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■今月の表紙
祝！「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産
登録決定・史跡垣ノ島遺跡オープン祝賀セレモニー
　表紙は、去る７月28日、史跡垣ノ島遺跡（エントラ
ンス広場）において、「北海道・北東北の縄文遺跡群」
の世界遺産登録決定を祝して開催された「世界遺産登
録決定・史跡垣ノ島遺跡オープン祝賀セレモニー」で
工藤市長、松本名誉会頭、境道南縄文文化推進協議会
会長をはじめとした関係者によってくす玉を開披する
様子を撮影した一葉です。
　地域の長年の願いが叶い、去る７月27日に開催され
た国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産委員
会において、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文
化遺産への登録が決定されました。
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　「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、去る７月27日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産

委員会において、世界文化遺産への登録が決定されました。本特集では世界遺産登録を祝して、本所が

主管する道南縄文文化推進協議会が行ってきたこれまでの取り組みや本所久保会頭および境副会頭（道南縄文

文化推進協議会会長）、青年部富樫会長の祝福コメントをご紹介いたします。

　去る７月28日、史跡垣ノ島遺跡（エントランス広場）において、標記セレモニーが本所より松本名誉会頭、
境副会頭（道南縄文文化推進協議会会長）が出席し開催されました。セレモニーでは、工藤函館市長の主催者挨
拶後、世界遺産への軌跡および史跡整備概要の説明がなされた後、小玉北海道副知事ならびに境会長より祝辞が
述べられました。その後、世界遺産登録を祝し
て関係者らによってくす玉割りが行われ、会場
は念願の世界遺産登録に対する喜びと祝賀ムー
ドに包まれました。また、セレモニー前には祝
賀アトラクションとして、「郷土芸能函館巴太
鼓振興会」による力強い太鼓演奏や「市立函館
高等学校チアリーディング局」によるダンスパ
フォーマンスが披露され、世界遺産登録の祝賀
ムードに花を添えました。

　今から約15,000年前から約2,400年前までの間を縄文時代と
呼びます。
　縄文時代は日本独自の時代区分で、中国東北部やロシア極東地
域では、旧石器時代から青銅器時代の一部まで、中国大陸部の黄
河以南では、旧石器時代から春秋戦国時代まで、ヨーロッパでは、
旧石器時代から鉄器時代及び古代ローマ帝国の成立までの幅広い
時代に相当します。
　日本では、縄文時代以前は寒冷な気候が長く続いた旧石器時代
であり、以降は稲作農耕文化である弥生時代となります。
　縄文遺跡群が所在する北海道・北東北の地域は、山地、丘陵、
平地、低地など変化に富んだ地形であり、内湾又は湖沼及び水量
豊富な河川も形成されています。ブナ林を中心とする冷温帯落葉
広葉樹の森林が広がり、海洋では暖流と寒流とが交差し豊かな漁
場が生まれ、サケ・マスなどの回遊魚が遡上する、恵まれた環境
にありました。
　人々は、このような環境のもとで食料を安定して確保するとと
もに、約15,000年前には土器を使用して定住を開始しました。
その後、１万年以上にわたって、気候の温暖化や寒冷化及びそれ
に伴う海進・海退といった環境の変化に適応しながら、採集・漁労・
狩猟を基盤とした生活を継続しました。　
　また、定住開始のごく初期から精緻かつ複雑な精神文化を構築
していました。墓地を作り、祭祀・儀礼の場である捨て場や盛土、
環状列石などを構築し、祖先崇拝や自然崇拝とともに、豊穣への
祈念や互いの絆の確認などが世代を越えて行われていました。
　北海道・北東北の縄文遺跡群は、集落や墓地、祭祀・儀礼の場
である環状列石など、このような人々の生活の実態を示す17の
遺跡で構成されています。

　道南縄文文化推進協議会（会長・境副会頭）は、
世界文化遺産への登録が目前に迫った７月21日
に、渡島教育局を訪問し北海道・北東北の縄文
遺跡群の価値と現地・周辺の魅力を紹介するガ
イドブック「北海道・北東北の縄文遺跡群を旅
するガイド」（昭文社刊）を、渡島・桧山管内
の全小中学校など268施設に計1,340冊、寄贈
しました。
　ガイドブックは、道南の経済界や個人から寄
付を得て制作が実現し、写真をふんだんに使い、
児童・生徒でも分かりやすい内容に仕上がって
います。境会長は「このガイドブックを通じて
子供達や地域住民の方々が少しでも縄文に興味
をもってくれればありがたい」と話しました。

祝 !「北海道・北東北の縄文遺跡群」が

世界遺産（世界文化遺産）に登録決定 !!

特集

北海道・北東北の縄文遺跡群世界遺産登録決定・
史跡垣ノ島遺跡オープン祝賀セレモニー

北海道・北東北の縄文遺跡群とは 「縄文遺跡群を旅するガイド」
子供たちに寄贈

▲谷垣局長（左）へガイドブックを手渡す境会長
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　道南縄文文化推進協議会は、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向け、官民が一体となって要請
活動を積極的に支援するため、２市１町の商工会議所・商工会で組織する「函館・北斗・七飯経済団体協議会」を
中心に、平成25年８月、設立されました。
　道南縄文文化推進協議会では、境会長（本所副会頭）が先頭に立ち、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺
産登録の実現と道南圏の経済振興に向けて、多くの市民が縄文文化について“触れる”、“知る”機会を拡大するた
めの事業活動に加え、世界遺産に向けた地域の機運醸成を目的に、平成29年度より当協議会の賛助会員の募集を
呼びかけ、地域の熱意を国内外に発信しています。

●① 縄文文化の歴史的・文化的な価値について学び、広く普及するための講演会、研修会等の開催
　◦小中学生親子を対象とした渡島管内縄文遺跡見学バスツアー（平成26～28年）
　◦南かやべ縄文まつり（平成29年～）　等

●② 地域をはじめ、全国や海外の縄文関連イベント情報の収集と発信
　◦賛助会員に向けたメールマガジンや広報誌を通じての情報提供（「縄文通信」の発刊）
　◦道南縄文応援大使任命式【藤岡みなみ氏・山岡信貴氏・望月昭秀氏】（平成31年２月）
　◦「北海道・北東北の縄文遺跡群を旅するガイド」ブックの企画・制作　等

●③ 世界遺産登録に向けた市民への啓発
　◦世界遺産登録に向けての幟・ポスター等啓発グッズの作製と掲示
　　◦特大懸垂幕の掲示（函館丸井今井、棒二森屋、北洋ビル）　◦特大看板（ロードサイン）の掲示（広野町交差点）
　　◦かっくうパネルの設置（函館駅等）　　 ◦縄文ＰＲラッピングバス「ＧＯ！縄文号」の企画運行
　　◦ＦＭラジオ（ＦＭいるか）番組の提供　◦本所会員事業所や学校・大学等に卓上のぼり・ステッカーの配布　等

●④ 「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録早期実現に向けた要望活動（平成26年６月、平成30年５月）
　◦下村文部科学大臣（当時）の来函に際して、函館市・函館商工会議所・道南縄文文化推進協議会の連名により要望
　◦公明党山口代表の来函に際して、函館市・函館商工会議所・道南縄文文化推進協議会の連名により要望

●⑤ 地域の機運醸成を目的とした同協議会の賛助会員募集推進
　◦賛助会員数1,109名（平成29年９月～令和３年７月28日現在）

函館商工会議所　会頭　久保　俊幸
　地域の経済界にとっても、長年の悲願であった北海道・北東北の縄文遺跡群が、ついに世界
遺産登録されたことを大変喜ばしく思っています。１万年以上続いた縄文時代の人々は、物で
溢れる現代の社会を想像することすら、できなかったと思いますが、自然と折り合いをつけな
がら生活することで、その命を輝かせ脈々と私達に受け継いでくれました。縄文の世界遺産を
契機として次の私達の使命は、持続可能な社会を形成して、未来の子供達にこのバトンを繋ぎ
続けることです。
　これまで登録に向けて奔走された関係者の方々や行政の皆様に、心からの敬意と感謝を申し上げます。

函館商工会議所　副会頭　境　勝則（道南縄文文化推進協議会会長）
　北海道・北東北の縄文遺跡群が世界文化遺産に登録されたことを、とても嬉しく思いますし、

「世界の宝」として価値が認められたことを誇りに思います。
　道南縄文文化推進協議会は55社の経済団体・企業の正会員と、1,109名の個人サポーター
の賛助会員で構成され、これまで道南縄文応援大使の任命や駅・空港等での中空土偶パネル設
置、地元大学生とコラボした横断幕の掲出等地域の機運を盛り上げる活動に邁進してきました。
　今後は世界遺産登録を新たなスタートとしてとらえ、その効果が広く全道に波及するよう、
縄文世界遺産センターの誘致等を進め、訪れる人に感動を与えられるような世界遺産を目指してまいります。

函館商工会議所青年部　会長　富樫　孝樹
　今回の世界遺産登録は、民間一体となった熱心な活動により、“地域の熱意”が伝わった結
果だと考えており、地域住民の一人としてとても誇らしく思います。
　特に、平成25年に設立した道南縄文文化推進協議会では、初代会長である久保会頭、現会
長の境副会頭が音頭を取り、世界遺産登録の早期実現に向けた要望活動や、市民への啓発活動等、
地道な活動を長きに亘り続けられました。
　関係者方々は基より、地域のためリーダーシップを発揮し、道を示してこられた久保会頭、
境副会頭の両名には、深く感謝を申し上げます。
　今後、当青年部といたしましても、縄文遺跡群の観光資源としての活用策の構築等、地域が世界遺産登録の恩恵を享受でき
るよう、微力ながら活動に取り組んで参ります。

これまでの道南縄文文化推進協議会の取り組み
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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：		８月21日、９月11日、10月９日ほか	
（令和３年12月までの第２（３）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：		８月20日、９月17日、10月15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／ ８月18日、９月15日、10月20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／8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／9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／9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／8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／8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／9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

日　時／ 令和３年８月23日㈪ １４：００～１６：００
講　師／  黒木　勝巳 氏 マーケティング 広報・PRの専門

日　時／ 令和３年９月６日㈪ １４：００～１６：００
講　師／   ホームページコンサルタント 永友事務所代表  永友　一朗 氏

日　時／ 令和３年９月16日㈭ １４：００～１６：００（講習会）／
  １６：００～１7：００（個別相談会）※先着3社（1社:約20分）予定

講　師／えがお社労士オフィス代表　社会保険労務士  油原　信 氏

セミナー

セミナー

セミナー

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

コロナ時代に対応した「非接触型の販路拡大」

「働き方改革」における法改正の実務対応　現代型労務問題解決…

～マーケティング・自社PR等に活かし売上アップにつなげる～

～無料で使えるツールを有効活用しよう～

～最新の労務トラブルの実情！トラブル事例から学ぶ必須の基礎と実務～

スマホでできるっ！！ 動画制作・活用セミナー

googleマイビジネスで集客する方法!!

「多様化する労務トラブルへの対応実務」

お申し込み・お問い合わせ：経営支援課　TEL:０１３８－２３－１１８１

■場所／函館商工会議所３F会議室　■定員／30名（先着順、受講無料）
（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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澤田商事㈱
　当社は、昭和35年に先々代である祖父が創業し、
昨年で創業60周年を迎えた燃料小売店です。北斗
市飯生にエネオスの上磯サービスステーションを構
え、ガソリン給油はもちろん、灯油配達や手洗洗
車、カーコーティング、車検、オイル交換等も承っ
ております。また、ＥＮＥＯＳ電気や液化石油ガス
（ＬＰガス）も取り扱っており、地域の総合エネル
ギー業者として、地域の皆様にご愛顧いただいてお
ります。

当社のこだわり
　最近は、補助金を用いた液化石油ガス（ＬＰガス）
のＢＣＰ対策に注力しております。販売事業者は、
液化石油ガス法に基づき、供給設備点検・消費設備
点検などの保安業務を万全に行うよう義務付けられ

ており、配送距離（販売拠点から20㎞～ 30㎞以内
あるいは30分圏内）内において販売業務を行うこと
が定められています。このため、１軒１軒のお宅を
訪問し、保安管理を徹底するとともに人口減少して
いく地域社会の中でも、地場のお客様を囲い込み、
事業継続できるよう精進していきたいです。その際
は、お客様とのコミュニケーションを大事にし、会
話等を通して、頼れる身近な存在となれることを心
がけております。

今後の目標
　現在、函館地方石油業協同組合青友会の会長を務
めております。今後、業界が直面するカーボンニュー
トラル等の刻々と変化する時代の大きな波に飲み込
まれることなく、ニーズの多様な変化に対応した事
業転換を模索しながら事業継続していけるよう、業
界全体の継続・更なる発展に尽力し、貢献していき
たいです。また、北斗商工会の理事も務めており、
過去に同商工会青年部の会長を務めた経験を活かし
て、当社が所在する北斗市だけではなく隣接する函
館市と連携しながら道南地域の活性化に貢献してい
きたいです。

函館商工会議所青年部副会長に就任して
　４月より「スポーツ振興委員会」の担当副会長に
就任させて頂きました。副会長として、１歩引いた
目線で全体のバランスに目を配りながら、会長をサ
ポートしつつ委員会の活性化も図っていきたいで
す。特に、当委員会の重点事業の１つである「函館
マラソン大会の継続開催および１万人規模大会への
拡大に向けた取り組み」においては、来年度の大会
開催に向け、アフターコロナを見据え、現状に即し
た形で参加した方々が函館マラソン大会を楽しんで
いただけるよう企画提案をしていきたいです。
　また、来年度には創立20周年記念事業が予定され
ているため、記念事業を通して、函館の元気を取り
戻せるような企画を検討していきたいです。

住　　所：北斗市飯生１丁目14―1
Ｔ�Ｅ�Ｌ：０１３８―７３―３０１６
営業時間：月～土� ７：００～１９：００
　　　　　日、祝� ８：００～１８：００
定 休 日：１／１～２

澤田商事㈱（ＥＮＥＯＳ上磯ＳＳ）

テーマ 地域の総合エネルギー業者として

澤田商事㈱
代表取締役　澤田　暁

NOW会員
Vol.90
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　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。

伝えると伝わるの違い。

与えると貢献の違い。

たくさん貢献する人生を歩みたい。

書道家　武田　双雲

函館商工会議所会員様限定優待情報
★�エアコンクリーニングキャンペーン期間中（８月１０日～１０月末）にクリーニングした方には�

税込 通常１２,１００円を１５％引きでご提供いたします。
★�車の出張カーコーティングサービスはＳＳサイズ税込 通常１９,３６０円を１０％引きでご提供いたし
ます。（お掃除機能付＋８,８００円税込）（車種・大きさによります）
※いずれも除菌消臭スプレープレゼント（１,０００円相当）
■どちらも要予約（ともえを見たとお申し出ください）

優待情報の詳細等については、直接店舗へお問い合わせください

●�お部屋のきれいな空気はエアコンから(８月10日～10月末までキャンペーン中)
●浴室の頑固な汚れもスッキリ!!　水アカ・カビ・皮脂汚れ・石鹸カスなど…プロの力でピカピカ
●�清潔なキッチンで気持ちよくお料理を　●お洗濯は綺麗な洗濯機で
●その他のサービス
　�・お家まるごとクリーニングサービス、フローリングクリーニング
　・トイレクリーニング、等々
●車の出張カーコーティングサービス
　自宅にいながら愛車をコーティング、ピカピカにします
　�メリットとして、完全予約制、待ち時間をフリーに過ごせる、ハウスク
リーニングとの同時作業も可能、コーティング技研１級資格者が仕事を
をするので安心

株式会社　千幸永輝　代表取締役　岩谷幸輝
住　所　〒０４０-０００３　函館市松陰町２５番２５号
電　話　０１２０-６７０-０８０　FAX　０１３８-３３-１５６８
　おそうじ本舗は業界Ｎｏ１として全国に約１５００店舗を有し幅広い事業展開をしております。
　当社は、２０１５年６月に開業２０２１年に上記会社として設立し現在に至っております。
※�特に昨年からおそうじ本舗とキーパー技研㈱が取り組んで生まれた「出張カーコーティング」事業にも力を入れ更なる事
業拡大を図っています。

Member’s Board
おそうじ本舗函館五稜郭店（株式会社千幸永輝）

ハウスクリーニング
のことなら

おそうじ本舗へ
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　去る７月７日、フォーポイントバイシェラトン函
館において、標記部会幹事会を山本部会長はじめ
24名(委任出席９名を含む)が出席し開催しました。
　当日は、欠員が生じていた２号議員１名について、
当部会から補充選任が行われ、出席者満場一致で、
右記表の通り決定しました。
　また、引き続き行われた講演会では、函館市西部
まちぐらしデザイン室次長の溝江隆紀氏より「西部
地区再整備事業の進捗状況について」をテーマに講
演がなされ、これまでの事業の取組状況や「既存ス
トック活性化プロジェクト」の具体的な進め方、「株
式会社はこだて西部まちづくＲｅ－Ｄｅｓｉｇｎ」

（通称：HWeR）の組織概要や主な業務等について
説明がなされ、参加者は熱心に聴講していました。

・２号議員の補充選任
　　くにや司法書士法人
　　　代表社員　國　谷　大　輔 氏〔７月７日付〕

　去る７月27日、ホテル函館ロイヤルにおいて、
合同部会幹事会（建設・土木部会主管）を中野担
当副会頭、二本柳副部会長はじめ51名が出席し、
開催しました。
　当日は、講師に北海道開発局函館開発建設部長の
高橋丞二氏をお迎えし「道南の道路ネットワークに
ついて～七飯大沼の状況～」と題して、ご講演をい
ただきました。
　高橋部長からは、現在整備を進めている北海道縦
貫自動車道（七飯大沼）の概要やトンネル掘削の進
捗状況をはじめ、道南の交通ネットワークが地域に
もたらす効果などについて説明を受け、地域経済の

活性化に欠かすことのできない、高規格幹線道路に
ついて認識を深める、有意義な部会となりました。

会議所のうごき

金融・不動産・情報部会幹事会
２号議員１名を補充選任

合同部会幹事会
北海道縦貫自動車道について説明を受ける

▲ 2 号議員の補充選任を行う幹事会の様子

▲講演する高橋部長
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先般より時期未定で開始延期となっております標記につきまして、８月２日現在、供給日程確定の

連絡は届いておりません。

しかしながら、接種ご希望の会員事業所におかれましては、従業員数の多い事業所もありますので、

希望者の取り纏めに一定の時間を要することも考慮し、予約受付を開始致しました。

お申込みいただきました会員事業所の皆様におかれましては、その後、事業所担当者を通じて接種

者の日時や注意事項など必要事項を随時お知らせしながら実施致します。

実施主体と会場

　■実施主体：函館商工会議所　　■接種会場：函館市医師会健診検査センター（函館市田家町5-16）

実施期間とスケジュール

　■実施期間：8月22（日）から～12月初旬予定（2回目接種終了まで）

　■実 施 日：毎週土日　土曜日（半日）3～4h、日曜日（1日）7～8h　※一部実施のない週や曜日もあります

　■想定人数：両日で最大3,000人前後　土（1,000人）、日（2,000人） ※週により変動があります

接種対象：会員事業所の「従業員」とその「家族」　※18歳以上の同居する家族に限る

　➡�申込みは「事業所単位」とし、関連会社やグループ会社についてはあくまで会員事業所が申込者として
取り纏めを行っていただきます。“組合”や“業界団体”が本所会員の場合も同様です。

※ ワクチンに限りがありますので、状況によりどうしても調整が必要な際、従業員本人優先となるため、
ご家族が接種できないという場合が一部出てくる可能性がありますことを予めご了承願います。

※ 65歳以上の方におかれましては、自治体接種をご利用下さいますようご協力をお願い致します。また、
基礎疾患をお持ちの方、並びに18歳未満の方は、安全面を考慮し、かかりつけ医など病院での個別接種
をおすすめ致します。

８月２日付　会員事業所の皆様へ郵送いたしましたご案内をご覧の上、申込方法等詳細をご確認ください。

【お問合せ】　函館商工会議所ワクチン接種　受付専用事務局　TEL：0138 ― 83 ― 6002
　　　　　　　　　　　受付専用メールアドレス：yoyaku@Hakodate-shokuiki.com

【実施概要】

⬇後ろにずれ込む可能性もありますので、確定次第、お知らせいたします。

新型コロナウイルスワクチン職域接種実施について
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　去る７月15日、函館市役所において、標記発起
人会を工藤市長および境副会頭の２名が出席のうえ
開催し、会社商号や本店所在場所、設立趣意書等に
ついて決定しました。
　「株式会社はこだて西部まちづくＲｅ－Ｄｅｓｉ
ｇｎ」（通称：HWeR）は、西部地区の空き地や未
接道敷地などの利活用が困難な不動産や空き家等の
既存ストックの活性化を効果的かつ効率的に進める
ため、不動産の売買や管理、歴史的建造物などの地
域資源を活用したまちづくりの推進を目的として、
函館市および本所が出資のもと去る７月29日に設
立しました。
　今後、地元企業および株式会社地域経済活性化支
援機構（REVIC）のファンドからも出資を受けると
ともに、新たな代表取締役の選任等の手続きを経て、
８月20日より営業開始の予定となっています。

　去る７月28日、フォーポイントバイシェラトン
函館において、みなみ北海道地区観光土産品公正取
引協議会主催による標記検査会を審査委員10名が
出席し、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
り良い印象を持って頂けるよう毎年開催しています。
　当日は、函館駅前や西部地区、空港等の土産品店
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49品、
条件付合格１品、不合格０品となり、今後、条件付
合格商品の製造・販売元に対し、改善要望を行う予
定となっています。
　また、平成29年９月１日に新たな加工食品の原
料原産地表示制度が施行され、輸入品を除く全ての

加工食品について、その使用した原材料に占める重
量の割合が最も高い原材料に対して、原産地（対象
原材料が加工食品の場合は製造地）を表示すること
が義務付けられていますが、今回の検査会では、原
料原産地名の表示が無い商品が数点見受けられ、審
査委員より指摘が挙りました。なお、新たな加工食
品の原料原産地表示制度については、経過措置期間
が令和４年３月31日までとなっていることから、
指摘された商品は、違反の対象となりませんでした
が、今後、製造事業所へは文書送付による周知を図
る予定となっています。 

　去る７月８日、フォーポイントバイシェラトン函
館において、令和３年度合同企業説明会を開催し、
来春卒業見込の大学・短大・専門学校生や中途採用・
Ｕターン就職を希望する社会人など市内・道内各地
から合計64名が会場を訪れ、30社の採用担当者と
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、
地元企業等における雇用の場を確保する目的で毎年
実施しており、今年は新型コロナウイルス緊急事態
宣言を受け、開催を延期したほか、今回初めてオン
ライン説明も実施し、10社の担当者が事業内容や
社風などを紹介しました。
　当日は、真新しいスーツに身を包んだ学生が各企
業ブースを訪れ、採用担当者の説明を熱心に聞き、
自己ＰＲ等を記したキャリアシートを渡すなど就職
への意欲を示す姿が多く見受けられました。

株式会社はこだて西部まちづく
Ｒｅ－Ｄｅｓｉｇｎ設立発起人会

2021年合同企業説明会

第50回観光土産品試買検査会
必要表示事項等を審査し観光土産品の品質向上を図る

▲西部地区の再整備について意見を交わす工藤市長と境副会頭

▲企業側の説明に真剣に聞き入る参加者

▲厳正な審査を行う審査委員
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議員の異動
議員の職務を行う者の変更
・３号議員　株式会社ジャックス函館支店	 	 	 （新）支店長	 山　内　　　敦	氏
	 	 	 	 	 （旧）支店長	 岩　井　英　一	氏
	 （令和３年６月25日付）

・1号議員　株式会社ホテル函館ロイヤル	 	 	 （新）営業部営業本部長兼営業支配人	 中　村　進　一	氏
	 	 	 	 	 （旧）常務取締役	 田　中　覚　也	氏
	 （令和３年７月15日付）
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　去る７月７日、本所会議室において中堅社員セミ
ナーを16名が参加し開催しました。
　同セミナーは、㈱インタフェース 取締役の五十
嵐知美氏を講師に迎え、「良い組織といい仕事」「仕
事を円滑にするコミュニケーション」「組織の課題
解決」などのプログラムで行いました。
　仕事の中核を担い次世代リーダーとして期待され
ている中堅社員が、その役割を認識しチームにおけ
る主体的行動を促進する力を身につけようと、参加
者は熱心に受講していました。

　去る７月27日、本所会議室において厄介なカス
タマー・ハラスメント対応術セミナーを14名が参
加し開催しました。
　同セミナーは、（一社）日本クレーム対応協会 代
表理事の谷厚志氏を講師に迎え、「頻発する“カスハ
ラ”とは」「クレームへのストレスを取り除く方法」

「ゴネるお客様への対処法」など、実体験をもとにク
レーム対応のノウハウについて説明しました。
　参加者は、カスハラを受けても失敗しない対処法

や理不尽な要求・暴言への切り返し話法、クレーム
を受けても感情的にならない技術を習得するため、
熱心に受講していました。

　去る７月29日、本所会議室において労務セミナー
を６名が参加し開催しました。
　同セミナーは、(一社)はまなす労務サポートステー
ションより３名の講師を迎え、弁護士の田代耕平氏
より「コロナ対策の法的対応」、特定社会保険労務
士の越膳恵子氏より「コロナ禍の課題に対応！労務
体制整備のポイント」、マーケティング・シニアア
ドバイザーの本間賢一氏より「開発技術者の目線で
はなく、既存製品を使っている顧客視点からの製品
開発！」をテーマに最新事例を交えながらコロナ禍
に起こりうる問題を説明し、参加した企業の代表者
や労務担当者は、終始真剣に耳を傾けていました。

本所議員選挙及び選任規約第２８条の規定により、下記候補者をもって無投票当選といたします。
金　森　商　船　㈱　　代表取締役　　渡邉　政久 氏
函館空港ビルデング㈱　　審　議　役　　齋藤　章生 氏

■コロナ禍の労務リスク対策

▲中堅社員セミナーの様子

経営セミナー
■仕事の中核を担う次世代リーダーを育成

■従業員と会社を守るためのクレーム対応術

函館商工会議所１号議員補欠選挙当選告示
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函館商工会議所
令和３年度 第１四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３年６月10日に郵送し、令和３年７月２日を締切日として、ＦＡＸ

で回収
⑵ 調 査 対 象 期 間� 令和３年４月～６月期実績及び令和３年７月～９月期見通し
⑶ 調 査 対 象� 函館地域の本所会員事業所363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� 59.８％（回答数217社）
⑹ 回 答 企 業 内 訳� 製造業63社、建設業42社、卸売業38社、小売業40社、�サービス業34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３年４月～６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（▲15.6）が前年同期調査時
（２年４月～６月期：ＤＩ▲56.0）に比べ大幅に上昇しているほか、次期見通しの今期比ＤＩ値（▲1.4）も、前年
同期調査時（２年４月～６月期：ＤＩ▲23.1）に比べ大幅に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、全国的に新型コロナウイルス感染症の拡大は止まらず感染者数は増加の一途をたどって
いるなど、今後も予断を許さない状況が続くものと推測される。

【業 況 判 断】　�　前期比ＤＩでは、全業種で▲15.6と、前年同期調査時（２年４月～６月期:ＤＩ▲56.0）よ
り40.4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▲1.4と、前年同
期調査時（２年４月～６月期:ＤＩ▲23.1）より21.7ポイント上昇した。

【売 上】　�　前年同期比ＤＩでは、全業種で▲8.3と前回調査時（３年１月～３月期:ＤＩ▲36.3）より
28.0ポイント上昇した。業種別でも、建設業を除く全ての業種で上昇した。

【純 利 益】　�　前年同期比ＤＩでは、全業種で▲12.3と前回調査時（３年１月～３月期:ＤＩ▲42.7）より
30.4ポイント上昇した。業種別でも、全ての業種で上昇した。

【資 金 繰 り】　�　前期比ＤＩでは、全業種で▲4.7と前年同期調査時（２年４月～６月期:ＤＩ▲21.4）より
16.7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▲0.9と前年同期調
査時（２年４月～６月期:ＤＩ▲12.1）より11.2ポイント上昇した。

【雇 用】　�　前年同期比ＤＩでは、全業種で0.0と前回調査時（３年１月～３月期:ＤＩ▲13.7）より
13.7ポイント上昇した。一方、従業員過不足ＤＩは、全業種で▲8.5と前回調査時（３年１
月～３月期:ＤＩ▲9.6）より1.1ポイント上昇した。業種別では、建設業、卸売業及び小売業
で下降したものの、製造業とサービス業で上昇するなど、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23.1％で、前回調査時（３年１月～３月
期:19.6％）より3.5％上昇した。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、26.9％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「売上・受注の不振」、
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３年７月

お問い合わせ：地域振興課　TEL:０１３８－２３－１１８１



ご案内ご案内

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

ひろめ舟祭り1個（250ｇ）………… 3,240円(税込)

　函館・南かやべの白口浜真昆布、がごめ昆布、するめいか、数の子等を原料に
吟味を重ねた、極上の数の子松前漬です。
　函館・南かやべの白口浜真昆布、がごめ昆布、するめいか、数の子等を原料に
吟味を重ねた、極上の数の子松前漬です。

久二 野村水産㈱

https://www.hamazukuri.com/index.htm

函館市臼尻町 245　TEL ０１３８-２５-３４５６
久二 野村水産株式会社

函館商工会議所検定試験詳細は…

シカクは経済の原動力。

シカクは経済の原動力。

シカクは経済の原動力。

シカクは経済の原動力。

商工会議所検定試験のご案内商工会議所検定試験のご案内
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　検定試験を通じて取得した知識やスキルは、社会人として活躍するための実践能力に直結
しています。ぜひ検定試験をご活用ください。

第16回

第16回

函館歴史文化観光検定（はこだて検定）

北海道観光マスター検定

第159回統一試験（筆記）

2021年度から
全級ネット試験方式となりました

ネット試験（２級・３級）

日 商 簿 記 検 定

リテールマーケティング（販売士）検定

試 験 日／令和３年１１月７日㈰
申込受付／８月１６日㈪～９月３０日㈭ 

試験会場／函館大学

試 験 日／令和３年１１月２３日（火・祝）
申込受付／９月１日㈬～１０月２９日㈮
 本所窓口または現金書留にて受付 
試験会場／サン・リフレ函館

試 験 日／令和３年１１月２１日㈰
申込受付／１０月５日㈫～１０月２２日㈮　 
 本所窓口、ネットにて受付
試験会場／大谷短期大学

試 験 日／試験会場が定める試験日時を選択
 　　　  公式サイトから確認➡
試験会場／（本所最寄り）
 キャリアスタッフ研修センター
  （函館テストセンター）
お問合せ先／
　①ネット試験申込方法
　　受験サポートセンター：03-5209-0553

　②試験内容について
　　日本商工会議所検定情報：050-5541-8600

試 験 日／試験会場が定める日時を選択
 　　　公式サイトから確認➡
試験会場／（本所最寄り）
 キャリアスタッフ研修センター
  （函館テストセンター）

北海道観光マスター検定
　　　公式ｗｅｂサイト➡

はこだて検定公式テキストブック（第7版）

一冊　２，２００円（税込）

函館商工会議所・市内一部書店で発売中！

北海道観光ハンドブック（第7版）　　
　　一冊　２，８００円（税込）

　函館商工会議所にて発売中！

はこだて検定過去問題集（第9版）

初級・上級　各550円（税込）

函館商工会議所のみで販売中！
テキストと併用して勉強すると◎

受験要項（申込書付）同封



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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　はこだてカルチャーナイト実行委員会では、標記カルチャーナイトの開催可否について協議を行った結果、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止および出展者・参加者の安全性の確保を最優先するため、苦渋の
決断ではありますが、「はこだてカルチャーナイト２０２１」の開催中止を決定させていただきました。
　同カルチャーナイトを楽しみにされていた皆様には、大変申し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。
　末筆になりますが、次年度以降の「はこだてカルチャーナイト」開催に対し、引き続き、ご支援・ご協力
を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
  令和３年７月２日
 はこだてカルチャーナイト実行委員会
 実行委員長　富樫　孝樹
 （函館商工会議所青年部　会長）

「はこだてカルチャーナイト２０２１」開催中止のお知らせ

�ご入会ありがとうございます

事業所名 主な営業内容
㈱ｆｕｄｏｕ’ｓｕｎ 不動産業

函館湯の川温泉海と灯ヒューイットリゾート ホテル業

わたなべ内装 内装業

喫茶タイム 飲食業

サカイ造園 造園業

※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）

お問い合わせ：地域振興課（同実行委員会事務局）ＴＥＬ：０１３８－２３－１１８１

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

〒064‐0820 
札幌市中央区大通西28丁目1‐2  円山公園ビル 4Ｆ
電話 011‐632‐7815　FAX 011‐632‐7816
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　会話の中で、「それは違うのでは？」と思うことがあっ
ても、相手に遠慮して自分の意見を言えなかった、
関係性が悪くなるのではと我慢した、ということがあ
ると思います。相手との関係性を保つために配慮した
はずの対応が、人間関係を悪化させることがあります。
それは、本当の意味で分かり合えていないからです。
伝えないということは、相手がこちらの意向を知る由
もないということです。よって、何か変えてほしいこ
とがある状況にあっても、変わることはありません。
また、言いたいことを飲み込むと、それだけでストレ
スもたまります。状況も変わらず、相手も察してくれ
ず、自分は我慢を強いられる。さらにモヤモヤが増し
ていきます。そんな状況を打破するための伝え方につ
いて、伝えたいと思います。
　「事実」を「シンプル」に「穏やか」に伝えるとい
う原則があります。この三つの基本を押さえることが
最善の方法です。
　まず、伝えたい「事実」を明確に話すこと。特にマ
イナスの情報の場合は、自分の感情や周囲の意見など
を交えて話してしまうと、相手も感情的に受け止めて
しまい、素直に聞き入れにくくなります。感情論から
入ると「言い訳やわがまま」に聞こえます。事実関係
から入ると「説明」として認識されやすいので、まず
は、事実を伝えましょう。気持ちを伝えたいときはそ
の後で。次に、シンプルに簡潔に話すことです。回り
くどい言い方や余計な情報を入れずに伝えることで、
伝えたい内容がクリアになります。率直に伝えること
が失礼だと思ったり、相手を傷つけてしまうのではな

いかと考えて遠慮したりすると、遠回しなやんわりと
した言い方に陥りがちですので注意しましょう。最後
に、穏やかに伝えることです。責めるような表情や口
調では、言われている方も感情的になり、言いたいこ
とが伝わらないどころか、反発心から対立してしまう
こともあります。
　伝えるのが苦手な人は、まずは、自分が何にモヤモ
ヤしているのかを明確にしましょう。それが明らかに
なると、相手に「伝えるべき事実」がはっきりしてく
ると思います。そして、違和感が小さなうちに伝える
ようにしたいですね。気持ちの余裕があるうちに伝え
ることも重要です。
　また、これらを実行するためには、普段から自分の
思いや考えを簡潔に言葉で伝えることを心掛けましょ
う。言葉にする機会をたくさん持つことで、伝える力
が自然と上達します。
　  � 日本メンタルアップ支援機構　代表理事
�� 大野　萌子

「 上 手 な 伝 え 方 の コ ツ 」



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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　青森中核工業団地(青森市野木)内にあるセンター
は、飲料水等の環境衛生検査を皮切りに食品・公衆
衛生分野でも中立・公正な県内唯一の試験検査機関
として日々、研さんに努めている。前身は1979(昭
和54)年の「県医薬品衛生検査センター」。国家承
認の飲料水・食品などの登録検査機関、国際的品質
保証規格ＩＳＯ／ＩＥＣ17025など多くのライセ
ンスを取得、業務・業態を広げてきた。「2004年に
は県南地域や岩手県への展開を考え、八戸支所を開
設。09年に同団地内に新棟を移転完成させ、最新
鋭の機器を導入整備。18年７月には法人を一般財
団法人に、名称を『食と水の検査センター』に変え、
現在に至っています」(鳴海英明検査技術管理部長)。
　食の「安全・安心」を保つにはリスク管理が重
要。食のグローバル展開を支える検査については、

「本県を代表するホタテ貝は海中のプランクトンを
主食としますが、これらの一部が毒性を持つため
検査を行っています。農産物にどのような農薬が
どの程度含まれているのかを調べる残留農薬検査
のほか、りんごジュース等の加工食品を日本から
海外へ輸出する場合、相手国に合わせた検査の強
化にも取り組んでいます」(納谷隆行食品理化学検
査グループ主任)。
　世界基準の検査で水の安心と安全も支えている。
水質検査は簡易水道、公共水道、食品製造用水など
多岐に渡る。「水は最も重要なライフライン。人間
の生活に伴って生じる生活排水の水質検査を通して
環境保全にも貢献。温泉に行くと、脱衣場などにか

けられている成分分析表をご覧になった人も多いで
しょう。当センターでは温泉分析機関の指定も受け
ています」(松下健太郎環境衛生検査グループ主任)。
　食中毒を引き起こす微生物の有無についての検査
も大切なミッション。「これから暑い季節を迎えます。
しっかり取り組みます。また、消費期限、賞味期限
など食品表示に関して、消費者目線に立った厳格な
表示を目指しています」(福田起子検査技術管理部
次長)。
　加福室長は「環境問題への関心は日々高まってき
ています。水と食の安全基準を満たすことは環境保
全にもつながります。時々刻々変化する多様なハザー
ドに迅速対応する技術者集団としての歩みを今後も
進めていきます」。室長はじめ職員の口ぶりから検
査を通して消費者の暮らしを守る―という強い矜持
が見て取れた。

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7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。

一般財団法人　青森県薬剤師会「食と水の検査センター」
� ＣＥＣ室長　加福　雅行�さん商 工 プ ラ ザ

「水」と「食」の検査を通して、消費者の暮らしの安全と安心を守る

問い合わせ先 青森市野木山口164-43　TEL 017-762-3620

取材に応じる左から鳴海部長、福田次長、加福室長、納谷主任、
松下主任(撮影時はマスク非着用)
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