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青年部通信

「幕張駅前南口商店街」
JR幕張駅南口前から伸びる商店街は、京成線と交差
しています。国道14号以南に学校や企業が多く立地す
るため、朝夕は通勤・通学の人たちでにぎわっています。
撮影時間は午前8時半。お店はまだほとんど閉まって
いますが、徐々に幟が立ち始め、商店街らしい風景が広
がります。

撮影／明角和人（明角写真事務所）
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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。

夢シティちば 2016年₉月号

編集者のひと言

まだまだ残暑が厳しく、8月後半から台風情報で一喜一憂
する毎日ですが、暦の上ではもう秋です。私にとって秋はや
はり食べ物がおいしい季節です。秋の代表的な食材であるサ
ンマは、北海道で水揚げされたサンマの初セリが行われ、一
匹37,800円という過去最高の高値がついたことが話題にな
りました。大衆魚のサンマはいつか高級魚になってしまうので
しょうか…。みなさんの
「秋」
といえばなんですか？

（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 セミナル
代表取締役社長

吉田 邦秀

社名が「発展」を意味するように、材料から自社で製造する徹底した
オリジナル製品で企業としての成長を遂げてきた株式会社セミナル。
自社製専用工作機械を使用して最低限の人数で作業を行うのも特徴
で、昨年度千葉県からものづくり製品の認定を受けました。代表取
締役社長の吉田邦秀氏にお話をうかがいました。

＜DATA＞
よしだ・くにひで／1948年 千葉県市川市出身。
1995年に千葉市こては
し台に有限会社セミナルを設立。
2000年に工場を横戸町に移転。
2012年、
２度目の増資を行い、
株式会社に商号変更。
新工場を三角町に完成させて
移転。

〒262-0011 千葉市花見川区三角町７５-３
☎０４３-２５８-7702
事業内容： 各種産業機械の研究開発と製造
油圧・空圧機械及び部品の製造
釣用両軸リール製造・販売

たトラックのライニング張替
作業に使われました。
油圧駆動式のＹＴＡはライ

に携わってきました。祖父は

私の家は代々、ものづくり

タピラ部分に使用するフィル

品はまず、建設用重機のキャ

当社における現在の主要製

新たに「ブレーキシュースト

化・再省エネ化を計るため、

した作業現場の安全性・効率

大変な重労働なんです。そう

るのですが、この張替作業が

グが減ると交換する必要があ

付けて止めていて、ライニン

を要しました。ＹＴＡもＹＴ

できます。これは開発に２年

はがすこともかしめることも

ットを抜いて、ライニングを

仕上がります。ＹＴＤはリベ

れない人が使ってもきれいに

も自動で入っているので、慣

固く止める）
専用機。
リベット

ニングをかしめる（接合部を

東京都墨田区の本所で旋盤工

バルブがあります。国内・海

リッパー」を企画開発し、国

Ｄも最先端の機械です。

材料生産から加工、
組立まで

場を営んでおり、戦時中は千

外向け製品の両方の加工と組

内特許はもとより海外特許も

関連の機械製造をメインに釣

たが、戦後は市川市で自動車

ーにリベット（金属製の締め

ーのブレーキはブレーキシュ

また、トラックやトレーラ

の機械を購入されました。被

被害を受けた石巻市では当社

東日本大震災で大きな津波

の値段で再びお渡しするサー

して再生し、新品の３分の２

き取って、メンテナンスを施

自社で行うオリジナル製品

葉県市川市に工場を疎開させ

み立てを行っています。

用リールや工業用ミシンの製

付け部品）で止められている

ビスを実施しているんですが、

また、古くなった機械は引

造を行っていました。

災地のインフラ整備に使われ

当時は７つ会社を経営して
お り、従業員は全部で約１，

社を設立しました。現在と同

（平成７）年に私も自身で会

てしまったため、１９９５

を引き継いだのですが倒産し

父亡き後、叔父がこの会社

らしたことも父の誇りでした。

皇太子時代に会社に視察にい

場がありました。天皇陛下が

つく必要がないのも大きな特

していますので、人が機械に

した特殊な機械を使って作業

産業ですが、自分たちで開発

製造業は本来、労働集約型の

と息子と２人のパートのみ。

リーワンです。工場は私と妻

ので、ほぼオリジナルでオン

組立まで自社にて手掛けます

当社の製品は材料から加工、

じ千葉市内での創業でしたが、

徴です。
宅でした。

本社の場所はこてはし台の自

０００人、韓国馬山市にも工

これも好評です。

ライニング（摩擦材）を押し

取得しています。

ました。父は出征していまし

祖父の代から
ものづくりに携わる

製造からメンテナンスまで。
オリジナルだからできることがある

～独自の発想でものづくりに懸ける～

オンリーワンの製品を生み出し、
アフターケアも万全に

談話室
Vol.154
15歳ぐらいから機械をいじり、
新しいものを生み出すことが好きだったという吉田社長。
「新たな製品の発想は経験から生まれます」
と語ります。
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会員情報プラザ

「珈琲、
ワイン、自家製惣菜」から広がる
飲食店の複合的なビジネスモデル

レジャー分野の新サービス展開を支える技術力

夢シティちば 2016年₉月号

る時間に感じますね。どんど

んいろんなアイディアが浮か

んでくる。新しいものをつく

はり自分は生涯、機械屋なの

る時が一番楽しいですね。や

メンテナンスまでを担当して

だと思います。

新しいサービスで、ゴルフ場

います。

新事業としては、ゴルフ場

でスタートしますが、将来的

誰もやっていない、全くの

での映像配信サービス「スイ

にはゴルフ練習場でも展開し

ゴルフ場での
映像配信サービス

は釣用リールの製造も手掛け

ングビュー」があります。ク

ていきたいと考えています。

13

様々な機能が付加された
高級釣用リール

ています。製造はネジ１本か

ラブをボールに当てた音がス

50

２００１（平成 ）年から

らすべて手作りのオリジナル

画像が撮影されて、瞬時に編

イッチとなって、３００枚の

産品に比べると高額ではあり

集加工されＷｅｂ Ｕｐ。スマ

新たな分野への挑戦となり

商品です。約 ～ 万円と量

ますが、両軸でぶれることが

ホ・携帯・ＰＣで視聴するシ

ますが、私たちはあくまで機

20

新しいものを作る時間が
一番楽しい

なかったり、変速機を付加し

ステムです。この動画に広告

夢シティちば 2016年₉月号

http://akarisalooninage.wix.com/inage

たり、様々な特許をとった機

5

TEL：070-2173-2458

akari.saloon.inage@gmail.com

械屋ですから、こうしたサー

http://www.shokuikunet.jp/

電話 043-224-6322

あかりサロン稲毛

千葉市稲毛区稲毛東2-16-1
営業時間・定休日 10:00～18:00（定休日：月曜日）

機械屋の心意気として、
「創意は無
限なり」を社是にしています。

がついており、広告収入で運

食育ネット株式会社

地域交流施設
（担当：浅野）

Ｑ 座右の銘は？
Ａ「創意は工夫なり」ですね。そして

能がある、ほかにはない製品

化学農薬の使用を極力抑え、たくさんの有機質堆肥を使い、田
んぼ一面にレンゲを植えて防虫効果を高めるなど、こだわりの栽
培方法を行っています。
粒が大きく、ふっくらとした炊き上がりが特徴です。
生産者の安全と美味さへのこだわりが、多くの手間と時間をかけ
て、千葉県のちばエコ農産物に認証されたお米です。
お米のとぎ汁を出さないことで、水道代の節約にも繋がり、環境
にとても優しい「無洗米」に仕上げています。

【利用料金】
委託販売コーナー：2,500円～／月、手数料20%
レンタルスペース：3,000円～／2時間
その他、様々なイベントを開催
しております。
どうぞお立ち寄りください。

ビスも製造とメンテナンスを

当施設は、稲毛商店街振興組合が建設・運営している“地域交
流施設”です。日替わりランチなどが召し上がれるカフェコーナー、
ハンドメイド雑貨の委託販売コーナー、ダンスや各種教室でご利用
いただけるレンタルスペースを備えています。

営されます。

「ふさこがね」

セミナー、
スクールなどをお考えの方、
ご相談ください

ですので、趣味人の方が購入

新嘗祭に献上した皇室献上米

ソフト管理は別会社ですが、 担当して、黒子的な役割を徹

定休日：日曜日、月曜日

ダラ20匹で、クーラーボックスに入
り切れなかったので、周囲の人にあ
げて、残りを調理しましたが、解体
には出刃包丁とハンマーを使いました。
それだけに、味は格別でしたね。
私は食べるのと飲むのが好きでお
いしい魚を食べるために釣りをするん
です（笑）
。
中学時代から父が釣り堀に連れて
いってくれて、銚子にもよく一緒に
行ったのもいい思い出です。今もほ
とんどが釣り船に乗るので、シーズン
になると各方面の漁師の方から電話
がかかってきます。

底的に果たすつもりです。製

千葉市稲毛区黒砂1-14-6

TEL：090-9812-9645

当社が映像機器を動かす遠隔

Ｑ 趣味は？
Ａ 釣りです。先日の釣果は８㎏級のマ

珈琲とワインのある暮らし25
営業時間：7～9時、12～15時、18～22時

Q &A

品開発の醍醐味は、作ってい

吉田社長

装置の開発・製造から設置、

コーヒーコーディネーターとソムリエの資格
を取得し、珈琲好きなソムリエとして2016
年1月に京成みどり台駅近くの住宅街に小さ
なワインスタンドをオープン。10坪ほどの店
内では暮らしに合わせて営業時間を3つに分
け、朝は自家焙煎のコーヒースタンド、昼は
カフェとしてテーブル席でゆったりと自家製惣
菜を使ったランチをご用意。夜はワインスタンドとなり、チーズや惣菜とともにグ
ラスで8種類ほどの自然派ワインを楽しむことができます。

されます。韓国企業と提携し

お店の定休日（日、月曜日）を利用し、イベ
ントやパーティー会場、高齢者施設など他施
設へケータリングし、珈琲やワイン、自家製
惣菜を振る舞います。またコーヒーのドリップ
の仕方やワインテイスティングの方法など、珈
琲やワインに関するワークショップをご希望に
合わせて実施致します。

て事業を進めることも検討し

ています。

日々の飲食を通じた“カルチャー発信基地”を目指し、イベント会
場や高齢者施設など他施設へ出張し、珈琲やワイン、自家製惣菜
を提供するなど地域活動を実施致しています。

4

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〜

三立機械工業株式会社

当社は、１９７７（昭和 ）年
の設立以来、廃電線のリサイクル
処理機の製造販売を手掛けてきま
した。不要とされた電線の皮を剥
いて、銅をとり出す「剥線機」で
す。現在のものは、生産性・安全
性の精度を向上させて６世代目と
なります。
もともと祖父がスクラップ業を
営んでいましたが、当時の廃電線
処理は燃やしていたので、黒煙が
充満し、作業員もその煙を吸いな
がらの重労働でした。機械製造の
会社を興した父は、これを機械化
して作業員の負担を少しでも軽く、
また環境に配慮できないかと苦心
して剥線機を開発しましたが、採
算ベースに乗らないうちに倒産し
てしまいました。

環境や作業員労働に配慮して
剥線機を開発

金 属の選 別 機 という 、他 企 業 があまり
手掛けない分野で技術を磨き続けてきた
三 立機械工業株式会社。中根昭会長にお
話をうかがいました。

40

三立機械工業株式会社
本社・工場：千葉市稲毛区山王町335
TEL 043-304-7511

事業内容：廃電線リサイクル処理機・各種リサイクル
処理機の製造販売

２０００年代に入ると、社会の
変化とともに電線の種類も変化し、
通信系の電線やパソコン系の制御
電線、さらに自動車用電線などが
急激に増えてきました。それらの
電線はすごく細くて、リサイクル
が難しく、採算も合わないという
理由から、今でも中国などに売却
されてしまうケースが多く、何と
かして日本のリサイクル産業に残
さないと、日本に銅資源がなくな
ってしまう。
そこで電線を粉砕して、混在して
いる金属を個別に選別し、集塵まで
を一体化し、ワンマンオペレーショ

時代とともに変化する
電線種類に対応した処理機

しかし、剥線機に対する思いは
強く、この装置の専門メーカーを
目指して、文字通り裸一貫の状態か
ら私が１９７７年に起業しました。

●会社データ●

ンが可能な「ナゲットプラント」を
バックアップをいただき、国際協
開発し、大きな評価を受けています。 力機構（ＪＩＣＡ）の「中小企業
海外展開支援事業 普及・実証事
お客様が喜ぶ商品提供を
業」に採択され、インドにおける
目指して努力を重ねる
銅資源の高度リサイクル事業が始
当社のようなニッチな事業は千
まりました。現地のカウンターパ
葉県エリアだけではとてもやって
ートナーはインド自動車検査機構
いけない。そこで北海道から九州
で、 月の南インドのチェンナイ
までのお客様へのアフターケアに
の自動車研究センターの開所式で
努め、トラブルが生じた場合、原
は、
当社の機械も紹介されます。
チ
因がはっきりしない場合は、すべ
ェンナイには日本や欧米の自動車
て当社の責任として、足を運んで
メーカーが集積しており、世界的
対処してきました。そうするうち
に技術が評価されたら嬉しいです
に、「三立はきちんと素早く対応し
ね。
てくれる」と信頼してもらえるよ
今後は、廃電線だけではなく、
うになりました。
廃家電にも着手していきたい。廃
私たちは技術屋なので、製品を
家電のリサイクルには銅以外にも
安く提供するのではなく、お客様
アルミやプラスチックなども混ざ
に喜んでもらえる商品を提供し、
り、特に細粉化した金属混合物は
その技術力を適正な対価で認めて
ゴミ化とされてしまうものも多い。
頂くよう努力してきましたし、こ
そこから、いかに金属を取り出す
れからもそのスタンスを貫きたい。 か。かなりハードルが高いのです
２０１０（平成 ）年に今の場
が、まだ誰も手掛けていない分野
所に移転し、工場の広さが２倍に
にはビジネスチャンスがある。当
なったことで、デモンストレーシ
社も未開拓の分野で挑戦していき
ョン用の機械を設置して、お客様
たいと思っています。
に材料を持参していただき、実際
また地域問題として、千葉市の
に効果を見ていただいて販売する
障害者自立支援課・経済企画課と
という戦術に本格的に切り替え、
組んで、当社の「卓上剥線機」で
これも成果を得ています。
身体障害者の方々が廃電線を剥く
仕事に就ける仕組みを始めました。
インドでも銅の
多くの身体障害者や施設の方々に
リサイクル事業に参入
喜んで頂きたいので、これもぜひ
成功させたいですね。

52

千葉市と千葉市産業振興財団に
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金属リサイクル機械の開発・製造 年以上、
国内だけでなく海外でも評価が高まる
選別機を開発し続けます。

卓上剥線機

昭 さん

中根

会長

選挙人名簿確定
３号議員、２号議員、１号議員の選出が始まりました！
現在、 月 日をもって任期満了となる当所議員（定数１２０名）の改選が進められておりますが、選挙・選任
権の行使者である選挙人名簿は、９月１日に確定しました。
これに基づき、３号議員（定数 名）
、２号議員（定数 名）
、１号議員（定数 名）の選出が順次行われます。

当所14階

第２ホール

自由業部会

10：00～
医療・介護部会

18：00～

割当数に基づき部会員が部会員の中から
選任する議員です。２号議員選任のため

10：00～

14：00～

１．選挙人名簿

金融部会

観光・サービス部会

選挙人名簿は規約の定めにより８月
日を基準日として作成されました。した

16：00～
14：00～

の部会は、下記の日程により行われます
が、この案内は各部会員に送付していま
す。
なお、各部会に対する２号議員の割当
数は、部会員数及び部会員の会費口数を
勘案し、９月６日㈫に開催した部会長会
議において決定されました。決定された
割当数は当所の掲示場に告示しています。

14：00～
卸売部会

10：00～

がって、
８月 日現在の会員
（地区外等の
会員である特別会員は除く）及び特定商
工業者が名簿に記載されましたが、その
後名簿の縦覧期間を経て９月１日に確定
しました。
なお、納期の到来している会費または
負担金を完納されていない場合は、選挙
に関する権利を行使できません。

工業部会

運輸部会

⑸ 当選人の決定
有効投票の多数を得た者から順次当
選人とします。
ただし、
有効投票の総数
を１号議員の定数
（ ）
で除して得た数
の６分の１（有効投票総数の３６０分

その他、投票の効力は立会人の意
見を求めたうえ、選挙管理委員長
が決定することになっております。

⑷ 開 票
開票は投票終了後、千葉商工会議所
で行います。
次の投票は無効となりますのでご注
意ください。
① 正規の用紙を用いないもの
② 候補者でない者の氏名または名称
を記載したもの
③ １投票中に２名以上の候補者の氏
名または名称を記載したもの
④ 候補者の氏名または名称以外の事
項を記載したもの
⑤ 候補者の氏名または名称の記載が
確認しがたいもの

９月23日（金）

２．３号議員の選出

14：00～

建設部会
９月21日（水）

投票箱

食品部会

９月20日（火）

３号議員
（定数 名）
は、会頭が選挙人
名簿に登録された会員の中から常議員会

投票箱

10：00～

９月16日（金）

小売部会
９月15日（木）

会場

60

開催時間
開催日

の同意を得て選任する議員です。そのた
めの常議員会は９月６日
（火）
に開催され
ました。選任された議員名は当所の掲示
場に告示しています。

３．２号議員の選出
２号議員
（定数 名）
は、会員の業種ご
とに分類された 部会において、各々の

⑶ 投 票
立候補辞退締切を終えた時点（ 月
３日
（月）
午後５時）
で、
立候補者が定数
を超えているときは、次のとおり投票
を行い、１号議員を決定します。
最終的な立候補者数が定数を超えて
いない場合は、無投票当選となり、選
挙は行いません。この場合は、当所掲
示場またはホームページにてお知らせ
します。
① 選挙日時：平成 年 月 日
（木）
午前９時～午後５時
② 投票場所：千葉商工会議所
階
第１ホール
③ 投票場入場券の交付：
立候補辞退締切を終えた時点（
月３日
（月）
午後５時）
で、
立候補者
が定数を超えているときは、投票
場入場券を郵送します。
④ 投票用紙の交付：
投票用紙は選挙当日、投票場所に
おいて投票場入場券と引き換えに

・紛失した入場券による投票が行わ
れていないこと
・交付申請者が選挙人自身である身
分を証するものがあること

交付します。
⑤ 代理投票：やむを得ない理由があ
るときは代理投票ができます。
⑥ 投票場入場券の再交付：
投票場入場券を紛失した場合は、
次の場合に限り、再交付します。

13

４．１号議員の選出
⑴ 立候補の届出
１号議員
（定数 名）
の候補者となろ
うとする者、または他人を１号議員候
補者として推薦しようとする者は、選
挙告示日
（９月 日
（火）
）
から９月 日
（水）
までに
「立候補届」
または
「立候補・
推薦届」
を提出しなければなりません。
なお、届出方法は次のとおりです。
（郵送による届出はできません）
① 受付時間：午前９時～午後５時
（土曜日、日曜日、祝祭日を除く）
② 受付場所：千葉商工会議所
階
選挙管理委員会事務局
③ 届出用紙：当所所定の用紙を使用
してください。用紙は選挙管理委
員会事務局で用意しております。
④ 分担金：届出の際、議員選挙・
選任費用の一部として、分担金
３０、
０００円を納入していただ
きます。その後、立候補を辞退さ
れたときは、分担金はお返ししま
す。
⑵ 立候補の辞退
立候補を辞退しようとするときは、
月３日
（月）
午後５時までに当所所定
の用紙に必要事項を記入のうえ届出を
してください。（郵送による届出はでき

の場合と同様です。

10

部会名

〈お問い合わせ〉
選挙管理委員会事務局
（総務課内）
ＴＥＬ ０４３ ２-２７ ４-１０１
ＦＡＸ ０４３ ２-２７ ４-１０７

とになります。

の１）以上の得票数がなければなりま
せん。また、得票数が同じ場合は、選
挙管理委員長がくじによって決めるこ

60

10

14

10

28

13

60

13

42

28

31

18

10 42

18

20

10

20

ません）
受付時間及び受付場所は立候補届出

10
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トピックス
トピックス

７月 日㊋
活発な名刺交換が行われる

千葉大学の早乙女准教授を招聘し
プレゼンテーションについて研修

日㊍

月 日㊌
和やかな雰囲気の中、 参加者同
士が積極的に交流活動を行った。
異業種交流会

月

６商工会議所合同ビジネス情報交流会

国際・情報委員会

月 日㊊
産業観光に関する
事業について協議
ちば産業観光連絡協議会・定時総会および講演会

【参加者】 名
ちば産業観光連絡協議会 石(井会長 は)、
定時総会を開催し、 年度事業報告及び
収支決算、 年度事業計画（案）及び収
支予算（案）
、
任期満了に伴う役員改選に
ついて協議した。協議の結果、原案どお
り承認された。
総会終了後、
「人こそが観光 ～街が
あって、人がいて～」をテーマに、旅館
「澤の屋」
館主の澤功氏にご講演いただい
た。
澤功氏は、外国人を積極的に受け入れ
る家族旅館の館主として活躍しており、
観光カリスマに認定されている。
講演では、外国人を受け入れるにあた
り、言葉では
なく歓迎の心
で迎え入れる
こと、文化が
違うことを理
解することが
重要であるこ
とを強調され
た。
講演終了後
には、同会場
にて意見交換
を兼ねた昼食
会を開催し、
活発な意見交
換が行われた。

自由業、観光・サービス、運輸、金融部会

富岡製糸場とガトーフェスタハラダを視察

７月

日㊋

来日外国人の消費喚起策について意見交換

７月

【参加者】 名

国際・情報合同委員会

日㊋

23

第３回定例会員交流会を開催

月 日㊎
千葉市内の大型店舗
景況について報告
千葉市大型店会・８月例会 （納涼懇親会）

【参加者】８名
千葉市大型店会は、千葉商工会議所の
石井会頭および木原専務理事を招待して
の８月例会（納涼懇親会）を開催した。
豊田代表幹事の挨拶後、石井会頭から
一言ご挨拶をいただき、今井会計幹事の乾杯
のご発声により懇親会に移った。針金幹事の
閉会の挨拶まで、各店の近況報告や活発な
意見交換などを通して相互の親睦を深め
た。

【参加者】 名

４部会合同視察研修会

協議会

外国人観光客を受け入れる心
得について講演する澤功氏

30

16

7

当日、
世界遺産 富岡製糸場の施設内を
ツアーガイドの説明をイヤホンで聴きな
がら、約 分施設内を見学した。
午後は、ガトーフェスタハラダ（創業
１９０１年、
明治 年創業の老舗菓子店）
をガトーフェスタハラダの社員の案内で、
無駄のない流れ作業、近代的なオート
メーション化による先進的な綺麗な工場
を視察した。また、通常販売されていな
いできたての生ラスクの試食等貴重な体
験もできた。
このたびの研修を通し会員相互の交流
および見聞を深めることとができ、参加
者からも「世界遺産や先進工場が見学で
きてとても良かった」との声も多数寄せ
られ、
盛況の
うちに
無事終
了した。
34

士業ネットワーク交流会
【参加者】 名
公認会計士や社会保険労務士、中小企
業診断士等、いわゆる「士業」を営んで
いる方々に集まっていただき、情報交換
や新たな人脈づくりの一助として、昨年
に引き続き 士業ネットワーク交流会を
開催した。
当交流会は、二部構成で行い、第一部
では、
「士業発表タイム」として、左記の
４名の方々から、現況や自身の所属して
いる士業団体の概要、商工会議所への要
望等について、発表していただいた。
・今井和夫氏（中小企業診断士）
・高橋昌義氏（弁理士）
・森 慎一氏（社会保険労務士）
・田中昌夫氏（公認会計士）
第二部の交流会では、活発な名刺交換
が行われ、参加者からは「また、このよ
うな交流会を行ってほしい。
」
「他士業の
方との人脈作りを求めていた。
」
などの声
が聞かれた。

Wi
Fi
最新のICTサービスについて説明を受ける

月 日㊊
士業間の交流・情報交換の場と
して昨年に引き続き開催

【参加者】 名
【参加者】 名 【会 場】浦安市民プラザ ウェーブ１０１
【参加者】 名
お昼時の交流会として開催している第
当所異業種交流会は、千葉大学大学院
工学研究科 准教授 早乙女英夫氏を講師
３回 定例会員交流会を、当所 階 第１
千葉商工会議所は７月 日に浦安市に
ホールにて行った。
に迎え「プレゼンテーションのトレーニ
て、県内の浦安・船橋・習志野・八千代
今回の講師に、株式会社生産者直売の
ング」をテーマに研修を行った。
商工会議所および東京商工会議所江戸川
れん会 代表取締役社長の黒川健太氏を
大学では、多様な研究が行われており、
支部と合同でビジネス情報交流会を開催
お招きし、「１坪店舗で売りまくる」とい
研究者や学生などから、成果報告や人物
した。
うテーマで、熱の入ったお話を伺った。
評価などを目的に、プレゼンテーション
交流会では、参加事業者による自己紹
黒川氏は、
「人口減少と少子高齢化の
が頻繁に行われている。
介を行い、その後、パーティー形式で名
影響により、国内の食品消費量が、減少
プレゼンとは、伝えたい内容を、聞き
刺交換・商談会が行われた。
していくことは必然の事とし、縮小する
手に的確に伝達し、理解させることだが、
千 葉 か ら は 社（ 名）
、全体では
市場の中での価格競争は、日本全体の食
必ずしも聞き手が、発表する分野の技術
１１３社（１６６名）が参加する大規模
品産業の衰退を招くと考えている。その
的内容等を知っているとは限らない。
な交流会となり、和やかな雰囲気の中、
ような環境下で、当社は価格競争ではな
このことを意識したうえで、発表する
参加者同士が積極的に交流活動を行った。
く、価値競争を行う商品流通事業によっ
内容における、課題抽出、原因分析、従
複数の会
て、売上・利益をアップさせるビジネス
来と異なった解決方法の提案と理由説明、
議所エリ
モデルを、具体的には〝一坪ショップ〟 ア間の交
必要性、目的（数値含）等を、ロジカル
という形で駅ナカや高速道路ＳＡなどで
に説いて行くことが、伝わり易いプレゼ
流会であ
展開している。今後とも、地方に埋もれ
ンとなる。
ることか
ている原石（中小食品メーカーなど）を
ら、普段
また、キーワー
発掘し、〝食の伝道師〟として微力ながら
交流が少
ドやデーターを駆
貢献していきたい。
」と語っていた。
ない地域
使して、情報展開
その後、交流会
の事業者
と根拠明示をする
では、参加者によ
同士が情
ことが、聞き手へ
る名刺交換が活発
報交換、
の配慮であり、理
に行われ、盛況の
交流を深
解度が増すことに
内に閉会となった。
める絶好
繋がる。などと解
の機会と
説された後、
「創
なった。
造力よりも想像
力が大切」
。
と結ば
れた。
11

14

国際委員会（越部委員長）及び情報委
員会（鳥越委員長）は、合同委員会を開
催した。
会議に先立ち、ショールーム「光Ｈ
ＯＵＳＥ ＹＯＫＯＨＡＭＡ」を視察し、
- やタブレットを活用したレジ、デ
ジタルサイネージなど、光ブロードバン
ドを使った最新のＩＣＴサービスについ
て、説明を受けながら見学した。
会議では、今後考えられる中心市街地
でのインバウンド受入体制案について確
認した後、意見交換を行った。
インバウンド客に地域で消費してもら
うためには、統一された規格での
の整備をはじめ、「トランジット客」に対
する更な
るマーケ
ティング
調査、商
店街での
受入気運
の醸成な
どが必要
であると
の意見が
あげられ
た。
Fi
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医療・ 介 護 部 会

都市開発・産業政策委員会
日㊋

中心市街地まちづくり促進施策
（仮称）
の

建設部会
７月 日㊌
平成 年度研修セミナー、
視察研修会について協議

７月
提言について

医療介護相談会の開催等について協議
正副部会長・常任委員会議

12

建設部会（大久保部会長）は、７月
日に福酔にて正副部会長・所属議員会議
を開催した。
会議では、今年度実施する研修セミ
ナー、
視察研修会について協議を行い、
研
修セミナーのテーマとして建設業界に関
連が深い「社会保険未加入問題」が決定
し、視察研修会の視察先として㈱日立ビ
ルシステムのエレベーターの研究・開発
施設が決定した。
会議後には懇親会が開かれ、リラック
スした雰囲気の中で親睦を深める良い機
会となった。

【参加者】 名

国際・情報合同委員会

【参加者】 名
都市開発委員会（粟生委員長）および
産業政策委員会（飯沼委員長）は、本年
度２回目の合同委員会を開催した。
委員任期である 月末までに「千葉市
全体のまちづくりを踏まえた中心市街地
まちづくり促進施策（仮称）
」の提言を
取り纏めるため、①中心市街地の連なり、
②千葉都心からのアクセス強化、③再開
発の促進策、④他都市との差別化（アイ
デンティティの創出）の４つのテーマに
ついて、各分野の視点から具体的な施策
を検討した。
次回の８月 日に開催する合同委員会
では今回の意見をもとに提言書の原案を
作成する。

弁護士による
商工法律相談（無料）
●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
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】

時～ 時
時～ 時

【会場】福酔

都市開発・産業政策合同委員会

７月 日㊎
医療・介護部会

【参加者】 名
医療・介護部会（柏戸部会長）は、当
所 階 特別会議室において、正副部会
長・常任委員会議を開催した。柏戸部会
長が挨拶をした後、平成 年度の医療介
護相談会の開催等について協議した。
今年度の相談会は、緑消防署とのジョ
イントで、９月４日（日）にイオン鎌取
店で実施することに決定した。
また、
本年度の新規事業として、
全国の
商工会議所で推進している「健康経営」
に関して 様々な切り口から検討し、効果
的な普及活動を図っていくことを確認し
た。

28 27

小規模事業者の方に有利な融資制度

マル経融資

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。
）

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

1.30％

19

【相談料】 無料（秘密は厳守します）

要
不
(平成28年8月10日現在)

10

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

利

担保・保証人

開催日：10月６日(木)
場 所：蓮沼海浜公園パークゴルフ場
定 員：30名
☆詳細は商工会議所HPにて☆
金

2,000万円
設備資金 10年以内
（据置１年以内）

〜 パークゴルフ 〜
７年以内

（据置１年以内）

運転資金

融資限度額
返済期間

北海道生まれのニュースポーツ！
マル経融資とは

22

月 日㈮
月 日㈮

17 17

27

26

【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
経営の相談窓口（無料）

時〜 時

時〜 時

17

21 16

●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、経営に関する様々な課題につい
て相談に応じます。是非お気軽にご利用
ください。
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㈫

日㈮
日㈮

17

13

11

14

【日 時】
平成 年
９月

日㈮
日㈮
日㈮
日㈫
日㈫
日㈫

13

14

10 9

28

【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

月

27 20
14 7

※日程が変更になる場合があります。

18 11 4 30 23 16
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Chiba Information
＜ちばインフォメーション＞

システム監査、セキュリティ、データベース等企業の情報管理基礎を、クラウドサービスとWebカメラで簡易監視ｼｽﾃﾑの構築手順も学びます。

ネットショップの現状、集客とSEO、サーバーの選び方、素材の準備と運営上の注意と工夫を伝授し、大きな成功へ導きます。

リーダーシップ力強化研修

リーダーとしての役割認識を強め、チームの方向性、部下のモチベーションを引き出すコミュニケーション手法を習得し、信頼の厚い管理職に。

本講座は、年末調整のしかた、法定調書の流れと作成の知識、個人住民税の特別徴収のための給与支払報告書の提出について解説します。

秋の『福祉制度キャンペーン』のお知らせ

福祉向上にお役立ていただくことを主な目的としております。

「商工会議所 福祉制度」は、経営者・従業員の皆様の保障や従業員の退職金準備他、入院・

事業の概要
県内の中小企業では、ますます人手不
足感を強めており、人材確保が課題と
なっています。そのため千葉県補助事業
として、今年度、千葉県商工会議所連合
会及び千葉県商工会連合会の共催で、「千
葉県採用力向上サポートプロジェクト」
を実施中です。県内の高校・大学・専門
学校の教育機関と連携し、県内中小企業
に対する人材（新卒）採用のサポートを
実施しています。県内中小企業と県内教
育機関との「相互交流事業」を実施する
とともに、企業の採用力向上に向けた事
業を行い、人材確保と学生等の就職・地

元定着を図ります。すべて無料で参加可
能ですが、千葉県内の中小企業・小規模
事業者に限ります。事業内容は、以下の
４つになります。
１ 中小企業の認知度向上・魅力発信手
法の強化
２ 人材採用力強化に関する研修
３ 教育機関等における就職セミナー、
企業と学生の交流会
４ 学生等の企業実習

現在の参加募集事業
① 合同就職面談会
県内中小企業採用業務担当者と県内高
校進路指導担当者、または大学・専修学校
就職支援担当者との合同就職面談会を開
催いたします。企業側と学校側の担当者の
皆様が直接お話を交わし、情報交換できる
機会となりますので、ぜひご参加ください。
○千葉会場
： ～ ：
日 程 大学・専修学校向け  月 日㈭
月 日㈭
高校向け 
場 所 千葉市生涯学習センター３Ｆ
大研修室（千葉駅徒歩８分）
○習志野会場
： ～ ：
月 日㈬
日 程 大学・学校向け

月 日㈬
高校向け 
場 所 モリシアホール多目的ホール
（津田沼駅徒歩４分）
○成田会場
： ～ ：
日 程 大学・専修学校向け  月 日㈬
月 日㈬
高校向け 

介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお応えするものです。

当会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には、是非ご協力いただ

場 所 成田国際文化会館 １Ｆ
小ホール （成田駅バス 分）
② 採用力向上セミナー
本セミナーは、人事採用業務の責任
者・担当者の皆さま向けのセミナーで、
千葉労働局・ハローワークならびに千葉
県雇用労働課をお招きし、人が定着する
為の就業環境の整備改善について政策等
を交えて、お話をいただきます。また若
者就職支援のスペシャリストであるＮＰ
Ｏ法人ユース・サポート・センター 友
懇塾 代表 井内清満氏を講師としてお
招きし、若者の就業感などについて、ご
講演いただきます。今後の採用力向上に
役立つセミナーです
Ａ日程
日 程 平成 年 月 日㈫
時 間
： ～ ： （開場 ： ）
場 所 千葉市文化センター 千葉中央ツイ

千葉県採用力向上サポートプロジェクトの実施について

ベストウイズクラブでは、
「秋季福祉制度キャンペーン」を９月15日から11月30日まで実

ンビル 号館 Ｆ 会議室Ⅳ

30 28

（ＪＲ千葉駅徒歩 分、モノレール
葭川公園駅徒歩 分）

定 員
名
Ｂ日程
日 程 平成 年 月 日㈫
時 間
： ～ ： （開場 ： ）
場 所 千葉商工会議所 千葉中央ツイン
ビル 号館 Ｆ第 ホール

（ＪＲ千葉駅徒歩 分、モノレール
葭川公園駅徒歩 分）

定 員
名
★Ａ・Ｂ日程どちらかをお選びください。

きますようお願い申しあげます。

併せて、生命共済（ひまわり共済）の加入強化キャンペーンも行っておりますので、ご協力
お願いいたします。

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を
目的とし、全国 各地の商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運
営されている組織です。

現在、人事採用担当者／リクルーター
向けの「リクルーター養成ゼミ」を開講
中です。専門の講師の指導で、
「生徒・学
生に伝わる自社の魅力」
を作成したり、
面
接練習をするなどリクルーターとしての
スキルや姿勢を学ぶための本格的な講座
です。新卒がなかなか採用できない、若
手社員をリクルーターとして育成したい、
しっかりと採用の知識やスキルを身につ
けさせたい等、お悩みをお持ちの県内中
小企業の経営者や人事採用業務の責任者
にお集まりいただき、新卒採用を成功に
導くことを目的に少人数で行うゼミです。
月～ 月までの全 回の講座で、 月
には、生徒・学生向け自社ＰＲ発表会を
開催する予定です。千葉クラス、柏クラ
ス、成田クラスが現在、開講中です。

現在の実施事業報告

TEL : 043-227-4101
会員事業課
【お問い合わせ】千葉商工会議所

11/8（火）

（会員料金）12,960円
（一般料金）16,200円
教材費・消費税含む
10:00〜17:00
経営者、経営幹部、管理者

チーム力を上げるリーダーの育成！

受講料
日程・対象
11月 講座名

●すべてのお問い合わせ先・参加申し込み先

千葉県商工会議所連合会 中小企業人
材採用サポートグループ 澤田辰雄
Ｅ ｍ-ａｉｌ : chiba-10@cfcci.or.jp
ＴＥＬ：０４３ ２-２２ ８-１７０
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本キャンペーンは、
「商工会議所 福祉制度」を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所の
00 4

2 15

00 8

2 15 2

12

～会員事業所の皆様のニーズにお応えし、保障プランが更に充実しました～
13

40

6

施いたします。
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30 28
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URL : http://www.cci-biz.com/chiba/index.php
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16 28

13

90

00
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年末調整講座
30

10

ネットショップ基礎講座

（会員料金）12,960円
（一般料金）16,200円
教材費・消費税含む

30

16

15
15

10:00〜17:00
情報処理・総務担当者

（会員料金）12,960円
（一般料金）16,200円
教材費・消費税含む

10/18（火）
開業から成功の秘訣までを伝授！

10:00〜17:00
経営者、経理、総務担当者

40

13

企業の情報管理個人情報保護講座

11/15（火）
1日で年末調整の方法を学ぶ！法改正と実際の手順を習得する

13

14

13

16

17

10

11 9

13

TEL : 050-3528-0837（直通） FAX : 043-227-4107
千葉商工会議所ビジネススクール
お問い合わせ

10:00〜17:00
情報処理・総務担当者

（会員料金）12,960円
（一般料金）16,200円
教材費・消費税含む

10/11（火）
リスク管理は万全ですか？

受講料
日程・対象
10月 講座名

講座案内
千葉商工会議所ビジネススクール

わが社の

多くの人の努力と苦労がある
ものづくりの現場で頑張っていきたい
株式会社ニッタクスは１９１９（大正８）年、
北海道において日本初の合板製造をスタートし、
建築内装や工業・産業部材の開発を行っていま
す。そうした商品の生産を担当する千葉工場で

各部署で仕事を覚えていった

働く藤城久美子さんにお話をうかがいました。

工場内の光景に圧倒される
入社当初、配属されたのは、加工途
中の製品を乾燥させる段階のライン作業
です。ドライヤーという大きな機械が
ありました。その後は最初に原材料を
検品・選別する部署や、材料を加工す
る部署で仕事をしてきました。
最初は、知識が全くなく、ほとんど
のことが分からない状態でしたが、だか
らこそすごく新鮮に感じました。
そのうちに、
「この前教えてもらったこ
とは実はこういうことだったんだ」といろ
んなことが少しずつつながってきて、もっ
と深く理解できるようになりました。い
ろいろな部署を回らせてもらったことも
私にとっては良かったんだと思います。
最初は小さな失敗もしましたが、言
われたことをできるようになってきた時
には、少しはステップアップできたかなと

それから、こうした工場としては女性
が多いのも大きな特徴だと思います。工
場の社員は 人のうち５人が女性、パー
トは６人のうち５人が女性です。
それから社長もとても明るくて気さ
くな方です。工場内でも、
「お疲れさ
ま」と新人にも声を掛けてくださるので、
社長が職場にいらっしゃるとがらりと雰
囲気が変わりますね。

ニッタクスには去年の夏にパートで入り、
今年４月に正社員となりました。前職
は高齢者の介護施設で栄養士として実
際に厨房に入って仕事をしていたのです
が、私にとってはかなりハードな部分が
多く、自分をリセットして、全く別の仕
事に就こうと思いました。
今の会社は雑誌で募集しているのを見
て、応募しました。 ものづくりの会社
は面白そうだと思ったからです。
入社試験の面接は堅苦しい感じは全
くなく、その直前に私の誕生日だったの
でその話などをしてくださって、楽しい
雰囲気でした。同じ日に工場も見学さ
せてもらいました。工場に足を踏み入れ
ること自体が初めてだったので、大きな
機械や出来上がった製品が並んでいたり
する光景に圧倒されました。

女性が多く明るい職場
入社前のイメージでは工場というのは
もっと堅苦しい雰囲気かと思っていたので
すが、明るくて居心地がいいです。先輩
もいろいろと教えてくださり、
コミュニケー
ションをとりつつ、楽しく仕事をしていま
す。とても働きやすい会社ですね。

ものづくりの現場で感動
社員にならないかと会社から声を掛
けてもらった時は本当に嬉しかったです。
自分が頑張ってきたことを認めてもらえ
たんだと思いました。
会社に入って良かったなと改めて思う
ことは日々、ものづくりの現場が見られ
ることです。 一つの製品が出来上がる
までにいろんな部署を経ていて、たくさ
んの人の苦労と努力の結晶だと思うと、
感動があります。
私自身、学生時代は人見知りで新し
い環境ではすごく緊張するタイプでした
が、この会社に入社した当初は仕事は
何も分からないし、知り合いもいなかっ
たけれど、一歩前に進んでいきたいと思い
ました。仕事を覚えたり、会社に慣れ
るために、自分で自分から聞いていかな
いといけない。自分でもいい方向に変わ
れたという実感がありますし、これから
もこの会社で頑張っていきたいと思ってい
ます。

16
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17

株式会社ニッタクス
千葉工場

千葉工場
〒262-0012
千葉市花見川区千種町34-2
TEL：043-250-4101

30

藤城久美子

株式会社ニッタクス

間違えないように細心の注意を払います。
思いました。それから、それまで時間が
前職は売り上げの数字を意識すること
かかっていたことが早くできるようになっ
はあまりなかったのですが、ニッタクスは
た時はうれしかったです。
とにかく常に「早く仕事に慣れたい。 やはり製造業ですから、こうした作業
でも気が引き締まります。
皆の足を引っ張らないで会社の力になれ
発送係は工場内では最終段階ですか
るようになりたい」と思って、頑張って
ら、工場でつくられた様々な製品を見る
きました。
ことができるのも楽しいです。基本的に
工場では、原材料→材料→製品と加工
発送係で様々な製品を見る
しながら行程が進むのですが、うちの工
場では完全製品もあれば、うちから別
今年に入ってからは発送係に所属して
います。製品の検査、箱詰め作業のほか、 の工場へ運んでさらに加工が進む途中製
品もあります。金属と組み合わせた製
出荷伝票を書くことも担当します。細
品の場合、木の部分だけをうちで仕上
かい作業も多いですね。
げることになります。例えば包丁の場
明細伝票を記載する時には、金額を
合は、うちの工場で柄をつくり、別の工
場で刃がとりつけられます。中には、
サー
キット用の車や救急車、電車の部品など
意外なものもあって、驚きますね。
私が特に好きな製品は電車の吊り輪
です。魚やハートの形をしていて、すご
く可愛いんですよ。
うちの工場ではないんですが、会社は
北海道の十勝にも工場があるので、そち
らでは家具を作っています。
本社・東京営業部
〒103-0004
東京都中央区東日本橋3-3-7
TEL：03-5649-9218

イチオシ社員

47型液晶ディスプレイ(移動式)

120型電動スクリーン

当所の貸会議室の中で一番大きな
ホールの第１ホールの映像・音響設
備が、８月よりリニューアルいたし
ました。備え付けの大型スクリーン
（１２０型）と可動式ディスプレイ
（ 型）を配置しました。可動式の
ディスプレイはサブプロジェクター
としてご利用いただけますので、会
場後方からも見やすくなっています。
また、ＨＤＭＩ端子に接続すること
が可能となっているで、より鮮明な
映像と音声をお届けすることができ
ます。
各種会議・講演会、研修会等をご
検討されている方、是非ご利用くだ
さい！

【お問合せ・申込み】

千葉商工会議所
（トップページ）

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

４–１０１
４–１０７

https://yoyaku.chiba-cci.or.jp/

２–２７
２–２７

※会議
 室利用料等はホームページよ
りご覧ください。

ＴＥＬ ０４３
ＦＡＸ ０４３

（空き状況）

ビデオプロジェクター (壁付)

47

‼

企業間の出向・移籍をサポートします
人材確保
雇用調整
・事業の拡大、欠員発生など要員を確保したいとき

・事業の整理、縮小に伴い人員削減を検討しているとき

・新規部門に精通した人材を確保したいとき

・従業員を関連会社以外の企業へ出向を検討しているとき

・経験豊富な即戦力の人材を確保したいとき

・工場閉鎖等のため従業員の受入れ先を探しているとき

信頼と安心

全国ネットを通じて出
向・移籍等について
の相談、 人材情報の
提供を行っています

経済・産業団体と厚生
労働省の協力で設立さ
れた公益財団法人です

無

料

情報の提供、ご相談、
人材の紹介等の支援
の費用はかかりません

http://www.sangyokoyo.or.jp/

千葉事務所
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ＴＥＬ．043−225−4855（土・日・祝日は休業）

千葉市中央区富士見2−7−5

職場や地域の仲間と運動をはじめませんか？
事業所や自治会などで、健康づくりのための運動を行っている、またはこれから始めようとしているグループに、
健康運動指導士または健康運動実践指導者を派遣します。
ちょっとした時間を使って身体を動かすコツを覚え、日常生活の中で無理なく体を動かしましょう。
● 対

象 市内の民間事業所、自治会などの10〜30人
程度のグループ
●内
容 健康づくりのための運動についての講話と運
動実技指導
（例）
・肩こり・腰痛予防のためのストレッチ
・手軽にできる筋力アップ体操
・ウォーキング
・ラジオ体操
・ロコモティブシンドローム予防のため
の運動 など
＊ロコモティブシンドロームとは、骨、
関節、筋肉などの働きが衰えることで
くらしの中の自立度が低下し、介護が
必要になる可能性が高くなる状態をい
います。
●派遣可能日時 年末年始を除く毎日8:30〜21:00 。
土日、
祝日
も可能。

〈問い合わせ〉
電話 238-9968

各グループ原則１回です。
30〜90分で希望に応じます。
無料
・会場は、参加者に運動ができる場所を用意
していただきます。
（事務室、会議室、廊下などでも可能。原
則室内。
）
・体操着などは不要です。ただし、内容によ
り要相談。
●申 込 方 法 希望日の１カ月前までに、申込書を
〒261-8755 美浜区幸町1-3-9
千葉市役所健康支援課へ郵送。
FAX 、E メール【下記】も可。
● 申込書配布場所 健康支援課、各区保健福祉センター健康課。
市ホームページからもダウンロードできます。

●派 遣 回
●所 要 時
●費
●そ の

数
間
用
他

千葉市保健福祉局健康部健康支援課

FAX 238-9946

Eメール health@city.chiba.lg.jp

健やか未来都市をめざして～みんなで支えあい、健康づくりの輪を広げよう～

市民健康づくり大会

市では市民のみなさまに健康づくりへの関心と意欲を高めていただくため、「市民健康づくり大会」を
開催します。日頃の生活習慣を振り返り、楽しく健康づくりに取り組む機会として、ぜひご参加ください。

●会場：Qiball （きぼーる）中央区中央4－5－1

公益財団法人 産業雇用安定センター
〒260-0015

チャレンジ運動講習会

●日時：10月15日（土） 午前10時～午後4時

出 向・移 籍 の 専 門 機 関
全国ネット

千葉商工会議所貸会議室

階第１ホールがリニューアル
更にご利用しやすくなりました。
14

外部からのお知らせ

富士見ハイネスビル４階

健康づくり関連の催し物

○心や歯、 薬などの各種健康相談
○骨密度測定（要事前申込）や血管年齢などの測定
○親子料理教室（参加費1人500円、 要事前申込） など

健康づくりウォーク（８ｋｍコース）（申込不要）＊雨天決行
○スタート／みなと公園 9時集合
○ゴール／吾妻公園（きぼーる近く） 12時頃解散
○持ち物／飲み物、 帽子、 雨具、 健康保険証
○参加費／100円

※骨密度測定、 親子料理教室は、 事前の申し込みが必要です。
詳しくは、 市政だより9月15日号または千葉市ホームページをご覧ください。

夢シティちば 2016年₉月号
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石橋 秀樹

石橋公認会計士事務所事務所

公認会計士・税理士

一体資産の価額のうち、食品部分の価額
の占める割合として合理的な方法で計算
した割合が３分の２以上と規定されまし
た。お歳暮セットなどは、一体資産の対
象になると思われます。

28

［飲食店営業等］
いわゆる外食は軽減税率から除くこと
とされますが、飲食店の出前や持ち帰り
販売は軽減税率の対象とされます。セル
フサービスの飲食店での飲食は、テーブ
ル、いす等の飲食設備を利用させて飲食
をさせていますので、軽減税率の適用対
象となりません。

［定期購読契約新聞］
いわゆるスポーツ新聞であっても、一
定の題号を用い、政治、経済、社会、文
化等に関する一般社会的事実を掲載する
新聞に該当すると考えられますので、私
見としては、週２回以上発行される新聞
の定期購読料の平成 年度税制改正法附
則 を満たせば、軽減税率の対象になる
と考えらえます。
34

28

平成 年
税制改正（消費税関係）について

10

10

平成 年度の消費税改正に関して、税率の引き上げと軽減税率の導入に関しては、新聞等の報道で、商工会議所会員の方も
ご存知の方が多いことと思います。
改正に関しては、税率の引き上げと軽減税率のみでなく、実務的には影響の多いと予想されるいわゆるインボイス方式の導
入も決定されています。
消費税改正の概要を解説させて頂きます。

消費税率が ％に引き上げられます。こ
〈消費税改正事項〉
のうち、
「飲食料品の譲渡」及び「定期購
平成 年度の消費税改正事項のうち、
読契約が締結された新聞」の税率に関し
会員事業者の方々に影響の大きいと予想
ては、従来通りの８％に据え置くことで、
されるものを年月順に列挙すると、概ね
軽減税率とすることとなります。原則の
次のとおりです。
％と、軽減税率８％の複数税率制度と
平 成 年４月１日以後、消費税率の
なります。
％への引き上げ。飲食料品の譲渡等へ
の軽減税率とする複数税率制度を導入。 ［対象品目］
軽減税率の導入から１年間（中小企業
消費税法別表第一第１号として飲食料
者は４年間 、売
品の譲渡、第２号として一定の題号を用
) 上税額と仕入れ税額を簡
便に計算する特例を設ける。
い、政治、経済、社会、文化等に関する一
平成 年４月１日以後、適格請求書等
般社会的事実を掲載する新聞の定期購読
保存方式
（いわゆる
「インボイス制度」
）
を
契約に基づく譲渡の二つが、軽減税率の
導入する。
対象とされました。その後、消費税法施
なお、消費税率引き上げ時期に関しては、 行令、消費税軽減税率制度に関する取扱
その後、安倍晋三首相は、平成 年 月に
通達、Ｑ＆Ａが公表されましたので、代
２年半再延期する方針を表明し、今秋の臨
表的なケースを見ていきます。
時国会で関連法案を提出することとされ
ました。インボイス方式の導入時期の変更 ［一体資産］
の有無については言及されていません。
食品と食品以外の資産で構成するもの
で、一定の要件を満たすものは、軽減税
率の対象となります。一定の要件とは、
平成 年 月１日以後の取引について、 一体資産の譲渡対価の額が１万円以下と、

〈軽減税率〉
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新入会員 のご紹介

Advice to management

中央区

㈱東泉

中央区

【代 表】 海蔵 雅之 ☎043-264-7446
【所在地】 中央区仁戸名町
水道の管工事業

市外

㈱C.E.S

自動車整備業（出張修理）

稲毛区

リフォームセキ

【代 表】 関 清治 ☎043-252-2780
【所在地】 稲毛区園生町
リフォーム

市外

㈱アーチサービス

【代 表】 栗原 宏之 ☎043-309-8085
【所在地】 四街道市大日

各種式典・イベント会場設営請負・企画、各種備
品リース

中央区

㈱百盛商事

稲香居

【代 表】 林 運瑞 ☎043-224-7679
【所在地】 中央区中央
中華料理店

明るくカジュアル店内で、上質かつボリュームしっかり
の中華料理

若葉区

東洋メンテ工業㈱

【代 表】 草場 克之
【所在地】 若葉区桜木

☎043-231-6712

給排水メンテナンス

給水、排水設備のメンテナンス他、ビル、マンション総
合管理

稲毛区

串専科くしくし

【代 表】 椿 健司 ☎043-246-5116
【所在地】 稲毛区稲毛東
居酒屋、やきとり

串焼きを中心に家庭的な料理を女性・お子様連れのお客
様に楽しんでいただくお店です。

緑区

観光イチゴ農園イチゴ狩り直売、市場、直売所出
荷 イチゴ狩り（１月３日～５月中旬）
髙設ベンチ栽培でのイチゴ狩り妊婦さんお年寄りにしゃ
がまないでつみ取れるので大好評

夢シティちば 2016年₉月号

持ち帰り弁当製造販売

大樹興業㈱

鉄骨組立、膜取付（テント倉庫建設）

ＫＭ２

塗装工事全般

稲毛区

㈱ミツウロコ 京葉支店

【代 表】 合谷 周一 ☎043-259-6101
【所在地】 稲毛区長沼町

石油製品、LPガス、煉豆炭、石炭、住宅機器類及
びミネラルウォーターの製造販売

美浜区

雪印メグミルク㈱ 千葉販売課

【代 表】 森田 剛 ☎043-243-1962
【所在地】 美浜区新港
牛乳、乳製品及び食品の製造販売

くらしに、ミルクの恵みを広めたい。雪印メグミルク

若葉区

トータルビューティトゥルース

【代 表】 篠﨑 清美
【所在地】 若葉区桜木

☎043-214-9030

美容全般トータルビューティサロン

1階フロアはヘアケアブース。２階はエステ・まつ毛カー
ル・まつエク・ネイルブース。

市外

防水業

㈱ハートケアスマイル

【代 表】 宮川  惠美子 ☎047-403-5006
【所在地】 習志野市実籾
介護事業 有料老人ホーム

安心安楽な老後を送られる様アットホームな施設に全員
とりくんでいます。

㈱いっぽフーズ 旬菜酒楽いっぽ

【代 表】 岡庭 実 ☎043-221-1201
【所在地】 中央区富士見
居酒屋

花見川区

【代 表】 木村 将隆 ☎043-306-3277
【所在地】 花見川区朝日ケ丘

㈱新井建装

【代 表】 新井 健太 ☎043-310-6961
【所在地】 中央区南生実町

中央区

【代 表】 大樹 慶輔 ☎043-293-4555
【所在地】 緑区おゆみ野中央

花見川区

中央区

（順不同・敬称略）

㈱三旺建設

【代 表】 保科 等 ☎043-216-8858
【所在地】 花見川区内山町
リフォーム、改装工事、新築工事

若葉区

㈲サンクス

【代 表】 永杉 隆介 ☎043-234-0068
【所在地】 若葉区小倉町
測量・登記

市外

RIDEAL

【代 表】 三代 まり子 ☎090-8495-4198
【所在地】 市原市ちはら台南
企業の資金調達に向けた情報開示のアドバイザ
リーサービス

中央区

㈱ベースフォント

【代 表】 平賀 隆美 ☎043-445-7007
【所在地】 中央区富士見
営業代行

人と人、企業と企業のコラボレーションをプロデュース
を行っている営業代行会社です。

中央区

㈱ロングライフ ロングライフ介護タクシー

【代 表】 榎本 功 ☎043-310-3315
【所在地】 中央区長洲
主なサービスは通院の際の乗降介助です。

地域との結びつきを重視し、関連サービス提供者と密接
な関係を図り適正な介護を提供する

㈲中村園 中村農園

【代 表】 中村 俊也 ☎043-294-7905
【所在地】 緑区上大和田町
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【代 表】 滝澤 みづほ ☎043-233-7776
【所在地】 中央区都町

緑区

【代 表】 山田 佳央 ☎043-308-6748
【所在地】 四街道市鹿放ケ丘

ほっともっと都町店

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

新入会員を募集しております。

お問合せ／お申込みは、千葉商工会議所総務部総務課までご連絡ください。
お待ちしております。
Tel.043－227－4101 Fax. 043－227－4107
http://www.chiba-cci.or.jp/ 検索

夢シティちば 2016年₉月号
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お金の管理の大切さ

日ごろから資金繰り表をつけている会

社は、経営危機に陥った時に粘り強い傾
付けがないため、言っていることに根拠
向があります。早い段階で、会社の資金
がないのです。
が少なくなることを知り、手だてを打つ
例えば、「大手企業と新規契約を結んだ
のです。例えば……
ので、わが社もこれで安泰だ！」と社長
①不要不急な費用はすべてカットする。
が周囲に明かしたとします。大手企業と
新規契約ができたのは事実です。しかし、 ②滞留している在庫を見切り処分
（
！オークションなどのネット
お金の管理がずさんだと、想定以上に費
Yahoo
を活用）
。
用がかさんで、赤字受注になることが多
いのです。しかもそのことに気付かずに、 ③家賃などの値下げ交渉を行う。
④売掛金の早期支払い、買掛金の支払い
なぜか手元にお金がないという事態に陥
遅れを依頼する。
ります。
⑤金融機関に借入を打診。場合によって
せっかくの景気の良い話しですが、周
は元本金額の減額。
りは、せっかく期待したのに、これでは
……と落胆度合いが深くなります。
特に、
③～⑤は相手との交渉であり、
日
特に、資金繰り表を全くつけておらず、
ごろの信頼関係で成否が決まります。普
度重なる金融機関からの資金繰り表の提
示要求に応じていない会社は要注意です。 段からの信頼関係ができている会社は、
周りも協力してくれるでしょう。
「ウチが貸したお金をどのように使った
このように、目の前の危機を乗り切り
のか社長もわかっていない。本当に事業
拡大のために有効に使っているのか？」 つつ、自社の収益性を高める活動を行い
ます。収益性の低い案件には決して手を
と評価されています。そしていざ、資金
出さず、確実に利益が出る案件を受注し
が不足したときに十分な対応をしてくれ
ていきます。また、効率性を高めるため、
ません。
現場の改善活動に取り組み、従業員一人
資金繰りの管理で自社を救う
当たりのアウトプットを最大限に発揮し
ていくのです。

銀行から借入をしている企業の中には、
金融機関から決算書のほかに「資金繰り表」
を出すよう要求される場合も多いと思います。日々のお金の出入りを記帳して、今後
のお金の出入りを予測する「資金繰り表」
。金融機関だけではなく、
自社にとっても大
切なものですが、意外と資金繰り表を作成していない会社が多いのです。

中

コンサルタントから見た
「資金管理をしていない会社」
企業の経営改善を主としたコンサル
ティングでは、会社の資金状況を把握す
ることから始めます。もし、手元の資金
があまりにも少ない場合は、金融機関に
緊急の支援要請を検討しなければならな
いからです。しかし、私の経験値ですが、
中小企業、特に年商２億円以下の会社に
おいて、資金管理を地道に行っている会
社は半分程度しかいないと思われます。
資金管理をしていない会社の大きな問
題は、 つあります。
１．なぜお金がないのか、わからない
原因がわからなければ、対策も打ちよ
うがありません。また、何かしらの収益
増強の対策を行っても、その結果どこま
で収益が上がるのか。目標設定が大まか
となり、結果
「目標の利益が出ない」
「こ
の活動は意味がない」とせっかくの改善
活動のやる気がそがれます。
２．
「社長の言っていることが嘘」
という
ことになりがち
もちろん社長本人は嘘をついているわ
けではありません。お金の実績という裏

税定率法 条「違約品の

中小企業診断士

を受けていること、等が規定され

http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/

をご参照ください。③については、当該

c-answer/imtsukan/1604_jr.htm

以上を踏まえての留意点としては①

貨物を自社工場等に搬入の際に他の貨物

ております。

戻し税等」の適用を受け

の ヶ月以内という期限迄には自社施

③当該貨物の輸入時の性質及び形状に

いと認められる貨物であること、

するため返送することがやむをえな

②品質又は数量等が契約の内容と相違

月以内に保税地域に搬入されている

イト「違約品等の再輸出又は廃棄する

より求められます。詳しくは税関のサ

性を証明するための証拠書類等も税関

であるため、当該違約品貨物との同一

をえない”ことを認めるのは税関当局

合意されていることが必要です。“やむ

該相違点については契約の当事者間で

のスペックとの違いが明確であり、当

と相違”していること、例えば契約上

ていること、②については、
“契約内容

設内ではなく“保税地域”に搬入され

致します。

す。ご参考までに関連サイトを左記添付

の 条に基づき輸入消費税も戻ってきま

対する内国消費税の徴収に関する法律」

尚、本戻し税の適用に伴い、
「輸入品に

も割高になることがあります。

所は保税地域外であるため、廃棄コスト

ることが必要です。④の場合は、廃棄場

と混在させないよう保管に十分に注意す

①当該貨物の輸入の許可の日から ヶ
こと、

qa/04A-011019.html

https://www.jetro.go.jp/world/

http://www.houko.com/00/01/S30/037.HTM

17

でご注意ください。

変更を加えないものであること、

）
NO.1604

場合の戻し税の手続き」（カスタムアン

えないと認められる場合には、輸入
許可の日から ヶ月以内に保税地域
6

に搬入し、あらかじめ税関長の承認

サー

6

6

④輸出に代えて廃棄することがやむを

の条件を満たしている必要がありますの

ることができますが、次

再輸出又は廃棄の場合の

20

当該事例については関

当社は機械メーカーですが、海外各国から部品等を輸入調達しております。欠陥不良品に
ついては返品のため再輸出又は国内での廃棄を考えております。その際には関税等の還付
が可能かどうか教えてください。

輸入調達品の中に欠陥品がありましたので
再輸出又は廃棄の場合の戻し税等について教えてください

貿易投資相談 Ｑ＆Ａ

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

2
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ナビ

Ａ Q

稲垣 桃子
千葉貿易情報センター

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）

８
 月
日㈰

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

第 １ 回千葉氏サミッ ト
千葉の親子三代夏祭りと同日に開催

岩藤千代子

また、同日に
開催された千葉
の親子三代夏祭
りでは、「千葉氏
コーナー」が設
置され、千葉氏
サミットに参加
した自治体の物
産品などを販売
した。

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、本
年度事業で、駅前大通りでのオー
プンカフェを実施した。
チーバくん物産館前歩道に、
ケータリングカーを２台設置し、
千葉親子三代夏祭りに合わせ、装
いを和テイストに設えた。
当日は、武者行列や千葉氏サ
ミットが開かれ街中をたくさんの
人が訪れていた。
お天気にも恵まれ多くの人が癒
しを求め、夏の日、ひと時の涼を
楽しんでいた。

‼

古谷 晴美

加曽利貝塚の縄文人に思いを馳せて

㈲丸萬

藤巻 洋子

君塚 和子

千葉市の都市としての歴史は、
つね たね
いの はな
１１２６年千葉常胤の父が亥鼻周
辺に館を築いたのが始まりです。
千葉氏の滅亡にあたり亥鼻城も
炎上し、歴史の表舞台から消えて
行きますが、もともと大規模なお
城はなかったようです。現在の天
守風の千葉城、別名亥鼻城は昭和
年に建立され、３００年を物語
る下総の雄、千葉氏全盛期に関す
る資料が展示されている千葉市郷
土博物館となっております。
お城の周辺には現在１００本程
のソメイヨシノが花を咲かせ、毎
年さくら祭りが開催され、
また、
今
年は千葉開府８９０年祭も行なわ
れております。

千葉氏ゆかりの千葉城を訪れて

医療法人社団総明会

ました。生憎の雨模様の中、海風
ではなぜ人骨なのでしょうか？
を受けポートタワー、食品コンビ 他の資料を調べてみると「貝塚は
ナート、コンテナターミナル、接
こ
の
世
で
の
役
割
を
終
え
た
あ
ら
ゆる
岸する巨大な貨物船等、船から一 ものを集め、
あの世に送り、
再びこ
望する工業地帯は、迫力満点の景 の世に還ってくることを願った神
観でした。日本三大貿易港の一つ 聖な場所であった。人間までもが
としての千葉港の担う重要な役割、 貝塚に葬られている理由はここに
素晴らしさを改めて感じる 分の ある」と書かれておりました。今
船旅でした。
回の研修会がきっかけとなり大変
良い勉強をさせて頂きました。
古谷乳業㈱

駅前大通りでオープンカフェを開店

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

21

豊かに茂った木々の緑が美しい
加曽利貝塚で飛田館長の楽しいご
案内で、まず貝層断面の見学をし
ました。厚く積み重なった貝層は
見事で、イボキサゴが多く食され
ていたことを知り、五千年前も今
と同様千葉は住み良い所だったこ
とを改めて実感いたしました。
貝塚から
は貝殻等の
他に、埋葬
された人骨
も発見され
ており、な
ぜ貝の捨て
場に人が埋
葬されたの
かと、館長に質問してみたところ、
たま
「魂送りですよ、イオマンテと同じ
です」とのお答えでした。
さらに哲学者の梅原猛氏によれ
ば「貝塚は貝の霊を葬る墓場であ
り、再生を祈って作られたもので、
縄文人の精神性を表した所であ
る」とのことです。

千葉開府８９０年を記念し、全
国へ広がった千葉一族に縁のある
の自治体が「千葉」に集まった
「第 回千葉氏サミット」が、三井
ガーデンホテル千葉で開催された。
（一般参加者、
関係者含め約７００
名参加）
千葉滋胤実行委員長（千葉商工
会議所顧問）の開会の挨拶から始
まり、野口実・京都女子大学名誉
教授や各市町の郷土歴史家らによ
る講演やパネルディスカッショ
ン、熊谷千葉市長をはじめ、 の
自治体の首長による「千葉氏首長
フォーラム」では、千葉氏との関
わりを中心とした各自治体での取
り組みなど多くの意見交換が交わ
された。締めくくりとして、千葉
氏の全国的知名度の向上を目指す
などの共同宣言書を採択し、閉会
された。

千葉開府８９０年を機に、女性会がおもてなし事業を
始動、千葉の魅力を市内外に発信

㈱文化堂

く昨今、古代から変わらぬ姿で現
代人の心を癒してくれる大賀ハス
を千葉市住人の一人として誇りに
思います。

千葉港めぐり
内の巨大水槽を
K.S HARBOR
眺めながらシーフードランチを堪
能し、桟橋に続く赤いタイル道を
歩き、千葉中央埠頭を周遊する
「千葉港めぐり観光船」に乗船し

40

11

1

女性会視察研修会を開催

サミットには、県内から千葉市、佐倉市、印旛郡酒々井町、香取郡多古町、香取郡東庄町のほか、岩手県一関市、
宮城県遠田郡涌谷町、福島県相馬市、福島県南相馬市、岐阜県郡上市、佐賀県小城市の首長が参加した。

千葉市のＰＲを兼ねた観光ガイドマップの作成を目的として、６
月 日（火）参加者 名により、視察研修を行いました。２０２０
年の東京オリンピック・パラリンピック開催も併せ、
「千葉らしさ」
を市内外に発信するため、
「加曽利貝塚」
「大賀ハス」
「千葉氏」
「海
辺」など市の４つの地域資源に関わる施設等を訪れました。
大賀ハスを鑑賞して

21

２０００年前の古代ハスが蘇っ
て咲く千葉公園を訪れたのは、梅
雨空真っ只中の６月 日午前９時
過ぎでした。
早朝の開花から四日間の短くも
美しく咲く大賀ハス。ピンクの花
びらと黄色の花托（花弁の中央の
蜂の巣に似たもの）の神秘的な美
しさに魅了され、しばし古代に思
いを馳せたひと時でした。
時代がめまぐるしく変化してい

42

11

まちづくり事業情報
URL:http://www.chiba-cci.or.jp/joseikai/
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女性会
編集：千葉商工会議所

月 日㈯に平成 年度 月定例
会夏季懇親会「千葉みなとツアー」を
開催させて頂きました。
今年度は千葉みなとの千葉中央旅客
16

現役会員・ＯＢ・ＯＧ 名、同伴者
名、小学生 名、未就学児 名の総
参加人数 名と夏休みに入ってすぐの
日程にもかかわらず沢山の方々に参加
して頂きました。
懇親会の内容としては、まず始めに
千葉みなとポートタワーでの浜遊びを

（ちなみにゴルフ同好会は毎週金曜・
第一＆第三火曜日の夜にジャパンゴル
フスクールにて開催しています）
千葉ＹＥＧの同好会はゴルフやサッ
カーだけではなく、映画鑑賞同好会・

楽しんだ後、子供を交えての手に汗握
るスイカ割りで盛り上がり、続けて遊
覧船に乗船して桟橋から幕張までを周
遊して海から千葉の街を眺望し、そ

やすくなり、結果的に沢山のご参加を
頂けた要因になったように感じます。
これからも、皆様に楽しんで交流を

田中あすか

して頂けるよう委員会一同邁進してま
いります。
沢山のご協力ありがとうございまし
た。
親睦交流委員会委員長

塗装工事業・防水工事業・建設資材の販売

7

釣り同好会・麻雀同好会などなど沢山
あります。同好会とはスポーツなどの
趣味を通じて懇親を深めたりすることが
目的にあります。ほとんどの同好会がＹ
ＥＧメンバー以外でも参加できるように
なっていますので、興味のある方はお気

㈱セイリョウ

☎043-298-4538

15

12

軽にご参加してみて下さい。趣味を通じ
て、生涯の友人と出会いましょう。

陵平

4

59

ハーフナイターゴルフに行って来ました
月 日にＹＥＧゴルフ同好会毎
夏恒例の「 ホールのハーフナイター
ゴルフ～真夏の夜の夢～」をムーンレ
イク茂原ＧＣで開催いたしました。
暑い夏は直射日光が照りつける昼間
ではなく、陽が落ちて鈴虫の鳴き声を
聞きながらのナイターゴルフに夕涼み
＆プレイをしましょう、という企画に
賛同していただき卒業生やＹＥＧ会員
以外の方を含めて参加者 名でプレイ
をして参りました。
日頃の練習会の成果を出し楽しく真

7

船桟橋が 月 日より新しく開通した の後会場を移動して ＯｃｅａｎＴａｂｌｅ
ということもあり、新しい千葉の楽し （ オーシャンテーブル ）にてバーベ
み方を発見するとともに、日頃の青年 キューを楽しみました。
例年とは趣きを変え近場での開催に
部活動を支えて頂いているご家族やＯ
Ｂ・ＯＧの先輩方もお招きし幅広く交 したことで、最初から最後までではな
流することをコンセプトとして開催致 く少しの合間でも皆様に参加して頂き
しました。

28

31

野球観戦同好会
大和田将弘

８月入会

9
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URL http://www.chiba-yeg.jp
Eメール yeg@chiba-yeg.jp

千葉 YEG 同好会 紹介

7

ＹＥＧゴルフ同好会

（すずき りょうへい）

鈴木

5

9

剣に尚且つ懇親も含めて、とても楽し
い時間を過ごせました。

〈新入会員紹介〉

サッカー同好会
8

千葉YEG  7月定例会  夏季懇親会
ゴルフ同好会

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

普通旋盤作業（メカニカルエンジニア科）

千葉県の産業を
支える人材を育てる
千葉県立船橋高等技術専門校
製造業の衰退が言われる中、製造分野の職業能力向上を目指
し、技能・技術労働者の人材不足を補うため、広く若い人材を
確保し、育てていく必要があります。千葉県には職業能力開発
施設として、高等技術専門校が６校あり、時代のニーズに即し
た職業能力開発事業を展開しています。千葉県立船橋高等技術
専門校長の山田美智彦氏のお話をうかがいました。

〈千葉県立高等技術専門校とは〉

が可能です。

されています。校ごとに設定されている訓練科が異なり、それに即した資格の取得

千葉県内には船橋校・市原校・我孫子校・旭校・東金校・障害者校の６校が設置

を目指しています。

各職業分野で必要な能力開発を行い、
「ものづくり」をベースとする「ひとづくり」

高等学校を卒業して就職を希望する人をはじめ、再就職や転職をしようとする人に、

ます。職業能力開発促進法という法律に基づいて、高等技術専門校では、中学校・

千葉県内の中小企業では、専門的な知識や優れた技能・技術などが求められてい

千葉県立船橋高等技術専門校

練生が創意工夫を凝らすように
なります。それが各人の基礎技
術を上げたり、成長を促すよう
になる。これがものづくりの根
本だと考えています。
冷凍空調設備科（定員 人）
は１年コースで、工場やビル、
ショッピングセンターなどの業
務用冷凍・冷蔵・空調設備に関
する保守・管理技術や工事施工
などの技術を習得します。
そのほか、９カ月コースの金
属加工科（定員 人）では、施
設内で基本的な各種溶接、板金
加工術を習得した後に企業で実
践的な実習を行います。

地域に根差した職業訓練を実施することで、地域産業に貢献できる人材を育成し

格率は５割。一般の人の合格率
（ ％）よりもかなり高い合格率
を誇っています。
この科ではロボット技術に重
点を置いた訓練も実施している
のですが、
「マイクロマウス全
日本大会」という大会で当校の
訓練生が４位入賞となりました。
一般企業の技術者や大学生も参
加している中で非常に素晴らし
い結果を出すことができたと思
います。こうした他流試合に出
ることによって、それぞれの訓
25

企業が欲しい人材を育成

どの科も高い技術や資格が身
に付くので、就職率が高いこと
も当校の大きな特徴です。船橋
校では ～１００％となってい
ます。職安を通さずに直接企業
から求人票が当校に出されるの
ですが、特にシステム設計科に
は 人の訓練生に対して約 社
の企業から正社員としての求人
票が出されます。
技術や技能ももちろん重要な
のですが、企業に入ってまず必
要なのは基本的な知識や理解力、
上司や先輩、同僚とのコミュニ
ケーション力です。職場で先輩
から「それ、とってくれ」と言

われた時に、それがどんな工具
なのかは、知識や作業の目的が
分からないとすぐに対応できな
い。そうした基礎力を指導する
のは大変なのですが、当校の訓
練生は入社した時点で身に付い
ているので、企業にとって即戦
力となる人材を育成できている
と自負しています。
千葉県立高等技術専門校は、
千葉県の商工労働部に所属して
いる組織で、中小企業の支援と
いう役割も担っています。中小
企業の多くは人材育成や教育に
時間をかけることが難しいので、
当校からいい人材を供給してい
きたいと考えています。

基礎力が身に付いているからこその高い就職率

20

ています。
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29

〒２７３-００１４ 船橋市高瀬町３１ － ７
ＴＥＬ ０４７（４３３）２７９０
メカニカルエンジニア科（２年20名）、システム設計
科（２年20名）
、冷凍空調設備科（１年20名）、金属
加工科（９ヵ月10名）

10

実務経験が必要な資格も在学中に取得できる

20

少人数制できめ細かな指導

千葉県立船橋高等技術専門校
は１９６２（昭和 ）年の設立
以来、製造業の企業に５２００
人を超える修了生を送り出して
います。現在、本校では、４つ
の科があり、いずれも少人数制
で、専門分野に精通した指導員
によるきめ細かい指導を行える
のが特徴です。
メカニカルエンジニア科（定
員 人）は２年コースで、ＣＡ
ＤやＣＡＭによる設計、ＮＣ工
作機械による加工、三次元測定
機による測定と、各種機器の制
御システムについての知識と技
能を習得します。
通常は実務経験が２、３年な
いと取得できない普通旋盤技能
検定の２級までを、在校中に取
得することが可能です。これま
で、概ね６割の訓練生が合格し、
一般の方の合格率よりも高い水
準を維持しています。
システム設計科（定員 人）
も２年コースで、プログラミン
グ、
ネットワーク、
データベース、
サーバ構築、Ｗｅｂアプリケー
ションなどの訓練を行い、プロ
グラマやシステムエンジニアを
育成しています。
基本情報技術者という資格の
取得が可能で、当校訓練生の合

60

マイクロマウス全日本大会で入賞したマイクロマウス（システム設計科）
金属板を接合するアーク溶接（金属加工科）
空調機器の温度検査作業（冷凍空調設備科）

特集
千葉県の産業を支える人材を育てる／千葉県立船橋高等技術専門校

特集

●障害者高等技術専門校

●東金高等技術専門校
〒２７０-１１６３ 我孫子市久寺家６８４－１
☎０４
（７１８４）
６４１１

〒２６６-００１４ 千葉市緑区大金沢町４７０
☎０４３
（２９１）
７７４４

〒２８３-０８０４ 東金市油井１０６１－６
☎０４７５
（５２）
３１４８
NC機械加工科、造園科、事務実務科

DTP・Webデザインコース、福祉住環境デザイン
コース、PCビジネスコース、職域開拓コース、基礎

ディスプレイ科、建築科、左官技術科

京葉臨海コンビナート関
連企業を中心に塗装業や
自動車整備業など、様々な
分野の技術者を育成してい
ます。昨年度（27年度）求
人数は260人を超え、市
原地区を始め多くの企業か
らその実績を評価されてい
ます。

スキルアップセミナー

また、
当校の訓練生以外を対象
にした
「ちば企業人スキルアップ
セミナー」
を実施しています。企
業に勤めている方で、
仕事の能力
を向上させたい方や、技能・知
識・資格を得たいという方向け
に７年ほど前から短期
（２～３日
間）の講習会を行っています。
セミナーには「メニュー型」
「オーダー型」の２種類があり、
メ
ニュー型は当校が実施内容と期
間を設定したコースに希望者が
参加する形式です。
そのうち当校では、板金・溶
接系、機械系、設備系、電気・電
子系、
情報系など多岐にわたるメ
ニューを設定していて、
今年度は
コースを実施します。
オーダー型は、企業や団体な
どから、
時期や内容のご相談をい
ただき、
それに合わせたセミナー
を当校で用意する形式です。
最近
は、
このオーダー型のセミナーが
大変好評で、
問い合わせや申込件
数が増えています。
企業からの依
頼によって、今、産業界で何が必
要とされているか、
当校としても
知ることができ、
新たなメニュー
やカリキュラムの掘り起こしに
もつながっています。
高校生を対象にした体験会

これはどこも同じだと思うの
ですが、現在の課題は、やはり
入校生の応募率を高めることで

介護離職ゼロへの道

51

自動車整備科、NC機械加工科

医療介護通信

す。
少子化やものづくり離れが進
んでいることから、入校生が
減っているというのが現状です。
当校でも高校生を対象にした
体験や見学会、また次世代であ
る小学生や中学生を対象にした
体験会なども行っており、自分
の指先を動かすことで、人のた
めに役立つ物が作り出せるとい
訓練生は………

高橋悠河さん

★ メカニカルエンジニア科１年

もともと、
ものづくりに興味があ
り、この学校の見学会や体験会に参
加して、興味をひかれました。また、
学校の説明を受けて、
「こういう学
校なら行きたい」と心を動かされま
した。
今は、まだ旋盤とフライス盤の２
つしか触っていませんが、
機械を動か
すことは面白いなと思います。金属
を削ったりするなど、こういう工作
機械が豊富にある場所でしかできな
いので貴重な経験ができて楽しい。
将来の夢は、
ＮＣ機械のオペレー
タになりたいです。そこからステッ
プアップして、いつか大きな工場を
持てたらいいなと思います。

その受け皿となるべく弊社は設
立５年で県内最大規模の訪問看
護ステーションにまで成長し、
在宅療養及び在宅介護をワンス
株式会社 在宅支援総合ケアーサービス
トップで提供できる体制を整え
た。
代表取締役 依田 和孝
しかし、まだまだ我々のまわ
りを見ると、介護による離職が
が約４分の１に上った。厚生労 後を経たず、また産休・育休か
働省所管の財団法人「介護労働 らの職場復帰も課題で、両者と
安定センター」が５日に公表し も職場から離れざるを得ない状
たアンケート結果で分かった。 況にある。
国では「介護離職ゼロ」を目
待機児童問題は、自ら事業所
指しているが、介護職員ですら 内保育事業を立上げ自力復活を
仕事を離れざるを得ない状況だ。 目論むものの、家族介護による
調査は昨年 月、介護に関わ
離職防止は、幾ら社内で介護に
る１万７６４３事業所と介護現 関する情報提供体制を整備出来
場で働く５万２９２９人を対象 ても（そもそも本業であるが）
、
に実施。事業所の ％、従業員
実家が就業場所から遠方である
の ・３％が回答した。過去３ ことが多く、また、親類縁者で
年間に介護を理由に退職した従 介護職がいればその者が介護を
業員がいたかどうか聞いたとこ 任される傾向にあることから離
ろ、事業所の ・５％が該当し 職に繋がりやすい。
ていた。
はたまた職業柄なのか、自分
従業員に対する質問で「現在、 の家族は自分で看取る気持ちが
介護をしている」と「ここ数年 強いことから、休職ではなく退
のうちに、
介護の可能性がある」 職を選択する職員が大半であり、
と答えた人は計 ・３％。
企業の自助努力では如何ともし
将来、
介護に直面した場合、
仕 難い状況にある。
事を続けられるか聞いたところ、
介護職の介護離職により
・１％が「続けられない」と
今後何が起こるのか
回答した。
そう、ただでさえ介護職が足
経営者から見た介護離職
りないと言われている中で、団
高齢化社会という時代背景も 塊の世代が後期高齢者となる
あり且つ入院日数の短縮による ２０２５年には、いったい誰が
在宅介護ニーズの急拡大により、 高齢者の介護をするというの
10

23

42

自動車整備科、電気工事科、プラント保全科、塗
装科、ビルメンテナンス科

6

うことをもっと知ってほしいと
思います。
ものづくりの現場には創意工
夫と達成感があります。そして
何より夢があります。夢をもっ
て技術・技能を磨き、千葉県の
産業を盛り立てる優秀な人材を
一層育成し、輩出していきたい
と考えています。

岡嵜祥太さん

★システム設計科２年

高校生の時に、将来、プログラ
ムの仕事に就きたいと思っていて、
進路指導の先生にこの学校のこと
を教えてもらいました。見学会で
初めて学校に来て、すごく自分に
合った雰囲気だと思いました。入
校してからは先生方が親身になっ
て教えてくれますし、生徒同士も
仲良くて、温かさがあります。
先生たちの熱心なご指導のおか
げで金融系企業のシステム開発部
署への就職の内定をいただくこと
ができました。自分のつくったプ
ログラムがいつか人の役に立てる
ように頑張りたいと思います。

か？
お金があれば何とかなると
思っていても、介護職が離職し
てしまっては、介護を依頼する
相手もいない状況になることを
予想しているのだろうか？
介護の質を担保できる職員ほ
ど、親類縁者の介護に駆り出さ
れ、残るのは介護教育が行き届
かない職員たちが増えたら……
最近の介護に纏わる事件や事
故がじわじわと増えて明るみに
なっているのが気になっている
のはわたしだけだろうか……
他人事と思っている人ほど身
内に事故が起きたときにどう対
処して良いか分からないことか
ら、是非親類の介護は自分のこ
ととして考える時間を月に一回
でも持って欲しい。
皆さんはまずどこに介護相談
に行かれますか？親類の住まい
の近隣で相談場所があることを
知っていますか？
ゼロへのゴール
高齢者人口については今後
年間減少しない状況が統計に表
れている。
表題の
「介護離職ゼロ
への道」に向けて、我々は、企
業・地域・行政などとの連携を
密にし、課題を１つずつ解決し、
年々改善されていくことで、早
くゴールにたどりつけることを
望んでいる。

30
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41

〒２８９-２５０５ 旭市鎌数５１４６
☎０４７９
（６２）
２５０８

していく必要がある。
「介護離職ゼロ」の取組で
こうした背景から国は、介護
我が国が目指していること
と仕事の両立を希望するご家族
現在国は、我が国の構造的な の不安や悩みに応える相談機能
問題である少子高齢化に真正面 の強化・支援体制を充実させる
から挑み、「希望を生み出す強い ために、介護が必要になったと
経済」
、「夢をつむぐ子育て支援」
、 きに速やかにサービスの利用が
「安心につながる社会保障」の できるよう、国及び自治体にお
「新・三本の矢」の実現を目的 いて、介護保険制度や介護休業
とする「一億総活躍社会」に向 制度の内容や手続きについての
けた取組が進められている。こ 住民の皆さんへの周知拡大を推
のうち、
「安心につながる社会 進していくとのこと。
保障」に関連する取組の一環と
介護職員の「介護離職」
して、２０２０年代初頭までに
しかし、その制度はまだまだ
家族の介護を理由とした離職の
また、
介護の
防止等を図るべく「介護離職ゼ 周知されておらず、
ロ」を推進していくこととして 問題は各個人に突然発生し、連
おり、必要な介護サービスの確 続的な日常ではなく、非連続的
保と、働く環境改善・家族支援 な社会変化となるため、当事者
を両輪として取り組んでいる。 の実感が得られないのが、社会
全体の問題意識に繋がらない要
介護離職の理由には、
「仕事
と介護の両立が難しい職場だっ 因のひとつとなっている。
さらに介護の現場では、介護
た」
、
「自身の心身の健康状態が
悪化した」というものがあるが、 施設の４分の１の職員が介護
その中には「介護サービスの存 離職を経験しているとのこと。
在・内容を十分に知らなかっ （２０１６年 月 日付け朝日
た」という理由もあり、こうし 新聞デジタルより）
両親ら家族の介護のために離
た状況を解消していくために介
護に関する情報提供体制を整備 職した従業員がいた介護事業所

20

16

29

詳しくは、
各高等技術専門校
または県産業人材課まで
お問い合わせください。
☎043（223）2754
県民の日海匝地域行事「さん
さんフェスタ２０１６やってみよう
！
ち
いきのおシゴト
！」
に出展しました。
子どもたちが自動車整備士に
なり、車の下にもぐってゆるんだ
ネジを発見します。「車の下初
めて見た～！」と子どもたちは大喜
び！
ロータリーエンジンや訓練のパ
ネルなども展示し、地元の高等
技術専門校をアピールしました。

●旭高等技術専門校
〒２９０-００５３ 市原市平田９８１－１
☎０４３６
（２２）
０４０３

その他
高等技術専門校の紹介
●市原高等技術専門校

ディスプレイ科では、
CEATECJAPAN2015
にて「千葉県/千葉市・
産業用地案内ブース」を
製作しました。
また、千葉県庁の本
庁舎１階ロビーに巨大ク
リスマスツリーを製作・
設置します。 是非、見
に来てください。

●我孫子高等技術専門校

今年５月、千葉県初の
実務コース、短期実務コース
造園技能五輪県大会が開
働くことに不安がある障害者
催され、当校から訓練生
の方に、各コースに応じた専門
が選手として出場しました。
知識・技能を習得させ、パソ
入校からわずか２ヶ月、猛
コンスキルの向上やビジネスマ
練習を重ねて好成績を収め、
ナー等就労に必要な訓練を行い、
２名が千葉県代表として技
一人一人に対し就職に向けたき
能五輪全国大会に出場す
め細やかな支援を行います。
ることとなりました。

8
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千葉市動物公園 〈イベント・展示情報〉

9〜10月のイベント開催予定について

岡崎和郎

岡崎和郎 《P.M.ボール》 2005年

WHO’ S WHO 見 立 て の 手 法

あなた以外の世界のすべて

小川信治

個人蔵

60年代から活躍する現代美術家岡崎和郎は、ユー
モアあふれるオブジェを制作し続けています。本
展ではモンドリアンや葛飾北斎といった古今東
西の人物から着想を得たオブジェシリーズ「Who’
s
Who」を一挙公開。イメージの源泉となった作品
や資料もご紹介します。
一方の小川信治は写真と見紛うような緻密な鉛筆
画や、名画の精密な模写を得意とします。その作
品では私達の見慣れたイメージが消されたり、同
じモチーフを二重に描きこむなど、現実の世界か
らほんの少しズレた世界を提示しています。
２つの展覧会を通して現代美術の多様さをお楽し
みください。

開催中〜

10/30㊐
小川信治 《ウプサラ-クラクフ》 2013年
STANDING PINE蔵

会

期：開催中〜10月30日（日）

開館時間：10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）
※入場は閉館の30分前まで

休 館 日：9月26日（月）、10月3日（月）
観 覧 料：各一般700円（500円）、大学生500円（350円）

岡崎和郎展＋小川信治展セット観覧料 一般1,000円、大学生700円
※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

関連イベント

■対談「小川信治のグランドツアー、その思考と制作」

出演：小川信治、平芳幸治（京都工芸繊維大学美術 美術工芸資料館准教授）
9月24日（土）14：00〜（13：30開場予定） 11階講堂にて／聴講無料／先着150名（当日12:00より11階にて整理券配布）

■講演会「Who’s岡崎和郎―オブジェ・ダダ・シュルレアリスム」

絵本のおはなし会

長寿ガイド

●日時：毎週土曜日 11：30~12：00
9/17㈯、9/24㈯
10/1㈯、10/8㈯
●内容：動物公園内で見られる動物が登場す
る絵本のおはなし会を開催します
●受付：動物科学館図書室。

●日時：9/18（日）～19（月）
・22（木）
13：10～
●内容：動物公園で飼育する動物の中から特に
長生きする動物のガイドを各飼育担当
者が行います。
① 9/18（日） クモザル
② 9/19（月） ゾウガメ
③ 9/22（火） ナマケモノ

国際レッサーパンダデーイベント
①飼育担当者の講演

●日時：9/17（土） 13：00～13：30
●内容：飼育担当者によるレッサーパンダの
講演会を実施します
●受付：動物科学館レクチャールームにて当
日先着順
（定員200名）
②レッサーパンダ○×クイズ
●日時：9/18（日）14：15～14：45
●内容：レッサーパンダに
関する○×クイズを実施します
●受付：100名（当日先着順）

バードクラフト教室
●日時：9/17（土）
・9/18（日）
10：00～16：00
●内容：バードマグネットの色付けを行います。
●受付：当日動物科学館前、材料費400円

■市民美術講座「岡崎和郎入門」

講師：水沼啓和（当館主任学芸員）
9月17日（土）14:00〜（13:30開場予定） 11階講堂にて／聴講無料／先着150名

メインイベント

●日時：9/18（日）、10/16（日）
11：00～11：20
●内容：園長が生でお話をする動物トーク、内
容は参加してからのお楽しみ
●受付：当日動物科学館前に集合

着ぐるみと一緒に記念写真を撮ろう！
●日時：9/22（木）、24（土）、25（日）
●内容：10:30～11:00、14:00～14:30
●受付：各50組
（当日先着順）

ライオンの気持ちになっちゃおう！

きぼーる星空観察会

「もう一つのお月見」

参加
無料
!!

１０月１３日は十三夜のお月見。望遠鏡を使ってもう一つのお月見を
してみませんか。悪天候の場合、プラネタリウム投影のみ行ないます。
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〈千葉市動物公園〉

開 園 時 間 9：30〜16：30（入園は16：00まで）
休 園 日 水曜日
料
金 大人700円・中学生以下無料
交

※千葉市内在住の65歳以上無料

通 千葉都市モノレール
動物公園駅すぐ
お問い合わせ ☎043-252-1111
ホームページ http://www.city.chiba.jp/zoo

産学合同技術シーズ交流会
来場者募集！
！

市内企業の技術特性に応じた大学等の様々な研究シーズをピックアップ！ 中小企業者を対象としたポスター
セッションによる研究者との交流を機に、相互の融合による新事業の創出を図ります！

●開催日： 平成28年9月27日（火）
●場
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天候や動物の体調により、一部内容を変更また
は中止することがあります。

公益財団法人千葉市産業振興財団 設立15周年記念事業

●内容

１３：３０～１６：３０

●日時：１０月８日（土）
・９日（日） １０：００～１６：００
●場所：千葉市科学館・きぼーる内
科学実験、工作教室、講演会、サイエンスカフェなどイ
ベントが多数。 常設展示とプラネタリウムを無料開放！

●日時：10/9（日） 13：10～13：30
●内容：飼育担当者によるプレーリードッグの
とっておきのお話が聞けます
●受付：当日13：10 展示場前に集合

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

〒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

「千葉市科学フェスタ２０１６」

「プレーリードッグ」

園長ライブ

●日時：9/22（木）
・24（土）11：00～12：00、13：
30～14：30
●内容：ライオンの治療に使用するスクイーズ
ケージをライオン舎前に展示します
ゲージの前や中に入って記念撮影をし
てみよう。
●受付：京葉学院ライオン校（屋内展示場前）

講師：巖谷國士（明治学院大学名誉教授）
10月1日（土）14:00〜（13:30開場予定） 11階講堂にて／聴講無料／先着150名（当日12:00より11階にて整理券配布）

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

飼育担当者のちょっといい話

●日時 ：１０月１３日（木）１８：３０～２０：００
７階プラネタリウム集合
先着２００人
※当日９：００から７階券売機でチケットを購入。
大人５１０円、高校生３００円、小・中学生１００円

所： 三井ガーデンホテル千葉４階

①研究者によるショートプレゼン（白鳳の間）
１３：３０～１４：４５

 加大学の代表者から掲出ポスターのシーズ概
参
要についてプレゼンを行います。

白鳳の間・天平の間（千葉市中央区中央1‐11‐1）

②ポスターセッションによる交流会（天平の間）

●参加大学等

千葉大学
千葉工業大学
木更津工業高等専門学校
神田外語大学

 流会では、 ポスターセッションを通して研究者
交
と市内企業等とのマッチングを図ります。学生考
案のビジネスアイデアの掲出も予定！

●申し 込 み

下記財団HPより募集チラシをダウンロードし、 FAX 又は E-mailにより送付。

15：00～16：30

交流会後に当財団が企業、大学間の連携をバックアップ！ 双方の連携コーディネートや各種補助金獲得までの
支援を実施し、 市内における新事業創出を促進します。
問合せ先

公益財団法人 千葉市産業振興財団

TEL 201-9504  FAX 201-9507

Email  sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp
URL  http://www.chibashi-sangyo.or.jp/
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