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《特集》

千葉県を中心に28拠点でお客様安心サポート
自前主義でスピード対応、ローコスト対応、
安全・安心対応致します。
■OA事務機システム

■ i - コンストラクション

■オフィス・環境機器

■ドキュメントソリューション

■SI事業

■ヘルスケア事業（宅配ミネラルウォーター、パーキングシステム、出張細断、高気圧酸素カプセル、AED）
□販売
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□レンタル

□リユース

□サービス＆サポート
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今月の表紙

青年部通信

今月号は、JR千葉駅東口正面から三越千葉店や千葉ショッ
ピングセンターを中心に商店街区を形成している「西銀座商店
街」です。今回は、商店街の入り口でもある千葉駅東口にある
地下道第１階段上ドームに向けて撮影した風景です。
西銀座商店街は、昭和46年４月に商店街が結成され、大型
デパートや電気店の他に、多種多様の飲食店が軒を並べており、
平日は会社務めの方々、休日は家族連れや学生など常に賑わい
をみせている商店街となっています。

撮影／明角和人（明角写真事務所）

1

訓練に要した費用の一部を、キャリアアップ助成金（人材育成コース）により支給します。

北村 彰英

代表取締役

8〜

求職者の職業能力を証明するA4判の大きさの3種類のシー
ト
（①キャリア・プランシート、②職務経歴シート、③職業能力
証明シート）
です。履歴書などにはない求職者に関する詳細な
情報が記載されているので、短時間の採用面接では分からな
い求職者の職業能力やレベルなどを客観的に評価できます。

夢シティちば 2016年₇月号

編集者のひと言

6月21日の第244回常議員会・第76回総会におい
て、これまでの広報活動の１年間のあゆみを振り返る
意味を込めて、会報誌の表紙写真の展示会を開催い
たしました。事務局職員が現地に足を運び、その地
域らしさを映した写真13枚をご用意し、ご出席された
方々に足を止めて写真をご覧いただきました。
これからも、会員交流の場として会報誌をご活用い
ただき、皆様により愛される「夢シティちば」を目指し
て取り組んでまいります。
（企画広報室 EM）

Off-JT
OJT

■賃金助成 １人１時間当たり800円
（500円）
■経費助成 教材費、外部講師の謝金、施設・設備の借上料、受講料など
１人当たりOff-JTの訓練時間数による上限額
・100時間未満10万円
（7万円）
・100時間以上200時間未満20万円（15万円）
・200時間以上30万円
（20万円）
■実施助成

1人1時間当たり800円
（700円）

ジョブ・カードを活用したOff-JT（座学等）
とOJT（実習）
を
効果的に組み合わせた３カ月以上６カ月以内の職業訓練。有
能な人材を育成したい企業と正社員の経験が少ない求職者と
のマッチングを促進する国の制度です。訓練を実施する企業で
は、訓練期間を通じて訓練生の適性や職業能力などを判断し
たうえ、正社員として継続雇用できますので、採用時のミスマッ
チや早期離職のリスクを軽減できます。加えて、一定の条件を
満たしている場合は、訓練の終了後に、国から助成金が支給さ
れますので、訓練の実施に要するコスト負担を軽減できます。

千葉商工会議所 千葉県地域ジョブ・カードセンター

☎043-227-2660
〒260 -0013 千葉市中央区中央2 - 5 - 1 ツインビル２号館10階 FAX043-227-5551

株式会社 中島書店
代表取締役社長

中島 浩

文化・芸術分野に関する業種の中でも、書店を取り巻く環境の
変化は激しく、社会的な関心も高まっています。文化の発信地で
ある書店は、地域の人々にどのような形で文化や本の魅力を伝え
ていくか。常に模索し挑戦を続ける中島浩社長にうかがいました。

千葉市中央区中央3-3-5
☎043-224-2448
事業内容：書籍・教科書・文具の販売

書店の楽しさと紙の本が持つ奥深さを
もっと多くの人に知ってもらいたい

なかじま・ひろし／1861
（昭和36）
年、
千葉市中央区出身。
1989
（平成元）
年、
中島書店に入社、1996（平成8）
年に代表取締役に就任。
店内野菜の直売コー
ナーを設けるなどの独自の戦略にも取り組み、
店舗の活性化にも意欲的に取り
組んでいる。

を読む習慣のない人たちにど
うやって本を手に取ってもら
うか。それを常に考えていま

９９６（平成８）年。小さい

私が社長に就任したのは１

２００～３００軒ほど存在し

した。千葉県全体でも昔は

残念ながら閉店してしまいま

もらえること。書店内を一周

強みは本を実際に手に取って

当店のようなリアル書店の

す。

頃から自分の傍にはずっと本

すると、思いがけない本と出

「中島書店にはどんな本で
もある」と全県から来店

ていましたが、今は１００軒

書店ならではの楽しさです。

がありましたし、祖父が開い

当店は、
１９３１（昭和 ）

書店に元気がなくなってし

ポップは出版社からもらうも

会うことができるのもリアル
まった理由として、電子書籍

のもありますが、店員が作成

ほどとなっています。

やネット書店の台頭がよく言

してダイレクトにお客様にそ

た店ですので、ごく自然な気

われます。今の日本は本の発

の本の面白さをＰＲすること

年に祖父が創業しました。当

行点数がかなり多く、書店に

も多いですね。身近な存在で

持ちで家業を継ぎました。

時代とともに街並みは大き

そのすべてを置くことはとて

ある書店員の意見はお客様に

時は富士見町で店を構えてい

く変わり、書店にとっては生

も無理です。

になりますが、３階建ての建

の辺りにもかつては当店のほ

となってきました。実際、こ

進み、本を読まない層ができ

また今の時代、活字離れが

理由でしょうね。

売れ行きがいいのもそうした

届きやすく、本屋大賞の本が

本を手に取ってもらえる
のがリアル書店の強み

き抜いていくのが厳しい時代

物で１・２階が店舗、
３階建て

てしまっています。普段、本

電子書籍は例えば文字の大

かにも書店がありましたが、

いう風情でしたね。千葉市の

すが、紙の本にはページをめ

きさを変えることが可能で、

いらしてくださいました。

くる魅力があります。何か調

中心となる商店街にあること

「中島書店に行けば、
どんな

べるにしても、ダイレクトに

場所をとることもなく便利で

本でもある」と言っていただ

結果につながるのではなく、
父の代にこの地区の再開発

奥深さを多くの人に知ってい

に新たな発見がある。そんな

そこにたどり着くまでの過程
があり、他の企業と共同でビ

ただきたいですね。
態となりました。

ルを建設し、現在のような形

幸せな店だと思います。

いて多くのお客様に愛されて、

で、千葉県全域からお客様が

が住まいで、街の本屋さんと

私の子供時代、昭和 年代

通りに店がありました。

た時には既にこの場所、銀座

舗を移しました。私が生まれ

今の場所、この銀座通りに店

たと聞いています。それから

6
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～真摯な姿勢で「地域の本屋さん」であり続ける書店経営～

地域密着型で
文化・情報・楽しさの拠点をつくる

談話室
Vol.152
・「銀座通りをもっとたくさんの人に歩いてもらいたい。そして歩いている途中で気軽に入ってこられる
店にしたい」と中島社長。
・中島書店は「心のオアシス ブックステーション 中島＠千葉」がコンセプト。
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夢シティちば 2016年₇月号
夢シティちば 2016年₇月号

3

経営

熊本地震義援金報告
（平成28年６月１日現在）

るので、女性や子供たちに本

内に居住する家族が増えてい
な」と思ってもらえるように

いものを書店に見に行きたい

残念ながら今はもうありま

なりたいと考えています。

軽に入りやすい店づくりを心

に親しんでもらうために、気

書店は地域における文化の発信地でもあるので
地域文化も合わせて伝えていきたい
地域独自の特徴を
打ち出していく
書店は地域の文化の発信地
こでもある書店にはせず、地
語』という本を千葉日報社か

また、町内会で『吾妻町物
に思われる方も多いと思いま

本と野菜の組み合わせは意外

所を開設したこともあります。

せんが、店の中で野菜の直売

域的な特色をきっちり出して
ら出版し、地域の文化を次世
すが、常識にとらわれず、面

掛けています。

いきたい。そのためには地域
代に伝えていくような活動も

でもあると思っています。ど

の文化や特徴を伝える役目を
白いなと思うことにはどんど
ん挑戦していきたいと思って
います。
本は基本的にどこで買って
当店で買った本を近所の店

も同じ値段です。だからこそ、 にしていかなければならない。
気持ちよく買っていただく店、

堅苦しいことを言っても仕

支持される店を目指したい

地元の人にいつまでも

果たすべきだと考えています。 しています。
場所柄、当店のお客様はサ
ラリーマンの方が多く、ビジ
ネス書がよく売れます。その
ほか、年齢層が高く、男性が
方がないのですが、多くの方
でコーヒーを飲みながら読ん

圧倒的に多いんです。
ワクワクしてもらえる店、ま

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

指していきたいですね。

でも支持されるような店を目

域密着で、地元の人にいつま

思います。当店はあくまで地

街がさらに発展していけると

願いしたい。そうなれば商店

千葉商工会議所にご協力をお

する。そして連携するときに

だくためにも、各店舗が努力

ます。地域内を回遊していた

に「書店に行けば、何か面白

とても好きで、いろいろ読みました。
海外を舞台にした冒険小説や、ユー
モアのある推理小説などをたくさん書
かれていたんですよね。今、よく読
む雑誌は「日経トレンディ」。趣味と
いうよりも、仕事柄たくさんの情報を
仕入れたいので、参考になります。

今この界隈には高層マンシ

Ｑ 好きな作家は？
Ａ 一時期、胡桃沢耕史さんの作品が

でくださる光景をよく見かけ

に行くのが好きです。特に気に入っ
ているのは「いさりび食堂」。ここで
食事した後、近くの「矢仲水産」で
南蛮漬けを買って帰ります。

た来たいと思ってもらえる店

Ｑ 好きなお店は？
Ａ 九十九里の方にイワシ料理とか食べ

№
事業所名
㈱アクシス
アクレスコンサルティング
㈱東インテリア
㈱阿部
㈲ウエクサ
㈱エム・アイ・エス・インターナショナル
勝又自動車㈱
㈱カンガルー堂
クリアテックレインボー㈱
㈲三公商会
㈱ジャンガ・テック
㈱精美堂
税理士法人 千葉中央会計事務所
㈱セキネ
㈲大昌産業
工建設㈱
「小さな親切」運動ちばぎん支部
千葉県酒類販売㈱
千葉県信用保証協会
千葉信用金庫
千葉製粉㈱
千葉倉庫㈱
千葉総合卸商業団地（協）
㈱千葉測器
千葉第一（監）
千葉テレビ放送㈱
塚本總業㈱ 千葉支社
㈱電通東日本 千葉支社
日本通運㈱ 千葉支店
ネスコ㈱ 千葉営業所
㈲花澤住販
早野商事㈱
東日本旅客鉄道㈱ 千葉支社
㈱北葉エンジニアリング
㈱堀江商店
㈱本町広小路駐車場
㈱幕張メッセ
万仁土地㈱ 千葉支店
水野運輸㈱
千葉商工会議所（当所役職員、窓口募金等）

手みやげに一番

物に行きます。新鮮な野菜が買える
場所。

いことがあるぞ」
「何か楽し

ご協力企業一覧

50音順・敬称略

Ｑ 休日の過ごし方は？
Ａ 午前中はゆっくりして、午後は買い

ョンなどが増えていて、地区

「小さな親切」運動ちばぎん支部様から義援金を受け取る石井会頭

Q &A
中島社長
このたび、熊本地震により被災された皆さま
に、心よりお見舞い申し上げます。
さて、当所では震災の被害が甚大かつ広範囲
に及んでいることから、５月１日から５月末日
にかけて、役員・議員、会員事業所の皆さまに
ご協力のご案内をさせていただいたほか、受付
窓口へ募金箱を設置するなどで義援金の募金活
動を行ってまいりました。
６月１日時点で、 事業所２、
０９９、
５３６円
のお申込をいただきましたことをご報告させて
いただきます。
なお、お預かりした義援金については、被災
者及び商工業者の早期復興を支援することを目
的として、日本商工会議所を通じ被災地商工会
議所へ送金いたします。
皆様から多大なご協力をいただきまして、誠
にありがとうございました。
39
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夢シティちば 2016年₇月号
夢シティちば 2016年₇月号

5

2,099,536円
援金申込金額

明日に架ける橋

〜過去、現在、未来をつなぐ
モノ、サービスをご紹介〜

モノベエンジニアリング
代表取締役

物部長順さん

長年続けてきた精密機械関連技術をベースにして、
個別企業のニーズに応じた、ろ過システム製品を
開発しています。

20

43

●会社データ●

株式会社 モノベエンジニアリング
千葉市花見川区花島町149番地
TEL 043-257-2789

生するプラントで運用されていま
す。この洗浄水には、泥や中性洗
剤、繊維屑などが多く混入してい
るのでフィルターの目詰まりが早
く、また、繊維がフィルターに絡
みつく等の難問でこのろ過装置の
完成には約３年かかりました。こ
の工場では、ばね式フィルターの
活用で ％の水がリサイクルされ、
このフィルターの性能が高く評価
されています。

ばね式「モノＭＡＸフィルター」
は、ばねの間に設けた小突起によ

高性能で半永久寿命のばね式
モ
｢ノＭＡＸフィルター ｣

社長にこれは何かと尋ねると、使
用済みのろ過用フィルターだとい
う。その時に社長が「もっと長く
使えて、コストが抑える方法があ
ったらいいのに」とこぼしていた
んですね。私はそれ以来、なぜか
その言葉が頭から離れなくて、ど
こに行ってもフィルターに目がい
くようになってしまったんです。
もちろん、当時、私たちはフィ
ルターに関しては全くの素人でし
た。一般のフィルターは金網や布、
紙などを原料としていますが、自
社の技術の中で使えるものがない
かと、ばねを利用してみたところ、
これが成功したんです。

高性能・半永久というばね式 モ｢ノＭＡＸフィルター を
｣開 発
した株式会社モノベエンジニアリングの物部長順代表取締役に
その特性を伺いました。

精密機械関連技術を生かして
ろ過フィルターを開発
当社は１９６８（昭和 ）年の
創業以来、精密機械関連の技術開
発を手掛けてきました。中でもメ
インは金属塑性加工で金属を曲げ
たり潰したり伸ばす技術を生み出
していました。今の専務が前の会
社に在籍していた時にばねなどの
設計を行っていて、当社に移籍し
たことを契機にばねにも力を入れ
るようになったんです。
現在の当社の主力は、ろ過用途
のばね式「モノＭＡＸフィルター」
ですが、ここにたどり着くまでに
も紆余曲折がありました。
年ほど前にある金型を扱う企
業に行った時に、工場裏に直径
㎝、長さ ～ ㎝のものが山積み
にされていたんです。その会社の
50

海外からも発注が
舞い込むようになった
約４年前から、フィルター部門
をメインに据えました。現在は約
％をろ過関連の仕事が占めてい
ます。従来の精密加工の技術は今
もろ過技術の高度化に向け存分に
生かされています。
現在では海外企業からも発注が
あり、韓国や中国企業とも販売契
約を結んでいますし、東南アジア
や中近東からも色々な話が来てい
ます。
ばね式フィルターの研究開発に
より、商工会議所会頭賞や文部科
学大臣賞、経済産業大臣賞等多く
の賞をいただいています。おかげ
さまで昨年はこの技術が認められ
黄綬褒章を受賞しました。今後も
皆様のニーズにお応えして、有用
性の高い製品を開発していきたい
と思っています。

6
夢シティちば 2016年₇月号
夢シティちば 2016年₇月号

7

97

40

り線間に微細な隙間を持つ巻ばね
で作られています。このフィルタ
ーの表面に珪藻土等のろ過助剤を
均一に付着させ、これを精密なろ
過膜として利用します。このフィ
ルターに汚れた水を圧送すると汚
濁物はフィルターの表面に付着し
フィルター内部より清澄な水が取
り出されます。汚濁物で目詰まり
した時はばね式フィルターの内側
より清水を逆流させると、フィル
ター表面に付着した汚濁物は瞬時
にろ過装置の外に洗い流される仕
組みで、繰り返し自立で洗浄再生
出来るフィルターです。
通常のフィルターは多くの種類
があり、これが用途ごとに使い分け
されていますが、ばね式フィルター
は水、油、薬品、ガス等あらゆるろ
過作業に対応できる優れものです。
用途の多様性、半永久寿命でメン
テナンスが大幅に短縮ということ
で、企業にとってはランニングコ
ストが格段に下がります。
ステンレスばね材は非常に加工
が困難で、ばねに突起をつけるの
にとても苦労し、このフィルター
が完成するまでに実に６年半の年
月がかかりました。
ばね式フィルターの千葉県内で
の実用例としては大手リサイクル
企業での活用です。洗濯機や冷蔵
庫、エアコンなどの白物家電に使
われた廃プラスチックを原料に再

80

20
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収支決算の概要

事業の概要

常議員会・通常議員総会懇親会

いては、９ページから ページに記載の
とおりである。
続いて、議案第３号では、三井不動産
㈱千葉支店長の遠藤靖氏が常議員に選任
された。議案第４号では、商業流通委員
会委員に㈱美光の松本紀子氏を委嘱する
ことが承認され、議案第５号では、入会
申込された 会員、２２２口についての
加入が承認された。

年度事業報告、収支決算を承認

平成27年度

常議員
遠藤 靖氏
商業流通委員会委員
松本紀子氏

平成

27

27

※内訳では会計間の繰入・繰出金等を除いております。

会議終了後、同ホテルに於いて、常議
員会・総会懇親会を開催した。
来賓として、篠崎千尋千葉県商工労働
部次長や熊谷俊人千葉市長をはじめ、当
所役員・議員など、総勢約１００名が出
席した。
来賓の祝辞では、
篠崎次長は
「県内の活
性化と中小企業支援の要である会議所と
連携して進めていきたい」
と述べ、
続いて、
熊谷市長から
「駅舎の一部開業
にともない、千葉駅周辺の往来が容易と
なるが、更なる回遊性を高め憩いの空間
を演出していくとともに、中心市街地で
は、千葉神社と中央公園を繋げる門前町
構想を進めていきたい」
と挨拶があった。
向後保雄千葉市議会議長の乾杯で、祝
宴となり千葉市の発展に期待を寄せなが
ら情報交換を行った。

27

６月 日
（火）
午後４時半から三井ガー
デンホテル千葉にて第２４４回常議員
会・第 回通常議員総会を開催した。
冒頭、主催者を代表して石井会頭から、
「商工会議所の役割である中小企業の活
力強化とまちづくりについて総力をあげ
て取り組んでいかなくてはならない。特
に、まちづくりでは、パルコの閉店や千
葉駅の一部開業など大きな変化のある年
であり、千葉市と連携し責任を持って進
めていきたい。また、よりよいまちづく
りを実現していくために、是非とも、い
ろいろなご意見やお力添えをいただきた
い。
」
と挨拶があり会議に移った。
今回の常議員会・総会では、以下の５
つの議案が上程され、すべて全会一致に
より原案どおり承認可決された。

2,227,869
合計

第２４４ 回 常 議 員 会
第 回通 常 議 員 総 会

平成27年度

27

議案第１号 「平成 年度事業報告承認
に関する件」
議案第２号 「平成 年度一般会計、特別
会計収支決算承認に関する
件」
議案第３号 「常議員の補欠選任に関す
る件」
議案第４号 「委員会の委員の委嘱承認
に関する件」
議案第５号 「新会員の加入承認に関す
る件」

415,034

まず、議案第１号、第２号にて承認さ
れた事業報告並びに収支決算の概要につ

特定退職金共済事業

8
夢シティちば 2016年₇月号
夢シティちば 2016年₇月号

9

1,308,227

49

理情報システム（ＧＩＳ）の導入や、都内に
Ⅰ 総括的概要
おける「モノづくり企業」のパネル展示会の
開催など新たな支援策にも取り組んだ。
平成 年度の我が国経済は、政府の経済財
まちづくりにおいては、中心市街地まちづ
政政策などにより、大企業を中心に良好な経
くり協議会と連携してＪＲ千葉駅駅舎・駅
済状況がみられ、総じてみれば緩やかな景気
ビルの建替えに伴う、今後の中心市街地の
の回復基調が続いた。しかしながら、原油価
あり方について更なる検討を行うとともに、
格の下落、中国をはじめとする新興国や資源
２０２０年東京オリンピック・パラリンピッ
国経済の減速など世界的な動向を受け、年明
クの開催に向けて、商店街及びホテルと協働
けとともに株価の乱高下が繰り返され、日銀
して市内に宿泊する外国人観光客を対象とし
による初めてのマイナス金利の導入など、先
たおもてなし体制づくりを進めるなど、中心
行きに不透明感を強めている。
市街地の活性化並びに魅力あるまちづくりを
今回の景気回復において、地方や中小企
目指し各種事業に取り組んだ。
業・小規模事業者にまでその効果が十分に及
また、当所事業の一翼を担う青年部、女性
んでいるとは言い難く、当所による景気動向
会の活動を活発に展開するとともに、新たに
調査の結果をみても、総じて業況ＤＩは低水
「
士
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
交
流
会
」「
定
例
会
員
交
流
会
」
準で推移しており、依然として厳しい状況の
「他商工会議所との交流を図る視察交流会」
を
中にある。
開催するなど、会員相互のつながりを深めた。
全国各地域では、こうした状況に対応して、
これらの事業の展開にあたっては、会員は
国の「まち・ひと・しごと創生（地方創生）
」
もとより企業や市民など地域社会からの理解
の方針のもとに「地方版総合戦略」の策定を
と協力を得ていくため、情報発信の強化を図
進め、自ら主体的に地域の活性化に取り組ん
った。
でいる。
以上の事業を含め、下記の重点事業を中心
このような中、当所では、国の「地域活性
に総合的・計画的な事業推進に努めた。
化・地域住民生活等緊急支援のための交付金
（地域消費型）
」を活用して千葉市プレミアム
中
小
企業・小規模事業者の持続的発展
１
商品券（ちば得商品券）を発行したのをはじ
２
域
内の経済活動の活発化
め、個々の中小企業・小規模事業者の支援、地
３
広報機能の積極的活用
域の面的な活性化を図るまちづくりと国内外
４ 意見・要望・政策提言活動の着実な
からの来訪客の誘致、更には、広報誌やホー
展
開
ムページの充実による広報機能の積極的な活
５
堅牢な組織基盤の確立と財政基盤の
用など、各種事業を精力的に展開し、域内の
強化
経済活動の活発化に取り組んだ。
６ 女性の活躍推進
具体的には、中小企業・小規模事業者の支
７
会
員
交
流の促進
援においては、職員・専門家による巡回・窓
８
会
員
サービスの向上
口相談、金融あっせん、商談会等の開催、グ
９
人
材の育成と活用
ローバル経済の対応など経営力の向上及び販
良好な環境づくりの推進
路の開拓に努めた。また、 月には、小規模
東京オリンピック・パラリンピック
事業者支援法に基づく経営発達支援計画の第
への取組
一次認定を受け、商圏分析等に活用できる地
11 10

特別会計

11

7

389,292
事業収入等
406,516

919,642

21

千葉県産業復興相談センター
県・市等
交付金
723,953

会計別決算総括表（千円）
一般会計・特別会計収支内訳（千円）
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347,495
収入合計
1,743,146

事業費
975,174

ビル
支出合計
1,743,146

156,405
人件費
264,632
繰越金
316,373
繰越金
332,733

一般会計
積立金等
186,967
会費収入
110,108

中小企業相談事業
積立金
取崩金等
169,836

トピックス
トピックス

認定を国から受け、同計画に基づく事業を展
３．広報機能の積極的活用

ワークを最大限に活用して、独自の安定的な
財源の確保に努め、収益力の強化を図った。

情報を的確に把握・収集し、適切に情報発
新たに「女性事業支援室」を設けて、
今後活

開した。その一環として、東京駅でのパネル
信することにより、会員・市民など、地域社
躍が期待される女性事業者への支援策や、域

会員の状況
展示による会員企業のＰＲなどを実施した。
会からの理解・協力を求めた。更に、広報媒
内の関係機関との連携や支援体制の構築につ

Ⅱ
例年実施している海外視察研修は、シベリ
体内容を見直し、またメディアへの露出を高
いて検討した。

動を活発に展開するとともに、多様な会員交

当所事業の一翼を担う青年部、女性会の活

７．会員交流の促進

地域経済社会の代弁者として、会員の意見
流の場を設けて会員相互の交流を促進し、会

４．意見・要望・政策提言活動の着実な展開

の向上を図った。

６．女性の活躍推進

ア鉄道の終着駅であり、また、ロシア極東の
めるたことで商工会議所の認知度・存在意義

平成 年度末の会員数は５，０６９事業所
であり、前年度末の会員数（５，０６６事業
物流拠点を担うウラジオストクを視察した。

千葉市、地元商店街、中心市街地まちづく

等を集約し、国・県・市等に対する提言・要

り協議会などとの連携をもとに、賑わいのあ
るまちづくりに向けて、集客事業を展開した。
望活動を展開した。
増加する訪日外国人観光客に対応した受入
中小企業診断士や税理士等、いわゆる「士

員事業者間のつながりを深めた。

広域的な観光交流事業として、高崎商工会

体制の構築などについて要望書を提出した。

議所の会員を対象としたモニターツアーを開
催した。当日は、同商工会議所の原会頭をは
業」を営んでいる会員事業者間のネットワー

導し、食事や買い物を楽しむとともに、その

界大会」の参加者を千葉市の中心市街地に誘
もに、会員の協力も得て、域内全域において

機会を捉え、新たな会員の獲得に努めるとと

役議員・職員の日々の業務活動での様々な

声を受けて、定期的な交流会を設けた。

新たな人脈づくりの場を増やしてほしいとの

ク化を促進するとともに、当商工会議所との

本的な業務を遂行したほか、より多くの会員

計画的な増強活動を展開した。

Ⅳ

その他（受託事業）

が常駐し、中小企業の事業再生に向けた取組
を支援した。
２．千葉県産業復興相談センター
東日本大震災により被害を受けた事業者の

会員事業者からの、会員相互の情報交換や

関係を強化した。

事業所を訪問できるよう巡回相談に特化した
思い出を母国に持ち帰り、千葉の魅力を発信

更には、中小企業・小規模事業者の持続的

ある千葉職業能力短期大学校（ポリテクカレ
ッジ千葉）と連携し、会員事業所による学生

ック開催の効果を域内経済に取り込む方策を

市長へ要望書を提出

発展を後押しする経営発達支援計画の第一次

８．会員サービスの向上
向けの会社説明会を行った。

地域の中小企業に元気と活力を取り戻して

１．千葉県中小企業再生支援協議会

もらうため、金融機関関係者・公認会計士・

．良好な環境づくりの推進

ケールメリットを活かした福利厚生面でのサ
職場環境はもとより、地域環境問題などに

検討するとともに、関連情報の収集、提供に

税理士・中小企業診断士等の専門家スタッフ

積極的に取り組み、豊かな地域社会づくりへ

経営者や従業員の生活習慣病等健診において、
の貢献に努めた。

受診率向上を図った。
．東京オリンピック・パラリンピックへの取組

会員の事業活動を支える従業員等の資質向

９．人材の育成と活用

上を支援するとともに、人材確保の一環とし

事業の再建を支援するため、金融機関、地方
自治体等と連携しつつ、金融、事業再生、事
な支援を行った。

同大会の開催効果を千葉市の活性化にいか
携して、研究会を本年度も実施した。

業承継等の専門家が実情に応じたきめ細やか

努めた。

や企業説明会の開催により、企業と人材のマ
地元志向が強い高校生を対象とした取組を

ッチングを行った。

３．千葉県経営改善支援センター

まれるビジネスチャンスを中小企業に普及さ

自ら経営改善計画等を策定することが難し

同大会の開催を契機とし、中長期的に見込

（成田、佐倉）と連携し、高等学校の進路指導

い中小企業に対し、金融支援を受けるために

成金の申請等に係る支援を行った。

とともに、企業での訓練計画の作成、各種助

用し、正社員化を検討する企業の開拓を行う

ジョブ・カードを取得した求職者を有期雇

５．千葉県地域ジョブ・カードセンター

バイス、情報提供及びマッチング支援を行った。

引継ぎに係る課題の解決に向けた適切なアド

小企業に対して、事業引継ぎの専門家が、事業

中小企業の経営資源を引き継ぐ意欲のある中

後継者不在などで事業の引継ぎを検討する

４．千葉県事業引継ぎ支援センター

善を促進した。

定支援を行うことにより、中小企業の経営改

金融機関が必要とする経営改善計画などの策

せ、優れた技術・製品を世界に発信すること
ト」について説明会を開催した。

を目的とした「中小企業世界発信プロジェク

催した。
専門的人材不足の状況を踏まえて、管内に

工科系短期大学校との会社説明会

担当教諭と会員企業との就職情報交換会を開

強化するため、千葉労働局と近隣商工会議所

していくために行政をはじめ関係団体等と連

て、会員や教育機関等の協力を得て情報提供

２０２０年東京オリンピック・パラリンピ

11

事務手続きの簡略化や、費用補助などにより

ービスの充実を図った。また、会員事業所の

ービスを幅広く提供し、特に団体としてのス

ウラジオストクの日本国総領事公邸前にて

10

国際会議参加者の中心市街地でのまち歩きガイド

また、当所の担う支援機能や会員のネット

してもらうことを狙いとして実施した。

9

専門部署を設け、巡回機能の強化を図った。

５．堅牢な組織基盤の確立と財政基盤の強化

じめ、 名の副会頭、常議員等にご参加いた
「第

だいた。
回国際中欧・東欧研究協議会幕張世

企業・小規模事業者の経営力の向上のため、

依然として厳しい経済情勢が続く中、中小

２．域内の経済活動の活発化

所）と比較し、 事業所の増加となった。増
加に転じたのは平成 年度以来、 年ぶり。

重点事業

15

１．中小企業・小規模事業者の持続的発展

Ⅲ

12

個々の事業者の経営相談など商工会議所の基

4

3

27

会員のニーズを的確に捉え、役立つ各種サ

東京駅でのパネル展示による会員企業のＰＲ
定例会員交流会

10
夢シティちば 2016年₇月号
夢シティちば 2016年₇月号

11

平成27年度事業の概要
トピックス

木

選挙人名簿確定（会費・特定商工業負担金納入期限。この日までに納入されま
せんと選挙権・被選挙権を行使できません）
6

火

13

火

１号議員選挙告示

15

木

２号議員選任

小売部会／食品部会
16

金

２号議員選任

卸売部会／工業部会
20

火

２号議員選任

金融部会／運輸部会

21

水

２号議員選任

建設部会／観光・サービス部会
23

金

２号議員選任

自由業部会／医療・介護部会
26

月

部会予備日

28

水

１号議員立候補・推薦届出締切

月

現議員任期終了

⑴ 会員の１号議員選挙権は、会費の負
担口数に応じた個数が与えられます。
ただし、 個が上限となります
※ 口以上の場合の計算式
選挙権個数＝口数÷２＋１（端数は
切り上げ）
、また、 個が上限です。
※特定商工業者に該当する場合は、こ
れとは別に１個の選挙権があります。
50

50

６口

４個

11口

７個

16口

９個
２口

２個

７口

５個

12口

７個

17口

10個
３口

３個

８口

５個

13口

８個

18口

10個
４口

３個

９口

６個

14口

８個

19口

11個
５口

４個

10口

６個

15口

９個

20口

11個

㈲エンジョイ

〃

鮫島

功一

千葉アロー㈱

㈲ＱＷＡＣＣＨＩ

〃

藤澤

茂久

㈱Ｃｒ
ａ
ｆ
ｔ
ｓｍａｎｓＣｏｍｍｕｎ
ｉ
ｔ
ｙ

〃

大久保博史

㈱つばさコンサルティング

〃

野口アキ子

社団福祉法人友和会

TEL.043-227-4101  FAX.043-227-4107

左頁表のとおりです。

〈お問い合わせ〉

５ 議員選挙・選任日程表

２個

選挙管理委員会事務局（総務課内）

１口

⑵ 特定商工業者は負担金を完納した場
合、１号議員の選挙権１個を行使す
ることができます。

21

委

小池

毅彦

〃

藤江

隆量

〃

秋元

浩 カヲル興業㈱

〃

中根

三立機械工業㈱

28

（敬称略）

選挙管理委員会委員名簿

選挙権

亮一

投票場入場券発送

口数

議員選挙・選任日程が決まりました

1

選挙権

当所の議員
（定数１２０名）
は、本年 月 日をもって全員任期満了となり、９月から 月に
かけて新議員の選出を行います。
選挙・選任の仕組み、選挙・選任日程等は下記のとおりです。

選挙人名簿縦覧満了

口数
千葉港運協会
千葉商工会議所

年額１，０００円の負担金の納入をお願
いしています）

金

選挙権

正
功

２ 選挙・選任に関する会員等の権利

26

口数

高橋
河野

１ 議員とは

選挙人名簿作成、縦覧開始（選挙人名簿の内容を確認していただく期間）

選挙権
〃
副委員長

３ 被選挙権・被選任権の行使

月

口数

㈱スタンダードコンサルティング
千葉商工会議所

会員及び特定商工業者は、選挙及び選
任に関し次の権利を保有しています。

22

会員口数別選挙権保有個数表（１口から20口までの場合）
國見倫太郎
稔

⑴ 会員
（特別会員を除く）
１号議員の選挙権及び被選挙権
２号議員の選任権及び被選任権
３号議員の被選任権
※特別会員とは、千葉商工会議所会員
の資格を有しないが、趣旨に賛同し
て会員となったもの

31

員

木原

⑵ 特定商工業者
１号議員の選挙権

選挙人名簿作成基準日（入会・口数変更の申込期限）

被選挙権または被選任権を行使できる
のは、平成 年度から引き続き会員の権
利を有し、
かつ選挙人名簿確定日
（平成
年９月１日）までに納期の到来している
会費を完納した会員
（特別会員を除く）
に
限られております。
なお、１号議員立候補並びに２号議員
または３号議員に選任された者は、議員
選挙選任費用の一部として左記の分担金
を納入していただきます。
１号議員 ３０，０００円
２号議員 ５０，０００円
３号議員 ７０，０００円

第３回選挙管理委員会

20

土

４ 選挙権・選任権の行使（選挙人）

金

事業所名

31

当所の議員は、約５，０００会員の代
表として当所の最高意思決定機関である
議員総会を構成します。
地域総合経済団体である商工会議所の
議員は、地域経済界の代表的存在である
と言えます。そこで、業種・規模などを
網羅できるようにとの趣旨から、議員を
選ぶ方法が３通りあり、その選挙選任方
法によって、１号議員、２号議員、３号
議員と呼んでいます。
議員の定数は１２０名で、任期はいず
れも本年 月１日から平成 年 月 日
までの３年です。

１号議員立候補・推薦辞退締切

10

20

会員
（特別会員を除く）
は選挙人名簿確
定日
（平成 年９月１日）
までに納期の到
来している会費を完納した場合、選挙権
及び選任権を行使することができます。

1

第245回常議員会（３号議員選任）

特定商工業者とは、
「商工会議所法」
に
規定されている制度で、千葉商工会議所
の場合、
当所の管轄地区
（土気地区を除く
千葉市）に営業所、事務所、工場または
事業場を有する資本金または払込済出資
総額が３００万円以上の法人、または常
時使用する従業員の数が 人
（商業又は
サービス業の場合は５人）以上である商
工業者
（該当する場合は会員・非会員を問
わず法定台帳作成等の経費の一部として

14

委
委員長

員

火

第68回臨時議員総会
（当選証書・選任証書交付、会頭・副会頭・専務理事・常議員・監事の選任等）
11

１号議員選挙（即日開票）

氏名

10

木

28

13

役職

31

選挙人名簿縦覧の告示

内

12
夢シティちば 2016年₇月号
夢シティちば 2016年₇月号

13

第２回選挙管理委員会

10

事業所名

10

金

9

月
3

部会長会議（２号議員部会別割当決定）

60

42

12

18

曜日

8

氏名
役職

31

⑴ １号議員
（定数 名）
会員及び特定商工業者が直接投票に
より会員の中から選ぶ議員です。
⑵ ２号議員
（定数 名）
会員の業種ごとに分類された１０部
会において、各々の割当数に基づき
部会員が部会員の中から選ぶ議員です。
⑶ ３号議員
（定数 名）
会頭が常議員会の同意を得て会員の
中から選ぶ議員です。

議員選挙・選任日程表

11

容
日
月

トピックス
トピックス

業種別特徴 （▲はマイナス）

全産業

平成28年５月期

●建設業

増加割合(%)

増加

減少割合(%)

38.4 36.0 35.7

29.2 31.6
32.9
35.6 37.0 38.9 34.8 34.6 38.3 39.5
43.4

減少

見通し

5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月 5月 6～8月
└── 2013──┘└─── 2014───┘└─── 2015───┘└ 2016─

好転割合(%)

●卸売業

悪化

下落割合(%)

1.8

43.0

2.2

2.3

1.0

1.2

1.9

1.7

4.5

2.9

上昇割合(%)

5.7

6.0

38.0
48.5 46.4

上昇

15

夢シティちば 2016年₇月号

100
80
60
40
20

建設業
82社

製造業
85社

卸売業
80社

小売業
81社

サービス業
82社

0

景気動向調査はインターネットで詳細をご覧いただけます。

http://www.chiba-cci.or.jp/

53.9 57.6 55.4 56.4 51.4 52.4

7.5

全産業業況推移

6.1

2.5

31.8 33.7 29.2

45.5
見通し

5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月 5月 6～8月
└── 2013──┘└─── 2014───┘└─── 2015───┘└ 2016─

不足割合(%)

不足
19.8 20.7 20.3
10.0

7.5

過剰割合(%)

ＤＩ値

24.7 23.0 23.6
21.5 19.7 22.6 20.2 19.6
18.8

12.9

2.6

4.4

2.7

3.8

8月 11月 2月

5月

8月 11月 2月

5.1

3.8

2.9

3.3

5.1

3.7

5月

8月 11月 2月

4.9

5月

4.6

5.1

過剰

見通し

5月 6～8月
└── 2013──┘└─── 2014───┘└─── 2015───┘└ 2016─

好転割合(%)

資金繰り推移

前回調査と比較して、業況DIは8.9ポイント下降して▲19.5に、
売上DIは横ばいとなり▲17.1に、採算DIは3.8ポイント上昇し
て▲14.6となった。業況DIは４期連続の悪化、売上DIは横ばい、
採算DIは２期ぶりの改善となった。向こう３ヶ月の先行き見通
しでは、業況DI・売上DIは現状よりも上向くものの、採算DIは

DI値（景気動向指数）とは、売上･採算･業況などの項目についての判断
の状況を表す。ゼロを基準としてプラスの値で景気の上向き傾向を表す
回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す
回答の割合が多いことを示す。従って、売上高などの実数値の上昇率を
示すものではなく、強気･弱気などの景況感の相対的な広がりを意味する。

調査期間：平成28年5月13日（金）〜5月25日（水）
調査対象：千葉商工会議所法人会員事業所500社
〈回答：410社 回答率：82.0％）

ＤＩ値

好転

7.0

6.1

9.3

17.5 17.5 18.6

8.4

7.0

15.0 15.5

7.2

19.1

6.4

21.9

10.1
5.2

19.3

16.2

悪化割合(%)

7.1

4.3

21.0 19.8

6.9

DI値

5.4

4.6

17.1 19.0 18.3

悪化 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月 5月

見通し
6～8月

└── 2013──┘└─── 2014───┘└─── 2015───┘└ 2016─

●サービス業

業況 DI は２期ぶりに悪化。特に建設業の
悪化が影響。先行きについても、
依然として
慎重な見方が続いている。

見通し

5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月 5月 6～8月
└── 2013──┘└─── 2014───┘└─── 2015───┘└ 2016─

下落

●小売業

前回調査と比較して、業況DIは6.4ポイント上昇して▲28.4に、
売上DIは1.0ポイント上昇して▲30.9に、採算DIは10.2ポイント
上昇して▲18.8となった。業況DIは２期連続、売上DIは４期ぶ
り、採算DIは３期ぶりの改善となった。向こう３ヶ月の先行き
見通しは、業況DI・採算DIは現状より下向くものの、売上DIは
現状より上向くとの見方になっている。
調査回答企業からは、
「雇用については常に人手不足」
「消費者
の購買意欲が弱く、消費税増税以降は、人の出が減り続き、景
気が悪くなっている」
「消費税が10％になれば、
ますます中小小
売店は立ち行かなくなる」などの声があった。

調査結果のポイント

30.1 34.6 29.2 32.5 33.8
35.9 34.3 34.4 31.7 31.8 37.0 37.9 35.8 32.0

従業員推移

前回調査と比較して、業況DIは13.3ポイント上昇して▲20.0
に、売上DIは4.5ポイント上昇して▲23.7に、採算DIは0.6ポイ
ント下降して▲25.0となった。業況DIは２期連続、売上DIは４
期ぶりの改善、採算DIは２期ぶりの悪化となった。向こう３ヶ
月の先行き見通しは、業況DI・売上DI・採算DI全て現状より
上向くとの見方になっている。
調査回答企業からは、
「輸入原料の高騰が利益率の低減に大き
く影響している」
「天候不順、為替等により、仕入単価の上昇
が続いている。個人消費の伸び悩みが続き、経営状況は大変悪
い」
「募集をしても人が来ない」などの声があった。

ＤＩ値

千葉商工会議所景気動向調査

DI値：
（増加･好転などの回答割合）
－
（減少･悪化などの回答割合）

仕入単価推移

前回調査と比較して、業況DIは2.5ポイント下降して▲16.5に、
売上DIは3.7ポイント下降して▲18.8に、採算DIは8.2ポイント
下降して▲15.3となった。業況DIは３期連続、売上DI・採算DI
は共に２期ぶりの悪化となった。向こう３ヶ月の先行き見通し
では、業況DIは現状より上向くものの、売上DIはほぼ横ばい、
採算DIは現状より下向くとの見方になっている。
調査回答企業からは、
「外注業者の賃金に格差が拡大してい
る」
「求人募集をかけているが、
必要とする人材をなかなか採用
できていない」などの声があった。

悪化割合(%)

13.7 14.1 17.5 16.0 16.0 14.6 13.8 13.6 13.8 12.5 14.2 11.3 12.5 11.3

採算推 移

●製造業

ＤＩ値

31.7 30.7 29.4 29.2 28.9
22.5 26.5
21.8 25.4 22.9 21.8 21.4 19.0
16.1

売上推移

前回調査と比較して、業況DIは14.7ポイント下降して▲21.9
に、売上DIは30.5ポイント下降して▲31.7に、採算DIは13.5ポ
イント下降して▲26.8となった。業況DIは３期ぶり、売上DI・
採算DIは共に２期ぶりの悪化となった。向こう３ヶ月の先行き
見通しでは、業況DIは現状より下向くものの、売上DI・採算DI
は現状より上向くとの見方になっている。
調査回答企業からは、
「従業員不足の為、外注費が増加し業
況が悪化している」
「今年に入り発注工事が減少している」
「職
安・民間の求人募集に反応が全く見られない」などの声があっ
た。

調査結果報告

下向くとの見方になっている。
調査回答企業からは、
「天候不順、熊本震災の影響か、５月の
売上の伸びが悪い」
「アルバイト・パート単価の上昇により利益
が圧迫されている」
「景気の浮揚感は全く感じられない」
「国内
外共に物の流れが膠着している様子」などの声があった。

全体の特徴 （▲はマイナス）
業況DI(前年同月比ベース、以下同じ)を見ると、前回調

悪化となった。また、向こう３ヶ月の先行き見通しは、

査(平成28年2月、以下同じ)と比較して、建設業・製造業・
サービス業が下降し、卸売業・小売業が上昇した結果、全
産業合計DIは1.8ポイント下降して▲21.2となり、２期ぶり
の悪化となった。また、向こう３ヶ月( ６月～８月、以下同
じ)の先行き見通しは、建設業・小売業が下降、他の３業種

建設業・卸売業が上昇し、製造業・小売業・サービス
業が下降する見通しとなっており、全産業合計DIは現
状より2.5ポイント下降の▲22.5となっている。

が上昇する見通しとなっており、全産業合計DIは現状より
1.1ポイント上昇の▲20.1となっている。

４期ぶりに悪化となっている。
従業員DIは、不足・過剰と回答した企業がほぼ横ば

売上DIでは、前回調査と比較して、建設業・製造業が下
降し、卸売業・小売業は上昇、サービス業が横ばいとなっ
た結果、全産業合計DIは6.3ポイント下降して▲24.4となり、
４期連続の悪化となった。また、向こう３ヶ月の先行き見

い、各業界における人手不足の状況が慢性化している
ことが伺える。
資金繰りDIは、悪化と回答した企業が増えた結果、
２期ぶりに悪化となっている。

通しは、製造業が横ばい、他の４業種が上昇する見通しと
なっており、全産業合計DIは現状より7.6ポイント上昇の▲
16.8となっている。
採算DIでは、前回調査と比較して、建設業・製造業・卸
売業で下降し、小売業・サービス業が上昇した結果、全産
業合計DIは2.1ポイント下降して▲20.0となり、２期ぶりの

仕入単価DIは、上昇と回答した企業が増えた結果、

全体を総括すると、
景況感が２期ぶりに悪化した。
建
設業の人手不足等を理由とする売上高・業況の悪化が
影響。先行きについても、依然として慎重な見方が続
いている。

夢シティちば 2016年₇月号
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わが社の

イチオシ社員

常に攻めの姿勢で
球団と選手の魅力を伝えていきたい

12

ファーで、私自身、大阪で結婚し、家
もありましたが、１カ月間考えて、マ
リーンズに入ることを決意したんです。

積極的な発信への転換

20

千葉ロッテマリーンズ

10

16

31

私はもともと大阪のスポーツ新聞の
記者でした。オファーがあったのは
２００４（平成 ）年ですが、当時パ
リーグの球団は大きな変革期を迎えて
いました。近鉄が消滅したり、楽天が
誕生したりする中、マリーンズは外部
からいろんな人材を集めて活性化させ
ようとしており、その一環で私にも声
が掛かったんです。当時、私は阪神タ
イガース担当で、 球団の中でも特に
タイガース担当記者は猛者ばかりだっ
たので、鍛えられていると思われたの
かもしれません。
私としても、阪神に限らず球団の広
報がもしマスコミ目線を持ってくれ
たら、もっといい関係が築けるのに
と思っていました。そんな中でのオ

17

17

20

25

1

08

私自身、野球がやはりとても好きな
んです。平日に 万も２万も球場に人
が足を運んでくれる。高校野球だって、
決勝戦では３万人ぐらい入る。高校生
の野球にそんなに集まる国はありませ
ん。それだけ日本の野球文化は浸透し
ていることをすごく誇りにも思ってい
ます。野球文化の発信を通じて、千葉
の活性化をはかっていければと考えて
います。
千葉日報で週１回、選手の魅力を開
拓するコラムを書いています。勝ち負
け以外に、その選手のバックにある人
間模様を入れています。選手の人間ド
ラマを知ったら、野球の見方が変わる
と思うんです。試合前後の様子などは
や Twitter
でアップして
YOU TUBE
います。グラウンド以外での選手の顔
を見せて、ファンに球場で燃えてもら

12

13

管理本部総務部広報グループ

梶原紀章

チーフ

5

当時から、マリーンズのファンの熱
さとそれに応えるような球団側のファ
ンサービスについては知っていました。
日本一 回、リーグ優勝 回の成績を持ち、
それがもっと一般に周知されれば、こ
２００５年（平成 ）の日本シリーズでは、
年振りの優勝を果たした千葉ロッテマリーンズ。 の球団はもっと面白くなり魅力的にな
る。自分の力で何とかそれを遂げたい
その後も「逆転」の快進撃を続ける球団の魅力
という思いで一杯でした。
を発信する管理本部総務部広報グループチーフ
入団してまず始めたのは広報の姿勢
の梶原紀章さんにお話を伺いました。
の改革です。それまでは申し込まれた
取材を受たり、たまにプレスリリース
を出すというものでしたが、もっと細
球団担当記者から転身
かいリリースや自分たちからどんどん
売り込んで積極的な配信ができる体制
を整えなければと思いました。
それから「マリーンズは取材しやす
い」
「すぐ対応してくれる」というイ
メージをマスコミの人たちに定着させ
るようにしました。どんどん選手たち
を露出させました。２００５（平成
）年は優勝したこともあって、うま
くニーズと合い、
週に１、
２本程度だっ
た取材が 本、 本と増えていきまし
た。マスコミへの露出は無料で宣伝し
ていただける好機だと考えています。
特に若い選手の顔をメディアを通じ
て皆さんに知ってもらいたいと思って
いました。当時は、特に若い選手だっ
た西岡剛、日本で一番下から投げる
ピッチャーだった渡辺俊介、韓国のス

4

Ⓒ 千葉ロッテマリーンズ

住所／千葉市美浜区美浜１番地
ミュージアム棟2階

16
夢シティちば 2016年₇月号
夢シティちば 2016年₇月号
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千葉ロッテマリーンズ

ので、工夫を凝らしています。
「挑発」 いたい。やはりＳＮＳでの発信はファ
ター選手だったイ・スンヨプなど、魅
ンの興味がアクセス数という数字にダ
力的な選手が勢ぞろいしていたんです。 というコンセプトがベースで長年やっ
てきて、飽きられた感があったので
イレクトに表れるので、広報としても
そうした情報を加えて発信すると、マ
スコミも興味を持ってくれる。その効 （ 平 成 ）年に一度打ち切りましたが、 マーケティングがしやすいし、時には
年（平成 ）に再開すると、反動も
思わぬ発見もあります。
果もあって、まだ若手選手だったころ
あってかとても盛り上がりました。
ドラフト３位で２軍に成田翔という
の今江敏晃が、自宅近くのコンビニで
球場は訪れる人にとって非日常の空
選手がいるんですが、ＳＮＳでの彼の
初めてファンに声を掛けられたと喜ん
間であるべきだと思っています。そこ
情報は異様にアクセス数が高い。理由
で僕に話してくれたのを今でも覚えて
で興奮し、楽しみ、感動する。ファン
は彼が秋田商業高校出身で、高校時代
います。
の方が、普段の生活でわずらわしいも
は地元のスターで今もみんなが応援し
このように、マスコミへの露出を通
のを忘れられる時間にしたいと思い、
てくれていたんです。そんな選手個人
じて若い選手がスターに育っていきま
そうしたものにつながる広報活動をし
の背景を知るきっかけにもなります。
した。今も、若い選手たちがうまくマ
ていきたいですね。
うちの球団はファンとの距離も近い。
スコミに対応して発信できるよう、若
ヒットを打った選手が自発的に外野に
手の教育には力を入れています。こう
相手の気持ちをイメージする
向かって手を挙げる慣習がありますが、
した戦略はマスコミにいた自分だから
これもほかの球団にはない。選手と
できたと自負しています。
ファンとの信頼関係は厚いと思います。
球場の非日常性を大切にする
ただ、情報過多は逆作用が起こりま
す。その辺りのさじ加減も広報の腕の
今年の交流戦はロボットで球団を表
見せどころですね。
現していますが、これが好評で胸をな
今後の課題としては、 球団で観客
でおろしています。特に野球好きでは
動員数が一番少ないので、ここを延ば
ない人にも注目してもらえる機会な
していくことです。もちろんクライ
マックスは最低限の目標で、リーグ優
勝は狙っています。その時にどういう
盛り上げ方ができるか。
広報は楽しそうに見えるけれど、情
報を出すことはリスクを負う可能性も
大きい。想定外のことに対応しなけれ
ばならない。そして、広報目線ととも
に、マスコミ目線・ファン目線を常に
持っていること。決して一人よがりに
ならずに、相手の気持ちをイメージす
ることが大切だと思っています。
Ⓒ 千葉ロッテマリーンズ

月 日㊊

６月８日㊌
経営者のための事業承継・
Ｍ＆Ａセミナー

６月８日㊌
ジェフユナイテッド市原・千葉
モンテディオ山形
【参加者】大人 名 小人２名

商工会議所地元チーム応援企画

６月

日㊊

会員交流事業としてジェフユナイテッ
ド市原・千葉 モンテディオ山形戦を観
戦した。結果は、
ジェフユナテッド市原・
千葉が３対０
の圧勝。ホー
ムコーナーで
の観戦だった
こともあり、
応援にも一層
力が入り、一
体感が生まれ
た。スポーツ
を通じて会員
の交流で、参
加者には大変
好評であった。

45

選挙立会人を委嘱
経営講習会
【参加者】 名

VS

千葉、成田、佐倉の３商工会議所と管
内公共職業安定所の連携で就職情報交換
会を成田市内にて開催した。
第１部は
「学
校による企業訪問」
、第２部は
「企業によ
る学校訪問」
を行い、
各商工会議所管内の
事業所の採用担当者と管内高等学校の就
職指導担当者が活発に情報交換を行った。

高等学校進路指導担当教諭と企業
採用担当者との就職情報交換会

商工会議所が連携して
就職情報交換会を開催

VS

第１回選挙管理委員会

会議開催前に、千葉市総合政策局総合
政策部長の稲生勝義氏から「千葉市の目
指す地方創生」
というテーマにより、
千葉
市における人口の将来展望や人口減少・
少子高齢化社会に向けた
「まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」についてご説明いた
だいた。出席者は今後の千葉市のビジョ
ン等について熱心に耳を傾けていた。
続いて会議に移り、石井会頭は、
「本年
は常議員会の開催数を増やし、常議員の
皆様にいろいろな情報を発信していきた
い」
との挨拶があり、その後、議事に入っ
た。
まず、
議案第１号では
「委員会の副委員
長及び委員の委嘱承認に関する件」を上
程し、
欠員となった３名にかわり、
都市開
発委員会副委員長に三井不動産㈱の遠藤
靖氏、商業流通委員会委員にエースター
㈱の寺門高次氏、㈱ＪＴＢコーポレート
セールス法人営業千葉支店の有賀義信氏
の３名を委嘱する旨の説明があった。
続いて、議案第２号では「職員就業規
則の一部改正に関する件」について上程
し、ワークライフ
バランスの視点か
ら、振替休日の半
日取得を定めると
の説明があり、議
長は議場に諮った
ところ、両議案と
も原案どおり承認
された。
当所経営
講習会は、
株式会社千
葉銀行等と
共催で「経
営者のため
の事業承
継・Ｍ＆Ａ
セ ミ ナ ー」
を開催した。
セミナー
は３部構成
で行われ、講師に、
【第１部】
税理士法人
山田＆パートナーズの梅澤謙一氏、【第２
部】
㈱Ｍ＆Ａセンターの大山敬義氏、
【第
３部】㈱千葉銀行のＭ＆Ａ担当にそれぞ
れご講演をいただいた。
第１部では、事業承継の概要から始ま
り、手法の紹介とＭ＆Ａが選ばれる理由
について説明があり、事例紹介を行った。
第２部では、事業承継のイメージとそ
の誤解について説明が行われ、現在のＭ
＆Ａについて実例の紹介を行った。また、
Ｍ＆Ａを行う上での問題・争点について
も取り上げ、円滑に事業承継を進める手
順を説明した。
第３部では、千葉銀行関与案件の分析
を行い、Ｍ＆Ａの手法を紹介。ケースス
タディを用いて、Ｍ＆Ａの流れについて
説明が行われた。

金綱委員長の挨
拶後、６月開催の
常議員会・通常議
員総会における議
案である「平成
年度事業報告、及
び一般会計、特別
会計収支決算」に
ついて協議。
原案どおり常議
員会・通常議員総会に上程することが了
承された。

観光サービス部会
６月 日㊎
平成 年度事業報告、平成 年度
事業計画
（案）
について協議
正副部会長・所属議員会議
【参加者】 名

観光・サービス部会（江澤部会長）は、
６月 日に正副部会長・所属議員会議を
開催した。
会議では平成 年度事業の報告、およ
び平成 年度の事業計画（案）について
協議を行った。
今年度の事業として正副部会長・所属
議員会議、観光・サービス部会全体会議、
金融・運輸・自由業との３部会合同視察
研修会および親睦ゴルフ大会、運輸部会
との２部会合同研修セミナー等を開催す
ることを決定した。
尚、運輸部会との２部会合同研修セミ
ナーのテーマについては未定であり、今
後協議していくこととした。

13

【参加者】 名
当商工会議
所議員の選挙
等を円滑に施
行するため、
第１回選挙管
理委員会（木
原委員長）を
開催した。
会議では、
当商工会議所
議員選挙の仕
組み、議員選
挙選任事務日
程、選挙管理
委員会並びに選挙立会人の職務及び日程
について確認した。
また、木原委員長から選挙立会人に小
池委員（有限会社エンジョイ）
、
高橋委員
（千葉港運協会）
、野口委員（社会福祉法
人友和会）の３名を指名し、委嘱した。

５月 日㊋
委員会委員等の委嘱を承認
第２４３回常議員会
【参加者】 名
５月 日
（火）
、 階第１ホールにて第
２４３回常議員会を開催した。

年度部会運営について協議
【参加者】 名

正副部会長・所属議員会議

平成

プレー終了後は表彰式と懇親会を開催
当日は、各商工会議所管内の事業所合
わせて 社と管内高等学校 校が参加し、 し、優勝者の談話などを交え和やかな雰
囲気の中で参加者同士の親睦を深めた。
参加企業からは、
「色々な学校の先生と
結果は以下の通り
話ができてよかった」
、
「採用の可能性を
感じた 」
、な ど
【優 勝】 千葉アロー㈱ 鮫島功一氏
といった声も上
【準優勝】 塚本總業㈱
平野裕一氏
がっていた。
【３ 位】 ㈱東インテリア 菊
 池祥皓氏
【ベストグロス賞】
今後も、この
塚本總業㈱  平野裕一氏
様な企業と教育
機関の交流の場
を設け、人材確
卸売部会
保支援を強化し
５月 日㊋
ていきたい。

建設・工 業 ・ 卸 売 部 会
５月 日㊋
３部会合同の 会 員 交 流 を 開 催
合同親睦ゴルフ大会
【参加者】 名

第１回総務委員会
【参加者】 名

６月７日㊋
収支決算等
平 成 年度事業報告、
について協議

総務委員会

卸売部会（山口部会長）はつれづれに
おいて、正副部会長・所属議員会議を開
催した。山口部会長が挨拶をした後、平
成 年度の部会運営について協議した。
今年度の部会事業として、親睦ゴルフ
大会を、建設部会および工業部会と合同
で５月 日㈫に開催することになった。
その後、懇親会に移り新たに副部会長
となったエースター㈱ 寺門孝次氏と親
交を深めつつ、今後の部会活動について
活発な意見交換を行った。
28
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建設・工業・卸
売部会は５月 日
㈫に袖ヶ浦カンツ
リークラブ 新袖コ
ース（千葉市若葉
区）にて、３部会
合同で親睦ゴルフ大会を開催した。当日は
天候にも恵まれ、親睦事業は無事終了した。
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小規模事業者の方に有利な融資制度

マル経融資
2,000万円以内

マル経融資とは

要

詳細は左記によりお問い合わせください。
【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

設備資金 10年以内
（据置１年以内）

商工会議所の推薦で【日本政策金融公
庫】が融資する国の制度です。
ご利用いただける方
①千葉
 市内で最近１年以上事業を継続してい
ること
②当商
 工会議所の経営指導を申込みの６ヶ月
以前から受けていること
③所得
 税 法(人税 、)事業税、市・県民税等を
納期限内に完納していること
④日本
 政策金融公庫の非融資対象業種（金融
業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等）で
ないこと
（※決算内容等によってはご希望にそえな
い場合もございます。
）

います。
※大会への物品のご提供
（競 技用具、飲料水、食品、大会
記念品、事務用品など）
※大会
 パンフレットへの広告掲載・
ご寄附
※大会
 当日の運営スタッフとして、
ボランティアの派遣

【問合せ先】

７年以内

（据置１年以内）

不
(平成28年4月13日現在)

1.30％

担保・保証人
利
金

融資限度額
返済期間

弁護士による
商工法律相談（無料）

【相談料】 無料（秘密は厳守します）
【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

オリンピック・パラリンピックだけでなくスペシャルオリンピックスも！

11

大会では次のようなご支援を募って

（オリンピックの名称は、ＩＯＣの認可を受けて使用しています）

スペシャルオリンピックス（ＳＯ）は知的障害者のある人たち（アスリー
トと呼びます）に様々なスポーツをする機会を提供し、スポーツを通して社
会性を育み、自立支援をしている国際的な組織です。アメリカ合衆国のケネ
ディ家を中心に活動が始まり、今や１７０ヵ国に広がり、世界中で４５０万
のアスリートが活動しています。キャロライン駐日アメリカ大使も応援して
おり、日本では有森裕子氏が理事を務めています。世界大会も夏冬交互に２
年毎に開催され、千葉アスリートも参加しています。
ぜひ、会場へ足を運んでいただき、選手の応援をお願いします。

今年は〈千葉〉でも大会を開催します。
スペシャルオリンピックス日本・千葉設立 周年記念
２０１６年第 回スペシャルオリンピックス日本・千葉地区大会

前浪祐吾）

スペシャル
オリンピックス
日本・千葉事務局
（事務局長

〒２６２―００１９
千葉市花見川区
朝日ヶ丘３― ―
ＭＫハイツＩ―１０３

【電 話】０４３ ３
- ０６ ２
- ０６６
【ＦＡＸ】０４３ ３
- ０６ ２
- ０７７
【メール】 son_chiba@son.or.jp
※私たちは無償ボランティアで成り
立っている非営利団体です。
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【日
程】 月 日
（土）
、 月 日
（土）
、 月 日
（日）
【会
場】 ①千葉県総合スポーツセンター（天台）
②アミューズメントシティＲＡＫＵＺＯ
成田店
（ボウリングのみ）
【競技種目】 ボウリング、陸上、バスケットボール、
フロアホッケー、テニス、卓球、サッカー
援】 千葉県、千葉県教育委員会、千葉市、
千葉市教育委員会 他
【後

22

関東一円
（東京、神奈川、埼玉、栃木、山梨、群馬、茨城、千葉）
から集合します
アスリート４００名、随行コーチ２００名、スタッフ・ボランティ
ア２００名、大会役員・競技役員（審判）２００名、応援・観客
５００名 計１，５００名規模を予想

24

1

10

運転資金

●債権が回収できない
●手形・小切手の事故が生じた
●連帯債務保証が発生した
●契約に関するトラブルが発生した

時～ 時
時～ 時

など法律上の諸問題の相談に応じます。
ご相談を希望される場合は予めお電話に
て相談日時等をご連絡ください。
【日 時】

月 日㈮
月 日㈮
17 17

【会 場】 千葉商工会議所
階 特別会議室
【担 当】 榎本 初雄 弁
  護士

14 14

中小企業診断士による
経営の専門相談（無料）

時〜 時

19 15

13

８ ７

●資金
 繰りを改善するための方策を検討
したい
●経営
 革新計画の申請書を作成したが内
容をチェックしてほしい
●融資
 申込みにあたり事業計画の作成に
ついて相談したい
●国や
 県の公的支援策の活用を検討したい
など、経営に関する専門的な課題につ
いて相談に応じます。
ご相談を希望される場合はあらかじめ
お電話にて相談日時をご連絡ください。

日㈮

日㈮

17

時〜 時
17

【日 時】
日㈫
日㈮

２日㈫ ５日㈮
日㈫

９日㈫

14

※日程が変更になる場合があります。

平成 年
７月
29 22
12

13

14

日㈮

【場 所】 千葉商工会議所
階
【相談員】 大矢たかし（中小企業診断士）
石井 孝昌（中小企業診断士）
【相談料】 無料（秘密は厳守します）

千葉商工会議所からのお知らせやイベントをはじめ毎月、最新情報を紹介します。詳しくは各お問合せ先へ。

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

８月

26 15
16
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Chiba Information
＜ちばインフォメーション＞

価格の付け方
周りの相場に流されないために

■時には交渉も必要
～会社向けの業種の場合～

これを防ぐためには、できるだけ価格
を一つに揃えることです。商品によって
利益幅は異なりますが、ミックスしてあ
る程度の利益を獲得するのです。同じ価
格であれこれ選ぶことができる。今回は
Ａを購入したけど、次回はＢ……という
次回の来店動機にもつながります。

最後に価格設定について重要なのは、
受注当たりのコストを把握しているか
どうかです。
製造業、
建設業であれば 受
注あたりの材料費と外注費、小売店、飲
食店であれば商品・メニューごとの材料
費、美容院等のサービス業なら顧客 名
あたりの従業員稼働時間…。これらの要
素が会社の利益を大きく左右します。好
調な会社であれば自社の 受注当たりの
コストはしっかりと把握しています。自
社の利益構造を知ることで、あといくら
で利益がでるのか、不足するお金はいく
らか、そのお金は銀行から借りることが
できるのか、といった経営判断につなが
ります。

■受注ごとにコストを把握して
いるか

多いのです。
もし、価格交渉が失敗に終わった場合
は、みなさんの会社以外に安く頼める先
があるということです。つまりみなさん
の会社の価値がみなさんの想定以上に下
落している赤信号。思い切ったコスト削
減や新規事業の検討が必要な状況です。

中小企業診断士

製造業や建設業、卸売業等でよくみら
れるのが、付き合いの長い得意先があり、
昔からこの価格でやっているというケー
スです。このような会社は、大口得意先
だけで売上の半数以上を占めることが多
く、なかなか値上げに踏み切れないとい
う場合が多いようです。
ただし、
赤字が続き、
資金繰りに困って
いるのであれば、改めて価格交渉を行う
ことをお勧めします。材料や外注費、人
件費の高騰に困っている会社はどこも同
じです。なぜ自社でコスト上昇分を被ら
なければいけないのか。得意先にとって
みなさんの会社はなくてはならない存在
のはず。意外とＯＫをもらえるケースが

今までこの価格でやってきたから、これ以上価格を上げると仕事が来ない、
など価格設定に困る事業者は非常に増えています。今回はみなさんを惑わす
「価格」について取り上げます。

中

■価格で売上が左右される
売上は「お客様の人数」×「お客様一人
（ 社）
あたりの単価」
で左右されます。こ
れらはさらに、
「新規顧客」
「既存顧客」
「販売点数」「価格」
の つの要素に分解さ
れます。このうち
「価格」
だけが会社の思
惑で決定できる要素です。が、実際は価
格についてそこまで考えている会社はほ
とんどありません。お客様に高いといわ
れたから、他の競合はこの価格だから…
という理由で設定していることが多いの
です。

■お客様を
「価格」
で惑わせない
工夫を
小売業や飲食店などのサービス業では、
お客様に「Ａ商品とＢ商品どちらも捨て
がたいけど、Ｂ商品が安いからＢにしよ
う」
と考えさせないことです。
価格ではな
く商品やサービスの本質で迷って楽しん
でほしい（特に女性顧客は迷うことが楽
しみだったりします）
。
価格は絶対的な数
値であり、見た目の品質にそれほど差が
なければ当然安いほうに流れます。

水産物の輸出

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

貿易投資相談 Ｑ＆Ａ

千葉県産の水産物の輸出を考えています。
日本全体の輸出と主な輸出先および規制状況を知りたい。

の農林水産物・食品

た。近年、世界中で和食ブームによ

輸出額が大きな比重を占めていまし

に再加工される加工原料用としての

輸出は７，４５１億

り、寿司や刺身用に直接使われるよ

１ 平成 年の日本から

円で過去最高になり

うなブリ、ハマチ等の高級魚の輸出
も多くなってきています。

ました。
水産物に限っていえば、水産物

練り製品など）が約６９３億円、合

０６３億円、水産調製品（水産缶詰、

後更に水産物の輸出は増えてくると

国々が徐々に解除してきており、今

から水産物の輸入停止をしていた

更に、東日本大震災の影響で日本

計約２，７５７億円で輸出全体のう

予想されます。

（生鮮魚介類、真珠など）が約２，

ち ・０％を占めています。
イ、米国等です。
（勿論アジア各国、

主な輸出相手国は、香港、中国、タ

鯛以外にも数多くの種類の魚の水揚

有しているおかげで、代表的な金目

千葉県産の魚は、広大な海岸線を

香港：政府
 作成の放射性物質検査証

（代表的な輸出可能国の例）

す。
（アジア、北米）

際の各国の輸入規制は下記の通りで

３ 現状、千葉県産の水産物を輸出する

できます。

げがあり、今後大いに輸出の期待が

欧米にも輸出されています）
。
品目的には、真珠、帆立貝、サケ、
マグロ、サバ、かつお、乾燥なまこ
等々が金額的に大きな比率です。千
葉県からは、アジ、サバ、いわし等
の大衆魚が多いのが特徴です。
２ 過去の水産物の輸出は、輸出相手国
の缶詰原料に使用されたり、調理用

稲垣  桃子

商工会議所にお問い合わせください。

があればジェトロ千葉事務所や最寄の

しいことではありません。不明な点

することが可能であり、それほど難

等については商工会議所などで取得

じるかも知れませんが、産地証明書

類が必要で面倒な手続きが必要と感

４ どの国に輸出するにも証明書等の書

台湾：輸入停止中です。

中国：輸入停止中です。

（代表的な輸出不可国の例）

です）

米国：ＨＡ
 ＣＣＰ認定が必要です。
（ＦＤＡへの事前登録も必要

原産地証明書が必要です。

マレーシア：日本商工会議所作成の

タイ：日本
 商工会議所作成の原産地
証明書が必要です。

証明書が必要です。

シンガポール：県商工会議所の産地

明書が必要です

1

1

千葉貿易情報センター

4
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ナビ
1

Ａ Q
37

1

企業診断
小

街頭防犯カメラ

中心市街地ＮＥＷＳ
〈問合せ先〉千葉市中心市街地まちづくり協議会（事務局）
千葉市中央区中央２︱５︱１ 千葉商工会議所産業振興課内
電 話 ０４３︱２２７︱４１０３ ＦＡＸ ０４３︱２２７︱４１０７

28

駅前大通りで
『オープンカフェ』を運営
千葉市中心市街地まちづくり協議会（オープンカフェ部会）では、
８月 日㈰に千葉駅前大通りで「オープンカフェ」を運営します。
同日は中央公園で「親子三代夏祭り」が開かれており、中央公園
周辺の中心市街地が賑やかな１日となります。
次回、オープンカフェは９月 日㈰を予定しておりますので、多
くの方々のご来場をお待ちしております。

目：歌・踊り・演奏

30

【参加者】 名

８月のイベントカレンダー
開 催 日：８月 日（日） 中央公園

演
容：ＤＡＮＣＥ・ＤＪ・歌

団 体 名：ＢＲＯＴＨＥＲ

内

開 催 日：８月 日（火）中央公園
イベント名：ｆｕｎｋｙ ｆｒｅｓｈ ｆａｃｔｏｒｙ
（ファンキーフレッシュファクトリー）

容：キッズダンスコンテスト・美容連盟

29 29

18

27

21

イベント名：ＢＲＯＴＨＥＲ

14

団 体 名：一般社団法人 日本美容師連盟
千葉県ダンスインストラクター連盟
内

10

熊谷市長
石井会頭

23

平成 年度第２回目のイベント主催者募集中！
対象会場 ①中央公園 ②きぼーるアトリウム
対象期間 平成 年 月１日～平成 年９月 日までのイベント
募集期間 平成 年７月１日～７月 日（必着）
申請書は、当所ＨＰからダウンロード願います。
28 28

51

去る６月７日㈫、三井ガーデンホテル千葉 天
平の間において、千葉市中心市街地まちづくり協
議会 第 回定時総会が開かれました。
平成 年度事業報告および収支決算、平成 年
度事業計画（案）および収支予算（案）について
審議し、原案どおり承認されました。
総会終了後は白鳳の間に会場を移し、熊谷千葉
市長、当所石井会頭、木原専務理事をお迎えし、活
発な意見交換と親睦を深めました。

石井会頭来賓あいさつ

当所第一ホールにおいて、平成
二十八年当所女性会定時総会が開
催されました。君塚副会長の進行
で開会、
冒頭、
髙梨会長から「少子
高齢化の現代社会における女性会
が果たす役割は多岐にわたり、そ
の存在は大きな意義を持っており
ます。本年はより多くの事業を積
極的に行ないながら、地域経済の
発展に寄与して参りましょう」と
の挨拶がありました。
来賓のご挨拶
また、来賓の石井俊昭会頭から
は「昨年女性会が四十周年を迎え、
ますます女性の力が経済の原動力
となっており、期待が高まってい
ます。
なかでも、
まちづくりに対す
る女性の感性が求められています
ので、より一層ご活躍いただきた
い」とエールが送られました。続

と体を活性化させる〝コオーディ 拶を頂戴し懇親会は宴たけなわの
第 回定時総会開催
ネーショントレーニング（頭を使 中終了いたしました。
正副会長再任、新役員７名選任
って考えながら楽しく運動する）
〟
の田島孝彦氏
を㈱ ’
T s condition
いて、鎌田栄千葉市経済農政局長 （トレーナー・フィジカルコーチ）
から「女性会の歌の中で象徴され をお迎えして、会場の皆様と一緒
ているように、女性の様々な社会 に、体と心のリフレッシュ体操を
活動に対し敬意を表するとともに、 行なっていただきました。
女性のリーダーとしてこれからも 懇親会を開催
総会後は同会場の懇親会スペー
ご支援賜りたい」とのお言葉を頂
スに移動し、竹内まちづくり協議
戴いたしました。
このほか、ご来賓として、当所 会会長からご挨拶を頂戴し、また
副会頭中村正見氏、千葉市中心市 小川青年部会長から、乾杯のご発
街地まちづくり協議会会長竹内惠 声を頂いて、懇親会に入りました。
お食事をしながらのご歓談のな
智郎氏、当所青年部会長小川智之
氏、当所常務理事河野功氏にご臨 か、会場では７名の新入会員によ
る事業紹介が行われ、皆、熱心に
席頂きました。
耳を傾けて新たなメンバーを温か
全議案の承認
次に、会長が議長となり、議事 く歓迎いたしました。
中締めは、中村副会頭からご挨
に入り、１号議案から４号議案ま
で原案通り承認されました。また、
監査結果については、鷹谷監事よ
り「適正にして事実と相違ありま
せん」と報告され、５号議案「役
員選任」についても、正副会長の
再任を始め、７名の新役員が承認
され総会は無事終了しました。
なお、永年貢献された退会者へ
の感謝状が授与されました。
リフレッシュ体操を実施
続いて、
懇親会に入る前に、
リフ
レッシュタイムを設け、新入会員
の紹介を兼ね、 Finditty
主宰の園
田順子氏プロデュースにより、脳

41

イオン植樹イベントに参加して

都市農業交流センター（若葉区富田町）

当所女性会会員は、25周年を迎えた（公
財）イオン環境財団が千葉市と共催して行
なった植樹活動に参加しました。当日は、
熊
谷市長もご参加され、千葉市の豊かな自然
環境を保護するための活動に熱心に取り組
んでいらっしゃいました。
交流センターのあるいずみ地区は都市と
農村をつなぐ拠点であり、野鳥の暮らす森
が広がっています。

当日は天候にも恵まれ
「野鳥の森の再生」
を願い大勢の方が
イベントに参加しました

24
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千葉市中心市街地まちづくり協議会
第 回定時総会 

URL:http://www.chiba-cci.or.jp/joseikai/
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木原専務
望月副会長

みどりの日

5月4日㈷

まちづくり事業情報

女性会
編集：千葉商工会議所

千葉 YEG RED MILL FORCE !

向から商工会議所を見つめ直すために、
メンバー内で商工会議所、ＹＥＧにつ
いてのグループディスカッションなど
も今後開催出来ればよいと思います。
商工会議所の新たな発見や魅力を再
認識できた経験を自企業の発展や会員
拡大活動に活かしていきたいです。
そして同じ地域で働く仲間を増やし

長に演説していただきました。
限られた時間の中でのオリエンテー
ションだったため、今回とは違った方

入会員、現役会員に対し、商工会議所、
ＹＥＧの趣意を紐解き、その内容を改
めて理解し、今後の自企業の発展、会
員拡大活動の糧にすることを目的とし、
つのテーマからなるオリエンテー
ションを行いました。
第 部では
『商工会議所』
、第 部で
は
『ＹＥＧ』
についての歴史、組織構成、
て、より充実したＹＥＧ活動に、そし
て政令指定都市で活動している千葉Ｙ
ＥＧとして、より自信を持って対外活
動できるように頑張りたいと思います。

月 日 水 に千葉ＹＥＧ５月定例
(
)
会
『ＹＥＧマスター』
を開催しました。
千葉ＹＥＧが昨年 周年を迎え、新

役員や議員等の役職、各種事業活動な
どについてご説明させていただきまし
た。
特に第 部の
『ＹＥＧ』
については、

40

日本ＹＥＧ、関青連、千葉県青連につ
いて、まだ出向した事のないメンバー
した。

お忙しい中、沢山のメンバーにご参
加いただき、誠にありがとうございま
対外拡大委員会
髙野 大海
副委員長     

にとっては、千葉ＹＥＧ以外の活動等
を知る良い機会になったと思います。
第
部では
『千葉ＹＥＧの歩み』
を
テーマに、千葉ＹＥＧが設立から現在

1

5
教育（高等専修学校、専門学校、日本語学校）

☎043-287-2725

まで歩んできた活動をまとめた映像を
視聴し、そしてこれから歩んでいく中

学校法人瀧澤学園

3

野丸 昌寛

7

14

6

3
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1

5

3

長期活動計画、全国会長研修会誘致に
向けての説明を長坂直前会長、小川会

（のまる まさひろ）

千葉商工会議所青年部（以下千葉Ｙ
ＥＧ）で結成しているＲＥＤ ＭＩＬ
Ｌ ＦＯＲＣＥのキャプテンを務めさ
せていただいている飯田敬道です。
我々は 月 日から 日にかけて山
形県長井市で開催される商工会議所青
年部第 回全国サッカー大会長井大会
に参加してきます。チームを結成して
から 年目になり全国大会の参加は
回目となりますが、全ての大会で予選
リーグ敗退しています。毎回悔しい思
いをしているので今回こそはと悲願の
決勝トーナメント進出に向けて、日々
の練習や練習試合など選手一同頑張っ
ています。
また、千葉を離れるからには他県の
メンバーとの交流や地方の文化を楽し
みたいと思います。さらにはサッカー
大会を通して千葉ＹＥＧの絆がより一
層深まることと思います。
参加メンバーが全員怪我なく千葉に
戻ってくることと、大会での素晴らし
い結果を報告できればと思います。千
葉から応援よろしくお願いいたします。
千葉ＹＥＧ
ＲＥＤ ＭＩＬＬ ＦＯＲＣＥ
キャプテン 飯田 敬道

６月入会

小川広太君
対外拡大委員会委員長

〈新入会員紹介〉

Ｈ28年度日本YEG
東地区担当副会長 川上俊紀君
鹿児島大会
平成27年

2

千葉県YEGサッカー交流戦
RED MILL FORCE主催
静岡大会
平成26年

千葉大会
平成25年

千葉大会
平成25年

URL http://www.chiba-yeg.jp
Eメール yeg@chiba-yeg.jp

～商工会議所青年部第14回全国サッカー大会長井大会に向けて～

青年部
編 集： 千葉商工会議所
総務広報委員会

青年部通信
千葉商工会議所

千葉YEG 5月例会「YEGマスター」開催

Ｈ28年度千葉YEG
会長 小川智之君

創業支援と中小企業のサポートで
千葉市経済の活性化をはかる
～きめ細かい指導とサービスで中小企業の魅力を向上～

公益財団法人 千葉市産業振興財団

〒260－0013 千葉市中央区中央４丁目５番１号
Qiball  13階
（千葉市ビジネス支援センター内）

で、“ちば”共創都市圏の確立が
と、最初は自分のことだけを考
うたわれています。千葉市を中
えればよいのですが、従業員が
心に、周辺の市原市・四街道市
加わったらその人の処遇や労務
などを含めて発展していくこと
管理の問題などが当然発生しま
を目指しています。周辺市の住
す。ベンチャー企業に入社しよ
民が千葉市で就業すれば、その
うという人は、ベンチャー気質
市の人口が流出することはあり
が旺盛で、独立志向が強い傾向
ません。つまり、千葉市の産業
があります。そのことを考慮し
が活性化することで、周辺地域
て経営する必要があります。自
も元気になると言えます。これ
分の下で育てた人がいずれは独
までは各市が個別に地元の活性
立するというぐらいの気持ちで
化を考えてきましたが、これか
一緒に働くことが必要です。そ
らは、連携による地方創生が必
の辺りをコーディネーターはよ
要です。千葉市・市原市・四街
く把握して支援しています。
道市でもそうした機運が高まっ
千葉市ビジネス支援センター
ており、
財団としても積極的に関
本館には、インキュベート施設
与していきたいと考えています。 を 室用意しています。これま
での成果として、インキュベー
創業者の熱意を組みつつ
ト施設から１２５社が卒業して
的確に指導する創業支援
おり、そのうち１０５社が現在
も頑張って活動を続けています。
また、そのうち千葉市内で活動
している企業は ％にのぼりま
す。今後も創業を目指す人の熱
意を受け止め、市内で活躍する
企業を増やすことを目指し、さ
らにその中から上場する企業が
出てくることを願って支援して
いきます。
また、千葉市ビジネス支援セ
ンター中央分館「ＣＨＩＢＡ ＬＡＢＯ」を設置し、これから
創業を目指そうという方や創業
間もない起業家の方に対して、
情報交換やアイディアを事業に
結び付けるノウハウを学ぶ場を
提供しています。現在ここに登
85

千葉市民の６割が

95

89

13

財団の活動は、①中小企業の
経営革新並びに新事業創出の支
援に関する事業、②中小企業勤
労者等に対する福祉事業――が
柱となり、創業支援、事業計画
の策定から従業員の福利厚生ま
で、事業活動のほとんどのシー
ンに対応しております。
創業支援については、創業者
を育成する「インキュベート施
設」
を管理しており、
財団のコー
ディネーターが事業計画づくり
から経営管理まで全面的に支援
しています。皆さん創業するの
は初めてのことですし、会社が
発展するほど、想定外のこと
に直面します。一人で創業する

18

市内で就業している

98

千葉市が発表した人口ビジョ
ンを見ると、意外な実態が浮き
彫りとなり、千葉市の真の特性
が明確となりました。
それによると、千葉市の人口
のピークは２０２０年で 万人
になります。それ以降は減少し、
２０４０年には２０１０年比で
％になると予測されています。
これは周辺市が ％程度まで減
少するとされるのに比べて、減
少率は少ないといえます。さら
に昼夜間人口比率が ％と非常
に高いのも特徴といえます。一
般に東京周辺都市の昼夜間人口
比率はもっと低い値です。さら
に市民の ％が市内に通勤して
いることもわかりました。
この数値は我々にとっても予
想外で、「千葉都民」などと言わ
れるように、千葉市民の生活は
東京を向いているイメージがあ
りますが、実際には多くの人々
が千葉市内で働いていることが
明らかになりました。また、就
業者のうち ％の人がサービス
産業に従事しており、
一方で製造
業と情報通信業の就業者数が少
ないことが明らかになりました。
今後はこれらの分野を強化する
必要があり、当財団が力を入れ
るべき領域だと考えています。
一方の「総合戦略」は、
人口ビ
ジョンをもとにつくられたもの
98

公益財団法人 千葉市産業振興財団は２００１（平成 ）年に設立されました。設立目的
は、①千葉市の特性を活かして、事業者の経営革新及び新事業創出の促進その他地域産業の
振興に資する事業を実施することにより、活力ある地域経済社会を構築し、もって市民生活
の向上に寄与すること、②千葉市内の中小企業に勤務する従業員等に対して 総
､ 合的な福祉
事業を行うことにより、中小企業労働者などの福祉の向上を図るとともに、中小企業の振興、
地域社会の活性化に寄与すること――にあります。
中小企業支援法に基づく中小企業支援の「指定法人」として千葉市から指定を受けるとと
もに、中小企業新事業活動促進法に基づく新事業支援体制の「中核的支援機関」として千葉
市から認定を受けてます。
各支援機関との連携を図りながら、活力ある地域経済社会の構築を目指して、中小企業の
経営革新並びに新事業創出の支援に関する各種事業や中小企業勤労者等に対する福祉事業を
展開しています。

〈公益財団法人 千葉市産業振興財団とは〉

日本が直面している人口減少問題は、各都市においても財政悪化
にとどまらず、労働力人口の減少、消費市場の縮小を招き、社会経
済全体の衰退が懸念されています。千葉市では地方創生の取り組み
として、今年３月「千葉市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・
総合戦略」を策定しました。こうした流れの中で、千葉市内のさら
なる産業活性化を目指して事業を展開する公益財団法人 千葉市産
業振興財団の北村彰英理事長にお話を伺いました。

公益財団法人 千葉市産業振興財団

千葉市ビジネス支援センター中央分館「CHIBA-LABO」
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中小企業の重要課題は人材の
確保と育成です。これはぜひ千
葉商工会議所と連携して手掛け
ていきたいですね。人口ビジョ
ンを見ると、千葉市の人口は
歳前後で急増して、 歳前後で
激減しています。これは市外か
ら流入してきた千葉市内の大学
に通う学生が、市外の企業に就
職して転出してしまう例が非常
に多いことを意味しています。
もっと細かく就職指導すれば、
より多くの学生を千葉市内の企
業に就職させることができるの
ではないでしょうか。
中小企業はどうしてもアピー
ルが不足しがちなので、学生に
直接訴えるほうが良いのではな
いかと思います。例えば、市内
企業に勤めている人がリクルー
ターとして自分が卒業した市内

きめ細かな指導が必要

優れた人材確保には

録している人は 人以上になり、 中小企業との連携を目標に産学
特に女性の活躍がみられるのが
合同技術シーズ交流会を９月に
特徴になっています。
予定しています。
また、ビジネスプランコンテ
産・学・官が
スト『ベンチャー・カップＣＨ
連携した新事業支援
ＩＢＡ』は、今回 回目を迎え
ます。千葉市発の将来性ある新
たなビジネスを創出することが
狙いですが、幸いにも受賞した
企業の多くはその後、大きく発
展しています。この事実は我々
の誇りであるとともに、やりが
いを感じることでもあります。

4

15

24

18

60

千葉市では、新たな事業の創
出を図るため、
「千葉市事業環
境整備構想」を策定しています。
そのなかで、市内に存在する
産・学・官の様々な産業支援機
関の連携による、新事業支援体
制（地域プラットフォーム）を
構築しています。
当財団では、新技術・製品開
発等の競争力のある新事業創出
の促進や、円滑な「事業化」に
向けた新事業創出の展開、産・
学・官の連携による事業環境の
形成を総合的に支援しています。
特に「情報通信」
「環境」
「医療・
福祉」
「新製造技術」という発展
性の高い つの事業分野を「重
点分野」として設定しています。
千葉市内には、千葉大学など
大学が存在し、周辺には千葉
工業大学
（習志野市）
や木更津高
専（木更津市）があります。こ
うした教育研究機関と企業が連
携する橋わたしをするのも財団
の大きな役割です。昨年は千葉
大学とともに医看工連携による
健康産業の創出を目指したビジ
ネス交流会を開きました。これ
はたいへん好評なテーマで今後
も継続する予定です。今年は新
たな取組として工学分野と市内
10

の大学に行くのも有効でしょう。
卒業生から直接企業の話を聞け
ば、学生たちはその企業に親
近感がわきます。さらに就職説
明会も大学別に行ったほうが良
いでしょう。もっときめ細かく
学生たちにアピールすることで、
中小企業の特性や良さが学生に
ダイレクトに伝わると思います。
また今後は即戦力である中途
採用者の確保が重要となります。
特に仕事をリタイアした高齢者
はノウハウをたくさん持ってい
ますので、良い人材が獲得でき
れば、
経営の資源となります。
た
だ、中小企業は大企業と比較し
て福利厚生が弱く、この点が人
材確保の阻害要因にもなってい
ます。当財団の勤労者福祉サー
ビスセンターでは中小企業の勤
労者に対する種々の福利厚生事
業を展開していますので、従業
員の確保や定着のためにぜひこ
のサービスを利用してほしいで
すね。
一致団結した企業支援で
千葉市をもっと元気に

千葉市の将来的な発展のため
には、市内に産業を集積するこ
とが重要だと考えています。新
産業の創出拠点として、千葉市
ではドローンやＩｏＴ関連の企
業の招致が進んでいます。いず
れもすそ野が広い産業なので、
中心となる企業を呼び込むこと
によって、ベンチャー的なＩｏ

Ｔ企業やＩＴ企業が生まれてき
ます。そういう新しい企業を支
援し、育成していきたいと思っ
ています。
その一方で、千葉市に根付い
ている地元企業や商業者も大事
にしていきたいと思います。そ
のためにも事業承継を重要課題
と捉えています。承継形態は多
様化しておりますが、まず親族
から事業を継げる人を探し、い
ない場合は従業員に声をかける
という順番が、やはり基本と考
えております。親族や従業員か
らみて、
将来的に熱い企業で、
承
継しようと思われる企業である
ことが必須です。財団も支援し
ますので、しっかりと力をつけ
ていただきたいと思います。事
業承継でＭ＆Ａは最終手段と
思っています。この分野で中心
となるのは千葉商工会議所です
から、情報交換をしながら財団
でも企業を紹介していきたいと
考えています。
千葉市は創業支援をはじめ、
各種の企業支援を実施していま
す。かなり恵まれた環境といえ
ます。経営者の方にはぜひうま
く活用していただきたいと思い
ます。より活用しやすい環境を
整備するためにも、我々関係者
は連携を強化する必要がありま
す。また、関連団体が一致団結
して企業の支援体制を築くこと
によって、千葉市は一層元気に
なっていくと思います。
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千葉開府890年記念

幕張ビーチ花火フェスタ2016

（第38回千葉市民花火大会）

会

─臨場感抜群─
有料観覧席入場券
絶賛発売中！

幕張海浜公園
（千葉市美浜区美浜１）
※荒天または強風の場合は中止
＜アクセス＞ ＪＲ京葉線「海浜幕張駅」より徒歩15分
販売席数

販売額

特

※入場は閉館の30分前まで

休 館 日：8月1日
（月）

河井寬次郎《三色打薬扁壺》1963(昭和38)年
河井寬次郎記念館蔵

観 覧 料：一般1,200円
（960円）
、大学生700円
（560円）

棟方志功《鬼門譜板畫譜》より
「眞黒童女」
1937(昭和12)年 日本民藝館蔵

■ 市民美術講座
「河井と棟方、その広大な世界」

※小•中学生、高校生、障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料
※(  )内は前売、千葉市在住65歳以上の方、団体20名以上の方の料金

同時開催：所蔵作品展「河井・棟方の周辺―所蔵作品の現代美術に見る」

講師：藁科英也（当館学芸係長）
7月30日（土）14:00〜
（13:30開場予定）
11階講堂にて／聴講無料／先着150名

関連イベント

■記念講演会
■記念講演会
「歓喜の二人〜歓の巻・河井寬次郎〜」 「歓喜の二人〜喜の巻・棟方志功〜」

主催／千葉市民花火大会実行委員会
（千葉市・千葉商工会議所・(公社)千葉市観光協会
㈱幕張メッセ・幕張新都心ホテル協議会・㈱ベイエフエム）

★有料観覧席情報★
称

期：開催中〜8月28日
（日）

開館時間：10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）

8月6日（土）19:30～
名

8/28㊐

陶芸家・河井寛次郎と版画家・棟方志功は、民芸
運動の創始者として知られる柳宗悦の仲介により、
生涯を通じて師弟として影響を与え合いました。
本展では、柳が創設した日本民藝館が所蔵する貴
重な作品を中心とした約240点によって、二人の
芸術の共鳴を紹介します。

千葉市民花火大会実行委員会では、
8月6日（土）開催の 「千葉開府８９０年記念
幕張ビーチ花火フェスタ2016（第38回千葉
市民花火大会）」 の有料観覧席入場券を販売
しております。
千葉市のウォーターフロント「幕張の浜」 で、
音楽花火や海上花火など1時間に1万5千発の
花火が色彩り鮮やかに競演します。
今年は、 千葉開府８９０年記念プログラムのほか、
海辺のロケーションを活かした海上ミュージック
スターマインなど音楽と花火がシンクロする音楽花火
の競演、 尺玉（10号玉）の打ち上げ、 個人協賛による
LOVEメッセージ付花火などを企画しています。
臨場感満点の有料観覧席や、 QVCマリン
フィールドでのスペシャルＬＩＶＥ観賞
付きチケットなど絶賛発売中です！
（詳しくは、 公式サイトhttp://chiba-hanabi.jp/
をご確認ください。）

徴

（事前申込制／7月13日(水)必着）
講師：鷺珠江
（河井寬次郎記念館学芸員／河井寬次郎令孫）
7月24日（日）14：00〜（13：30開場予定）
11階講堂にて／聴講無料／定員150名

（事前申込制／8月10日(水)必着）
講師：石井頼子
（棟方志功研究家／棟方志功令孫）
8月20日（土）14：00〜（13：30開場予定）
11階講堂にて／聴講無料／定員150名

〒260-8733 千葉市中央区中央3‑10‑8
☎043‑221‑2311
043‑221‑2316

販売箇所について

【ビーチ席のお取り扱い箇所】
【全席種取り扱い箇所】
＜ビーチ席A、Cのお取り扱い＞
◆チケットよしもと
◆千葉モノレール
（千葉みなと駅、千
・WEB http://ticket.yoshimoto.co.jp
葉駅、都賀駅、千城台駅の各窓口）
・電話予約 0570-550-100
ビーチ席C
◆ホテルグリーンタワー幕張
（※要Yコード・24時間受付）
（１０時～１８時 駐車場はございません）
・店頭購入
シーサイド席
6,800席 1,500円 ・ビーチ席のとなりの観覧エリア
◆ホテルスプリングス幕張
ファミリーマート店舗
（Famiポート）
、
・幕張メッセ駐車場スペースに新設した、尺玉をはじめ
＜ビーチ席A、シーサイド席のお取り扱い＞
よしもとの劇場窓口
大玉が目の前に打上がる迫力満点の花火観賞エリアで
◆ホテルフランクス
◆チケットぴあ
メッセサイド席
3,500席 2,000円 パイプ椅子に座ってご覧いただけます。（海上花火の
◆アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉
・WEB http://t.pia.jp/
一部がご覧いただけません。）
・電話予約 0570-02-9999
・全席指定席
＜ビーチ席Aのみお取り扱い＞
（※要Pコード・24時間受付）
・ビール等の立ち売りがあります。
スタジアム席
◆JR東日本
・店頭購入 セブン-イレブン、
5,000席 2,500円 ・今シーズンよりリニューアルした素晴らしい映像の大型ス
（QVCマリンフィールド内)
（千葉駅、蘇我駅の各みどりの窓口）
サークルＫサンクス、ぴあ店舗
クリーンで海上花火を放映予定。（音楽花火の演出、海上花
火は大型スクリーンでご覧ください。）
◆NEWDAYS（千葉1号店、2号店、
◆ローソンチケット
蘇我店、海浜幕張中央店、海浜幕張
・WEB http://l-tike.com/
※6月1日（水）より販売しています。ご希望のチケットが完売の場合にはご了承ください。
北口店、ミニ幕張本郷店、
・電話予約 0570-084-003
ミニ検見川浜店、ミニ稲毛海岸店）
（※要Lコード、24時間受付）
・店頭購入 ローソン、ミニストップ店舗 ◆千葉市産業振興財団
※７月１日
（金）～発売
【ビーチ席、シーサイド席、メッセサイド ◆千葉市観光協会
席のお取り扱い箇所】
◆千葉商工会議所
◆JTBエンタテインメントチケット
◆ホテル ザ・マンハッタン
WEB http://www.jtb.co.jp/ticket/
◆ホテルニューオータニ幕張
TEL 0570-030311（10:00～18:00）
※セットプランのみの販売
店頭購入 JTB支店・JTB総合提携店
【スタジアム席のお取り扱い箇所】
◆チケ探
※上記、全席種取り扱い箇所でも販売し
WEB http://ticketan.net/
ております。（チケットよしもと、ぴあ、ロー
◆幕張ベイタウン商店街振興組合
ソンチケット）
（パティスリータルブ、みすずユナイテッ
◆千葉ロッテマリーンズ
ド幕張ベイタウン店）
（球場窓口のみ６月１日
（水）13:00～発売）
WEB http://www.marines.co.jp/
店頭購入 ＱＶＣマリンフィールド窓口
（販売時間10：00～17：00）

ビーチ席A

開催中〜

・花火が正面から見えて、打上場所から近い臨場感抜群
の花火観覧エリア。
・海上花火が目の前に見える海岸沿い中央に位置する観
2,800席 3,000円 覧エリア

【申込方法】
往復はがきまたはホームページからお申し込
みください。 往復はがきの場合は、 郵便番号、
住所、 電話番号、 氏名、 参加希望のイベン
ト名、 人数（2名までお申込み可）を明記の上、
〒260-8733 千葉市中央区中央3-10-8
千葉市美術館イベント係までお送りください。
※お申込は、1通につき1イベント。申込多数
の場合は抽選。

URL http://www.ccma-net.jp

8,200席 4,000円

http://chiba-hanabi.jp/
■花火大会に関して：ハローダイヤル
■チケットに関して：チケットよしもと予約問合せダイヤル

TEL：050-5548-8686（全日8：00 ～22：00）
TEL：0570-550-100（全日10：00 ～19：00）

夏の特別展

「科学捜査展season２」

●日時		
●場所		
●料金		
		
		

７／1５
（金）～９／４
（日）
千葉市科学館 ７階企画展示室
大 人
７００円
高校生
４５０円
小・中学生
２５０円

※常設展示も含む

前回好評だった科学捜査
展の第二弾。科学の力で
犯人を探し、名探偵をめ
ざそう！
タブレットを使った捜査
体験コーナーもあります。

プラネタリウム８月限定番組

「名探偵コナン 星影の魔術師」

●日時		
●場所		
●料金		
		
		

8／1（月）～31（水）
千葉市科学館 ７階プラネタリウム
大 人
51０円
高校生
30０円
小・中学生
10０円

名探偵コナンがプラネタ
リウムに登場。
満天の星空の下で繰り広
げられるキッドとコナン
の対決。乞うご期待！

夢シティちば 2016年₇月号

※上映スケジュールは、お問合せください。

＜公式ホームページ＞
＜お問い合わせ先＞

〒260–0013 千葉市中央区中央4–5–1 Qiball内7 〜 10階
URL http://www.kagakukanQ.com
☎043–308–0511
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