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発売開始！！発売開始！！7月30日㈬11：007月30日㈬11：00
函館空港発着 アクセスはコチラから

航空会社による関係国政府の
許認可の取得等を条件とします）

大韓航空利用

2015年1月7日㈬出発

ホノルル6日間

大韓航空チャーター便利用
で函館からホノルルへ直行！

並び席プラン Yクラス席のお客様：窓側から2～3名の並び席を確約
追加代金／お1人様往復 （おとな・こども同額） 8,000円

（航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とします）（航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とします）

★シェラトン・ワイキキ・リゾート
★ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート
★シェラトン・ワイキキ・リゾート
★ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート

他全11ホテルよりお選びいただけます他全11ホテルよりお選びいただけます

‘OLI‘OLIハワイで快適ステイ

‘OLI‘OLIウォーカー‘OLI‘OLIウォーカー
滞在中乗り放題！！追加代金なし

‘OLI‘OLIスニーカー
オアフ島東海岸＆ルックJTB限定イルカショーコース

〈2つのコースをご用意〉
これぞ定番！

2つのルートで運行中

2014年11月新登場！ ハレイワ散策コース

ビジネスクラス（Cクラス）席プラン

◎ゆとりあるフラットなシートは長時間のフライトも快適に
　お過ごしいただけます。
◎お食事は厳選した素材を使用し、洋食や韓国料理など、
　数種類をご用意しています。
◎復路のホノルル空港ではKALラウンジをご利用いた
　だけます。

※運航機材やサービス内容は変更になる場合がございます。

追加代金／お1人様往復 （おとな・こども同額） 1００,000円

〈ビジネスクラスシートの一例〉〈ビジネスクラスシートの一例〉

大韓航空のマイレージプログラム「SKYPASS」に
入会すると、今回のご旅行もマイレージが貯められます！

らくらくシート・ファーストクラス（Fクラス）席
プランもご用意しています。

ファーストクラスのシートをご用意！さらに上質な空間をお楽しみいただけます。
（その他のサービスはビジネスクラスと同様のサービスをご提供いたします）

追加代金／お1人様往復 （おとな・こども同額） 12０,000円

〈イメージ〉〈イメージ〉

函館⇔ホノルル直行チャーター便で行く
（航空会社による関係国政府の

許認可の取得等を条件とします）

利用ホテル
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■今月の表紙
函館港まつり「ワッショイはこだて」
　写真は、８月２・３日の日程で行われた函館港まつり
「ワッショイはこだて」の堀川・五稜郭コース（３日開催）
の市民パレードの様子を撮影した一葉です。
　両日とも、第１部「函館港おどり」、第２部「子供い
か踊り&サマーカニバル」、第３部「函館いか踊り」と
いう構成でパレードが実施され、町会や企業等 140 団体、
約２万人の参加者が踊りながら街を練り歩き、参加者も
観客も一体となって大いに盛り上がりを見せました。

平成26年8月11日発行(毎月1回10日発行)

函館商工会議所報

8月号
（通巻375号)

広告掲載企業
㈱JTB北海道函館支店 表紙裏
㈱テーオー小笠原 裏表紙裏
自衛隊函館地方協力本部 裏表紙
㈱花びしホテル 段下
（業）英知国際特許事務所 段下
（独）中小企業基盤整備機構 段下
㈱日本マネージメント・リサーチ 段下
龍文堂印刷㈱ 段下
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 折込
㈱拓人 折込
函館市経済部労働課 折込
はこだて雇用創造推進協議会 折込
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　去る7月４日、北海道渡島総合振興局の宮内局長らが本所を訪れ、来春の新規学卒予定者に対する求人枠の確
保と、今春未就職のまま卒業した学卒者に対する就職機会拡大についての要望書を松本会頭宛に提出しました。
　宮内局長は「本年３月の新規高校卒業者の就職内定率は、管内求人の増加などにより、98.0％と昨年の98.4％

に続き高い数値となりました。少子高齢化が急速に進み、労働
人口が減少する状況のなかで今後とも道南地域の経済発展を図
るためには、新規学卒者に対する求人枠の確保と拡大が非常に
重要である」と説明しました。
　また本所でも雇用対策として、合同企業説明会をはじめとす
る企業の人材確保に向けた雇用対策事業の積極的推進と、激変
する雇用関係法制度の周知徹底を行っております。本所の会員
の皆様においても、地域の雇用対策についてご理解とご協力を
よろしくお願い申し上げます。

　６月の有効求人倍率は、常用（パートを含む）で0.77倍（前年同月0.67倍）と前年同月を0.10ポイント上回り
ました。この結果、49か月連続で前年同月を上回り、先行指標である新規求人倍率は1.37倍（前年同月は1.19
倍）と前年同月を0.18ポイント上回りました。これらのことを踏まえると、道南地方の雇用情勢は前年同期に続
いて上向きになってきていると言えます。

　新規求職者は1,847人で、前年同月比▲5.6％ (▲109人)減少し、4か月連続で前年同月を下回りました。新
規求職者のうち雇用保険受給者は553人で+10.6％ (+53人)増加、雇用保険受給者の占める割合は29.9％で、
4.3ポイント上昇となりました。月間有効求職者は、8,753人で、前年同月比▲8.8％ (▲849人)減少し、36カ
月連続で前年同月を下回り、男女別の内訳は、男性は3,969人で▲12.0％ (▲539人)、女性は4,784人で▲
6,1％ (▲310人)とそれぞれ減少となりました。

ハローワーク函館　新規学卒者に係る求人要請

雇　　用　　情　　勢

求職の動向（平成26年６月）

新規学校卒業者の職業紹介状況 （６月末日）

中 　学　 校　　（76校） 高　等　学　校　　（40校）
平成26年 平成25年

３月卒
平成26年 平成25年

３月卒３月卒 前  年  比 ３月卒 前  年  比
① 卒 業 者 数 4,039 ▲ 3.0 4,164 3,649 ▲ 5.2 3,851 
② 求 職 者 数 2 0.0 2 866 ▲ 2.5 888 

男 子 1 0.0 1 405 ▲ 4.7 425 
女 子 1 0.0 1 461 ▲ 0.4 463 

③ 求 人 数（管内） 2 100.0 1 1,037 1.8 1,019 
④ 求人倍率（管内）

（③／②） 1.00 0.50P 0.50 1.20 0.05P 1.15 
⑤ 就 職 者 数 2 100.0 1 855 ▲ 2.7 879 

管 内 2 100.0 1 477 ▲ 9.5 527 
道 内 － － － 179 9.1 164 
道 外 － － － 199 5.9 188 

⑥ 就 職 率
（⑤／②） 100.0 50.0P 50.0 98.7 ▲0.3P 99.0 

（注）高等学校の数値には、定時制分（３校）を含む。

新規求職者の雇用と新規求職者の雇用と
最近の雇用情勢最近の雇用情勢

特 

集

▲宮内局長 (右 ) から要望書を受け取る酒井専務
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　新規求人数は2,522人で、前年同月比+8.4％（+195人）増加し、２か月連続で前年同月を上回りました。産
業別でみると、建設業は29.7％（+91人)、生活関連サービス業、娯楽業は+89.4％（+59人）、「医療、福祉」は
+9.3％（+49人）、宿泊業、飲食サービス業は+12.9％（+39人) の増加となりました。一方、サービス業は▲
20.6％（▲65人）、製造業は▲8.6％（▲18人）、学術研究、専門・技術サービス業は▲48.4％（▲15人）の減
少となりました。
　月間有効求人数は6,711人で、前年同月比+4.9％ (+315人)増加し、50か月連続で前年同月を上回りました。

求人の動向（平成26年６月）

一般職業紹介状況（常用） （単位：人、％、倍）

平成26年
6月

平成25年
6月

26年度
４－6月

25年度
４－6月

25年度
 合  計前  年  比 前  年  比

①　新規求職者数 1,847 ▲ 5.6 1,956 6,590 ▲ 8.6 7,208 24,789 
うち中高年齢者 772 3.5 746 2,795 ▲ 3.0 2,880 9,670 
うち（保） 553 10.6 500 2,182 ▲ 1.5 2,215 6,887 
②　有効求職者数 8,753 ▲ 8.8 9,602 27,183 ▲ 8.7 29,782 106,523 
うち中高年齢者 3,918 ▲ 7.7 4,247 12,119 ▲ 7.5 13,098 46,386 
うち（保） 3,421 ▲ 6.4 3,656 10,283 ▲ 8.3 11,213 39,614 
③　新規求人数 2,522 8.4 2,327 7,849 5.2 7,461 30,162 
④　有効求人数 6,711 4.9 6,396 20,584 7.0 19,244 78,883 
⑤　紹介件数 2,461 ▲ 13.7 2,852 8,322 ▲ 14.4 9,720 32,701 
うち（保） 595 ▲ 6.2 634 1,798 ▲ 12.4 2,052 6,703 
⑥　就職件数 645 ▲ 5.0 679 2,018 ▲ 7.8 2,189 7,523 
うち中高年齢者 230 ▲ 7.6 249 748 2.0 733 2,577 
うち（保） 168 1.8 165 458 ▲ 8.4 500 1,722 
⑦　充足数 596 ▲ 2.8 613 1,898 ▲ 6.1 2,021 6,959 
⑧　就職率（⑥/①） 34.9 0.2 P 34.7 30.6 0.2 P 30.4 30.3 
うち中高年齢者 29.8 ▲ 3.6 P 33.4 26.8 1.3 P 25.5 26.6 
うち（保） 30.4 ▲ 2.6 P 33.0 21.0 ▲ 1.6 P 22.6 25.0 
⑨　充足率（⑦/③） 23.6 ▲ 2.7 P 26.3 24.2 ▲ 2.9 P 27.1 23.1 
⑩　新規求人倍率
　　（③／①） 1.37 0.18 P 1.19 1.19 0.15 P 1.04 1.22 
⑪　有効求人倍率
　　（④／②） 0.77 0.10 P 0.67 0.76 0.11 P 0.65 0.74 

（注） １．常用パートを含む。 ２．中高年齢者とは 45歳以上の者、（保）とは雇用保険受給者。
 ３．本所のみの月間有効求人倍率は 0.76 である。

産業・規模別新規求人状況（常用） （単位：人、％）

平成26年
6月

平成25年
6月

26年度
４－6月

25年度
４－6月

25年度
 合  計前  年  比 前  年  比

農，林，漁業 18 ▲ 18.2 22 72 4.3 69 253 
鉱業，採石業，砂利採取業　 1 - 0 5 25.0 4 10 
建設業 397 29.7 306 915 19.8 764 3,120 
製造業 191 ▲ 8.6 209 594 12.5 528 2,255 
電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業 0 ▲ 100.0 2 2 ▲ 50.0 4 7 
情報通信業 15 7.1 14 59 22.9 48 242 
運輸業，郵便業 109 10.1 99 349 12.9 309 1,332 
卸売業，小売業 353 3.5 341 1,432 27.4 1,124 4,817 
金融業，保険業 29 190.0 10 67 91.4 35 177 
不動産業,物品賃貸業 24 ▲ 20.0 30 69 ▲ 4.2 72 312 
学術研究，専門・技術サービス 16 ▲ 48.4 31 85 ▲ 13.3 98 312 
宿泊業，飲食サービス業 341 12.9 302 1,245 1.2 1,230 4,667 
生活関連サービス業，娯楽業 125 89.4 66 308 22.2 252 1,014 
教育，学習支援業 25 38.9 18 48 4.3 46 193 
医療，福祉 576 9.3 527 1,735 ▲ 4.6 1,819 7,605 
複合サービス事業 15 36.4 11 43 19.4 36 116 
サービス業 251 ▲ 20.6 316 727 ▲ 21.8 930 3,180 
公務・その他 36 56.5 23 94 1.1 93 550 

　合　　　計 2,522 8.4 2,327 7,849 5.2 7,461 30,162 
（注）　常用パートを含む。
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　本所広域連携委員会が主管する函館・北斗・七

飯経済団体協議会を去る7月25日、境副会頭をは

じめ総勢25名が出席のもと、函館国際ホテルにお

いて開催し、勉強会を兼ね、新幹線開業に向けた

今後の事業等について協議しました。

　会議では平成22年の青森開業時の各種イベント

やスケジュールについて、本所永澤室長から説明

の後、これを踏まえ行政の垣根を越えた同地域の

経済界として、新駅開業に対し協力体制をとるこ

とが確認され、次回（北斗）開催までを目途に協

力内容を検討することとしました。

　青函圏委員会を去る7月29日、久保副会頭、中

野委員長ほか6名が出席のもと本所会議室において

開催しました。

　当日は、9月26日に青森市において開催する、

函館と青森の両商工会議所会員企業が新幹線開業を

見据えて青函圏の経済連携実現を目指す、第3回会

員事業所パートナーシップ構築懇談会について協議

を行い、函館からの参加企業や、開催までのスケ

ジュールを確認しました。また、現在参加を検討し

ている企業や、すでに青函連携に取り組んでいる企

業に対して再度参加要請を行うこととしました。

　さらに、当事業の新たな展開として、本州での物

産展において新幹線開業PRも含めて、青函ブース

を設けたいとの意思確認を行い終了しました。

▲パートナーシップ構築懇談会について協議する参加者

■青函圏委員会
第3回パートナーシップ構築懇談会について協議

■ 函館・北斗・七飯
　経済団体協議会
新幹線開業時の連携について協議

▲協議会の様子
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　銭亀沢支所運営特別委員会を去る7月30日、境
副会頭をはじめ9名が出席し、銭亀沢支所会議室に
おいて開催しました。
　当日は、正副委員長の選任について協議を行い、
委員長には㈱カクシメ松田水産代表取締役の松田信
一氏（新任）、副委員長には境谷商店代表の境谷敏
美氏（留任）、同じく副委員長には㈱カクマル山鼻
水産代表取締役の山鼻達郎氏（新任）の3名をそ
れぞれ選任決定しました。
　続いて、今後の支所運営体制について協議を行っ
た結果、本議案については、今後も議論を重ねてい
くこととなりました。

　第43回観光土産品試買検査会を去る7月23日、
審査委員14名が参加のもと函館国際ホテルにおい
て開催しました。
　当検査会は、観光土産品の不当表示や過大包装を
検査し、公正競争規約の周知徹底や品質向上を図る
ことにより、商品を購入する観光客が函館に対し、
より良いイメージを持っていただくために毎年開催
しています。
　当日は、函館の土産品店で販売されている観光土
産品の中から無作為に購入した50品に対し審査を
行った結果、合格品38品、条件付合格11品、不合

格1品となり、今後は、条件付合格と不合格商品の
製造・販売元に対し、改善要望を行っていきます。

　第67回函館地区珠算競技大会を去る7月12日、
55名の選手が参加のもと本所会議室において開催
しました。
　本大会は、9月14日に苫小牧市で開催される
第72回全道珠算競技大会の予選を兼ねており、参
加選手はそれぞれ、一般・高校の部、中学生の部、
小学校5・6年生の部、小学校4年生以下の部に分
かれ、個人競技、読上暗算、読上算の競技でそろば
んの腕を競い合いました。
　競技結果は、「そろばん函館一」に山本梢太さん
（北海道渡島総合振興局）、「そろばん中学生一」に
山本和輝君（函館市立的場中学校）、「そろばん小学
生一」に山形風花さん（北斗市立久根別小学校）が
決定し、小学校4年生以下の部では坂本法輝君（函
館市立昭和小学校）が優勝しました。

■銭亀沢支所運営特別委員会
今後の支所運営体制について協議

■第43回観光土産品試買検査会
必要表示事項を審査し観光土産品の品質向上を図る

■第67回函館地区珠算競技大会
全道大会出場に向けてそろばんの腕を競う

▲厳正な審査を行う審査委員

▲今後の運営体制について協議する委員

▲全道大会出場に向け腕を競う選手達
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　去る7月22日、「海の日を祝う会」（本所松本会
頭が会長）主催により、函館市長をはじめ関係機関
より来賓を迎え、五島軒本店において海の日記念式
典を開催しました。
　式典では、海運や造船などの業務に従事し、函館
港の振興発展に尽力された方々に対し、海事功労者
表彰の授与式が行われ、19名が表彰されました。
　終了後は引き続き同店において祝賀会を開催した
ほか、式典に先立ち、元町船魂神社にて海上の安全
と無事故を祈願しました。

　新幹線開業準備委員会の主管による7月例会を
去る7月15日、須田会長はじめメンバー 35名が参
加のもとロワジールホテル函館において開催しま
した。
　当日は、青森県から講師を2人お迎えし、七戸
はやぶさPR隊の菅岡隊長より「七戸に『はやぶさ』
を停めた男たちの軌跡」、十和田バラ焼きゼミナー
ルの畑中舌校長より「『十和田バラ焼き』による魅
力発信とまちづくり」と題したテーマで講演をいた
だきました。
　その中で、菅岡隊長は「自分たちが飽きずに楽し
める活動を行い、補助金に頼らない継続できる仕組
みが重要」とPR隊の活動を紹介し、畑中舌校長は「地
域にないものではなく、あるものの魅力を再認識し

まちおこしに活用したのがバラ焼きだった」とし
て、スピード感のある行動と魅力的な情報発信が大
事と強調されました。

　去る7月16日、内山会長をはじめ18名が参加し
て7月例会を開催しました。
　当例会は、調査研究事業として、本年6月に供用
を開始した函館市国際水産・海洋総合研究センター
の様々な研究設備や実験施設を見学し、その後訪問
した、明治29年創業の函館どつく㈱では、新造船・
船舶修繕等の大型ドックを保有する函館造船所内を
見学しました。
　それぞれ担当者から事業内容や施設の説明を受
け、当市を代表する二つの施設・企業の見学を終え
た参加者は、豊富な水産資源と水産海洋分野の関連
産業が集まる街として、あらためて地域の優位性を
実感する機会となりました。

■海の日記念式典
19名の功労者を表彰

▲開催に先立ち挨拶する松本会頭

■青年部　7月例会
北海道新幹線開業を見据え、青森の活動を学ぶ

■女性会　7月例会
海洋センター・函館どつくを見学　

▲七戸はやぶさPR隊の活動について説明する菅岡隊長

▲大型水槽の前での記念撮影
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　函館港まつり実行委員会主催による開港155周年
記念函館港まつりが去る8月1日～ 5日の日程で
開催されました。
　１日には函館港を大輪の花で彩り、約7万人の観
客を魅了した道新花火大会、2日と3日の両日には、
「函館港おどり」や「函館いか踊り」を始めとする
ワッショイはこだてパレードが大門コース・五稜郭
コースで行われ、八戸市より特別招待した「えんぶ
り」をはじめ各団体延べ2万人が踊りながら街を練
り歩き、参加者の熱気と観客の声援が重なり、会場
が大いに盛り上がりました。
　5日には歩行者天国、だいもんホコ天ストリート
LIVE、函館港おどり・いか踊り大会、ワッショイ
はこだてコンテスト表彰式などが行われフィナーレ
を飾る予定でしたが、残念ながら雨天のため中止と
なりました。

■青年部
　函館ペリーボート競漕に参加
　函館港まつり協賛「函館ペリーボート競漕」が去
る8月3日、旧シーポートプラザ前において開催さ
れ、青年部からは3チームが参加しました。
　天候に恵まれた当日は、一般の部37チーム、女
子の部11チームの計48チームが、8人乗りのボー
トにおいてスピードを競った結果、一般の部は
「一心」、女子の部は「ショッピング小林」が優勝

しました。
　また、青年部では、新幹線はやぶさの被り物姿
で会場を大いに盛り上げた「函館ＹＥＧ○○○○
ＰＲ隊」が仮装の部で見事優勝しました。

■女性会
　ワッショイはこだてに参加
　去る8月2日、本所女性会会員ならびに銭亀沢
支所女性部会員がワッショイはこだて十字街・松風
コースに参加しました。
　女性会では、定例事業として当パレードに毎年参
加しており、今年は総勢60名が同コースで踊りを
披露しました。
　当日は天候にも恵まれ、夕暮れ前の暑い日差しが
照りつける中、沿道のお客さんの声援を受けながら
踊り、心地よい汗を流しました。
　パレード終了後には懇親会を開催し、参加者間で
の親睦を深め、和やかな雰囲気のなか盛会のうちに
終了しました。

■開港155周年記念函館港まつり
大いに盛り上がりを見せ、盛会裡に終了

▲松本会頭、石尾副会頭らを囲んでの集合写真

▲函館ＹＥＧ○○○○ＰＲ隊によるステージパフォーマンス

▲２日に行われたワッショイはこだて
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函館市湯川町1丁目16-18
0138-57-0131（代表）
ブライダル担当：橋本

美と、味と、心を込めて。
老舗・花びしホテルの【和の結婚式】

☆２０１５年３月迄！期間限定のオトクなプラン☆
〈宿泊10名様ご招待〉or〈料理1品プレゼント〉など♪
ゲストの人数に合わせた豪華特典付きウエディング

■今後のうごき 【7月31日現在】

8 月
12 火 北海道信用保証協会　個別相談
19 火 本所会員交流会
20 水 金融個別相談、経営相談

22 金 法律相談

24 日 青年部　東北新幹線沿線YEG函館PRキャラバン
（～ 8/26）

27 水 発明相談
31 日 第16回　黒豚バーベキュー祭り
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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
 （旧）支店長　　　　　　　　稲　松　孝　則　氏
 （新）支店長　　　　　　　　宇　野　　　丞　氏
  （平成26年6月25日付）

・2号議員　　株式会社ジェイデバイスセミコンダクタ函館センター
 （旧）執行役員センター長　　中　村　圭　一　氏
 （新）センター長　　　　　　関　　　浩　一　氏
  （平成26年7月1日付）

・1号議員　　株式会社函館酪農公社
 （旧）相談役　　　　　　　　金　子　　　隆　氏
 （新）代表取締役社長　　　　柴　田　満　雄　氏
  （平成26年7月30日付）
議員の会社名の変更
・1号議員　　林　　　浩　雄　氏
 （旧）株式会社ＮＴＴ東日本－北海道函館支店
 （新）株式会社ＮＴＴ東日本－北海道北海道南支店
  （平成26年7月1日付）　　　

議員の異動



中小機構北海道 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

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！

専門家による無料窓口相談実施中！
毎月第２・第４金曜日（9月より）

まずはお気軽に
お問合せください。

中小機構
詳細はインターネットで

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

ホテル●
リソル函館　

棒二森屋●

★
オフィス
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　北海道新幹線が開業すると、普通列車乗り放題の
「青春18きっぷ」で本州と北海道の行き来ができな
くなるのではと心配です。

　「青春18きっぷ」は、毎年春、夏、冬の
３回発売される、全国のJR在来線普通列車

が期間内の５日間（または５回）乗り放題のきっ
ぷです。１１，８５０円という安さから、かつては
若者が安く旅行する手段として人気を博し、最近
では時間にゆとりのあるシニア層にも支持されて
おり、長距離移動するほどお得感が高まるため、
北海道旅行へも多く利用されています。
　同きっぷは、新幹線および新幹線開業によって
JRから経営分離された第三セクター鉄道は乗車
できず、あくまでJR在来線の普通列車しか乗車
できないルールですが、普通列車が運行されてい
ない特急列車のみの区間は特例として特急列車に
乗車できます。その区間の一つが津軽海峡線の蟹
田・木古内間で、同区間は蟹田駅と木古内駅で普
通列車と乗り継いで利用する場合に限り、特急列
車に乗車することができます。
　ところが、北海道新幹線開業後は奥津軽いまべ
つ・木古内間を走る旅客列車が新幹線のみとなり、
同きっぷでは新幹線は利用できないことから、同
きっぷに新たな特例が設けられない限り、本州と
北海道の行き来ができなくなってしまいます。

　また、仮に特例が設けられたとしても、木古
内・五稜郭間はJRから経営分離され第三セクター
鉄道となるため、同きっぷで同区間を利用できな
い心配も残ります。先例として、JRから経営分
離された青い森鉄道によってJR大湊線・JR八戸
線が分断され、他のJR区間と連続しない路線に
なったため、青い森鉄道区間を通過利用する場合
に限って乗車できる特例が設けられましたが、こ
の特例が木古内・五稜郭間にも適用されるかどう
かは不明です。加えて、平成27年春の北陸新幹
線開業の際に、JRから経営分離される並行在来
線の延長が254.9kmにも及ぶことから、JR在来
線だけを対象とする同きっぷそのものの意義が薄
まってしまうのではとの懸念もあります。
　このように、同きっぷに関しては２つの問題が
あり、利用者視点からはぜひ解決を図って欲しい
ものですが、平成26年７月時点では、北海道新
幹線開業後の同きっぷの扱いについて、JRグルー
プからの発表は行われていません。新幹線による
移動とは趣旨が異なる、国内旅行を安価に実現で
きる同きっぷのサービス維持策が期待されます。

連　
載載載

北海道新幹線が線が 業開業するとと 普通普通列車列車乗乗り放放題の

載載　北海道新幹線で未来をひらく!　北海道新幹線で未来をひらく!
2015新函館開業情報2015新函館開業情報

Q

A



小規模企業共済制度
経営者の退職金

■加入できる方：常時使用する従業員の数が20人以下（商業・サービス業は5人以下）
の個人事業主、個人事業主に属する共同経営者および法人役員の方

者者者者者ののののののの 職金退退退職金退退職退職金職金

「ゆとり」のために。

■加入できる方：常時使用する従業員の数が20人以下（商
の個人事業主 個人事業主に属する共同経

●全国で約１２０万人の経営者が加入

●掛金は全額所得控除

●無理のない掛金
　月額1,000 円～70,000 円の範囲で自由に選択

業・サービス業は5人以下）が20人以下（商

に選択

●共済金の受取は一括・分割・併用の３タイプ

●受取り時にも税制面での大きなメリット

●災害時や緊急時には契約者貸付けの利用が可能

お問合せ先：函館商工会議所　経営支援課　℡23-1181

金金金 小規模企業共済制度は退職後のゆとりある生活を
応援する安心の共済制度です。

中小企業
相談所だよりだより 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

がんばる経営、応援します！「マル経融資」
　マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者をバックアップするため、本所が日本
政策金融公庫に推薦し、無担保・無保証人・低利で融資する制度です。

■貸付限度額…

■返 済 期 間…　

■金　　　利…2,000万円
運転7年（うち据置１年）、　設備10年（うち据置２年）

1.45％（平成26年7月11日現在）

まずは本所＜℡23-1181＞あて「マルケイの件で」とお電話ください。

本所では､｢マル経融資｣の利子１％を１年分補助する「利子補給制度」を行っております。
詳しくはお問合せください。

会議所スタッフ（経営指導員）が決算書などを基に融資相談を行い、審査に向けた推薦書を作成いたします。

融資実行まで日数がかかりますので、お申込みは余裕を持ってお早めにお願いいたします。

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

い

事業者 経営指導員 日本政策金融公庫

融資実行

日
本
政
策
金
融
公
庫

・相談
・申込受付
・指導
・調査

審
査
会

推
　
薦

◎ご利用にあたっては下記の条件を満たしていることが必要です。
★従業員20人以下（但し商業・サービス業は５人以下）
★事業実績が１年以上あり、函館市内に事業所のある方
★期限の到来した納税を完了されている方
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実施日／9月17日㈬ 午前中
相談員／日本政策金融公庫函館支店

国民生活事業担当者

低利な融資制度についてのご相談
金融個別
相談

実施日／9月24日㈬ 11:00～16:00
相談員／英知国際特許事務所

所属弁理士

特許・商標などの出願・活用についてのご相談

発明相談

実施日／9月26日㈮ 13:00～
相談員／弁護士　堀田　剛史 氏

法律に関わるお悩みごとについてのご相談

法律相談 実施日／9月10日㈬ 13:00～
相談員／公認会計士　鎌田　直善 氏

経営上の様々な課題についてのご相談

経営相談

実施日／9月9日㈫ 13:30～
相談員／北海道信用保証協会

函館支店担当者

信用保証制度についてのご相談

保証協会
個別相談相談は事前予約制となっておりますの

で、電話 23-1181にご予約願います。

個別専門相談ご案内
無料

トヨタも実践‘紙１枚で見える化’仕事術
～整理力・思考力・伝える力をupし、経営力を<カイゼン>～

●日　時 平成26年8月26日（火）14：00～16：00
●場　所 函館商工会議所会議室　●受講料 無料 定員40名　

セミナー

①仕事が出来ない、できる、その違いとは　　　　　　　　　　
②どうやって普通の人が「仕事ができる」を実現するのか？　　　　　　　
③どう「1枚にまとめる」のか？

●報告、連絡、相談の内容がまとまりなく、何が言いたいのかわからない。
●会話がかみ合わず、多くの時間を割いても方向性や結論が決まらない。
●自らの提案、能動的、主体的な動きが見えず、受け身になってしまっている。
　こんな悩みの解決のため、トヨタ、Ｐ＆Ｇ、マッキンゼーといった世界的企業が実践している「紙１枚
の仕事術」を、元トヨタ企業サイト責任者が解り易くお伝えします。

　立命館大学　経済学部　卒業。カナダ　ブリティッシュコロンビア大学に留学。トヨタ入社後、一般に「Ａ３文化」と呼ばれるトヨタ独自の「１枚
仕事術」を修得。さらに「成果」と「時短」を両立した仕事術を追及し、結果、400時間超だった残業はほぼゼロに。担当したトヨタ企業ウェブサ
イトカイゼンプロジェクトでは、企業サイトランキングで「日本１位」を獲得。その後、トヨタ企業サイトの責任者を経て、ＭＢＡスクールを運営す
るグロービスに転職。2012年独立。

講　師

問い合わせ、申し込み先／経営支援課　℡23-1181

浅田  すぐる 氏（１sheet Ｇenius代表）

主な講座内容 　　　　　
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*函館の皆様と共に45年…私たちが皆様からのご相談にお答えします*
毎月第4水曜日 13：00～16：00　函館商工会議所にて

URL:http ://www.e ich i -patent . jp

特許業務法人 英知国際特許事務所
所長弁理士 岩﨑　孝治　　  　　所長代理弁理士 七條　耕司　　  　　副所長弁理士 小橋　立昌　　  　　弁　理　士 岩﨑　良子
弁　理　士 鈴木　康裕　弁　理　士 宮崎　　恭　弁　理　士 神谷　直慈　弁　理　士 紀田　　馨　弁　理　士 田口　滋子
弁　理　士 石川香菜子　　  　　弁　理　士 松尾　貫治　　  　　特別顧問弁理士 細井　貞行　　  　　特 別 顧 問 岡本　清秀

発明・商標相談無 料

【東 京 本 部】 〒112-0011　東京都文京区千石4-45-13
 TEL：03-3946-0531㈹

　　　　　　　　　　　　　　　 【虎ノ門サテライト】 TEL： 03-6206-6479
【仙台支部】 TEL： 022-266-5580　   　【大阪支部】 TEL： 072-201-1593
【山形支部】 TEL： 023-651-6102　   　【浜松支部】 TEL： 053-461-5662
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諦める。ということは、

思ってる以上にポジティブな

ことなんだ。

 

新しい道へ。

書道家　武田　双雲

武
たけ

田
だ

　双
そう

雲
うん

　書道家。熊本育ち。３歳から母である双葉（そうよう）
に師事。東京理科大学、ＮＴＴ退社後、ストリートからは
じめる。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がける。全国でユニークな個展を開
催。著書は、作品集【絆】、【上機嫌のすすめ】など 20 を
超える。書道教室は約 300 名（2005 年より満席状態が続
く）。公式ブログ「書の力」のアクセス数は、１日５万を
超える。⇒ http://ameblo.jp/souun

【公式サイト】http://www.souun.net/

ご縁を尊ぶ仕事
　弊社は、結婚式・イベント等の司会・企画、10年
程前から「ご葬儀」も担当させていただき、お陰さ
まで26年目を迎えています。
　これまでの全てが掛け替えの無い出会いであって、
各地・各会場での仕事を通して、日々「人」として
大切なことを学ばせていただいております。
　これからも新しい事に挑戦し、活動の幅を広げて
いきたいと思っております。
●  シンプル イズ ベスト
　全てにおいて“シンプル”でありたい
●  その都度、自分の立場を理解し、周りに失礼の
無きように立ち振る舞い、言動にも気を配れる
女性でありたい
●  プラスの言葉で表現できるように工夫と努力を
重ね、「真心」で、その空間を「大切なもの」
にしたい

　「マナー」や「ルール」を心に留め、お互いを認め
合い、自由である事が最大の魅力とし、それぞれの「個
性」「感性」を大切にしております。

女性ならではの気遣い
　弊社のスタッフは、ほとんどが女性ということも
あり「思いやり」「気遣い」、「謙虚に」「丁寧に」を
合言葉に仕事に臨んでおります。
　司会者として、現場の空気をより正しく感じ取り、
読み取る力量を培い、臨機応変に進行を務めたいと
願っています。
　主催者側やお客様に喜んでいただける「心遣い」等
をもっとも重要なポイントだと考えております。

ライフワークバランス
　弊社では、定期的に「ランチミーティング」と称
して、スタッフ同士のコミュニケーションや学びを
大切にしています。
　特に女性は、家庭・子育て等、色々な面をクリア
していく努力は喜びでもあります。
　中でも子供の成長は、その一瞬一瞬が親にとっても
子供にとっても、貴重なものであると考えています。
　「仕事」と「家族の予定計画」を考慮し、できる限
りのスケジュール調整をしてまいりました。
　新年会等は、昼間にお子様参加の形で行っておりま
す。時にリフレッシュ休暇も更なるモチベーションや
視野が広がり仕事にも繋がっていくと感じています。

㈲Gプロジェクト　代表取締役 蒲生 ひさ子
函館市陣川１丁目12－16
TEL 56-1308 

Data

㈲Gプロジェクト
インタビュー　MC　中　村　し　の

MC　南　部　雪　枝
MC　蒲　生　ひさ子

ジューンブライドのカップルを祝福、スタッフと

テーマ

会
テテー

員
マテテ

NOW
女性が活躍する職場

Vol.16
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函館空港ビルデング㈱
 総務部長 笹谷　幸司
空の玄関口“函館空港”をプロデュース
　弊社は、昭和45年６月27日の設立以来、南北海
道の空の玄関口である函館空港のターミナルビル全
般の整備に努めております。　
　弊社の経営理念は、お客様の安心・安全を第一に
考慮した上で、“地域と共に歩み、お客様と社会のた
めに貢献する”としており、航空機を利用されるお
客様はもとより、地域の方にも親しまれるような空
港運営を目指しております。
　具体的な取組としては、ターミナルビル２Fのお
土産売場を大幅改装し、道南地域の水産加工食品や
アイヌ民芸品等を販売する、みなみ北海道物産コー
ナーや、手作りの革製品･絵画等を販売するチャレン
ジショップを設置し、観光客等多くのお客様に函館
や道南地域の新たな魅力のPRを行っております。
　また、ターミナルビル３Fに新設した「Hako 
Dake Hall」は道南杉をはじめ道産材をふんだんに
使用し、空港利用客の方々に北海道らしい温もりと
安らぎのある空間の中でくつろいで頂くとともに、
各種イベントの開催など、地元の方々にも親しんで
いただけるよう、整備を図ったところであり、現在
は9月30日まで開催しております「函館空港ビアガー
デン」の会場として利用しております。
　さらに、近年増加傾向にある外国人観光客をおも
てなしの心でお迎えするため、タブレット端末を利

用した通訳などのコミュニケーションの充実や案内
掲示板の外国語の多言語表記等、様々な面から国際
化への取組も行っております。

はこだて検定を活用して
　弊社では、人材育成にも力を注いでおり、その一
環として、函館の歴史や文化・観光・自然について
の学習を通じて、地元に対する愛着を持ってもらう
ことを目的に、はこだて検定の受験を従業員に勧め
ております。
　この検定の学習を通じて、函館についての知識が
深まり、観光案内等の接客に対して、自信が持てる
ようになったと答える従業員も多くおります。

商工会議所への思い
　様々な面からのアプローチで函館地域を盛り上げ
る会議所さんとは、“地域と共に歩む”という同じ
目標の下、これからも協力し合っていきたいと思い
ます。
　また、今後ともインバウンド誘致や航空路線の新
規開設や維持等を通して、函館空港の利便性の向上
や来函者の増加に向け連携して取り組んで参りたい
と思います。

地域と共に歩む
　間近に迫った北海道新幹線開業を機に、空港・鉄
道・バス・船舶の交通機関同士の相互連携の強化に
より、函館の交通アクセスの利便性を向上させ、地
域の活性化に貢献したいと思います。
　また、「函館空港ビアガーデン」等、気軽に空港へ
足を運んでいただける機会を積極的に創り、地域の
お客様にも函館空港をもっと身近に感じていただけ
るよう取り組んで参りたいと思います。

函館空港ビルデング㈱
函館市高松町511番地 函館空港内　TEL 57-8881

商工会議所活用レシピ
はこだて検定を活用して

Data

道南の自慢の商品が立ち並ぶ物産コーナー

道産の木材の香が漂うHakoDakeHall



各種検定試験のご案内
第9回函館歴史文化観光検定

（はこだて検定）

第42回2級販売士検定試験

　はこだて検定は、函館の街に関する歴史・文化・産業・地理・人々の暮らしなどの学習
を通じて、街への愛着や誇りを再認識していただき、函館の魅力を観光客や全国の方々へ
のおもてなしの心を持って紹介できる人材を育成することを目的に実施しています。

　販売士検定試験は流通業界で唯一の公的資格として、販売・接
客技術はもちろん、販売促進に向けた企画立案や在庫管理、マー
ケティングにいたるまで、幅広く実践的な専門知識が身につきま
す。小売業や流通業をはじめ、業種・業態を問わず顧客満足度を
高めるノウハウを修得できます。

■施 行 日　平成26年10月1日（水）
■募集期間　8月15日（金）～9月5日（金）※ネット申込は4日（木）まで
■受 験 料　5,660円

お問い合わせ先：企画情報課　TEL0138‒23‒1181

～知れば知るほど、この街が好き。～

～「買いたい」をつくる。「働く力」が身に付く。～

■施 行 日　平成26年11月9日（日）
■募集期間　8月1日（金）～9月30日（火）
■受 験 料　初級3,000円　上級5,000円
　　　　　　※各種割引があります。詳しくは本所ホームページをご覧ください。

初級･上級
各500円

問題集発刊

ご
案
内
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外国産業財産権侵害 特許庁委託事業

知財の悩みスッキリ解消
国内外で模倣品被害にあった中小・ベンチャー企業の悩みを解決するための支援をします。
相談はすべて無料です。

●当社特許権を侵害している中国製品を輸入販売している業者がいる。輸入を止めさせたい。
●日本でヒットした商品を台湾で販売したところ、外観を模倣した商品が発売され出した。対処方法は？
●当社商標が中国で第三者によって登録されてしまった。今後中国へ製品を出荷できなくなるのか？
●当社が代理店をしている外国商品と同じブランドの商品が、他社によって並行輸入された。
●海外での商品販売を開始する。商標について事前に対処すべきことは何か ?

例えばこんなご相談に

お問合せ先
一般社団法人　発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター　外国相談室
TEL：03-3503-3027　FAX：03-3503-3239　E-mail：soudan@apic.jiii.or.jp

免責事項
　相談回答は相談者の相談内容に応じた一般的な情報を提供するものです。
また、模倣被害アドバイザーによる情報提供についても、必要となる対応内
容や対応要領について専門家の知見から助言するものですが、事案によって
は個別具体的な回答（警告・鑑定等）はできない場合があります。
　また、回答に関しては他の専門家と見解が異なる場合もありますので、あ
らかじめご了承願います。

模倣被害アドバイザーとは、弁理士、弁
護士及び外国法事務弁護士等から構成さ
れ、全国に 45 名を配置しています。
※相談時間
平日　午前 9：00 ～午後 5：00

・電話で
・面談で
・E-mail で
　 相談！

専門性の高い
相談は・・・

外国侵害対策

本委託事業のホームページアドレス
URL：http://www.iprsupport-jpo.go.jp/

詳細は本事業のWEBサイトを
ご覧ください

相談者

➡ ➡ ➡

常駐相談員
による相談

模倣被害アドバイザーに
よる相談

相談者

➡➡

東京都
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　見た目の爽やかさや清潔感は、好印象につながる
ため、ビジネスではとても重要です。それゆえ、顔
やヘアスタイル、指先、服装などの「見た目」を、
鏡でチェックする人は多いもの。しかし、自分が発
している「ニオイ」には意外と無頓着な方が多いの
ではないでしょうか。ご自分の「ニオイ」チェック、
できていますか。
　ある化粧品メーカーの調査結果によりますと、
「一緒に仕事をしたくない人はどのような人か」と
いう質問に対し、「臭い上司や同僚」と回答した人
が42・１％にも上りました。そして、臭い人に対
する印象は、「周囲への気遣いや配慮が足りない人」
と内面的評価にも影響してしまうのです。
　ニオイは「気付かないうちにマナー違反」という
パターンがあります。そればかりか、「スメルハラ
スメント（スメハラ）＝ニオイによる嫌がらせ」と
相手が受け取ってしまうこともあり、お互いのため
の快適なオフィス生活の阻害要件になってしまう危
険性だってあります。そうならないためにも、細心
の注意が必要なことは言わずもがなで、「見た目」
以上に常日頃から強く意識しておきたいものです。
　若手社員の場合は、新陳代謝が活発なため、大量
の汗をかきやすいもの。汗は体臭の原因になるので、
すぐに拭き取りましょう。無香料やシトラス系の制
汗シートを使ったり、ワキや首筋など汗腺の多いと
ころを中心にこまめに汗を拭くといった、パーツ別
制汗対策をお薦めします。悪いニオイを防ぐには、
良い香りの香水が効果的……と思われるかもしれま
せんが、ニオイに敏感な日本人の間では逆効果だっ
たりもします。香水は好みが分かれるので、使わな

い方が良いでしょう。
　靴の中の足も、非常に汗をかきます。あらかじめ、
靴に消臭スプレーを吹きかけたり、消臭効果のある
中敷を敷くなどすると、足元のニオイを軽減できま
す。綿１００％の靴下を履くことも効果的です。
　汗が原因の体臭と並んで、口臭も注意が必要です。
口臭がキツイと、商談相手なども気分を害してしま
います。体臭は自分で気が付くこともありますが、
口臭はなかなか気付けません。若手社員には、自分
に口臭があるかどうか、同期や後輩など、気軽に話
せる相手に聞いてみるようにアドバイスをしてあげ
ると良いでしょう。
　口臭のケアには、やはり口の中を清潔にしておく
ことがイチバンです。朝晩はもちろん、昼食後も必
ず歯磨きをして、洗口液を使うようにしましょう。
少し時間の余裕があるときは、歯磨きの際の歯間ブ
ラシや舌磨きも効果があります。オーラルケア用タ
ブレットも良いでしょう。
　せっかく外見を整えていたとしても、一瞬にして
全てをひっくり返してしまうニオイ。今日から早速、
ニオイ対策です。清潔感あふれるビジネスパーソン
を目指しましょう。

知って
ビジネスマナー

てて得得するする
ビジネスにも欠かせない

 体臭・口臭チェック

美月　あきこ /みづき・あきこ
　人財育成コンサルタント・AllAbout「ビジネスマナー」ガイド。大
学卒業後、国際線キャビンアテンダント（CA）として 17 年間勤務。
2004 年に起業。CA 経験者約 5600 人を母集団に持つ「CA-STYLE」
を主宰。企業の顧客満足度調査やマーケティング調査などによって得た
顧客の期待と知覚品質についてのデータをはじめ、信頼性や共感性など
サービス品質における 6つの次元と収束性から顧客満足度を数値化し、
CA経験者の感性を付加するサービスを提供する。



イベント特価 煙突式ストーブ

イベント特価
FF式ストーブ

イベント特価
ポータブルストーブ

イベント特価
床暖ストーブ

イベント特価
スタイリッシュで大人気ストーブ

古くなって錆が目立っていたり
扉が開けにくくなっていませんか？物置

ビルトインコンロ トイレ/ウォシュレット便座

石油給湯器 洗面化粧台音が大きくなったり、臭いが気になる又は
燃費が悪いと思ったら交換時期です。

パロマ
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自衛隊函館地方協力本部 道南地域援護センター
Tel FAX
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