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■今月の表紙
「恵山つつじ公園」
　表紙は満開に咲く恵山つつじ公園のつつじ（市の花）
を撮影した一葉です。
　恵山つつじ公園は、標高618メートルの活火山・恵山
の山麓にある、つつじが群生する公園で、5月下旬から
6月上旬にかけてエゾヤマツツジやドウダンツツジを中
心に開花し、公園内から山肌にかけて、燃えるような
花のカーペットが一面に広がる様子は、初夏を告げる
風物詩として、市民に親しまれております。

令和3年6月10日発行（毎月1回10日発行）

函館商工会議所報

6月号
（通巻450号)

広告掲載企業
理想科学工業㈱北海道営業部� 表紙裏
センチュリーマリーナ函館� 裏表紙裏
東京海上日動火災保険㈱函館支社� 裏表紙
（業）英知国際特許事務所� 段下
五稜郭タワー㈱� 段下
日の出製麺㈱� 段下
（独）中小企業基盤整備機構北海道本部� 段下
㈱エス・ピー・ネットワーク� 段下
龍文堂印刷㈱� 段下
(一財）あんしん財団� 折込
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部� 折込
キャリアバンク㈱函館支店� 折込
北海道大学水産科学研究院� 折込
はこだて検定合格者の会� 折込
日本貿易振興機構（JETRO）北海道貿易情報センター� 折込
函館圏優良土産品推奨実行委員会� 折込
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　近年、日本国内でも広く知られるようになった「SDGs」。経済界においても、大企業を中心にSDGsの視点を
取り入れた企業経営への関心が高まり、SDGs経営に取り組まれています。しかしながら、中小企業においては、
広く取り組まれていないのが現状です。そこで、本特集では「中小企業のためのSDGs経営の活用ポイント」を
ご紹介いたします。ぜひ、「SDGsは経営の中にある身近なもの」として認識し、SDGsの視点を企業経営に取り
入れていただく際にお役立てください。

■ 最近よく聞くSDGs って何？～ SDGsとは～
　SDGsは、2015年の国連サミットで採択された「2030年までに国連の加盟国すべてが達成すべき持続可能な開発目
標」=“Sustainable�Development�Goals”（サスティナブル・ディベロップメント・ゴールズ）の頭文字をとって“エ
ス・ディー・ジーズ“といい、17の目標（下図参照）とそれを達成するための169のターゲットから構成された2030年
までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。

■ なぜ、経営にSDGsなの？～ SDGsは企業経営において欠かせない目標～
　企業は、時代とともに変化するライフスタイルや環境・人権に対する意識などに敏感になって将来を見通す力が求め
られます。環境に配慮しなかったり、人権への意識が低いままで経営を続けようとすると、その企業は時代の要請に応
えていないと見なされ、顧客や取引先の信頼を失うことにもなります。そうならないためにも、経営にSDGsを取り入
れることが必要とされています。

■ SDGsに取り組まないとどうなるの？～企業が取り組むべき理由～
　SDGsはあくまで「目標」ですから、法的な強制力はなく、取り組まないからといって罰則がある訳でもありません。
しかし、もし企業が環境を破壊して製品作りをしていたり、人権を無視した労働を課していた場合、自社と利害関係に
ある顧客や従業員、取引先、投資家等（ステークホルダー）はどう感じるでしょうか？

特集 中小企業のためのＳ
エス・ディー・ジーズ

ＤＧｓ経営の活用ポイント

会社
従業員・求職者従業員・求職者金融機関・投資家金融機関・投資家

取引先取引先

消費者消費者

働きやすい環境を整えて
欲しいな

あの会社へ投資してよい
のだろうか

できる限りSDGsに配慮
してもらいたいな

SDGsに関連した商品が
欲しいな
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■ SDGsはビジネスチャンス！～ SDGs 経営推進のメリット～
　SDGsが企業イメージ向上や社会貢献につながることは知っていても、自社のビジネスチャンスであることを知る経
営者はまだまだ少ないのが現状です。SDGs経営を進めると企業にはどんなメリットがあるのでしょうか。

SDGs 経営推進のメリット
SDGs�に取り組むことで顧客は安心して自社商品を購入で
き、取引先からの信頼も得られる。

SDGs�は世界共通の考えで国や業種を問わず連携が可能。自
社の強みが新たなビジネスを生み出す機会になることも。

SDGs�に取り組む企業に投資するESG�投資※など、金融機関
からの資金調達が有利になる。

SDGs�で企業イメージや労働環境が向上することで離職率
が減り、入社希望者も増える。

�SDGs�に取り組む中小企業はまだ少ない。大企業が取引先を
選ぶ条件になることもあり、新たな販路を開拓する力になる。

※�ESG�投資：投資するために企業の価値を測る材料として、非
財務情報である環境（Environment）、社会（Social）、ガバ
ナンス（Governance）の要素を考慮する投資のこと。

自社でやるべきことが見えてくる！SDG Compass
Step1：�SDGs�が企業活動にもたらす機会と責任を理解します。

Step2：�SDGs�との関連性から、企業が抱える課題を明らかにし、
優先課題を決定します。

Step3：Step2�で選定した課題に目標を設定します。

Step4：SDGs�を経営戦略に組み込みます。

Step5：SDGs�の取り組み状況を社内外に発信します。

SDGs 活動を外部に伝える主な方法
●①経営方針や経営戦略として発信�
　�　中長期の経営戦略としてSDGs�を位置づけ、目的や取り組み
をホームページやパンフレットなどで発信する。
●②自社の商品やサービス�
　�　自社の商品やサービスがどのようにSDGs�達成に寄与して
いるかを明確にし、顧客や取引先に知ってもらう。

●③SDGs�のバッジ、ロゴマークの利用�
　�　SDGs�のバッジや名刺にロゴをつけるなど、自社がSDGsに
取り組んでいることを伝える。

※�「SDG�Compass」は、ＧＲＩ、国連グルーバル・コ
ンパクト、ＷＢＣＳＤの3団体が共同開発したものです。

※Step２～５を繰り返します。

■ SDGs経営への取り組み方のポイント～自社でやるべきことが見えてくる！ SDG Compass ～

■ SDGs経営～Ｑ＆Ａ～
：SDGs の目標には、まずどれから取り組めばよいですか？

：SDGs の取り組みには認証が必要ですか？

： SDGs は大きく、「環境」「社会」「経済」にジャンル分けされます。自社の事業と最も関係が深そうな目
標から取り組んでみましょう。また、いきなり新事業を考えるのではなく、まずは既存の事業の可能性を
掘り下げることから始めるとスムーズに活動に取り組めます。

： SDGs は自発的な取り組みを促すもので、自社のペースで自由に進めることができるのがその魅力です。
ただし、取り組んでいるフリをしないこと。見せかけだけでは逆にイメージダウンになるので、誠実かつ
正直な姿勢が求められます。

※ 本特集ページは、公益財団法人東京都中小企業振興公社が編集・発行する「SDGs 経営ハンドブック」（令和3年2月発行）
を転載及び再編したものです。なお再編後の内容にかかる責任は函館商工会議所に帰属します。
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　昨年の秋以降の感染症の再拡大に伴い、道により営業時間短縮や往来・外出自粛の要請などの対策が講じられており時短にご協力い
ただいた飲食店の取引先や外出・往来自粛等による影響を受けた方々など、全道の様々な事業者の皆様に経済的な影響が及んでいるこ
とから創設された支援金制度です。ただし、国の一時支援金の受給者は申請できません。

　本制度は、2020年11月～2021年３月のいずれかの月の売上が50％以上減少した道内事業者が対象の支
援金（法人20万円、個人事業者等10万円）で、幅広い業種の方にご活用頂けます（５月16日から北海
道に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店等向け緊急事態措置協力支援金とは別の制度です）

■�国の「一時支援金」の対象にならない、道内に本社・本店を有する中小事業者（業種要件を満たさない場合、申請したが支
給認定されなかった場合など）

　➡�支援金は国側が優先され、重複受給はできません

■�北海道知事が行った飲食店時短営業要請または外出・往来自粛の影響により、2020年11月～2021年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、札幌市内の2020年11
月以降の時短要請対象飲食店以外であること

※�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
申請・給付要領でご確認下さい

■��国の支援金では支給条件が厳しい生活関連サービス業（例えば理美容業、習い事教室など）ほか、外出・往来自粛による人
流減少の影響を受けた事業者に幅広く対応しています

■�国の支援金では緊急事態宣言地域（11都府県）の事業者との取引実態が条件の設備工事・保守、製造、卸小売、清掃・塵
芥、運送、広告・企画など各業種について、札幌市内の時短要請対象飲食店との取引、または道内の人流減少の影響を受け
た事業所との取引があれば道支援金を受給できる可能性があります

■�2020年11・12月の売上減少も対象期間に含まれています

■�インターネットまたは郵送による申請ができます。「申請の手引き」など詳細は下記ホームページをご確認下さい（「北海
道　特別支援金」でも検索できます）

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/tokubetsushienkin/01top.htm

支援金コールセンター　電話０１１-３５１-４１０１（平日８:４５～１７:３０）

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）

中小法人等　２０万円／個人事業者等　１０万円

北海道「時短・外出自粛等
による影響緩和 特別支援金」のご案内

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

　なお、 道の特別支援金の申請者は、６月から受付開始予定の国の「月次支援金」（国が４月25日以降に発令した
緊急事態宣言に対応した制度）にも重複申請が可能です

概　要

給付額

申請期限　令和３年８月３１日（郵送の場合は消印有効）

給付金を受けることができる事業者のおもな要件

申請方法（様式・手引きなどの資料）

制度に関するお問い合わせ

国の一時支援金との違い（詳細については下記コールセンターにお問い合わせ下さい）

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）
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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／6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
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／7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
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／7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・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／6月23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／6月25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／7月8日㈭ 13：00～16：00
相談員／��ＩＴコーディネータ� 川田　博仁�氏�

ＩＴコーディネータ� 市村　淳一�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：��６月19日、７月10日、８月21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：��６月18日、７月16日、８月20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、℡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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　　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。

心の傷を時間が癒やしてくれる。

自然があなたを癒やしてくれる。

書道家　武田　双雲

函館商工会議所会員様限定優待情報
６月１０日（木）～７月３１日（土）までの間

●①電動バイクで街を巡る、まちたび体験を全コース通常料金の半額でご提供！！

●②民泊えびすまち髙田屋ペア宿泊料金を８，０００円でご提供！！
　（３名以上で宿泊の際は、１名３千円（追加料金）で８名まで宿泊可能）

※どちらも要予約（ご予約の際に「ともえを見た」とお申し出下さい。）

優待情報の詳細等については、直接店舗へお問い合わせください

　弊社は2018年４月に民泊運営会社として設立しました。現在
は西部地区に民泊施設、簡易宿所３軒運営しております。
　函館市末広町に立つ民泊施設「えびすまち高田屋」は築80年ほ
どの旧商家をリノベーションした町家作りの風情あるレトロ建築
と「和」を意識したインテリアや、キッチン・シャワー・家電一
式などを備える利便性の高い客室が観光客からとても好評です。
その他民泊経営コンサルタントとしてセミナーの講師を務めるな
どの活動も行なっております。
　今年５月１日には体験型観光が楽しめる旅ショップminaをオー
プン致しました。電動バイクで函館西部地区をめぐる、モデル３コー
スを設定し、体験者は自分が行きたいコースを選び、ビュースポッ
トや特色ある店・施設などを大まかに示したマップを頼りに電動
バイクで街を巡ることができます。電動バイクの運転には原付の
免許必要、体験時間と料金は、海のコース２時間5,000円、坂のコー
スと谷地頭コース各90分4,000円（いずれもお一人様あたりの税
込料金）

合同会社コルディス （えびすまち髙田屋・旅ショップmina）
住　　所 函館市末広町７-８
電　　話 ０９０-２０５７-８５７２
E-mail info@cordis-hakodate.com
Ｈ  Ｐ https://cordis-hakodate.com

至函
館駅
➡

★
函館元町●
郵便局

五島軒●
本店

●
函館市地域
交流まち
づくりセンター

●
北海道 坂本龍馬記念館

■
十字街

合同会社コルディス

料金表
（最低催行人数）1人

■谷地頭コース（90分）／■坂コース（90分） １台　お一人様　4,000円（税込）➡2,000円（税込）
■海コース（120分） １台　お一人様　5,000円（税込）➡2,500円（税込）

ホームページから各コースの
見どころが確認できます。
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㈲花のいまい
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お花の配達も承っております。ご用途に応じたフラワー
ギフトを、当店のスタッフが心を込めてお作りいたします。
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ような企画立案を模索していければと考えています。

住　　所：函館市富岡町３丁目２５－１３
営業時間：９：００～１８：３０
定 休 日：日曜日（行事の場合除く）
Ｔ�Ｅ�Ｌ：０１３８―４１―８７８３
Ｐ　　Ｒ：�お誕生日・各種お祝いやプレゼント、お悔やみ、お供えな

どのお花の贈り物は、当店までお気軽にご相談下さい。

㈲花のいまい

㈲花のいまい
代表取締役　西村　由紀

テーマ お花とともに半世紀
NOW会員
Vol.88

▲幹線道路に面した店舗

▲「1 級フラワー装飾技能士」の資格証明

▲今月のおススメ「ひまわり」
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トや特色ある店・施設などを大まかに示したマップを頼りに電動
バイクで街を巡ることができます。電動バイクの運転には原付の
免許必要、体験時間と料金は、海のコース２時間5,000円、坂のコー
スと谷地頭コース各90分4,000円（いずれもお一人様あたりの税
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去る５月16日、「第52回箱館五稜郭祭」を開催し
箱館戦争で命を落とした志士達の御霊を弔う「碑前
祭」を執り行いました。

昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、「記念式典」「土方歳三コンテス
ト全国大会」「維新行列・音楽パレード」「開城セレ
モニー」等の一般向けイベントを中止し、「碑前祭」
のみの開催となりました。

当日は、当時の新政府軍の衣装を身につけ、黒田
清隆に扮した橋淳央実行委員長（㈱函館丸井今井代
表取締役社長）及び榎本武揚に扮した中和巳実行委
員（箱館稜雲社塾頭補佐）が、箱館戦争ゆかりの地
である「中島三郎助父子最期之地碑」（中島町）、「碧
血碑」（谷地頭町）、「土方歳三最期之地碑」（若松町）、

「箱館戦争供養塔」（五稜郭町）の４か所を巡り、祭
文の奏上や献花を手向け、戦没者を供養しました。

去る５月19日、標記実行委員会を書面にて開催
しました。

議題である函館港まつり実行委員会役員の選任、
収支予算（案）、開港162周年記念函館港まつり開催
可否について審議が行われ、いずれも原案のとおり
承認されました。

その中で、新型コロナウイルス感染症収束の見通
しが立たないことから、昨年に引き続き、今年も函
館港まつりの８月１日から５日までに開催する予定
としていた全ての行事が中止となりました。

去る５月28日、ジェトロ北海道及び本所国際化
促進委員会主催による標記説明会を中野副会頭およ
び中山委員長はじめ５名、一般参加者８名が出席し、
オンライン会議システムを併用して開催しました。

当日は、日本貿易振興機構（JETRO）北海道貿
易情報センター 所長 大久保 敦 氏より「コロナ禍
でも輸出に挑戦！ジェトロのオンラインサービス」
と題し、ジェトロ北海道が提供するオンライン輸
出支援サービス「JAPAN STREET（海外バイヤー
向けオンラインカタログサイト）」及び「JAPAN 
MALL（世界60以上の連携先ECバイヤーへの商品
紹介事業）」のほか、輸出人材等育成支援について
説明がなされました。

参加者からは、オンライン輸出支援サービスに
係る質問が相次ぎ、大久保所長より、基本的にほ
とんどのサービスが無料であることや、JAPAN 
STREETへの登録についてはプロに委託せずとも
自社で対応頂ける難易度である旨の補足説明がなさ
れる等、コロナ禍の下、新たな販路を切り拓こうと
する事業者の熱意が窺える説明会となりました。

国際化促進委員会
「コロナ禍でも輸出に挑戦！ジェトロのオンライン
サービス説明会in函館」を開催

折込チラシ同封
　会員事業所の皆様におかれましても、販路拡大の一つ
の選択肢として、同オンライン輸出支援サービスの活用
をご検討頂ければ幸いです。　
　詳細は、同封の折込チラシをご確認下さい。

会議所のうごき
第52回箱館五稜郭祭「碑前祭」

開港162周年記念函館港まつり
実行委員会（書面会議）
昨年に引き続き中止が決定

▲土方歳三最期之地碑にて、深くお辞儀し故人を弔う橋実行委員長

▲オンラインで説明を受ける中野副会頭
（左奥）と中山委員長（左手前）
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北海道に２度目の新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言がだされているなか、今回の登録勧告は、これま
での縄文の価値普及に関する我々の努力が報われたと感じており、一筋の光明が差したようで、とても嬉しく思います。

今後については、目前に迫った世界遺産登録をゴールとして見るのではなく、新たなスタートとしてとらえ、コロナ
禍に配慮した新スタイルの観光を提案し、函館観光の奥行きをさらに広げるものにしなければならないと考えております。

縄文の構成資産17遺跡のうち北海道には、噴火湾沿いに６遺跡があり、代表的な遺跡は当地域にありますので、全道
の縄文に関する拠点として、世界遺産センターの誘致を進めたいと考えております。また、現地ガイドの養成や多言語化
への対応、顔となれるような土産品の育成など、行政や関係機関とも連携し、当地域から世界に縄文文化を発信していき
たいと考えております。

道南縄文文化推進協議会
会長　境　勝則

　去る５月25日、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、書面にて標記総会を開催しました。
　議案である令和２年度事業報告ならびに収支決算
報告について、また、新年度における基本方針を盛
り込んだ令和３年度事業計画（案）ならびに収支予算

（案）について審議し、いずれも原案のとおり承認さ
れました。

また、基本方針では、点在する観光資源を線で繋
げる「観光プランの提案」や、2022年に開催予定の「函
館商工会議所青年部創立20周年記念事業」の企画・
準備等、新たな事業も挙げており、今後、具体的な
活動内容を検討していくこととなりました。

去る５月13日、銭亀沢支所会議室において、標
記総会を林部長はじめ14名が出席し開催しました。
　昨年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
より書面開催となりましたが、今年度はマスク着用、
手指消毒、室内の換気などの感染対策を施した上で
の開催となりました。当日は、開会に先立ち林部長
が挨拶をした後、議案である令和２年度事業報告な
らびに収支決算報告について、令和３年度事業計画

（案）ならびに収支予算（案）について審議し、いずれ
も原案のとおり承認されました。

当地域の長年の悲願である縄文遺跡群の世界遺産登録が、暫定リスト入りから国内推薦決定、イコモスの現地調査な
どの段階を経て、いよいよ現実のものになろうとしていることは、登録を推進してきた者として、感慨も一入です。

日本列島の豊かな自然環境に育まれ、１万年にわたり持続可能な社会を実現した縄文文化は、自然に対して畏敬や畏
怖の念を抱きながら深い精神文化を発展させたわが国固有の文化として、現代に受け継がれています。一方、豊かな感性
や神聖性を表現した遺物は、現代人が見ても優れた芸術性を享受することができるもので、国境を越えてその魅力は、高
い評価を得るものだと思っていますし、SDGs が叫ばれる今日、多くの示唆を与えてくれます。大きな争いがなく、人や
あらゆるものの生命の尊厳と向き合った縄文人の精神を学び、縄文遺跡を活用したまちづくりを推進していきたいと思い
ます。

 函館商工会議所　　　
会頭　久保　俊幸

　７月の世界遺産登録が期待されている北海道・北東北の縄文遺跡群へ、全国の方に訪れてほしいと願い、道南縄文文化推進協議会（会長：
境副会頭）が共催となり、同会の会員や賛助会員へ協力依頼した標記プロジェクトは、多くの皆様からご協力を賜り、お陰様をもちまして、
予定どおり7月下旬の発刊に向けて、順調に制作を進めております。

事前予約申込結果 ＠１,０００×１,８６４冊 １,８６４,０００円 １０４個人・団体　 このうち渡島桧山管内小中高学校等へ寄贈申込 １,２５７冊

　趣旨にご賛同いただき、ご協力賜りました全ての皆様に心からのお礼を申し上げると共に、大口（５万円以上）のご協力を賜りました皆様
に敬意を表し、お名前をご紹介いたします。

㈱医食同源（函館市）
㈱今井工務店（函館市）
潮産業㈱（函館市）
㈱エスイーシー（函館市）
㈱小林土木工業所（函館市）
㈱佐藤興業（函館市）
㈱シン技術コンサル（札幌市）

大明工業㈱（函館市）
㈱田畑建設（江差町)
津田陽一（函館市）
㈱寺島商会（函館市）
㈱トーショウビルサービス（函館市）

（一社)道南歴史文化振興財団（函館市）
㈱トラスト技研（札幌市）

長野英紀（札幌市）
函館環境衛生㈱（函館市）
函館空港ビルデング㈱（函館市）
函館市南かやべ縄文文化創生の会（函館市）
函館商工会議所（函館市）
㈲函館中央薬局（函館市）
函館ホテル旅館協同組合（函館市）

㈱ひやま（函館市）
北海道新聞函館支社（函館市）
㈱村瀬鉄工所（函館市）
山田総合設計㈱（函館市）

（50音順・敬称略）

青年部
令和３年度 通常総会（書面総会）

銭亀沢地区女性部
令和3年度 通常総会

北海道・北東北の縄文遺跡群 世界文化遺産へ  ７月決定
国際記念物遺跡会議（イコモス）より登録勧告

縄文遺跡群を旅するガイドブック制作プロジェクトご協力のお礼

祝
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●概　　要　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　�　2021年の４月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置
（以下「対象措置」という。）に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響に
より、売上が50％以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援
金を給付し、事業の継続や立て直しやそのための取組を支援します。
　�　月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事
前確認や提出資料の簡略化を図ります。

●給 付 額　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

　 中小法人等 ：上限20万円／月、 個人事業者等 ：上限10万円／月
　＝�2019年又は2020年の基準月（※１）の売上－2021年の対象月（※２）の売上
　※１：2019�年又は2020�年における対象月と同じ月。
　※�２： 対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は

2020年の同月比で、売上が50％以上減少した2021年の月。

●給付対象について−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　①�対象月の対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を

受けていること（※３）
　②�対象措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて、2021年の月間

売上が2019年又は2020年の同月比で50％以上減少していること
➡①と②を満たせば、業種／地域を問わず給付対象となり得ます。

　※�３：�2021年の４月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業又は時短
営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。又は、これらの地
域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。

●申請期間　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　�◦４・５月分：2021年６月16日～８月15日
　◦６月分：2021年７月１日～８月31日
　※原則、対象月の翌月から２ヶ月間を申請期間とします。

●申請方法　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　◦はじめて申請される方：
　　①ホームページで「申請ＩＤ」を取得する。
　　②必要書類を準備し、登録確認機関で事前確認を受ける。（※４）
　　③�マイページにアクセスし、必要情報を入力し、必要書類を添付して申請

する。
　　※�４：�当所では会員事業所に限り「事前確認」を実施いたします（手数料等は不要）

　◦一時支援金を受給された方：事前確認・その他書類が不要です！
　　①マイページにアクセスし、必要情報を入力する。
　　②2021年の対象月の売上台帳を添付する。（※５）
　　※�５：�一時支援金を受給していても、月次支援金を初めて申請される場合は、宣誓・

同意書も提出していただきます。

●概　　要　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　�　措置区域の対象施設のうち、営業時間の短縮等により、新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止対策にご協力いただいた施設（店舗）を管理する
事業者を対象に、支援金を支給いたします。

　※�酒類提供の有無にかかわらず、従来から午後８時を超えて営業を行っている施
設（店舗）が対象です。

●対象地域及び対象施設 　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　�　石狩管内（札幌市を含む）、小樽市及び旭川市以外の地域の
　飲食店、カラオケ店、結婚式場

●要請期間−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　　令和３年５月16日（日）から５月31日（月）まで（16日間）
　※遅くとも、令和３年５月18日（火）からご協力いただくことが必要です。
　※�協力開始が５月16日（日）よりも遅れた場合は、ご協力いただいた日数に応じた

支援金額となります。
　※�５月19日（水）以降からご協力いただいた場合には、支援金の支給要件を満たさず、

一切支給できませんのでご注意ください。

●支給金額　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　 ◦中小企業・個人事業主
　　１店舗１日当たりの売上高に応じて、１店舗毎に2.5万円～7.5万円／日
　　または、１店舗１日当り売上高の減少額に応じて、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１店舗毎に最大20万円／日
　◦大企業
　　１店舗１日当り売上高の減少額に応じて、１店舗毎に最大20万円／日

●受付期間　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　�　令和３年６月１日（火）から令和３年８月31日（火）まで（消印有効）

●主な申請要件　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　�①措置区域内において対象施設を管理する法人又は個人事業者
　　※�措置区域内の対象施設を管理する事業者の本社が、措置区域外にある事業者も

支給対象となります。
　　※�措置区域内で複数の施設を管理している事業者は、取組を行った施設分を一括

して申請してください。この場合、各施設の支給金額を合計した金額を支給い
たします。

　②�要請期間開始前日（令和３年５月15日(土))の時点で、営業に必要な許
認可等を取得の上、対象施設を管理する事業者

　　※�１つの施設を複数の事業者が共同で管理しているような場合、代表して申請を
行う事業者のみ対象となります。

　③�要請期間の全てにおいて、下記⑴から⑶の全ての感染症防止対策に取り
組んだ対象施設を管理する事業者

　　⑴�【営業時間を短縮】営業時間は５時から20時まで（特措法第24条第９項）
　　　　※従来から20時までに閉店している施設は、対象外となります。
　　⑵�【酒類提供時間を短縮】酒類の提供（利用者による酒類の店内持込を認

めている飲食店を含む）は11時から19時まで（特措法第24条第９項）
　　⑶「業種別ガイドライン」を遵守する（特措法第24条第９項）
　　　　※�飲食の場における感染の伝播を防止するため、アクリル板等の設置又は十

分な座席間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の呼びかけ、
換気の徹底のほか、対象施設の業種、業態に応じ適切なガイドランを遵守し
てください。

　④�要請期間に関し、国の「月次支援金」、道の「大規模施設等協力支援金」を
重複して受給していないこと。

●申請方法　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　�郵送申請または電子申請（準備中　6月中旬以降予定）
〔郵送先〕 〒063-8691　札幌西郵便局　郵便私書箱第28号

　　　　　　　緊急事態措置協力支援金（飲食店等）係
　※住所の記載は不要です

➡申請方法などの詳細については、ホームページをご確認ください。
　（URL：https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html）

➡申請方法などの詳細については、ホームページをご確認ください。
　（URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/inshokutenshien/top.htm）

お問い合わせ先：北海道感染防止対策協力支援金コールセンター  TEL ：０１１－３５０－７３７７（８：４５～１７：３０、６月は土日も対応）

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る
「月次支援金」について

緊急事態措置協力支援金について

※受付時間は、８：３０～１９：００
　（土日・祝日含む全日）本支援金に関するお問い合わせ先：月次支援金相談窓口　ＴＥＬ：０１２０-２１１-２４０

事前確認に関するお問い合わせ：経営支援課　TEL ：０１３８－２３－１１８１

函館地域で営業
を行っている　 飲食店等向け

中小法人・個人事業者のための
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　新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、以
下の要件をすべて満たす中小企業等の挑戦を支援します！

各月の売上減少に対応する支援金一覧です。a)、b)記載の組合せは併給できませんのでご注意下さい
a)�[国]一時支援金　と　[道]特別支援金
b)�該当月における�[国]月次支援金　と　[道]緊急事態措置協力支援金

2019または2020年の同月と比較して売上半減以下となった対象の月

業種 2020年
11・12月

2021年
1・2・3月

2021年
4月

2021年
5・6月

（緊急事態宣言）

2021年
道内の緊急宣言
終了翌月以降～

時短・休業要請に
協力した飲食業 ※1 [国]一時支援金

※1 [国]月次支援金
[道]緊急事態措置

協力支援金
（月ごとに申請必要）

[国]月次支援金

時短営業非対象の飲食業
を含む旅行関連業※2 ※1 [国]一時支援金

※1 [国]月次支援金

その他の業種
[道]特別支援金
（※1��国の一時支援金に支給認定されなかった場合ま

たは該当しない場合に対象）

[国]月次支援金
（�道外の緊急事態宣言等
の影響があった場合）

[国]月次支援金
[国]月次支援金
（�道外の緊急事態宣言等
の影響があった場合）

制度 申請期間 支給額 コールセンター

[国]一時支援金 令和３年５月31日(月)まで 中小法人等60万円以内、
個人事業者等30万円以内

0120-211-240
毎日8:30～19:00

[道]特別支援金
※詳細は本誌4P参照 令和３年８月31日(火)まで 中小法人等20万円、

個人事業者等10万円
011-351-4101

平日8:45～17:30

[国]月次支援金
※詳細は本誌10P上段参照

（売上減少4・5月分） 令和３年６月16日～8月15日
（売上減少６月分） 令和３年７月 １ 日～8月31日

中小法人等20万円以内/月、
個人事業者等10万円以内/月

0120-211-240
毎日8:30～19:00

[道]緊急事態措置
協力支援金

※詳細は本誌10P下段参照

（５月16日～31日休業対象分）
令和３年８月31日(火)まで

（６月１～20日休業対象分は後日発表）

売上高に応じ店舗ごとに
日額2.5～7.5万円、

大企業は日額20万円以内

011-350-7377
平日8:45～17:30

（６月は土日も対応）

※２　旅行関連業…�「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」

*�卒業枠：400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グロー
バル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業者等から中堅・
大企業等へ成長する事業者向けの特別枠。

※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。
**グローバルV字回復枠：100社限定。大きな成長を目指す中堅企業向けの特別枠。

１．�2020年10月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前（2019年又は2020年1～3月）の同３か月
の合計売上高と比較して10％以上減少している。

２．�事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む。
３．�補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均

3.0%(一部5.0％)以上増加の達成。

通常枠 補助額 100万円～6,000万円
 補助率 ２/３
卒業枠* 補助額 6,000万円超～１億円
 補助率 ２/３

通常枠 補助額 100万円～8,000万円
� 補助率 １/２(4,000万円超は１/３)
グローバルＶ字回復枠**
 補助額 8,000万円超～１億円
 補助率 １/２

　上記１.～３.の要件を満たし、かつ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・移動の自粛等によ
り影響を受けたことにより、令和３年１～６月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上
減少していること。緊急事態

宣言特別枠 補助額 従業員数�５人以下 ： 100万円～ 500万円
 従業員数�６～20人 ： 100万円～1,000万円
 従業員数�21人以上 ： 100万円～1,500万円

補助率 中小企業３/４
 中堅企業２/３

第２回公募：令和３年５月２０日～７月２日
※詳細は事業再構築補助金事務局ホームページをご確認ください。
　（URL：https://jigyou-saikouchiku.jp/)

事業再構築補助金事務局コールセンター
【９:００～１８:００（土日祝日を除く）】
〈ナビダイヤル〉０５７０-０１２-０８８
〈I P 電 話 用〉０３-４２１６-４０８０

お問い合わせ

事業再構築補助金事務局HP

対　　象

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための

事業再構築補助金（令和２年度３次補正予算中小企業等事業再構築促進事業）

■函館地域で営業する事業者向け各種支援金制度対象一覧表 （６月３日時点）

■各種支援金制度の申請期間と支給額

事業の再構築に挑戦する皆様へ

中
小
企
業

中
堅
企
業
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　本所では、６月１日から９月30日までクールビズを実施しております。
　期間中、職員は軽装にて業務を行っております。

Ｃ
ク ー ル ビ ズ

ＯＯＬＢＩＺ実施中です！

12

祝日名 例　　　年 2021年の特別措置
海の日 7 月19日（月）　（ 7 月の第 3 月曜日）　 7 月22日(木)　（オリンピック開会式前日）

スポーツの日 10月11日（月）　（10月の第 2 月曜日）　 7 月23日（金）　（オリンピック開会式当日）
山の日 8 月11日（水） 8 月 8 日（日）　（オリンピック閉会式当日）

２０２１年（令和３年）の祝日移動に伴う
函館商工会議所の営業日の変更について

　2021年（令和３年）においては、「令和３年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会
特別措置法」の一部改正により、「海の日（７月の第３月曜日）」、「スポーツの日（10月の第２月曜日）」、
「山の日（８月11日）」の国民の祝日が以下のとおり移動されることに伴い、函館商工会議所の営業日及び
休日が変更となります。

※8月9日（月）は振替休日

2021年（令和３年）の祝日の移動については、こちらをご覧ください。（首相官邸ＨＰ）
ＵＲＬ：https://www.kantei.go.jp/jp/headline/tokyo2020/shukujitsu.html

【祝日の移動について】

➡
➡
➡

【函館商工会議所の営業日カレンダー】（令和３年７月～10月）※●は休日
7 月 ８ 月 ９ 月 10 月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 ● ● 2 3 4 5 6 ● 1 2 3 ● 1 ●
● 5 6 7 8 9 ● ●● 10 11 12 13 ● ● 6 7 8 9 10 ● ● 4 5 6 7 8 ●
● 12 13 14 15 16 ● ● 16 17 18 19 20 ● ● 13 14 15 16 17 ● ● 11 12 13 14 15 ●
● 19 20 21 ●●● ● 23 24 25 26 27 ● ●● 21 22 ● 24 ● ● 18 19 20 21 22 ●
● 26 27 28 29 30 ● ● 30 31 ● 27 28 29 30 ● 25 26 27 28 29 ●

営業日に関するお問い合わせ：総務課　TEL:０１３８－２３－１１８１

3 1 7 4 2

4 10 8 9 14 5 11 3 9

11 17 15 21 12 18 10 16

18 22 23 24 22 28 19 20 23 25 17 23

25 31 29 26 2424
3131 30



Information

第65回函館圏優良土産品推奨会　函館商工会議所会頭賞

炙り風味函館塩ラーメン
314ｇ………………………… 432円(税込)

　函館伝統の塩ラーメンに「炙り」で風味を加えた。コシのある中細麺に、ニンニクの
香ばしい香りと力強い味わいのスープがからむ。
　函館伝統の塩ラーメンに「炙り」で風味を加えた。コシのある中細麺に、ニンニクの
香ばしい香りと力強い味わいのスープがからむ。

日の出製麺㈱http://www.hinode-seimen.co.jp/
北斗市荻野３３-８３  TEL ：０１３８-７７-８１８９

日の出製麺㈱
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１．トラック運送事業者の法令遵守について
　改正貨物自動車運送事業法では荷主によるトラック運送事業者への配慮義務が設けられたほか、
トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為（長い荷待ち時間等）を行っている疑
いのある荷主に対し、国土交通大臣が、関係行政機関の長と連携して、働きかけができるようにな
りました。

２．「標準的な運賃」の活用について
　すべてのトラック運送事業者が法令を遵守するとともに、トラックドライバーの労働条件の改善・
ドライバー不足の解消を図り、安定した輸送力を確保するため、法令を遵守して持続的に事業を行
う上で参考となる「標準的な運賃」を国道交通大臣が告示しました。荷主の皆様におかれましては、
持続可能な物流の実現に向けて、「標準的な運賃」の活用へのご理解とご協力をお願いいたします。

３．「ホワイト物流」推進運動の参加について
　国土交通省では、荷主企業とトラック運送事業者が相互に協力して、物流の改善を図るための「ホ
ワイト物流」推進運動を展開してます。トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化を進め、働き
やすい労働環境を実現するため、積極的な参加をお願いいたします。

お問い合わせ先：ハローワーク函館　TEL:０１３８－８８－１３２３

　新規学校卒業者（高校・中学）の求人は６月１日㈫からハローワークにて受付開始、
７月１日㈭公開開始です。
　新型コロナウイルス感染症終息後を見据えた人材確保のため、求人をご検討願います。

新規学校卒業者新規学校卒業者のの求人求人はは
ハローワークハローワークにに申込みを申込みを

安定安定したした輸送力確保輸送力確保にに向けた取り組み向けた取り組みののお願いお願い
トラック輸送を利用される 荷主の皆様へ

（一社）函館地区トラック協会　TEL：０１３８－４９－１７７７
北海道運輸局 函館運輸支局　TEL：０１３８－４９－８８６３

お問い合わせ先



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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�ご入会ありがとうございます

事業所名 主な営業内容
カフェ＆バー　カワセミ 飲食業

デコレイトワークショップ ディスプレイ業

居酒屋　夢ら家 飲食業

居酒屋　はこはち漁港 飲食業

網走バス㈱（北海道ABトリップ）函館営業所 貸切バス事業、旅行業

クリスタル総合企画 人材派遣業

㈲プロ・ビジョン 美容業、レンタル衣装業

夢恋座 飲食業

㈱トラベル・ウィンドウ 旅行業

Duck+LEVELSEVEN 飲食業

㈱阿佐利ミート 食肉卸・小売業

TRAP 飲食業

二代目佐平次 飲食業

呑み処　ゆき 飲食業

SＮＡＣＫたちき 飲食業

ペンション　パピィーテール 旅館業

花丸 飲食業

明治パーラー 飲食業

美容室ステファン・マレー 美容業

白馬 飲食業

らーめん大和屋 飲食業

宮元治療院 あん摩・針灸

（同）函館ベーグル 菓子および食品の製造・販売業

※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）



のご紹介新入会員

New Face

　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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　企業内のカウンセリングを担当して20年余りにな

りますが、メンタル不調の原因となる悩みの９割は、

身近な人間関係によるものです。その対象の多くは上

司、次いで同僚や部下、取引先などが挙げられます。

日常のちょっとした行き違いの積み重ねが、トラブル

に発展しているケースが散見されます。このことから、

身近な人間関係においては、日常から丁寧に関係をつ

くっていくことが、心の安定には大切だと分かります。

実際、メンタルヘルス研修では、”うつに関する知識”

をテーマにした研修よりも、コミュニケーションがテー

マの方が、心の不調をきたす職員の発生率が減ってい

るのです。

　今回は、「話を聞くときの態度」についてお伝えし

ます。相手の話を聞くときに自分がどんな表情で関わっ

ているのか意識したことはありますか？もちろん、言

葉は大切なのですが、面と向かっているときに相手に

影響を与えるのは、非言語情報です。表情・体の動き・

声のトーンや速度などが、実に９割以上を占めていま

す。例えば、すごいけんまくで「怒ってない！」と言

われたところで「怒ってない」とは到底思えません。

このように、罵声はもとより、冷ややか、ばかにした

ような態度は、どんなに素敵な言葉遣いであっても、

相手を傷つけます。

　その中でも、一番相手を不安にさせるのが「無表情」

です。何を考えているのか分からないという点で、感

情をぶつけられるよりも、相手に威圧感を与えてしま

うのです。社会人生活が長くなると、多少のことで動

じなくなったり、自分の気持ちを抑え込むすべが身に

付いてしまったりします。立場上威厳を示そうという

意識がある人は、特に表情が乏しくなりがちです。ま

た、真剣になり過ぎて微動だにしない人もいると思い

ます。

　いきなり、「いつも笑顔で」は難しいでしょう。ま

ず表情を動かすことを試みてください。慣れない人に

はそれも難しいかもしれません。コロナ禍ではマスク

で口元が見えないため、少し表情を変えたくらいでは

分かりづらいのが現状です。その場合は上半身を前傾

させてうなずく、手を動かすなど、ジェスチャーを加

えて動きを出してください。

　そして、要所要所で視線を合わせること。日本人は、

とかく「じっと見つめられる」ことが苦手な人が多い

ので、ずっと凝視する必要はありません。相づちなど

必要な折にきちんと目を合わせて、承認のサインを伝

えましょう。まずは、相手を受け入れる態度を示すこ

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

職場のかんたんメンタルヘルス
「相手の話を聞くときに大切な態度」



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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　「大切な人に、頑張った自分に、友だちに、恩師
に・・・すべての人に贈りたい」。店のコンセプトは「プ
レゼント」。県立郷土館裏(海手側)の市営団地「は
ままち団地」1階にある店舗には女性が好む可愛い
ファッション雑貨、インテリア小物、日用品・文具
など約300種、1,000点以上が陳列されている。「親
しい人へのプレゼントはもちろん、自分用に欲しく
なるものも見つかるはず。フラッと気軽に立ち寄っ
て。眺めているだけで楽しくなり、癒されますよ」。
　コンピューター業界に従事していたが、10年前
にイベント業界に身を投じ、同時に雑貨店を始め
た。「デジタルの世界から抜け出し、生身の人間を
相手にするアナログの世界へ転身しました。もうす
ぐ10年になります」。
　ダイバースーツと同じ素材でできているフリー
ケース(通帳、カード、印鑑などが入る大容量)、
アバカ(マニラ麻)の手編みラウンドバッグが人気
とか。コロナ禍の中、マスクや入浴剤も売れている。

「生地屋さんの人気柄をプリントした『不織布マスク』
や、外出自粛のせいでしょうか、自宅で楽しめる入
浴剤を手にとっていかれます」。どの商品も求めや
すい手ごろな値段なのがうれしい。
　この夏、雲谷での自らが主宰する大型クラフト展

「青森クラフトフェアＡ―line」(エーライン)が控
える。青森市での開催は工藤さんの奔走で始まり、
今年で11回目。「今では全国から100人以上のもの
づくり作家が集まるクラフト展に成長しました。今、
7月の開催に向け準備をしていますが、このところ

市内でクラスターが発生しています。中止となれば
出店する店の売り上げにも影響します。心配です」。
　イベント業を始めたころに東北大震災を経験、釜
石市で炊き出しイベントにも参加。これまで「東北
六魂祭」や「あおもり10市大祭典」など大型イベ
ント等に関わってきた。「イベントの経験を数多く
積む中で多くの人に感謝され、自身も一回りも二回
りも成長できました」。
　「自分の仕事を通して、人に喜んでもらいたい。
楽しんでもらいたい」と言う思いで今日までやって
きた。「コロナの影響で人の暮らしや生き方に変化
が生じてきている今だからこそ、ほかにもやるべき
ことがあるような気がしている」と話す。工藤さん
の頭の中には、人を元気にする「次の一手」が秘め
られているようだ。

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5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。

雑貨屋「さぼり～な」
� 代表取締役　工藤　勝�さん商 工 プ ラ ザ

プレゼント求め来客。眺めているだけで楽しく、癒される雑貨店

問い合わせ先 青森市本町3丁目4-11　TEL ０１７-７２２-８８２０

「隣がフレンチレストランということもあり、ランチ後の女性客が
立ち寄っていかれます」と話す工藤さん





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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