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今月の表紙
「加曽利貝塚」
６月16日、加曽利貝塚が国宝に相当する国の特別史跡に指定さ
れる見通しとなりました。加曽利貝塚は、集落を伴う国内最大級の
ムラ貝塚で、考古学研究史における重要性や歴史的価値が特に高い
史跡です。特別史跡の新規指定は三内丸山遺跡
（青森県）
など３件が
指定されて以来17年ぶりで、縄文時代の史跡としては４例目であ
るものの、貝塚として初の指定であり、県内でも初の指定となりま
す。なお、正式決定は秋ごろになる見通しです。
（平成8年撮影）

写真提供：千葉市
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夢シティちば 2017年₇月号

編集者のひと言
先日、弟の結婚式がありました。弟とは5歳離れているので、
彼が生まれた時のことはだいぶ記憶に残っています。当時の私は、
妹ができると信じて疑わなかったので、弟だとわかった時の衝
撃は凄まじく、円形脱毛症になるほどのショックを受けたことを
今でも思い出します。そんな私も、義理の姉と妹ができ、ようや
く小さいころからの「女きょうだいが欲しい」という夢が叶って嬉
しい限りです。
（企画広報課 E. M.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

様々な高齢者の事情や
ニーズに合わせてサポートしたい

10

20

都市生活者の生活に
合わせた複合施設
転機となったのは、２００

／日）
、
居宅介護支援センター

域から様々な方がいらしてく

ろなことができるんです。地

を開設しました。さらに幅広

けさがなじみにくいという場

生活されてきた方にはその静

ポート千寿苑」をご紹介しま

施設の一例として、
「ピア

援、配食サービスなどの事業

ス、ケアハウス、在宅介護支

イ、平成７年にはデイサービ

後を過ごしていただけるよう

をできるだけ維持しながら老

の中で、家族や地域との関係

そのため、住み慣れた環境

トイレ、ダイニング、檜風呂、

キッチン、リビング、洗濯室、

同利用できるスペースとして、

が付いています。そのほか共

ッドとローテーブル、洗面台

を開始しています。

積極的な運営をしていこうと
は千葉市緑区で「グループホ

ブリックスペースや医務室も

都市型の施設をつくりました。 リフト浴、特殊浴槽、セミパ

つき・誕生日会など、皆で楽

敬老会・夏祭り・運動会・餅

施設内のイベントも多く、

ここを拠点に、介護老人福祉
護事業所
（ 床）
、グループホ
ター ピアポート千壽苑（ 名

カラオケをやったり、書道や

など、高齢者のご要望にお応

ださって、まさに地域に助け

年６月には、千葉市美浜区に

い方々にご本人が望まれるサ

合もあるんです。また買物や

すと、個室は 室（ ・ ～

25

」
「生活
ーム あさぎり（ 床）
イサービスセンター 友愛」

ーム
（ 床）
デイサービスセン

」
「デ
支援ハウス 友愛（ 床）
（ 名／日）
の設置認可を受け
ました。

25

華道、詩吟などの先生がいら

えできるよう多岐にわたる事

られていると言えますね。

央区に都市型の高齢者施設

コスタ リゾン千壽苑（ 床）

着いた暮らしを提供してきま

ービスを提供しようと、こ

食事に気軽に出掛けたいとい

15

・ ㎡）
で、各室には電動ベ

82

あります。

２００１
（平成 ）
年 月に
10

施設
（ 床）
、短期入所生活介

13

14

10

して、皆で学んだり、いろい

業を行っています。

然に恵まれ、入居者の方々が

「ピアポート千寿苑」
を開設し

を開設しました。おかげさま

その後、２０１６
（平成 ）

ゆっくりと落ち着いて暮らせ

ました。
これまでの施設は、
入

６
（平成 ）
年です。千葉市中

るような施設を目指して、１

で今はどの施設も満室です。

地区（千葉市緑区）に「特別養

したが、にぎやかな都市部で

こを拠点に、１９８６（昭和

80

う方もいらっしゃいます。

50

）年４月にはショートステ

地域に助けられて
存在する

居者に自然豊かな場所で落ち

」
護老人ホーム 千壽苑（ 床）

60

しんでいます。そのほかにも

～地域との交流を大切にする複合高齢者施設

社会福祉法人 友和会
理事長

野口 アキ子
超高齢化が進む社会の中で地域における福祉の充実がこれまで以上に求められ
ています。社会福祉法人 友和会は設立以降 年以上にわたって、高齢者福祉一
筋に努めてきました。また高齢者の中でも収入格差が進んでいますが、そうした
中でも安心した介護が受けられる場所を提供しています。様々な高齢者の事情や
ニーズに合わせたサポートについて、
野口アキ子理事長に語っていただきました。
30

郊外型から都市型までニーズに合わせた
施設の利用ができる
約 年前に千葉市内で
最初の施設を開設
１９８４
（昭和 ）
年 月
59

日に法人を設立し、豊かな自

28

30

９８５
（昭和 ）
年４月、土気

18

18

82

18

〒260-0025 千葉市中央区問屋町6-4
事業内容：特別養護老人ホーム、
ショートステイ、
グルー
プホーム、ホームヘルプサービス、生活支
援ハウス、事業所内保育事業(保育所型)、
居宅介護支援サービス、千葉市あんしんケ
アセンター (地域包括支援センター )

友和会

61

〈DATA〉
のぐち・あきこ／1984（昭和59）年、法人設立。翌1985（昭
和60）年、千葉市の土気地区に「特別養護老人ホーム 千壽苑」
を開設。2006（平成18）年、千葉市中心市街に高齢者複合施設
「ピアポート千寿苑」を開設。2016（平成28）年、介護老人福
祉施設「コスタ リゾン千壽苑」開設。
2006（平成18）年、千葉県功労者表彰受彰。2007（平成19）
年、社会福祉功労者厚生労働大臣表彰。
2012（平成24）年に開設した「みどりの森めばえ保育園が翌年
に千葉市都市文化賞 優秀賞を受賞。
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経営
「３拠点で働く職員は約３３０人。職員を含め働く女性たちのために保育園もつくりました。働く環境を整えながら、
長年築いてきた経験や技術を存分に生かして利用者をサポートします」
と野口理事長は熱く語ります。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
掲載無料 ■ ■■ ■■■■
■■ ■■■■■■ ■
■
■■■■■
■ ■■ ■■
■■■■■■
■
■■■■■■■
貴社のニュースやPR（宣伝）にご利用ください。
■■■ ■
■
■■ ■ ■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

会員情報プラザ

「食べる米ぬか健康法」

が施設内で転んだりすると、

骨折につながることも多々あ

りますので、職員一同、一層

注意を払いたいと思っていま

現場に出てこの仕事の重要性を
改めて実感

人との出会いに恵まれ
学ぶことが多かった

創立当初は、私自身は事務

す。

私どもの仕事は需要があっ

13

を担当し職員の福利厚生等、

間接的処遇をしていました。

ていいと言われることがある

のですが、団塊の世代が後期

平成 年から現場と関わるよ

うになり、最初にグループホ

高齢者となる２０２５年には

万人の働き手の減少、そし

39

ームの事業に参加するように

なって、現場で必要なことを

があります。

社会保障の充実を願いたい

肌で感じるようになりました。 てジュニア世代２０４０問題

その後は様々なことに試行錯

誤しながら、切磋琢磨し、こ

ンとして
「地域共生社会」
住民

とは思っていますが、新たな

となりました。夫と一緒に築

の参画と協働により誰もが支

こまでやってこれました。

き上げてきた土台を大切に精

え合う町づくりに法人として、

21

時代に対応した福祉のビジョ

一杯頑張っています。振り返

地域住民の一人として貢献し

平成 年８月に私が理事長

ってみると、人と人との出会

たいと考えています。

日々変わる世の中に対応し、

いに恵まれていました。常に

私は人から学ばせていただい

蓄積した経験や技術を地域の

カウンセリング無料

体験施術もございます。ぜひお問合せ下さい。

野口理事長

ています。

お悩みをお聴きしてアドバイスや改善プログラム提案をさせてい
ただきます。貴女と一生お付き合いできるホームドクターのような
サロンです。どうぞお悩みをお話し下さい。

皆様方にお役に立てるよう積

当店では、千葉県産の旬の食材を使用し
た会席コース料理がお勧めです。
掘りごたつ式の個室2部屋は、ゆったりと
お寛ぎいただけます。
皆さまのお越しをお待ちしておりますので、
お早めにご予約の上、是非お越しください。

千葉で開業して早28年、ビソウは
あなたのお近くの、エステサロンです！
！

極的に取り組んでいきたいと

こだわりの旬素材を使用した
コース料理がお得です

思います。

■営業時間：月～土 AM9:00～PM7:30
■定 休 日：日・祝（お盆・正月・他）
■連 絡 先：〒263-0003 千葉市稲毛区小深町127
TEL 043-422-2517 FAX 043-424-3487
URL http://www.kome-nozawa.com/

超高齢化社会で
情勢がどんどん変化

のざわ米店

施設内での事故には細心の

玄米を精米するときに取り除かれる種皮や胚芽である米ぬか。
実はビタミンB1やミネラル、食物繊維が白米よりも含まれています。
新商品「ぬかっこミル」
は特別栽培米の新鮮な米ぬかを焙煎し、
食べやすく製粉しました。毎日食べて自然治癒力を高めましょう！

注意を払っていますが高齢者

▲入居者の作品が並ぶ施設内

Q &A

Ｑ 休みの日は？
Ａ 今はゴルフに凝っています。ゴルフ
場は県内外に行きます。これは、私
に取っては介護予防の一環でもあるん
です。普段は車で移動しますので、ゴ
ルフ場では18ホール全部を歩きます。
１万５０００歩ぐらいになります。私の健
康法ですね。

Ｑ 好きな本は？
Ａ 五木寛之の『林住期』を読みました。
＜営業時間＞ 昼12:00～14:30 夜17:30～
＜定 休 日＞ 日曜日・祝日
千葉市中央区富士見町 2-16-1
渡辺ビル B1F
（1F セブンイレブン）
TEL

5
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043-202-7700

㈲ ビ ソ ウ
■営業時間：8:00～20:00 8:00～18:00（日・祭日）、 無休
※早朝8時より営業
『期間限定』
■連 絡 先：〒260-0028 千葉市中央区新町3-4 和田ビル4階
TEL 043-248-0899
URL http://www7.plala.or.jp/biso/

人生を４つに区切って考える。
「学生期」
（０～25歳）
、
「家住期」
（２６～５０歳）
、
「林住期」
（５１～７５歳）
「
、遊行期」
（７６
～１００歳）
ですが林住期には自分の行き
たい方へ行きなさいと言っていて、なる
ほどと感銘しながら読みました。
ここに入所されている方のほとんどは
游行期。おいしいものをたくさん食べて
楽しく生活していただきたいとの思いから
３施設の食事はすべて直営で行なって
います。

夢シティちば 2017年₇月号
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いきる伝統
つなぐ暖簾

伝統ある老舗の企業をご紹介

荒川表具店

表具の老舗

〜 内装全般を手掛ける 〜

日本文化の粋を室内で感じる表具で
生活を楽しんでほしい

えもせずに、くぎを打ち付けるための
用意など職人が行う下準備のまたその

テリア、②建具の製作や修理、③表装

当社が手掛けているのは①内装・イン

ですか？」とよく聞かれます。現在、

表具店というと「何をしている商売

いかと懸念されており、千葉県経師表

仕事のクオリティーが落ちるのではな

る傾向がありました。一方で業界では

え、スピーディーさが重要視されてい

当時はそうした数で勝負の仕事が増

前の仕事を手伝っていました。

（掛け軸・屏風・額）の製作や修理――
当社は１８６５（慶応元）年に曾祖
京などの表具店に肩を並べられるので

葉県の職人全体のレベルが上がれば東

具組合で会長を務めていた祖父は「千

父が始めました。初代からずっとこの
はないか」と考え、教室を開くなどし

この３つが柱となっています。

場所で商売を続けて私で４代目となり
て努力していたそうです。

店は 軒に満たなかったそうです。そ

父が店を継いだ頃は千葉市内の表具

若い頃の修行で
国宝級の品を間近に見た

ます。さすがに曾祖父の時代のことは
分かりませんが、祖父の時代には、住
み込みの職人たちやいわゆるお手伝い
さんと呼ばれる女性もいて、皆で立ち
働いていました。 年代には建具の修
復のほか、ゼネコンから集合住宅の仕
などとかの発注がきたものでした。僕

料費を抜くと利益がかなり薄くなって

祖父のやり方では、
収支は人件費、
材

の後、急激に増えていきました。

も学校から帰って、学生服のまま着替

ザギザになっているんです。
千葉県経師表具組合の理事でもあっ
た父は、日本刀の扱いの名手といって

がどんどん入る。そうした素晴らしい

の美術館や国宝級の寺から修復の依頼

国宝級の品々を扱っていました。国立

らっしゃいましたが、私が勤めた店も

国宝をほぼ修理できる腕前を持ってい

なりました。その方も表具師で日本の

介で東京都内の表具店で勤めるように

入りました。祖父の知り合いの方の紹

ていくと複雑な色彩に仕上がります。表

の薄さの和紙を何百層にもわたって重ね

ティッシュペーパーの１００分の１ほど

も伝えていきたい。たとえば、襖の場

の装飾の美しさ、素晴らしさを私たち

ださるお客さまもいますし、日本伝統

こだわりを持って店に連絡をしてく

とかふすまは棒一本、紙一枚から一つ

加えられているんです。表装とか屏風

合わせて絵を描くデザインもあります。 表具師というと工芸家に数えられ、東

合ですと、既成の絵が描かれた襖紙を

の形を成すので、そうした面も大きい

和紙はもともと雲のような陰影があり、 京都が出している工芸組合に表具師も

張るのではなく、和紙を何層にも張り

と思いますが、千葉県内ではそうした

役割もあると思います。東京都内では

と同時に、日本文化を継承するという

ですから、内装の仕事をしているの

感のある仕事なんです。

るので絶対に失敗できないという緊張

と人様のものをお預かりして手を入れ

いいほどの腕前でした。こうした技術

品々を間近に見せてもらいました。

面を傷つけずに絵に仕上げていくのは

消費社会や
住宅事情の変化のなかで
表具の仕事は時代とともに変わり、

ます。それには２つの理由があります。 ですから職人には日本刀を使いこなす

わりを持った日本の室内装飾の良さを

も地域密着で丁寧な仕事をして、こだ

地産地消という考え方で、これから
技術と日本刀を研ぐ技術が必要とされ

お伝えしていければと思います。

残念ながら表具店は現在、減少してい
一つは住宅が和風建築から洋風建築が

る。カッターで済ませると切り口がギ

代表取締役／荒川 公一
住所／〒260－0855 中央区市場町9－17
電話／043-222-4456

どの機能性を重視した集合住宅が増え
たこと。もう一つは、良いものを修理
して長く使うという日本人の習慣が変
わり、消費社会になったことです。
カーペットやカーテンなども綿や毛、

会社DATA

有限会社

絹など天然素材は高価ですが、安価な
化学繊維のように洗濯や長期使用する
と繊維くずが出て口に入るような心配
もありません。美意識からだけではな
く、健康面でも安心ということを私は

荒川表具店

メインに変わったことやマンションな

実は和紙は片刃の日本刀で切ります。

動きがまだあまりないのが残念ですね。

日本の室内装飾の
技と素晴らしさを伝えたい

お客さまにお伝えしています。

事を請けていて、一回に襖８０００本

10

70

職人ならではの技が必要なんですね。

18

慶応元年創業で
現在は４代目となる

慶応元年創業という長い歴史を持った荒川表具店。時代の変遷の中で培った技と時代の流れに
乗るしなやかさで店を続ける代表取締役の荒川公一さんにお話を伺いました。

しまうんです。そこで父の時代、昭和
年代ですが、企業だけではなく個客

私自身は 歳でこの世界に本格的に

も対象にした方針に変えたんです。

50
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▲和紙を切る片刃の日本刀

回通常議員総会

りについて研究するなど、事業運営に

第２５１回常議員会・第

常議員会・総会終了後は、隣の会場
として、篠崎千尋千葉県商工労働部次
工会議所の組織運営および事業活動の

こうした経歴が長年にわたって、商

尽力した。

長や熊谷俊人千葉市長をはじめ多くの
推進に寄与したとして、今回受賞に

へ移動し、懇親会が開催された。来賓

来賓が出席。当所役員・議員などを含
つと、商工会議所の議員に立候補した

至った。
「こうしてみなさまの前に立

石井会頭の主催者挨拶の後、篠崎次
当時、一軒一軒のお店をあいさつして

めると、総勢１１０名が参加した。
長、熊谷市長から祝辞を拝受。乾杯の
りがとうございました」
と、
阿部氏は感

発声を向後保雄千葉市議会議長が務め、 回ったことを思い出します。本当にあ
祝宴となった。
ＡＫＯ（たこたこ）
」によるたこ焼きの

員会は、地元商店街や自治会が中心とな

一方、千葉銀座地区まちづくり実行委

謝の意を表した。

差し入れがあり、参加者は歓談しなが

り平成 年５月に組織された団体で、千

れ受賞し、２者に石井会頭から表彰状

合会ベスト・アクション表彰をそれぞ

員長／中島浩氏）が関東商工会議所連

葉銀座地区まちづくり実行委員会（委

紘一氏が関東経済産業局長表彰を、千

式を実施。㈱阿部の代表取締役・阿部

なお、
今回の総会開会に先立ち、
表彰

代表して表彰状を受けた中島氏は、「こ

りに貢献したことが評価され受賞した。

出。その活動が地域活性化・まちづく

の結果を行政に対して要望書として提

これまで、
地権者への説明を重ね、
そ

団体との情報交換、渉外を行っている。

の課題について調査するとともに、関係

葉銀座地区のまちづくりに関する共通

「新会員の加入承認に関する件」
の４つ

員の補欠選任に関する件」
、
議案第４号

員総会がこのほど開催された。この常
の議案を審議。各議案とも全会一致で、

第２５１回常議員会・第 回通常議
議員会・総会は、定款に定められた決
承認可決された。なお、上程された内
容については、次ページ から ペー
ジを参照。

の会議所活動への御礼を述べ挨拶を行

また、髙梨園子・女性会会長から、

（千葉大会）
について
労意欲の高いリタイア層の存在にふれ、 連合会第 回総会

先日開催された関東商工会議所女性会

ついて説明があった。

また管内の景気動向調査の結果概要に

委員会の各調査研究テーマについて、

を説明。当所に設置されている８つの

議案審議後は、事務局から報告事項

10

い、企業における人手不足の現状、就

催者を代表して石井俊昭会頭から平素

今回の常議員会・総会では、冒頭、主

算などの協議、承認がなされた。

加し、平成 年度の事業報告や収支決

には、 名の当所役員・議員などが参

る。会場となった三井ガーデンホテル

で、例年、６月と３月に実施されてい

議事項について議案審議を行うもの

78

「定年を過ぎた高齢者の活用について
御礼を述べた。

報告。成功裏で終わった総会について、

32

は今後、対応していきたい」
と、人材の
確保への対策に注力していきたい考え
を示した。さらに、会議所の組織基盤
強化に関しては、「会員が増えていかな

祝辞を述べる熊谷市長

いと活動が活発化しない。各部会・委
員会で競い合いながら、増強活動に取
り組んでいただきたい」
と発言。
会議所
の活動への積極的な関わりを役員・議
員に求めた。
会議では、
議案第１号
「平成 年度事
「平成 年度一般会計、
特別会計収支決

業報告承認に関する件」
、議案第２号

28

算承認に関する件」
、議案第３号「常議

千葉支店長

乾杯後は、
中央区栄町の飲食店
「蛸Ｔ

ら、親睦を深めていた。

が手渡された。

いません。ご尽力いただいた方々に感

れは私一人がいただいたものではござ

の議員に就任。商業流通委員会委員や

謝いたします」
と、
関係者への感謝の意

阿部氏は、昭和 年４月より、当所
食品部会副部会長として、セミナーや

28

86

12

千葉総支社長

松㟢 任宏
保坂 斎夫
徹
支店長

東京電力パワーグリッド㈱ 千葉総支社
日本通運㈱ 千葉支店
三井不動産㈱ 千葉支店
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 千葉支社

勝又 康夫
床並 道昭
愼
斯波
西形 進也

勝又自動車㈱
千葉県信用保証協会

代表取締役社長

長

会

問
顧

支社長

各務
忍
支社長

村田

を述べた。
千葉銀座地区まちづくり
実行委員会
委員長 中島 浩氏

28

新たに選任された常議員

78
28

視察研修会を企画。千葉市のまちづく
㈱阿部
代表取締役 阿部紘一氏

千葉構内タクシー㈱
東京ガス㈱ 千葉支社

60
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トピックス
トピックス

千葉県産業復興相談センター

295,647,800
特定退職金共済事業

404,788,368

１ 中小
 企業・小規模事業者の持続
的発展
２ 域内の経済活動の活発化
３ 人材の確保と育成
４ 広報機能の積極的活用
５ 意見
 ・要望・政策提言活動の着
実な展開
盤の強化

６ 堅牢
 な組織基盤の確立と財政基
７ 女性の活躍推進
８ 会員交流の促進

会員の状況

53

重点事業

Ⅰ

総括的概要

平成 年度の我が国経済は、政府の経
済財政政策などにより、大企業を中心に
緩やかな回復基調が続いた。しかしなが
ら、その効果は地方や中小企業には十分
に及んでいるとは言い難い状況にある。
当所による景気動向調査の結果をみても、
昨年５月、８月と２期連続で悪化した
後、 月、年明け２月と２期連続で改善
したものの、低水準で推移している。ま
た、個人消費や設備投資が力強さを欠く
など所得面から支出面への波及に遅れが
みられ、国際的には新興国・資源国の経
済や米国・欧州などの政治の動向などに
より、先行きの見通しは、依然として不
透明感が続いている。
各地域において地方創生の取組が活発
に行われているが、それらを持続的な成
果につなげていくには、継続的に様々な
主体の連携・協働を進めていくことが重
要となっており、当所においても、農業
をはじめ様々な分野との連携や資源の利
活用を一層推進していく必要がある。ま
た、地域経済を担う中小企業において人
手不足が深刻化しており、多様な人材の
活用、生産性の向上や働き方の見直しな
ど、関連する種々の課題への一体的な対
応が求められている。
このような中で、個々の中小企業の多
様な事業活動の発展に資するとともに、
その活動基盤となるまちづくりの推進や
国内外からのより多くの来訪者の誘客、
さらには、そうした活動を支える人材の
確保と育成など各種事業を精力的に展開
し、域内の経済活動の活発化に取り組ん
28

だ。
具体的には、中小企業の支援において
は、職員・専門家による巡回・窓口相談、
金融あっせん、多様な商談会・展示販
売会等の開催、海外展開の促進、さらに
は、新卒者採用のための教育機関との連
携、従業員の健康・介護対策など、経営
力の向上に努めた。
まちづくりにおいては、大型店の撤退
が続く厳しい状況の中で、昨秋のＪＲ千
葉駅新駅舎の開業を契機に、県内各地の
商工団体の協力を得て県内の魅力を一体
的に発信するとともに、中心市街地まち
づくり協議会を中軸に、増加が見込まれ
る来訪者の回遊性向上に向けた種々の取
組を展開した。また、市内に宿泊する訪
日外国人観光客の消費を促進するため商
店街と宿泊施設との連携を強化するなど、
中心市街地の活性化並びに魅力あるまち
づくりを目指して、各種事業に取り組ん
だ。
さらに、当所事業の一翼を担う青年部、
女性会の活動を活発に推進し、また定例
会員交流会をはじめ各種の交流会や、地
元プロスポーツチームの応援、観光先進
地視察など会員相互の交流の機会を増
加・充実させ、会員個々の商工会議所活
動への積極的な参加を促進した。
これらの展開にあたっては、会員はも
とより市民をはじめ地域社会での商工会
議所の存在価値を高めるため広報機能の
強化を図った。
以上の事業を含め、下記の重点事業を
中心に総合的・計画的な事業推進に努め
た。

康経営」の普及を推進した。

づくり・受入体制づくりを推進した。また、

立って、誰もがその滞在を満喫できる魅力

力の創出を図るとともに、観光振興の視点に

様々な活動主体と連携しながら、多様な魅

存在意義の向上を図った。

露出を高めることで、商工会議所の認知度・

らの理解・協力を求めた。また、
メディアへの

することにより、会員・市民など地域社会か

当所の広報媒体等を通じて、適切に情報発信

会員が求める情報を的確に把握・収集し、

４．広報機能の積極的活用

２０２０年東京オリンピック・パラリンピッ

５．意見・要望・政策提言活動の着実な展開

相談や金融あっせんなどの商工会議所の基本

発展を図るため、個々の事業者に対する経営

中小企業・小規模事業者の多様な事業活動の

依然として厳しい経済社会情勢が続く中、

りを経営的な視点で捉え、生産性の向上、ひ

マッチングを行った。また、
従業員の健康づく

や企業説明会などの開催により企業と人材の

て、会員や教育機関等の協力を得て、情報提供

上を支援するとともに、人材確保の一環とし

会員の事業活動を支える従業員等の資質向

役議員・職員の日々の業務活動での様々な

した。

国・県・市等に対する提言・要望活動を展開

会活動等を通じて、会員の意見等を集約し、

地域経済社会の代弁者として、部会・委員

的な業務を遂行したほか、商談会や展示会の

６．堅牢な組織基盤の確立と財政基盤の強化

開催、補助金の積極的な活用などにより、新

３．人材の確保と育成

ても滞在しやすい環境づくりを進めた。

クの開催を見据え、海外からの来訪者にとっ

個々の事業者をはじめグループや団体等

２．域内の経済活動の活発化

11

機会を捉え、新たな会員の獲得に努めるとと

１．中小企業・小規模事業者の持続的発展

Ⅲ

平成 年度末の会員数は５，１２２
事業所であり、前年度末の会員数（５，
０６９事業所）と比較し、 事業所の増
加となり、２年連続の増加となった。

Ⅱ

※内訳では会計間の繰入・繰出金等を除いております。

いては業績や企業価値の向上につなげる「健

要望「中心市街地活性化について」他を提出（12月16日）

1,033,900,832

９ 会員サービスの向上

1,941,634,903
合計

たなビジネスや販路開拓機会の創出を図った。

県内商工会議所と商工会が特産品を販売（ちば大祭）

特別会計

良好な環境づくりの推進

28

907,734,071

東京
 オリンピック・パラリンピ
ックへの取組

県・市等
交付金
650,077

会計別決算総括表（円）
一般会計・特別会計収支内訳（千円）

10
夢シティちば 2017年₇月号
夢シティちば 2017年₇月号

11

169,602,045
収入合計
1,501,882

事業費
886,096

ビル
CEATEC JAPAN 2016（幕張メッセ）

事業収入等
386,148

163,862,619

支出合計
1,504,262

中小企業相談事業
人件費
282,842
繰越金
315,192
繰越金
316,373

一般会計
積立金等
20,132
会費収入
111,514
積立金
取崩金等
37,770

収支決算の概要
平成28年度
11 10

平成28年度 事業報告の概要
駅前大通りカフェ

トピックス
トピックス

千葉商工会議所景気動向調査

平成29年5月期

もに、会員の協力も得て、域内全域において
広く提供し、特に団体としてのスケールメリ

実を図った。また、会員の経営者や従業員の

ットを活かした福利厚生面でのサービスの充

また、当所の担う支援機能や会員のネット

生活習慣病等健診において、事務手続きの簡

計画的な増強活動を展開した。

ワークを最大限に活用して、独自の安定的な

略化や費用補助などにより受診率向上を図っ

た。

財源の確保に努め、収益力の強化を図った。

７．女性の活躍推進

Ⅳ
その他（受託事業）

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・

地域の中小企業に元気と活力を取り戻して

税理士・中小企業診断士等の専門家スタッフ

．良好な環境づくりの推進

10

が常駐し、中小企業の事業再生に向けた取組

新たな議員

議員職務執行者の変更

斎

今後、活躍が期待される管内の女性経営者

坂

を支援した。

千葉支店長

職場環境はもとより、地域環境問題などに

保

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

事業の再建を支援するため、金融機関、地方

運

千葉支店

．東京オリンピック・パラリンピックへの

取組

通

自治体等と連携しつつ、金融、事業再生、事

業承継等の専門家が実情に応じたきめ細やか

本

２０２０年東京オリンピック・パラリンピ

日

な支援を行った。

自ら経営改善計画等を策定することが難し

忍

い中小企業に対し、金融支援を受けるために

支社長

田

金融機関が必要とする経営改善計画などの策

村

定支援を行うことにより、中小企業の経営改

千葉支社

善を促進した。

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

４．千葉県事業引継ぎ支援センター

後継者不在などで事業の引継ぎを検討する

中小企業の経営資源を引き継ぐ意欲のある中

小企業に対して、事業引継ぎの専門家が、事

業引継ぎに係る課題の解決に向けた適切なア

ドバイス、情報提供及びマッチング支援を行

った。

５．千葉県地域ジョブ・カードセンター

ジョブ・カードを取得した求職者を有期雇

夢シティちば 2017年₇月号

全体を総括すると、製造業の回復傾向が寄与し、業
況DIが３期連続で改善しているものの、DI値は依然と
してマイナス。従業員DIは横ばいとなっており、深刻
な人手不足の状況が続いている。仕入単価DIは３期連
続で悪化しており、原材料や燃料の価格高騰に関する
声が複数寄せられている。先行き見通しは、建設業・
製造業が改善、卸売業が横ばい、小売業・サービス業
が悪化した結果、横ばい圏内で推移すると見込まれて
いる。

用し、正社員化を検討する企業の開拓を行う

13

また、向こう３ヶ月の先行き見通しは、小売業が下
降し、建設業・製造業・サービス業が上昇、卸売業が
横ばいの見込みとなっており、全産業合計DIは現状よ
り3.3ポイント上昇の▲11.3となっている。
仕入単価DIは、３期連続で悪化。原材料・燃料価格
の上昇等によるものと見られる。
従業員DIは、４期ぶりに下降となっているものの、
深刻な人手不足の状況が続いている。
資金繰りDIは、横ばいとなっており、長期的にも横
ばいとなっている。

とともに、企業での訓練計画の作成、各種助

業況DI（前年同月比ベース、以下同じ）を見ると、前回
調査（平成29年２月、以下同じ）と比較して、建設業・製
造業が下降し、卸売業・小売業・サービス業が上昇した結
果、全産業合計DIは2.6ポイント上昇して▲11.3となり、３
期連続の改善となった。
また、向こう３ヶ月（６月～８月、以下同じ）の先行き
見通しは、小売業・サービス業が下降し、建設業・製造業
が上昇、卸売業が横ばいの見込みとなっており、全産業合
計DIは現状より0.9ポイント下降の▲12.2となっている。
売上DIでは、前回調査と比較して、卸売業が下降し、建
設業・製造業・小売業・サービス業が上昇した結果、全産
業合計DIは5.6ポイント上昇して▲10.6となり、４期連続の
改善となった。
また、向こう３ヶ月の先行き見通しは、小売業・サービ
ス業が下降し、建設業・製造業・卸売業が上昇する見込み
となっており、全産業合計DIは現状より8.1ポイント上昇の
▲2.5となっている。
採算DIでは、前回調査と比較して、建設業・卸売業が下
降し、製造業・小売業が上昇、サービス業が横ばいとなっ
た結果、全産業合計DIは4.1ポイント上昇して▲14.6となり、
２期連続の改善となった。

成金の申請等に係る支援を行った。

全体の特徴 （▲はマイナス）

努めた。また、関係機関や団体等と連携して、 ３．千葉県経営改善支援センター

エクセル展覧会センターにて（ロンドン視察研修）

開催に伴う海外からの来訪者の受入体制づく

りを進めた。

全産業業況推移

11

積極的に取り組み、豊かな地域社会づくりへ

パネルディスカッション（女性フォーラム）

等を把握するとともに、そのネットワーク化

0

DI値：
（増加･好転などの回答割合）
－
（減少･悪化などの回答割合）

を促進した。また、域内での女性の起業が実

20

の貢献に努めた。

40

現しやすい環境づくりを検討した。

サービス業
83社

８．会員交流の促進

小売業
83社

当所事業の一翼を担う青年部、女性会の活

卸売業
85社

動を活発に展開するとともに、多様な会員交

製造業
84社

ック開催の効果を域内経済に取り込む方策を

建設業
80社

流の場を設けて、会員相互の交流を促進し、会

80

検討するとともに、関連情報の収集、提供に

100

員の結束力を高めた。

調査期間：平成29年5月12日（金）〜 5月25日（木）
調査対象：千葉商工会議所法人会員事業所500社
〈回答：415社 回答率：83.0％）

60

９．会員サービスの向上

業況 DI が３期連続で改善しているもの
の、
DI 値は依然としてマイナス。人手不
足や原材料・燃料価格高騰の状況が続
いている。先行き見通しは、横ばい圏内
で推移すると見込まれている。

トピックス

会員のニーズに対応した各種サービスを幅

調査結果のポイント

調査結果報告

夫
夢シティちば 2017年₇月号

12

11
8

30 20

11

₈

₃

68

貴事業所の従業員を表彰いたします！

29

千葉商工会議所の会員事業所に永年にわたり勤務され、社業の発展と、社業を通じて
地域経済の振興に尽くされた優秀な従業員の功績を称える「第 回千葉商工会議所会員
優良従業員表彰式」を、来る 月 日㈬ 午後 時から当所第１ホールにて挙行します。
式終了後には、被表彰者をお祝いし、被表彰者の皆様の交流の場として祝賀懇親会を開
催いたします。
つきましては、該当する従業員の方々をご推薦くださいますようご案内申しあげます。
なお、被表彰者推薦の方法については当所ホームページに掲載しております。

30 20 10

【 被表彰者の資格 】

10

◦勤務成績優秀で、次のいずれかに該当する従業員
①同一企業に 年以上 年未満勤続した方（※）
②同一企業に 年以上 年未満勤続した方（※）
③同一企業に 年以上勤続した方（※）
④業務
 に関し有益な発明、発見、考案、研究もしくは顕著な改良をなし
業績向上に貢献した個人、又は企業内グループ。
※勤続年数は平成 年 月 日現在

50 50

【 １企業の推薦者数 】

30 20

◦推薦
 時における推薦企業の従業員数（千葉市内所在事業所合計）に基づ
き、次に定める人数
①従業員数 人未満の場合 .................................................
合計５名以内
②従業員数 人以上の場合 .................................................
合計 名以内

30 20 10

【 推薦負担金 】

①勤続 年以上 年未満勤続した方 .....................................
５、
０００円
②勤続 年以上 年未満勤続した方 .....................................
７、
０００円
③勤続 年以上勤続した方 ...............................................
１０、
０００円
④業績向上に貢献した個人、又は企業内グループ ............
１０、
０００円

【 推薦の方法 】

15

◦当所
 ホームページに掲載しております。

【 推 薦 の 締 切 日 】 平成 年９月 日㈮

千葉商工会議所 経営支援課 ☎０４３ ２
- ２７ ４
- １０３
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被表彰者推薦要項

新入会員 のご紹介
稲毛区

㈱相沢測量設計

【代 表】 相澤 善弘 ☎043-204-1263
【所在地】 稲毛区稲毛町
測量業

美浜区

㈲砂田設備工業

【代 表】 砂田 勝典 ☎043-244-8461
【所在地】 美浜区高洲
給排水設備工事業

中央区

㈱千葉正直屋

【代 表】 伊東 洋一 ☎043-261-1171
【所在地】 中央区塩田町

高級お届け料理のケータリング、イベントパー
ティー企画運営、通信販売事業

若葉区

Natakita

稲毛区

【代 表】 髙山 浩一 ☎043-259-0463
【所在地】 稲毛区長沼町
家電販売

美浜区

ネイル、手足のトータルケア、輸入品販売

中央区

菜の花アセットコンサルティング

【代 表】 菅野 幸作
【所在地】 中央区登戸

☎043-301-6705

不動産鑑定業及び地方公共団体向け各種行政支援
サービスの企画開発

☎0475-36-3678

飲食サービス業、イタリア料理レストラン

㈱津田沼技研

【代 表】 末松 大司
【所在地】 美浜区中瀬

☎043-306-1718

環境汚染対策の取組みや健康商品の販売をしております。




中央区 （公財）
千葉県文化振興財団

【代 表】 影山 美佐子
【所在地】 中央区市場町

多彩な文化イベントの開催、大小ホール・練習室・会議
室など多目的に利用いただけます。

夢シティちば６月号（2017年６月10日発行）９ページ「新入会員のご紹介」にて
誤りの語句がございました。

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。

内科・消化器科・甲状腺・糖尿病外来
人間ドック・各種健診・マンモグラフィ検診
がん検診・出張健診

医療法人社団 報徳会

報徳千葉診療所
千葉市中央区本町1−1−13

☎043‑225‑6232
15

夢シティちば 2017年₇月号

美浜区

㈱ロア・ワンズライフ

市外

M&Mグローバル㈱

【代

表】 チョイジルジャプ ムンフツォグゾル
☎043-213-0096
【所在地】 柏市明原
貿易

Advanced Hair

【代 表】 榊原 伸也 ☎043-246-2864
【所在地】 稲毛区稲毛東
理容業

男性の魅力を引き出す理容室。

県外

㈱アスモ介護サービス

☎043-222-0077 【代 表】 柿内 康宏 ☎03-3349-1076
【所在地】 東京都新宿区西新宿

文化芸術の普及振興と県民の自主的文化活動の支
援。県立文化会館の管理運営。

（誤）梅田集客代行オフィス →（正）㈱NEMCO

電気工事

稲毛区

環境調査、環境対策用薬剤の販売、弾性ストッキ
ングの販売

不動産鑑定評価、賃貸アパート経営の投資採算分析等、
お気軽にご相談下さい。

㈲佐々木電業

【代 表】 佐々木 三典 ☎047-485-6788
【所在地】 花見川区柏井町

ジュニアスポーツコーディネーター

㈱ im one Osteria Toramonto

【代 表】 福井 克典
【所在地】 中央区新町



花見川区

（順不同・敬称略）

☎080-5016-5629 【代 表】 中 貢造 ☎043-211-7300
【所在地】 美浜区打瀬

ベリーダンスショーの企画

米国ネイリスト資格取得者によるケアを中心とした米国
式施術及び輸入品販売

中央区

ダイヤモンドベリーダンスカンパニー

【代 表】 加藤 真純
【所在地】 美浜区真砂

美浜区

【代 表】 三好 寛子 ☎043-310-5146
【所在地】 若葉区多部田町

㈲ヤハタ電機商会 プロリンクヤハタ

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

訪問介護事業所・居宅介護支援事業所の運営、有
料老人ホームの建設・企画・販売・運営

「顧客満足ありきの介護」を目指し、積極的で計画的な介
護拠点の出店を行っています。

新入会員を募集しております。

お問合せ／お申込みは、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

あなたの健康をサポートする…

公益財団法人

ちば県民保健予防財団
特定健診 保健指導 一般健診
出張健診 環境測定 人間ドック
各種がん検診 各種精密検査
千葉市美浜区新港32-14

☎043‑246‑0265
http://www.kenko-chiba.or.jp

夢シティちば 2017年₇月号

14

月

食

品 部

会

５月 日㊊
平 成 年 度 事 業 報 告・平 成
事業計画（案）を協議
年度

※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。

商業流通委員会

５月 日㊎
生産性向上についての研修および
本年度計画について協議
第１回商業流通委員会

商業流通委員会（福井委員長）は、本
年度１回目の委員会を開催した。
今回は議事に先駆け、東京商工会議所
地域振興部生産性向上担当課長の長濱正
史氏をお招きし、
「中小・小規模サービス
業における生産性向上について」をテー
マに研修を実施した。その中で、昨年末
発足した東京商工会議所生産性向上委員
会の取り組みの一つとして事例集の提示
があり、当委員会においても事例集の取
り纏めを目指すべきであるとの意見が寄
せられた。
その後の議事では、研修の内容を踏ま
え、今季の委員会のテーマ「商業（卸売
業・小売業）の生産性向上」における調
査研究の具体的な方向性を今後あらため
て議論することで決定した。

建設・工業・卸売部会

５月 日㊎
ゴルフを通じての
会員交流を実施
３部会合同親睦ゴルフ大会

建設・工業・卸売部会は合同で、袖ヶ
浦カンツリークラブ 新袖コース（千葉
市若葉区）にて親睦ゴルフ大会を開催し
た。当日は朝から雨天であったが、午後
には晴天となり、 名もの参加者が集う
盛況ぶりであった。参加者は、６月に女
子プロゴルフトーナメント「ニチレイレ
ディス」が開催される一流の舞台で、親
睦を深めながらプレーを満喫した。
プレー終了後は、懇親会と表彰式を開
催した。今大会は女性参加者が多く、優
勝者も女性であったことなどから、表彰
式も一層盛り上がり、華やかで楽しい一
時を過ごした。

26

日㊋

第２５０回常議員会を開催
第２５０回常議員会
正副部会長・所属議員および常任委員会議

本年度初めてとなる「第２５０回常議
食品部会（森山部会長）は今年度第一
員会」がこのほど開催され、定款に定め
回目となる正副部会長・所属議員及び常
られた決議事項の議案審議ならびに各報
任委員会議を開催した。「平成 年度事業
告が行われた。
報告」
「平成 年度事業計画（案）
」につ
当日は、
常議員をはじめ 名が出席。
４
いて協議を行い、両議案とも原案どおり
月期に入会のあった新入会員の加入承認
に関して審議が行われ、承認可決された。 承認となった。
今年度の食品部会の主な事業である、
さらに、異動などで交代となり、新たに
「セミナー」について協議
委嘱された各委員の副委員長・委員につ 「視察研修会」
した結果、食品に関係する３法（食品
いて報告が行われた他、今年度新たにリ
衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法）を統合
ニューアルされたホームページの改編ポ
した食品表示法が新たに施行されるなど、
イントについても、モニターを活用しな
表示の見直しが進んでいることを踏まえ
がら説明がなされた。
等を
また、議案審議に先立っては、千葉労 「食品表示法に基づく表示セミナー」
盛り込むこととなった。
働局職業安定部より講師を招いての講演
また、その他として当所の事業計画や
会を開催。公的な施策展開や中小企業に
会員増強計画、しんきん食の商談会等に
求められる対応に関して説明があった。
ついて説明を行った。

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。

中小企業診断士による
経営の相談窓口（無料）

経営に関する様々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 時】

時～ 時
時～ 時

ご利用いただける方

【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）
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
（法人税）
、事業税、市・県民税等を
③所得
 税
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

日㈫
日㈮
平成 年
時〜 時
月
日㈫
日㈮
日㈫
日㈮
月
時〜 時
日㈫
日㈫
※日程が変更になる場合があります。

【問合せ】 中小企業振興部専門相談センター
☎０４３―
２２７―
４１０３

日㈮
日㈮

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

1.11％

弁護士による
商工法律相談（無料）

月
月

要
不
（平成29年4月12日現在）

●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】

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

【会 場】 千葉商工会議所
階 特別会議室

【担 当】 榎本 初雄 弁
  護士
【相談料】 無料（秘密は厳守します）

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

25

29

28

担保・保証人
利
金

（据置１年以内）

設備資金

10年以内

2,000万円以内

17

16
夢シティちば 2017年₇月号
夢シティちば 2017年₇月号

17

29

運転資金 ７年以内
（据置１年以内）

17

●京成西登戸駅より徒歩5分

28 22

実施中

融資限度額

14

17 17

●JR西千葉駅より徒歩5分

☎ （043）247‑3821
FAX（043）247‑5843

30

13

14

14 14

0

返済期間

8 1 25 18

8 7

利子補給
.5％

マル経融資とは

15 4 28 21

18 21
13

千葉市中央区春日1−16−5

〒260 ‑ 0033

16
29

26

内科・外科・胃腸科・肛門科・整形外科・皮フ科・泌尿器科

5
7

8

5月
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。

タイムライン

＜ちばインフォメーション＞

汗 の 輝き
株式会社ハンズはユーザーの希望に合わせた水槽を設置し、維持管理を代行する
ことで、手間のかからない「癒し」環境を創造し提供しています。創業 年目を
迎えた現在の思いを含め、渡邊弘代表取締役に伺いました。

会社DATA

ハンズ
株式会社

代表取締役／渡邊 弘
住
所／千葉市稲毛区天台3-1-23
電
話／043－307－2525

創業したのは平成 年です。その前

■自分が好きなことを
仕事に選択する

10

たら、それが一番だと一念発起し、退
職を決め起業しました。
起業資金は退職金を充て、千葉市ビ
ジネス支援センターの企業支援を受け、
３年間、オフィスはＱｉｂａｌｌのビ

人事異動で昇格と同時に東京都内の本
ひまわりベンチャーからの創業支援も

いただきました。ほかには千葉銀行の
受けました。

と日々の疲れがとれるようでした。そ

声を掛けていました。魚の姿を眺める

魚たちに向かってまず「ただいま」と

水草の補充、水槽の清掃などを代行する

タル料金を付帯し、そこに餌やりや魚や

水草・サンゴ・用品器具などの販売やレン

ビジネスの柱にしたのは、水槽・魚・

■最初の頃は飛び込み営業をした

んな心を癒してくれる熱帯魚の飼育環

メンテナンス業務を付帯する。お客様は

槽を清掃管理する仕事があるらしい」

そんな時、行きつけの寿司店で「水

最初は飛び込み営業でした。千葉市

癒されることができるというわけです。

れいな状態の水槽を置いて、魚を眺めて

手間なく、企業や施設、自宅にいつもき

ということを聞き、興味を持ちました。

の北部に住宅展示場があり、まずはそ

ついても勉強しますし、水草を育てる

種の魚同士の最適な組み合わせなどに

ります。水質や水中のバクテリア、異

士の関係性などの専門知識が必要にな

そのほか、水中の食物連鎖や生物同

けない。そこで水槽の中でも適切な水

す。
しかし、
体を動かさないと生きてい

できずに水流によって漂っているんで

実はクラゲは自ら体を動かすことが

できる水槽用のパーツを開発しました。

を繰り返しながら、クラゲを飼うことが

てアドバイスを受けて、失敗や試行錯誤

には光量や二酸化炭素や入れてはいけ

流を起こすことが可能な取り付けパー

こから足を運びました。すこし興味を

人々に楽しんでもらうことを目的とし

大手企業・学校・病院などで大勢の

が、水族館クラスの規模になると水道

に人工海水を溶いて海水を作るのです

また、海水魚用の水槽には一般の水

ツを考えました。

もってくださる方がいらしたので、改

て施設内に大型の水槽を導入されるこ

代と人工海水代も莫大な費用となりま

めてアポイントをとって今度はきちん

「おさかなのせんせい！これはなに？」

■若い社員たちの教育も重要

テムを考案しています。

幼稚園などにメンテナンスに行くと、 す。そこで天然の海水を販売するシス

約となりました。初めての売り上げは

と子供たちがいろんな質問をしてくれ

創業から５年ほどは私と経理などの

少額でしたが、それでも自分の考えた

また、後に住宅展示場の方に伺った

事務担当者との２人でやってきました

て楽しくなります。
のですが、水槽を導入されたことで子

が、今では 歳～ 歳の社員が３人い

ビジネスが実際にお客様に受け入れて
いただけて本当に嬉しかったですね。

供さんのいる家族連れが展示場来社を
現在は熱帯魚や海水魚水槽の維持管

たそうです。自分の目の前のお客様だ

楽しみに足を運んでくれるようになっ

に支えられ、学ばせていただくことが

期待しています。この仕事はお客さま

ます。皆、魚が好きで意欲があるので

■水中生物に関する専門知識が必要

理や熱帯魚・海水魚・活魚・水草など

けではなく、その先のお客様まで喜ん

ミュニケーションを含め、さらに多く

多いので、これからもお客さまとのコ

の販売、大型水槽やアクアパネルなど
メや海ガメなども扱います。メンテナ

やアジなどの餌をあげています。生き

サメの場合は隔日で現場に行き、イカ

の店舗で年間を通じてクラゲを供給で

のが、クラゲ水槽のパーツです。一般

当社で近年開発し、特許を出願中な

らに強固なものにしていきたいと考え

ど新たな市場の開拓で収益の基盤をさ

水槽パーツなどの部品や海水販売な

の引出しと人間力を磨いてほしいと

物を扱うのはリスクがある上、水槽が

きるところはほとんどありません。そ

ています。

ンスの頻度は平均して週に１度ですが、

置かれている環境によっては汚れが発

こで私自身、台湾や国内の水族館に行っ

思っています。

生してしまうので、きれいな状態を維

■新製品などを研究開発

でくださるのだと感動しました。

30
の施工・管理などを行っています。サ

24

した結果、ご担当者のご尽力もあり成

とが多いですね。

サンゴとの関連性は重要です。

ない魚の種類もあります。特に生体と

持するのが大変なんです。

自分が好きなことが仕事になるのだっ

の清掃も楽しみでした。

境を維持するためなら、大変な濾過等

職の時も帰宅すると自宅の水槽にいる

私は子供の頃から魚が好きで、営業

人生で良いのか考えていました。

社に移ることを打診されてこのままの

当初は千葉県内の担当だったのですが、 ジネスインキュベート室を使用させて

はＩＴ分野の営業職をしていました。

19

とパワーポイントを使用してプレゼン

手掛けた水槽の設置例▲▶

18
夢シティちば 2017年₇月号
夢シティちば 2017年₇月号

19

魚と水槽の販売・リース・レンタルで
「癒し」環境を提供し続ける

創業して10年未満の若い企業をご紹介

経営者、 管理職の皆様へ

第16回『ベンチャー・カップCHIBA』

～人材育成のお手伝いをいたします～
＜高度ポリテクセンター＞

高度ポリテクセンターの能力開発セミナーは、キャリアアップや技術革新に対応できる技能・技術の向上を目指している
方を対象とした職業訓練（研修プログラム）です。能力開発セミナーは、業界の第一線で活躍する技術者や専門家、経験豊
富な当センターの指導員が担当しており、ものづくり現場のニーズに即した内容（講義・実習）で実施しています。
「自社の人材育成をしたい」
「技能・技術の伝承、後継者を育成したい」等、従業員の育成を考えられている経営者、管理
職の皆様、高度ポリテクセンターにご相談ください。
＜※現在募集中の能力開発セミナーの一例です。＞

ビジネスプラン

募集中！

千葉市発の将来性ある新たなビジネスの創出を目指し、ビジネスプ
ランコンテスト第16回『ベンチャー・カップCHIBA』を開催します。
今年度も「一般部門」、「ソーシャルビジネス部門」、「学生部門」
の3部門を募集します。
新規性・独創性に富み実現性のあるビジネスプランをお持ちの方、
ご応募をお待ちしています‼

コース番号
コース名
D0501
生産設備における機械周りのノイズ対策

応募期限 8 月18日（金）17時必着
●発表会（最終審査会）11月29日（水） 13:30～
三井ガーデンホテル千葉
一般部門

グランプリ
副賞50万円

準グランプリ 副賞10万円（最大4件）

ソーシャル
ビジネス
部門

グランプリ

副賞20万円相当

学生部門

グランプリ

21,000 円

受講料

D2021

電気設備のリニューアル診断技術

8/31㈭、9/1㈮

20,000 円

J0021

ディジタルＰＩＤとアドバンスト制御

8/31㈭、9/1㈮

20,000 円

R0071

プレス順送金型設計

8/23㈬～25㈮

28,000 円

H0831

空気圧システムの保全技術

9/4㈪、5㈫

17,000 円

C5311

３次元ＣＡＤを活用した筐体設計技術（熱解析編）

9/5㈫、6㈬

34,000 円

E0831

高度なソフトウェア構造分析を可能にするＤＳＭ手法の応用技術

9/7㈭、8㈮

25,000 円

L0312

見て描いて理解する射出成形金型設計

9/12㈫～14㈭

38,000 円

＜生産性向上人材育成支援センターのご案内＞

副賞20万円相当

生産性センターでは、次の３つの主な人材育成メニューで、中小
企業等の生産性向上を支援します。
①ものづくり分野を中心とした企業の課題やニーズに対応した訓
練（能力開発セミナー）
②生産性向上に関する課題やニーズに対応した訓練（生産性向上
支援訓練）
③職業訓練指導員の企業への派遣や、当機構施設・設備の貸出

【主催】 （公財）
千葉市産業振興財団
【共催】 ベンチャークラブちば
【協賛】 （株）
千葉銀行
ちばしんきんコラボ産学官（事務局：千葉信用金庫）
※詳しくは、応募先ホームページに掲載の応募要領をご確認ください。

応募先・
お問合せ

日 程
8/31㈭、9/1㈮

TEL 043-201-9504 FAX 043-201-9507
Eメール : sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp
http://www.chibashi-sangyo.or.jp/

＜人材開発支援助成金（旧キャリア形成促進助成金）のご案内＞   ※詳細は「人材開発支援助成金」で検索
従業員に能力開発セミナーや生産性向上支援訓練を受講させた事業主の方は、人材開発支援助成金（旧キャリア形成促進助成金）
を利用して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等の助成を受けることができます。
●厚生労働省ホームページ   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html



高度ポリテクセンター

〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉３- １- ２ TEL：043-296-2582
http://www.apc.jeed.or.jp/
E-Mail：jigyo-ka@adv-pc.jp

生産性向上人材育成支援センター

web サイト情報⇒ 高度ポリテク 検索

高度ポリテクセンターのセミナー受講料を補助します
１

２

21

夢シティちば 2017年₇月号

補助対象者
下記（1）から（4）のすべてを満たす方が対象です。
（1） 中小企業者 中小企業基本法第２条に規定される中小企業者。
（2）市内に事業所があり、その事業所に所属する従業員が研修を受
講する事業者。
（3）市税の滞納がない事業者。
（4）暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でない事業者。
 助対象事業（下記講座で、４月１日から翌年３月31日までに受講
補
する講座）
（1） 高度ポリテクセンター、千葉職業能力開発短期大学校（千葉
キャンパス、成田キャンパス）
、ポリテクセンター千葉・ポリ
テクセンター君津が開講する、企業を対象とした在職者向け能
力開発セミナー。
（2） 市内大学が実施する、企業を対象とした在職者向け研修。

（3） ２の（1）
、
（2）の研修等の受講でも、他の機関から補助金等
を受けて受講する研修は、対象外です。
３

補助対象経費
補助対象経費は、上記補助対象事業の受講料。

４

補助金額
（1） 中小企業者１社あたり、補助対象経費×１／２。
上限５万円まで。

※1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てとします。

（2） 申請回数は、中小企業者１社あたり、各年度１回まで。
（3） 予算額に達し次第、本補助事業は、終了します。
≪お問い合わせ先及び申請先≫
千葉市役所 経済企画課 雇用推進室 ☎043-245-5278

夢シティちば 2017年₇月号

20

〈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

海外への輸出における取引の仕組みについて

中
のも、社内案内してくれた総務部長も「ホ

をしているのですか？」と直球質問。という

仲間が開口一番「ところで、どんな労務管理

いという。「場当たり的に出しても単純に娯楽

と高くもできなくもないが、敢えてそうしな

率を下回ったことがないという。実は、もっ

水準が ％高い。しかも創業以来、前年支給

聞こえてきそうである。確かに「ない袖は振

大して売上高もないからできません…」って

いかがだろうか。この話をすると「ウチは、

たいときにその貯金を担保にして三倍貸して

ら天引きして、貯金できるようにして、建て

ち家制度の加入を推奨している。毎月給与か

その代わり、
Ｎ工業では、
社員には会社の持

引っ張っていく強いビジョンがここまで会社

ですよ」と。正しい方向性を見出し、会社を

であろう。専務は「ウチの会社は、ワンマン

うな努力しながら１つ１つ形にしていったの

があったにちがいない。そして血のにじむよ

計画があり、そして何よりも社員へ深い愛情

道場店・稲毛店・銀座店

海外への輸出を検討している加工食品メーカーです。
輸出の取り組みは初めてのため、 取引の仕組みについて教えてください。

＊間接輸出
３ 初めて輸出を目指す場合、間接輸
メリット：自社で各種証明証（原産地
出と直接輸出のどちらが良いか。
証明書、放射性物質検査証明等）の取
初めて輸出に取り組む場合は間接輸
得手続き、輸出通関等の手続き、代金
出が便利です。
決済に関するリスクを負担することが
輸出業者は日本からの輸出業務のみな
回避できる。
らず現地の市場や様々な輸入規制にも
デメリット：輸出相手先の市場動向が
精通しており、現地輸入業者との代金
掴み辛く迅速な対応が取れない。自社
の意向が相手に伝わらないこともある。 決済も行ってくれます。従い、製造業
者が輸出をすると言っても輸出業者と
の国内決済であり、実質国内売りと同
じことになります。
ただし、最初から全てを商社に任せ
るだけでなく、自社でも積極的に海外
の食品見本市や国内商談会に参加して
自社商品の売り込み活動や、定期的な
フォローが必要です。
輸出に関する疑問点や相談があれば
ぜひジェトロ千葉までご相談ください。

である。Ｓ社の経営者は、「Ｎ工業さんには本

る」とのこと…。よくぞ、ここまで立派な社

ラ、ウチのトイレは扉の丈が短いでしょ。足

や飲み代で無駄に使ってしまう社員も多くな

れぬ」のも一理ある。しかしＮ工業は、そう

やるというものである。
「ウチでは、
家を持っ

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

〒260‑8524 千葉市中央区問屋町16‑3
TEL043-241-6401 FAX043-247-0291
銚子・柏・茂原・成田・水戸
千葉市中央区新宿1‑20‑5
本店

福井電機 株式会社
http://www.osenbei.co.jp/

日立特約店
千葉名産

１ 貿易取引の形態
商品の輸出に当たって
は、いろいろな形態があ
りますが、左記が代表取
引形態です。
①製造業者→輸出業者（商社）→輸入
業者・卸売業者→小売業者／飲食店
→消費者
②製造業者（輸出者）→輸入業者・卸
売業者→小売業者／飲食店→消費者
右記の①は製造業者が直接海外に輸
出するのではなく輸出業者（商社）を
通じて輸出するため「間接輸出」とい
います。
一方、
②は製造業者が輸出業者
を通さず自社で直接輸出の手続きを行
い海外に輸出を行うため「直接輸出」
といいます。なお、輸入業者と卸売業
者は同一となる場合もあります。
＊直接輸出
メリット：海外の輸入業者と直接交渉
することにより、市場動向や価格を的
確に判断することが可能。中間マージ
ンを省くことにより、価格競争力を生
み出せる。
デメリット：輸出手続きに関わる一切
の業務を自社で行わなくてはならない。
そのために社内で輸出に係る人材を確
保する必要がある。また、海外との代
金決済で注意が必要になる。

定着率１００％のＮ工業の労務管理

① 年計画

術的なアドバイスもさることながら、お願い

当にいろいろと面倒見てもらっています。技

たいか」が年表でまとめてあり、それをしつ

したことは、必ず三日以内に返答くれるんで

１．事例
Ｎ工業の見学に行ったのは、３年前。聞く
こく社員に発信しているということであった。

すよ。
」と大絶賛。更にＮ工業では、
技術系の

年先まで、
「会社がどんな姿になってい

ところによると、二十数年間ずっと右肩上が

「お金だけではない、
自分もこの会社とともに
の応えるものであった。

課長でさえ「原価計算から財務分析まででき

りで「定着率１００％、出勤率は ％」を
訪問するまで「本当ですか？…」と半信半疑

員を育て上げているものだと心から感服して

が見えると中でサボれないですから…」と笑

るでしょ…」と専務。そういった成り行き的

いったことを言い訳にしてきたのだろうか？

しまう。

わせてくれたこともあって、謎が深まるばか

な賞与の出し方して失敗した事例を知ってい

いや、絶対違う。当然、高収益構造に取り組

Ｎ工業は、
同業種同規模の企業に比べ、
給与

②高い給与

りだったからである。専務は、苦笑いしなが

るだけに「なるほど…」と私も思わず唸って

３．解決策

ら「その質問は困りますね。だって何もして

みつつ、同時進行でこう言った骨太の労務管

よくよく話を聞いてみると、専務の「何も

ていない中堅社員は肩身が狭いですよ…」と

理を整えていったに違いない。そこには長期

やっていない」というのは、枝葉末節で的外

と社員を強くするものだと改めていい勉強さ

③持ち家制度

れな労務管理はやっていないということで

専務は笑っていた。

２．原因と課題

あった。やはりそこには、人間の本質をつい

せてもらった。

る。

後日、Ｎ工業の協力工場のＳ社に行った時

④徹底された教育

ないんですよ…」と。

10

た「Ｎ工業独自の労務管理」があったのであ

社食もないし、社員旅行なんてやったことが

いないから…。
」
「ウチは、寮も社宅もないし、 しまった。

てから、Ｎ専務を囲んで話を伺うことになり、

だった。当日一通り社内見学させていただい

誇っている優良企業とのこと。誘われた私は、 成長していきたい」という人間の本質的欲求

99

電気とシステムの総合コンサルタント

手みやげに一番

日本貿易振興機構（ジェトロ） 千葉貿易情報センター
☎043-271-4100
043-271-4480
http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/chiba
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1
ワールドビジネスガーデン（WBG）マリブイースト23階

野村 忠史

２ 間接輸出と直接輸出のメリットと
デメリット

ナビ

22
夢シティちば 2017年₇月号
夢シティちば 2017年₇月号
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中小企業診断士

Q
Ａ

企業診断
小

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

ちーバル２０１７説明会
平成 年６月 日にちーバルに
参加していただく協力企業並びに
参加店舗向け説明会を実施しまし
た。ちーバルは当日限定の「１ド

ホテル千葉において、千葉市中心

するイベントです。今年からアプ

オリジナルメニューでおもてなし

リンク＋１フード」を基本にした

市街地まちづくり協議会理事会・

リ機能が導入され、年間を通じて

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

者による投票により、人気ナンバ

可能となったほか、ちーバル参加

参加店舗の情報を発信することが

第 回定時総会が開かれました。

去る６月 日㈪、三井ガーデン

21

な企画が盛り込まれています。

議し、原案どおり承認されました。 ー１の店舗を決定するなど、新た
総会終了後の懇親会では、熊谷
市長、千葉商工会議所木原専務理
事をお迎えし、中心市街地の今後

まちづくり協議会新役員
正副会長 （順不同・敬称略）
会 長 ちば未来

鈴木

泰伸

喜久

会長 
竹内惠智郎
副会長 塚本總業株式会社千葉支社
常務取締役副支社長
平野 裕一

副会長 千葉商工会議所
功
	常務理事 河野

問 （敬称略）

理事相談役

理事アドバイザー （敬称略）
千葉市中央地区
商店街協議会

顧

千葉商工会議所
副会頭  望月
会計監事 （順不同・敬称略）
公益財団法人
千葉市産業振興財団

10月29日㈰ ちーバル ちば祭り

29
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彰英

中央蓮池・栄町・

一弘

10月25日㈬ 富士見１エリア

の在り方の意見交換がおこなわれ

富士見２・

たほか、ちーバルのＰＲなどもあ

10月18日㈬ 本千葉町エリア

12

29

21

10月11日㈬ 西口・北口エリア

28

りました。

10月₄日㈬ 裏チバエリア

理事長  北村
千葉信用金庫本店
執行役員本店長
鳥海

10月₁日㈰ 千葉みなとエリア



ちーバル2017
日 程

19

まちづくり事業情報

千葉市中心市街地まちづくり協議会
理事会・第19回定時総会・懇親会

単会中

単会から

当日の千葉大会には、関東１
都８県、全
77

８０６名の他、県内会議所 単会

80

し、元ＮＨＫアナウンサーであり、
現在千葉市男女共同参画センター
名誉館長の加賀美幸子先生から
「こころを動かす言葉」
についての
「ふろしき王子」
こと横山功先生に
敷を使用したデモンストレーショ

藤沢関東商工会議所女性会連合会
歓迎のご挨拶、又ご来賓では森田
ンが行われ、会場は終始和やかな

よる
「ふろしきで防災」
では、風呂

千葉県知事、熊谷千葉市長、藤井

報告
（案）
および収支決算
（案）
、平
山下一史指揮のもと千葉交響楽団

地元桜林高校による和太鼓演奏や、

記念講演会終了後の懇親会では、

雰囲気でした。

ました。議案は、平成 年度事業

関東経済産業局長のご挨拶を賜り

会長のご挨拶の後、粟生副会頭の

皆さんにお集まりいただきました。 ご講演に感動をいただき、続いて、

会頭はじめ、
役員併せ、
８３０名の

15

成 年度事業計画
（案）
および収支

28

予算
（案）
について審議し、すべて
統郷土料理研究会による太巻き祭

によるオーケストラ演奏、千葉伝
りずしの実演をし、大盛況のうち

つるし雛

横山先生

に終了しました。

定時総会開催

千葉商工会議所女性会

第 回

藤井局長

総会終了後、記念講演会を開催

森田知事
熊谷市長

５月 日㈮、当女性会では、当所 階第一ホールにて、
平成 年度第 回定時総会を開催いたしました。

42

加賀美先生

は埼玉県となりました。

原案どおり承認され、次回開催地

29

藤沢会長
粟生副会頭

髙梨会長挨拶の後、
石井会頭、
熊
谷市長のご挨拶を賜りました。議
案は、平成 年度事業報告
（案）
お
よび収支決算
（案）
、平成 年度事

都心整備課課長の那須様による「千
葉駅周辺の活性化グランドデザイ
ン」
についてご講演いただきました。
講演終了後、
懇親会を開催し、
講
演に関する活発な意見交換も行わ

千葉市中心市街地まちづくり協議会竹内会長

業計画
（案）
および収支予算
（案）
に

14

れ、終始和やかな雰囲気で交流を

青年部中村会長

ついて審議し、原案どおりすべて

お見送り

深めました。

望月副会頭

29

承認されました。また、規約改正

石井会頭

に関する件、新入会員
の会費に関する件、役
員選任
（案）
に関する件
についても、原案どお
り承認され、総会は無
事終了しました。

熊谷市長

42

28

総会終了後、千葉市

髙梨会長から花束贈呈

29 12
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集合
太巻き祭りずし

６月２日㈮、 当女性会主管で、 関東商工会議所女性会連合会第32回総会
千葉大会を、 東京ベイ幕張ホールにて開催いたしました。
懇親会場
千葉交響楽団

髙梨会長
佐藤会長
桜林高校
山下指揮者

女性会
編集：千葉商工会議所

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

関東商工会議所女性会連合会

第32回総会千葉大会開催

ハープ・フルート演奏

「千葉の親子三代夏祭り」

20

〈出店店舗募集〉
中央公園周辺エリア一帯を歩行者
こし、踊り、太鼓、よさこい等のパ

行委員会として、私たち千葉商工会
昨年は、実行委員会に初参加で千
フォーマンスが繰り広げられ、多く

天国にして、パレード、武者行列、み

葉開府８９０年を記念した武者行列
の来街者が見込まれています。
出店して、一緒に祭りを盛り上げ
ましょう！

た甲冑体験コーナーや武者行列・パ

んな団体と一緒にパレードをしまし

栄町からきぼーるに向けて、いろ

〈パレード参加団体募集〉

レードの運営・参加、飲食店経営メ

げましょう！

テージでのパフォーマンスで盛り上

中央公園ステージやストリートス

〈ステージイベント参加者募集〉

ょう！

して地元千葉にアピールしてみませ

うちわなどに団体名や企業名を掲載

ポスターやパンフレット、看板や

〈協賛絶賛募集中〉

をお願いいたします。

ます。詳細はそれぞれの媒体で確認

容をこちらでもご紹介したいと思い

内が掲載されていますが、簡単な内

市政だよりやホームページでも案

に関わり、盛り上げて参ります。

おどりなど昨年以上にに様々なこと

参加、そして最後みんなで踊る千葉

ンバーの出店、メンバーのステージ

今年も、千葉開府９００年へ向け

ました。

行い、大盛況で終了することができ

の広場での飴や花飾りの配布などを

や甲冑体験コーナーの運営、みんな

議所青年部も参加しております。

「千葉の親子三代夏祭り」
に夏祭り実

今年も８月 日（日）に行われる

5月定例会 YEGオリエンテーション開催！
んか？

平成 年５月 日（水）千葉商
17

部会議など諸会議の重要性、定例
説明して頂きました。こちらも第

会を開催させるまでの流れなどを

定例会 ＹＥＧオリエンテーショ
１章と同じく基本的な事ではあり

プライアンスについての研修も同

企業でも応用できるモラルやコン

葉芸術花火大会の概要説明や、自

た、９月に開催予定されている千

あたっての準備 実･行方法などを
勉強する説明会を行いました。ま

ＹＥＧ活動の中で事業を進めるに

関わり方の概要などを説明して頂

ントなのか、千葉ＹＥＧとしての

ら芸術花火大会とはどういうイベ

会」について大和田特別委員長か

予定されている「千葉芸術花火大

第３章では今年の９月に開催が

すぐ活かせるような内容でした。

ことによって今後のＹＥＧ活動に

とは」と題し、川上監事から商工
アンスについての研修」
と題し、
昨

最後の第４章では「コンプライ

きました。

会議所という組織の成り立ちや仕
今よく話題に上るモラルやコンプ

ンバーも基本的な事を改めて勉強
間たくさんの事業を行っていく中

新年度がはじまりこれから１年

使えるような内容を説明して頂き

し考えることでこの組織への理解

で、今回のＹＥＧオリエンテーシ

して頂きました。新入会員だけで

がさらに深まり、今後も活発にＹ

ョンで学んだことを会員それぞれ

ました。

ＥＧ活動を行っていく糧となるよ

副会長

秋 元 美 沙

総務広報委員会

と思います。

が自覚しながら活動して行きたい

方とは」
と題し、
小川監事から千葉

続いて第２章では「事業の進め

うな内容でした。

なく現役会員として在籍が長いメ

スライドを使いながら詳しく紹介

我々にできることの可能性などを、 野中弁護士 若･林弁護士からＹＥ
Ｇ活動の中だけでなく自企業でも

工会議所の一員としてのメリット、 ライアンスについて、現役会員の

組み、親会と青年部の関係性、商

まず第１章として「商工会議所

時に行いました。

組織や活動に関しての説明や歴史、 ますが改めて組織の形を共有する

ンを開催いたしました。ＹＥＧの

工会議所 階第１ホールにて５月

29

14

ＹＥＧの委員会 執･行部などの組
織について、委員会 理･事会 執･行

〈新入会員紹介〉

理容業

中村会長挨拶
川上監事による商工会議所の説明
小川監事による事業の進め方の説明
野中･若林弁護士によるコンプライアンス研修

28
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☎043－246－2864

☎080－5016－5629 損害保険、生命保険、ＦＰ相談

ダンサー派遣、イベント企画、
インストラクター

☎043－305－4245

イタリアン料理店

Hair

（アドバンズドヘアー）

AdVanced

㈱エムアイエス

☎043－261－2321

Diamond Bellydance Company

トラモント）

伸也

榊原

直也

杉村

（マミ）

克典

福井

（ダイヤモンド ベリーダンス カンパニー）

Osteria Tramonto

（オステリア

（さかきばら しんや）
（すぎむら なおや）

Mami

（ふくい かつのり）

編 集： 千葉商工会議所 青年部
総務広報委員会
URL
http://www.chiba-yeg.jp
Eメール yeg@chiba-yeg.jp

千葉YEGは今年も参加します！

青年部通信
千葉商工会議所

人間尊重を基本理念に生産性を向上する
～県下の生産性運動を推進する
千 葉 県 生 産 性 本 部
人が育つことで企業・組織、そして社会の生産性向上に結
びつきます。経済社会が活性化していくために、
生産性を向
上させていく推進母体として、
積極的な活動を続けてきた千
葉県生産性本部。相見健司事務局長にその理念と活動内容
についてお伺いしました。

千葉県生産性本部とは

〒260-0026

千葉市中央区千葉港4番3号
千葉県経営者会館5階
TEL：043-246-0718
FAX：043-247-4025

日本生産性本部は、１９５５
（昭和 ）
年３月、
「生産性向上対策に関する閣議決定」
に基づき
設立されました。
生産性運動の推進にあたって、運動の基本的な考え方として、①雇用の維持拡大、②労使の
協力と協議、③成果の公正な分配――という
「生産性運動３原則」
を設定しました。この３原則
には、当時の時代背景として、生産性運動の推進には労使の協力が不可欠という気持が込めら
れています。
日本生産性本部は、企業、労働組合、学識者の三者により構成され、戦後の日本経済の自立
と発展に貢献してきた生産性運動の 中核組織として、産業界を中心に生産性向上と国民生活の
向上に大きな役割を果たしてきました。
千葉県の産業界においても、こうした機関が県内にも必要だとして、１９８２
（昭和 ）
年、
千葉県生産性本部を設立。以来、日本生産性本部はじめ全国 の組織と連携して生産性運動を
展開し、県下企業組織の生産性向上に取り組んできました。
現在は、①生産性運動の
「３原則」
を再確認し、人間尊重の基本理念に立って、その深化と具
体化を図る、②福祉千葉県を目指す豊かな郷土づくりの県民運動を引き続き推進する、③労使
関係を中心に事業を展開し、雇用環境の改善を図る、④
（公財）
日本生産性本部と連携し、時代
の変化に呼応した諸事業を展開する――という４つの活動目標を掲げています。

千 葉 県 生 産 性 本 部

生産性本部の具体的な活動

との相対的な割合です。つま

ービスなどの生産物／産出）

が、国際的に見ると、就業

高まってきてはいるのです

日本の生産性は近年徐々に

より」という、常に革新を求

の前に、まず生産性とは何か

り、生産性とは、あるモノを

時間当たりの労働生産性は

が、生産性とはこのような生

ということからお話ししたい

作るときに生産要素がどれだ

２０１５年の時点でＯＥＣＤ

める精神の状態が生産性運動

と思います。生産性の代表的

け効果的に使われたかという

産要素を投入することによっ

な定義は「生産性とは、生産

加盟 カ国中 位です。就業

1
者 人当たりの労働生産性も

らの設備を操作する人間も欠

必要になり、さらには、これ

ギー、さらには原材料などが

械設備や土地、建物、エネル

何かを生産する場合には、機

有形、無形にかかわらず、

利用度が低い、つまり生産性

ような場合、生産要素の有効

しまうこともあります。この

く作動せず、故障を起こして

スをすると、工作機械はうま

る人が未熟だったり、操作ミ

を導入しても、それを操作す

ます。産業別に生産性の水準

も生産性の向上は急務と言え

少が確実に見込まれる点から

は今後、急速な生産人口の減

く必要があります。特に日本

るなど、その水準を上げてい

同じく カ国中 位にとどま

のものを生産要素といいます

22

ＤＰの 割はサービス産業が

がわかっています。日本のＧ

ービス業が相対的に低いこと

35
経済システムの構造改革とと

生産性運動とは、様々な社会

千葉県生産性本部が掲げる

維持、成長に対して強いイン

での生産性向上は経済全体の

占めていますので、この領域

サービス産業の生産性が低

パクトを与えることになりま
り、
国際的に調和のとれた、
ゆ

いとされる理由としては、提

もに、わが国、千葉県下の各

とりある豊かな社会を実現し

供するサービスに対して価格
「今日は昨日より、
明日は今日

どが影響し、一定の付加価値

本理念は「人間尊重」であり、 が低く抑えられていることな

ようとするものです。その基

す。

7
企業・組織の生産性向上によ

人間尊重が基本理念の
千葉県生産性本部

が低いということになります。 を見ると、製造業に比べてサ

例えば、最先端の工作機械

20

くことができません。これら

部）というものです。

ある」
（ヨーロッパ生産性本

ことを意味します。

の本質です。

57

て得られる産出物（製品・サ

15

諸要素の有効利用の度合いで

生産要素を有効活用する
ことが生産性の前提

30

30
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特集
人間尊重を基本理念に生産性を向上する～県下の生産性運動を推進する／千葉県生産性本部

特集

幕張ビーチ花火フェスタ2017

群─

感抜
─臨場

千葉市民花火大会実行委員会では、8月5日（土）開催の「幕張ビーチ花火フェスタ2017（第39回千
葉市民花火大会）」の有料観覧席入場券を販売しています。
千葉市のウォーターフロント「幕張の浜」を会場に“国内最大級”2万発の花火が夜空を色彩ります。
今年は、「花火で勇気と感動を！」をテーマに、 新たに音楽と花火に合わせた炎（FIRE FLAME）
の演出、 昨年より大幅にスケールアップした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
マインや尺玉（10号玉）の打ち上げ、 個人協賛によるLOVEメッセージ花火などを企画しています。
臨場感満点の有料観覧席や、
「幕張ビーチ花火フェスタオモロック2017」ライブ鑑賞付きの幕張メッ
セサイド席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。）

能力・スキルアップを継続的

ＩＴ投資に加え、働く人材の

す。今後は規制改革や更なる

が得られにくいことも一因で

を取り上げ、議論の場を提供

の取り組むべき最新のテーマ

ーカーにお招きし、その時々

済界、労働界のトップをスピ

今年度は新潟県内の老舗企業

会」
（視察会）を行っています。 もと豊かな土地柄だった面も

として、
「持続的競争力研究

両県生産性本部との合同企画

そのほか、埼玉、神奈川の

らかと言うと、千葉県はもと

階であるとも言えます。どち

様々な連携が始まっている段

あり、周囲の地域などと手を

に図っていくことが大切です。 しています。

かもしれません。
「追い込ま

を中心に６社を回る予定です。 携えて課題に取り組んでいく

にも多くある中で、千葉県生

れてから」受身的に連携を進

また、東京にある日本生産

産性本部は規模は小さくとも

めるのでなく、自ら主体的に

また、働き方を改革する中で、

社員に至る各階層別の公開教

個性を持って独自の取り組み

新しいテーマを掲げて連携し、

という風土があまりなかった

でにはない新しいモノやサー

育研修や人事制度や業務改革

をしていきたい。テーマを生

結果を出していくというアプ

千葉県内には経済団体は他

ビスを考え、顧客に受け入れ

をはじめとした各種コンサル

産性向上に絞って存在感のあ

ローチもこれからは必要では

性本部では経営幹部から新入

られるような取組みを続け、

ティング事業を幅広く行って

る団体となりたいと思ってい

ないかと思います。

小さなことでも良いので今ま

姿勢が求められると思います。 います。私どもの会員様が抱

生産性を上げていこうとする

えている経営課題に対して適

ます。

一例を挙げると、鴨川市で

切な提案ができるように、こ

れら事業への橋渡しをさせて

した「誰もが住みやすい町づ

シンポジウムや
セミナーを中心に活動

千葉県の地域特性としては

くり」
に取り組んでいます。
も

は２０２０年東京オリンピッ

人は同じ職場で同じような

東京と隣接していることで都

ともと医療や福祉領域では高

ポテンシャルが高い千葉県と

政の４者が参画する非常にユ

仕事を続けていくとどうして

市機能も充実しており、かつ

い力を持っていましたが、超

いただくことにも注力してい

ニークな組織です。具体的な

も視野が狭くなり、かつ閉塞

自然豊かな場所が多い。多く

高齢化社会の中で東京が今後

現在の会員団体は 。労働

活動としては、シンポジウム

感も出てきてしまいます。そ

の方が言われるように千葉の

賄いきれない医療・介護の受

ク・パラリンピックを契機と

やセミナーの企画、開催が中

こで、自己のキャリアの節目

可能性は非常に高いと思いま

け皿となるべく、先進的な取

66

我々の役割

心です。セミナーは会員月例

などに異業種のメンバーが集

す。

組みを周辺の地域と連携を図

ます。

研究会として毎月１回開催し

まる研修に参加することが、

ある意味、「日本の縮図」の

組合、学識経験者、企業、行

ています。先進的な事例や有

今までの棚卸しや新しい知識

夢シティちば 2017年₇月号

益な情報を紹介する講演を通

33

りながら既に動き出していま

■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）

という切り口でお手伝いをし

http://chiba-hanabi.jp/
■花火大会に関して：NTTハローダイヤル

ています。

＜公式ホームページ＞
＜お問い合わせ先＞

ようなエリアで将来に向けた

・海上花火はご覧いただけません。

※5月26日（金）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。

や知見を獲得できるだけでな

（幕張メッセ駐車場内）

・尺玉をはじめ大玉が目の前に打上がる迫力満点の花火観賞

じて、労使のトップやリーダ

前売り
エリア。
６,000円 ・花火大会前にお笑い・音楽ライブをお楽しみいただけます。

す。こういった取組みに対し

メッセサイド席

＜ビーチ席Aのみお取り扱い＞
◆JR東日本
（千葉駅、蘇我駅の各みどりの窓口）
◆NewDays（ペリエ千 葉 中 央 改 札 内
南店、ペリエ千葉中央改札外店、ミニ
幕張本郷１店、蘇我店、海浜幕張中
央店、海浜幕張北口店、ミニ検見川浜
1店、ミニ稲毛海岸1店）
◆千葉市産業振興財団
（₉時〜17時／土日祝除く）
【ビーチ席、シーサイド席、メッセサイド ◆千葉市観光協会
◆千葉商工会議所
席のお取り扱い箇所】
◆ホテル ザ・マンハッタン
◆JTBエンタテインメントチケット
◆アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉
WEB http://www.jtb.co.jp/ticket/
TEL 0570-030311（10:00～18:00） ◆ホテルニューオータニ幕張
※セットプランのみの販売
店頭購入 JTB支店・JTB総合提携店
◆チケ探
【スタジアム席のみお取り扱い箇所】
WEB http://ticketan.net/
◆千葉ロッテマリーンズ
【ビーチ席、シーサイド席のお取り扱い箇所】 WEB http://www.marines.co.jp/
店頭購入 ZOZOマリンスタジアム窓口
◆幕張ベイタウン商店街振興組合
（販売時間10時～17時／月曜日定休）
（パティスリータルブ）

成長の余地はまだまだあるで

1,500円 ・ビーチ席Cとなりの観覧エリア

く、その後の成長に向けた気

シーサイド席

既に地域によっては人口が

・全席指定席
・ビール等の立ち売りがあります。
2,500円
・大型スクリーンで海上花火を放映。（音楽花火の演出、海
（ZOZOマリンスタジアム内）
上花火は大型スクリーンでご覧下さい。）

スタジアム席

ーの方が同じ情報を共有、議

・海上花火が目の前に見える海岸沿い中央に位置する観覧エ
リア

ても私どもは「生産性向上」

3,000円

しょう。

ビーチ席C

【ビーチ席のお取り扱い箇所】
＜ビーチ席A、Cのお取り扱い＞
◆千葉モノレール
（千葉みなと駅、
千葉駅、都賀駅、千城台駅の各窓口）
◆ホテルグリーンタワー幕張
（１1時～１８時 駐車場はございません）
◆ホテルスプリングス幕張
＜ビーチ席A、シーサイド席のお取り扱い＞
◆ホテルフランクス

づきや刺激を得られる格好の

ビーチ席A

【全席種取り扱い箇所】
◆チケットよしもと
・WEB http://ticket.yoshimoto.co.jp
・電話予約 0570-550-100
（※要Yコード・24時間受付）
・店頭購入
ファミリーマート店舗
（Famiポート）
、
よしもとの劇場窓口
◆チケットぴあ
・WEB http://t.pia.jp/
・電話予約 0570-02-9999
（※要Pコード・24時間受付）
・店頭購入 セブン-イレブン、
サークルＫサンクス、ぴあ店舗
◆ローソンチケット
・WEB http://l-tike.com/
・電話予約 0570-084-003
（※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

論できる場を設けていること

徴

機会となります。その意味で

特

・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
4,000円
火観覧エリア。

が大きな特長です。年に 回

販売額

減少しているところがあって、 ていくことが出来ればと考え

販売箇所について

公開研修への参加については

★有料観覧席情報★

ほど開催するシンポジウムで

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）

生き残りや成長を探るために

※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

2

積極的にお勧めしています。

幕張海浜公園（千葉市美浜区美浜１）

は、県内自治体首長や地元経

8月5日（土）19:30～20：30

称

人間尊重を基本理念に生産性を向上する～県下の生産性運動を推進する／千葉県生産性本部

（第39回千葉市民花火大会）

券
席入場
覧
観
有料
売中！
絶賛発

名
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