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■今月の表紙
「史跡垣ノ島遺跡」
　表紙は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」の構成資産のひとつである「史跡
垣ノ島遺跡」の全景を空撮した一葉です。
　垣ノ島遺跡は、太平洋に面した函館市南茅部地域に
位置する縄文集落の長期的な変遷を示す北日本を代表
する集落遺跡で、平成23年に国の史跡に指定されました。
　この度、豊かな自然や当時の地形を活かした整備が
行われ、国内最大級の盛り土遺構や窪みで残る竪穴建
物跡の見学のほか、発掘調査や土器焼きの体験などを
通じ、“縄文”を体感できる遺跡として、7月下旬に一
般公開が予定されます。
� 写真提供：函館市教育委員会
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　令和５年10月１日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式（インボ
イス制度）」が導入されます。同保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適
格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が、仕入税額控除の要件となります。
また、制度導入に先立ち、令和３年10月１日から「適格請求書発行事業者の登録申請書」の受付が開始されます。
ぜひ、制度理解の一助としてお役立ていただき、対応に向けた諸準備にご活用ください。

■ 消費税額の計算方法
　消費税額は、課税売上げに係る消費税額（売上税
額）から、課税仕入れ等に係る消費税額（仕入税額）
を差し引いて（仕入税額控除）計算します。

■ 適格請求書（インボイス）とは？
　適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記
載された書類（請求書、納品書、領収書、レシート等）であれば、名称を問わず、また、手書きであっても�、適格請求
書に該当します。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追
加されたものをいいます。

➡ 下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。

■ 適格請求書等保存方式（インボイス制度）とは？
　令和５年10月１日以後、区分記載請求書等保存方式における請求書等の保存に代えて、「適格請求書発行事業者」か
ら交付を受けた「適格請求書等」の保存が仕入税額控除の要件となります。適格請求書発行事業者は、取引の相手方で
ある課税事業者から求められた場合、適格請求書等の交付及び写しの保存が義務付けられます。

特集
消費税の仕入税額控除の方式として消費税の仕入税額控除の方式として

適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます！適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます！

令和５年10月１日～導入！

適格請求書
●①　適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び
　　登録番号
●②　取引年月日
●③　取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
●④　税率ごとに区分して合計した対価の額
　　（税抜き又は税込み）及び適用税率
●⑤　税率ごとに区分した消費税額等※
●⑥　書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格簡易請求書
●①　適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び
　　登録番号
●②　取引年月日
●③　取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
●④　税率ごとに区分して合計した対価の額
　　（税抜き又は税込み）
●⑤　税率ごとに区分した消費税額等※又は適用税率

※　消費税額は、税率ごとに
　区分して計算する必要があ
　ります。

計算方法

消費税額
課税売上げに
係る消費税額※
（売上税額）

課税仕入れ等に
係る消費税額※
（仕入税額）

仕入税額控除

ポイント
1

※�「適格簡易請求書」
は、不特定多数の
者に対して販売等
を行う小売業、飲
食店業、タクシー
業等に係る取引に
ついて、交付する
ことができます。
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■ 適格請求書発行事業者の登録申請
　適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。適格請求書発行事業者となるためには、税務署
長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登
録を受けることはできません。　 
※�適格請求書発行事業者は、基準期間の課
税売上高が1,000万円以下となった場合
であっても免税事業者にはならず、消費
税及び地方消費税の申告義務が生じま
す。

　なお、登録申請書は、令和３年
10月１日から提出可能です。適格
請求書等保存方式が導入される令和
５年10月１日から登録を受けるた
めには、原則として、令和５年３月
31日まで（ただし、困難な事情が
ある場合には、令和５年９月30日
まで）に登録申請書を提出する必要
があります。

■ 免税事業者の登録手続
　免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」
を提出し、課税事業者となる必要があります。ただし、令和5年10月1日を含む期間中に登録を受ける場合は、登録を
受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

　本特集は、国税庁ホームページ「特集インボイス制度」に掲載されている資料を参考に函館商工会議所の編集責任の下で再
編したものです。

お問い合わせ先：０１２０―２０５―５５３（専用ダイヤル）　受付時間：９：００～１７：００（土日祝除く）
本制度の詳細については、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご確認ください。

（URL：https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm）

売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、
インボイスを交付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保存
しておく必要があります）。

（※）�買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項（インボイスに記載が必要な事項）が記載され取引相手の確認
を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である
登録事業者から交付を受けたインボイス（※）の保存等が必要となります。

仕入税額控除
の要件

現行（～令和５年９月）
【区分記載請求書等保存方式】

今後（令和５年10月～）
【適格請求書等保存方式】（インボイス制度）

帳　　簿 一定の事項が記載された帳簿の保存 左記同様（現行同様）

請求書等 区分記載請求書等の保存 適格請求書（インボイス）等の保存

変更点

売手は軽減税率対象品目の販売の有無にかかわらず、
取引先（課税事業者）から求められた場合には、適格
請求書を交付しなければなりません。

売手
（適格請求書発行事業者）

事業者
交付した適格請求書の写し
の保存が必要となります。

書面での交付に代えて、電磁的記録
により提供することもできます。

買手

取引先

ポイント
2

ポイント
３



4

　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21日、９月11日、10月９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：		７月16日、８月20日、９月17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」

■実 施 日／	７月21日、８月18日、９月15日ほか（令和３年７月以降第３水曜日）
■時 間／		13：00～16：00（予約制・相談時間50分以内）
■相 談 員／		同センター　函館エリアコーディネーター　浜鍛冶　省 氏
■場 所／		本所２Ｆ　同センター函館サテライト相談室

■利用方法／		商工会議所あて電話またはＦＡＸにてご予約下さい。
	 なお、本所ホームページからもお申込可能です⇒「函館商工会議所　専門相談」で検索

「事業承継専門相談」実施のご案内

「新型コロナ対策」「働き方改革」専門相談をご活用下さい！

北海道事業継承・引継ぎ支援センター函館サテライト

～廃業を検討される前にまずはご相談を～～廃業を検討される前にまずはご相談を～

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

お問い合わせ：経営支援課　TEL:０１３８－２３－１１８１

ご予約・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）

　「北海道事業承継・引継ぎ支援センター」は経済産業省の委託事業として、事業承継に関わる相談等をワン
ストップで行う公的機関です。４月より函館商工会議所内に「函館サテライト」が設置され、専任のエリアコーディ
ネーターが事業承継に関する様々なご相談に対応し、７月からは月に１回の専門相談を実施いたします。会社・
事業の譲渡を検討したい方だけではなく、会社・事業を譲受したい方も利用可能ですので、どうぞご利用下さい。
（相談無料・秘密厳守）



5

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／7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／8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／8月10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／7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	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／7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／8月12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

日　時／	令和３年７月２７日㈫ １４：００～１６：００
場　所／		函館商工会議所３F会議室
講　師／  【怒りを笑いに変えるクレーム・コンサルタント】
 （一社）日本クレーム協会代表理事　谷　厚志 氏
定　員／		４０名（先着順、受講無料）

日　　時／	令和３年７月２９日㈭ １３：３０～１７：００
場　　所／		函館商工会議所３F会議室
講師・テーマ／  １. 田代 耕平 弁護士『コロナ対策の法的対応』
 ２. 越膳 恵子 特定社会保険労務士『コロナ禍の課題に対応！労務体制整備のポイント』
 ３. 本間 賢一 マーケティング・シニアアドバイザー
	 　　『開発技術者の目線ではなく、既存製品を使っている顧客視点からの製品開発だ！』
	 ※セミナー終了後「個別相談」（事前申込）を予定しております。

主　　催／	函館商工会議所　　　　後　　援／北洋ビジネスクラブ

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

従業員と会社を守りましょう！

★人気講師が伝える
！

理不尽なクレーム…

★笑いの中に学びが
ある★

「厄介なカスタマー・ハラスメント対応術」

～ 労務セミナー in 函館 ～ 「労務リスク対策 with コロナ」

お申し込み・お問い合わせ：経営支援課　TEL:０１３８－２３－１１８１

（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。
　　●新型コロナウイルス感染拡大状況により、延期・中止する場合がございますのでご了承下さい。
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㈱シマデン産業
　当社は、昭和51年に先代の父親が「中島電機」と
して個人創業しました。昭和59年に「㈲シマデン産業」
に法人化、平成元年に「㈱シマデン産業」に商号変
更を行い、今年で創業45周年を迎えた電気工事会社
です。
　主な業務内容は「電気工事」「電気通信工事」「消
防施設工事」の設計・施工・監理を行い、公共工事
を中心に実績を重ねて参りました。
　平成28年の北海道新幹線開業の際には、北海道新
幹線車輌基地（新幹線の整備基地）の、電灯・動力・
受変電設備工事に約２年間携わることが出来ました。

当社のこだわりと強み
　多数の国家資格を有する監理技術者、創業より積み
重ねてきた実績に基づく技術知識によって、自社によ
る「設計・施工・監理」の一貫した施工体制が当社
の強みです。また、各種工事に対応できる特殊車輌（建
柱車、高所作業車、ユニック車等）を保有しています。

刻々と変化する社会状況の中で、お客様のニーズに対
応できるよう常に模索し、企業改革に努めています。
そして、お客様の満足・信頼による人間関係を大切
にして、永続的な成長と発展を目指しています。

今後の目標
　堅実な経営を行い、地元中心のしっかりとした会
社基盤を築き、また継続的に技術継承や資格取得を
通じて、若手技術者の育成を目指しています。
　現在、函館地方電気工事協同組合では理事として
所属しています。電気工事業界の継続・更なる発展
に尽力し、貢献していきたいと思います。

函館商工会議所青年部副会長に就任して
　この度、４月から「観光提案委員会」の担当副会
長に就任させて頂きました。重点事業である「①地
域体験観光プランの作成・体験・発信」「②『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用
策等の構築」「③青函合同例会の実施」を３本柱に掲
げ、コロナ禍で当地域の観光業が疲弊している中で、
函館の活性化に貢献していきたいです。
　また、青年部在籍18年の経験を活かして、諸先輩
方が築き上げてきた伝統や想いを大切にして、若手メ
ンバーに継承していきたいです。職業の異なる皆で、
知恵を絞って力を合わせ、これからも新たな挑戦を
していきたいです。　　

住　所：函館市本通３丁目２７－１６
ＴＥＬ：０１３８－５４－２４４７
ＵＲＬ：http://shimaden-s.com/

㈱シマデン産業

テーマ 電気がつなぐ街づくり

㈱シマデン産業
代表取締役　中島　康弘

NOW会員
Vol.89

▲施工例～北海道新幹線車輌基地（仕様交番庫）

▲社屋外観
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　当店は「あっさりとした昔風のラーメン」を目指し、鶏ガラや野菜でとるあっさりとした
清湯スープをベースにしたらーめんを提供しております。
　塩らーめん、正油らーめんは６５０円（税込）と低価格となっています。
　このほか、数種類のブレンドした味噌らーめん８００円（税込）やあんかけ焼きそば９００円（税込）
のほか、お好きならーめんにプラス３００円（税込）でミニセセリ丼や半チャーハンなどが付くセッ
トメニューも多数取り揃えておりますので、是非ご来店お待ちしております。

函館商工会議所会員様 限定優待情報
　７月１２日（月）～３１日（土）までの間、右上の優待券をご持参で「お会計から１００円引き」させて

いただきます！　※他のクーポン券との併用不可

　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。

優待情報の詳細等については、直接店舗へお問い合わせください

らーめん　大和屋
住　　所	 函館市若松町２６―２５　　　　　 　T E L　０１３８―８７－１８０７

営業時間	 １１：００～２０：００（ＬO．１９：３０）　定 休 日　不定休

そ の 他 	駐車場あり

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。

人にも物にも

慈愛の心をもって接していきたい。

そして自分自身にも

書道家　武田　双雲

Member’s Board
らーめん　大和屋

函館商工会議所

会員様限定優待券

らーめん　大和屋

お
会
計
から１００円

引
き

※
他
の
クー
ポ
ン
券
と
の
併
用
不
可

使
用
期
間：令
和３年
7月
12日
(月
)～
31日
(土
)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
きりとり線

きりとり線−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



会
議
所
の
う
ご
き

kaig
isyono ug

oki

8

　去る６月22日、函館国際ホテルにおいて、第４回常議員会を正副会頭をはじめ24名が出席し開催しました。
　当常議員会では、２件の報告事項（議員の異動、部会・委員会の活動報告）の後、議事では、令和２年度事
業報告ならびに収支決算についての審議が行われ、いずれも原案どおり承認されました。
　また、１名が欠員となっていた３号議員の選任同意並びに監事の選任については、下記のとおり決議され、
１号議員欠員２名に対する補欠選挙は、７月14日（水）に選挙告示のうえ実施することを決定しました（詳細
スケジュールは、本誌11ページをご参照ください）。

■主な事業活動内容
　・新型コロナウイルスに関する対策・支援
　・中小企業の経営課題への対応
　・まちづくりの推進と地域の活性化
　・�地域社会や会員の声を反映した提言・意見活動

の推進
　・�会員と地域に密着した事業の展開および会員サー

ビス事業の充実・拡大
　・会員増強と組織・財政・運営基盤の強化

■３号議員の選任
　函館環境衛生（株）
　　代表取締役会長　久保　俊幸

■監事の選任
　北海道電力（株）函館支社　
　　函館支社長　逢坂　美保
� [令和３年６月29日付]
　（株）NTT東日本－北海道　北海道南支店
　　取締役北海道南支店長　遠田　弘紀
� [令和３年７月１日付]

　去る６月４日、本所議員室において、総務委員会
を辻委員長ほか委員４名が出席しオンラインにて開
催しました。
　会議では、常議員会へ上程する令和２年度の事業
報告並びに収支決算についての協議、最終調整を行
いました。
　その後、今後の委員会活動やアフターコロナを見
据えた会議所活動についても意見が交わされました。

会議所のうごき

第４回常議員会

総務委員会

▲開催にあたり挨拶する久保会頭

▲今後の活動について意見交換を行う様子
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本所では会員企業の従業員を対象とした「新型コロナウイルスワクチン共同接種」を実施することを決定し、
これに先立ち、去る６月23日、本所において、久保会頭と酒井専務理事が出席し記者会見を行いましたが、
既に政府が発表のとおり、全国から職域接種申請の大幅増加に伴い、今後のワクチン供給が追い付かないこと
などから一時申請受付が休止されました。
これに伴い、厚生労働省では配送量、配送日程等を精査し調整が必要とのことから、現在、本所を含め多数

の申請者が厚生労働省から正式な連絡待ちの状態となっております。

※�本所におきましても、今後の見通しとしては開始スケジュールが当初より後ろにずれ込む可能性があります
ので、ワクチン供給の目途が立ち、ご案内の準備が整い次第あらためてお知らせいたします。

【実施概要】
　実施主体と医療機関等
　　■実施主体：函館商工会議所

　　■医療機関：函館市医師会による手配、協力を得て実施します

　　■会　　場：函館市医師会（函館市田家町５-16）

　実施期間とスケジュール
　　※実施期間：7月31（土）から開始予定～11月末までの４か月間

　　■実 施 日：毎週土日　土（半日）３～４h、日（１日）７～８h
　　■想定人数：両日で1,800人　土(600人)、日(1,200人)
　　※申込開始：7月上旬～中旬（を目標に、準備でき次第）

　接種対象：函館商工会議所会員
　　➡但し「企業単位」とし、そこで従事する「従業員」とします。
　　➡“組合”などの業界団体が会員として所属しているケースもありますが対象外とします。

　　➡従業員の家族、関連会社やグループ会社については対象外とします。
　　　但し、接種総数によっては今後調整可能な場合も考えられます。

　◎現段階で想定している接種可能な人数：約14,000人	
　   但し、実施期間中に更なる医師の確保ができた場合はこの限りではありません。

新型コロナウイルスワクチン職域接種実施について

▲記者会見の様子
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　北海道商工会議所連合会の主催による「第70回
全道商工会議所大会」が現況の新型コロナウイルス
感染拡大のため中止になったことから、去る７月２
日、「全道商工会議所オンライン全体会議」がオン
ラインで開催され、本所から久保会頭並びに酒井専
務理事が出席しました。
　会議では、新型コロナウイルス感染症の早期収束
並びに北海道経済の戦略的回復について久保会頭か
ら説明がなされたほか、まちづくり対策や地域振興
対策、中小・小規模事業者の活力強化、交通・物流
インフラの整備など15議案・特別提案１件につい
て審議され、いずれも全会一致で了承されました。
　当会議で承認された案件は、近日中に関係省庁を
訪問し、要望活動を行う予定となっています。

　本所とさいたま商工会議所では、かねてより、新
幹線沿線地域間の連携強化の一環として、両地域の
ビジネスマッチングを促進する事業を展開しており
ます。このような中、練乳やクリームチーズ等の豊
富な乳製品を取り扱う北海道乳業㈱と、アイスクリ
ームや洋生菓子の出荷量が国内トップクラスのさい
たま地域の食品メーカーによるコラボ商品開発等の
新たなビジネス展開を探ることを目的に、去る６月
16日、さいたま商工会議所・東日本連携センター・
本所主催により、標記オンラインビジネス交流会を
開催しました。
　当日は、さいたま地域より11社の食品メーカー
担当者が参加し、東日本連携センター真鍋ビジネス
コーディネーターより地域間連携によるコラボ商品
開発の進め方等について、北海道乳業㈱東京営業部�
小林部長、同社商品企画開発部（函館）川崎部長よ
り同社提供商品の概要と商品開発例等について説明
を受けた後、参加者を交え、質疑応答や意見交換を
行いました。

　参加者からは、「さいたま産の小麦を使用したど
らやきとのコラボ商品開発はできないか」等、多く
の提案が寄せられ、今後のビジネス展開に期待の持
てる交流会となりました。

　去る６月23日、函館駅前ビル（旧棒二森屋）前
花壇の植栽活動を行いました。当事業は、函館市の
公園緑化推進に資することを目的に昭和61年に開
始し、平成27年からは同花壇の整備を行い、今回
が７回目となりました。
　当日は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
から、平山会長、佐藤副会長、小坂社会研修委員長
のほか、当事業にご協力をいただいている、函館市
都市建設部まちづくり景観課から猪川課長、谷内主
査、函館市住宅都市施設公社の國安理事長、函館駅
前ビル開発より丸山社長にご参加いただき、ペチュ
ニア200株を植えました。

北海道乳業㈱×さいたま
オンラインビジネス交流会
地域間コラボ商品開発等の可能性を探る

女性会
ペチュニア200株を植栽

全道商工会議所オンライン全体会議

▲画面共有により、商材と商品開発例を説明する
北海道乳業㈱川崎部長	

▲植栽後の来賓４名と女性会メンバー
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議員の職務を行う者の変更
・３号議員　北海道旅客鉄道株式会社函館支社	 (新）執行役員函館支社長	 村　林　健　吾	氏
	 	 	 	 （旧）執行役員函館支社長	 土　田　徳　造	氏
	 （令和３年６月１日付）

・３号議員　株式会社北海道銀行函館支店		 （新）常務執行役員道南地区営業担当兼函館支店長	 森　山　正　徳	氏
	 	 	 	 （旧）常務執行役員道南地区営業担当兼函館支店長	 佐々木　　　剛	氏
	 （令和３年６月25日付）

議員の職務の変更
・２号議員　株式会社布目	 	 石　黒　義　男	氏	 		（新）代表取締役会長
	 	 	 	 	 		（旧）代表取締役社長	 （令和３年５月31日付）

・２号議員　函館三菱ふそう自動車販売株式会社	 由　利　浩　二	氏	 		（新）専務取締役
	 	 	 	 	 		（旧）常務取締役	 （令和３年６月１日付）

・１号議員　佐藤電気工事株式会社	 	 佐　藤　征　次	氏	 		（新）会長
	 	 	 	 	 		（旧）代表取締役	 （令和３年６月１日付）

議員の辞任
・１号議員　日東電気工事株式会社　代表取締役社長　土　谷　禎　宏	氏	 （令和３年６月30日付）

議員の異動

11

　本所では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、以下の主管団体において、書面による総会
が開催されましたのでご報告いたします。

→開催の結果、各団体において全ての議案が原案どおり承認されました。

開催日 団体名 会議名

５月14日 函館経営者協会 令和３年度定時総会

５月18日 郷土芸能函館巴太鼓振興会 令和３年度定時総会

５月27日 函館市銭亀沢青色申告会 令和３年度通常総会

５月28日 函館警察官友の会 令和３年度定時総会

５月31日 函館市商店街連盟 令和３年度定時総会

開催日 団体名 会議名

５月31日 函館商工会議所女性会 令和３年度定時総会

６月１日 道南縄文文化推進協議会 令和３年度総会

６月１日 函館商工会議所青年部ＯＢ会 令和３年度通常総会

６月11日 函館市中心市街地活性化協議会 令和３年度総会

６月16日 ＨＡＣ友の会・はこだて 令和３年度総会

　函館商工会議所議員選挙及び選任規約により、１号議員の補欠選挙を下記の通り施行します。

１号議員の補欠選任数　２人
７月14日� １号議員選挙告示：立候補・推薦届出開始日（届出期間７日間）
７月20日� １号議員立候補・推薦届出最終日
７月28日� 立候補辞退最終日（�立候補２人を超えなければ１号議員当選告示、２人を超えた場合、選挙人名簿縦覧告示）

（選挙人名簿縦覧告示の場合）
８月５日　選挙人名簿縦覧開始日（異議申立期間７日間・～11日迄）　
８月11日　選挙人名簿縦覧終了日、選挙人名簿確定日
８月19日　１号議員選挙日、１号議員当選告示

本所主管団体の書面総会開催報告（５～６月開催分）

函館商工会議所1号議員補欠選挙

みんなの家『地球』みんなで大事にしよう !

安心という選択

函館環境衛生 検 索

www.hakodate-kankyo.com
©函館環境衛生株式会社

パ
ッ
カ
ー
く
ん



第65回函館圏優良土産品推奨会　函館商工会議所会頭賞
白い半熟スイートポテト
300ｇ……………… 1,080円(税込)

　北海道産のサツマイモ「黄金千貫」を使った生地に、乳脂肪分42％の生クリームをサンド
したスイートポテト。
　北海道産のサツマイモ「黄金千貫」を使った生地に、乳脂肪分42％の生クリームをサンド
したスイートポテト。

カドウフーズ㈱

https://www.kafukudokitchen.jp/

函館市追分町１-25 
TEL：０１３８-６２-６０７７カドウフーズ㈱

ご案内ご案内
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令和3年度　広告掲載契約の空き状況� ※ご掲載は会員様のみとなります。
広告種類 サイズ 料金（税込） 空き状況
裏� 表� 紙 カラー：縦26.5㎝、横17.2㎝ 50,600円 2月号
表� 紙� 裏 白　黒：縦26.4㎝、横17.8㎝ 30,800円 3月号
段下広告 白　黒：縦　5.2㎝、横17.9㎝ 15,400円 11～３月号（12月号は休刊）

函館商工会議所報「ともえ」広告掲載のご案内
～費用を抑えながら事業所のＰＲにご利用ください～

➡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/csk/tokubetsushienkin/01top.htm）

●概　　要　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　�　４月以降、まん延防止等重点措置や緊急事態措置に伴う道の
要請などにより、影響が及んでいる幅広い事業者に対する支援
として、休業・時短等の協力支援金対象事業者以外で、国の月
次支援金の対象とならない方々を対象に、経営持続化支援緊急
特別事業による支援を継続することとし、この支援金に別区分
の一時金を設け、給付します。

●要件１　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　 ①時短対象飲食店等との取引がある事業者
　　※ 農漁業者、飲食料品、割り箸、おしぼりなど、飲食業に提供される財・

サービスの供給者
　　※ 時短対象飲食店等（2021年４月から７月までの間に、北海道知事に

よる時短・休業要請等の対象となった事業者）との直接・間接の取引
がある事業者が対象です。

　または
　②外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者
　　※ 旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、理美容関係、昼間営

業の飲食店など、人流減少の影響を受けた事業者
　　※�道内の外出・往来自粛要請等の影響により、人流が減少したことで

売上が減少した事業者が対象です。

●要件２　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　 2021年４月～2021年７月のいずれかの月の売上が対前年ま

たは前々年同月比で30％～50％未満減少
　　※売上を前年と比較できない方々への特例措置も実施
　　※�仮に、まん延防止等重点措置等が延長された場合は、対象月の延

長を予定

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

　中小法人等 10万円　個人事業者等 ５万円

●申請受付期間　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　�（郵 送）２０２１年７月２日（金）～９月３０日（木）
　�（WEB）２０２１年７月７日（水）～９月３０日（木）

※1：道特別支援金Ｂは道特別支援金Ａとの併給が可能です。
※2： 2021年4月から7月までの休業・時短要請の対象である飲食店や

1,000㎡を超える施設等は、時短等への協力や時短支援金の受給の
有無にかかわらず、本支援金の対象外です。

※3： 道特別支援金Ｂは国の月次支援金の受給者は申請出来ません。（重
複受給は不可）

国の月次支援金を受給されなかった 
道内事業者の皆様へ

お問い合わせ先：北海道特別支援金コールセンター	ＴＥＬ：０１１－３５１－４１０１
（平日８：４５～１７：３０、７月は土日祝日も対応）

まずは一度ご相談ください　お問い合わせ：企画情報課　TEL:０１３８－２３－１１８１

本誌広告掲載事業所　募集中！　毎月約2,500部発行

折込広告と違い、誌面広告であるため本所ＨＰにアーカイブとして掲載され、半永久的に広告としてご利用可能です。

道特別支援金Ｂ

ご予算に
合わせて

掲載頂けます。



Information
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　函館ペリーボート競漕実行委員会では、新型コロナウイルス感染症の終息の見通しが立たない中、毎年
７月下旬に開催しておりました「函館港まつり協賛�函館ペリーボート競漕」について、「開港162周年記
念函館港まつり」の開催中止決定を受け、先般、当実行委員会で協議した結果、苦渋の決断ではありますが、
開催の中止を決定させていただきました。
　当ペリーボート競漕を楽しみにされていた皆様には、大変申し訳ございませんが、何卒、ご理解いただ
きますよう、よろしくお願い申し上げます。
�� 令和３年６月４日
� 函館ペリーボート競漕実行委員会
� 実行委員長　　　富　樫　孝　樹
� （函館商工会議所青年部　会長）

　函館商工会議所銭亀沢地区青年部では、令和３年の「銭亀バーベキュー祭り（毎年８月下旬～９月上旬
の日曜日）」の開催に関し、先般協議を行った結果、新型コロナウイルスの感染症拡大防止、来場者の皆様
をはじめ、運営スタッフ、協賛企業関係者等の安全確保を最優先する観点から、昨年に引き続き本年も開
催を中止することに決定いたしました。
　祭りを楽しみにされていた皆様には、中止判断に至ったことは誠に心苦しいのではありますが、何より
も安全を最優先に考慮した上での決定であることを何卒ご理解いただきますとともに、改めて来年以降の
銭亀バーベキュー祭りの開催にご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
�� 令和３年６月９日
� 函館商工会議所銭亀沢地区青年部
� 部長　　　林　　　裕　馬

　予定納税（第１期分）の納期限は、８月２日（月）です。
　予定納税が必要な方には、６月中旬に税務署から「令和３年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額
の通知書」が送付されていますので、ご確認ください。
　廃業、休業又は業況不振などの理由により、６月30日の現況による見積額が、通知されている基準額よ
りも少なくなると見込まれる場合等は、予定納税の減額申請をすることができますので、７月15日（木）ま
でに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出してください。

　「予定納税の減額申請書」は、国税庁ホームページに掲載しているほか、
税務署窓口にも用意しています。

開港162周年記念函館港まつり協賛
「第13回 函館ペリーボート競漕」開催中止のお知らせ

「銭亀バーベキュー祭り」開催中止のお知らせ

 国税庁HP 

お問い合わせ：地域振興課（同実行委員会事務局）　TEL:０１３８－２３－１１８１

お問い合わせ：経営支援課　TEL:０１３８－２３－１１８１

お問い合わせ先：函館税務署　TEL:０１３８－３１－３１７１

所得税の予定納税（第１期分）の納税をお忘れなく



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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株式会社　We'll	Being	JAPAN
代表者／代表取締役　野⼝　茂一
住　所／東京都千代田区内幸町1-1-1-16F
ＴＥＬ／03-6811-2955

　日本全国職住食及び観光に関する情報を「一元的」
に提供するデジタル地図を作成しております。
　函館の魅力を知り機会の拡大、更に交流人口の増加
に貢献したいと考えております。

�ご入会ありがとうございます

事業所名 主な営業内容
丸恵工業 型枠解体工事業

カイロスマーケティング㈱ ソフトウェア開発・販売

㈱バッファロー・ＩＴ・ソリューションズ ネットワーク構築、機器の提案販売

（同）キュリアス 船舶工事業

㈱かまだ 飲食業

酒房　楽 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）



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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　コミュニケーションで大切なのは、お互いに分かり
合うこと。その積み重ねが信頼関係の構築につながり
ます。そのためには、話を聞く場面において、相手の
気持ちや意向をしっかりと受け止める必要があります。
そのポイントをお伝えします。
　まずは、うなずきや相づちです。はっきり、しっか
り、相手に分かるようにしましょう。「ふ～ん」「へぇ
～」という応答を、親しい間柄や慣れが生じてくると
使ってしまいがちかと思います。感嘆の「へぇ！」な
らよいですが、気のない生返事と捉えられてしまうこ
ともあり注意が必要です。曖昧な相づちを連発される
と、相手は自分の話に関心を持ってもらえていないの
ではと不満を持ちやすくなります。「そうなのですね」

「はい」「ええ」など言い切り形のはっきりした応答を
心掛け、抑揚も付けてバリエーションを持たせましょう。
　また、相手の使ったフレーズなどを繰り返すことも
有効です。ただし、全リピートは厳禁です。オウム返
しともいわれる技法の一つではありますが、相手の言っ
たことをいちいち繰り返すことではありません。一生
懸命に応答しているつもりでも、相手からすると、テ
クニックを使っているなとか、ばかにされているなと
いう印象を与えます。繰り返しは、あくまでもポイン
トのみに絞りましょう。できれば、相手の使った心情
を表すフレーズや話の肝となる単語に応答できるとい
いですね。それらを、自分の返答の中に織り交ぜると
いう感覚です。自分が発した言葉が、相手からの返答

の中に含まれていると、受け止めてもらえたという感
覚が生まれ、伝わったという安心につながります。
　それから、話を聞いている中でもっと知りたい、も
しくは分からないことがあったときなどに質問するタ
イミングです。質問は、いきなり投げ掛けるよりも、
相手の話をいったん受け止めてからするようにしましょ
う。「○○なんですね。それはどういう意味ですか？」
という具合です。コミュニケーションはキャッチボー
ルと言われますが、その言葉通り、一度キャッチして
受け止めてから、投げ返すことが大切です。テニスの
ラリーのように打ち返さないようにしましょう。
　ほんの少しの気遣いスキルを意識的に取り入れるこ
とによって、相手は理解してもらえたという感覚を持
ち、安心して話ができます。信頼を育む一助となりま
すように。
　  � 日本メンタルアップ支援機構　代表理事
�� 大野　萌子

「 信 頼 さ れ る 聞 き 方 の コ ツ 」



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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　1978（昭和53）年に先代（石戸谷さんの父）が
建築資材販売業を立ち上げ、その後、住宅建築会社
（青森西部ハウス）も創業。２つの会社を維持して
きた先代が2012年に突然病に倒れ、青森西部ハウ
ス社員だった自身が２代目に。「折しも長く不況が
続く中での交代でした。代表に就いて9年。辛抱に
辛抱を重ね、現在に至っています」と話す。昨年、
経営改善を行い、両社を合併、新生「青森資材」の
再スタートを切った。
　現在は建築業をメーンとし、打合せから完成まで
の全ての工程に自らワンストップで携わり、顧客と
施工側の意思疎通を図るよう心掛けている。「どん
な工事でも業者任せにはせず、必ず最初にお客様に
お会いし、お話をうかがうようにしています」。良
質な建築資材を適正な価格で販売するだけでなく、
現場で働く大工さん、職人さんに寄り添うことも忘
れない。女性経営者ならではのきめ細かい、行き届
いた視点は事業所の信頼感を高め、新たな顧客層の
開拓につながっている。
　先代からのリピート客の存在も事業所の大きな支
え。雨漏りトラブルを未然に防ぐ知識と技量を有す
る「雨漏り診断士」の資格を今年、取得した。「長年、
業者さんの勘に頼ってきた雨漏り修理を可視化し、
一つの確立した仕事として出来ないものかと考え、
そのスキルを手に入れるためにチャレンジしました。
この資格を持つのは本県では私が初だと聞いていま
す」。建物の基礎知識、雨漏り鑑定の実務、関連法
規などの出題を見事クリアした。「雨漏りによる不安、

ストレスを解消したい」。
　新型コロナウイルスの感染症拡大によって取引先
にも影響が出ている。「経営者として事業を続ける
ための資金繰りに一番腐心しています」。店舗のリ
フォームに特に力を入れていて、「ケヤキ」、「セン
（栓）」、「神代タモ」（噴火等によって長い間地中に
眠っていた）などの特殊建材はきめが美しく、強い
木として知られ、店舗用（カウンターなどに使用）
建材としての需要があると話す。
　北里大学大学院獣医畜産学研究科修了（農学修士）
という経歴を持つ石戸谷さんは農業について関心が
あると言い、将来、「食」の分野への事業展開もあ
る?と聞くと、「それはどうでしょうか。衣・食・
住は私たちの生活の基盤となるもので、食へ関心を
持つのは自然なことではないでしょうか」と煙に巻
いた。

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6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)青森資材
� 代表取締役　石戸谷�紀恵�さん商 工 プ ラ ザ

創業43年。父の代を受け継ぎ、女性の視点で新たな顧客を開拓

問い合わせ先 青森市沖館４丁目7-11　TEL 017-781-5579

「小さな会社ですが、小さいからこそ出来ることがある。顧客
に寄り添った営業を目指しています」と話す石戸谷さん
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