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■今月の表紙
ＪＡＬ ＪＯＭＯＮジェット就航
　表紙は、去る８月６日、縄文の世界遺産登録を記念
して函館空港で行われた「ＪＡＬ 特別塗装機 ＪＯＭＯ
Ｎジェット」の就航式の様子を撮影した一葉です。機
体には祝賀メッセージに加え、縄文遺跡群を表現した
イラストが描かれており、世界遺産となった地域の魅
力を国内外に発信されることが期待されます。東京－
函館間の初便の乗客には、本所から縄文クッキーやバッ
チがプレゼントされました。
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税収統計税収統計

　令和元年度の法人税額は、函館税務署管
内では約109億円（前年約93.4億円）で、
前年に比べて約15.6億円（伸び率16.7％）
増加している。
　また、全道では約2,253億円（前年約2,106
億円）で、前年に比べて約147億円（伸び
率7.0％）増加している。
　なお、全国では約11.4兆円（前年約12.7
兆円）で、前年に比べて約1.3兆円（伸び率
▲10.2％）減少している。
※平成21年９月…鳩山(由)内閣スタート
※平成22年６月…菅内閣スタート
※平成23年３月…東日本大震災
※平成23年９月…野田内閣スタート
※平成24年12月…第２次安倍内閣スタート
※平成26年４月…消費税８％に引き上げ
※平成26年12月…第３次安倍内閣スタート
※平成29年11月…第４次安倍内閣スタート
※令和元年10月…消費税10％に引き上げ

　令和元年度の法人所得額は、函館税務署
管内では約537億円（前年約469億円）で、
前年に比べて約68億円（伸び率14.5％）増
加している。
　また、全道では約11,109億円（前年約
10,475億円）で、前年に比べて約634億円（伸
び率6.1％）増加している。
　なお、全国では約64.5兆円（前年72.8兆
円）で、前年に比べて約8.3兆円（伸び率▲
11.4％）減少している。

函館税務署管内（単位：億円） 全道（単位：億円）
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※全法人

函館税務署管内（単位：億円） 全道（単位：億円） ※全法人
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特 集

　本特集では、当地域（函館税務署管内）の主な税収の状況について、札幌国税庁の統計をもと
に過去10年間の推移を掲載いたします。
　特に、令和元年度の統計をみると、函館税務署管内の法人企業は7,031社あり、うち黒字企業
が2,468社（35.1％）となっています。
　また、全道の法人企業は110,550社あり、うち黒字企業が41,781社（約37.8％）となっています。

1 法人税額（国税）の推移（函館税務署管内と全道）

2 法人所得額の推移（函館税務署管内と全道）
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　令和元年度の給与所得の源泉徴収税額は、
函館税務署管内では約152億円（前年約150
億円）で、前年に比べて約２億円（伸び率
1.3％）増加している。
　また、全道では約2,965億円（前年約2,909
億円）で、前年に比べて約56億円（伸び率
1.9％）増加している。
　なお、全国では約11.4兆円（前年約
11.2.兆円）で、前年に比べて約0.2兆円（伸
び率1.8％）増加している。

　令和元年度の申告所得税額は、函館税務
署管内では約43.8億円（前年約42.9億円）
で、前年に比べて約0.9億円（伸び率2.1％）
増加している。
　また、全道では約876億円（前年約919億
円）で、前年に比べて約43億円（伸び率▲
4.7％）減少している。
　なお、全国では約3.2兆円（前年約3.3兆円）
で、前年に比べて約0.1兆円（伸び率▲3.0％）
減少している。

　令和元年度の普通法人数は、函館税務署
管内では7,031社（前年7,097社）で、66社（伸
び率▲0.9％）減少している。
　また、全道では約110.6千社（前年約
110.3千社）で、約0.3千社（伸び率0.3％）
増加している。
　なお、全国では約276.7万社（前年約
274.7万社）で、約2.0万社（伸び率0.7％）
増加している。

　令和元年度の黒字企業（利益計上法人）
数は、函館税務署管内では2,468社（前年
2,480社）で、前年に比べて12社（伸び率
▲0.5％）減少している。
　また、全道では約41.8千社（前年約41.0
千社）で、前年に比べて約0.8千社（伸び率
2.0％）増加している。
　なお、全国では977,170社（前年952,969社）
で、前年に比べて24,201社（伸び率2.5％）
増加している。
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※普通法人
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3 給与所得源泉徴収所得税額の推移（函館税務署管内と全道）

4 申告所得税額の推移（函館税務署管内と全道）

5 普通法人数の推移（函館税務署管内と全道）

6 黒字企業（利益計上法人）数の推移（函館税務署管内と全道）
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　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：		10月９日、11月13日、12月11日	
（令和３年12月までの第２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：		９月17日、10月15日、11月19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／	10月20日、11月17日、12月15日ほか（令和４年３月までの第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しており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月から月に１回の専門相談を実施しております。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）
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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／9月15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／10月13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／10月12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／9月22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／9月24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／10月14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10月5日㈫ 講　習　会　14:00～16:00
	 　　　　　　　　　　　　　　	個別相談会　16:00～17:00

場　所／		函館商工会議所３F会議室
講　師／ソフィアブレイン　代表　小宮山　真吾 氏
定　員／		３０名（先着順、受講料無料）

セミナー

　本所では、各融資を利用する際のチェックポイン
トや国・道・市の制度融資をまとめた手引（A4版85ペー
ジ）を発刊しました。
　手引を希望される方に本所窓口にて無料配布して
おります。（郵送は行っておりません。）
　なお、部数に限りがございますので、お早めにご
来所うえ、お受け取り下さい

2021年版2021年版

金融制度金融制度のの手引手引をを
発刊しま発刊しましたした

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

ポストコロナ時代のデジタル化に対応

コロナ支援策の設備投資でIT導入、強化

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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㈱金和渡辺時計店
　当社は、大正10年に先々代である祖父が大手町
（旧：鶴岡町）に金和渡辺時計店として個人創業し
た後、昭和24年に法人化し、今年で創業100周年を
迎えた時計・宝石・貴金属小売店です。
　「ジュエリー＆ウオッチワタナベ」の店舗名で本
店である駅前店（函館市若松町）とイオン上磯店（北
斗市七重浜）の２店舗を経営しております。
　事業内容は、時計・宝石・貴金属製品の販売、投
資用金・プラチナ地金コインの売買を中心に、各種
メンテナンス等も承っております。

当店のこだわり
　時計や宝石等の取り扱い商品は、全て正規品を販
売することを一貫してこだわり、「信頼」と「安心」
をモットーにして、何世代にも渡り末永くご使用い

ただけるようアフターサービスも責任をもって努め
ております。また、金・プラチナ地金の売買につい
ては、田中貴金属工業㈱の道南地区唯一の特約店と
して直営店と同価格で販売買取を行っており、地域
の皆様の資産運用のお手伝いをさせていただいてお
ります。

創業100周年を迎えて
　地域の皆様に支えられ、当社は創業100周年を迎
えました。そこで、特別企画として、毎週末（金・土・
日）の３日間「最大100回払いまで金利・手数料なし」
のスペシャルクレジットのほか、店内イベント、店
外イベント、店外フェア等さまざまな企画を計画し
ております。

今後の目標
　引き続き、地域の皆様に愛されるような店舗経営
に努めていきたいです。親子代々に渡って、世代を
超えて受け継いで頂き、ご贔屓にしていただいてい
るお客様もいらっしゃるため、今後も変わらず時計
やジュエリーが持つ魅力と価値を伝えていければと
思います。

ジュエリー＆ウオッチワタナベ（本店・駅前店）
住　　所：函館市若松町17-9
Ｔ�Ｅ�Ｌ：0138-23-4111
営業時間：９：４５～１８：４５
定 休 日：毎週火曜日

ジュエリー＆ウオッチワタナベ（イオン上磯店）
住　　所：北斗市七重浜4丁目44-1
Ｔ�Ｅ�Ｌ：0138-83-2202
営業時間：９：００～２１：００
定 休 日：無休

㈱金和渡辺時計店

テーマ 地域の皆様に愛されて創業100周年

㈱金和渡辺時計店
代表取締役　渡辺　良三

NOW会員
Vol.91

▲豊富なウオッチブランドが並ぶショーケース

▲落ち着いた雰囲気が漂う店内の様子
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　去る９月４日、函館市医師会健診検査センター
において、本所が実施主体による新型コロナウイ
ルスワクチン職域接種がはじまりました。

　引き続き、予約受付を行っておりますので、ワ
クチン接種を希望される会員事業所におかれまし
ては、以下の受付専用事務局までメールにてお申
込みください。
　なお、申込方法等の詳細につきましては、本所 
ホームページ（https://www.hakodate.cci.or.jp/） 
をご確認ください。

【お問い合わせ先】
函館商工会議所ワクチン接種　受付専用事務局
ＴＥＬ：0138–83–6002
メール：yoyaku@Hakodate-shokuiki.com

　去る８月26日、本所会議室において、標記正副
委員長会議を、宮﨑委員長はじめ、山田・小坂副委
員長のほか、青森商工会議所青函・広域連携委員会
より後藤委員長がオンラインで出席し開催しました。
　当日は、青森商工会議所主導による「地域間ビジ
ネスマッチングのオンラインモデル構築研究事業」
の実施内容について協議を行い、その結果、青函両
商工会議所で連携を図りながら実施することを決議
しました。
　同事業は、コロナ禍の下、対面による商談や新規
の営業、協力等が難しくなる中、地域中小事業者の
新たな商品開発、販路開拓に繋げることを目的に、
青函両地域の企業が持つ独自技術・独自製品のプレ
ゼンテーション動画を特設ホームページで公開し全
国へ発信、それらのシーズと結びつくニーズを発掘
し、ビジネスチャンスの拡大を図るオンラインビジ
ネスマッチング事業で、青函両商工会議所において
は、初めての試みとなります。
　同事業の出展者募集は９月30日までとなってお
ります。詳細については、本誌同封の折込チラシを
ご覧ください。

　去る７月29日、函館市西部地区の空き家や歴史
的建造物等の地域資源を活用したまちづくりの推進
を目的に、函館市、本所、地元企業等の出資により、
同地区再整備事業の実施団体を担う第３セクター「㈱
はこだて西部まちづくＲｅ－Ｄｅｓｉｇｎ」が設立
されました。
　去る８月18日には、サン・リフレ函館において、
同社の臨時株主総会及び第１回取締役会が開催さ
れ、本所より酒井専務理事が出席しました。
　当日行われた議案については、いずれも原案通り
承認され、新たな代表取締役社長に㈱地域経済活性
化支援機構（ＲＥＶＩＣ）マネージャーの北山拓氏
が就任しました。
　今後、同社はＲＥＶＩＣのノウハウも活用しなが
ら、不動産の売買や賃貸借、土地や建物の有効利用
に関する企画・調査等の業務を中心に事業を進めて
いくこととしており、同地区への移住等による定住
人口の回復、交流人口の底上げ等が期待されます。

　去る８月28日、五島軒において、標記シンポジ
ウムが開催され、その様子がYouTubeでライブ配
信されました。
　当日は、初めに、同社の代表取締役北山拓氏から、
会社の体制やミッション、今後進めていく事業など
の説明があり、その中で、元町公園内にある道指定
有形文化財「旧北海道庁函館支庁庁舎」（現在は閉
館中）の利活用に向けて函館市と協議を進めていき
たいとの発表がありました。その後、第１部では、
㈱オガール代表取締役岡崎正信氏による『まちの未
来をこの手でつくる』及び弘前大学教授北原啓司氏
による『「空間」を「場所」にかえる「まち育て」
のススメ』と題した基調講演、続いて第２部では、「西
部地区のまちぐらしを語る」をテーマに、地域の価
値・活力を生み出すまちづくりやまちづくりへの市
民参加・共創についてパネルディスカッションが行
われ、出席者は他地域におけるまちづくりの事例や
西部地区の再整備における課題等を共有しました。
　当日のシンポジウムの様子は、函館市の公式動画
YouTubeチャンネルにおいて９月30日までアーカ
イブ配信されています。
URL： https://www.youtube.com/channel/

UCzuoycG58kXrfWPfjDcFP２Q

会議所のうごき
新型コロナウイルスワクチン 
職域接種はじまる

函館市西部地区再整備事業
■㈱はこだて西部まちづくＲｅ－Ｄｅｓｉｇｎ
　臨時株主総会及び第１回取締役会

津軽海峡圏委員会　正副委員長会議
青森商工会議所と「地域間ビジネスマッチングの
オンラインモデル構築研究事業」を初実施

■�㈱はこだて西部まちづくＲｅ－Ｄｅｓｉｇｎ�会社設
立記念「函館市西部地区まちぐらしシンポジウム」

▲パネラーによるディスカッションの様子

１回目 時間 ２回目 時間
９月４日 土 1４：30～18：30 → 10月２日 土 1４：30～18：30
９月５日 日 ９：00～17：00 → 10月3日 日 ９：00～17：00
９月1２日 日 ９：00～17：00 → 10月10日 日 ９：00～17：00
９月18日 土 1４：30～18：30 → 10月16日 土 1４：30～18：30
９月1９日 日 ９：00～17：00 → 10月17日 日 ９：00～17：00
９月２５日 土 1４：30～18：30 → 10月２3日 土 1４：30～18：30
９月２6日 日 ９：00～17：00 → 10月２４日 日 ９：00～17：00
10月30日 土 1４：30～18：30 → 11月２7日 土 1４：30～18：30
10月31日 日 13：30～18：30 → 11月２8日 日 13：30～18：30
11月6日 土 1４：30～18：30 → 1２月４日 土 1４：30～18：30
11月7日 日 13：30～18：30 → 1２月５日 日 13：30～18：30
11月13日 土 1４：30～18：30 → 1２月11日 土 1４：30～18：30
11月1４日 日 ９：00～17：00 → 1２月1２日 日 ９：00～17：00

１回目と２回目はセットになっております。変更することはできません。
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　箱館高田屋嘉兵衛顕彰会は、去る７月30日、酒
井副会長（本所専務理事）ら５名が称名寺（船見町）
を訪れ、高田屋嘉兵衛一族の墓参会を実施しました。
顕彰会では毎年、７月末に嘉兵衛の故郷淡路島から
来賓を招き顕彰追悼式と交流会を実施しておりまし
たが、新型コロナ感染症の影響から墓参会のみの実
施となりました。
　淡路島に生まれた嘉兵衛は、1798年大町に支店
を設け、以来、弟金兵衛と力を合わせ、当地の殖産
興業に多大な業績を残しました。郷里で没した嘉兵

衛の墓は淡路にもありますが、金兵衛の系統が函館
に住んでいたので、称名寺にも墓が建てられました。

　去る８月４日、北海道大学函館キャンパスにおい
て、新型コロナウイルスの感染拡大により「仕送り
が減った」「アルバイト先がない」等の理由で経済
的に困窮する学生の支援を目的とした食糧支援事業
を実施しました。
　当日はパックごはんやカップ麺、缶詰等の詰め合
わせを150セット用意し、当会が以前より研究生へ
の支援を行っている同大において希望する学生に対
し、平山会長、佐藤・村上両副会長が食糧セットを
配布しました。

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

女性会
北海道大学函館キャンパス学生への食糧支援を実施

議員の異動
議員の職務を行う者の変更
・1号議員　株式会社北陸銀行函館支店	 	 	 （新）支店長	 広　瀬　賢　一	氏
	 	 	 	 	 （旧）支店長	 辻　　　岳　史	氏
	 （令和３年８月18日付）

箱館高田屋嘉兵衛一族追悼墓参会
函館発展の恩人を偲ぶ

▲僧侶により読経が捧げられた墓参会

▲学生に食糧セットを配布する正副会長
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•開会
•国歌斉唱
•主催者挨拶
•表彰状授与
•祝辞　ご来賓代表
•謝辞　受彰者代表
•閉会
•記念撮影

お申込み・負担金

　本所では会員事業所を対象に、福利厚生支援事業の一環として、優良商工従業員表彰式を毎年11月に
開催しております。
　式典では、会員事業所に勤務され、事業主から成績優秀とご推薦をいただいた従業員の皆様を表彰し、
記念品の贈呈や記念撮影を行います。昨年は１７４名のお申込をいただき、勤労意欲の向上や、会社への
愛着の増進につながった等、大変好評をいただいております。

　本年は、昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大のため、表彰式のみ開催し、祝賀会は中
止とさせていただきます。状況によっては、表彰式も中止となる場合がございます。その際は、賞状
と記念品のみのお渡しとさせていただきます。予めご了承下さい。

お申し込み・お問い合わせ
函館商工会議所　企画情報課　TEL:０１３８－２３－１１８１　FAX :０１３８－２７－２１１１

～貴社を支える従業員の皆様に、感謝の気持ちを込めて～

■負�担�金� 表彰者１名につき　　　
� 勤続　１０年以上　�５,０００円
� 〃�　２０年以上�　５,５００円
� 〃�　３０年以上�　６,０００円
� 〃�　４０年以上�　６,５００円

■申込締切　令和３年１０月８日（金）

■表彰期日� 令和３年１１月２５日（木） 午後４時～
■会　　場� ホテル函館ロイヤル（函館市大森町16-9）

式典内容
厳かに執り行われる式典 表彰状授与

会員サービス事業

優良商工従業員表彰式
第63回
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１　趣　　旨	 	本商工会議所は商工業の振興を期するため、以下に定める要綱により永年同一事業所に勤務し、
勤務成績が特に優良と認める商工従業員を表彰することを目的とする。

２　主　　催	 	函館商工会議所

３　後　　援	 函館市、函館市議会、北海道渡島総合振興局、函館労働基準監督署、函館公共職業安定所、
　	（予　定）	 	北海道中小企業団体中央会道南支部、公益社団法人函館法人会、函館青色申告会、函館経営者

協会

４　日　　時	 令和３年１１月２５日（木）　午後４時～
� �昨年に引き続き、本年も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、表彰式のみ開催し、祝賀

会を中止とさせていただきます。
� �また、さらに状況が悪化した場合、表彰式を中止し、賞状と記念品のみのお渡しとさせていた

だきますので予めご了承下さい。

５　場　　所	 ホテル函館ロイヤル（函館市大森町１６-９）

６　表　　彰	 勤続４０年以上　表彰状（本所会頭・日商会頭連名）	 記念品
	 勤続３０年以上　表彰状（本所会頭・日商会頭連名）	 記念品
	 勤続２０年以上　表彰状（本所会頭・道商連会頭連名）	 記念品
	 勤続１０年以上　表彰状（本所会頭）	 記念品	

７　推　　薦	 申請書に所定の事項をご記入の上、負担金を添えお申込ください

８　負 担 金	 表彰者１名につき	 １０年以上　５，０００円　２０年以上　５，５００円
	 	 	 	 ３０年以上　６，０００円　４０年以上　６，５００円　　
� �※�昨年に引き続き、祝賀会中止に伴い、例年より負担金を一律１,５００円値下げさせていただ

いております
	 令和３年１０月８日(金)までに下記の口座にお振込みください。
	 【振 込 先】　北洋銀行　函館中央支店　普通預金　４１８２１５４
	 【口座名義】　函館商工会議所

９　申込締切	 令和３年１０月８日（金）

10　申込方法	 	表彰申請書を締め切りまでに本所あて、E-Ｍail、ＦＡＸ、郵送のいずれかでご回示ください。
	 お申込みいただいた会員事業所様には、10月末頃に再度詳しいご案内を差しあげます。
	 【連 絡 先】郵　送：〒０４０-００６３　函館市若松町７-１５
	 　　　　　ＦＡＸ：０１３８-２７-２１１１
	 　　　　　E-Mail：kentei@hakodate.cci.or.jp
	 表彰申請書は函館商工会議所ホームページからもダウンロードできます。
	 　　　　　ＵＲＬ：https://www.hakodate.cci.or.jp/

第１条	 	本商工会議所は商工業の振興を期するため、永年同一事業所に勤続し、且つ勤務成績が特に優良と認
める商工従業員を表彰してその功績に報い、もって能率の増進と生産意欲の昂揚を図るものとする。

第２条	 	前条の商工従業員は、本商工会議所会員の従業員より事業所代表者が推薦し、本所で決定する。
	 	会社、工場、商店等で、その事業を合併または整理等により閉店し再び開店した場合においては、そ

の勤務年数を通算する。
第３条	 	表彰の対象となる商工従業員は勤続１０年以上で、次の各号に該当する者とする。
	 	A	商工業の振興に貢献し功績顕著なもの。
	 	B	誠実に業務を遂行し他の従業員の模範となるもの。
第４条	 	表彰は次のとおりとする。
	 	１０年以上、２０年以上、３０年以上、４０年以上。
	 	一度表彰された者は、次の年限段階にならなければ表彰されない。
第５条	 	表彰は表彰状、記念品を贈呈してこれを行う。
第６条	 	会社その他の役員は表彰を受けることができない。
第７条	 	本表彰の勤続年数は、１０月１日現在で算定する。
第８条	 	表彰は毎年１１月に実施する。

函館商工会議所 優良商工従業員表彰 実施要綱

第６３回 函館商工会議所優良商工従業員表彰 実施要領



STEP1
eラーニング

STEP２
計画策定

対策実施
（備品購入等）

STEP3
補助申請
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飲食事業者等感染防止対策補助金

補助金額

申請受付

補助対象者

対象経費

申請要件

申請方法等

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、飲食店など対面でサービスを提供する事業者
の皆さまが、感染防止対策の強化のために購入した備品等について支援します。

補助上限額：75,000円　補助率：3/4以内
※補助対象の金額は税抜、補助金額は千円未満切り捨て　※申請は1事業者につき1回限り

※ご注意ください！
・補助金の申請にはeラーニングを受講し、修了証を取得いただく必要があります。（eラーニ
ングを受講できない方はコールセンターまでご連絡ください。）
・各回先着順での受付となり、各回の予定数に達した時点で受講を締切ります。（受講状況
は事務局ホームページでお知らせします。）

中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条に規定する道内の中小企業者（道内に本社・本店を
有する中小法人、道内に住所を有する個人事業者）で道内に店舗を有し、主たる業務において対
面でサービスを提供する事業者
（例）飲食店、キッチンカー、小売店、学習塾、エステサロン、スポーツジム等

①業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること。
②�事務局の制作したeラーニングを事前に受講し、感染防止対策に係る計画を策定すること。
③事務局が行う現地確認調査に応じること。
④�補助対象として申請した備品等に関して、国、市町村等が実施する他の補助金等を申請・受給して
いないこと。
⑤飲食事業者においては、飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていること。

①事務局ホームページ又はQRコードからeラーニングを受講し、修了証を受領
②申請書の様式を用いて感染防止対策に係る計画を策定
③申請書を郵送(簡易書留等)にて送付
〒060-8791�飲食事業者等感染防止対策補助金事務局（※住所の記載は不要）
※�簡易書留やレターパックなど申請者が郵便物の追跡かつ配達時に受取確認ができるもので郵送してください。
※郵便料金不足のものについては、受付できませんので返却となります。
※申請書類等は以下の事務局ホームページよりダウンロードすることが可能です。
https://elearning.hokkaido.jp/

令和３年６月18日（金）から申請日までの間に購入、設置、支払が完了した備品

具
体
例

①飛沫感染予防対策 アクリル板、防護スクリーン
※アクリル板の自作、ビニールカーテンは対象外

②接触感染予防対策 非接触体温計、サーモカメラ、非接触ソープディスペンサー、足踏み式消毒液ス
タンド、非接触消毒液ディスペンサー、非接触オーダーシステム、自動水栓

③換気による感染予防対策 空気清浄機(※)、サーキュレーター、換気扇、CO2センサー(※)、網戸（張り替
えも対象）※性能等の基準あり

④その他 上記購入備品の導入・設置に伴う送料、設置費も対象

※ご注意ください！
・eラーニングの受講修了証をお持ちでない方の申請は受理できません。
・事前にeラーニングを受講し、受講修了証の発行を受けてください。

■eラーニング受講期間�※各回先着順

■申請受付期間

【第１回目】�2021年７月30日(金)～８月31日(火)
【第２回目】�2021年９月１日(水)～９月17日(金)

2021年７月30日(金)～11月19日(金)�※消印有効
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平成２９年９月１日から、食品表示基準の一部が改正され、
新たな加工食品の原料原産地表示制度がスタートしました！

【猶予期間：令和４年３月３１日まで】

第65回函館圏優良土産品推奨会
（一社）函館国際観光コンベンション協会会長賞

社長のいか塩辛 煎餅 2枚×2袋…… 280円(税込)
　バターが隠し味のせんべいに、㈱布目の看板商品『社長のいか塩辛』をふんだ
んに練り込んだ風味豊かな一品です。
　バターが隠し味のせんべいに、㈱布目の看板商品『社長のいか塩辛』をふんだ
んに練り込んだ風味豊かな一品です。

布目　オンラインショップ

函館市浅野町４-１７ TEL ０１３８-４３-９１０１

https://nunome.shop/

計画的な食品表示の
切り替えをお願い

します

食品表示基準に
ついての問合せ

　新たな加工食品の原料原産地表示制度に基づく表示については、経過措置期間（基準の施行後、新ルールに基づく表示への移行のため
の猶予期間）が、令和４年３月３１日までになっており、この期間内に新ルールに基づく食品表示に切り替える必要があります。

中小法人・個人事業者のための

月次支援金 緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和

●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： 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）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 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　①�緊急事態措置又はまん延防止等重点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�緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の

影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて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、休業または時
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。または、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
事業者が対象です。

●申請期間 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　�◦７月分：2021年８月１日～９月30日�（事前確認：９月27日まで）
　�◦８月分：2021年９月１日～10月31日�（事前確認：10月26日まで）
　�◦９月分：2021年10月１日～11月30日�（事前確認：11月25日まで）
　　※原則、対象月の翌月から２ヶ月間。

●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。
　　※�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）

　◦一時支援金または 　 　 　
月次支援金を既に受給された方：事前確認・その他書類が不要！

　　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、月次支援金をはじ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。

➡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）

事前確認に関するお問い合わせ：経営支援課　TEL：０１３８－２３－１１８１

※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

食品表示基準などに関する疑問点、御相談などありましたら、下記までお問い合わせください。

●消費者庁　〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1　中央合同庁舎第4号館6F
○消費者庁食品表示企画課　TEL：03-3507-8800（代表）
ホームページ　https://form.caa.go.jp/input.php?select=1075

□ 原料原産地表示の対象となるもの
　国内で製造した全ての加工食品※

□ 表示される原産地
●１番多い原材料が生鮮食品の場合は産地が表示されます。
　（国別重量順表示の例）

名　　称：ウィンナーソーセージ
原材料名：豚肉（アメリカ産、国産）、豚脂肪・・・

●１番多い原材料が加工食品の場合は製造地が表示されます。
　（製造地表示の国別重量順表示の例）

名　　称：チョコレートケーキ
原材料名：チョコレート（ベルギー製造）、小麦粉・・・

□ 産地が表示されるもの
　全ての加工食品の１番多い原材料

□  表示方法
　「国別重量順表示」、「又は表示」、
　「大括り表示」

食品表示に関する
お問い合わせ受付フォーム

◦ 22食品群及び個別４品目について
は平成29年8月以前のとおりです。

◦ 個別品目に新たにおにぎりの「のり」
を追加しました。

※ 外食、容器包装に入れず販売する場合、
作った場所で販売する場合及び輸入品
は対象外です。
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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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はこだてスマートムーブデー  ～移動をエコに～

�ご入会ありがとうございます

※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）

　新しい生活様式の中で、温室効果ガスの排出が少ない「エコな移動」を実践
するきっかけづくりとして、９月から毎月第１金曜日を「はこだてスマートムー
ブデー」とし、年間を通して実施します。
取組内容　⃝ノーマイカーによる移動（徒歩・自転車・公共交通機関など）
　　　　　⃝エコドライブの実施　　⃝テレワークの実施

スマートムーブデーに参加する団体を募集しています
　対　　象　

△

市内事業所等の団体（市民団体を含む）
　申込方法　

△

受付サイトまたは申込用紙によりＦＡＸ、電子メールで申込み。
　☆参加団体は，ホームページで紹介させていただきます。

お問合せ先：函館市地球温暖化対策地域推進協議会
事務局：函館市環境部環境総務課　TEL:０１３８－５１－０７５８

事業所名 主な営業内容

（一社）スターライフ 家族代行支援業

㈱ＬＩＶＥ　ＴＥＣ 建設業

パブ亜羅仁パートⅡ 飲食業

㈱ひより屋 福祉用具レンタル業、住宅改修業

事業所名 主な営業内容

ビーフラット 飲食業

カジュアルスタンド　スワミー 飲食業

はまなす商事㈲ 不動産賃貸業

浪商 鮮魚卸業

新入会員のご紹介



　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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　コロナ禍において、テレワークを導入しているとこ
ろも増え、さまざまな問題が起きており、それが不調
につながっています。今回は、その不調を増長させる
ことなくモチベーションアップにつながるようなヒン
トを伝えたいと思います。　
　まず、テレワークにより起こる不調について相談が
増えている原因は、孤立感です。テレワーク導入時は、
通勤時間が無くなって身体的に楽、嫌な上司と顔を合
わせずに済む、自由な時間が増えたなど、メリットの
方に目が向くことが多かったのに、テレワークが長期
化していくとともに、孤立感を訴えるケースが増えて
います。
　次に、上司とのコミュニケーション問題です。オン
ラインになり、文字ツールでのやりとりが増え、雑談
レベルの会話や細かなニュアンスをやり取りすること
が少なくなって、行き違いや誤解が生じています。例
えば、資料について質問しても「書いてあるから、よ
く読んで」などの応答をされると、極端な場合、パワ
ハラと捉えられてしまうことがあります。齟齬（そしゃ
く）のリカバリーがしづらく、ニュアンスも伝わりに
くい、また自分自身のメンタルも弱くなっている中で、
ちょっとしたやり取りの影響を強く受けてしまうのです。

　では、どのように部下のマネジメントをしていけば
よいのでしょうか。管理者であれば担うことになる安
全配慮義務は、予防措置で、未然に防ぐ対応が重要で
す。テレワーク不調にさせないためには、孤立させな
いことです。定期的なミーティングを実施していると
ころも多いとは思いますが、効率重視で連絡、報告だ
けにとどまってしまうと、部下の変化に気付きにくく
なります。対面であれば顔色や様子もある程度分かり
ますが、画面を通じてですと、そこまで判断すること
は不可能です。いわゆる雑談が必須で、それを通じて
生活の状況や体調などを把握することが可能になりま
す。些細（ささい）な日常会話ができてこそ、ちょっ
とした相談ができるのは対面でも同じなのですが、そ
の日常会話がしにくい状況のため、あえて時間をつく
ることが大切です。チャットなどの文字ツールでも、
事務連絡だけでなく、労（ねぎら）いの言葉などがあ
ると安心するといった声も聞かれますので、ぜひ心掛
けてみてください。

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。

解決策をアドバイスする前に

ただ共感するだけで

よい流れが生まれるんだ。

書道家　武田　双雲

「テレワーク不調を防止するために」



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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　青森市浜田のイトーヨーカドー筋向かい(青森山
田高校側出入口)にある、５組ほどが座れば満席に
なってしまうような小さいお店。「自分の居間に入
るような気分で気軽においでください」。定番のポー
クカレー、ビーフカレー、スパイシーチキンカレー
のほか10数種類のトッピング(ロースカツ、エビフ
ライ、シーフードなど)カレーを用意、辛さも無料
で２～20倍まで自由に選べる。昔なつかしい味の
ナポリタンスパゲティも隠れた人気。一押しのスパ
イシーチキンカレーは、自家製ヨーグルトにつけ込
んだ鶏肉と野菜と果物を煮込んだカレーソースが絡
み合い、絶妙な味。「口にすると最初に甘味が、し
ばらくするとスパイスの辛味が広がります」。
　東京での会社員勤務を経て、帰郷。妹たちとティー
ルームを開店。その後、サンロード青森にクレープ
とコーヒーの店を出店(現在も営業中)。カレー店
は最初、フランチャイズに加入したがその後、「自
分で食材を選び、自分が納得のいく味のカレーを食
べてもらいたい」という思いから、独立。「今年で
11年が経過。大型テナント店と違い路面店(通りに
面した店舗)を維持するのは大変なこと。ここまで
来られたのは多くの人の支えがあったから」と話す。
安心・安全の県産・国産食材を使い、コメも特別栽
培のつがるロマンと国産もち麦のブレンド米を使用
するこだわりは首尾一貫している。
　ここ４、５年、部活帰りの山田高校生徒らが店を
訪れるようになった。店内には同校出身Ｊリーガー
の色紙などが置かれている。「コロナ禍の中、生徒

たちと会話が弾むようになり、気持ちが明るくなり
励まされてきました。昨年の同校文化祭では、生徒
らの後押しでたくさんのお弁当注文が舞い込みまし
た。彼らの優しい心根に感謝です」と話す。
　コロナに立ち向かう時節、青森商工会議所が提唱
する飲食店テイクアウト企画に参加、同所からアド
バイスを得られたのもふんばる力になったと言う。
店を二人三脚で切り盛りする妹・英子さんの存在も
大きい。「開店時からずっと手伝ってもらっています。
頼もしい存在です」。
　「自分が健康で元気でいられるうちは、店を続け
たい」。ネットでの評判が新しい客層を連れてくる。
そして、オーナーの人柄に誘われるように主婦、Ｏ
Ｌ、年配の幅広い人が今日も他店では味わえないカ
レーを求めて訪れる。
営業時間　昼11時～15時、夜17時30分～20時

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8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。

カレーとコーヒーの店「ＲＵＲＵ(ルル )」
� オーナー　伊藤�優子�さん商 工 プ ラ ザ

甘さと辛味のバランスが絶妙のスパイシーチキンカレーが人気。

問い合わせ先 青森市浜田1–10–12　TEL 017–739–5370

「店名は愛犬の名前からとりました」と話す伊藤さん(左は英子
さん。撮影時はマスク非着用)
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ほくでんパートナーを募集しています！

TEL ０１３８－２２－４１２３ 
【受付時間】平日9:00～17:00

お申込み・お問い合わせ先 

お客さまの や に応じた

を用意しています。

電気のご使用量
さまざまな電気料金プラン

エアコン有無

北海道電力(株)函館支社

コロナ禍で
を検討されている方へ新たなビジネス

１
お客さまに
ほくでんの
プランを
ご紹介

2
成果に
応じて
手数料を
お支払い

3
まずは
お気軽に
ご相談を

ほくでん函館支社では、当社の電気料金プランを
お取り扱い頂ける販売代理店を募集しています。


