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❖ 表紙説明 ❖

　１０数年前「この上の山に貴殿の好きな城がある」と朝来町の人々に言われて、山道を

登る、現在おもての道は工事中だから裏道から険しい山道を草をかき分けて上へ上へと登

る、途中で登山道が草で覆われて登れなくなったので途中で城を目前で引き返した思い出

がある。そして円山川と県道路の東の対岸の桜丘に自動車で上がりこの風景に出合った。

そして４～５年してから自動車道が完成したと地元の人に聞いたので自動車で途中まで走

ると１５台位の広場がありそこに駐車して質素な城門くぐり登る。豪壮な石垣から当時を

偲ぶ大きな天空の城、高さ３５３m余、全国屈指の名高い「天空の城」「日本のマチュピ

チュ」との異名を持つ竹田城跡は１５世紀半ばの嘉吉年間但馬守護の山名持豊（宗全）が

出石城の出城として以来秀吉に滅ぼされるまで、豪壮な石垣の面影が約４００年を経た今

なお残る。先日地元の人からこの城の城門が移築している旧家があると聞いたので見に行

くと旧家の正門として立派な城門の構えの家があるのを見た。次に朝来町（現在は朝来

市）を訪問したときにはその城門と旧家を見学させていただく予定です。

関西版画連盟会員 作　住　本　禮　隆　

㈱ワールドビジネスサポート

㈱ワールドビジネスサポートは、ワールドグループ特例子会社として、企業の社会的責務
（CSR）である「障害者雇用」について積極的に取り組み、「社会貢献」を果たすことを会社の大
きな使命と考えて取り組んでまいりました。
現在、障害者の方々には、ワールド神戸本社ビルほか東西各事業所において一般事務業務をはじ

め、ヘルスキーパー、メールサービス、社員食堂、清掃、商品物流等、様々な業務を担っていただ
いています。神戸管轄108 名・東京管轄63 名、合計171 名（10/1）となりました。
今後、さらなる展開に向けた新たなテーマに取り組んでいきたいと考えています。

【新たな取り組み】

現在、直営大型店舗での職務開
発をすすめています。まだ、近畿・
中国圏5店舗、関東圏2店舗ですが、
これまでの成功モデルの他店舗展
開を目指しています。「店舗特性・
個人特性の適応」を見極めながら、
慎重にすすめています。

【現場の業務風景】

現在は、バックヤードの商品整
理、棚入れ、売価変更等が担当業
務です。
仕事の出来栄えは、丁寧で見や

すいと販売員の方からとても好評
です。
さらなる業務拡大の可能性を感

じさせてもらっています。

「障害者雇用促進」取組みレポート「障害者雇用促進」取組みレポート

●伊丹イオンモールフラクサス店にて店長・販売員の方々と…

●店舗バックヤードで業務中
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新年あけましておめでとうございます。
昨年は、国内、国際的に政治、経済の両面に於

いて変化の年でありました。雇用と直接関係する
経済状況は東日本大震災復興により関西地域にも
技術者不足と資材の供給により少しは良い影響が
あるものと期待しておりましたが、原発の放射線
の問題や政策の後れ等があって予算執行が停滞し
て期待外れとなりました。
対外的には、ユーロ圏の経済の不安定が新興国

の経済成長に陰りをもたらし、世界経済にも暗い
影を落として日本国もその影響されるところとな
りました。特に関西の経済は新興国との関係が深
く、その上パナソニック、シャープのような大企
業に経営不振が表面化し、９月には尖閣諸島の問
題で中国との関係悪化が経済に影響して１２年は
厳しい経済状況の年であったように思います。
新卒者就職については、年度初めは好転の兆し

が見えてきましたが、その後円高もあって厳しく
なり、学生も大企業志願から中小企業にも目を向
けるようになって、結果として、まずまずの結果
のようです。しかし報道されているところによる
と２～３割の学生が定職に就かないとの事で将来
が案じられる現象が表面化した年でありました。
私の会社でも感じられる事ですが、少子化時代

に育ち恵まれた環境に育ったこともあって、宛が
われる事に慣れて、自立心に乏しく、言われた事
はするが創意工夫力に陰ているようです。
資源が乏しい中、勤勉と教育の高さで戦後世界

２位の経済力にまでなった日本国も将来を案じら
れる事柄が多く発生しておりますが、もう一度将
来を考えて指導者を始め大人達が現状を認識して
社会的な使命の下で頑張る必要があるようです。
高齢者雇用の定年延長については、人間働く事

は良い事だと思われ、各々の方が職場で、又は社
会の中で存在感を持てるようになり、健康にも繋
がり、その結果医療費減少にもなるように思われ
て、雇用者としても社会的に協力する事は当然だ
と思いますが、財政難により年金支給年齢を引き
上げる為では少し寂しい思いを致します。
昨年はいろんな事が多くあって例年より厳しい
年であったように思いますが１３年は、国、神戸、
皆様にとってよい年になりますよう心より祈念致
しまして新年のあいさつと致します。

平成２４年１１月２５日（日）第２回神戸マラソンが開催されました。当日はお天気にも恵まれ、フル
マラソン（４２.１９５㎞）とクオーターマラソン（約１０.６㎞）に、約2万人の市民ランナーが出場いた
しました。会員企業様の中にも出場された方がいらっしゃるのではと思います。

今回は「感情と友情」をテーマに開催され、会員企業のカネテツデリカフーズが協賛企業として、
フルマラソンの３３㎞地点で自社製品の“ちくわ”をランナーに提供いたしました。

（カネテツデリカフーズ社員の声）
たくさんのランナーの方が一生懸命走る姿に感動をもらいました。皆さんに楽しんでいただき、こ

ういうかたちでの参加ができてよかったです。

新年あけましておめでとうございます。
会員企業の皆様ならびに職業安定行政に携わる

関係機関の皆様方にとって、今年一年が良い年と
なりますように心よりお祈り申し上げます。
昨年を振り返ると、日本経済は致命的な政策ミ

スの連続による状況悪化に加え、消費税引き上げ
絡みでのマインドの低下により景気は足踏み状態
となりました。
デフレにより本来なら物の値段は下がり、生活
が潤うはずであるが実際のところ大型家電や車、
贅沢品を中心に値段は下がっているものの、日常
生活に直結するコストは逆に上昇しており、更に
企業の人件費削減の影響により所得の伸びは鈍く、
結果個人消費は低迷し続ける状況となりました。
雇用を取り巻く環境は昨年３月時点の高卒者の

内定率は８６.４％（全国平均）で前年同期より５.３
ポイント上昇、大卒者の内定率についても昨年１０
月時点で６３.１％と前年を上回りましたが、まだま
だ厳しい状況が続いています。
一方、昨今の就職採用活動において内定を勝ち
取る事が目的となり最終的には内定辞退者が増加
し、結果企業としては必要な人材が確保できず学
生側も本当に入りたい会社に就職出来ないという
最悪のケースが増加しているのも企業にとっては
大きな問題です。
又、昨年大きな話題となった領土問題等を考え

ると、今最も大切なことは世界の中で、特にアジア
諸国に対して日本の立場を明確にする必要があり、
我々企業にとって最も大切なことは日本人としての
誇りと自信を持って業績の発展を目指し、企業の
将来を担う人材を数多く採用し、育てて行くことで
あると確信しました。
本年も微力ではありますが、雇用環境改善の一
助になるべく当雇用対策協議会の活動強化に取組
んで参りますので、どうか今年も会員企業の皆様
及び関連機関の皆様方のご支援ご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。最後になりましたが、関
係各位の皆様のますますのご発展と会員の皆様の
ご健康とご活躍を祈願いたしまして新年の挨拶と
させて頂きます。

神戸雇用対策協議会
会 長　能　崎　晴　夫　

東神戸雇用対策協議会
会 長　柳　澤　好　行　

神戸マラソン神戸マラソン

●当日は「ランニングてっちゃん」も沿道で

●応援・３３㎞地点で“ちくわ”を提供
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登る、現在おもての道は工事中だから裏道から険しい山道を草をかき分けて上へ上へと登

る、途中で登山道が草で覆われて登れなくなったので途中で城を目前で引き返した思い出

がある。そして円山川と県道路の東の対岸の桜丘に自動車で上がりこの風景に出合った。

そして４～５年してから自動車道が完成したと地元の人に聞いたので自動車で途中まで走

ると１５台位の広場がありそこに駐車して質素な城門くぐり登る。豪壮な石垣から当時を
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くと旧家の正門として立派な城門の構えの家があるのを見た。次に朝来町（現在は朝来

市）を訪問したときにはその城門と旧家を見学させていただく予定です。

関西版画連盟会員 作　住　本　禮　隆　

㈱ワールドビジネスサポート

㈱ワールドビジネスサポートは、ワールドグループ特例子会社として、企業の社会的責務
（CSR）である「障害者雇用」について積極的に取り組み、「社会貢献」を果たすことを会社の大
きな使命と考えて取り組んでまいりました。
現在、障害者の方々には、ワールド神戸本社ビルほか東西各事業所において一般事務業務をはじ

め、ヘルスキーパー、メールサービス、社員食堂、清掃、商品物流等、様々な業務を担っていただ
いています。神戸管轄108 名・東京管轄63 名、合計171 名（10/1）となりました。
今後、さらなる展開に向けた新たなテーマに取り組んでいきたいと考えています。

【新たな取り組み】

現在、直営大型店舗での職務開
発をすすめています。まだ、近畿・
中国圏5店舗、関東圏2店舗ですが、
これまでの成功モデルの他店舗展
開を目指しています。「店舗特性・
個人特性の適応」を見極めながら、
慎重にすすめています。

【現場の業務風景】

現在は、バックヤードの商品整
理、棚入れ、売価変更等が担当業
務です。
仕事の出来栄えは、丁寧で見や

すいと販売員の方からとても好評
です。
さらなる業務拡大の可能性を感

じさせてもらっています。
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平成２４年１０月１１日神戸東急インで開催！

●参加企業…７２社　●参加者数…８９名

　平成２５年４月改正「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が実施されます。公的年金（老齢厚
生年金の報酬比例部分）の支給開始年齢が６５歳へ引き上げ開始となる平成２５年度以降に備え、希望
者全員が６５歳まで働ける労働環境の整備のためのセミナーを開催しました。

第１部
　テーマ「６５歳まで希望者全員が働くために」で講師は兵庫県社会保険労務士会 田中道弘会長に分
かりやすい講演をして頂きました。公的年金と雇用継続給付活用型か、賃金により公的年金に頼らな
い６５歳までの賃金形態を整えるかという対応が必要になるという説明がありました。

第２部
　テーマ「高年齢者雇用に係る奨励金等」について講師は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構 兵庫高齢・障害者雇用支援センター 奥田 雅代 氏から定年延長等に係る奨励金の概要の説明があ
りました。

第３部
個別の相談会（予約制）が開催され、数社が真剣に高年齢者の対応について相談をされました。

新年明けましておめでとうございます。
神戸・東神戸雇用対策協議会会員の皆様方にお

かれましては、新しい年を健やかにお迎えのこと
とお慶び申し上げます。
また、旧年中は、ハローワーク神戸に格別の御
理解と御協力を賜りましたことを心から深く感謝
申し上げます。
昨年は、東日本大震災の影響が残り引き続き厳

しい状況にある中で、景気は穏やかに持ち直し傾
向が続いていましたが、７～９月期の国内総生産
（実質ＧＤＰ）は、前期比０.９％減（年率３.５％
減）と世界景気の減速などの影響を受けて、３四
半期ぶりのマイナス成長となっています。
こうした状況を踏まえまして政府では、大震災
からの復興と景気の下振れ回避に万全を期すとと
もに、円高とデフレからの早期脱却と持続的成長
路線への復帰に向けて、一体となって最大限の努
力を行っているところです。
一方、全国の雇用情勢を見ますと、持ち直して

はいるものの、依然として厳しい状況にあり、９
月の完全失業率は４.２％、有効求人倍率は０.８１
倍となりました。
当所におきましては、各企業から申し込みをい
ただく求人数は、平成２２年度以降引き続き増加
傾向で推移しており、仕事を求めてハローワーク
に登録される方につきましては、平成２２年度以
降は減少傾向で推移していますが、９月の有効求
人倍率は０.６９倍で、１００人の求職者の方に対し
６９人分の求人しかない状況にあります。
また、当所管内の高等学校を今年３月に卒業さ
れる生徒の就職率は、６２.６％（１０月末現在）で、
前年より３.７ポイント改善していますが、依然
５００名以上の生徒が就職活動を継続しており、
厳しい状況にあります。
こうした中、ハローワークでは、一人でも多くの
方々の就職に向け、これからも精一杯の取組を行っ
て参りますので、引き続き、皆様方の御理解と御
協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。
今年１年が会員企業の皆様方にとって幸多き年

となりますことを切に願いつつ、皆様方のますま
すの御発展と御健勝を祈念いたしまして新年の御
挨拶とさせていただきます。

新年明けましておめでとうございます。
神戸・東神戸雇用対策協議会の会員の皆様方に

おかれましては新しい年を穏やかにお迎えのこと
とお慶び申し上げます。
旧年中は私どもハローワークに対し格別のご理
解とご協力を賜りましたことを心より深く感謝申
し上げます。
昨年は欧州債務危機や世界経済をけん引してき

た中国経済の減速などにより、管内の景気動向は
「なお足踏み状態にあるが、一部に弱めの動きが
見られている。」と言われているように明るい材
料・話題がなかった一年だったような気がします。
こういった経済状況を背景として企業再編・人員
整理が数多く行われたところであり、そういった
方々の再就職が今年の大きな取組むべき課題であ
ります。
昨年１０月１日現在の新規大学卒業予定者の就
職内定率が６３.１%と前年同期を３.２ポイント上
回り、２年連続での上昇となりました。大企業志
向というミスマッチから中小企業へのマッチング
が進んだことが大きな要因とも言われております。
一方、来春卒業予定の高校生の就職内定率は９

月末時点で４１.０％（全国）、兵庫県内におきま
しては１０月現在で６９.６%という数字になってお
りますが、引き続き新卒者の雇用枠の拡大につい
てご検討いただきますようお願い申し上げます。
私ども職業安定行政におきましては大きな法律
改正がありました。希望者全員が６５歳まで働き
続けられる環境をつくることを目的とした「高年
齢者等の雇用の安定等に関する法律」、障害者の
法定雇用率を１.８%から２.０%に引き上げる「障
害者の雇用の促進等に関する法律」、名称も変わ
り派遣労働者の保護を目的とすることが明記され
た「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣
労働者の保護等に関する法律」の３点であります。
会員企業の皆様方におかれましても関心の高い

ところであろうかと思いますが改正趣旨を御理解
いただきますようお願い申し上げますとともに、
私どもは引き続き広報・周知等に努め円滑な施行
に向け取組んでまいりたいと思いますので、今後
ともなお一層の御支援とご協力を賜りますようお
願い申し上げます。
最後になりましたが、神戸・東神戸雇用対策協

議会の会員企業の皆様方の益々のご発展と御健勝
を祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

神戸公共職業安定所
所 長　稲　垣　輝　彦

灘公共職業安定所
所 長　山　岡　賢　司　

平成２４年１０月１１日神戸東急インで開催！

神戸地域雇用管理研修会神戸地域雇用管理研修会年頭の御挨拶

●講演の写真

●この日の為に作成した封筒
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　「応援フェア in KOBE ２０１３」の主催は、神戸商工会議所、兵庫県経営者協会、兵庫県、神戸県民
局、神戸市（神戸ワーク・ネットワーク）、兵庫労働局で、１０月５日に２０１３年３月卒業予定の大
学・大学院・短大・専門学校生（既卒者を含む）を対象として神戸商工会議所で開催されました。
　参加企業 ４３社　学生等の参加者 ２９２名、今回は面接会ではなく企業のプレゼンティション（企業
説明会）でした。
　企業ガイドブックは各社の案内、概要が写真で載せてあり、とても詳しいガイドブックとなっており、
応募学生からも、とても分かりやすいガイドブックだと好評でした。

　平成２４年８月８日（水） シマブンビル１３階で開催いたしました。
　講演は「社員の能力向上、定着率向上のためのワーク・ライフバランス」で内容の濃いお話でした。
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　　　　　　　　　　　　東神戸… ７社   ９人
　　　　　　　　　計 　／　　　　２０社  ２３人

セミナーに対するご意見、ご感想

●５～１０年すると退職する人も多くなり、人材の育成、モチベーションの向上が
不可欠です。ワークライフバランスの意味は仕事の中身を見直すことだと実感し
ました。

●ワークライフバランス ＝ ワークライフシナジーであり、いきつく所は風土づく
りであるという話が参考になった。
●社員教育の手順が得られたので自社に持ち帰り自社なりに実施したい。
●ワークライフバランスは、一部の人の為だけの福利厚生と思っていました。今の
職場でも黙々と長時間仕事をしている人が仕事の出来る人というイメージがあり
まいしたが、全くの見当違いであったと思いました。

●ワークライフバランスはタイムマネジメントであることの理解が進められる事例
を得ることができました。特にプレゼンテーション力で仕事の勝率を上げるは説
得力のあるお話でした。

●非常にわかりやすいお話でした。組織として実施できる環境づくりを進めること
の大切さに気づきました。

●朝メールなど、いろいろな導入アイテムを教えて頂き、良かった。
●知らない知識を知ることができました。

成２４年８月８日（水）シマブンビル１３階で開催いたしました。

神戸地域雇用管理セミナー神戸地域雇用管理セミナー

応援フェア in KOBE ２０１３」の主催は 神戸商工会議所 兵庫県経営者協会 兵庫県 神戸

応援フェア in KOBE 2013応援フェア in KOBE 2013

●説明を受けている状況の写真です。

－4－ －9－

平成２４年１０月１１日神戸東急インで開催！

●参加企業…７２社　●参加者数…８９名

　平成２５年４月改正「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が実施されます。公的年金（老齢厚
生年金の報酬比例部分）の支給開始年齢が６５歳へ引き上げ開始となる平成２５年度以降に備え、希望
者全員が６５歳まで働ける労働環境の整備のためのセミナーを開催しました。

第１部
　テーマ「６５歳まで希望者全員が働くために」で講師は兵庫県社会保険労務士会 田中道弘会長に分
かりやすい講演をして頂きました。公的年金と雇用継続給付活用型か、賃金により公的年金に頼らな
い６５歳までの賃金形態を整えるかという対応が必要になるという説明がありました。

第２部
　テーマ「高年齢者雇用に係る奨励金等」について講師は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構 兵庫高齢・障害者雇用支援センター 奥田 雅代 氏から定年延長等に係る奨励金の概要の説明があ
りました。

第３部
個別の相談会（予約制）が開催され、数社が真剣に高年齢者の対応について相談をされました。

新年明けましておめでとうございます。
神戸・東神戸雇用対策協議会会員の皆様方にお

かれましては、新しい年を健やかにお迎えのこと
とお慶び申し上げます。
また、旧年中は、ハローワーク神戸に格別の御
理解と御協力を賜りましたことを心から深く感謝
申し上げます。
昨年は、東日本大震災の影響が残り引き続き厳

しい状況にある中で、景気は穏やかに持ち直し傾
向が続いていましたが、７～９月期の国内総生産
（実質ＧＤＰ）は、前期比０.９％減（年率３.５％
減）と世界景気の減速などの影響を受けて、３四
半期ぶりのマイナス成長となっています。
こうした状況を踏まえまして政府では、大震災
からの復興と景気の下振れ回避に万全を期すとと
もに、円高とデフレからの早期脱却と持続的成長
路線への復帰に向けて、一体となって最大限の努
力を行っているところです。
一方、全国の雇用情勢を見ますと、持ち直して

はいるものの、依然として厳しい状況にあり、９
月の完全失業率は４.２％、有効求人倍率は０.８１
倍となりました。
当所におきましては、各企業から申し込みをい
ただく求人数は、平成２２年度以降引き続き増加
傾向で推移しており、仕事を求めてハローワーク
に登録される方につきましては、平成２２年度以
降は減少傾向で推移していますが、９月の有効求
人倍率は０.６９倍で、１００人の求職者の方に対し
６９人分の求人しかない状況にあります。
また、当所管内の高等学校を今年３月に卒業さ
れる生徒の就職率は、６２.６％（１０月末現在）で、
前年より３.７ポイント改善していますが、依然
５００名以上の生徒が就職活動を継続しており、
厳しい状況にあります。
こうした中、ハローワークでは、一人でも多くの
方々の就職に向け、これからも精一杯の取組を行っ
て参りますので、引き続き、皆様方の御理解と御
協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。
今年１年が会員企業の皆様方にとって幸多き年

となりますことを切に願いつつ、皆様方のますま
すの御発展と御健勝を祈念いたしまして新年の御
挨拶とさせていただきます。

新年明けましておめでとうございます。
神戸・東神戸雇用対策協議会の会員の皆様方に

おかれましては新しい年を穏やかにお迎えのこと
とお慶び申し上げます。
旧年中は私どもハローワークに対し格別のご理
解とご協力を賜りましたことを心より深く感謝申
し上げます。
昨年は欧州債務危機や世界経済をけん引してき

た中国経済の減速などにより、管内の景気動向は
「なお足踏み状態にあるが、一部に弱めの動きが
見られている。」と言われているように明るい材
料・話題がなかった一年だったような気がします。
こういった経済状況を背景として企業再編・人員
整理が数多く行われたところであり、そういった
方々の再就職が今年の大きな取組むべき課題であ
ります。
昨年１０月１日現在の新規大学卒業予定者の就
職内定率が６３.１%と前年同期を３.２ポイント上
回り、２年連続での上昇となりました。大企業志
向というミスマッチから中小企業へのマッチング
が進んだことが大きな要因とも言われております。
一方、来春卒業予定の高校生の就職内定率は９

月末時点で４１.０％（全国）、兵庫県内におきま
しては１０月現在で６９.６%という数字になってお
りますが、引き続き新卒者の雇用枠の拡大につい
てご検討いただきますようお願い申し上げます。
私ども職業安定行政におきましては大きな法律
改正がありました。希望者全員が６５歳まで働き
続けられる環境をつくることを目的とした「高年
齢者等の雇用の安定等に関する法律」、障害者の
法定雇用率を１.８%から２.０%に引き上げる「障
害者の雇用の促進等に関する法律」、名称も変わ
り派遣労働者の保護を目的とすることが明記され
た「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣
労働者の保護等に関する法律」の３点であります。
会員企業の皆様方におかれましても関心の高い

ところであろうかと思いますが改正趣旨を御理解
いただきますようお願い申し上げますとともに、
私どもは引き続き広報・周知等に努め円滑な施行
に向け取組んでまいりたいと思いますので、今後
ともなお一層の御支援とご協力を賜りますようお
願い申し上げます。
最後になりましたが、神戸・東神戸雇用対策協

議会の会員企業の皆様方の益々のご発展と御健勝
を祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

神戸公共職業安定所
所 長　稲　垣　輝　彦

灘公共職業安定所
所 長　山　岡　賢　司　

平成２４年１０月１１日神戸東急インで開催！

神戸地域雇用管理研修会神戸地域雇用管理研修会年頭の御挨拶

●講演の写真

●この日の為に作成した封筒



－6－ －7－

神戸・明石地域 障害者合同面接会は、９月２５日ホテルオークラ神戸で開催されました。
企業６８社、求職者６１９名が参加しました。
求人件数は１００件、求人数は１４５人で応募総数は１４４６人でした。
参加企業は来年障害者の法定雇用率が上がることもあり、今回の面接会で良い人材を確保したいと
の思いが強い面接会でした。
求職者も、多数企業が参加していることから、２社、３社と面接を真剣に受けていました。

職業訓練相談コーナー（兵庫県立障害者高等技術専門学院、国立県営兵庫障害者職業能力開発校）
では訓練の相談も行っていました。

また、就労支援相談コーナー（神戸障害者就業・生活支援センター）では、就労に向けての相談を
行っていました。

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

平成２４年９月７日（金）神戸市産業振興センター３階 ハーバーホールで開催されました。

第１部　障害者雇用優良事業所等表彰

　表彰式では、兵庫県知事表彰 優良事業所として、 生活協同組合コープこうべ 様が受賞されました。
又、一般財団法人兵庫県雇用開発協会理事長表彰 優良事業所に株式会社アシックス 様が受賞されま
した。

第２部　障害者雇用促進セミナー

◎講　演　テーマ　「精神障害者の雇用支援」
　　　　　講　師　兵庫県精神保健福祉センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　所長　酒井 ルミ 氏
◎説　明　内　容　「職場におけるメンタルヘルス対策」
　　　　　説明者　兵庫労働局 労働基準部 健康課
　　　　　　　　　　　　　　　　　課長　瓜生 祐一 氏
　　　　　内　容　「障害者雇用の現状と課題」
　　　　　説明者　兵庫労働局 職業安定部 職業対策課
　　　　　　　　　　　　　　　　地方障害者雇用担当官
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾崎 郁子 氏

会員企業が、優良事業所として表彰され、講演も中味の濃い有意義な障害者雇用フェスタとなりました。

障害者雇用フェスタひょうご 2012障害者雇用フェスタひょうご 2012 障害者合同職就職面接会障害者合同職就職面接会

●兵庫県知事表彰　優良事業所
　

　　　　　　生活協同組合コープこうべ　様

●ホテルオークラ神戸「平安
　の間」会場は広いのですが、
　応募者が精力的に面接に取
　り組んでいる様子の写真で
　す。
　

●職業訓練相談コーナー
●就労支援相談コーナー

上記２コーナーの相談をしている写真です。

●一般財団法人兵庫県雇用開発協会
　　　　　理事長表彰　優良事業所

　　　　　　　　　 株式会社アシックス　様
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　参加企業 ４３社　学生等の参加者 ２９２名、今回は面接会ではなく企業のプレゼンティション（企業
説明会）でした。
　企業ガイドブックは各社の案内、概要が写真で載せてあり、とても詳しいガイドブックとなっており、
応募学生からも、とても分かりやすいガイドブックだと好評でした。

　平成２４年８月８日（水） シマブンビル１３階で開催いたしました。
　講演は「社員の能力向上、定着率向上のためのワーク・ライフバランス」で内容の濃いお話でした。
　　　　　　　講　　師／布谷 由美子 氏 （ワーク・ライフバランスコンサルタント）
　　　　　　　参加状況／神　戸…１３社  １４人 
　　　　　　　　　　　　東神戸… ７社   ９人
　　　　　　　　　計 　／　　　　２０社  ２３人

セミナーに対するご意見、ご感想

●５～１０年すると退職する人も多くなり、人材の育成、モチベーションの向上が
不可欠です。ワークライフバランスの意味は仕事の中身を見直すことだと実感し
ました。

●ワークライフバランス ＝ ワークライフシナジーであり、いきつく所は風土づく
りであるという話が参考になった。
●社員教育の手順が得られたので自社に持ち帰り自社なりに実施したい。
●ワークライフバランスは、一部の人の為だけの福利厚生と思っていました。今の
職場でも黙々と長時間仕事をしている人が仕事の出来る人というイメージがあり
まいしたが、全くの見当違いであったと思いました。

●ワークライフバランスはタイムマネジメントであることの理解が進められる事例
を得ることができました。特にプレゼンテーション力で仕事の勝率を上げるは説
得力のあるお話でした。

●非常にわかりやすいお話でした。組織として実施できる環境づくりを進めること
の大切さに気づきました。

●朝メールなど、いろいろな導入アイテムを教えて頂き、良かった。
●知らない知識を知ることができました。

成２４年８月８日（水）シマブンビル１３階で開催いたしました。

神戸地域雇用管理セミナー神戸地域雇用管理セミナー

応援フェア in KOBE ２０１３」の主催は 神戸商工会議所 兵庫県経営者協会 兵庫県 神戸

応援フェア in KOBE 2013応援フェア in KOBE 2013

●説明を受けている状況の写真です。
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　「応援フェア in KOBE ２０１３」の主催は、神戸商工会議所、兵庫県経営者協会、兵庫県、神戸県民
局、神戸市（神戸ワーク・ネットワーク）、兵庫労働局で、１０月５日に２０１３年３月卒業予定の大
学・大学院・短大・専門学校生（既卒者を含む）を対象として神戸商工会議所で開催されました。
　参加企業 ４３社　学生等の参加者 ２９２名、今回は面接会ではなく企業のプレゼンティション（企業
説明会）でした。
　企業ガイドブックは各社の案内、概要が写真で載せてあり、とても詳しいガイドブックとなっており、
応募学生からも、とても分かりやすいガイドブックだと好評でした。

　平成２４年８月８日（水） シマブンビル１３階で開催いたしました。
　講演は「社員の能力向上、定着率向上のためのワーク・ライフバランス」で内容の濃いお話でした。
　　　　　　　講　　師／布谷 由美子 氏 （ワーク・ライフバランスコンサルタント）
　　　　　　　参加状況／神　戸…１３社  １４人 
　　　　　　　　　　　　東神戸… ７社   ９人
　　　　　　　　　計 　／　　　　２０社  ２３人

セミナーに対するご意見、ご感想

●５～１０年すると退職する人も多くなり、人材の育成、モチベーションの向上が
不可欠です。ワークライフバランスの意味は仕事の中身を見直すことだと実感し
ました。

●ワークライフバランス ＝ ワークライフシナジーであり、いきつく所は風土づく
りであるという話が参考になった。
●社員教育の手順が得られたので自社に持ち帰り自社なりに実施したい。
●ワークライフバランスは、一部の人の為だけの福利厚生と思っていました。今の
職場でも黙々と長時間仕事をしている人が仕事の出来る人というイメージがあり
まいしたが、全くの見当違いであったと思いました。

●ワークライフバランスはタイムマネジメントであることの理解が進められる事例
を得ることができました。特にプレゼンテーション力で仕事の勝率を上げるは説
得力のあるお話でした。

●非常にわかりやすいお話でした。組織として実施できる環境づくりを進めること
の大切さに気づきました。

●朝メールなど、いろいろな導入アイテムを教えて頂き、良かった。
●知らない知識を知ることができました。

成２４年８月８日（水）シマブンビル１３階で開催いたしました。

神戸地域雇用管理セミナー神戸地域雇用管理セミナー

応援フェア in KOBE ２０１３」の主催は 神戸商工会議所 兵庫県経営者協会 兵庫県 神戸

応援フェア in KOBE 2013応援フェア in KOBE 2013

●説明を受けている状況の写真です。
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平成２４年１０月１１日神戸東急インで開催！

●参加企業…７２社　●参加者数…８９名

　平成２５年４月改正「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が実施されます。公的年金（老齢厚
生年金の報酬比例部分）の支給開始年齢が６５歳へ引き上げ開始となる平成２５年度以降に備え、希望
者全員が６５歳まで働ける労働環境の整備のためのセミナーを開催しました。

第１部
　テーマ「６５歳まで希望者全員が働くために」で講師は兵庫県社会保険労務士会 田中道弘会長に分
かりやすい講演をして頂きました。公的年金と雇用継続給付活用型か、賃金により公的年金に頼らな
い６５歳までの賃金形態を整えるかという対応が必要になるという説明がありました。

第２部
　テーマ「高年齢者雇用に係る奨励金等」について講師は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構 兵庫高齢・障害者雇用支援センター 奥田 雅代 氏から定年延長等に係る奨励金の概要の説明があ
りました。

第３部
個別の相談会（予約制）が開催され、数社が真剣に高年齢者の対応について相談をされました。

新年明けましておめでとうございます。
神戸・東神戸雇用対策協議会会員の皆様方にお

かれましては、新しい年を健やかにお迎えのこと
とお慶び申し上げます。
また、旧年中は、ハローワーク神戸に格別の御
理解と御協力を賜りましたことを心から深く感謝
申し上げます。
昨年は、東日本大震災の影響が残り引き続き厳

しい状況にある中で、景気は穏やかに持ち直し傾
向が続いていましたが、７～９月期の国内総生産
（実質ＧＤＰ）は、前期比０.９％減（年率３.５％
減）と世界景気の減速などの影響を受けて、３四
半期ぶりのマイナス成長となっています。
こうした状況を踏まえまして政府では、大震災
からの復興と景気の下振れ回避に万全を期すとと
もに、円高とデフレからの早期脱却と持続的成長
路線への復帰に向けて、一体となって最大限の努
力を行っているところです。
一方、全国の雇用情勢を見ますと、持ち直して

はいるものの、依然として厳しい状況にあり、９
月の完全失業率は４.２％、有効求人倍率は０.８１
倍となりました。
当所におきましては、各企業から申し込みをい
ただく求人数は、平成２２年度以降引き続き増加
傾向で推移しており、仕事を求めてハローワーク
に登録される方につきましては、平成２２年度以
降は減少傾向で推移していますが、９月の有効求
人倍率は０.６９倍で、１００人の求職者の方に対し
６９人分の求人しかない状況にあります。
また、当所管内の高等学校を今年３月に卒業さ
れる生徒の就職率は、６２.６％（１０月末現在）で、
前年より３.７ポイント改善していますが、依然
５００名以上の生徒が就職活動を継続しており、
厳しい状況にあります。
こうした中、ハローワークでは、一人でも多くの
方々の就職に向け、これからも精一杯の取組を行っ
て参りますので、引き続き、皆様方の御理解と御
協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。
今年１年が会員企業の皆様方にとって幸多き年

となりますことを切に願いつつ、皆様方のますま
すの御発展と御健勝を祈念いたしまして新年の御
挨拶とさせていただきます。

新年明けましておめでとうございます。
神戸・東神戸雇用対策協議会の会員の皆様方に

おかれましては新しい年を穏やかにお迎えのこと
とお慶び申し上げます。
旧年中は私どもハローワークに対し格別のご理
解とご協力を賜りましたことを心より深く感謝申
し上げます。
昨年は欧州債務危機や世界経済をけん引してき

た中国経済の減速などにより、管内の景気動向は
「なお足踏み状態にあるが、一部に弱めの動きが
見られている。」と言われているように明るい材
料・話題がなかった一年だったような気がします。
こういった経済状況を背景として企業再編・人員
整理が数多く行われたところであり、そういった
方々の再就職が今年の大きな取組むべき課題であ
ります。
昨年１０月１日現在の新規大学卒業予定者の就
職内定率が６３.１%と前年同期を３.２ポイント上
回り、２年連続での上昇となりました。大企業志
向というミスマッチから中小企業へのマッチング
が進んだことが大きな要因とも言われております。
一方、来春卒業予定の高校生の就職内定率は９

月末時点で４１.０％（全国）、兵庫県内におきま
しては１０月現在で６９.６%という数字になってお
りますが、引き続き新卒者の雇用枠の拡大につい
てご検討いただきますようお願い申し上げます。
私ども職業安定行政におきましては大きな法律

改正がありました。希望者全員が６５歳まで働き
続けられる環境をつくることを目的とした「高年
齢者等の雇用の安定等に関する法律」、障害者の
法定雇用率を１.８%から２.０%に引き上げる「障
害者の雇用の促進等に関する法律」、名称も変わ
り派遣労働者の保護を目的とすることが明記され
た「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣
労働者の保護等に関する法律」の３点であります。
会員企業の皆様方におかれましても関心の高い

ところであろうかと思いますが改正趣旨を御理解
いただきますようお願い申し上げますとともに、
私どもは引き続き広報・周知等に努め円滑な施行
に向け取組んでまいりたいと思いますので、今後
ともなお一層の御支援とご協力を賜りますようお
願い申し上げます。
最後になりましたが、神戸・東神戸雇用対策協

議会の会員企業の皆様方の益々のご発展と御健勝
を祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

神戸公共職業安定所
所 長　稲　垣　輝　彦

灘公共職業安定所
所 長　山　岡　賢　司　

平成２４年１０月１１日神戸東急インで開催！

神戸地域雇用管理研修会神戸地域雇用管理研修会年頭の御挨拶

●講演の写真

●この日の為に作成した封筒
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新年あけましておめでとうございます。
昨年は、国内、国際的に政治、経済の両面に於

いて変化の年でありました。雇用と直接関係する
経済状況は東日本大震災復興により関西地域にも
技術者不足と資材の供給により少しは良い影響が
あるものと期待しておりましたが、原発の放射線
の問題や政策の後れ等があって予算執行が停滞し
て期待外れとなりました。
対外的には、ユーロ圏の経済の不安定が新興国

の経済成長に陰りをもたらし、世界経済にも暗い
影を落として日本国もその影響されるところとな
りました。特に関西の経済は新興国との関係が深
く、その上パナソニック、シャープのような大企
業に経営不振が表面化し、９月には尖閣諸島の問
題で中国との関係悪化が経済に影響して１２年は
厳しい経済状況の年であったように思います。
新卒者就職については、年度初めは好転の兆し

が見えてきましたが、その後円高もあって厳しく
なり、学生も大企業志願から中小企業にも目を向
けるようになって、結果として、まずまずの結果
のようです。しかし報道されているところによる
と２～３割の学生が定職に就かないとの事で将来
が案じられる現象が表面化した年でありました。
私の会社でも感じられる事ですが、少子化時代

に育ち恵まれた環境に育ったこともあって、宛が
われる事に慣れて、自立心に乏しく、言われた事
はするが創意工夫力に陰ているようです。
資源が乏しい中、勤勉と教育の高さで戦後世界

２位の経済力にまでなった日本国も将来を案じら
れる事柄が多く発生しておりますが、もう一度将
来を考えて指導者を始め大人達が現状を認識して
社会的な使命の下で頑張る必要があるようです。
高齢者雇用の定年延長については、人間働く事

は良い事だと思われ、各々の方が職場で、又は社
会の中で存在感を持てるようになり、健康にも繋
がり、その結果医療費減少にもなるように思われ
て、雇用者としても社会的に協力する事は当然だ
と思いますが、財政難により年金支給年齢を引き
上げる為では少し寂しい思いを致します。
昨年はいろんな事が多くあって例年より厳しい
年であったように思いますが１３年は、国、神戸、
皆様にとってよい年になりますよう心より祈念致
しまして新年のあいさつと致します。

平成２４年１１月２５日（日）第２回神戸マラソンが開催されました。当日はお天気にも恵まれ、フル
マラソン（４２.１９５㎞）とクオーターマラソン（約１０.６㎞）に、約2万人の市民ランナーが出場いた
しました。会員企業様の中にも出場された方がいらっしゃるのではと思います。

今回は「感情と友情」をテーマに開催され、会員企業のカネテツデリカフーズが協賛企業として、
フルマラソンの３３㎞地点で自社製品の“ちくわ”をランナーに提供いたしました。

（カネテツデリカフーズ社員の声）
たくさんのランナーの方が一生懸命走る姿に感動をもらいました。皆さんに楽しんでいただき、こ

ういうかたちでの参加ができてよかったです。

新年あけましておめでとうございます。
会員企業の皆様ならびに職業安定行政に携わる

関係機関の皆様方にとって、今年一年が良い年と
なりますように心よりお祈り申し上げます。
昨年を振り返ると、日本経済は致命的な政策ミ

スの連続による状況悪化に加え、消費税引き上げ
絡みでのマインドの低下により景気は足踏み状態
となりました。
デフレにより本来なら物の値段は下がり、生活
が潤うはずであるが実際のところ大型家電や車、
贅沢品を中心に値段は下がっているものの、日常
生活に直結するコストは逆に上昇しており、更に
企業の人件費削減の影響により所得の伸びは鈍く、
結果個人消費は低迷し続ける状況となりました。
雇用を取り巻く環境は昨年３月時点の高卒者の

内定率は８６.４％（全国平均）で前年同期より５.３
ポイント上昇、大卒者の内定率についても昨年１０
月時点で６３.１％と前年を上回りましたが、まだま
だ厳しい状況が続いています。
一方、昨今の就職採用活動において内定を勝ち
取る事が目的となり最終的には内定辞退者が増加
し、結果企業としては必要な人材が確保できず学
生側も本当に入りたい会社に就職出来ないという
最悪のケースが増加しているのも企業にとっては
大きな問題です。
又、昨年大きな話題となった領土問題等を考え

ると、今最も大切なことは世界の中で、特にアジア
諸国に対して日本の立場を明確にする必要があり、
我々企業にとって最も大切なことは日本人としての
誇りと自信を持って業績の発展を目指し、企業の
将来を担う人材を数多く採用し、育てて行くことで
あると確信しました。
本年も微力ではありますが、雇用環境改善の一
助になるべく当雇用対策協議会の活動強化に取組
んで参りますので、どうか今年も会員企業の皆様
及び関連機関の皆様方のご支援ご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。最後になりましたが、関
係各位の皆様のますますのご発展と会員の皆様の
ご健康とご活躍を祈願いたしまして新年の挨拶と
させて頂きます。

神戸雇用対策協議会
会 長　能　崎　晴　夫　

東神戸雇用対策協議会
会 長　柳　澤　好　行　

神戸マラソン神戸マラソン

●当日は「ランニングてっちゃん」も沿道で

●応援・３３㎞地点で“ちくわ”を提供
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❖ 表紙説明 ❖

　１０数年前「この上の山に貴殿の好きな城がある」と朝来町の人々に言われて、山道を

登る、現在おもての道は工事中だから裏道から険しい山道を草をかき分けて上へ上へと登

る、途中で登山道が草で覆われて登れなくなったので途中で城を目前で引き返した思い出

がある。そして円山川と県道路の東の対岸の桜丘に自動車で上がりこの風景に出合った。

そして４～５年してから自動車道が完成したと地元の人に聞いたので自動車で途中まで走

ると１５台位の広場がありそこに駐車して質素な城門くぐり登る。豪壮な石垣から当時を

偲ぶ大きな天空の城、高さ３５３m余、全国屈指の名高い「天空の城」「日本のマチュピ

チュ」との異名を持つ竹田城跡は１５世紀半ばの嘉吉年間但馬守護の山名持豊（宗全）が

出石城の出城として以来秀吉に滅ぼされるまで、豪壮な石垣の面影が約４００年を経た今

なお残る。先日地元の人からこの城の城門が移築している旧家があると聞いたので見に行

くと旧家の正門として立派な城門の構えの家があるのを見た。次に朝来町（現在は朝来

市）を訪問したときにはその城門と旧家を見学させていただく予定です。

関西版画連盟会員 作　住　本　禮　隆　

㈱ワールドビジネスサポート

㈱ワールドビジネスサポートは、ワールドグループ特例子会社として、企業の社会的責務
（CSR）である「障害者雇用」について積極的に取り組み、「社会貢献」を果たすことを会社の大
きな使命と考えて取り組んでまいりました。
現在、障害者の方々には、ワールド神戸本社ビルほか東西各事業所において一般事務業務をはじ

め、ヘルスキーパー、メールサービス、社員食堂、清掃、商品物流等、様々な業務を担っていただ
いています。神戸管轄108 名・東京管轄63 名、合計171 名（10/1）となりました。
今後、さらなる展開に向けた新たなテーマに取り組んでいきたいと考えています。

【新たな取り組み】

現在、直営大型店舗での職務開
発をすすめています。まだ、近畿・
中国圏5店舗、関東圏2店舗ですが、
これまでの成功モデルの他店舗展
開を目指しています。「店舗特性・
個人特性の適応」を見極めながら、
慎重にすすめています。

【現場の業務風景】

現在は、バックヤードの商品整
理、棚入れ、売価変更等が担当業
務です。
仕事の出来栄えは、丁寧で見や

すいと販売員の方からとても好評
です。
さらなる業務拡大の可能性を感

じさせてもらっています。

「障害者雇用促進」取組みレポート「障害者雇用促進」取組みレポート

●伊丹イオンモールフラクサス店にて店長・販売員の方々と…

●店舗バックヤードで業務中

－10－ －3－

新年あけましておめでとうございます。
昨年は、国内、国際的に政治、経済の両面に於

いて変化の年でありました。雇用と直接関係する
経済状況は東日本大震災復興により関西地域にも
技術者不足と資材の供給により少しは良い影響が
あるものと期待しておりましたが、原発の放射線
の問題や政策の後れ等があって予算執行が停滞し
て期待外れとなりました。
対外的には、ユーロ圏の経済の不安定が新興国

の経済成長に陰りをもたらし、世界経済にも暗い
影を落として日本国もその影響されるところとな
りました。特に関西の経済は新興国との関係が深
く、その上パナソニック、シャープのような大企
業に経営不振が表面化し、９月には尖閣諸島の問
題で中国との関係悪化が経済に影響して１２年は
厳しい経済状況の年であったように思います。
新卒者就職については、年度初めは好転の兆し

が見えてきましたが、その後円高もあって厳しく
なり、学生も大企業志願から中小企業にも目を向
けるようになって、結果として、まずまずの結果
のようです。しかし報道されているところによる
と２～３割の学生が定職に就かないとの事で将来
が案じられる現象が表面化した年でありました。
私の会社でも感じられる事ですが、少子化時代

に育ち恵まれた環境に育ったこともあって、宛が
われる事に慣れて、自立心に乏しく、言われた事
はするが創意工夫力に陰ているようです。
資源が乏しい中、勤勉と教育の高さで戦後世界

２位の経済力にまでなった日本国も将来を案じら
れる事柄が多く発生しておりますが、もう一度将
来を考えて指導者を始め大人達が現状を認識して
社会的な使命の下で頑張る必要があるようです。
高齢者雇用の定年延長については、人間働く事

は良い事だと思われ、各々の方が職場で、又は社
会の中で存在感を持てるようになり、健康にも繋
がり、その結果医療費減少にもなるように思われ
て、雇用者としても社会的に協力する事は当然だ
と思いますが、財政難により年金支給年齢を引き
上げる為では少し寂しい思いを致します。
昨年はいろんな事が多くあって例年より厳しい
年であったように思いますが１３年は、国、神戸、
皆様にとってよい年になりますよう心より祈念致
しまして新年のあいさつと致します。

平成２４年１１月２５日（日）第２回神戸マラソンが開催されました。当日はお天気にも恵まれ、フル
マラソン（４２.１９５㎞）とクオーターマラソン（約１０.６㎞）に、約2万人の市民ランナーが出場いた
しました。会員企業様の中にも出場された方がいらっしゃるのではと思います。

今回は「感情と友情」をテーマに開催され、会員企業のカネテツデリカフーズが協賛企業として、
フルマラソンの３３㎞地点で自社製品の“ちくわ”をランナーに提供いたしました。

（カネテツデリカフーズ社員の声）
たくさんのランナーの方が一生懸命走る姿に感動をもらいました。皆さんに楽しんでいただき、こ
ういうかたちでの参加ができてよかったです。

新年あけましておめでとうございます。
会員企業の皆様ならびに職業安定行政に携わる

関係機関の皆様方にとって、今年一年が良い年と
なりますように心よりお祈り申し上げます。
昨年を振り返ると、日本経済は致命的な政策ミ

スの連続による状況悪化に加え、消費税引き上げ
絡みでのマインドの低下により景気は足踏み状態
となりました。
デフレにより本来なら物の値段は下がり、生活
が潤うはずであるが実際のところ大型家電や車、
贅沢品を中心に値段は下がっているものの、日常
生活に直結するコストは逆に上昇しており、更に
企業の人件費削減の影響により所得の伸びは鈍く、
結果個人消費は低迷し続ける状況となりました。
雇用を取り巻く環境は昨年３月時点の高卒者の

内定率は８６.４％（全国平均）で前年同期より５.３
ポイント上昇、大卒者の内定率についても昨年１０
月時点で６３.１％と前年を上回りましたが、まだま
だ厳しい状況が続いています。
一方、昨今の就職採用活動において内定を勝ち
取る事が目的となり最終的には内定辞退者が増加
し、結果企業としては必要な人材が確保できず学
生側も本当に入りたい会社に就職出来ないという
最悪のケースが増加しているのも企業にとっては
大きな問題です。
又、昨年大きな話題となった領土問題等を考え

ると、今最も大切なことは世界の中で、特にアジア
諸国に対して日本の立場を明確にする必要があり、
我々企業にとって最も大切なことは日本人としての
誇りと自信を持って業績の発展を目指し、企業の
将来を担う人材を数多く採用し、育てて行くことで
あると確信しました。
本年も微力ではありますが、雇用環境改善の一
助になるべく当雇用対策協議会の活動強化に取組
んで参りますので、どうか今年も会員企業の皆様
及び関連機関の皆様方のご支援ご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。最後になりましたが、関
係各位の皆様のますますのご発展と会員の皆様の
ご健康とご活躍を祈願いたしまして新年の挨拶と
させて頂きます。

神戸雇用対策協議会
会 長　能　崎　晴　夫　

東神戸雇用対策協議会
会 長　柳　澤　好　行　

神戸マラソン神戸マラソン

●当日は「ランニングてっちゃん」も沿道で

●応援・３３㎞地点で“ちくわ”を提供
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