444 1,362 6/27（日）
8:00

6/27（日）
22:00 若松ふ頭

飛鳥Ⅱ 郵船クルーズ 50,444 1,362 7/6（火）
9:00

7/6（火）
22:00 若松ふ頭

飛鳥Ⅱ 郵船クルーズ 50,444 1,362 7/30（金）
9:00

7/30（金）
17:00 若松ふ頭

にっぽん丸 商船三井客船 22,472 628 8/25（水）
9:00

8/25（水）
17:00 若松ふ頭

飛鳥Ⅱ 郵船クルーズ 50,444 1,362 9/1（水）
8:00

9/1（水）
17:00 若松ふ頭

飛鳥Ⅱ 郵船クルーズ 50,444 1,362 9/28（火）
9:00

9/28（火）
22:00 若松ふ頭

お問い合わせ：函館市港湾空港部　港湾空港振興課　TEL:０１３８－２１－３４９３

お問合せ
函館市総務部総務課統計担当
☎０１３８－２１－３６５１

最高賞

令和３年６月１日現在で実施

経済センサス−活動調査

調査項目には従業者数や事業の
種類および業態、売上高や費用
などが含まれます。

５月下旬から調査員が皆さまの
ところに訪問しますので、ご協力
をお願いします。
※�調査関係書類が郵送で届く場合も
あります。
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　ベストウイズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を５/６〜６/30に実施い
たします。本キャンペーンは、『商工会議所福祉制度』を会員の皆様にご理解い
ただき、会員事業所の福祉向上にお役立ていただくことを主な目的としています。
　『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備他、入院・
介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお応えするものです。
　商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には、是
非ご協力いただきますようお願い申しあげます。

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運
営されている組織です。

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]

本所　企画情報課
〒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
福利厚生制度にご活用いただけます

＊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。

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）

暮らしを支える異形管で地域の未来をつなぐ

株式会社 村瀬鉄工所

生命共済制度 キャンペーン実施中生命共済制度 キャンペーン実施中

お問い合わせ：企画情報課　TEL:０１３８－２３－１１８１

『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ



のご紹介新入会員

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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代表者名／中濱　昭二
電話番号／0138–56–0222
住　　所／函館市本町10–20第3セイコービル

代表者名／髙田　鮎子
電話番号／090–2057–8572
住　　所／函館市末広町7–8

代表者名／飯野　智子
電話番号／0138–83–5045
住　　所／函館市末広町22–17　2階

mips 株式会社 合同会社 コルディス 有限会社 Faith Up

　当社は飲食店を経営しております。
　クラブfam fatale （ファムファタール）
　Bar S/S、スープカレーBeLL
　お酒を飲んだ後はシメのスープカレーかオススメです！！

　市内で民泊施設、簡易宿所を運営。
　5/1電動バイクで函館まちたびを体験できる
旅ショップminaがオープン!!

　当社は人材を人財に変えるコンサルティング
＆トレーニングカンパニーです。
　企業の人材育成を支援します。

�ご入会ありがとうございます

事業所名 主な営業内容
（同）ジョブサポート 障がい者福祉サービス業

税理士法人　おしま会計パートナーズ 会計事務所

（公財）産業雇用安定センター北海道事務所 無料職業紹介事業

㈲マルコ小林配管 管工事業、住宅設備業

アーリーユーズ㈱ 内装仕上げ工事業

Comme chez vous 飲食業

ジンギスカン　テムジン 飲食業

La Belle peau d'ange 脱毛サロン

石井鉄工所 鉄工業

㈲北央 衛生、資源、企画、公衆浴場業

㈱We'll-BeingJAPAN ワーケーションプラットフォーム事業他

㈱丸義藤本組 建設業

affectioN 飲食業

事業所名 主な営業内容
杉澤修治 サービス業

㈲櫻井組 建築業

time 理容業

ケンシンコウギョウ 防水工

Libelore（同） 飲食サービス業

ヤマキュウ菊池商店 遊漁船、魚介類販売

㈱北斗エース 飲食業

㈲三矢水産 海産物卸・小売業、飲食業

㈱ジェニングス 水産加工業、ゲーム機、不動産業

SAKE・PUBLIC 飲食業

福澤建築 建築工事業

マルショウ板東商店 海産物小売業

TAQ-ANNE 飲食業

※掲載をご承諾いただいた会員様のみご紹介させていただいております。� （順不同、敬称略）



　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。大

おおの
野　萌

もえこ
子
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　この一年、思うようにストレス解消ができないと感

じている人も多いのではないでしょうか。気の合う仲

間同士でワイワイ騒いだり、旅行にも気軽に出掛けた

りできず、今まで何の制限もなくできていたことがで

きなくなって久しいです。実際に、どうやってストレ

ス解消してよいのか分からず、鬱々(うつうつ）とし

てしまうという話もよく耳にします。とはいえ、いつ

まで続くか分からない現状では、できる範囲で効果的

なストレス解消を取り入れていく必要があります。そ

のポイントについて、お伝えしたいと思います。

　まず、大切なのは、強制リセットの時間を確保する

ことです。嫌なことや気掛かりなことがあると、その

ことばかり考えてしまうことは誰にでもありますが、「忘

れよう」「考えないようにしよう」と思えば思うほど、

実は「強化」が起こり、かえってそれにとらわれてし

まう現象が起きます。ですから、強制的にそこから離

れるための物理的な方法を取り入れる必要があります。

　一つ目は「香り」を有効利用しましょう。嗅覚は、

五感の中で、情動と記憶に直接結びつく感覚器官です。

気分転換やリラクセーションに有効利用できるよう、

日常生活に好きな香りを取り込んでいきましょう。コー

ヒーの香りなどは、鎮静の効果もあります。インスタ

ントでもおいしいコーヒーはたくさんありますが、自

分で豆をひけば香りの立ち方は断然違います。紅茶な

ども今はさまざまなフレーバーのものが出回っている

ので、いろいろと試してみてください。また、アロマ

やお香などをたくのもいいでしょう。ただし、これは、

プライベート空間に限って行うこと。職場だと、香り

の好き嫌いでトラブルに発展することがあります。自

宅では、入浴剤やシャンプ―を、香りの良いものに変

えるのも手軽な方法です。

　二つ目は、無心、夢中になれることを取り入れましょ

う。ぼーっとする、もしくは集中できることが大切で

す。自分が好きなことであれば何でも構いません。手

芸やＤＩＹ、ゲームなども効果的です。

　三つ目は、気持ちを動かす時間をつくることです。

お笑いを見て笑う、ドラマや映画を見て泣く、スポー

ツ観戦で熱くなるといった具合に自分の気持ちを動か

すようにしましょう。日々の生活の中で、できる範囲

のことを少しずつ取り入れていくことが有効です。

　  � 日本メンタルアップ支援機構　代表理事

� � 大野　萌子

職場のかんたんメンタルヘルス

「コロナ禍での効果的なストレス解消」



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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　約７年間、アスパム通りで営業を続けてきた「ビ
ストロ橙」に終止符を打ち、さらにグレードアップ
する形で、2019年７月、安方（アパホテル向い）
に店名も新たに移転オープンした。木造をメーンに
したおしゃれなつくりの店内は入口側がホールにな
っていてテーブル席があり、奥が厨房とカウンター
席。「コロナ禍の今、ソーシャルディスタンスを取
る意味からテーブル席を減らして営業を続けていま
す」。
　「ヌヌース」はフランス語でテディベア（クマの
ぬいぐるみ）の意味。「自分の体形がクマに似てい
るとよく言われます。店に親しみを持ってもらおう
と店名にしました」。古川さんは熊のシルエットが
描かれているTシャツを着込み厨房に立つ。
　「薪窯で焼き上げた本格ピザが食べられる店」と
して知られる。「ヌヌースを立ち上げる際、『ビスト
ロ』時代のお客さんがついてきてくれるのか不安で
した。顧客を新規開拓する意味でも店の看板となる
ような強みがほしかった。そこで薪窯を導入しまし
た」。窯で焼き上げるピッツァは外側カリッと、内
側しっとりと仕上がっていて絶品―と評判。ビスト
ロ時代から人気のあったパスタ、グラタン、アヒー
ジョ、肉料理などイタリア料理の数々がメニューに
並ぶ。
　今年に入り、自家製全粒粉パンをメニューに加え
た。「アヒージョ料理を注文されるお客さんにおス
スメしています。香りが楽しめ、外カリ、中もっち
りの食感を楽しんで」と一押し。

　　
　

グラス一杯でオーダーできるグラスワイン（赤、
白）が豊富。ビールは６種類、うち４種類は人気の
クラフトビール。オードブルや弁当などテイクアウ
トメニューも用意、店舗情報は青森商工会議所の「ふ
んばるアオモリ事業」や青森中央学院大学がつくっ
た持ち帰り飲食店パンフにも紹介されている。
　店の存続には妻・幸さんの存在は欠かせない。ビ
ストロ時代から常に古川シェフに寄り添い、側面か
ら支えてきた。イチゴとピスタチオのアイスなどデ
ザートメニューは幸さんの手作り。「妻には感謝し
ています」。
　多くの人の支えがあって今日まで来たと話す。「コ
ロナの収束がいまだ見えず、苦しい状況が続きます
がビストロ時代からの常連客や新たに足を運んでく
れるお客さんのためにも営業を続けます」。（営業
18時～23時、火曜日定休）

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4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。

NOＵNOＵRS（ヌヌース）
� オーナーシェフ　古川　哲平�さん商 工 プ ラ ザ

窯で焼き上げたピッツァは絶品。常連客と新規顧客を大切に

問い合わせ先 青森市安方2丁目3-10　TEL 017-722-6772

「今年１月、店内で感染対策を取った上で三味線ミニライブを行い
ました。お客さんに喜ばれました」と話す古川さん



を応援するため

とその活用を図る活動をしています。

TEL：

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

道南縄文文化推進協議会



日時：令和３年７月２１日（水）09:30～12:00

会場：フォーポイントバイシェラトン函館
（住所：函館市若松町１４番１０号） (出展費無料)

協賛：北海道自衛隊退職者雇用協議会函館支部

★任期制隊員合同企業説明会★

応募期限：６月１１日（金）
※　ブースの数に限りがあるため、参加企業様が多数となった場合、誠に勝手なが
　らお断りさせていただく場合があります。

また、新型コロナウイルスの影響により、急遽中止となる場合があります。

詳しくは下記お問い合わせ先へ。
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《退職自衛官採用に関する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）


