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（業）英知国際特許事務所 段下
金森商船㈱ 段下
㈱エス・ピー・ネットワーク 段下
龍文堂印刷㈱ 段下
全国健康保険協会北海道支部 折込
モチベーション・アップ㈱ 折込
医療法人　新産健会　ＬＳＩ札幌クリニック 折込
㈱拓人 折込
銭亀沢地区青年部 折込
海外PL保険制度 折込
㈱まちづくり五稜郭 折込
青函事業所パートナーシップ構築懇談会 折込

1

■今月の表紙
函館湾
　写真は、澄みきった青空の下、函館湾を函館山山頂
から撮影した一葉です。
　７月20日の海の日は、海の恩恵に感謝するとともに、
海洋国日本の繁栄を願うための日として平成７年に制
定されました。
　当市では海の日に因み、ヨットの試乗体験等ができ
るマリンフェスタや次々と打ち上げられる花火が函館
湾と夜空を明るく彩る函館港花火大会等のイベントが
行われています。
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新規求職者の雇用と
最近の雇用情勢

●新規学校卒業者の職業紹介状況 （３月末日現況）

（注）高等学校の数値には、定時制分（３校）を含む。

高　等　学　校　　（40校）
平成27年 平成26年 平成27年 平成26年
３月卒 前  年  比 ３月卒 ３月卒 前  年  比 ３月卒

①　卒　業　者　数 3,763 3.1 3,649 ⑤　就　職　者　数 890 5.2 846 
②　求　職　者　数 911 4.6 871 　管　内 460 ▲ 2.1 470 

男　子 466 14.8 406 　道　内 212 19.8 177 
女　子 445 ▲ 4.3 465 　道　外 218 9.5 199 

③　求 人 数 （管内） 953 ▲ 7.5 1,030 
④　求人倍率（管内)

1.05 ▲ 0.13 P 1.18 
⑥　 就　 職　 率

97.7 0.6 P 97.1 
（③／②） 　　（⑤／②）

●ハローワーク函館　新規学卒者に係る求人要請
　去る６月16日、北海道渡島総合振興局の三戸部局長らが
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。
　三戸部局長は「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、97.7％と昨年の97.1％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
大を進め、若者が能力を高め、活き活きと活躍できる場を
与えることが重要である」と説明しました。

●雇用情勢（平成27年５月）
　５月の有効求人倍率は、常用(パートを含む)で0.86倍(前年同月0.76倍)と前年同月を0.10ポイント上回りました。この結
果、60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1.33倍(前年同月は1.25倍)と前年同月を0.08ポイント
上回りました。

●求職の動向（平成27年５月）
　新規求職者は1,845人で、前年同月比▲7.0％(▲138人)減少し、2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572人で▲7.9％(▲49人)減少、雇用保険受給者の占める割合は31.0％で、0.3ポイントの減少となりました。
　月間有効求職者は、8,543人で、前年同月比▲5.8％(▲526人)減少し、47カ月連続で前年同月を下回り、男女別の内訳は、
男性は3,968人で▲4.5％(▲187人)、女性は4,575人で▲6,9％(▲339人)とそれぞれ減少となりました。

特 集

三戸部局長 (右 ) から要望書を受け取る酒井専務
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より多くの若者が地元で就職するために
　本所では雇用対策として、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。

１．新規学校卒業者の求人公開の早期化を
　新規学校卒業者の多くは地元での就職を希望していますが、地元企業の求人公開の遅れから、多くの若い人材が地元
を離れて就職しています。早期に採用計画を立て、ハローワークへ求人申込みされますようお願いいたします。 

新規高等学校卒業者の選考日程等
〇求人受付開始 ６月20日（土）
〇事業主への求人票（控）返戻・求人票の公開 ７月１日（水）
〇推薦（紹介）開始 ９月５日（土）から
〇選考・採用内定開始 ９月16日（水）から

お問い合わせは、ハローワークの学卒担当までお願いします。
ハローワーク函館　　（電話0138-26-0735）　部門コード43♯

２．採用方法に関する工夫についての好事例
①じっくり時間をかけた面接が長続きする職員の確保につながる
　複数の知的障害者更生施設、特別養護老人ホーム、ケアハウス、保育園を運営する大規模な社会
福祉法人である社会福祉法人Wでは、この3年以内に正職員として４人採用し、現在も全員勤務し
ている。４人とも20代～30代の若い男性である。彼らの過去の職歴は様々で、老人ホームでの経験
者が１人いるものの、それ以外の人は全くの福祉未経験者である。　
　未経験の若い男性でもこの施設で長続きする理由は、採用時の面接にヒントがあり、面接ではお
互いのことを十分に理解するように、じっくり時間をかけて話をし、運営方針の理念を心から理解
できるかどうか、志望者が本当にこの仕事を理解し、やろうという決意をもっているかどうか等を
重要視している。面接で判断できない場合は、現場を1日見学してもらうこともあり、その際、1日施設にいて自分から利用者
へ声を掛けることができるか、支援の手を差し出すことができるかが採用を見極める基準となっている。
　この採用方針により採用された職員のｄさんは「時間をかけた面接により、自分はここでやっていけると思うことができた」
と話しており、共通の理念を持った職員により運営される施設は、明るく積極的な空気であり、情報共有が頻繁に行われ、相
談しやすく、人間関係も良好な働きやすい職場となっている。

②３ヶ月先の目標を考えてもらう面接を実施
　主に県や市から発注された道路工事、下水工事を手掛ける建設会社であるＳ社では、採用時に本人に
今後の人生計画があるか否かを重視している。Ｓ社は社員に入社して３ヶ月後どうなっていたいのかと
いう目標を立てさせることが必須で、その目標を達成するためにやるべきことを採用の面接中に考えて
もらい、入社から３ヶ月経って試用期間が終わる際に再度社長と面接を行い、試用期間の感想とともに
目標が達成できたのかを確認している。
　「これから先の人生に具体的な夢や目標のない者は仕事が続かない」というのが社長の持論であり、単
に正社員になることをゴールにしてしまうと、働き始めてすぐちょっとしたことにつまずいてしまうと
考えている。いざ現場で仕事を始めたときに、「この技術を身につけたい」「このくらいのレベルに達したい」
という具体的な目標を掲げておくことで目の前のきつさを乗り越えられるのだと社長は語っている。



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金曜日

まずはお気軽に
お問合せください。

中小　北海道
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

①代表者名 ②住所 ③電話番号・HPURL
④営業内容（社名50音順、敬称略）新入会員ご紹介
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　新函館北斗駅と函館駅を結ぶアクセス列車
に関して、七飯町が町内の駅への停車をＪＲ
に要望するとの報道がありましたが、どうな
るのでしょうか。

　前回のＱ＆Ａでも触れましたが、函館市民をは
じめ沿線住民の関心が高いのがアクセス列車「は

こだてライナー」の運行ダイヤ（運転本数や停車駅等）
についてです。これに関しJR北海道から公表されている
のは新駅・函館駅間を快速約17分、各停約20分で結ぶ
ということのみであり、停車駅や運行本数は未公表です。
公表は12月頃と見込まれており、七飯町ではダイヤ編成
に向けて、途中駅である七飯・大中山への停車をJRに
要望すると新聞報道がなされたところです。
　「はこだてライナー」として新たに導入される733系電
車は特急車両と同じ最高時速120kmでの運転が可能で
す。この区間を走行している特急北斗を例にすると、新
函館北斗駅地点から五稜郭駅停車を経て函館駅までの所
要時間は約14分であり、途中停車がない場合は約12分
で結ぶことも可能と考えられます。そのため、JRが公表
している快速約17分は2駅程度の途中停車を考慮した所
要時間とみることもできます。
　商工会議所では6月、北陸新幹線沿線地域視察会を実
施し、在来線アクセスについて見識を深めるため、JR西
日本から経営分離された「あいの風とやま鉄道」を視察

しました。乗車した高岡・富山間は18.8kmで途中駅が3
駅あり、新函館北斗・函館間の17.9km・途中駅4駅と近
い環境にあります。同区間はJRから譲渡された電車が最
高時速110kmで運行し、所要時間は快速（途中1駅停車）
が14～15分、各停で17～21分となっています。この区
間は都市間輸送を担っており、乗車した17時台の電車は
4両編成の座席が満員で、視察団の大半が立席での移動
となったため、この直前に乗車した新幹線金沢・新高岡
間の所要時間15分と比較して、疲労感と移動距離の長さ
を指摘した参加者が多くおりました。
　北海道新幹線開業後においては、「はこだてライナー」
利用者に同じ印象を持たれてしまうことがないよう、地
元として対策を行う必要があると言えます。先般の報道
では、新函館北斗駅の「はこだてライナー」専用ホーム
を6両編成対応に延長することが公表されたところであ
り、長年に亘る当方の要望事項がまた１つ実現をみたと
ころでありますが、今後も混雑緩和や着席機会向上を実
現させるための増結車両確保など、引き続き動向を注視
しながら関係先への要望等を進めて参ります。

A

連 載 北海道新幹線で未来をひらく!
2015年

度
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④営業内容（社名50音順、敬称略）新入会員ご紹介

New
 Face

7 月
13 月 HAC友の会・はこだて  平成27年度総会

14 火

青函商工会議所議員会 親睦ゴルフコンペ、親
睦懇親会

北海道信用保証協会 個別相談

セミナー「チームビルディング～リーダーの役割～」

青年部 第４回正副会長会議、役員会

15 水 金融個別相談

16 木 女性会 ７月例会（函館アリーナ見学会）

19 日 第1回 ビジネスマネジャー検定試験

21 火 道南縄文文化推進協議会 
平成27年度定期総会、講演会

22 水 発明相談

23 木 女性会 クリスマスチャリティパーティー実行
委員会

26 日 第18回 環境社会（eco検定）試験

29 水 第44回観光土産品試買検査会

8 月
1 土 函館開港156周年記念函館港まつり（～ 5日）

2 日
ワッショイはこだて出発式、パレード
【十字街・松風コース】
函館ペリーボート競漕

3 月 ワッショイはこ だて出発式、パレード
【堀川・五稜郭コース】

11 火 北海道信用保証協会 個別相談

12 水 経営相談

5

今後のうごき
【6月30日現在】

おそうじ本舗　函館五稜郭店
①岩谷　幸輝
②函館市深堀町40-1
③30-2430
④ハウスクリーニング業
　全国1,200店舗展開中のおそうじ本舗です。
　業務用エアコン分解清掃・店舗・オフィス床洗浄
ワックス・空室清掃等、様々なご提案を提供してい
きます。
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敷居の低いギター製作修理工房
　東京の某ギターメーカーで、一品物のギターの製作や音楽専
門学校でギタークラフトの講師等を行っておりましたが、生ま
れ故郷である函館市でまた生活がしたかったこと、函館市は音
楽が盛んなイメージが有り、ギター修理製作の専門工房がまだ
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HOW ”にアヴァ
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気軽に入れる街のギター工房
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人類は、もっと感謝の力を活用することで、多くの問題は消え、
幸福度はグンと上がるだろう。

日々、あらゆることに感謝する実践をコツコツと続けること。

武田双雲は、６月９日を世界感謝の日とすべく活動しています。

 ６と９は陰と陽。

あらゆる価値観が感謝で繋がりますように。
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/
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CRAFT HANDS　㈲ローハイド
 代表取締役　明本　修一
 明本　礼央
ハンドメイドを応援するお店
　当店は、昭和54年に創業し、レザークラフトの材料や工具を中心に
七宝焼、手芸関係の各種商品を取り揃えており、ご要望があれば、レザー
製品のオーダーメイドも行っております。
　また、当店では、レザークラフト教室も行っており、日本手芸普及
協会が定めたカリキュラムに沿ってレザークラフト講師資格の取得を
目指す「講師資格取得コース」と手縫いや仕立ての基本的な手順を覚え、
キーケースやコインケース等の小物から自由に好きな物を作っていた
だく「手縫いコース」の二種類の教室があります。
　手芸に分類されるレザークラフトは、一昔前まで、“主婦の趣味”と
イメージを持たれることが多かったのですが、身の回りの物にオリジ
ナリティを求める人が多くなったことや雑誌や専門誌、You Tubeでの
作成動画等の充実により、誰でも簡単にノウハウを学ぶことができる
ようになったため、現在は主婦に限らず、若い女性やレザー用品をよ
く使うバイク乗りの方々を中心に幅広い年齢層のお客様が増え、レザー
クラフトがブームになりつつあることを感じています。
　当店では、初心者・上級者に関わらず、全てのお客様に手作りを楽
しんでもらうため、お客様が材料や工具をお求めの際には、積極的に
コミュニケーションを取
り、作りたい物の完成イ
メージを知り、作成に不
要な商品を買わないよう
伝えたり、材料の特性や
加工のコツを伝える等、
お客様のレザークラフト
が上手くいくようお手伝
いすることを心掛けてお
ります。

PL 保険に加入して
　当店では、事業者が製造・販売した製品や手がけた仕事が原因の事
故の際、損害賠償金・起訴費用等を担保してくれるPL（生産物賠償責任）
保険に加入しております。
　保障内容はもちろんのこと、低廉な保険料や商工会議所さんを通し
た保険であるという点で非常に安心できるので、長い期間加入させて
いただいております。
　また、商工会議所さんで開催されるセミナーにも参加させていただ
いており、各業界の第一線で活躍する講師のお話を伺い、刺激を受け
るだけでなく、講師やセミナー参加者との交流から人脈形成や幅広い
分野からの情報収集に役立っています。

奥深いレザークラフトの魅力
　レザークラフトは、実用品からアクセサリーまで様々な用途の作品を
作ることができ、アイディアやスキル次第で世界に一つだけのデザイン
のアイテムを作ることも可能です。
　レザークラフトという趣味は、一般的に敷居の高いイメージを持た
れがちですが、当店のレザークラフト教室にお越しいただければ、シ
ンプルなデザインの作品で、3～ 4時間で完成しますし、専門的な技術
や知識が無くとも始められるので、興味のある方は、お気軽にクラフ
ト教室にお越しください。
　函館では革製品専門店が多くないので、今後は、レザークラフトの
材料や工具の販売
だけでなく、完成
品の販売も行い、
函館の革製品ブラ
ンドとして確立し、
レザークラフトの
魅力をさらに幅広
い年代の方々に伝
えていきたいと思
います。

CRAFT HANDS　㈲ローハイド
函館市東山2丁目1-33　TEL 56-1564

Data
仕上げにスティッチの縫込み

様々デザインのレザー製品

商工会議所活用レシピ
PL 保険を利用して

明本代表（左）と長男の礼央さん
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　去る６月24日、第４回通常議員総会を、議員･監
事101名出席(うち委任出席43人)のもと、マリエー
ル函館において開催しました。
　当日は、前段の常議員会にて承認された１件を含
む４件の報告事項（議員等の異動、陳情要望活動、
部会委員会活動、新会員の加入）についてそれぞれ
報告がなされ、続いて附議事項として平成26年度
事業報告ならびに収支決算について審議を行ったほ
か、退任・交代等により欠員となっていた常議員５
名の補充選任について審議され、いずれも原案どお
り承認されました。

■主な事業活動
　・中小企業の経営課題への対応
　・ 新幹線開業を見据えた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

■補充選任された常議員５名
　㈱エスイーシー 代表取締役社長 永井　英夫 氏
　㈱近藤商会 代表取締役社長 相川　良夫 氏
　㈱松本組 代表取締役社長 堀岡　眞吾 氏
　函館山ロープウェイ㈱
 代表取締役社長 竹村　　隆 氏
　㈱長門出版社 代表取締役社長 富田　秀嗣 氏

　来年3月の北海道新幹線新函館北斗開業へ向けた
当所の各種事業の一環として、今年3月に開業した
北陸新幹線沿線地域視察会を去る6月25～27日、
団長の西村副会頭をはじめ石尾、久保、境副会頭、
議員など計13名が参加し実施しました。
　視察団は東京駅から北陸新幹線に乗車、上越妙高
駅にて上越市担当者から駅舎と駅周辺整備状況につ
いて説明を受けた後、上越商工会議所にて懇談会を
行い、担当の高橋副会頭の挨拶に続き、上越地域が
早くから取り組んできた自治体連携ならびに上越商
工会議所の取り組みとその背景や考え方について説
明を受け、意見交換を行いました。
　二日目は金沢市にて参加者各自の視点で視察のの
ち、午後から金沢商工会議所にて懇談会を行い、深

山会頭の挨拶に続き金沢商工会議所の取り組みにつ
いて説明を受け意見交換を行いました。終了後は新
高岡駅に移動し駅構内と周辺開発状況を視察、新駅
から2km離れた高岡駅までのアクセス、および高
岡駅から18km離れた富山駅まで第三セクター鉄道
の状況について体験乗車を行いました。実際に目で
見て確かめ体験したことを通し、北海道新幹線開業
後を見据えたまちづくりの重要性を参加者それぞれ
が再認識した視察会となりました。

■北陸新幹線沿線地域視察会
上越・金沢商工会議所との懇親会を開催

平成26年度事業報告ならびに収支決算を承認
通常議員総会

▲開催に先立ち挨拶する松本会頭

▲金沢商工会議所との懇談会の様子
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　総務委員会を去る６月８日、ホテル函館ロイヤル
において、石尾担当副会頭・辻委員長をはじめ全
12名が出席し開催しました。
　当日は、平成26年度の事業報告ならびに収支決
算についての協議が行われ、原案の通り承認し、常
議員会へ提出することが決議されました。
　議事の中で、出席した委員からは、北海道新幹線
開業後の運行計画や高速道路（縦貫道）の見通し、
さらには、増加する来函外国人への対応について等、
様々な質問や意見が出され、進捗状況と今後の展開
について、情報交換がなされました。

　北海道商工会議所連合会主催による第65回全道
商工会議所大会が去る7月4日、札幌市において、
全道42商工会議所から約500名の役員・議員等が参
加のもと開催され、本所からは松本会頭・４副会頭
はじめ12名が参加しました。
　大会では、「地方創生による持続可能な経済成長へ」
を総括概要に、全道商工会議所から提案された人口
減少対策、中小企業対策、観光振興対策、新幹線・
道路・空路・港湾等インフラ整備の推進など16議
案と1項目の特別提案が採択されました。

　これらの議案ならびに提案については、全道商工
会議所の総意として、関係省庁等に要請活動が展開
されます。

　北海道新幹線開業を契機として2016年 7～ 9月
の3ヶ月間、全国のＪＲグループ６社協力のもと、
青森県および道南地域の自治体、関係団体・事業者
が連携して展開する「青森県・函館デスティネーシ
ョンキャンペーン」の推進委員会総会が、去る６月
８日、青森国際ホテルにおいて開催されました。
　当日は、本所をはじめ道南側からも多くの関係者
が出席し、国内外の旅行会社やメディアに青森・道
南の魅力をプレゼンテーションするため今年7月に
開催される「全国宣伝販売促進会議」やエクスカー
ションについての協議がなされ、青森・函館両地域
が一丸となって本キャンペーンに取り組むことが確
認されました。

■青森県・函館ＤＣ推進委員会
平成27年度「青森県・函館デスティネーショ
ンキャンペーン」推進委員会総会開催

■総務委員会
平成26年度の事業報告ならびに収支決算に
ついて協議

■第65回全道商工会議所大会
各地商工会議所から提出された議案を決議

▲委員会の様子

▲大会の様子

▲開催に先立ち挨拶する若井会長
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　当日は、平成26年度の事業報告ならびに収支決
算についての協議が行われ、原案の通り承認し、常
議員会へ提出することが決議されました。
　議事の中で、出席した委員からは、北海道新幹線
開業後の運行計画や高速道路（縦貫道）の見通し、
さらには、増加する来函外国人への対応について等、
様々な質問や意見が出され、進捗状況と今後の展開
について、情報交換がなされました。

　北海道商工会議所連合会主催による第65回全道
商工会議所大会が去る7月4日、札幌市において、
全道42商工会議所から約500名の役員・議員等が参
加のもと開催され、本所からは松本会頭・４副会頭
はじめ12名が参加しました。
　大会では、「地方創生による持続可能な経済成長へ」
を総括概要に、全道商工会議所から提案された人口
減少対策、中小企業対策、観光振興対策、新幹線・
道路・空路・港湾等インフラ整備の推進など16議
案と1項目の特別提案が採択されました。

　これらの議案ならびに提案については、全道商工
会議所の総意として、関係省庁等に要請活動が展開
されます。

　北海道新幹線開業を契機として2016年 7～ 9月
の3ヶ月間、全国のＪＲグループ６社協力のもと、
青森県および道南地域の自治体、関係団体・事業者
が連携して展開する「青森県・函館デスティネーシ
ョンキャンペーン」の推進委員会総会が、去る６月
８日、青森国際ホテルにおいて開催されました。
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ついて協議

■第65回全道商工会議所大会
各地商工会議所から提出された議案を決議

▲委員会の様子

▲大会の様子

▲開催に先立ち挨拶する若井会長



会議所のうごき
kaigisyono ugoki

き会 議 所 う ごの

４10

　2015年度合同企業説明会を去る6月3日、ロワ
ジールホテル函館において開催し、来春卒業見込み
の大学・短大・専門学校の学生や、中途採用・Ｕタ
ーン就職を希望する社会人など、市内はもとより、
道内各地や本州方面からの合計75名が会場を訪れ、
50企業・団体の採用担当者と面談しました。　　
　この事業は、本所・（公社）函館法人会・（一社）
北海道中小企業家同友会函館支部の3者共催によ
り、地元企業における雇用の場を確保する目的で実
施されるものです。
　当日は、真新しいスーツに身を包んだ若者が各企
業ブースを廻り、採用担当者からの熱心な説明に聞
き入るとともに、企業側に自己ＰＲ等を記したエン
トリーシートを渡し、就職に対する意欲を示す姿が
多く見られ、活気あふれる説明会となりました。

　函館市中心市街地活性化協議会（会長：本所西村
憲人副会頭）の平成27年度第１回総会を去る6月
12日、25名の委員（委任出席６名を含む）および
4名のオブザーバーが出席のもと、ロワジールホテ
ル函館において開催しました。
　当日は、平成26年度事業報告ならびに収支決算
報告および平成27年度事業計画（案）ならびに収支
予算（案）について審議を行い、いずれも原案ど
おり承認・議決したほか、中心市街地活性化基本
計画の取り組み状況について審議を行い、概ね順
調に進んでいるとの意見で承認・議決し、内閣府
へ報告することとなりました。その中で、今年度、
新たに、駅前通りのアーケード撤去、本町交差点
の地下歩道修繕事業、事業効果分析調査等を実施
する旨の報告がなされました。

　引き続き、北海道新幹線新函館開業対策推進機構
より「函館駅前エリアへの公共交通路線案内図設置
について」説明がなされたほか、中小機構北海道本
部より「平成26年度中心市街地商業活性化診断・
サポート事業の実施結果について」、㈱まちづくり
五稜郭より「五稜郭ガーデンの進捗状況について」
それぞれ報告がなされました。

　北海道、札幌市、一般社団法人北海道貿易物産振
興会主催による第31回北海道産品取引商談会が去
る6月9日から10日にかけ、ロイトン札幌におい
て開催され、道内から353企業・団体等（道南圏か
らは47企業・団体等）が出展参加しました。
　同商談会は、加工食品をはじめクラフト製品なら
びに日用雑貨等を含んだ道産品の販路および輸出拡
大を図ることを目的に毎年開催されており、商談会
としては道内最大規模で、開催当日は、多くのバイ
ヤーで賑わうなど、活気に満ちていました。
　今回は、同商談会・道商連コーナーに函館圏優良
土産品推奨会が初出展し、第59回函館圏優良土産
品推奨会受賞品のＰＲを行ってきましたが、バイヤ
ーからの引き合いが多数あり、特に、北海道新幹線
開業を来年3月に控えていることなどを背景に、函
館圏の土産品に対する興味が高まっている感が窺わ
れました。

■2015年度合同企業説明会
75名の就職希望者がブースを廻り就職活動に取り組む

▲採用担当者の説明に耳を傾ける参加者

▲開催に先立ち挨拶する西村会長

▲バイヤーで賑わう道商連コーナー

■函館市中心市街地活性化協議会
平成27年度第１回総会を開催

■函館圏優良土産品推奨会
北海道産品取引商談会に初出展
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　本所松本会頭が会長を務める「函館警察官友の
会」平成27年度定時総会を去る6月18日、会長をは
じめ14名が出席のもと、函館国際ホテルにおいて開催
しました。
　当日は、平成26年度事業報告ならびに収支決算、平
成27年度事業計画ならびに収支予算の審議を行い、
いずれも原案どおり承認されました。また、役員改選で
は、現役員の再任に加え、新たに西村副会頭、境副会
頭が理事に選任されました。
　総会終了後、北海道警察函館方面本部の宮沢本
部長を招き、「函館方面管内の治安情勢」と題した
講話を受け、引き続き、函館中央警察署の堀内署
長、函館西警察署の砂原署長を迎えての昼食会を開
催しました。

■全道商工会議所女性会研修交流会に参加
　第29回全道商工会議所女性会研修交流会が去る
6月12日に千歳市において開催され、当会より内山会

長をはじめ7名が参加しました。
　当交流会は、全道各地の女性会会員が情報交換や
交流を図り、企業経営や会の活動が発展することを目
的に毎年開催されています。
　当日は、㈱土屋ホールディングス 取締役会長の土
屋公三氏による「生きがい　やりがいを育てる」と題
した講話を受け、懇親会では、全道20の女性会から
集まった230名が交流を深め、大会は盛会裡のうちに
終了しました。

■6月例会を開催
　6月例会（植樹・植栽活動）を去る6月15日、函館
市都市建設部の長谷山参事、函館駅前ビル開発㈱の
辻社長を招いて、内山会長をはじめ23名が参加し開催
しました。
　この植樹・植栽活動は、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、今回で30回目
を迎えました。
　当日は、内山会長より「市民の皆さんをはじめ新幹
線開業で函館を訪れる観光客にきれいな花を見て楽
しんでもらいたい」との挨拶があり、参加者は函館の
玄関口である函館駅前の棒二森屋店前の花壇にペ
チュニア150株を植栽しました。

議員の職務を行う者の変更
・２号議員 函館山ロープウェイ株式会社
  （旧）代表取締役社長 本　間　秀　行　氏
  （新）代表取締役社長 竹　村　　　隆　氏
 （平成27年５月28日付）

・２号議員 共栄運輸株式会社
  （旧）代表取締役社長 北　村　　　隆　氏
  （新）代表取締役社長 藤　田　正　廣　氏
 （平成27年５月29日付）

・１号議員 株式会社ヤマサ宮原
  （旧）代表取締役 宮　原　秀　夫　氏
  （新）代表取締役専務 宮　原　一　馬　氏
 （平成27年６月４日付）

・２号議員 函館三菱ふそう自動車販売株式会社
  （旧）代表取締役社長 川　島　　　晃　氏
  （新）代表取締役社長 古　田　靖　二　氏
 （平成27年６月15日付）

■女性会

■函館警察官友の会
平成27年度定時総会開催

議員の異動

▲植栽を行った女性会メンバー

▲函館方面管内の治安情勢について説明する宮沢本部長
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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
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労　　務 法　　務 新規創業

取引照会 情 報 化 環境対策
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日　時／ 平成27年 8月20日㈭ 13:30～16:30　※16時より個別相談会
会　場／ 函館商工会議所 会議室　受講料／無料
定　員／50名（定員になり次第締め切ります）　主　催／函館商工会議所・北海道労働局

日　時／ 平成27年 8月20日㈭ 
 13:30～16:30　※16時より個別相談会
場　所／ 函館商工会議所 会議室
受講料／ 無料　受講料／50名（定員になり次第締め切ります）
主　催／ 函館商工会議所・北海道労働局

　平成27年4月1日から、パートタイム労働法（短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律）及び次世代法（次世代育成支援
対策推進法）が変わり、改正法に沿った雇用管理が事業主に求められています。
　急激な少子高齢化の中で労働力確保のために、パートタイム労働者の雇用管理の改善や職務評価の導入を行う企業も増え、仕事
と子育てを両立できる職場環境の整備も必要不可欠となっています。
　本セミナーでは、改正法の施行機関である労働局からの講師による改正法のポイントとその具体的な対応についての説明と両立
支援をする事業主のための各種助成金をご紹介します。

●① パートタイム労働法の改正ポイントとその対応 
●② パート労働力確保のために職務(役割)評価を始めてみませんか
●③ 次世代法の改正ポイントと ｢くるみん認定｣ の税制優遇

改正法のポイントを解説・その具体的な対応とは！

 改正パートタイム労働法・改正次世代法と
両立支援のための助成金について

お申込先／函館商工会議所　担当 :鎌田　TEL 23-1181

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。

■金　　　利… 1.25％ （平成27年6月20日現在）

■返 済 期 間… 運転7年（うち据置１年）、
 設備10年（うち据置２年）
◎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

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。

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。

貸付限度額

2,000
万円

●④ 育児・介護休業法の概要と両立支援等助成金
●⑤個別相談会セミナーの

内容

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

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

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、電話23-1181にご予約願います。

保証協会
個別相談

信用保証制度についてのご相談
実施日／8月11日㈫ 13:30～
相談員／北海道信用保証協会
 函館支店担当者

金融個別
相談

低利な融資制度についてのご相談
実施日／8月19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

発明相談
特許・商標などの出願・活用についてのご相談
実施日／8月26日㈬ 11:00～16:00

相談員／英知国際特許事務所
 所属弁理士

法律相談
法律に関わるお悩みごとについてのご相談
実施日/8月28日㈮ 13:00～
相談員/弁護士 堀田 剛史 氏

経営相談
経営上の様々な課題についてのご相談
実施日/8月12日㈬ 13:00～
相談員/公認会計士 鎌田 直善 氏
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　省エネ・節電ポータルサイトには、省エネ診断の好事例の紹介や政策情報など、省エネ・節電
を推進するために有益な情報を掲載しています。無料省エネ診断や講師派遣などの各サービスへ
のお問い合わせや、お申し込み方法等も紹介しています。

無料
省エネ診断
省エネ診断は、電力だけでは
なく、燃料や熱など総合的な
省エネ行動をサポートする診
断サービスです。

無料
節電診断
無料節電診断は、電力だけで
はなく、燃料や熱など総合的
な省エネ行動をサポートする
診断サービスです。

無料
講師派遣
省エネ・節電説明会(セミナー・
カンファレンス等)に無料で講
師を派遣するサービスです。

一般社団法人省エネルギーセンター

*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 鈴木　康裕　　　弁 　 理 　 士 宮崎　　　恭　　　弁 　 理 　 士 紀田　　馨　　　弁 　 理 　 士 田口　滋子
弁 　 理 　 士 岩﨑　良子　　　弁 　 理 　 士 石川　香菜子　　　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： 080-2077-6544

無料

「省エネ・節電ポータルサイト」
最新情報満載

省エネ・節電ポータルサイト 詳しくはこちらをご覧ください

クリック

燃料 ･熱も
総合的に削減

ピーク電力
削減

多彩な講師陣
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黒豚 バーベキュー祭り第17回

日　　時／ 2015年8月30日日
 １１：００～１４：００
会　　場／ 志海苔ふれあいひがし広場（入場無料）
プログラム／ ◇函館巴太鼓（オープニング）
 ◇函館市立銭亀沢中学校吹奏楽部の演奏
 ◇Spark Jelly Beansバンド生演奏 その他

チ
ケ
ッ
ト
販
売

前 売 券 1,700円
 （本所・支所にて7月27日㈪より販売予定）

当 日 券 2,200円（50枚限り）※午前10時半より販売開始
主　　催 銭亀沢地区青年部
お問合せ 函館商工会議所　銭亀沢支所（ＴＥＬ ５８－３０５７）

ご案内 Information

イカせる!はこだて検定講座

第１回 8 月21日（金）
第２回 8 月28日（金）
第３回 9 月 4 日（金）
第４回 9 月11日（金）

第５回 9 月18日（金）
第６回 10月 2 日（金）
第７回 10月 9 日（金）

18:30～20:30（120分間）
★参加お申し込み・各種お問合せ★
〒 040-0011　函館市本町 25-13 五稜郭ビル 7F
TEL：0138-56-1110　FAX：0138-56-1010　営業時間 : 9:00 ～ 18:00　土日祝日定休

函館を知り、函館を愛し、 函館を発信し、函館を案内する

はこだて検定上級合格者による、函館市民のための講座！
受講料 3,000円
 （全７回分・一括払い）
※テキスト代別
　 はこだて検定公式テキストブック第6版
 2,160円（税込）
※1講座単位での受講料　600円
詳しくは同封の折込チラシをご覧ください

～今がチャンス～

開
催
日
程

主催：株式会社まちづくり五稜郭
後援：函館商工会議所

b

至
空
港道

道
函
館
空
港
線

b至湯の川 至恵山a

やたら家
　 ●

ローソン
●

志海苔
ふれあい
中央広場

滑走路

津軽海峡

パーク
ゴルフ場●

●志海苔館跡高松新湊線

国道278号
■
志海苔バス停
　（函館バス）

●

志海苔ふれあい
ひがし広場

7月13日㈪より
会員に限り、
電話予約受付中!!
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入院給付金付災害割増特約・
ガン死亡特約付福祉団体定期保険 + 函館商工会議所独自の給付制度

（見舞金・祝金）

1　業務上・業務外を問わず24時間保障
2　毎年収支計算し剰余金があれば配当金も！
3　福利厚生制度にご活用いただけます
4　１年更新で医師の診査なし
5　商工会議所独自の給付制度も！

福祉団体定期保険の給付内容 見舞金・祝金制度の給付内容
 給付金額
給付内容 1 口  給付金額

給付内容 1 口

死
　
　
亡

不慮の事故による死亡　　　　　　　２５０万円 病気入院見舞金
(5日以上入院されたとき)

１律
５，０００円

ガンによる死亡 １００万円 結婚祝金 ５，０００円

ガン以外の病気による死亡 ５０万円 出産祝金
(配偶者を含む) ５，０００円

高
度
障
害

不慮の事故による高度障害 ２５０万円

病気による高度障害 ５０万円

入
院 不慮の事故による入院 1日につき

２，０００円

＊ 記載の内容は生命共済制度の一部を記載したものです。ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書等 (契約概要・
注意喚起情報 )を必ずご覧ください。 

[お問合わせ先]　　　　
 函館商工会議所
 〒040-0063　函館市若松町7-15
 TEL 0138-23-1181  FAX0138-27-2111　

[引受保険会社]　　　
 アクサ生命保険株式会社  函館営業所

生命共済会員事業所の
みなさまへ

特
　
　
徴
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　東京都の墨田区に「深中メッキ工業」という企業
がある。主事業は社名の通りメッキ処理業で、社員
はわずか９人だ。下町の、小さなメッキ屋であるが、
同社の存在は、わが国のモノづくり中小企業が今後、
生き残っていくための方向性を教えてくれる。
　多くの関係者から注目されているゆえんは多々あ
るが、その最大の要因は、同社が創造・確保した高
度なメッキ処理技術にある。メッキを施す部品は、
年間数億個以上だが、その中にはなんと、世界シェ
アNO．１の部品もある。
　ちなみに、世界シェアNO．１部品の一つは、複
写機のトナーカートリッジで使用する部品である。
これは曲線が多い複雑な形状をした直径10㎜程度の
金属部品。この上に、さび止め用のクロームメッキ
を１０００分の１㎜以下の均一性で極薄のメッキを
施している。
　こうした高度な表面処理加工技術を保有している
こともあり、うわさを聞いた全国各地の困り果てた
有力企業から、次々に注文が舞い込み、今やその取
引先は２００社以上にのぼる。そうしたこともあっ
て業績もすこぶる高い。
　小さな企業でありながら、世界有数のメッキ屋に
なれた最大の要因は、現社長である深田稔氏の経営
の考え方・進め方にあったといえる。ちなみに深田

社長は、次男ということもあり、大学卒業後に大手
菓子メーカーに就職していた。しかし、創業者であ
る父親の急逝、そして後継者として入社していた兄
の体調不良とが重なり、急きょ呼び戻されたそうだ。
　後継者として、苦戦していた会社を再生するため
に入社したが、職人気質の強いメッキ技術者と、理
不尽な要求を強要する取引先との狭間で、胃に穴が
開くような毎日だったという。どちらからも信頼・
信用を勝ち取るためには、社長自身が社員を上回る
ほどのメッキ加工技術を保有するとともに、会社と
しても値付けのできる、独自のメッキ加工技術をつ
くる以外にはないと考えた。こうして深田社長は、
現場に入り、メッキ職人に頭を下げ、真摯（しんし）
に教えを乞うとともに、何度も大学や公設試験研究
機関の研究室を訪問し、研究を続けた。こうした努
力が今、売りとするいくつもの独自技術の開発につ
ながった。そしてこれらの大半は、深田社長と当社
のメッキ職人が一体となって創造・確保したもので
ある。このことを深田社長は「私はメッキのど素人だっ
たからこそ、固定観念にとらわれず、さまざまな方
法を抵抗なく試すことができた。これがよかったの
かもしれません」と振り返った。深田社長は、こう
して自ら現場に入るとともに、経営者として社員の
幸せを念じた仕事を続けてきたのだ。

企業に学べ

　1947 年生まれ。福井県立大学教
授、静岡文化芸術大学教授などを経て、
2008 年 4月より法政大学大学院政策
創造研究科（地域づくり大学院）教授、
同静岡サテライトキャンパス長および
同イノベーション・マネジメント研究
科兼担教授。他に、国や県、市町、商
工会議所などの審議会・委員会の委員
を多数兼務している。専門は中小企業
経営論・地域経済論・産業論。著書に『日
本でいちばん大切にしたい会社』（あ
さ出版）、『この会社はなぜ快進撃が続
くのか』（かんき出版）など。

坂本　光司 /さかもと・こうじ

小さくても、唯一無二の技術を持つ
深中メッキ工業

快 進 撃

法政大学大学院
政策創造研究科 教授　坂本　光司



　

　

7月1日（水）～9月30日 平日9時～20時
期間（8月13日 14日） 。

（2010年度最大電力比：▲7.1%）

9 20 時

総需要

小口

家庭

大口

kW



全国商工会議所

「業務災害補償プラン」のご案内
大好評！！

重要な責任

今や、新しい

 労災リスクへの対策は、

経営者の

重要な責任です！

●うつ病による自殺、過労死などによる

新しい労災リスクの  増加
●1億円を超える事例も発生

高額な賠償事例が  続出
●平成18年　労働安全衛生法改正

企業の安全配慮義務の  厳格化

●短期間労働者、パート、アルバイト、派遣社員

非正規雇用労働者の  増加

新しい労災リスクから会員の皆様をお守りする

東京海上日動の「あんしんプロテクトW®」
あんしんプロテクトWの特徴

1

2

3

全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な保険料
一般加入と比べ約半額の保険料水準（団体割引 30％、過去の損害率による割引 30％、役職員一括契約割引 5％もしくは10％）
保険期間：平成26年10月1日午後4時から平成27年10月1日午後4時

政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能

4 契約は無記名式。 短期労働者やパート・アルバイトも包括補償
）。すまりあが合場つ待を定決の災労府政はていつに任責償賠者用使（。すで要必が入加のへ険保災労府政

※人数変更があっても報告は不要！

労災賠償に備える「使用者賠償責任担保特約」を標準セット

5 保険料は売上高で算出OK　保険料は全額損金参入可能
本広告は、日本商工会議所を契約者とする商工会議所会員向け一般傷害保険団体契約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「重
要事項説明書」をよくお読みください。保険の内容はあんしんプロテクトWのパンフレットをご確認ください。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代理店または引受保険会社におたずねください。

お問合わせ先 制度引受保険会社

制度運営お見積り、ご加入手続きは引受保険会社にお問合わせください。

最大

約56％
割引

［担当課支社］

［取扱代理店］

日本商工会議所
2014年5月作成 14-T-01481

函館商工会議所　企画情報課
TEL0138-23-1181 北海道支店  函館支社（担当：泉）

TEL0138-45-4511　FAX0138-45-3561
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