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■今月の表紙
「東浜桟橋（旧桟橋）リニューアル」
　写真は、リニューアルされた東浜桟橋（通称：旧桟橋）
を撮影した一葉です。
　東浜桟橋は、明治４年に木造で設置され、北海道の
玄関口、青函航路の発着場所として長らく利用されま
したが、青函連絡船が就航し明治43年に函館駅の横に
新たな桟橋が開設されると「旧桟橋」と呼び名が変わ
りました。その後、昭和34年にコンクリート造りにな
りましたが、老朽化により、平成30年から整備され、
この程、海を感じる絶好の新たなビュースポットに生
まれ変わりました。
　今後、フォトスポットとして市民をはじめ観光客で
賑わうことが期待されます。
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　「小規模事業者持続化補助金」（一般型）は、従来（第7回申請）までの「一般型」の区分が＜通常枠＞とい
う名称区分に位置づけられ、併せて令和4年以降は<特別枠>として以下の申請区分が新設され、3月29日に応
募開始となりましたので、公募概要についてお知らせいたします。

■小規模事業者持続化補助金（一般型）とは？
　小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人（以下「小規模事業者等」といいます。）が今後複数年に
わたり相次いで直面する制度変更（働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等）等に対応するため、
小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事
業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な
経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組（例：新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧
客層の獲得に向けた商品の改良・開発等）や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、それ
に要する経費の一部を補助するものです。

■補助金の対象者（小規模事業者等）とは？
　下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く） 常時使用する従業員の数 　５人以下
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

　※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。
　※特定非営利活動法人の要件や対象外の業種は、公募要領「２．補助対象者」をご確認ください。

　●また、以下の全ての要件を満たす方が補助対象者になり得ます。
　　①資本金又は出資金が５億円以上の法人に直接又は間接に100％株式保有されていないこと（法人のみ)
　　②直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が１５億円を超えていないこと
　　③ 本補助金の受付締切日の前１０か月以内に、持続化補助金（一般型、低感染リスク型ビジネス枠）で採択されて

いないこと

■補助率・補助上限額：※通常枠、特別枠のいずれか１つの枠のみ申請可能です。

類型 通常枠
特別枠（新設）

成長・分配強化枠 新陳代謝枠
インボイス枠

賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠

補助率 ２／３
２／３

※（赤字事業者
は３／４）

２／３

補助上限 ５０万円 ２００万円 １００万円
追加申請要件 ― 下表①を参照 下表②を参照 下表③を参照 下表④を参照 下表⑤を参照

■特別枠（新設）の追加申請要件：※詳細は公募要領「４．補助率等」をご確認ください。
類　型 概　　要

●①賃金引上げ枠
事業場内最低賃金を地域別最低賃金より＋30円以上（既に達成している場合は、現在支給している、事業場
内最低賃金より＋30円以上）とした事業者
また、本枠を申請する事業者のうち業績が赤字の事業者は、補助率を３／４へ引き上げると共に加点による
優先採択を実施。

●②卒業枠 常時使用する従業員を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大する事業者

●③後継者支援枠 将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補としてアトツギ甲子園のファイナリスト
になった事業者

●④創業枠 産業競争力強化法に基づく認定市区町村や認定連携創業支援等事業者が実施した「特定創業支援等事業」に
よる支援を過去３か年の間に受け、かつ、過去３か年の間に開業した事業者

●⑤インボイス枠 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であるこ
とが見込まれる事業者のうち、インボイス発行事業者に登録した事業者

販路開拓を目指す小規模事業者等の皆様へ

「小規模事業者持続化補助金」（一般型）
が使いやすくなりました

特集
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■活用事例：
　① 古民家に厨房を増設し、カフェとして営業を開始。地元商店街の飲食店とのコラボメニュー開発や、地域住民の協

力を得て様々なイベントをカフェで開催。売上は1.5倍ほどとなり、地域のコミュニケーションの場となっている。
　② 飲食事業を行う蕎麦屋が、高性能フライヤーを導入し、地元特産のかき揚げをセットメニューに追加。また、地元メディ

アに広告を出稿した結果、コロナ禍の中でも新規顧客の増加、顧客単価アップに繋がった。

■補助対象となる経費： ※ 内容によって対象とならない場合がありますので、事前に公募要領「５．補助対象経費」
を必ずご確認ください。

補助対象経費科目 活用事例
●①機械装置等費 製造装置の購入等
●②広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
●③ウェブサイト関連費 ウェブサイトや EC サイト等を構築、更新、改修するために要する経費
●④展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等
●⑤旅費 販路開拓（展示会等の会場との往復を含む）等を行うための旅費
●⑥開発費 新商品・システムの試作開発費等（販売商品の原材料費は対象外）
●⑦資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
●⑧雑役務費 補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用
●⑨借料 機器・設備のリース・レンタル料（所有権移転を伴わないもの）
●⑩設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
●⑪委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第 3 者に依頼（契約必須）

　※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の１／４を上限とします。またウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
　※設備処分費は、補助対象経費総額の１／２を上限とします。

■申請受付締切：※電子申請の場合は【２３：５９】まで受付。郵送の場合は【当日消印有効】。
　第 ８ 回：２０２２年６月３日（金） 事業支援計画書（様式４）発行の受付締切：原則２０２２年５月２７日（金）
　第 ９ 回：２０２２年９月中旬 事業支援計画書（様式４）発行の受付締切：原則２０２２年９月上旬
　第１０回：２０２２年１２月上旬 事業支援計画書（様式４）発行の受付締切：原則２０２２年１２月上旬
　第１１回：２０２３年２月下旬 事業支援計画書（様式４）発行の受付締切：原則２０２３年２月中旬

■申請方法：
　申請書類一式（別紙「応募時提出資料・様式集」）は、電子申請または郵送によりご提出ください（持参は不可）。詳
細は公募要領「６．申請手続」をご確認ください。
　事業支援計画書（様式４）を発行するにあたり、令和元年度補正予算・令和３年度補正予算 小規模事業者持続化補助
金＜一般型＞に係る申請書(様式１)に記載の責任を有する代表者に計画書（様式２，３）等の内容について、直接確認
させていただく場合がございます。
　なお、申請先は、事業を営む場所が商工会議所地区か、商工会地区（函館市内のうち旧亀田市・戸井町・恵山町・南茅部町・
椴法華村地区）かで異なりますので、詳細は以下「お問い合わせ先」記載のＨＰからそれぞれご確認下さい。

■注意事項：
　● 本補助金は、審査があり、不採択になる場合があります。また、補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、補助金は後払いです。
　● 補助金は経理上、補助金の額の確定を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税・所得税の課税対象となります。
　● 政府（中小企業庁）によれば、一部の認定経営革新等支援機関や補助金申請のコンサルティングを行う事業者が、補助金への応募を

代行すると称し、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求する事例が行政当局に報告
されているとのことです。小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行
う販路開拓の取組を支援するものです。外部のアドバイスを受けること自体は問題ありませんが、上記趣旨に沿わない申請は採択の
対象となりませんのでご注意ください。なお、成功報酬等と称される費用、申請書作成セミナーと称される費用や補助金申請等にか
かる経費に関しては補助対象外です。また、アドバイスを受けるにあたり「高額なアドバイス料金」を請求される事案も発生してお
りますので、ご注意ください。

　● 第３者（商工会・商工会議所を除く）へアドバイス料金の支払いをする場合、その相手方と金額を経営計画書兼補助事業計画書（様式２－１、
様式２－２）に記載していただきます。また、不当なアドバイス料の請求を防止する観点から、アドバイスの実施者に対して、ヒア
リングや現地調査を行う場合がございます。

お問い合わせ先：受付時間（いずれも）９：００～１２：００、１３：００～１７：００（土日祝日、年末年始除く）

商工会議所地区の方
　ＴＥＬ：０３－６６３２－１５０２（商工会議所地区　補助金事務局） ＨＰ：https://r3.jizokukahojokin.info/

商 工 会 地 区 の 方
　ＴＥＬ：０１１－２５１－０１０２（北海道商工会連合会） ＨＰ：https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
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■実 施 日／５月18日、６月15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

■実 施 日／5月21日、6月18日、7月16日ほか（令和4年12月までの第3土曜日）
■時 間／��9：00～12：00（予約制、相談時間40分以内）

■相 談 員／��税理士　半浦　明美 氏（認定経営革新等支援機関）
■場 所／��半浦明美税理士事務所（函館市日吉町2丁目。詳細は予約受理時にご案内）

■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。令和３年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、月に１回の専門相談を実施しています。
廃業を考えている方、会社・事業の譲渡の方法について知りたい方、具体的なことはまだ考えたことがない
が知識を有しておきたいという方のほか、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）

　函館商工会議所では今期も４月から12月まで、新型コロナの影響を受け経営課題を抱えていたり令和５
年10月より開始される消費税インボイス制度への対応に課題がある事業者、平日に商工会議所へ相談来所
しにくい事業者の皆様に、各種制度（支援金・補助金・制度融資）の利活用についてアドバイスを行う専
門相談をを実施しております。

令和3年度補正予算　事業環境変化対応型支援事

「新型コロナ対策・インボイス対策専門相談」実施のご案内

「事業承継専門相談」実施のご案内
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

ご予約・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
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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18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8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14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25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27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9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

セミナー

日　時／�令和4年６月３日㈮
 14：00～16：00
場　所／��函館商工会議所3Ｆ会議室
講　師／Brilliantcolor 代表
 魅せるプロデューサー　

 本多　美香 氏
定　員／��25名（先着順、受講料無料）
	 ☆当日はスマホをご持参下さい
	 ☆会場での充電はできません

主な講座内容

●情報発信業務が無駄にならないSNS発信方法
●�自社ブランドを確立させ、口コミを起こし紹介が�
起こる発信方法とは？
　◦違和感無く興味を持ってもらうコツ
　◦顧客リストを大量に獲得するメディアの作り方
●ファンを作る発信
●押さえておきたいInstagram発信10のポイント
●画像加工・動画編集アプリ使いこなし
●動画はこんなに簡単に作れる！

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

Instagram、ブログなど効果的な情報発信教えます！

（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。
　　●開催日までの状況変化により、中止または延期とさせて頂く事もありますのでご承知おき下さい。

お申し込み・お問い合わせ：経営支援課　TEL:０１３８－２３－１１８１

スマホでココ
まで

出来る！
集客アップセミナー

～実践！画像・動画の有効活用～



6

四季料理みしな
　当店の始まりは、私が東京で江戸前寿司を学び、函館市内
の老舗寿司店で腕を振るった後、昭和43年に創業した「太
郎鮨」です。妻と共に32年に亘り寿司一本で営んできました
が、バブル景気の崩壊や回転寿司店の普及等により、一時は
閉店をしようと考えました。そんな時、東京で懐石料理店や
ホテルで10年修行してきた長男が帰函したことが転機とな
り、息子の「一緒に店をやりたい」という提案を受け、平成
12年に改装し寿司と和食の店「四季料理みしな」として店名
を変え再出発し今年で創業から54周年を迎える「鮨、和食店」
です。お陰様で市民の皆様をはじめ観光客等にご愛顧いただ
いております。

当店のこだわり
　創業時から継ぎ足す酢で締めるサバ等の自慢の握りに加
え、刺身や天ぷらといった和食の定番をはじめとした四季
折々のおすすめメニューのほか、幅広く技を身に付けてきた
長男は要望があれば炒飯やフライドチキンといったジャンル
を問わないメニューも多数提供しております。また、全国の
酒販店に頼み込み、なかなか飲めないような希少な日本酒を
常時30種類程用意しており、一合売りと半額のグラス売りで
ご提供いたしております。月に２～３回程、お酒の入れ替え
をしており、ご来店いただく度に、開けたてフレッシュなお
酒をご提供できるように心がけております。是非、日本酒好
きな方には一度ご来店いただき、当店自慢のお酒をご賞味い
ただきたいです。

当店のおススメメニュー
　セットメニュー（1,500円～）と一品料理、本日のおすす
めをご用意しております。コース料理（二名様より要予約）
は3,000円より御予算に合わせて承っております。また、年
中行事に合わせて「三段重のおせち」や「オードブル」等の
ほか、ご法要や会合等の各種仕出し料理のご予約を承ってお
ります。お気軽にご相談ください。

今後の目標
　これまで、妻と息子と共に22年営んできました。生涯現役
を目標にして、身体が元気なうちはできる限りお店に立ち続
けたいと思っていますが、私自身が加齢のため、今後は息子
へお店を引き継ぎ、これからも皆様に末永く愛されるような
お店づくりに励んでいきたいです。引き続き、変わらぬご愛
顧いただきまようお願い申し上げます。

住　　所：函館市本町31－６
Ｔ Ｅ Ｌ：0138－52－5062
営業時間：17：00～22：00（Ｌ.Ｏ：21：30）
定 休 日：毎週月曜日
そ の 他：契約Ｐあり、喫煙可、キャッシュレス決済可
Ｈ　　Ｐ：https://shikiryorimishina.favy.jp/

四季料理みしな

テーマ 親子で営む名店

四季料理みしな 店主　三品　賢治

NOW会員
Vol.98

▲カウンター席、小上がり席のほか、奥には座敷席がある

▲全国各地より取り揃えた希少な日本酒

▲父・三品賢治さん、妻・美枝子さん、長男・賢太郎さん（左から）

▲三段重のおせち（一例）
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　去る４月７日、今般のロシア・ウクライナ情勢に
よる北海道経済への影響に関して、萩生田経済産業
大臣と鈴木北海道知事並びに道内の経済団体による
意見交換会が開催され、北海道商工会議所連合会か
ら久保副会頭（本所会頭）が出席しました。
　当日は、鈴木知事から北海道への影響について報
告がなされたほか、久保副会頭からは、同連合会が
実施した「経済影響調査」の結果のうち、特に影響
が大きい水産関連や木材・資材関連を中心に道内各
地の状況を説明しました。
　新型コロナウイルスの感染拡大による影響が回復

しないうちに、燃料等の資源価格や物流コストの上
昇、過度な円安に加えて、ロシア・ウクライナ問題
が重なり景気悪化への危機感を非常に強く感じてい
ることから、国としてあらゆる対策を講じていただ
くよう強く要請いたしました。

　去る４月27日、苫小牧「グランドホテルニュー王子」
において、令和４年度道南商工会議所連絡会議を開
催しました。
　会議は、本年６月30日、旭川市に於いて予定さ
れている第70回全道商工会議所大会に向け、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要望として、コロナ関
連対策のほか、ロシア・ウクライナ侵攻の影響によ
る対策要望について協議されました。
　また、浦河・苫小牧･登別･室蘭･伊達･森･函館
の７会議所からそれぞれ提出された議案について確
認が行われ、本所からは、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21項目、地
域振興関係３項目、計38項目を提出しました。今後、
北海道商工会議所連合会が道内各地の提出議案を集
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。

▲連絡会議の様子

ロシア・ウクライナ情勢に関する
萩生田経済産業大臣と道内経済界
との意見交換会
国としてあらゆる対策を講じていただくよう強く要請

会議所のうごき

道南商工会議所連絡協議会
全道商工会議所大会への提案事項を協議

▲鈴木知事から萩生田大臣に要望書を手交する様子
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　去る４月18日、本所議員室において、2022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８名が出席し開催し
ました。
　当日は、2022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、2022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、去る１月28日に開催された第１回函
館マラソン大会実行委員会において公表された大会
中止決定基準に、現時点で当てはまらないとし、当

マラソン大会開催の意向を同実行委員会へ提出する
こととなりました。
　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、去る４月26日に開催が決定し
ました。

　去る４月21日、函館市民会館において、標記定
時総会並びに表彰式を宮本会長はじめ会員12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、昨年度に引き続き、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点か
ら、去る３月22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㈱布目、菓子部門で同賞を受
賞した㈱函館フーズプランニングに対し、宮本会長
より表彰状が贈られた後、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３年
度事業報告並びに収支決算報告、令和４年度事業計
画（案)並びに収支予算（案）及び役員改選（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、
役員改選では、宮本会長はじめ現行役員全員の留任
が決定しました。

　去る４月19日、花びしホテルにおいて、令和４
年度通常総会・懇親会を山矢会長はじめメンバー
28名が出席し開催しました。
　通常総会では、令和３年度事業報告並びに収支決
算報告、令和４年度事業計画（案）並びに収支予算
（案）及び役員改選（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ました。
　なお、役員改選では、山矢会長が再任されたほか、
右記のとおり、新体制が決定しました。
　引き続き、富樫青年部会長を来賓に迎え、懇親会
を行い、和やかな雰囲気の中、会員相互の交流を深
め、盛会裡に終了しました。

▲表彰楯を手に記念撮影（表彰式）

みなみ北海道地区観光土産品
公正取引協議会
令和４年度定時総会並びに第66回函館圏優良土
産品推奨会表彰式を開催

青年部ＯＢ会
令和４年度通常総会・懇親会

2022第1回函館マラソン大会協賛会
函館マラソン大会３年振りの開催が決定

【令和４年度 役員】(※任期2年)
相 談 役　　　佐々木　哲　夫　　（再任）
会　　長　　　山　矢　　　卓　　（再任）
副 会 長　　　薄　田　英　明　　（再任）
副 会 長　　　室　田　幸　治　　（再任）
幹　　事　　　川　村　隆　夫　　（再任）
幹　　事　　　岸　部　悟　司　　（再任）
幹　　事　　　小　林　淳　一　　（新任）
会計監査　　　野　呂　信　詞　　（再任）
会計監査　　　齋　藤　利　仁　　（再任）

会議所のうごき

▲函館マラソン大会の開催可否について協議する出席者

▲開会に先立ち挨拶をする山矢会長
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　去る４月25日、花びしホテルにおいて、令和４
年度定時総会を平山会長をはじめ19人が出席し開
催しました。
　当日は、令和３年度事業報告ならびに収支決算、
令和４年度事業計画（案）ならびに収支予算（案）に
ついて審議が行われ、いずれも原案どおり承認され
ました。
　また、役員改選では、平山会長が再任され、右記
のとおり新体制が決定しました。
　昨年度は新型コロナウイルスの収束が見通せない
中で、思うように活動ができませんでしたが、引き
続き開催方法を検討しながら事業活動を行っていく
ことを確認しました。

　去る４月21日、銭亀沢支所会議室において、銭
亀沢地区女性部令和４年度通常総会を林部長はじめ
12名出席し開催しました。今年度も新型コロナウ
イルス感染症拡大防止の為、マスク着用、手指消
毒、室内の換気と対策を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、引
き続き、議事に移り、令和３年度事業報告ならび
に収支決算報告について、令和４年度事業計画（案）

ならびに収支予算（案）について、任期満了に伴う役
員改選について審議し、いずれも原案のとおり承認
されました。

議員の職務を行う者の変更
・１号議員	 ＮＣアグロ函館株式会社	 （新）工場長	 　坂　田　英　雄	氏
	 	 （旧）工場長	 黒　川　吉　伸	氏
	 （令和４年４月1日付）
議員の職務の変更
・１号議員	 齋　藤　章　生	氏	 （新）北海道エアポート株式会社函館空港事業所　施設部調整役
	 	 （旧）函館空港ビルデング株式会社　　　　　　　審議役
	 （令和４年４月１日付）

議員の異動

銭亀沢地区女性部
令和４年度通常総会

女性会
令和４年度定時総会

【令和４年度 役員】(※任期2年)
会　長　　　平　山　勢津子　　（再任）
副会長　　　佐　藤　美　子　　（再任）
副会長　　　岡　村　優　子　　（新任）
幹　事　　　今　　　千　尋　　（新任）
幹　事　　　五十嵐　文　代　　（再任）
幹　事　　　尾　形　光　栄　　（再任）
幹　事　　　小　坂　美恵子　　（再任）
幹　事　　　福　田　久美子　　（新任）
監　査　　　石　黒　喜美子　　（再任）
監　査　　　綱　　　くみ子　　（再任）

▲総会を終えての記念写真

▲定時総会後の集合写真
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令和３年度　第４四半期景気動向調査結果
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Ⅰ 調査要領
⑴調査時点及び調査方法� �調査票を令和４年３月８日に郵送し、令和４年４月８日を締切日として、ＦＡＸ

で回収
⑵調 査 対 象 期 間� 令和４年１月～３月期実績及び令和４年４月～６月期見通し
⑶調 査 対 象� 函館地域の本所会員事業所370社
⑷対 象 業 種� �製造業、建設業、卸売業(従業員20人以上)、小売業、サービス業(従業員10人以上）
⑸回 収 率� 48.１％（回答数178社）
⑹回 答 企 業 内 訳� 製造業51社、建設業35社、卸売業35社、小売業33社、サービス業24社
⑺語 句 の 説 明� �ＤＩとは、ディフュージョン・インデックス(Diffusion�Index��景気動向指数)の略で、

景気の上向き傾向を表す回答割合( ｢増加｣や｢好転｣など)から景気の下向き傾向を
表す回答割合( ｢減少｣や｢悪化｣など)を引いた値

Ⅱ 調査結果概要
　令和４年１月～３月期の函館地域の景況は、業況判断ＤＩにおいて、前期比ＤＩ値（▲34.7）が前年同期調査
時(３年１月～３月期：ＤＩ▲38.2)に比べ上昇しているほか、次期見通しの今期比ＤＩ値（10.3）も、前年同期
調査時(３年１月～３月期：ＤＩ1.9)に比べ上昇していることなどから、総じて、持ち直しの動きが窺われるも
のの、新型コロナウイルス感染症の新たな変異種オミクロン株による感染者数が全国的に高止まりで推移して
いるなど、先行きについては予断を許さない状況にあるものと推測される。

【業 況 判 断】　�　前期比ＤＩでは、全業種で▲34.7と、前年同期調査時（３年１月～３月期:ＤＩ▲38.2）よ
り3.5ポイント上昇した。また、次期見通しの今期比ＤＩ値も、全業種で10.3と、前年同期
調査時（３年１月～３月期:ＤＩ1.9）より8.4ポイント上昇した。

【売 上】　�　前年同期比ＤＩでは、全業種で▲25.1と前回調査時(３年10月～12月期:ＤＩ▲16.2)よ
り8.9ポイント下降した。業種別でも、サービス業を除く全ての業種で下降した。

【純 利 益】　�　前年同期比ＤＩでは、全業種で▲29.0と前回調査時(３年10月～12月期:ＤＩ▲21.9)よ
り7.1ポイント下降した。業種別でも、サービス業を除く全ての業種で下降した。

【資 金 繰 り】　�　前期比ＤＩでは、全業種で▲10.1と前年同期調査時（３年１月～３月期:ＤＩ▲12.7）より
2.6ポイント上昇した。また、次期見通しの今期比ＤＩ値も、全業種で0.6と前年同期調査時（３
年１月～３月期:ＤＩ▲3.3）より3.9ポイント上昇した。

【雇 用】　�　前年同期比ＤＩでは、全業種で▲5.7と前回調査時(３年10月～12月期:ＤＩ▲4.2)より
1.5ポイント下降した。一方、従業員過不足ＤＩは、全業種で▲17.4と前回調査時(３年10
月～12月期:ＤＩ▲24.0)より6.6ポイント上昇した。業種別でも、建設業とサービス業を
除く全ての業種で上昇し、特に卸売業では過剰超となるなど、不足感が弱まりつつある結
果となった。

【設 備 投 資】　�　今期の新規設備投資実施企業割合については18.5％で、前回調査時(３年10月～12月
期:23.2％)より4.7％下降した。なお、設備投資目的は依然として「老朽のための更新」が最
も多く､ 次いで「経営多角化・商品多様化設備」が挙げられた。次期の新規設備投資実施予定
企業割合については、26.2％となった。

【経営上の問題点】　�　現在最も苦慮している経営上の問題点を業種別でみると、製造業では「原材料高」、建設業
では「受注の不振」、卸売業では「仕入商品の値上がり」、小売業では「売上の不振」、サービス
業では「客足の減少」が多く挙げられた。

※�各調査項目の詳細は、本所ＨＰ（https://www.hakodate.cci.or.jp/data_hakodate/hakodatekeiki）に
公開しております。

令和４年４月

お問い合わせ：地域振興課　TEL:０１３８－２３－１１８１
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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：https://jigyou-fukkatsu.go.jp/）

お問い合わせ先：事業復活支援金事務局　相談窓口
【申請者専用】ＴＥＬ：０１２０－７８９－１４０　８：３０～１９：００（土日、祝日を含む全日対応）

中小法人・個人事業
者

のための 事業復活支援金事業復活支援金
■給付対象　
 　①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
　②�2021年11月～2022年３月のいずれかの月（対象月）の売上高が、2018年11月～2021年３月の間の任意の同じ

月（基準月）の売上高と比較して50％以上又は30％以上50％未満減少した事業者
➡①と②を満たす 中小法人・個人事業者が給付対象 となり得ます。

※�計算に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金等は、各月の事業収入から除きます。
ただし、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を、
対象月の事業収入に加えます（給付額の算定においても同じ）。

■給 付 額　
　中小法人等：上限最大２５０万円　　個人事業者等：上限最大５０万円
　算　出　式：給付額＝（基準期間※の売上高）ー（対象月の売上高）×5か月分
※��「2018年11月～2019年３月」「2019年11月～2020年３月」「2020年11月～2021年３月」のいずれかの期間（基準月を含む期間であること）
給付上限額

売上高減少率 個人
事業者

法人
年間売上高※

１億円以下
年間売上高※

１億円超～５億円
年間売上高※

５億円超
▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円

▲30%以上50%未満 30万円 60万円 90万円 150万円
※基準月（2018年11月～2021年３月の間で売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

■申請方法
　１．�インターネットによるオンライン申請で、メールアドレスが必要です。ＰＣやスマートフォンのメールアドレスをお持ち

でない場合は、フリーメールの利用を検討して下さい
　２．�既に昨年の「一時支援金」「月次支援金」受給済の方は、下記３以降の手順は不要で、その際に使用した「申請ID」でポー

タルサイト内「マイページ」にログインし申請が出来ます。この「事業復活支援金」に初めて申請する方は、まず最初にポー
タルサイトに基本項目を入力登録し「申請ID」を取得します

　３．�申請IDの取得に続き、営業実態に関する「事前確認」手続きが必要です。お手元に「申請ID」、法人の場合は「法人番号」、
「所定の宣誓・同意書」(ポータルサイトからPDFファイルをダウンロードして印刷)をご用意下さい

　４．�会員事業所の方は、当所で「事前確認」を行います（手数料等は不要）。パソコンからインターネット検索で
函館商工会議所 事前確認 と検索入力して表示されたページに記載のPDFファイルを印刷して頂くか、パソコンが利用で
きない場合は0138-23-1181経営支援課へ電話にてご請求下さい

　５．�上記４のチェックシート記入の際は商議所の会員番号が必要ですので、当所あて「事前確認を依頼したい」とお電話下さい。
その際に会員番号をお伝えします

　６．�チェックシートＡ(1枚)を全て確認・記入後、FAX・郵送・窓口持参のいずれかで提出願います
　７．�当所で内容確認を行い申請事務局へ確認済通知を発行し、その旨を事業所の代表者様へ連絡いたします。申請者様はポー

タルサイトから本申請に進みます

■申請期間　令和４年１月31日(月) ～ ５月31日（火）24時 【事前確認期限は５月26日（木）】

コロナの影響を受けた事業の
継続・回復を支援
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　生命共済制度は、本所が生命保険会社と締結した団体定期保険契約に基づき運営している共済制度です。事業主・役
員および従業員の皆様の死亡、高度障害での保障のほか、不慮の事故を原因とした場合の障害や入院なども保障され、
死亡退職金や弔慰金支給としてもご活用いただけます。
　キャンペーン期間中に当商工会議所職員と引受保険会社であるアクサ生命保険㈱の推進員がお伺いした際
には、是非ご検討・ご加入を賜りますようよろしくお願いいたします。

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(入院見舞金・結婚・出産祝金)

　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18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	・ご指定の金融口座より５月25日（水）に振替えさせていただきます。
◦お振り込みによる会員様	・５月31日（火）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）

生命共済制度
加入促進キャンペーン実施中

函館商工会議所

期  間 ５月２日～６月30日

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。

事業所情報の更新
ご連絡お願いします

お問い合わせ：企画情報課　TEL:０１３８－２３－１１８１

事業所名

振替口座

電話番号

代表者 法人成

住　所

【お問い合わせ先】　函館商工会議所 企画情報課　TEL ０１３８－２３－１１８１
【引 受 保 険 会 社】　アクサ生命保険株式会社 函館営業所  

お問い合わせ：総務課　TEL:０１３８－２３－１１８１

佐藤�大輔 田野平�沙耶

営業所長�
藤田�誠一

吉田�早絵

主任
野田�辰男

永長�めぐみ

主任
入間川�祐輔

小西�晴香

斎藤�美穂

野田�紘孝

山田�香奈子
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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

Information
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事業所名 主な営業内容
㈱リオ・ソリューション
札幌支社 不動産賃貸業他

㈲ＫＳ－カンパニー 生活関連サービス業、
理美容業

丸栄水産㈱ 乾燥物・鮮魚販売業

シコトレ　オンライン トレーニング指導業

ウァームス・ケア（同） 鍼灸院

㈱ＳＱＵＩＤ光 水産製品製造業

松久保　侑馬 生命保険業

HAIR　DESIGN　
WORKS　EFFORT 美容業

新入会員
募集中! 年会費

個人事業主　12,000円（2口）以上 
法人・団体　24,000円（４口）以上 

　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。
　会員事業所の皆様におかれましては、お知り合い、関係先の事業所を是非ご推薦、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

口数は１口／6,000円で、入会金は不要です。
なお、会費は全額経費として損金処理ができます。

※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

㈲能戸自動車整備工場 自動車整備・販売業

戸き 飲食業

noqa hair design 美容業

吉田商店 酒店

（公社）函館市
シルバー人材センター 高齢者活躍に係る事業

ひまわり美容室 美容業

焼鳥居酒屋　侑 飲食業

㈱小林電機 建設業

�ご入会ありがとうございます新入会員のご紹介



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

16

　広告を通じて、人・地域・社会に貢献する企業を
目指します―「この企業理念は創業以来、変わらな
い」と話す。創業して27年、青森の総合広告代理
店として培ってきた経験とノウハウをもとに、クラ
イアントに寄り添う「ベストパートナー」としての
歩みを今も続けている。
　広告会社のミッションは単に実効性の高いメディ
アプランの提案にとどまらず、企業が求める事業の
成果や成長につながる戦略を提示することなど多岐
に渡る。「『ｉｄｅａ』(発想する)、『ｉｎｓｉｇｈｔ」
(見抜く)、『ｉｎｎｏｖａｔｅ』(革新する)を実践。
ビジネスをサポートします」。
　とりわけ、マーケティング活動をサポートする上
で重要なコンテンツと考えている「Ｗｅｂ広告」事
業に軸足を移す。「昨今、企業や消費者がデジタル
ツールを通じて自由に情報を発信できるようになっ
た。最新のデジタル技術を活用し、企業と社会をつ
なげる媒介役を果たしていきます」。マーケティン
グ戦略の立案については「広告はマーケティングの
一部。いいものを作って売れる時代は終わり、自分
たちの商品・サービスに付加価値を付けて売り出す
時代に。立案に当たっては、マーケット(市場)のニー
ズを調査する仕事をした経験が生きています」。
　今年１月、「ＳＮＳ動画制作サービス」を始めた。
「私たちは当たり前のようにインターネットやＳＮ
Ｓ(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を
利用しています。時代の変化に瞬時に対応しないと
業界では生き残れない」。続けて、「動画は静止画に

比べ、『伝える』ことが得意。しかもメッセージは
シンプルで、短いサイクルの動画の方が費用対効果
の面からも効率的」。
　新型コロナウイルス禍による経済の減速やイベン
ト中止で、その影響は業界にも及んでいる。「既存
の働き方が一変、リモートワークやオンライン営業
により、業界における営業マネジメントの手法に変
化が出てきています」。
　東京のコンサルティング会社に約10年間勤務し
た後、帰郷。「この業界で仕事をするようになって
まだ３年目。人脈もないし、経験、実績もありませ
ん。父は一代で今日まで頑張ってきた。父という超
えるべき壁は高い」。父の跡を継ぐという思いを秘め、
こう語る。「青森に生まれ、青森に育てられた恩を
少しでもお返ししたい」(岩田満代表取締役)。社員
も同様の思いで、古里への感謝の気持ちを片時も忘
れることはない。

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。

商 工 プ ラ ザ
広告を通じて地域社会に貢献。「ベストパートナー」として歩み続ける

問い合わせ先 青森市港町2丁目15–19 TEL 017–743–3521

有限会社「岩田広告社」
� 営業企画　岩田　健太郎�さん

「コロナ禍で、対面での営業に制約を受けるのがつらい。工夫しな
がら営業活動をしています」と話す岩田さん





    

《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） 
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　次

令和４年７月２２日（金）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

（予定）

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

応募期限：６月１０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。


