
函館商工会議所青年部主催

※Ｗｅｂサイトから全入賞作品をご覧いただけます。函館商工会議所青年部Ｗｅｂサイト（ URL: http://www.hakodate.yeg.jp/ ）
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ニックネーム：ゆみこ／タイトル：空高くはばたけ
コメント・作品のコンセプト：函館の街と共に大きくはばたけたらいいね。

ニックネーム：もも／タイトル：紅葉
コメント・作品のコンセプト：夜の紅葉お散歩

ニックネーム：ちゅぱくん／タイトル：見えるかなぁ？
コメント・作品のコンセプト：天気のよい元町
公園にて景色を見ようとしてたらまさかの・・・

ニックネーム：せらたん／タイトル：私の育ったところ
コメント・作品のコンセプト：小さい頃からいつも遊びに
来ていた四季の杜公園。自然がたくさんで綺麗な景色が
大好きな場所です。子どもができたら、絶対一緒に遊び

にいきたい場所です。

ニックネーム：たいまま／タイトル：五稜郭公園の星
コメント・作品のコンセプト：遠足やマラソンの練習ができて、
地元に住んでいても家族で行っても楽しめる場所です。

大　
　
　

賞

金　
　

賞

銀　
　

賞
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　函館商工会議所青年部では、去る９月18日～ 10月31日の期間で、「はこだてカルチャーモバイルクイズラリー
2021」を開催いたしました。
　当イベントは、函館市内の公共施設や観光・歴史スポット等30地点に設置されたQRコードをスマホ等で読み取り、
各地点に関するクイズに正解すると、抽選で賞品が当たる内容となっており、函館を学ぶ機会の創出と地域の活性化を
目的に、新型コロナウイルスの影響で中止となっている「はこだてカルチャーナイト」の代替イベントとして昨年に引
き続き実施しました。
　期間中、市民をはじめ観光客等、延べ2,359名の参加登録エントリーがあり、応募者から抽選の上、198名の当選者
に対し豪華賞品を進呈いたしました。
　また、クイズラリーで訪れたスポットで撮影した写真を応募する「フォトコンテスト」も同時開催され、77作品の応
募作品から審査の上、入賞10作品が選ばれました。
　この度は、たくさんのご参加及びご応募をいただき誠にありがとうございました。

「はこだてカルチャーモバイルクイズラリー2021」開催報告
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個人事業者の確定申告に係る納税相談会ご案内個人事業者の確定申告に係る納税相談会ご案内

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

　個人事業者の令和３年分確定申告（所得税・消費税）に係る納税相談会を
下記の通り実施します。

実施期間：令和４年２月14日㈪～３月11日㈮（予約制）
（納期限は、所得税：３月15日㈫、消費税：３月31日㈭です）

対象の方：下記要件にあてはまる個人事業者

　•開業届など確定申告上必要な届出が済んでいること

　•決算集計（売上・仕入・各経費）が概ね済んでいること（下記【相談時にご持参頂く資料】参照）

　•e-Tax送信準備ほか本所業務手順に従い必要書類等の提出へ協力頂けること

　• 令和２年分青色決算書の特別控除前所得が原則として400万円以下、または消費税課税売上高（資
産の譲渡等の対価の額）が3,000万円以下であること

【ご了解いただく事項】
※北海道税理士会函館支部との派遣契約に基づき実施する相談会です
※相談時間は80分以内、実費程度の手数料を頂戴しております（詳細はお問い合わせ下さい）
※ 来所の際にはマスク着用・来所時の検温をお願いしています。また、当日に体調がすぐれない方や、
37.5度以上の発熱がある場合には、連絡の上日程の変更をお願いします

【相談時にご持参頂く資料】
　•税務署より送られてくる「確定申告のお知らせ」
　　 （１月下旬に税務署より送付される「確定申告のお知らせ」（ハガキまたは封書）には、消費税申告の有無・

予定納税金額が記載されていますので、相談時に必ずご持参下さい）
　•下書きした決算書、帳簿等の収入・経費が分かるもの
　•国民年金・健康保険の支払額（令和２年度・３年度通知書等）
　•生命保険（一般・介護・個人年金用）・地震保険の控除証明書
　•医療費などその他控除を受けたいものの書類
　•扶養親族氏名、生年月日
　•各帳簿一式、事業主の印鑑
　•事業収入の他、年金、給与、不動産等の別途収入がある場合は源泉徴収票や収支明細など

ご予約・お問い合わせ：経営支援課　TEL :０１３８－２３－１１８１
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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／1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／2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／2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／1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／1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／2月10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

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）

1月14日、2月18日、3月18日（第3金曜日10:00～16:00）相談日

相談員

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

「働き方改革」専門相談
（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）

をご活用下さい！
　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、商工会議所会員・非会員問わず、事業を営んでいる方は
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。
（相談料無料、予約制）

ご予約・お問い合わせ：経営支援課　TEL :０１３８－２３－１１８１

専門相談実施日の申込については函館商工会議所webサイトを併せてご覧下さい。
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　去る12月１日、ホテル函館ロイヤルにおいて、
第５回常議員会並びに第４回臨時議員総会を開催し
ました。
　臨時議員総会には、議員100名（うち委任出席48
名）が出席し、常議員会において承認された１件を
含む６件の報告事項（議員の異動、１号議員補充選
挙結果、顧問の異動、陳情・要望活動報告、部会・
委員会活動報告、新入会員の加入）について報告が
なされたほか、議事では、令和３年度の税制改正に
より電子帳簿保存法が改正（本年１月１日施行）さ
れたことから、新たに「電子取引データの訂正及び
削除の防止に関する事務処理規程」の設定について
審議が行われ、原案どおり承認されました。

　去る11月４日、フォーポイントバイシェラトン
函館において、標記正副委員長・部会長合同会議（高
速交通体系促進委員会主管）を境担当副会頭、岩塚
副委員長はじめ７名が出席し開催しました。
　当日は、北海道が「函館都市圏の都市交通マスター
プラン」策定のために組織した函館圏総合都市交通
体系調査検討委員会に対して、経済界として提案を
行うため、意見交換を行いました。
　意見交換では、高規格幹線道路の早期整備や中心
市街地活性化につながる道路・交通環境の構築、公
共交通や観光交通の在り方など、様々な地域課題が

ある中で、都市が持続的に発展できるよう、今後を
見据えた意見を出し合いました。
　なお、これらを取りまとめた意見書については、
去る11月25日に同委員会事務局の函館市都市建設
部に提出しました。

高速交通体系促進委員会、中心市街地活
性化委員会、運輸・交通・港湾部会
正副委員長・部会長合同会議
都市交通について意見交換を行う

会議所のうごき

▲開催に先立ち挨拶する久保会頭

▲意見交換を行う出席者

第５回常議員会並びに第４回臨時議員総会
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　去る11月16日、本所議員室において、標記セレ
モニーを青森商工会議所青函・広域連携委員会より
石田担当副会頭はじめ後藤委員長、副委員長４名、
本所津軽海峡圏委員会より中野担当副会頭はじめ宮
﨑委員長、小坂・山田副委員長が出席しオンライン
にて開催しました。
　同マッチングは、青森市・函館市の企業20社(食
品製造加工業、販売業等)が持つ独自技術・独自製
品のＰＲを行うプレゼンテーション動画を令和4年
1月31日まで特設ホームページ上で公開し、食料品
等商品の仕入先の確保、企業間同士の技術連携やコ
ラボ商品の開発等へ繋げることを目的としている事
業であり、青函両商工会議所においては、初めての
試みとなります。
　セレモニー当日は、青函両委員長による挨拶の後、
同マッチングの特設ホームページ上に、出展事業者
20社(青森10社、函館10社)のPR動画が公開され、
出展事業者を代表し、青森の㈱はとや製菓 溝江営

業部長及び函館の㈱医食同源 中山代表取締役より
それぞれ自社概要や商品PR等についてプレゼンテー
ションがなされました。

青函オンラインマッチングホームページ
(公開・商談申込期間：１月31日まで)

（https://aomori-hakodate-matching.jp/list.html）

　去る12月22日、本所会議室において、標記部会
幹事会を中野副会頭、竹村部会長はじめ14名が出
席し開催しました。
　当日は、国土交通省北海道運輸局観光部　村上次
長より「今後の観光需要喚起策と新たなGoToトラ
ベル事業の概要について」をテーマに、「GoToト
ラベル」や「どうみん割」の制度概要等について、
函館市観光部　高井次長より「今後の函館市の観光
施策について」をテーマに、「はこだて割」の制度
概要や今後の函館市の観光施策等について、それぞ
れ説明がなされました。
　観光関連事業者やそれらの取引先の事業者の注目

を集める「GoToトラベル」や「どうみん割」、「は
こだて割」といった観光需要喚起策は、特に観光業
を主要産業としている当市において、極めて重要な
施策であることから、出席者は、講師の説明に熱心
に耳を傾けていました。

観光・飲食・サービス部会　幹事会
「GoToトラベル」や「どうみん割」、「はこだて割」
の制度概要について説明を受ける

津軽海峡圏委員会
「青函オンラインマッチング」
オープニングセレモニー
青函両地域から全国へ ビジネスマッチング目指す

▲オープニングセレモニーに出席した本所津軽海峡圏委員会の役員

▲「ＧｏＴｏトラベル」の制度概要を説明する村上次長
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　本所実施の新型コロナワクチン職域接種について、
昨年12月15日を以て２回接種の全日程を終了しま
した。
　当初の予定より約１カ月遅れてのスタートとなり
ましたが、９月４日から毎週土日を中心に、全24
日の接種機会を設定し、約３カ月間にわたり行われ
ました。
　会員企業・団体約600件の申込みを受け、希望者
約6,800人に対し接種を行い、13,500回を超える総
接種回数となりました。

　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しています。
　このような中、去る12月14日～21日の間、さい
たま市内で洋菓子・パンを販売する㈱ボンドールの
北浦和西口駅前店において、標記フェアが開催され
ました。
　期間中は、「北海道酪農牛乳チーズケーキ」（昭和
製菓㈱）、「はちみつりんご餅」（㈱天狗堂宝船）、「メ
イドイン北海道『うに仕立』」（北海道製菓㈱）、「き
たぐにの大地プリン」（㈲末廣軒）等、道南の事業
所より、合計44品目のお菓子が同店にて販売され
ました。
　同催事の開催にあたっては、さいたま・函館商工
会議所を通じ、㈱ボンドールが選定した道南地域の
事業所数社と同社によるWeb商談を実施しました。

　商談を行った㈱ボンドール担当者は、「Web商談
の実施により、時間と距離の壁を越え、他地域の事
業所と商談が行えたほか、お客様より、旅行が難し
い中、函館のお菓子を楽しむことができたと好評の
声を頂き、売り切れ商品が続出する等、Web商談
による地域間ビジネスに手応えを感じた。」と話す等、
道南地域の事業所にとっては、コロナ禍の下、商機
拡大に繋がる機会となりました。

新型コロナウイルスワクチン
職域接種が終了しました

さいたまボンドール「函館スイーツフェア」
道南の事業所より４４品目のお菓子を販売

▲ワクチン接種の様子

▲来客で賑わう「函館スイーツフェア」
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　北海道商工会議所連合会の主催による、鈴木北海
道知事との政策懇談会が去る11月15日に、令和４
年度の予算確保に向けた中央要望活動が去る11月
18日・19日にそれぞれ行われ、本所より久保会頭（同
連合会　副会頭）並びに酒井専務理事が出席しました。
　札幌市で行われた鈴木知事との政策懇談会では、
新型コロナウイルス感染症への対応や経営改善普及
事業の円滑実施に向けた財源確保等を議題として意
見交換したほか、中小・小規模事業者の活力強化や
道内空港の利活用促進、鉄路の維持、北海道新幹線
の整備促進、高規格道路ネットワークの早期完成や

交通・物流インフラの整備促進、観光需要の喚起や
地域振興対策の推進、新型コロナウイルス感染症の
早期収束並びに１日も早い社会経済活動の正常化な
ど、全11項目について要望書を提出しました。
　このほか、本所の久保会頭から、昨夏「北海道・
北東北の縄文遺跡群」が世界遺産登録されたことか
ら、情報発信や調査研究、人材育成などを一元的に
行う縄文世界遺産北海道センターの函館市への設置
を併せて要請しました。
　また、東京都で行われた中央要望活動では、経済
産業省や財務省、国土交通省等の関係省庁のほか、
政権与党である自由民主党を訪問し、令和４年度予
算の確保に向けて前述の11項目を要望しました。

　去る11月29日、新型コロナウイルス感染症の影
響により大きく落ち込んだ観光需要の早期回復を図
るため、函館市内での宿泊を伴う商品の料金を助成
する函館市観光誘客促進事業「はこだて割」の本年
１月からの再開にあたり、当事業への協力依頼を函
館市、本所、（一社）函館国際観光コンベンション
協会の三者で実施し、本所から久保会頭並びに酒井

専務理事が参加しました。
　当日は、東京都において、日本航空（株）、ＡＮＡ
－Ｘ（株）、中国国際航空日本支社、東日本旅客鉄道
（株）をそれぞれ訪問し、例年、１月から３月の期間
は観光客の入込数が最も落ち込む時期であることか
ら、はこだて割を活用した新たな商品造成をお願い
するとともに、当市への観光客誘客にご協力いただ
けるよう、函館観光をＰＲしました。
　当事業は、本年１月４日から３月31日の期間に
15万人泊相当を対象として実施されます。

　去る11月22日、竹葉新葉亭において、標記意見
交換会を本所正副会頭、工藤市長、谷口副市長をは
じめ11名が出席し開催しました。
　冒頭、工藤市長より、新型コロナウイルス感染症
対策に関する補正予算案の概要について、市内のホ
テルや旅館の宿泊費の半額を最大１万円補助する「は
こだて割」を年明けから再開するとともに、商店街
の販売促進事業の支援など４つの施策の説明があり
ました。
　予算総額６億７千万円計上された「はこだて割」は、

利用対象が市民限定から国内全地域に拡大され、観
光客数が落ち込む冬季の需要喚起が期待されます。
また、総額5,450万円が計上された商店街等消費拡
大事業への支援は、年末年始の商店街の販売促進イ
ベントに補助金を支出し、対象は16団体で会員数
などに応じて最大500万円が補助されます。
　本所正副会頭からは、行政が行う各種支援策によ
り、何とか窮状をしのぐ地域中小企業者の現状が伝
えられた他、感染者が落ち着いている状況であれば、
経済再生に寄与するために、第三者認証を受ける飲
食店等での小規模な集りは、官民が歩調を合わせ徐々
に再開してはどうか等、活発な意見交換が行われま
した。

鈴木北海道知事との政策懇談会、
中央要望活動

函館市との意見交換会
工藤市長と正副会頭が懇談

「はこだて割」に係る
観光客誘致への要望活動
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　去る12月９日、本所議員室において、「はこだて
クリスマスファンタジー実行委員会」（柳沢実行委
員長）に運営資金を、「NPO法人ウィメンズネット
函館」（古川理事長）に同団体で保護を受ける児童
へのクリスマスプレゼント（お菓子セット）の購入
資金を寄付する贈呈式を行い、平山会長から同２団
体へそれぞれ目録を手渡しました。
　当女性会では、これまでにも、毎年12月に行わ
れる「はこだてクリスマスファンタジー」の開催に
合わせ、金森ホールにおいてクリスマスチャリティ
パーティーを実施し、会費の一部で寄付をしてきま

したが、本年は新型コロナウイルス感染症が未だに
収束しないことから、パーティーは中止とし、自己
財源でこれまで同様に寄付を継続して実施しました。

　去る12月12日、本所会議室において、第29回日
本珠算連盟優良生徒表彰式を開催しました。
　当日は、日本珠算連盟函館支部の竹内支部長よ
り、主催者挨拶がなされた後、各珠算塾より推薦さ
れた日商珠算能力検定試験１級合格者等の要件を満
たす、その他生徒の模範となる10名の生徒が優良

生徒として表彰を受け、表彰状と記念品が贈呈され
ました。

　去る11月７日、函館大学において、第16回函館
歴史文化観光検定（はこだて検定）を施行しました。
　今年は、初級170名、上級59名の総勢229名が函
館と道南地域に関する歴史や文化、時事等の問題に
挑戦し、初級74名（合格率：43.5％）、上級８名（合
格率13.6％）が合格しました。なお、初級では中学
生の受験者が最年少合格者となりました。
第16回初級問題より抜粋
　函館市は５か国６都市と姉妹都市提携や友好交流
都市提携を結び、各種交流事業を実施している。提
携している姉妹都市で誤っているのはどれか。

１．トロント ２．ウラジオストク
３．レイク・マコーリー ４．ユジノサハリンスク
 答え：１

第16回はこだて検定
82名のはこだて博士が誕生

女性会
寄付贈呈式実施

日本珠算連盟函館支部
第29回日本珠算連盟優良生徒表彰式
努力を讃え10名を優良生徒表彰

▲検定に挑む受験者

▲目録贈呈後の布谷副実行委員長と役員

▲表彰を受けた優良生徒の記念写真
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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　アクサ生命保険株式会社函館営業所  （新）所長 藤　田　誠　一 氏
     （旧）所長 雨　宮　留美子 氏
 （令和４年１月１日付）
議員の職務の変更
・３号議員　株式会社エスイーシー　永　井　英　夫 氏  （新）代表取締役会長 
     （旧）代表取締役社長
 （令和３年12月16日付）

はこだてイルミネーション
　八幡坂・二十間坂・開港通り・基坂でイルミネー
ションが輝き、冬の函館を美しく彩ります。
点灯期間　12月1日㈬～2月28日㈪
　　　　　日没～午後10時
会　　場　八幡坂・二十間坂・開港通り・基坂
お問合せ　 はこだて冬フェスティバル実行委員会

（函館国際観光コンベンション協会内)
☎27-3535

函館駅前広場イルミネーション
　全長80ｍ、最大高6.3ｍの巨大な光のパサージュや浮かぶいさり火で、
幻想的な光の空間を演出します。
点灯期間　12月1日㈬～2月28日㈪　日没～午後10時
お問合せ　 函館市観光部観光振興課　☎21-3383

湯の川冬の灯り
　温泉街らしい「和」の雰囲気が漂う色とりどりの灯籠イルミネーション
が優しく光ります。
点灯期間　12月1日㈬～2月28日㈪　日没～午後10時
会　　場　湯の川温泉足湯「湯巡り舞台」から 川沿い道路
お問合せ　 湯の川冬の灯り実行委員会

(函館湯の川温泉旅館協同組合)　☎57-8988

はこだて冬花火
　函館の冬の夜空に輝く色とりどりのきらめきが、街を照らします。
日　　時　2月の土曜日（全4回）　午後8時～（10分程度）
場　　所　緑の島
お問合せ　はこだて冬フェスティバル実行委員会
　　　　　（函館国際観光コンベンション協会内)　☎27-3535

五稜星の夢（ほしのゆめ）
　約２千個のイルミネーションで五稜郭の星形がロマンティックに輝き
ます。
点灯期間　12月1日㈬～2月28日㈪　日没～午後8時
会　　場　特別史跡五稜郭跡・五稜郭公園
お問合せ　五稜星の夢実行委員会（五稜郭タワー内）　☎51-4785

はこだてひかりのガーデン
　市内随一の眺望を誇る元町公園で、ライトアップ等による幻想的な光
の演出を楽しめます。
期　　間　2月の金・土・祝前日 　午後5時～午後8時30分
会　　場　元町公園
お問合せ　函館市観光部観光振興課　☎21-3383

ＨＡＫＯＤＡＴＥ　ＬＵＭＩーＰＯＰ
（はこだてルミポップ）
　大門エリアにメルヘン＆ポップなイル
ミネーションスポットが誕生しました。
点灯期間　12月１日㈬～２月28日㈪
　　　　　(12月～１月)
　　　　　　　　午後４時～午後10時
　　　　　(２月)午後５時～午後10時
会　　場　 はこだてグリーンプラザＣブロック
　　　　　（電車通りを挟んで市役所側）
お問合せ　 函館市経済部商業振興課
　　　　　☎21-3306
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　去る12月１日～25日、赤レンガ倉庫群前において、
函館の冬を代表するイベント「2021はこだてクリ
スマスファンタジー」(主催：はこだてクリスマスファ
ンタジー実行委員会)が開催されました。
　今年も昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染
症感染拡大防止のため、ステージイベントやスープ
バー等の諸事業を中止とし、北海道産トドマツを使
用したツリーの設置と毎日の花火打ち上げのみが実
施されました。
　期間中、毎日18時には、約15万個の電球で飾り

つけられた高さ約20ｍのツリーの点灯とともに、
色鮮やかな花火が打ち上げられ、多くの市民や観光
客を魅了しました。

はこだて冬のイベント情報

2021はこだてクリスマスファンタジー
約15万個の電球で光り輝くツリーが来場者を魅了

▲12 月1日に行われたツリー点灯式の様子

▲基坂のイルミネーション
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企業発展の努力を讃え、1５８名を永年勤続表彰
　去る11月25日、ホテル函館ロイヤルにおい

て、受彰者をはじめご来賓や事業主等約100名

に出席いただき、標記表彰式を開催しました。

　式典では、中野副会頭より主催者挨拶として

「様々な障害や数多くの困難を乗り越えて、常

に前に進んでこられた皆様の努力と熱意に敬意

を表します。」とこれまでの社業貢献への労い

と激励の言葉がかけられた後、表彰状と記念品

を授与いたしました。最後に、受彰者158名を

代表し、毛利武次さん(㈱松本組)から「本日の

栄誉を忘れず、初心に帰り、なお一層の努力と研鑽を重ねたい。」と謝辞が述べられ終了しました。

　なお、永年に亘り地域経済を支え、企業発展のために努力を重ねてこられた皆様に心より敬意を表し、

以下に全受彰者をご紹介させていただきます。

（敬称略）
勤続年数 氏　名 事　業　所　名 氏　名 事　業　所　名

勤続
40年以上
（7名）

滝山田　浩　子 西野会計 株式会社 野　中　郁　子 株式会社 布目
猪　狩　　　博 西野会計 株式会社 住　吉　　　恒 函館トヨペット 株式会社
毛　利　武　次 株式会社 松本組 大　山　千　晴 有限会社 弁慶力餅三晃堂
坂　下　　　武 丸果函館合同青果 株式会社

勤続
30年以上
（41名）

松　谷　良　知 道南食品 株式会社 野　田　順　彦 ヤマダイ大作運輸 株式会社
小　野　恵　子 道南食品 株式会社 草　皆　圭　二 株式会社 五島軒
輪　島　　　勤 有限会社 福士サービス 石　川　啓　子 株式会社 五島軒
小野寺　　　満 株式会社 中山薬品商会 石　神　良　幸 ダイハツ北海道販売 株式会社
見　上　美香子 西野会計 株式会社 川　合　　　智 株式会社 松本組
久保戸　貴　之 株式会社 エスイーシー 秋　山　　　浩 株式会社 松本組
松　本　竜　也 株式会社 エスイーシー 吉　田　　　優 株式会社 松本組
渡　辺　賢　一 株式会社 エスイーシー 伊　奈　秀　一 株式会社 松本組
池　田　裕　司 株式会社 エスイーシー 横　谷　　　隆 株式会社 松本組
打　越　いづみ 株式会社 エスイーシー 江　口　幸　司 株式会社 アキヤマ
雨　谷　秀　希 株式会社 エスイーシー 吉　田　　　誠 五稜郭タワー 株式会社
杉　林　裕　陽 株式会社 エスイーシー 高　橋　知　代 株式会社 布目
河　口　慎　吾 株式会社 エスイーシー 南　木　正　志 株式会社 布目
南　條　勝　弘 株式会社 エスイーシー 野　上　達　行 及能 株式会社
小　杉　　　篤 株式会社 エスイーシー 阿　部　克　巳 北海道乳業 株式会社
斉　藤　香　子 株式会社 エスイーシー 本　間　要　一 北海道乳業 株式会社
本　間　英　一 株式会社 エスイーシー 八反田　久　生 北海道乳業 株式会社
横　山　秀　樹 株式会社 エスイーシー 伊　藤　宏　光 北海道乳業 株式会社
久　保　勝　信 函館環境衛生 株式会社 原　田　進　一 函館トヨペット 株式会社
花　田　　　勉 函館環境衛生 株式会社 相　良　浩　二 函館トヨペット 株式会社
棟　方　　　修 株式会社 函市作業組

第63回 優良商工従業員表彰式

▲厳かに執り行われる式典
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勤続年数 氏　名 事　業　所　名 氏　名 事　業　所　名

勤続
20年以上
（53名）

上野矢　功　一 道南食品 株式会社 神　　　哲　也 ヤマダイ大作運輸 株式会社
菅　野　洋　子 道南食品 株式会社 石　塚　啓　介 株式会社 五島軒
小　野　敬　宏 株式会社 千秋庵総本家 福　井　祐　一 株式会社 五島軒
川　村　卓　也 株式会社 千秋庵総本家 唐　澤　　　薫 株式会社 道水
菅　原　和　茂 株式会社 佐々木事業所 野　村　一　馬 株式会社 道水
野　村　由　実 株式会社 佐々木事業所 道　下　知　生 株式会社 道水
平　藤　達　政 株式会社 佐々木事業所 西　原　尚　子 株式会社 道水
福　原　信　吾 株式会社 佐々木事業所 馬　場　裕　次 株式会社 トーショウビルサービス
加　賀　大　輔 樺電工業 株式会社 宮　野　美夕紀 函館商工信用組合
豊　原　美　晴 函館方面遊技業 協同組合 木　戸　　　勝 株式会社 松本組
佐々木　大　人 株式会社 エスイーシー 坂　下　　　薫 株式会社 松本組
谷　本　佐保美 株式会社 エスイーシー 畠　山　広　明 株式会社 松本組
大　森　仁　市 株式会社 エスイーシー 小金澤　正　朗 株式会社 松本組
斉　藤　浩　二 株式会社 エスイーシー 川　島　雅　史 函館スズキ販売 株式会社
高　田　卓　浩 株式会社 エスイーシー 数馬田　　　昇 株式会社 アキヤマ
古　俣　裕　之 株式会社 エスイーシー 青　木　佳菜実 株式会社 リード不動産
芦　野　俊　幸 株式会社 エスイーシー 奥　谷　亜紀子 株式会社 布目
遠　藤　健　一 株式会社 エスイーシー 佐々木　康　寿 株式会社 布目
今　江　春　彦 株式会社 エスイーシー 横　山　昌　平 及能 株式会社
佐久間　圭　佑 株式会社 エスイーシー 木　村　裕　美 及能 株式会社
長　井　祐　介 株式会社 エスイーシー 鳴　海　美保子 及能 株式会社
村　井　浩　二 株式会社 エスイーシー 吉　岡　祐　子 北海道乳業 株式会社
伊　藤　靖　二 株式会社 エスイーシー 杉　澤　竜　司 北海道乳業 株式会社
工　藤　康　人 株式会社 エヌボシ・ノムラ 鳥　巣　善　輝 北海道乳業 株式会社
佐々木　　　誠 株式会社 エヌボシ・ノムラ 三　春　有　弘 北海道乳業 株式会社
佐　野　正　志 函港作業 株式会社 藤　原　幸　広 函館インフォメーション・ネットワーク 株式会社
立　花　誠　眞 株式会社 函市作業組

勤続
10年以上
（57名）

木　村　　　太 道南食品 株式会社 山　下　嘉　恵 株式会社 トーショウビルサービス
及　川　直　美 道南食品 株式会社 喜多村　　　実 株式会社 トーショウビルサービス
寺　澤　涼　歌 道南食品 株式会社 佐　藤　　　修 株式会社 トーショウビルサービス
川　口　　　進 株式会社 北食 七　崎　航　平 函館商工信用組合
松　本　富士子 株式会社 北食 鈴　木　　　歩 函館商工信用組合
島　尻　憲　明 西野会計 株式会社 坂　本　千　聖 函館商工信用組合
大　塚　由美子 西野会計 株式会社 近　江　　　康 株式会社 松本組
大和谷　峰　士 株式会社 エヌボシ・ノムラ 矢　嶋　明　広 株式会社 松本組
関　谷　勝　利 株式会社 エヌボシ・ノムラ 眞　壁　孝　明 函館スズキ販売 株式会社
中　村　静　子 株式会社 総合広告アドバンス 葛　西　彩　樹 函館スズキ販売 株式会社
小　林　宏　輝 株式会社 総合広告アドバンス 只　野　　　洋 函館スズキ販売 株式会社
外　山　勝　敏 函館環境衛生 株式会社 吉　村　　　貢 函館エヌ・デー・ケー 株式会社
佐々木　広　也 函館環境衛生 株式会社 長　嶺　宏　行 函館エヌ・デー・ケー 株式会社
高　田　正　司 ヤマダイ大作運輸 株式会社 神　﨑　将　士 函館エヌ・デー・ケー 株式会社
能　登　英　介 ヤマダイ大作運輸 株式会社 山　本　晃　司 函館エヌ・デー・ケー 株式会社
太　田　俊　之 株式会社 ヤマダイフーズプロセシング 笠　谷　隆　章 函館エヌ・デー・ケー 株式会社
高　田　仁　美 株式会社 ヤマダイフーズプロセシング 對　馬　和　樹 丸果函館合同青果 株式会社
澤　田　信　樹 株式会社 ヤマダイフーズプロセシング 横　山　　　傑 五稜郭タワー 株式会社
田　中　経　雄 株式会社 ヤマダイフーズプロセシング 二本柳　　　優 及能 株式会社
横　山　松　男 株式会社 ヤマダイフーズプロセシング 佐　藤　淳　也 北海道乳業 株式会社
佐　藤　秀　明 株式会社 ヤマダイフーズプロセシング 佐　藤　　　隆 有限会社 函館厚生商事
村　田　昌　敬 株式会社 ヤマダイフーズプロセシング 白　井　博　記 函館トヨペット 株式会社
照　井　豊　彦 株式会社 ヤマダイフーズプロセシング 塩　越　方　臣 函館トヨペット 株式会社
小　林　さおり 株式会社 YGフラッグシップ 松　林　　　開 函館トヨペット 株式会社
和　田　淳　志 株式会社 五島軒 又　地　成　美 函館トヨペット 株式会社
西　川　裕　哉 株式会社 五島軒 村　田　忠　義 函館トヨペット 株式会社
佐々木　直　貴 株式会社 五島軒 和　田　則　子 函館北栄 株式会社
岩　本　幸　雄 株式会社 トーショウビルサービス 三　上　　　宏 函館北栄 株式会社
江刺家　智　香 株式会社 トーショウビルサービス



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

人手不足の深刻化が進むとともに、労務環境の変化への対応など経営課題は様々です・・・
ナイスパートナー・長期休業補償(無記名・売上高方式)の導入が課題を解決します！

ナイスパートナー・
長期休業補償

（無記名・売上高方式）の

特長

※本広告は、日本商工会議所を契約者とする総合生活保険（GLTD）の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書」をよくお読みくださ
　い。保険の内容の詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら下欄お問い合わせ先までご連絡ください。

お問合わせ先 制度運営

制度引受保険会社

全国商工会議所

2020年6月作成 20-TC00500

簡易な制度の設計2
・売上高と業種のみで保険料のご提示が可能。
・全員加入方式で無記名(名簿提出不要)のため
 簡易な事務手続きで福利厚生制度の導入が可能。

1 長期休業時の収入の減少を補償
・病気やケガで就業できない場合の収入の減少を補償。
・所定のメンタルヘルス疾患も最長２年間補償。

団体割引による割安な保険料水準3
・商工会議所の団体割引 30％ で割安な保険料水準。
・健康経営銘柄または健康経営優良法人の選定・認定を
受けた企業はさらに割引5％（健康経営割引）を適用。

全国商工会議所の
休業補償プラン 総合生活保険（GLTD）・長期休業補償（無記名・売上高方式）
病気・ケガ・メンタルによる長期休業を会社がサポートする保険

「健康経営支援パッケージサービス」が自動セット4
・職場復帰支援サービスやストレスチェックサービスなど
充実した付帯サービスをご用意。
・会社の支援体制構築にも貢献。

30％
健康経営割引５％が
適用される場合も
あります。

団体割引

日本商工会議所

ご案内ご案内

新入会員様のご紹介をお願いいたします
　地域の商工業者の力が商工会議所の力に、そして地域経済の力となります。
　皆様にはぜひ会員に加入いただき様々な声を寄せていただくとともに、また各種の会員サービス
を経営にお役立ていただきながら商工会議所会員として活発に事業展開されることを願っています。
　つきましては、会員企業の皆様におかれましても、お知り合い、関係先の事務所を是非ご推薦、ご紹
介賜りますようお願いいたします。

　個人、法人、規模、業種を問わず、原則として本所地
区内に事業所を置く事業者の方、またはそれ以外の
事業者で本所趣旨に賛同される方。さらに、地域経
済に寄与する産業として医療・福祉・宗教法人・士業
サービス業等の方もご加入することができます。

お問い合わせ：企画情報課　TEL：０１３８-２３-１１８1

入 会 資 格

26

■実 施 日／ 1月19日、2月16日、3月16日（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

　「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）

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廃業を検討される前に
まずはご相談をまずはご相談を

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）

事業所名 主な営業内容

（同）ディーオーシー 障がい福祉サービス業

㈱はこだて西部まちづくＲｅ－Ｄｅｓｉｇｎ 函館西部地区のまちづくり事業

Ｉ．Ｏ．Ａ 建設現場作業の補助

ご予約・お問い合わせ：経営支援課 TEL：０１３８－２３－１１８１

新入会員のご紹介

「事業承継専門相談」実施のご案内



Information
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➡本制度の詳細については、以下の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.html）

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　８：４５～１７：３０（平日のみ）

　本制度は、緊急事態措置等により影響が及んでいる道内の幅広い事業者に対す
る支援として、「休業・時短等協力支援金」や国の「一時・月次支援金」に該当
しない方々を対象とした支援金制度です。

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

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、各種教室、商店、昼間営業の飲食店など、
人流減少の影響を受けた事業者

支援金Ａ：  2020年11月～2021年３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50％以上減少
※ 比較する月を2020年11月及び12月とした場合は、前年同月のみとする。

支援金Ｂ：  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

支援金Ｃ： 2021年８月～2021年10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

〒060－8407　北海道特別支援金事務局 （※住所の記載不要）

※ 簡易書留や一般書留、レターパックプラス（郵便物の追跡ができ、配達時に受取確認がされる方法）
で郵送してください。

※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ホームページよりダウンロードすることが可能です。

支援金Ａ・Ｃ：中小法人等20万円、個人事業者等10万円
支援金Ｂ　　：中小法人等10万円、個人事業者等５万円

～2022年１月３１日（月） 消印有効

概　　要

給　付　額

郵　送　先

受 付 期 間

対象となる方

給 付 要 件

※１：道の特別支援金Ａ・Ｂ・Ｃはそれぞれ併給可能です。
※２：国の一時支援金と道の特別支援金Ａは併給できません。
※３：国の月次支援金（４～７月分）と道の特別支援金Ｂは併給できません。
※４：国の月次支援金（８月以降分）と道の特別支援金Ｃは併給できません。

道特別支援金Ａ・Ｂ・Ｃ
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 申請受付締切間近！



　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

第65回函館圏優良土産品推奨会　奨励賞

　良質な道南産真昆布とがごめ昆布から丁寧に旨みを抽出した液体だし。汁物や鍋物のベース
に使えるほか、様々な料理の仕上げにも最適。
　良質な道南産真昆布とがごめ昆布から丁寧に旨みを抽出した液体だし。汁物や鍋物のベース
に使えるほか、様々な料理の仕上げにも最適。

㈲ヤマチュウ食品http://yamacyu.co.jp/

函館市花園町 25-3
TEL ０１３８-８３-６５３１㈲ヤマチュウ食品

道南地場造り昆布だし

昆布とがごめ昆布から丁寧に旨みを抽出した液体だし。汁昆布とがごめ昆布から丁寧に旨みを抽出した液体だし。汁
々な料理の仕上げにも最適々な料理の仕上げにも最適

道南地場造り昆昆布布だし
200㎖………………………580円(税込)
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　お互いに意見や思いを過不足なく伝えられる、立場
の垣根なく安心できるやりとりができることが、業務
のスムーズな遂行とモチベ―チョンアップにつながる
ことは言うまでもありません。しかし、会社組織は、
上下関係で構成されており、指示命令系統で動きます。
すると伝達は上から下への一方向に偏りがちです。こ
こで、強く言うとパワハラなどの問題になるのではと
憂慮して、曖昧などちらとも取れるような言い方をし
てしまうことがあります。指示命令を遠慮する必要は
ありません。具体的にはっきりと誰でも分かるように
率直に伝えなければ、受けた方は迷ってしまいます。
しかし、配慮は必要です。やるべきことを伝えた上で、
何かあれば話してもらえるようにフォロー体制がある
ことを同時に示すことです。「○○が難しいようなら
相談して」「分かりにくければ補足します」などのひ
と言を添えられるといいですね。もちろん、言葉だけ
でなく、相手が話しやすいような態度を同時に示すこ
とも必要です。
　よくコミュニケーションは、キャッチボールに例え
られます。意向を受け止めつつ、相手に伝えるという
繰り返しをイメージできるからです。ところが、この
やりとりが、跳ね返すやりとりのラリーになっている

ことも多いのです。相手の言ってきたことをしっかり
と受け止めないまま、対応するとトラブルになりやす
いので注意しましょう。また、キャッチボールは、お
互いの姿がきちんと見えているフラットな場所で行う
ことをイメージすることが多いと思います。しかし、
組織は縦割りなので、平らな状態でのやりとりは、ほ
ぼありません。キャッチボールは、１階と２階、もし
くは、もっと高い位置から行われているわけです。下
からは相手の位置がよく見えなかったりするので、ボー
ルを投げ上げるためには、エネルギーもコントロール
も必要です。また、上から、強く投げつけたり、取り
にくい場所に投げたりすれば、下にいる相手は受け止
めることさえできず、気持ちが疲弊していきます。リー
ダーの方々はぜひ、このキャッチボールの図式を意識
していただき、上からのボールをどのように投げたら
よいのかを念頭に関わり方を意識していきましょう。
お互いの意思疎通ができ、信頼関係が構築できてさえ
いれば、ささいなことでトラブルやパワハラ問題に発
展することはまずありません。

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。

日常生活のあらゆるルーティンを丁寧に行う。

それだけで心は満たされ、

身体は健康になっていきます。

書道家　武田　双雲

「風通しの良い職場づくり」
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函 館 青 色 申 告 会
会　長　馬　場　哲　也

役 職 員 一 同
電　話（0138）55-3271番
F A X（0138）55-9929番

〒040-0001　函館市五稜郭町16番13号

令和４年 元旦

－今年も早期提出を目指しガンバリましょう－
　お健やかに新春をお迎えの事とお慶び申し上げます。迎える令和４年

も中小企業者にとって厳しい年となりそうですが皆様と共に研鑽しあい

励ましあい少しでも良い年にいたそうと努力してまいる所存です。

　変らぬご指導、ご支援をお願い致します。

あけまして
おめでとうございます

青色決算書確定申告書
所得税申告は
3月15日まで

消費税申告は
3月31日まで



羽ばたかせます  あなたのイメージ。羽ばた

〒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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　ＪＲ青森駅を出て正面左手という立地の良さが最
大の魅力。ホテル上層階(14階)からは八甲田連峰、
陸奥湾が展望できる。「オープンして今年で15年目。
全国展開している当ホテル支配人のほとんどが女性
です。女性の感性を生かしたホテル運営が特徴で、
フロント、清掃スタッフなど幅広い年代の女性が活
躍し、『日本一女性が働き甲斐のある職場』を目指
しています」。「駅前旅館の鉄筋版」を基本コンセプ
トにしていると話す通り、旅館の女将のような気っ
ぷの良さで誘客を図る。一昨年には全国329店舗中、
「最優秀店舗賞」に輝いている。
　客室は194部屋。車イスでの利用ができるバリア
フリー対応の部屋も用意している。「清潔、安心、
値ごろ感のある客室を提供し、余分なサービスや施
設を省いた合理的な運営でリーズナブルな料金を実
現しています」。昨年秋には二度目のリニューアル
を行い、全室キレイに生まれ変わっている。共有エ
リアはもとより全室Wi-Fi接続(無料)も利用できる。
　東横インは土地のオーナーにホテルを建ててもら
い、その１棟を借り上げして運営するというスタイ
ルを取っている。「オーナー様のお力を借りながら
少しずつ地元に根付いて参りました。レストランや
宴会場を持たない分、ご宿泊のお客様は近隣の飲食
店をご利用されますし、従業員をすべて地元から採
用することで地域貢献へつなげています。常に地域
社会とＷin－Ｗinの関係を築くことを考えていま
す」。「はじめての出張」という小学生の無料宿泊体

験やホテルのロビーを解放して「クラシックライブ」
なども行っている。「宿泊体験はビジネスパーソン
の出張の疑似体験をすることで、子どもたちの自立
を促す機会になればという思いと、クラシックライ
ブでは音楽の力で人と人をつなぎコミュニティを活
性化させるとともに、若手演奏家の育成も支援して
います」。
　検温・消毒・アクリル板の設置など新型コロナウ
イルス対策も万全。無料サービスの朝食は個別包装
された食事を一階ロビーでも客室でも食べられる。
　東横インは今年、創立35周年。「35周年を記念し
て中学生以上35歳以下の方にはＵ35割、会員様に
はポイント３倍などお得なプランやサービスをご用
意しています。皆さまのご利用をお待ちしています」。

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11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。

東横ＩＮＮ青森駅正面口
 支配人　川田　栄子 さん商 工 プ ラ ザ

女性の感性生かしたホテル運営。女性が働き甲斐のある職場を目指す

問い合わせ先 青森市安方１‒３‒５　TEL 017‒735‒1045

「支配人になって今年で９年目。スタッフに支えられ、ここまできま
した」と話す川田さん（写真右はフロント係工藤昌世さん、左は同
古川美咲さん）





主なメディカル&生活関連サポートサービスはこちら
■健康・医療相談　■医療機関情報提供　■健康チェックサポート　■公的給付相談　■予約制専門医相談　■法律・税金相談

従業員の皆さまの心と身体の健康に関することや日常のお悩みなどを無料で相談可能

※メディカル・マスター特約とは、疾病入院医療費用補償特約、疾病入院医療保険金支払特約、長期障害所得補償特約の総称です。
※この広告は日本商工会議所を契約者とする団体契約の概要を説明したものです。

SJ21-07467　（2021/09/27）お見積もり、ご加入はお近くの損害保険ジャパンの営業店までお問い合わせください。

新型コロナ
ウイルス感染症も

補償対象

のご案内

病気になって入院する場合 休職して療養する場合

ビジネス総合保険制度

ビジネスマスター・プラス【事業活動総合保険】

入院にかかる費用（総額）

健康保険からの給付
（7割）

自己負担
（3割）

公的医療保険制度の対象 公的医療保険制度の対象外
食事療養費
差額ベッド代　など

メディカル・マスター特約
で補償

自己負担の治療費や食事療養費など
入院にかかる費用を幅広く補償します。

病気やケガなどで
働けなくなった場合の所得を長期に渡って補償します。

入院時にかかる思いがけない費用も補償の対象に
治療に関わる費用だけでなく、入退院時の交通費や親族付添費（注）、
ホームヘルパーの雇入費用なども補償します。
（注）重篤な症状など所定の状態になった場合で、医師が付添を必要と認

めた期間において、親族が被保険者の付添をした費用にかぎります。

もしもの時のための手厚い補償でさまざまな面から
経営者・事業主の皆さまをサポート
■充実した福利厚生で｢採用力強化｣と｢人材定着｣
■従業員やその家族に安心感を与える職場づくり
■流行中の新型コロナウイルスによる感染症への備え

さらに、入院日数に応じて保険金をお支払いします。

メディカル・マスター特約で補償
健康時の
収入 免責期間

最長2年間補償
休職開始日

■補償面

■無料サービス

緊急時の医療機関情報の提供や健康・医療全般に関するご相談などを、24時間・365日お電話でお答えします。

記名不要 告知不要 全員補償役員・
従業員 全額損金

（詳しくは税理士へお尋ねください。）

〈引受保険会社〉

（受付時間：平日午前9時から午後5時まで）
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函館商工会議所会員の皆さまへ

函館商工会議所　企画情報課
住所：函館市若松町7番15号
TEL：0138-23-1181　FAX：0138-27-2111 南北海道支店　函館支社

住所：函館市梁川町16-24　TEL：0138-56-3711　FAX：0138-52-3900

〈引受保険会社〉
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