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韓国向け家電製品の部品輸出について

今月の表紙

11月20日にＪＲ千葉駅が1963年に現在の位置
に移転してから53年ぶりにリニューアルしました。
これまで1階部分にあった東口改札が3階へ移動し、
「西口」
「南口」
「千葉公園口」が3階部分でつながり、
また、千葉都市モノレール千葉駅と連絡通路で直結
したことで利便性と回遊性が向上しました。2011
年に建て替えが始まった駅舎と駅ビルは18年夏以
降に完成する予定です。

撮影／明角和人（明角写真事務所）

夢シティちば 2016年12月号

編集者のひと言

11月24日に関東各地で雪が降り、千葉では2㎝の積雪があり
ました。都心などでは、1962年以来54年ぶりの11月の降雪に
なるそうです。ニュースでは、雪に備えて会社の近くに前泊する人
がいる一方、こどもはほんの少し積もった雪で楽しそうにしている
様子も映し出されていました。私も小学生の頃は、学校に雪が積
もると友達と雪合戦をしたりして遊んでいましたが、今では雪の予
報を聞くと翌日の通勤を心配するようになり、こんなところでもこ
どもと大人の差があるものだと実感しました。

（企画広報室 E.M）

■議案第４号

専務理事の選任につき
同意を求める件

月１日午後２時から第 回臨時議員総会・第２４６回常議員会を開催し、新

議員約 名が出席し、役員の選任等が行われた。
総会では、石井会頭から平素の活動協力に対する謝辞と本総会開催の趣旨を含
めた挨拶があった。続いて鈴木総務部長から全議員の紹介を行った。その後定款

チール㈱東日本製鉄所 常務執行役員・

の定めにより、石井会頭が議長席に着き、議事に入った。
■議案第１号
千葉地区副所長）には引き続き留任して

の消費も大変低迷あるいは減少している

先行きが不透明となっており、地域経済

たところ、飯沼議員から『日本経済は、

議長は、選任方法について議場に諮っ

議場に諮ったところ、満場一致で承認さ

役）に副会頭をお願いしたい旨を説明し、

長）
、望月泰伸氏（㈱精美堂 代表取締

長）
、
堀江亮介氏（㈱堀江商店 取締役会

總業㈱千葉支社 取締役副社長千葉支社

いただき、新たに、粟生雄四郎氏（塚本

状況にある。こうした中、識見の豊かな
れた。議長は改めて４名の副会頭を紹介

会頭の選任に関する件

石井会頭には引き続き会頭をお願いした
し、各副会頭から挨拶があった。

柳俊一氏（千葉興業銀行 取締役頭取）

議長は、
監事３名の選任については、
青

監事の選任に関する件

■議案第３号

い』との意見があり、続いて、東郷議員
からも、
『この３年間は、ＪＲ千葉駅の全
面開業やオリンピック・パラリンピック
の開催等を控えており、とても重要な年
けて、石井会頭にお願いしたい』との意

になる。千葉市内の更なる経済発展に向
見があった。他に意見を求めたが、特に
には、引き続き留任していただき、小島
信夫氏（京葉銀行 取締役会長）の後任

なく満場の拍手で石井俊昭氏（㈱千葉銀
行 顧問）が再任された。
として熊谷俊行氏（京葉銀行 取締役頭

いとの申し出があったことを伝え、３名

頭、中村副会頭の３名の方から辞任した

議長は、過日、金綱副会頭、屶網副会

副会頭の選任につき同意を求める件

監事を代表して手島監事から挨拶があっ

なく、満場一致で承認可決された。また、

説明し、議場に諮ったところ特に意見は

と考えており、ご承認いただきたい旨を

代表社員・所長）に監事をお願いしたい

葉信用金庫 相談役）に代わり、手島英

取）
、この度、辞任された伊谷啓氏（千

の方には永きにわたり、商工会議所活動

■議案第２号

にご尽力いただいたことにふれ、副会頭
た。

部長、
熊谷俊人千葉市長を来賓に招き、
石

総会終了後、床並道昭千葉県商工労働

新役員議員懇親会

男氏（税理士法人千葉中央会計事務所

の選任案として、斉藤輝弘氏（ＪＦＥス

所との連携等において、その手腕を発揮
続き河野常務理事を選任させていただき

井会頭をはじめ、当所新役員・議員など、

していただいているところであり、引き
たい旨を説明し、議長は議場に諮ったと

常議員候補者案を示し、議長は議場に

役を新たに委嘱申しあげたい旨を説明し、

監事を退任された小島氏、伊谷氏に相談

総勢 名が出席して懇親会を開催した。

ころ、満場一致で承認可決された。
■議案第８号

顧問、相談役の
委嘱承認に関する件
顧問については、従来から委嘱してい
る方々にお願いし、
相談役については、
一
部見直しを図るとともに、このたび副会

諮ったところ、特に意見はなく、満場一

議長は、議場に諮ったところ、満場一致

頭を退任された金綱氏、屶網氏、中村氏、

致で承認可決された。

で承認可決された。

名誉議員に関する件

■議案第６号

常議員会に対する
委任事項議決に関する件

退任された勤続 年以上の元議員等の

■議案第９号

定款上、議員総会の決議事項となって

方々 名に名誉議員の称号を贈ることを
説明し、議長は、議場に諮ったところ、満

以上、
すべての議案が承認可決され、
第
回臨時議員総会・第２４６回常議員会
を閉会した。

などがあり、盛会の内に終了した。

の贈呈が行われた。また、新議員の紹介

副会頭に対し、その功績をたたえ感謝状

懇親会では、この度退任された３名の

90

議長は、現専務理事の木原稔氏は、会
頭、副会頭の補佐役として会議所運営に積
極的に取り組んでいただいているところ
であるので、引き続き木原専務理事を選任
させていただきたい旨を説明し、議場に諮
ったところ、満場一致で承認可決された。

68

いるもののうち、予め議員総会の議決を
経て常議員会に委任することができる項

18

金綱氏
屶網氏
中村氏

■議案第５号

80

目について、議長は議場に諮ったところ、 場一致で承認可決された。
原案どおり常議員会に対する委任が満場
一致で承認可決された。
■議案第７号

常務理事の選任につき
同意を求める件
現常務理事の河野功氏は、千葉市と当

退任のあいさつを述べる３名の前副会頭

常議員の選任に関する件
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16

2
夢シティちば 2016年12月号
夢シティちば 2016年12月号

3

68

石井会頭
斉藤副会頭
粟生副会頭
堀江副会頭
望月副会頭

特集
第68回臨時議員総会・第246回常議員会
第68回臨時議員総会・第246回常議員会

会頭に石井俊昭氏を再任
副会頭は斉藤、粟生、堀江、望月の４氏

●会頭就任挨拶

新しい時代に相応しい
新しい千葉商工会議所の創造

く必要があります。
そのためにも、機運の盛り上げ、おも
てなし、情報の発信、ビジネス機会の創
出などの諸準備を着実に進めてまいりま
す。
こうした事業活動には、会員増強によ
る組織や財政面での基盤強化が不可欠で
す。役議員・職員をはじめ、広く会員の

中小企業・小規模事業者を取り巻く経
済社会情勢は依然として厳しいものがあ
りますが、皆様方の期待に応えられるよ

ただきました。引き続き重責を担ってい
くことに、
身の引き締まる思いであり、
大
変光栄に存じます。

このたび、 月１日の第 回臨時議員
総会におきまして、改めて会頭に選任い

などの多様な人材の確保に取り組んでま
いります。
また、巡回や窓口相談機能の更なる強
化を図るとともに、売上の維持・拡大に

強化していきます。
何よりも当面の課題は、人手不足への
対応です。若者はもとより女性や高齢者

もう一つの柱は、２０２０年東京オリ
ンピック・パラリンピックに向けた取組
です。
競技開催都市の経済団体として、千葉

携しながら推進していく必要があると考
えています。

くなど厳しい状況が続いていますが、拙
速にモノゴトを進めず、どのようなもの
がこれからの活性化に真に必要なのかを
十分見極めたうえで、千葉市と緊密に連

を中心に各種事業を展開してまいります。
これらの取組にあたっては、専門家の
一つ目は、地域経済の振興に責任を持
活用、また会員間の連携協力関係を強化

と思っております。
新しい時代に相応しい、新しい千葉商
工会議所というものを創りあげていくた
めに、皆様とともに一緒になって取り組

が、新たな任期の中でそれらを使い切る
思いで、千葉のために貢献していきたい

結びに、私自身、千葉で成長し、仕事
もこの千葉で携わり、正に千葉と共に歩
んでまいりました。
限られた私の知力・体力ではあります

まちづくりの要となるのは、ＪＲ千葉
特に、当商工会議所運営の一角を担う
駅を中心とした中心市街地の活性化です。 青年部や女性会の活動に大きな期待を申
千葉パルコや三越千葉店が撤退してい
しあげたいと思います。

つということです。中小企業・小規模事
してまいります。
業者が地域経済を支えています。これら
二つ目は、まちづくりを着実に推進し
の個々の事業者に対する経営支援を充実、 ていくことです。

んでまいります。
引き続き、皆様のご支援をよろしくお

要望をはじめ、今後の商工会議所の運営
にしっかりと反映していきたいと考えて
います。

そのため、部会、委員会活動はもとよ
り、より多くの会員の方々に参加してい
ただき、そこでの意見を行政への提言・

石井 俊昭

てまいりました。今後は、これらに加え、 向けて会員の事業内容の紹介・ＰＲ、新
会員以外のより多くの方々とも積極的に
たなビジネスや販路拡大の機会の創出、

う、全力を尽くして千葉商工会議所の運
営に取り組んでまいります。
私は、これまでの２期６年に亘り、会
員間の業種を超えた交流を重点的に進め

更には、企業等の存続を困難にする後継
者不足への対応についても千葉県事業引
継ぎ支援センターとの緊密な連携のもと
に取り組んでまいります。
県・千葉市と協働して、両大会を成功さ
せることはもちろん、この好機を捉え千

願い申しあげて、挨拶とさせていただき
ます。

千葉商工会議所 会頭

連携しながら、地域の様々な課題に取り
組んでいきたいと考えています。
こうしたことにより、
行政をはじめ、
地
域の方々が一体となって地域経済の活性
特に、生産性向上に向けたＩＴの活用
や、新たな販路開拓のための海外展開に
葉の魅力を世界に発信するとともに、そ
の後の地域経済の持続的発展に繋げてい

協力を得て、全所的な取組を進めてまい
ります。また、商工会議所に対する会員
や地域社会の評価も大きく関わってきま
す。

化に取り組む環境づくりを進めてまいり
たいと思います。それが正しく地方創生
ついては、様々な面からの取組が必要だ
と考えています。

千葉テレビ放送㈱
代表取締役社長

千葉製粉㈱
専務取締役

㈱電通東日本 千葉支社
支社長

千葉県酒類販売㈱
代表取締役社長

イオンリテール㈱
代表取締役社長

旭建設㈱
相談役

二宮産業㈱
専務取締役

㈱千葉マツダ
代表取締役社長

三井不動産㈱ 千葉支店
千葉支店長

常議員

臼井 正人
日本通運㈱ 千葉支店
千葉支店長

千葉興行㈱
代表取締役

熊谷 俊行

池田 篤則
伊藤 永
上田 誠也

遠藤 靖
大木 康正
大串 隆
大久保 隆章
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だと考えています。
こうした考えを踏まえ、次の３つの柱

事

飯沼 喜規
青柳 俊一

植森 彰

㈱京葉銀行
取締役頭取

手島 英男

頭

監

望月 泰伸

㈱千葉興業銀行
取締役頭取

斉藤 輝弘
粟生 雄四郎

会

副会頭

㈱精美堂
代表取締役
税理士法人千葉中央会計事務所
代表社員・所長

岡崎 双一

11

千葉商工会議所では、任期満了に伴う役員・議員の改選を行い、平成28年11月1日の
臨時議員総会を経て新体制がスタートいたしました。新役員の任期は平成28年11月1日
から平成31年10月31日までとなります。
なお、臨時議員総会において承認された新役員の方々は次の通りです。
（氏名50音順、敬称略）
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石井 俊昭

JFEスチール㈱ 東日本製鉄所
常務執行役員・千葉地区副所長

堀江 亮介

新役員
千葉商工会議所

㈱千葉銀行
顧問
塚本總業㈱ 千葉支社
取締役副社長千葉支社長

㈱堀江商店
取締役会長

特集
第68回臨時議員総会・第246回常議員会

特集

第68回臨時議員総会・第246回常議員会

顧
問

（元会頭）

国立大学法人千葉大学
学長

千葉 滋胤

千葉県知事

小林公認会計士事務所
所長

徳久 剛史

熊谷 俊人

森田 健作

㈱千葉測器 取締役会長
（前副会頭）

二宮産業㈱ 代表取締役社長
（前副会頭）

新日本建設㈱ 代表取締役会長
（前副会頭）

小林 廣美

㈱ケーヨー
取締役

川井 信夫

千葉構内タクシー㈱
取締役副社長

勝又自動車㈱
代表取締役社長

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 千葉支店
千葉支店長

医療法人柏葉会 柏戸病院
副院長

東京ガス㈱ 千葉支社
支社長

東京電力パワーグリッド㈱ 千葉総支社
千葉総支社長

新日本建設㈱
代表取締役社長

式田建設工業㈱
代表取締役

㈱三菱東京UFJ銀行 千葉支社
支社長

土田 鋼太郎

髙見 克司

式田 秀穂

㈱エム・アイ・エス・インターナショナル
代表取締役

㈱はせべ
代表取締役社長

㈱千葉薬品
取締役副社長

千葉県信用保証協会
会長

並木木材㈱
代表取締役社長

㈱千葉測器
代表取締役社長

東日本電信電話㈱ 千葉事業部
千葉事業部長

㈱ちばぎん総合研究所
取締役社長

東日本旅客鉄道㈱ 千葉支社
執行役員千葉支社長

藤森 伸一

㈲福井商店
代表取締役

福井 晶一

㈱太陽堂印刷所
代表取締役

日暮 秀一

早野商事㈱
代表取締役

早野 泰広

㈱グリーンタワー
代表取締役社長

ビィー・トランセホールディングス㈱
代表取締役

㈱さつま屋
代表取締役

福井電機㈱
代表取締役社長

千葉信用金庫
理事長

宮川電気通信工業㈱
代表取締役

加藤 隆行

勝又 久夫

勝澤 誠

柏戸 孝一

相談役

千葉市長

千葉信用金庫 相談役
（前監事）

㈱京葉銀行 取締役会長
（前監事）

伊谷 啓

小島 信夫

中村 正見

屶網 敏雄

金綱 一男

東郷

康次郎

（敬称略）

なお、引き続きご就任いただきました相談役の方々

英彦 ・
（元副会頭）

勇 ・（元副会頭） 

は次のとおりになります。

君嶋

吉田

敬一

植草

安田

寛敏 ・（元副会頭） 

・㈲ウエクサ 取締役会長
一男
（元副会頭） 
・㈶安田教育振興会 理事長
（元副会頭）

藤森

和民

顧問

・塚本總業㈱ 特別顧問

麻生

秀夫

（元副会頭） 
・㈱千葉興業銀行

池澤

（元監事） 
・㈱飴安商店 取締役会長
（元副会頭） 

直樹

力 ・京成電鉄㈱ 相談役 

市川

花田

小川
・ ＪＥＥスチールガルバナイジング
滿 （タイランド）社 取締役社長
（元副会頭） 

稔 ・専務理事

常勤役員につきましては、次のとおり再任いたしまし

木原

功 ・常務理事

た。

河野

長谷部 光一

水野 創

根本 光男

吉田 平

7
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名輪 淑行

山口 和夫

並木 浩

村杉 茂治

小松 美智子

中村 卓見

宮澤 英男

小林 正敏

鳥越 隆

林 威樹

宮川 欣丈

夢シティちば 2016年12月号

6

〈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

https://www.jetro.go.jp/members/
memberservice/option/creditcheck.
html
契約締結の段階では取引当事者の力関
係にもよりますが、
「決済面」
では前金受

領又はＬ／Ｃ決済を基本として回収リス
クをミニマイズすること、
「納期面」
では
通関手続き等、物流プロセスも考慮して
納入時期を設定すること、
「品質面」
では

品質保証期間の合理的な判断や現地製造
物責任
（ＰＬ）
法にも留意し必要に応じて
ＰＬ保険等の付保も検討すること、など

が留意点として挙げられます。

以上を踏まえて貴社の輸出ビジネス取

組み上のリスクを最小化して進めてくだ
さい。

手続きに際してご参考までに次の「外国
管理法の手続き：韓国向け輸出」
のＵＲＬを添付致します。
https://www.jetro.go.jp/world/qa/ 企業信用調査」
04A-000A21.html
当該部品がＫＣマーク取得対象物品で
あるかどうかを含めた取得手続きについは
「電気安全環境研究所」

http://www.jet.or.jp/
「日本品質保証機構」

http://www.jqa.jp/  
等にてお問合せ頂ければと思います。
尚、電気製品や部品の輸出に際しては

外国為替管理法等で規定している安全
保障貿易管理の面で法令遵守が重要で
す。詳細は次の経済産業省のＵＲＬに記
載されていますのでご参照ください。

韓国向け家電製品の部品輸出について

Q

家電製品の部品等のメーカーです。この度韓国の家電関連部品メーカーより同社向けに
部品輸出商談を進めております。先方からは当社の技術指導に基づき現地で製造してもい
いとの打診がありました。今後の進め方の留意点につき教えてください。

今回の商談は貴社から
の①輸出取引②技術指導
のみ③技術指導を踏まえ
ての製造委託取引になる
かと思いますが、いずれの取組みにおい
ても自社保有の知的財産の保護には細心
の注意が必要です。
貴社が持つ知財の中味を検証の上、契
約書上に保護及び侵害された場合の損害
賠償等の条項を謳うべきですが、具体的

には弁護士や弁理士にご相談してくださ
い。
次に、韓国向けの電機関連製品につい

ては国家標準基本法 条に基づく国家統
合認証制度によるＫＣマークの取得が必

要です。詳細は次のＵＲＬをご参照くだ
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/
さい。
右記を事前にクリアーの上で具体的取
「家電製品に付けられるＫＣマーク」
https://www.jetro.go.jp/world/qa/ 引遂行に際し契約締結上においては、先
方企業に対する信用調査をして、与信チ
04A-011119.html
「電気製品輸出における電気用品安全
ェックしておくことをお勧め致します。

22

Ａ

新入会員 のご紹介
中央区

スマート㈱

中央区

【代 表】 大沼 唱司 ☎043-290-7666
【所在地】 中央区椿森
解体・不動産売買

中央区

アイアンドディー㈱

【代 表】 福田 拓行
【所在地】 中央区新町

☎043-302-5677

広告代理業

稲毛区

小杉広勝

みかど型枠㈱

型枠工事

㈲ライフライン

保険代理業

㈲小林断熱
☎043-221-5884

㈱ハピサクカンパニー

【代 表】 山本 鉄平 ☎043-243-0141
【所在地】 中央区新田町

ロードサイドレストラン及びに千葉市中央区にて居
酒屋を2店舗経営。

若葉区

㈲東葉メンテサービス

【代 表】 阿久根 誠 ☎043-312-3309
【所在地】 若葉区大宮町

消防用設備の点検業務及び設計、施工、メンテナンス

かゆいところに手が届く様な心配りのできる点検、工事を
目指しております。

中央区

㈱Ｌ＆Ｆ

不動産関連コンサルティング及び空き家管理の全国
ネット「日本空き家サポート」の運営

千葉貿易情報センター

空き家管理の全国ネット
「日本空き家サポート」を運営して
おります。

緑区

（特非）はぁもにぃ

【代 表】 長浜 光子
【所在地】 緑区平山町

☎043-309-5337

障がい福祉サービス事業「放課後等デイサービス」
及び「就労継続支援事業A型」
障がい者の働く場としてカフェ、
菓子製造、
養蜂農業等の事
業をしています。

中央区 （一社）
国際民泊協会

【代 表】 石井 慎一郎 http://minpaku.gr.jp
【所在地】 中央区宮崎町 info@minpaku.gr.jp
街頭防犯カメラ

民泊に関する知識の伝授。試験の開催と資格の授与。
イベントの企画・運営など。

２０２０年後も安全・安心・快適でユニークな宿泊施設づくり
の講師を育成します。

㈲林畜産

【代 表】 林 政市 ☎043-231-0150
【所在地】 若葉区加曽利町
食肉卸売業務

㈱MSプラント

【代 表】 平田 松浩 ☎043-215-3311
【所在地】 八千代市大和田新田
計量器・測定器製造業

㈱MK総業

【代 表】 工藤 誠 ☎0436-21-5572
【所在地】 市原市五井西
産業廃棄物処理運搬

中央区

㈱﨑川興業

【代 表】 﨑川 光 ☎043-312-4410
【所在地】 中央区仁戸名町

アパート等賃貸物件を中心とした内装工事
（床・壁紙
工事、ハウスクリーニング）

若葉区

㈲ホームアイ

【代 表】 今野 秀明 ☎043-300-6007
【所在地】 若葉区大宮町
新築工事、
リフォーム等 住宅工事全般

ていねいな仕事をモットーに、
お客様に愛される家造りを目
指しています。

中央区

【代 表】 森 久純 ☎043-215-7171
【所在地】 中央区問屋町

京葉住宅設備

ガス配管取付

市外

空調・衛生設備及びプラント設備に伴う熱絶縁工
事の設計、施工。資材販売。

中央区

㈲富士見ハウジング

【代 表】 富澤 重美 ☎043-256-8875
【所在地】 稲毛区園生町

市外

【代 表】 片岡 太 ☎0475-27-5001
【所在地】 茂原市千代田町

【代 表】 小林 裕一
【所在地】 中央区中央

中央区

【代 表】 橘 徹 ☎043-221-0426
【所在地】 中央区中央

若葉区

【代 表】 山本 卓也 ☎043-306-2769
【所在地】 若葉区高品町

中央区

配管業

稲毛区

司法書士業

市外

【代 表】 尾山 将吾 ☎043-265-8572
【所在地】 中央区大巌寺町

不動産売買及び仲介

【代 表】 小杉 広勝 ☎043-375-7040
【所在地】 稲毛区稲丘町
若葉区

㈲尾山工業

㈱キャリア・ルネサンス

【代 表】 山口 昇 ☎043-201-1158
【所在地】 中央区中央

産業カウンセラー、キャリア関連相談、外部EAP、
人事評価システム紹介販売
外部EAPから個別相談までお受けします。
クラウド型人事
評価システムもご紹介可能

稲毛区

行政書士三浦友之事務所

【代 表】 三浦 友之 ☎043-307-3621
【所在地】 稲毛区園生町

会社設立、在留資格（ビザ申請）、相続遺言、建設業・
産業廃棄物収集運搬等許可申請。
会社設立、
建設業・産廃等の許可及びビザ申請をしておりま
す。気軽にご相談下さい。

中央区

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

（順不同・敬称略）

㈲本千葉ハウジング

【代 表】 金本 晃太郎 ☎043-225-8811
【所在地】 中央区長洲
不動産

中央区

㈱ジャスミン

【代 表】 茅野 保 ☎043-234-7577
【所在地】 中央区都町
家具卸売

花見川区

フレスコツナ㈱

【代 表】 吉田 哲章 ☎043-301-5524
【所在地】 花見川区幕張本郷
水産物仲卸、小売、輸出

市外

SOU設備㈱

【代 表】 菅原 聡 ☎043-312-6971
【所在地】 四街道市吉岡
給排水設備工事

市外

健太郎塗装

【代 表】 井坂 健太郎 ☎080-1183-6042
【所在地】 東京都江東区塩浜
塗装工事全般

市外

㈱ミネルバ

【代 表】 元村 翔太
【所在地】 船橋市本町

☎090-5582-9584

建築業、飲食業

美浜区

㈱コア

【代 表】 八島 紘一 ☎043-277-3691
【所在地】 美浜区磯辺

倉庫・工場を中心としたシステム建築 「コアシス建
築」をご提案します。

美浜区

㈱ネオフロンティア

【代 表】 増 田 真 美
【所在地】 美浜区中瀬

☎043-212-7088

化粧品、健康食品等の企画とインターネットでの販売

プライベートブランド化粧品の企画販売、
卸売を致しており
ます。

美浜区

ナレッジ・ベイ㈱

【代 表】 守屋 拓志
【所在地】 美浜区打瀬

☎080-6895-1275

経営・業務分析・システム全体計画立案、個別システ
ムの企画、設計、全体管理他

中小企業が円滑にIT導入を推進、
業績向上を確実にできる
よう経験と実績で支援します。

市外

キズクコンサルティング

【代 表】 大川 善海
【所在地】 市川市広尾

☎080-1835-6568

事業の成果につながるウェブ戦略、SEO対策、マー
ケティングなどコンサルティング

成果の上がるウェブ戦略、
SEO対策、
マーケティングをフル
オーダーで設計致します。

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11月号（2016年11月10日発行）16ページ「新議員確定‼」の工業部会の欄にて誤りの字句がございました。
（誤）東芝パソコンシステム㈱→（正）東芝プラットフォームソリューション㈱
関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます。
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平成 年
について
消費税改正（インボイス方式）

〈インボイス方式とは？〉

80

〈現行方式との変更点は？〉

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

区分記載請求書方式を経て、インボイ
ス方式へ移行しますが、使用している購
買在庫管理・売上請求書販売管理・会計
システム等の改修が必要となり、日常業
務に、適用税率の誤りをしていないかの
チエック、税率別の集計と記帳等の事務
作業が必要となります。
軽減税率の導入を経て、区分記載請求
書等保存方式、インボイス方式へ移行し
ます。混乱も予想されますので、早めの
準備に留意されて下さい。

〈導入準備〉

現行方式からインボイス方式への移行
期間は区分記載請求書等保存方式により、
現行の請求書等保存方式に一定の措置を
講じて、税額計算を行います。売上や仕
入を税率毎に区分することが困難な事業
者が、売上や仕入の一定割合を軽減税率
対象品目の売上又は仕入として計算する
特例が設けられます。

〈区分記載請求書等保存方式〉

請求書等の保存は不要とされます。

平成 年度の消費税改正に関して、前回、軽減税率を取り上げさせて頂きました。
今回は、その後に経過措置期間を経て実施されるインボイス方式について解説させて頂きます。会員の皆様の実務への影響
は、軽減税率の導入以上に影響が大きい改正と予想されます。実施が延期され、差し迫っての対応は求められませんが、概要
を把握して頂き、今後の対応を進めて下さい。

28

現行方式と異なる点は、課税事業者登
現行の消費税の申告方式は、請求書等
録制度を創設し、課税事業者のみが、
「適
に記載された金額に基づき帳簿に記載し
格請求書」
を発行できることとし、
売り手
た金額の取引総額を割り戻す方法を原則
にこの適格請求書の発行を義務とし、税
としています。この方法は、課税事業者
額計算は適格請求書の記載通りに行うも
の事務的な負担に配慮して導入されまし
のとされます。税額計算方法は、適格請
たが、益税を排除できない、その逆の損
求書に記載された消費税額を積み上げて
税となってしまう等の批判があります。
計算する方式と、税込価格を税率で割り
インボイス方式、正式には、適格請求
戻して計算する現行方式のいずれかの方
書等保存方式とは、適格請求書発行事業
法を選択適用することとされています。
者登録制度を創設し、登録を受けた課税
インボイス方式移行後の経過措置とし
事業者に対して適格請求書等の交付・保
て、免税事業者からの仕入れについて、
存を義務付けるとともに、購入者支払者
移行後３年間は ％、その後の３年間は
は適格請求書等の保存を仕入税額控除の
％の控除を可能とされます。３万円未
要件とします。その他は後述しますが、
満の課税仕入について、請求書等の保存
当初、平成 年４月１日以後導入の予定
でしたが、軽減税率の導入再延期により、 を不要とする規定等は廃止されます。
平成 年 月以後開始の予定です。
〈適格請求書の不発行の場合〉
又、インボイス方式への全面移行への
自動販売機から購入する場合等、適格
経過措置期間は、区分記載請求書等保存
請求書の交付を受けることが出来ない場
方式により税額計算を行うこととされて
合は、現行方式と同様に、帳簿への記載
います。
により仕入税額控除が可能とされ、適格
50
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33
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中

１．事例
５店舗を経営する整骨院の社長さん
からの相談です。
「ここ数年売上高が
下がりっぱなしなので、心機一転、新
しいコンセプトの店づくりしようと考
えています。その際、各店の店長と話
し合って決めたいのですが、理解して
もらえるか不安です。先日のミーティ
ングでも今後の方針について各店の店
長と私の意見が大きく食い違うようで
。私があんまりゴリ押しすると店
･･･
長達と言い合いなりそうで、躊躇して
しまいます。こういった場合どう考え
ればよろしいのでしょうか？」

２．原因と課題
本来の「社長の仕事」
を忘れ「人間関
係病」にかかっているようですね。決
めなければいけない経営判断を従業員
との摩擦を恐れ、後回しにして業績を
さらに悪化させてしまうパターン。顧
客ニーズの変化や競合店の動向を踏ま
えて、業績を回復させるために、新し
い店づくりチャレンジすべきと考える
のであれば、それは何が何でも断行す
べき正しい経営判断でしょう。それを

そしてだんだんと売上高は低下してい
く……。この「人間関係論者」に勘違

り、負担が増えることを最も嫌うから
社風になっているからです。だからす
べての決定は、
「安易・安全」に行き
がち、そうなるといずれは顧客のニー
ズ変化についていけなくなるし、競合
に比べサービスの品質が低下していく。

及しようとせず「それはしょうがない
よね……。いいんじゃない……」と
言っていつもうやむや終わらせる。な
ぜなら誰かが悪者になって責任とった

企業内部中心にものを考えがちな従業
員に判断に委ねる非常に危険な考え方
といえます。
業況の悪い会社の特徴の一つに社長
自身や経営幹部に「人間関係論者」が
影響力をもっているというケースがあ
ります。そういった方々は、すべての
ことについて部下に相談をかけるし、
部下の立場をよく考えて決定するので、
部下は彼らに心服し、社内は常に和気
アイアイです。摩擦なんてものは殆ど
ありません。一見、すごくよさそうに
見えるこの雰囲気ですが、逆をかえせ
ば、規律もなく何もチャレンジしない
社内風土であるケースが意外に多いの
です。何かクレームがあっても原因追

中小企業診断士

野村 忠史

企業の成果を基本的に左右する要因
は、企業内部にあるのではなくて、企
業外部（顧客ニーズの変化と競合の動
向）という「原理原則」を忘れないこ
とです。その変化にいち早く気づいて
内部に変化を要求し続けるのは、社長
にとって最も重要な仕事であって、従
業員の機嫌を伺うのは本末転倒です。

①業績悪化の要因は、企業内部でな
く、企業外部にあるという原理原則
に立ち返る。

３．解決策

いない場合が実に多いのです。

員に訴えかけたり、外部の研修を受け
させたりする必要があるのです。そう
いった機会を、従業員に丸投げしても、
自ら進んで受けにいくのはほんの一部
です。実は、従業員を説得できないの
は、それだけの下地がそもそもできて

の変化や競合の動向について考える機
会がなければ、いきなり話されても反
発が大きくなるのは当然です。だから
普段から経営計画書などの文面で従業

突然、新しい仕事のやり方を強要さ
れると誰しも拒絶します。顧客ニーズ

いしてしないでいただきたいのは「企
②摩擦を怖れるな、摩擦は「進歩の
業経営は仲良しサークルでなく、企業
母」である。
間戦争である」ということ。戦う相手
企業外部に対応していくことは、必
より、
「安易・安全」をとりつづけれ
ず企業内部に変化を求めることとなる
ば、勝ち目がなくなるだけのことです。
ので、必ず摩擦がおきるものです。だ
「人間関係論者」は、
「部下のモチベー
から、変化や摩擦に対し、前向きにと
ションが高まらないと生産性が上がら
らえることを社長自ら行動し、訴えて
ないでは……」って主張しますが、そ
いく必要があります。そういった社長
れは間違いです。いかに部下のモチベ
の姿勢が結果的に従業員の仕事に対す
ーションが高まろうが、それは業績に
る姿勢に大きく影響していきます。
影響するのはほんの一部。そもそもそ
の提供する商品・サービスが他社より
③新しい仕事にチャレンジできる下
劣っていれば、顧客は買ってくれなく
地づくりには「従業員教育」が不可
なるのです。
欠である。

業績不振企業に蔓延する「人間関係病」

36
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Advice to management
企業診断
小

ありがとう
千葉パルコ

27

26

千葉県中小企業再生支援協議会

14

43

２年連続で協議会全国本部より表彰

47

中小企業再生支援協議会は、中小企業再生に向けた取り組みを支援するた
め、産業競争力強化法に基づき、 都道府県ごとに設置されている公正中立
な公的機関です。当千葉県としては、千葉商工会議所を受託機関として、そ
のもとで活動しています。

平成 年より事業がスタート
して今年で 年目を迎えます。
２次対応完了件数は、平成
年３月末現在、
全国で９，
７３２
件、千葉県で３１８件と数多く
の再生計画策定を支援しており、
これまでに 万人
（千葉県２・
５万人）
の雇用が維持され、
地域
経済の維持向上に寄与していま
す。
当協議会においては、平成
年度に引き続き、平成 年度の
活動実績も 都道府県の中で１
位の実績を認められ、
この度、
２
年連続で協議会全国本部より表
彰されました。
今年度も、県内中小企業の再
生のために、多くの案件を手掛
け、結果として地域雇用維持確
保及び地域経済への悪影響を回
避すべく活動していきます。
15

①相談企業の秘密は厳守します。
②企業・事業の再生実務豊かな専門家が常駐して相談を受けます。
③地域関係機関
（金融機関含む）
全体でバックアップします。

（左から）木原専務理事（当所）
、山本統括（千葉）
、藤原氏・賀須井氏（協議会全国支部）

47

千葉市産業振興財団設立１５周年記念

第15回

『ベンチャー・カップCHIBA』
受賞者のご紹介

（公財）千葉市産業振興財団は、「ベンチャークラブちば」との共催により、平成２８年１１月２２日
（火）に
三井ガーデンホテル千葉にて、第15回
『ベンチャー・カップCHIBA』
ビジネスプラン発表会を開催しました。
当日は、一般部門ファイナリスト４社のビジネスプランの発表及び最終審査の他、ソーシャルビジネス
部門と学生部門のグランプリ受賞者による発表が行われました。受賞結果は下記のとおりです。

《一般部門》
●グランプリ

●準グランプリ

ビジネスプラン：

ビジネスプラン：

株式会社L&F

株式会社HIGH-STANDARD&CO.

代表取締役社長 森 久純 氏
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー13階
TEL 043-216-2008
https://日本空家サポート.jp/

代表取締役 佐藤 良平 氏
千葉市中央区中央４－５－１ Qiball14F TEL 090-2248-3656
http://high-standard.jp/

「日本空き家サポート」
～安心と信頼の
空き家管理の全国ネットワーク～

お仕事するお母さんを助け、子供たちの基礎
学力を飛躍的に向上させる、新学習保育事業

ビジネスプラン：

「波長可変半導体レーザ」で実現する
分光計測システムの革新

27

スペクトラ・クエスト・ラボ株式会社
代表取締役 室 清文 氏
千葉市中央区亥鼻１－８－１５ 千葉大亥鼻イノベーションプラザ４０８号
TEL 043-305-5563
http://spectraquestlab.com/
ビジネスプラン：

産学連携による子どもの発達段階に応じた
成長を促進する次世代型遊具の開発
株式会社永光自動車工業
代表取締役 木俣 博光 氏
千葉市若葉区小倉町１３０１ TEL 043-231-8211
http://www.ea-net.co.jp/

《ソーシャルビジネス部門》

《学生部門》

●グランプリ

●グランプリ

ビジネスプラン：

ビジネスプラン：

障害者の働く場である施設・事業所の支援を
目的とした「廃電線リサイクル事業」
三立機械工業株式会社

昆虫飼料活用による食糧問題の解決
葦苅

晟矢

氏

早稲田大学

代表取締役 中根 亮一 氏
千葉市稲毛区山王町３３５番地 TEL 043-304-7511
http://www.sanritsu-machine.com/
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商環境を維持できる産業政策、
都市計画の重要性

都市開発委員会・産業政策委員会で会
頭あてに提言を出させていただいていま
すが、
課題としては、
できるだけスピード
をもって再開発を進めることが一つ。そ
れと千葉駅と中心市街地の間を流れる葭
川によって人の流れを遮断されてしまう
のでハード面での対応が必要であること。
さらに栄町の再開発は非常に重要です。
駅にあれだけ近くて開発が遅れているの
は、千葉市にとってもったいない。栄町
の活性化は中心市街地にもいい影響を及
ぼすと思います。
千葉市が主体となってグランドデザイ
ンを構築する一方で、会員自身が担うべ
き部分もあります。私どもの塚本ビルは
西銀座商店街振興組合を結成しておりま
すが、新たにニュー千葉ビルを中心とす
る再開発組合を発足しました。グランド
デザインをベースにして、これから個別
にステークホルダー（利害関係者）の話
を聞きながら調整をしていきます。

人の流れを維持すること

再開発に必要なのはスピードと

たビルや住宅については再整備が必要な
時代が確実にきています。

人口減少時代、様々な視点を持って、
千葉市のまちをつくっていきたい
平成 年に 入 所 し
１号議員に 就 任
ずっと東京で仕事をしていましたが、
２００３（平成 ）年に塚本總業株式会
社千葉支社副支社長として千葉へまいり
ました。当会議所には２００７（平成 ）
年に入所し、最初は１号議員、２期目か
ら３号議員になりました。卸売部会と都
市開発委員会に所属しています。

年間で約 ３ 倍 に 人 口 が
増加し発展 し た 千 葉 市

うに活性化していくかということを都市
開発委員会でも議論しています。当社の
ビルも再開発ゾーンに入っており、中心
市街地にどうやって人の流れを向けてい
くかという観点から開発を考えていかな
くてはならないと思っています。
千葉駅と駅ビルのリニューアルが進ん
でいますが、従前の千葉駅が竣工された
当時の千葉市の人口は約 万人、それが
年以上経って、 万人にまで増えまし
た。明らかに駅整備が人口増加の要因と
なっていると言えます。
千葉のまちが発展してきたことは事実
なのですが、当時のまちづくりが果たし
て１００年先を見越したものであったか
どうかは分からない。そして、当時建て

経歴

19

千葉市内では幕張や蘇我がある程度開
発の方向性が明確になってきましたが、
活気を失いつつある中心市街地をどのよ

30

1944（昭和19）年佐倉市生まれ。佐倉市在住。中央大
学卒業。1967（昭和42）年に塚本總業株式会社に入社。
1990（平成２）年より本社にて、取締役として総務部長、
営業部長を歴任後、常務取締役として営業部長、営業本部
長、千葉支社副支社長を歴任。2007（平成19）年に専務
取締役、2013（平成25）年より現職。

〈粟生副会頭のプライベート〉

千葉市を本当に元気にするためには会
員の皆様が元気にならなければいけない。
商工会議所の元気は千葉の元気につなが
る。そういう観点で、私にできることが
あればお手伝いしていきたい。

千葉の元気につながる

会員の元気が会議所の元気に、

住者が増えることで地元商店街、特に小
売店舗での購買が高まる。人が住み、商
店街がある。そういうものが揃うと非常
にいいまちになると思いますね。
同時に、これからは三越やパルコが千
葉市から撤退したように、大規模店舗展
開が難しくなる時代。ある程度長期間に
わたって、商環境が維持できるような産
業政策が非常に大事だと思います。
それから２０２０（ 平成 ）年のオ
リ・パラでは千葉市内でのメインとなる
幕張エリアと中心市街地の交通の利便性
を確保して誘導したい。やはり幕張にき
た選手や関係者、観客に中心市街地に足
を運んで千葉市の良さを見てもらういい
機会ですからね。
32

もともと農家の出身なので土いじりが
得意で、年間 ～ 種類の野菜を作って
います。一人暮らしなので、料理のレパ
ートリーも 以上あります。自宅の畑で
とれた野菜を使って作るとおいしいです
ね。
あとは約 ㎞のウォーキングを 年以
上も続けています。うち２㎞は軽いジョ
ギング。運動不足解消になり、とても気
持ちがいいですよ。
10

新副会頭紹介
15

19

今年11月、
千葉商工会議所の副会頭に新たに
粟生雄四郎氏、
堀江亮介氏、
望月泰伸氏が就任しました。
これまでの会議所との関わりや当時の様子、
そして千葉のまちに対する課題や期待について
お伺いしました。
また中心市街地の居住者を増やすこと
も都市の活性化には必要です。まちの居

60

千葉商工会議所
50
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50

30

10

取締役副社長千葉支社長

97

粟生 雄四郎 副会頭

塚本總業株式会社

特集
特集／新副会頭紹介

先輩後輩を は じ め
いい人間関係が構築されている

1946
（昭和21）
年、
木更津市生まれ。千葉市在住。1969
（昭
和44）年、慶應義塾大学卒業後、株式会社堀江商店に入社。
1972（昭和42）年に取締役、1981（昭和56）年代表取
締役社長に就任。以後、代表取締役会長を経て、2015（平
成27）年より現職。

経歴

42

経歴

まちとしての歴史は浅い
現実を受け止める

青年部の力で
親会の活動を盛り上げる
例えば、今、食べ・飲み歩きイベント
「ちーバル」を親会で手掛けていますが、
それをさらに膨らませて、Ｂ １
- グラン
プリみたいに「ちーバルグランプリ」の
ようなイベントを青年部でやると面白い
と思うんです。ちーバルは２０４店舗が
出店していますが、そのうちのベスト
を中央公園に集めて一般の人に紹介する
のもいい。
食は一つの大きな文化だし、
親
会と青年部が連携することでそれを育て
てどんどん発信していくような形にでき
るのではないでしょうか。
親会も盛り上げてもらって助かるし、
青年部も活躍の場が増える。
また、青年部は 歳で卒業すると、親
会との関わりが全くなくなってしまうこ
とも残念に思っています。親会の雰囲気
を知ってもらうのも大事ですので、僕が
小売部会長になった時から、青年部から
何人か入ってもらっています。

同じように、女性会ならではのきめ細
やかな活動も、親会と連携することでさ
らに生きてくる可能性があります。
例えば勝浦市長が会議所の専務だった

女性会の細やかな気遣いを
親会の活動にも生かす

45

理事に打ち明けたんですが、皆さんの協
力を得て、２年間務めさせていただきま
した。

青年部と女性会との
パイプ役を果たしたい
自分も青年部に所属して、よく分かっ
たんですが、会議所にとって青年部と女
性会は非常に大きな資産であり、財産だ
と思うんです。
副会頭として、
親会と青年
部・女性会の連携をさらに良くするため
に、少なくとも任期が３年あるので、パ
イプの役目を果たしていきたいですね。

1955（昭和30）年千葉市生まれ。千葉市在住。法政大学
卒業後、外部で修行を重ね、1980（昭和55）年に株式会
社精美堂に入社。2000（平成12）年に４代目の代表取締
役に就任。2013（平成25）年に千葉県印章業組合理事長
に就任。そのほか、千葉銀座商店街振興組合理事長、千葉
市中央地区商店街協議会会長などを歴任。

歳で青年 部 に 入 部
歳で会長 に 就 任

株式会社精美堂は大正 年創業で、私
も「はんこ屋になる」と言われて育ちま
した。大学３年の時に、２代目の社長だ
った伯父に「販売士」の資格をぜひ取得
するように言われ、会議所に通って講習
を受けるようになったんです。資格は２
級まで取得しました。
歳で青年部に入り、関東大会を幕張
メッセで開催する時期から特に熱心に活
動するようになりました。 歳で第 代
会長を務めることになったのですが、当
時社長だった父が脳梗塞で倒れてしまっ
たんです。私はとても会長はできないと
12

親会、青年部、女性会の協働で
千葉市をさらに盛り上げていきたい

災害も少なく暮らしやすいまち。 千葉市の
強みを生かして、会員企業を盛り上げたい

株式会社堀江商店

代表取締役
株式会社精美堂

20

大学卒業後、家業を継ぐために入社し
ました。株式会社堀江商店は石油の販売
をメインにＬＰガス、セメント、建材な
どを扱っています。会議所には知り合い
の先輩方がいらして入所を勧められ、当
時は選挙でしたので何とか当選して議員
になりました。もう全く右も左も分から
なかったのですが、先輩後輩の人間関係
がいい形で構築されていましたね。議員
の集まりの後は皆で食事をして懇親して
いました。

取締役会長

産業政策委員会も都市開発委員会とと
もにまちづくりについて検討しています。
人口減少を前に、行政経費の負担にも限界
があり、広がり過ぎた都市をどうやって縮
小して、住みやすいまちをつくっていくか。
千葉市のまちとしての歴史をみると、
江戸時代は直轄領でほとんどが放牧地だ
と聞きました。明治維新後の行政都市が
つくられていったんです。鉄道ができて、
県都がここに定まり、師範学校と医学校
が設置されて、戦前は病院のまちとして
多くの患者が集まってきた。そして戦争
交流人口の増加で
になって軍隊のまちとなった。戦後は焼
千葉市内を活性化させる
け野原に川鉄がきて鉄の街になりました。
私自身はずっと産業政策委員会に所属
こうしてみると、歴史的な積み重ねはま
しています。入所当時から議論されてい
だ浅いとも言えます。
たのは人口問題。高齢化、人口減少時代
そして鉄道や道路が整備されて、交通
を迎える中で、活性化をはかるためには
がどんどん便利になるほど、都心が近い
交流人口を増やすことに光明を見出そう。 存在となり、都心で働く人々が千葉市内
例えば、日本の鉄鋼業は世界でもトッ
に流入してきたことも、ごく自然の成り
プクラスで、川崎製鉄への視察など産業
行きといえます。まだ浅い歴史や流入理
観光に力を入れる。千葉市内の有効な観
由をみても、住民が特別この地に愛着が
光資源を掘り起こす。その時話題になっ
なくてもそれは仕方のないことだと思う
たのは千葉市内にある加曽利貝塚を登呂
んです。
だからそれを嘆くのではなく、
現
遺跡のような名所にするとか、様々な可
実として受け止めた上で、どのようなま
能性について議論がなされましたね。
ちをつくっていくかを考えるべきだと思
いますね。

堀江 亮介 副会頭

望月 泰伸 副会頭

12
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28

生活の好条件がそろっているのが
千葉市の強み

27

趣味というと、読書ですとか、週末に
映画や１週間の間に撮り溜めたテレビ番
組を観てリラックスしますね。それから、
孫が３歳なんですが、毎週末に私の家に
遊びに来る。一緒に遊んだりするのも心
がなごみますし、成長を見るのが楽しみ
です。

〈望月副会頭のプライベート〉

私が青年部に所属していた当時、
「い
つかはクラウン」というテレビコマーシ
ャルがあったんですけれど、同じように
「いつかは青年部から会頭・副会頭を出
そうよ」
と皆でよく話していたんです。
そ
うしたら、なぜか自分が副会頭に就任し
て、一番自分が驚きました。
当時は、僕はそれがゴールだと思って
いたのですが、実は全然違っていました。
これが新たな始まりだと考えています。
商工会議所は地域社会と会員を元気に
するための団体だと思うので、これから
副会頭として新たなスタートを切るわけ
ですが、役員、議員、会員のみなさん、千
葉市などのお力をお借りして、もっと会
員企業が商売のしやすい千葉にするため
に力を尽くそうと考えています。

商工会議所は地域社会と会員を
元気にするための団体

ご縁で去年、勝浦から女性会がお雛様を
いただき、無償でいろんなところに配布
したんですが、そんな風に女性会だから
こそできるおもてなしがあります。親会
の様々な事業を女性会の細やかな気遣い
でカバーしてもらって、広げていっても
らいたいと思います。

趣味は海釣り。というわりに実はあま
りうまくはないんですよ。月に一度ぐら
いしか行けないし、そんなに釣れないん
だけれど、それでも釣れた時の気持ちは
なんとも言えない。その喜びはもしかし
たら、釣りがうまい人よりもずっと大き
いかもしれませんね。

〈堀江副会頭のプライベート〉

副会頭に選任されてまず思ったのは、
皆に大きな迷惑をかけないことというこ
とでした。私は自分のことだけで精一杯
でここまで来てしまいましたので、気が
回らないことも多々あるでしょうが、皆
様に助けて頂いて何とか責めを果たせた
らと思っておりますし、出来の悪い仲間
が増えたということで皆様から気軽に声
を掛けてもらえる様な存在でありたいと
思います。

個々の会員に寄り添える
存在でありたい

私は２００６（平成 ）年から千葉市
危険物安全協会会長、
２０１５（平成 ）
年から千葉県危険物安全協会連合会副会
長を務めています。その立場から言うと、
千葉市は災害が比較的少ない。そして非
常に気候が温暖で、物産も豊富。都心に
近くて平地が広い。住むのにこんなにい
い場所はないと思います。それが千葉市
の強みですね。まあ、私は木更津の出身
なので、千葉市はもちろん千葉県、房総
半島が大好きな一人でもあります。
18
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特集
特集／新副会頭紹介

新たな
「千葉の顔」
が誕生
ＪＲ千葉駅が１９６３年に現在の位置
に移転してから 年ぶりの大改装を終え、
月 日㈰に３階部分がリニューアル
オープンしました。
ＪＲ千葉駅は、これまで千葉の玄関口

53

として、県内の地域経済と文化の中継地
としての役割を担ってきました。駅周辺
の大型店の閉店が相次ぐなか、今回のＪ
Ｒ千葉駅のリニューアルが、千葉駅周辺
や中心市街地にも波及し、一層多くの来
街者を呼び込むことが期待されています。
午前９時からの開業式典では、ＪＲ東
日本の深沢祐二副社長をはじめ、当所の
石井会頭、熊谷市長が出席しました。石
井会頭は、今回の駅開業に対して、商工
会議所としては建替えを契機に、商店街、
千葉市、ＪＲと一体となって駅と中心市
街地との回遊性を高め、また、周辺の再
開発を促進しながら、県内はもとより広
く県外からも多くの人々が訪れる、多様
な機能が集積し賑わいのある街づくりを
進めていきたいとしており、式典におい
てもそのように述べました。

ＪＲとモノレールの
相互乗り換えがよりスムーズに
同日にＪＲと千葉都市モノレールの連
絡通路の開通式も行われ、千葉市文化新
人賞を受賞したＮＡＲＡＭＩＸ（渡辺万
莉菜）さんが描いた千葉市の都市アイデ
ンティティである４つの地域資源の「加
曽利貝塚」
「大賀ハス」
「千葉氏」
「海辺」
をテーマとした絵画も披露されました。
これまで、ＪＲ千葉駅東口から乗り換
える場合、地上階にある改札をいったん
出て３階のモノレール乗り場へ向かわな
ければなりませんでした。しかし、今回
のリニューアルで、ＪＲとモノレールの
改札が３階部分で直結するため、乗り換
えにかかる時間は約１分短い 秒に短縮
されます。また、東口駅前ロータリー前
にエレベーターが設置され、地上階と各
改札階への移動が便利になります。
また、連絡通路によってＪＲとモノ
レールが３階部分でつながったことで、
ＪＲ千葉駅とそごう千葉店、千葉センシ
ティ、京成千葉駅などの移動時間が大幅
に短縮されるため、これまで以上に利便
性が向上することが期待されます。
しかしながら、この連絡通路の開通か
ら間もないため、利便性や回遊性が十分
に認知されていません。千葉商工会議所
としても、より多くの方々に足を運んで
いただけるよう、連絡通路の開通に合わ
せて千葉都市モノレールと連携して新た

ワゴン販売を実施
ＪＲ千葉駅の改札階と千葉都市モノ
レール千葉駅の改札階を結ぶ通路が完成
し、乗り換え時間が大幅に短縮されるこ
とから、千葉駅からの人の流れに変化が
起こることが予想されます。
そこで、モノレール千葉駅改札口周辺
の賑わいの創出を図るとともに、千葉市
中心市街地への人の流れを促すための試
みの一つとして、モノレール千葉駅内に
おいてワゴン販売を実施することとなり
ました。
連絡通路では千葉市中心市
街地内の商店街で営業してい
る事業所から３店舗に出店い
ただき、新規顧客を獲得する
ことによる企業の認知度アッ
プだけでなく、中心市街地の
回遊性に繋がるような仕組み
づくりを模索しております。
出店者の㈲虎屋の森山浩一
代表も「駅を利用されるお客
様にこの店を知っていただき、
本店へも足を運んでいただく
事で商店街の活性化につなが

また、京成千葉駅改札前の

れば」と今後の活動に意欲的
です。
千葉商工会議所ブースでは千
葉県内の商工会・商工会議所
の協力のもと、週末に県産品

千葉駅の新たなシンボルとなる「ハスの時計」

機能性と回遊性の向上
これまで１階にあった東口改札が３階
に移転し、改札前のコンコースでは東口
と西口改札が同じフロアでつながりまし
た。その結果、改札間の移動時間が大幅
に短縮されたほか、新たに京成千葉駅方
面につながる
「南口」
や千葉公園へつなが
る
「千葉公園口」
が新たに設けられ、駅か
ら東西南北各方面への動線を確保し周辺
施設への回遊性が向上しました。
また、改札内には、商業施設「ペリエ
千葉エキナカ」
（㈱千葉ステーションビ
を合言葉に
ル）
が開業し、「Ｆｒｏｍ 千葉」
千葉駅から新しいライフスタイルステー
ションの提案を行っています。特に「千
産千消（千葉県の地産地消）
」や「時短」を
テーマに生鮮食品やお惣菜、
スイーツ、
雑
貨など多彩な店舗が並んでいます。開業
した 店舗の内、県内のショップが 店
舗入るなど、千葉県の食の魅力をアピー
ルする場所となっています。

の増加を期待しています。

ＪＲ千葉駅、京成千葉駅と３つの千葉駅
の改札が近くなることから今後の通行客

10

20

な試みを始めました。

や特産品を販売します。
千葉都市モノレール千葉駅、

48

53
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ラッピングデザインをしたNARAMIX（渡辺万莉菜）さん
千葉市の都市アイデンティティーでラッピングされた連絡通路

千葉の玄関口が
年ぶりにリニューアル

Chiba Station renewal

当所は、 月 日
（月）～ 日
（土）
にわ
たり、千葉市とともに英国ロンドンを視
察しました。千葉市は２０２０年東京五
輪・パラリンピックの一部競技会場に選
ばれており、成功のためには準備が欠か
せません。千葉市が特にパラリンピック
の成功を目指していることもあって、史
上最大の観客動員数を記録した２０１２
年パラリンピックの開催地であるロンド
ンを視察先に選びました。
また、現地において、在英日本商工会
議所との意見交換や、千葉銀行ロンドン
支店への訪問を通して、６月の国民投票
で欧州連合
（ＥＵ）
からの離脱を決めた英
国における経済情勢を視察しました。

英国パラリンピック委員会

ロンドン・パラリンピックの成果の一
つに、障害者が社会に出やすくなったこ
とが挙げられます。大会後のアンケート
では、国民の実に ％が障害者に対しポ
ジティブな印象を持ち、障害者の８割が
新たにスポーツを始めたいと回答しまし
た。
子どもへの調査でも半数以上が
「五輪
よりパラリンピックの方が面白かった」
と答えました。
４年後にパラリンピックが開かれる日
本は、まだまだ選手の認知度が低いと言
わざるをえません。２０２０年、会場を
観客で埋めるためには選手に興味を持っ
てもらうことが大切です。同委員会は
「ソーシャルメディアやマスコミを利用
して、ストーリー性を持たせて選手を紹
介すると良い。選手に関心があれば、金
メダル候補でなくとも応援に来る」と力
説しました。

今でも同区内の ％ほどの学校が障害者
スポーツを授業で行っているそうです。

Ｊｏｉｎ ｉｎ ｔｒｕｓｔ
（スポーツボランティアの登録・派遣を
行う慈善団体）

２０１２年ロンドン五輪・パラリンピッ
クで盛り上がったボランティア運動の熱
を大会後も維持し続けるための団体で
す。ボランティア運動は２０００年のシド
ニー大会でも盛んでしたが、同大会ではボ
ランティアが大会限りで辞めてしまい、そ
の力を大会後に地域で生かすことができ
ませんでした。Ｊｏｉｎ ｉｎ ｔｒｕ
ｓｔはそういった教訓から生まれました。
同団体は、ボランティアをデータベー
スで管理し、彼らに地域の大会情報を提
供しました。郵便番号を入力することで、
ボランティアを必要とする自宅付近のス
ポーツイベントを紹介するシステムも構
築しています。
２０２０年の成功のため、ボランティ
アの力は必要不可欠です。民間と行政が
手を取り合って、早い段階で動いていく
必要があります。

在英日本商工会議所と
千葉銀行ロンドン支店

千葉商工会議所 ロンドン視察研修

～オリンピック・パラリンピックレガシーを求めて～

10月10日（月）～15日（土）

エクセル展覧会センター

金融政策、経済格差、難民問題、ＥＵ離
脱問題など、広く英国経済について説明
を受けました。

英国パラリンピック委員会スタッフと一緒に

ロンドン五輪・パラリンピックの一部
競技会場となったコンベンションセン
ターです。
スムーズな入退場を可能にするため、
二つの駅を利用しました。観客は一つ目
の駅で降り、会場に入場します。そこか
らは一方通行となり、帰る時は入り口の
反対側にある出口から退場し、もう一方
の駅から電車に乗ることとなっています。
幕張メッセ会場では、観客の多くはＪ
Ｒ海浜幕張駅から来場すると見込まれま
す。人が入り乱れるなどの混乱を招かな

セブライト小学校

視察中に
「インクルーシブ
（包摂的）
」
と
いう言葉を何度も耳にしました。障害の
有無に関わらず誰もが平等に、一緒に行
動できる、という意味合いで使われてい
ました。４年後の成功のために、民間も
行政もこのキーワードを念頭に置いて動
いていく必要があります。
視察全日程終了後、当所視察団団長の
栗原和保氏（㈱ちばぎん総合研究所 取
締役副社長）
は
「行政と同じ目線で視察し
たことは経済界として意義がある。特に
ボランティアに関する取り組みに感銘を
受けた。千葉市と歩調を合わせ、できる
ことを詰めていきたい」
と話しました。
熊
谷市長は
「方向性として、
インクルーシブ
な社会を目指していく。千葉商工会議所
視察団の方々には視察内容を市内企業に
広めてもらいたい」
と期待していました。

おわりに

いためにも、海浜幕張駅からの人の動線
をしっかりと定めなければなりません。
ＪＲの新駅を作り、海浜幕張駅から一方
通行にするのが理想ですが、現実的に見
ると２０２０年までには完成しない可能
性が高いです。民間と市、県が協力しな
がらスピード感を持って新駅構想を進め
る必要があると感じました。

ロンドンのハックニー区にある公立小
学校です。授業のプログラムに障害者ス
ポーツが取り入れられています。
同区では、２００８年から２０１３年
まで、地区内の学校を巻き込んだ大規模
なパラスポーツの学校対抗戦が開かれま
した。その大会では、健常児と障害児が
ともにチームを構成し、プレーしたとの
ことです。健常児が障害に対する理解を
深めたとともに、障害者スポーツの魅力
を知るきっかけとなりました。子どもた
ちの意識を変えたことで、家庭にも好影
響が及んでいます。子どもたちから話を
聞いた親世代は障害に対してポジティブ
なイメージを持つようになったといいま
す。対抗戦がレガシー
（遺産）
として残り、

健常児でも車椅子に乗ってプレー
ロンドン大会のレガシーとして残るロープウェイ

75

20

商工会議所のネットワークを活用し、
在英日本商工会議所との懇談会を行いま
した。在英日本商工会議所からは、英国
に拠点を置く日本企業３社と事務総長に
出席していただき、ＥＵ離脱に揺れる英
国の経済情勢などについて意見交換を行
いました。
また、千葉銀行ロンドン支店を訪問し、

エクセル展覧会センターの記念碑の前にて

セブライト小学校の児童と共に
Join in trust スタッフはそれぞれの企業から派遣
千葉銀行ロンドン支店
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ロンドン視察研修
●千葉商工会議所

10
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月 日㊋
役員・議員親睦ゴルフ大会を
開催

千葉市に本社を有しない会員企業の支
店長・支社長・工場長等の交流を図るこ
とを目的にスタートし、今回で７回目を
迎えた。
第１部の講演会
では、
「 整形外科
医から見た大相
撲」
と題し、
横綱審
議委員長・千葉大
学医学部 名誉教
授の守屋秀繁氏を講師に招いて、横綱審
議委員就任のきっかけや大相撲の舞台裏
などの貴重なお話をユーモアも交えてス
ピーチしていただいた。
講演終了後、隣室に会場を移し、第２
部の交流会を開催した。
石井会頭の主催者挨拶の後、千葉市 神
谷副市長の来賓挨拶を行い、金綱副会頭
の乾杯で開始した。

日㊐〜 日㊊

月２日㊌

【競技結果は次のとおり】
優 勝
㈱千葉ショッピ
ングセンター
太
 田 敏男氏
準優勝
㈱千葉ショッピ
ングセンター
今
 井 幸雄氏
第３位
千葉商工会議所 
石
 井 俊昭氏

11

交流会では、
それぞれの参
加者が名刺交
換を行いなが
ら、情報交換
や懇親を深め、
盛況のうち、
中村副会頭に
よる中締めを
もって散会と
なった。

月
親睦ゴルフ大会を開催

千葉市大型店会は鷹之台カンツリー倶
楽部
（花見川区横戸町）
にて 月例会とし
て、会員の親睦を深めるためゴルフ大会
を開催した。
当日は 月の寒気にも負けず、日頃の
運動不足を解消すべく参加者全員が楽し
んでプレーを行った。プレー終了後は懇
親会を兼ねて表彰式を開催し、和やかな
雰囲気の中で閉会となった。

11

月 日㊎

池田氏(右)と石井会頭(左)

優勝者

50

栃木市蔵の街、 藤城清治美術館
益子焼窯元つかもとを視察

異業種交流会は、１泊２日間の視察研
修会を行った。
栃木市は、
日光東照宮へ参
拝する朝廷の勅使
（例幣使）
や諸大名が通
る例幣使街道の宿場町として、また、中
心部を流れる巴波
（うずま）
川を利用した
交易で商都として繁栄。市内には歴史的
な建造物が数多く残されており歴史と文
化が調和した街の魅力を感じながら視察
を行った。
藤城清治美術館では、日本代表する影
絵作家で 歳の今も創作活動を続ける藤
城氏の作品約
１５０点を鑑賞。
色彩豊かなグラ
デーションと独
特な光と影で表
現され、親近感
溢れる作品が多
い。作者の制作
背景や作品に込
められた願い等
が、影絵による
ファンタジーな世界で表現されていた。
益子焼窯元つかもとは、創業１５０年
以上の歴史と益子焼最大誇る窯元。広大
な敷地内で食事や買い物、陶芸焼き体験
なども楽しめる。
工場見学では１日約１万個生産されて
いる
「横川駅釜めしおぎのや」
の釜めし容
器の製造工程を見学した。

11

そごう・西武
「ネット通販」でサポート

11

千葉市大型店会・ 月例会

24

28

異業種交流会視察研修会

23
92

販路開拓支援セミナー

㈱そごう・西武の商品開発担当者を講
師に招いた、販路開拓の取組みを支援す
るためのセミナーをこのほど開催。同社
が展開するセブン＆アイのインターネッ
ト通販の取組みについて説明があった。
地域の事業者と共同し、商品開発や改
良のプロジェクトに近年取り組んでいる
同社。当日は、バイヤーなどの経験のあ
る
“仕入と売り場を熟知したプロ”
が登壇
し、情報化社会の進展やコンビニエンス
ストアの台頭などで変化する流通と買い
手の現状
（オムニチャネル）
について言及
した。あわせて、同社のネット通販サイ
ト「 デパート」
の事業内容やメリットに
ついて説明。地域の事業者と一緒になっ
た商品展開、ラインナップの充実を目指
している
とした。
終了後
は、名刺
交換を含
め、各事
業者の商
品につい
て、熱心
な相談が
続いた。

10

本年７月 日、千葉県警察・中小支援
恒例の役員・議員親睦ゴルフ大会を袖
機関・学術機関は、サイバー空間の脅威
ケ浦カンツリークラブ新袖コースにて開
に対処するため、県内の重要な経済基盤
催した。
となる中小企業への先制的なサイバーセ
当日は、天候にも恵まれ、参加者全員
キュリティ対策を講じていくことを目指
最後までプレーを行った。
し、
パートナーシップ協定を締結した。
そ
懇親会場では、プレーの感想などにつ
こで、当所も中小企業支援機関の一部と
いて歓談しながら交流を深めることがで
して、千葉県警察本部、ＮＴＴ東日本‐
き、和やかな雰囲気の中閉会となった。
南関東と当所の共催で本セミナーを開催 （主な競技結果は次のとおり）
した。
池田
等氏
優
勝 ㈱千葉銀行

第１部は、千葉県警察本部生活安全部
屶網 敏雄氏
準 優 勝 二宮産業㈱

サイバー犯罪対策課対策係情報セキュリ
３
位 ㈱ベイキューブシー 水
 上 明美氏
ティアドバイザーの星野和彦氏から「イ
ベスグロ 旭建設㈱  大久保隆章氏
ンターネット利用に係るリスクの拡大」
（賞品ご協賛企業）
をテーマにお話しいただき、続く第２部
旭建設㈱、エース
ター㈱、ＪＦＥス
は、東日本電信電話株式会社ビジネス開
チール㈱東日本製
発本部第二部門営業推進担当 担当課長
鉄所、新日本建設
山下秀樹氏から「中小企業において必
㈱、㈱精美堂、㈱
千葉銀行、ちばぎ
要不可欠なセキュリティ対策について」
んコンピューター
をテーマに
サービス㈱、ちば
ぎんジェーシー
お話しいただ
ビーカード㈱、ち
いた。
ばぎんリース㈱、
千葉県酒類販売㈱、
セミナー終
千葉信用金庫、千
了後も、各講
葉倉庫㈱、㈱千葉測器、㈱千葉薬品、塚本總業㈱千
師による個別
葉支社、㈱電通東日本千葉支社、東京ガス㈱千葉支
社、東方エージェンシー㈱、東方地所㈱、内藤事務所、
相談会が行わ
二宮産業㈱、野村證券㈱千葉支店、㈱博全社、学校
れ、受講者が
法人畠山学園、早野商事㈱、東日本旅客鉄道㈱千葉
支社、福井電機㈱、㈱ベイエフエム、㈱ベイキュー
熱心に相談し
ブシー、星商㈱、㈱ワークス
（ 音順）
ている姿も見
以上の皆様からご協力いただきました。ご協賛あ
られた。
りがとうございました。

月 日㊊
サイバー空間に潜む脅威と
情報セキュリティ対策を学ぶ
18

月 日㊋
異業種間の活発な
交流の場として
10

役員・議員親睦ゴルフ大会

17

セキュリティ対策セミナー

10

平成 年度 支店長交流会

11

28

21

22
夢シティちば 2016年12月号
夢シティちば 2016年12月号
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Time Line 10・11月
タイムライン

月 日㊍

県内の 社、
２団体、５名が受賞
平成 年度千葉のちから
「中小企業表彰」表彰式

月

日㊎

「助成金活用セミナー」 を開催
千葉県地域ジョブ・カードセンター

千葉県地域ジョブ・カードセンターで
実施している雇用型訓練を活用する企業
を支援する事業の推進のため、千葉労働
局職業安定部職業対策課から講師を招き
「助成金活用セミナー」
を実施した。
セミナーでは、ジョブ・カード制度、
キャリアアップ助成金について柴崎地方
雇用開発担当官から、またキャリア形成
促進助成金について黒木事業主支援アド
バイザーから、それぞれの制度の趣旨・
背景～制度の概要～制度導入の手順等に
ついて説明があった。
続いて、実際にキャリアアップ助成金
を活用して有期実習型訓練を実施した健
康アロマサロン ヌーベルコピーヌ代表
の小黒氏から事例発表があり、
「キャリ
アアップ助成金を活用して事業拡大を
図った経緯や助成金申請等で苦労した点、
ジョブ・カードセンターとの関わりにつ
いて話があった。
参加者から
「社員のモチ
ベーションを高めるために実施している
事は」との質問があ
り、小黒氏は、
「一
緒に食事をして話を
すること、この訓練
を通じて従業員の意
識が変わり、話をす
る機会が増えた。コ
ミュニケーションは
大切。
」
と話した。

小売部会
月 日㊎
観光客で賑わう
「江の島・鎌倉」
視察

月 日㊏
ジェフユナイテッド市原・千葉
ＶＳ北海道コンサドーレ札幌

正副部会長会議・懇親会

月 日㊊
来年度計画の協議
「他部会とさらに連携を」

食品部会

会員交流事業としてジェフユナイテッ
ド市原・千葉ＶＳ北海道コンサドーレ札
幌戦をホームコーナー自由席で観戦した。
結果は、ジェフユナイテッド市原・千
葉が１対２で敗戦。前半に井出選手のミ
ドルシュートのこぼれ球を町田選手が押
し込み先制した。その後も追加点のチャ
ンスがあったが決めきれず、相手にゴー
ルネットを揺され、球場内にホイッスル
が鳴り響きゲーム終了となった。今季は、
残念な結果だったが、来シーズンも応援
企画を開催し、Ｊ１昇格できるよう商工
会議所としても応援していきたい。

商工会議所地元チーム
応援企画

12

24

県内の地域経済の活性化や地域社会の
発展に貢献した県内の中小企業・団体に
対し、県では、千葉のちから
「中小企業表
彰」
を行っており、今年度は、 社、２団
体、５名が受賞、森田県知事より表彰状
が授与された。
また、当所会員企業からは、
「中小企
業表彰」
では㈱太陽堂印刷所、
「従業員表
彰」では、㈱千葉測器、㈱山半が受賞と
なった。

工業部会
月 日㊍・ 日 ㊎
福島第一原子 力 発 電 所 、
日産自動車い わ き 工 場 を 視 察
小売部会視察研修会

建設部会

建設部会研修セミナー

月 日㊋
「社会保険未加入問題について」
を開催
10

建設部会（大久保部会長）は 月 日、
当 所 階小会議室で研修セミナーを開催
した。
今年度の研修セミナーは建設業界で従
来より課題となっている「社会保険の未加
入問題」をテーマに挙げ、講師に厚生労働
省 千葉地方労働審議会委員などを務める
社会保険労務士法人ハーモニー 代表社員
の徳永康子氏を迎えて行われた。
参加者は経営者や実務担当者が中心で
あり、また建設部会以外の一般参加者も多
数あったことなどから本テーマへの関心
の高さがうかがえた。
講義は徳永先生の分かり易い説明のも
とで、普段じっくりと学ぶ機会が少ない
「社会保険の加入に関する下請け指導ガイ
ドライン」など基本的な事項から改めて学
ぶ良い機会となった。
25

11

10

11
21

小売部会は江の島弁財天仲見世通りお
食品部会では、平成 年度３回目となる
よび鎌倉小町通りの視察研修会を実施し
正副部会長会議を開催。今年度の中間事業
た。前回視察した巣鴨地蔵通り商店街は
報告を行ったほか、平成 年度の事業計画
高齢者の方々で賑わっていたが、今回の
について協議を行った。
視察先は修学旅行等の学生も多く、特に
今年度の視察先としてあげられていた
海外の方々の姿が目立っていた。
迎賓館赤坂離宮（東京都港区）について
小売部会副部会長・所属議員は鎌倉
は、暖かい時期の方がより多くの参加者を
商工会議所波多辺弘三専務理事のご協力
募れるのではないかとの意見があり、来年
のもと、鎌倉小町商店会の高橋令和会長
度の春頃の実施を目指すこととした。
から商店街の歴史や現在の課題等を伺う
また、各事業を今まで以上に他部会と合
機会もあり、千葉での活動に活かすため
同で開催する方向性を検討。食品を扱う隣
の取組みについて意見交換を行うことで、 接する部会と連携し、各部会活動において
観光客で賑わう商店街の様子を普段と違
相乗効果を狙うことで意見が一致した。
う角度からみることができた。
なお、会議後は懇親会を開催。この 月
をもって部会長の任期を全うすることと
なった桐谷寿男氏の労を労い、新旧部会長
の引継ぎを行った。

10

工業部会視察研修会
工業部会は福島第一原子力発電所及び日産
自動車いわき工場の視察を行った。
日産自動車いわき工場の視察では、
日産自動
車の企業概要、工場の概要や成り立ちについて
説明があった後、担当者の案内のもと工場内の
各ラインの見学を行った。同工場は東日本大震
災の影響を受けており、現在でも一部床面が傾
いていたり自動台車が通行していない箇所が
あるなど、震災の影響が残っている様子が見受
けられた。
福島第一原子力発電所の視察では、まず事
故対応の拠点であるＪヴィレッジにて、事故概
要、事故後の対応状況、廃炉に向けた取り組み
等について説明があった後、発電所施設へ移動
し、担当者の案内のもとバス車内から事故現場
や各種作業の様子を見学した。
発電所施設内では、一部の設備が津波によ
り破損したそのままの状態で残されている一
方、汚染水の放射性物質除去装置や凍土壁関連
の設備など、廃炉に向け様々な設備が新たに導
入されていた。また、除染が進み、多くの場所

25

13

12

で作業員が軽装で作業できるようになってお

10

今年度の千葉のちから「中小企業表彰」受賞者

24
夢シティちば 2016年12月号
夢シティちば 2016年12月号

25

28

29

21

り、精力的に作業している様子が見受けられた。

鎌倉商工会議所での意見交換会
（前列左から鎌倉小町通り商店会高橋会長、鎌倉商工会議所波多
辺専務理事）

20

11
10

10

28

12

11
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Time Line 10・11月
タイムライン

＜ちばインフォメーション＞

Chiba Information

タイムライン

従業員の賃上げ、雇用増加、買物弱者対策、海外展開の取り組みは、100万円が上限になります。
複数の事業者が連携する場合には、上限は100万円～500万円です。※連携小規模事業者数によります。

補助対象者

小規模事業者

5人以下
20人以下

優勝者 深山氏(左)と
河野常務理事(右)

28年度補正

小規模事業者持続化補助金

25
11

検索

平成29年3月中旬予定
採択者には補助金の交付決定通知が届き、補助事業の取り組み実施となります。

採択結果公表

【お問合わせ先】

千葉商工会議所

（据置１年以内）

金

利

1.16％

（平成28年10月19日現在）

担保・保証人

不

要

小規模事業者の方に有利な融資制度

10年以内

2,000万円以内

提言書提出報告と今期の活動を振り返る
粟生都市開発委員長

マル経融資

設備資金

７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。

運転資金

融資限度額

ご利用いただける方

返済期間

28

☎043-227-4103

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

マル経融資とは

経営支援課

10

10
31

都市開発・産業政策合同委員会

補助金の
申請手続き

月 日㊊
委員会活動の３年間を振り返る

申請受付：平成28年11月4日（金）より申請受付中
受付締切：当所に対する事業支援計画書の作成・交付依頼は平成29年1月23日（月）まで
日本商工会議所への申請書類一式の送付締切は平成29年1月27日（金）まで
【最終日当日消印有効】
※申請に必要な様式・公募要領は、下記または担当課までお問い合わせください。

都市開発・産業政策合同委員会

○広告宣伝
○集客力を高めるための店舗改装 ○商談会・展示会への出展
○商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更 ○ITを活用した広報や業務効率化 など

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、委員
会で取り纏めた「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」の提言書を千葉商工会議所の石井
会頭へ提出した旨の報告を兼ねた任期最
後の会議を開催した。
今期は平成 年 月から平成 年 月
にかけて、前述の提言書作成のほか、
「千
葉駅周辺の活性化グランドデザイン」に
対する意見書作成やＣＯＲＥＤＯ室町
（日本橋）の視察研修会開催など、
千葉市
中心市街地のまちづくりの一助となるべ
く両委員会が一丸となって精力的に活動
したこともあり、懇親会では今後のまち
づくりの展望について多くの意見で盛り
上がっていた。

対象となる
取り組みの例

※常時使用する従業員数が
卸売業・小売業・サービス業
宿泊業・娯楽業・製造業その他

28

自由業部会、
観光・サービス部会、
運輸部会、
金融部会

10

月 日㊎
４部会合同
親睦ゴルフ大 会 を 開 催

補助金（補助率：２／３）が出ます。

10

親睦ゴルフ大会

５０万円 を上限に

◆経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し

自由業部会（手島部会長）
、観光・サー
ビス部会（江澤部会長）
、運輸部会（植森
部会長）
、金融部会（名輪部会長）は、合
同の親睦ゴルフ大会を袖ヶ浦カンツリー
クラブ新袖コース（若葉区富田町）にて開
催した。
当日は、天候不順ではあったが、参加者
全員楽しんでプレーを行った。懇親会場で
は、歓談しながら交流を深め、とても和や
かな雰囲気のなか閉会となった。
（競技結果は次のとおり）
優 勝 株式会社ミヤマ  深山 吉久氏
準優勝 有限会社稲毛構内タクシー

小規模事業者持続化補助金『一般型』

大越 一朋氏

第３位 水野運輸株式会社 水野 浩利氏
第７位 （ラッキー賞） 京葉コンピューター

販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へ

サービス株式会社  並木 宏祐氏

（賞品ご協賛企業）
税理士法人 千葉中央会計事務所、㈱江澤屋百貨店、
日本通運㈱千葉支店、
千葉県信用保証協会、
公益社団
法人千葉東青色申告会、星商㈱、東亜外業㈱千葉事
務所、早野商亊㈱、東日本旅客鉄道㈱千葉支社、日
本通運㈱千葉支店の以上 社

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。

Time Line 10・11月

税務署からのお知らせ

申告書にはマイナンバーの記載が必要です！
平成28年分から所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税・贈与税の申告書には、
「マイナンバー（個人番号）の記載」と「本人確認書類の提示または写しの添付」が必要です。

本 人 確 認 書 類
★マイナンバーカード〈個人番号カード〉をお持ちの方は
・マイナンバーカードだけで、本人確認（番号確認と身元確認）が可能です。
・ご自宅等から e-Tax で送信すれば、本人確認書類の提示または写しの提出は不要です。

★マイナンバーカード〈個人番号カード〉をお持ちでない方は

手みやげに一番

番号確認書類

身元確認書類

《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》
●通知カード
●住民票の写し又は住民票記載事項証明書
（マイナンバーの記載があるものに限ります。
）
などのうちいずれか１つ

《記載したマイナンバーの持ち主であることを確
認できる書類》

✚

●運転免許証
●パスポート
●在留カード

国税に関するマイナンバー制度の最新情報は、国税庁HPで確認できます。

●公的医療保険の被保険者証
●身体障害者手帳
などのうちいずれか１つ
国税庁

マイナンバー

検索

ご意見・質問等がある場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
（電話相談時間／午前８時30分〜午後５時（土日祝を除く））
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26

千葉都心イルミネーション

千葉商工会議所ビジネススクール

「ルミラージュちば2016」開催中！
12

12
31

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

日（祝金）

23

【期間中イベント
（予定）
】

12

月

時

15

in

２０１６年

時～

11

１ クリスマススペシャルイベント
ルミラージュちば２０１６

中心市街地／

1月 講座名

日程・対象

リスクを回避し会社運営を助ける！

職場トラブル回避のための就業規則セミナー

1/17（火）

10:00〜17:00
経営者、経営幹部、総務担当者

受講料
（会員料金）12,960円
（一般料金）16,200円
教材費・消費税含む

就業規則の意義をきちんと理解し、労使間の不要なトラブルを回避する手段として見直すために活用できる講座です。

1/24（火）

1日でよくわかる資金繰り！キャッシュフロー経営を学ぶ！

10:00〜17:00
経営者、経営幹部、経理担当者

資金繰り講座

（会員料金）12,960円
（一般料金）16,200円
教材費・消費税含む

本講座は、基礎から実践的な資金繰りのポイント、キャッシュフロー経営の考え方をわかりやすく解説します。

2月 講座名

日程・対象

受講料

総額人件費をコントロールする！ 貢献社員に報いて、成長企業へ！

2/7・14
（火）
（全2回）

（会員料金）6,480円
（一般料金）8,640円
教材費・消費税含む

業績連動給与制度策定セミナー

13:30〜17:00
経営者、経営幹部

総額人件費管理（適正労働分配率等）の考え方に基づき、月例給与、賞与、退職金の組立方を学習し、社員の努力を適正に評価し給与に繋げます。

そのマナーに自信はありますか？“知っている”と“できる”の違い！

今さら聞けない接遇マナー講座

2/21（火）

10:00〜17:00
総務・経理担当者、中堅社員

（会員料金）12,960円
（一般料金）16,200円
教材費・消費税含む

知識と実習の両面から“普段の対応”と“正しいビジネスマナー”のギャップ、
“知っていること”と“できること”の違いを再確認していただきます。

お問い合わせ

千葉商工会議所ビジネススクール

TEL : 050-3528-0837（直通） FAX : 043-227-4107
URL : http://www.cci-biz.com/chiba/index.php

●金融機関からの資金調達をサポートします！
信用保証協会がお客様の保証人となることで、金融機関
からの資金調達力が高まります。

●これから事業を始められる方を応援します！
創業に関する基本的なことから創業時の資金調達にいた
るまで、
お客様の夢の実現に向け、サポートいたします。

29

30

11

千葉都心イルミネーション

10

「きぼーるワークショップ
２０１６」 開催報告

去 る 月 日 ㈯・ 日 ㈰、 月５日
㈯・６日㈰の４日間、千葉都心イルミ
ネーション「きぼーるワークショップ
２０１６」が開催されました。
千葉工業大学の先生と学生にご協力い
ただき、子供たちにクリスマスリースとＬ
ＥＤキャンドルを作成してもらいました。

夢シティちば 2016年12月号

17

時

29

時～

スタッフ全員サンタ帽を被り、きぼー
るに一足早いクリスマスが訪れ、子供た
ちの笑顔が絶えませんでした。
作成してもらったクリスマスリースは
月下旬まできぼーる１階アトリウムに
展示していま
すので、是非
足をお運び下
さい。
12

13

○サンタポ

17

サンタコスプレまたはＪＲ千葉駅付近で配布しているサ
ンタ帽を被って街を散歩すると、お菓子やガラポン抽選
券がもらえます。

11

中央公園／

21

30 45

○クリスマスステージ

14 27

16 15 13 13

昨年も開催されたクリスマスステージとチバテレビで大
人気のチュバチュバワンダーランドがコラボレーション
します。サンタコスプレで参加して、一緒に盛り上げて
下さい。

17

時～
チュバチュバワンダーランド １回目
時 分～ クリスマスステージ
時 分～ チュバチュバワンダーランド ２回目
時～
イルミネーションカウントダウン点灯
チュバチュバワンダーランド握手会
（イルミネーションバックに）
イベント終了
時
※ケータリングカーによるフードコートは
～ 時まで営業
※雨天・強風時は内容を変更する場合がございます。

中央公園 ／ 時～ 時
日㈮・ 日㈮
日㈮・ 日㈫

２０１７年１月
２月

２ イルミ・カフェ

			
			
10 13

17

14

〈問合せ先〉千葉市中心市街地まちづくり協議会（事務局）

月１日㈭からスタートした「ルミ
ラージュちば２０１６」は、来年２月
日㈫のバレンタインデーまで点灯し
ています。
中央公園周辺、中央公園プロムナー
ド、通町公園をはじめとする中心市街
地が色鮮やかなイルミネーションに
彩られ、国道 号を挟んだ中央公園側
と歩道側の樹木のイルミネーションが、
光のアーチを作り出しています。
また、 月 日（土）大晦日から通
町公園に１００個の提灯が点灯し、和
の設えを楽しんでいただきたいと思い
ます。
期間中は多くのイベントを予定して
おります。ご家族お誘いの上、イルミ
ネーションをお楽しみください
14

中心市街地ＮＥＷＳ

まちづくり事業情報

講座案内

●お客様に合わせた経営支援でサポートします！
ライフステージごとの経営課題解決に向け、経営相談や
外部機関と連携した専門家派遣等でサポートいたします。

まずは、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください！
本

店

℡043-221-8110

松戸支店

℡047-365-6007

ホームページ http://www.chiba-cgc.or.jp/
創業サポートチームによる創業相談窓口･中小企業診断士
による夜間相談窓口は、当協会ＨＰからご予約いただけます。

夢シティちば 2016年12月号

28

月 日㈬に千葉商工会議所 階第

ホールにおいて千葉商工会議所青年部

14

平成 年度 臨時総会が開催されました。
臨時総会はまず小川智之会長から挨拶
から始まり、来賓として千葉商工会議所
河野功常務理事よりご挨拶を頂きました。
ご多用のところご臨席賜りましたことに
改めて心より御礼申し上げます。
議事につきましては、会員 名中 出席
名 委任状行使 名により臨時総会が有

92

を務め「第１号議案 平成 年度役員人事

員長より報告され、小川智之会長が議長

効に成立したことが司会の根本正人副委

28

でき会員同士の交流もさらに進んだよう

多くの会員にご参加頂きましたこと、ま

最後になりますが、今回の臨時総会に

新たな役員人事のもと、次年度も千葉Ｙ

過した小川智之会長年度の士気を改めて
高めるとともに会員相互の懇親を深める

改めて御礼申し上げます。ありがとうご
ざいました。
総務広報委員会 一同
総会の様子

民と交流できるイベントが開催できた
ことを大変うれしく思います。最後に
なりますが、この事業にご協力頂いた
店舗の皆様、ご参加された皆様、そし
てＹＥＧメンバーに厚くお礼を申し上
げます。ありがとうございました。

千葉の街中で仮装パレード

地域振興委員会 豊田 悠

保温・保冷・断熱・防音 設計
並びに工事一式 材料製造販売

葉ットマン・ＫＡＩＥＮＴＡＩ ＤＯ
ＪＯ・ミスユニバースジャパンファイ
ナリストの皆様と一緒に千葉の街を行
進しました。パレードが始まると、千
葉のメインストリートに突然現れた仮
装集団に多くの市民の方も大注目。仮
装して参加された方はもちろん、仮装
されていない方も仮装している方を見
て楽しんだり記念撮影をしたりとハロ
ウィン気分を満喫して頂けたようです。
パレード後には仮装大賞とベストパ
フォーマンス賞を決定し表彰を行いま
した。
当日はＹＥＧメンバーにももちろん
仮装してもらい、メンバーの「本気の

㈲小林断熱

中村次年度会長予定者挨拶

仮装」のおかげで会場を大いに盛り上
げ、ご来場の方々のたくさんの笑顔を
見ることが出来ました。

☎043-221-5884

総会終了後には同会場で、約半年が経

なるために邁進していきたいと思います。 や後片付けにご協力頂きましたことに、

たスムーズな議事の進行、懇親会の準備

名 監事２名が選任されました。

27

ＥＧはますます地域に貢献できる存在に

任理事

きましては、次年度会長予定者に中村武

したがその分濃密な時間を過ごすことが

ための懇親会を行いました。短い時間で

総会後の懇親会

です。

なお、平成 年度青年部役員人事につ

決され臨時総会は閉会となりました。

の結果、本議案は全会一致で原案通り可

に関する件」
が審議されました。慎重審議

29

弘副会長が指名され、留任理事 名 新

29

千葉ＹＥＧは本年「ＹＥＧ ＰＲＩ
ＤＥ！～研鑽と交流、創造と行動、真

裕一

ンプラリーでは大型ショッピングセン
ターや商店街の店舗から計 店舗にス

28

に地域に必要とされる存在へ～」をス

小川会長と千葉を代表するキャラクターたち

11月入会

月 日㈰に千葉ＹＥＧ初の事業
となる
『ちばハロウィン』
を開催しまし

19

5

30
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31

10
1
38

ローガンとして活動しています。その
スローガン通り、このように多くの市

（こばやし ゆういち）

小林

仮装用衣装の無料貸出
フェイスペイント・ネイルアートブース

新任理事挨拶

〈新入会員紹介〉

10

タンプ台の設置とお菓子の配布にご協
力頂きました。参加者の方にはこれら
の店舗を巡り、集めたスタンプの数に
応じてガラポンを回して景品をゲット
して頂き、さらにスタンプを全部揃え
た方には先着 名様でコンプリート賞
として豪華景品の贈呈と表彰を行いま
した。
また仮装パレードでは約３００名の
方にご参加頂き、ちはなちゃん・風太
君・かそりーぬ・瀧澤きっかけ君・千
3

30

た。本事業は地元商店街・大型ショッ
ピングセンターのご協力を頂き、さら
にちーバル・オクトーバーフェストと
同日開催コラボレーションすることに
より、地域の賑わいを創出することを
目的とする事業で地域振興委員会を中
心に準備・運営にあたりました。
初めての事業ということもあり委員
会でも初めは手探り状態でしたが「ハ
ロウィン」にちなんでスタンプラリー
と仮装パレードを企画しました。スタ
仮装パレード参加者と記念撮影

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

『ちばハロウィン』開催

10月第２定例会

10月定例会  平成28年度臨時総会  開催
10

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

開催中〜

12/18㊐

編集：千葉商工会議所

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

文化財をはじめとし、新出、初公開作品も多数含む270 点から構
成いたします。
※会期中大幅な展示替え・頁替えがあります。

期：開催中〜12月18日（日）

会期：2017年１月４日（水）〜２月26日（日）

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

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

当日、日頃理事会を行う会議室に

は、たくさんの女性の方が楽しそう
に、
おしゃべりをしながら、
針を動か
しており、とても感動的でした。私
も、久し振りの針仕事でしたが、大
変楽しく、いい時間を過ごさせて頂

きました。
商店街に飾られるのは楽しみです
が、一人でも多くの市民の皆さま
が、制作活動に参加され、千葉市中
心市街地の元気を取り戻したいもの

です。

夢シティちば 2016年12月号

美化活動委員会 中村 節子

日時：１月８日（日）13：00～14：30
講師：山﨑 詩郎（東京工業大学 教授）

今回の「つるし雛」の製作に千葉
神社 松井様、敬神婦人会 会長臼井
久美子様他 名様の応援と商工会議

33

「超ミクロの世界を見てみよう
～走査トンネル顕微鏡で覗く量子力学の世界～」

所女性会会員で行ないました。千葉
市の中心市街へ足が運ばれなくなり、
老舗の店が相次いで閉店という暗い

		
		

日時：１月８日（日） 10：30～12：00
講師：時弘 哲治（東京大学 教授）

ニュースの中、色とりどりの布で可
愛い雛をつくりながら、和気あいあ
いと楽しい時を過ごすことができま

●講演会

「高校と大学の数学」

今回初参加の方に作り方を説明する古谷伝統文
化委員長
（上）
と櫻木外部交流委員長
（下）

		
		

日時：12月17日（土） 13：00～14：30
講師：初貝 安弘（筑波大学 教授）

した。手間をかけ
て時間をかけ
て 活 動 し て、

●講演会

「物理学における対称性の役割とトポロジカル相」
広報委員長 君塚 和子

		
		

日時：12月17日（土） 10：30～12：00
講師：音 賢一（千葉大学 教授）

と千葉女性
会会員の熱

●講演会

「電気伝導に現れる量子力学の世界」

い思いが伝わ
ってまいりました。

		
		

「五輪 千葉おもてなし雛」づくり
に、
私も久し振りに針と糸を持ち、
福

●講演会

30

街の活性化
に少しでも
役立つこと
ができれば

対象：現在、高等学校に在学している生徒
※生徒手帳など高等学校に在学されていることを証明できるものを科学館７階の
受付にてご提示ください。

を招くと言われる「ふくろう」に挑
戦いたしました。
この日は千葉神社敬神婦人会の皆

＜常設展示フロア ／プラネタリウム※一般番組１日１回＞
１２月１７日（土）および２０１７年１月８日（日）の２日間

様にもご協力を頂きまして、大勢で
作り上げる楽しさを味わえた一日と
なりました。

千葉市科学館 高校生無料開放日

少子化対策副委員長 岩藤 千代子

〒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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イオン鎌取店でのつるし雛教室にて

─絵本の50年これまでとこれから─」

11

月 日

講師：松尾知子（当館学芸係長）
12月11日（日）14:00〜（13:30開場予定）
11階講堂にて／聴講無料／先着150名

〔次回展予告〕：
「ブラティスラヴァ世界絵本原画展

第４回 つるし雛講習会を開催

■市民美術講座「浦上玉堂の魅力と玉堂」

伝統文化委員長 古谷 晴美

関連イベント

同時開催：所蔵作品展
「父子の芸術ものがたり─所蔵江戸時代の美術より」

今回のつるし雛講習会は、有志
数名のご参加を頂き、「さるっ子」「ふ

浦上春琴《名華鳥蟲図》文政4年
（1821）
岡山県立美術館蔵

くろう」
「小花」の三点を制作いた
しました。やっと出来上がった雛を
前に、「かわいいネ！」
「楽しいネ！」

浦上玉堂《一晴一雨図》
個人蔵
（重要文化財）

※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

お楽しみに……。

※入場は閉館の30分前まで

観 覧 料：一般1,200円（960円）、大学生700円（560円）

の声しきり。いくつになってもやっ
ぱり女の子ですねぇ～！
次回は何を作りましょうか？

開館時間：10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）

「五輪記念千葉おもてなしつるし雛」を制作

本展では、玉堂父子の全国にまたがる足跡を追いながら、珠玉の
作品群を一覧するかつてない規模の展覧会となります。国宝・重要

14

当女性会本年度事業のなかで、おもてなしつるし雛の制作を行なって
おります。
商店街等の関係機関と連携して２０２０年東京オリンピック・
パラリンピックに向け、賑わいのある街づくりを目指して活動しており
ます。この度、新たな団体をお迎えして講習会を開催いたしました。よ
り多くの方にご参加いただければ幸いです。

文人としての誇りを高く持って生涯を送りました。

10

月 日

10歳でした。父子はそれぞれ異なる分野で才覚を現しながらも、

「千葉市フェア」
つるし雛教室に参加

同行した長男春琴(1779-1846)は16歳、次男秋琴(1785-1871)は

イオン鎌取店４階イベントスペー
スにおいて、つるし雛教室が開催さ

自由を手にし、七絃琴と画筆を携えて諸国を遍歴します。このとき

れました。当所女性会からも髙梨会
長および櫻木副会長が参加して一般
市民の方々と一緒に、外部のつるし

雛制作を体験しました。

日本文人画壇の巨星 浦上玉堂(1745-1820)は、岡山・鴨方藩の
エリート武士でしたが、50歳のときに脱藩、安定した生活を捨て

会

女性会

12

つるし雛制作風景
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