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Tatekawa Blood

平成30年度税制改正大綱（与党）の注目点

立川志らく・立川談笑

観光立国を目指すアルゼンチンについて

二人会

出 演：立川志らく、立川談笑、松元ヒロ
ゲスト：松岡慎太郎、松岡ゆみこ

最近の健診・検診の話題

故立川談志が思う落語の極致を引き継ぐ
出演者が見せる。長男慎太郎氏と
長女ゆみこ氏を交えて贈るトークも…

千葉商工会議所 女性会の活動
千葉商工会議所

青年部通信
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夢シティちば 2018年₃月号

今月の表紙

編集者のひと言

今回は、株式会社はせべの本社工場にある
「殻付き焙煎機」
です。工場内には、30年以上前から稼働する殻付き焙煎機
が4基あり、１基当たり55kgの落花生を約1時間かけて焙煎
します。工場に運ばれ手作業で選別された殻つきの落花生は、
職人さんが豆の状態、その日の気候によって焙煎する時間を
見極めて煎りあげます。落花生の味が決まるこの作業はまさ
に職人技。千葉の銘菓として全国に知れ渡る落花生は、こう
した機械と職人の技によって支えられています。

撮影／明角和人
（明角写真事務所）

当所では、千葉市経済の実態を把握するため、定期的に景気動向
調査を実施していますが、近年人手不足に関するお声を多く頂戴します。
そこで、今年度は新たに、新規学卒者のみならず、女性や高齢者、外
国人など多様な人材と会員企業との出会いの場を提供するため、合同
就職説明会などを開催してきました。ご参加いただいた企業のなかには、
採用にいたったところもあり、当所の活動が少しでも役にたったのだと、
嬉しく思っています。今後も、少しでも多くの方に、魅力ある千葉市内
の企業を知ってもらえるよう、力を入れて取り組んでいきます。
（企画広報課A.Y.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

好評発売中

ご予約
お問合わせ

13

１8：3０開演
全席指定 3，
6００円

好評発売中！

船橋市民文化ホール
☎047-434-5555

/音楽工房キャップス ☎０４３-２２４-１７１０
〒２６０ - ０８５５ 千葉市中央区市場町2-9-302

金

F a x . 043-224-0468

http://www.on-caps.co.jp
※料金は税込。未就学児入場不可。

「幸せへのチャレンジ」を経営理念に
お客様の生活の基盤を支える

塩化ビニールパイプに着眼し

めた時期でもあり、腐らない

ニール製のパイプが丁度出始

代でした。そんな中、塩化ビ

や鉛管が多く使われている時

２個入りの蛇口を母は何も知

時のエピソードとして、一箱

なっていったとか（笑）
。当

親父がいる」と次第に評判に

の間でも「あの店には堅物の

たそうです。途中で気づいた

らずに一個の値段で売ってい
開店してもなかなか軌道に

父は母に、いつからかと尋ね

たそうです。

代表取締役社長

金子 和彦

地域のお客様に商売を育ててもらって

お客様のアドバイスで
在庫の種類を増やす

ここまでたどり着いた
商売に向いていないと
思われた堅物の父が開業

乗せることができず、 か月

た。元は技術系のサラリーマ

管材卸として個人創業しまし

に、私の父である金子和男が

うのを見ていたので、商売は

が、売れ残ると廃棄してしま

貨店を経営していたのです

倉市で食料品などを扱った雑

を扱うか。昔、父の両親が佐

に、
「こんな商品を入れた方

買い物に来てくれたお客様

する知識もほとんどない中、

暮らし向きでした。材料に関

言うまでもなく貧しい日々の

で貯金は底をついてしまい、

二人で笑ったそうです。

宣伝広告費になったね！』と

ほど前からだったと…『いい

ましたが、全く覚えていない

商売といってもどんなもの

ンだったのですが、
「同じ人

ほぼ素人の父にとって、扱う

がいいよ」と教えてもらいな

当時、井戸屋さんは井戸用

当社は１９５８（昭和 ）

生ならばより多くの人々と関

商品が腐らないということは

がら、在庫の種類を少しずつ

の穴開きパイプを、鉄工所で

年 月、千葉市中央区道場北

わりたい」との思いから、そ

とても重要なことでした。当

増やしていきました。お客様

友人は揃って「おまえは商売
には向いていない」と大反対
されたそうですが、そんなこ
とは無いと強い決意を持って
の開業だったと聞いています。
父がたった一人、相談した
のが母でした。当時、私を身
籠っており、生まれてくる子供
の顔を見ると決心が鈍る、生ま
れるその前の正月に、父は母に
尋ねました「３度の飯が２度に
なってもいいか」と… 母はそ

ミで広がったようです。

り、井戸屋さんに次第に口コ

賃をもらうだけにした事もあ

のパイプの価格も少しの手間

良い角度を研究したとか。そ

の刃先も自分で研磨して丁度

始めました。穴開けのドリル

けて店頭に立て掛けて販売を

た父は自分でパイプに穴を開

です。そこで機械が得意だっ

結構、お金がかかったらしい

なりの数を開けるのでこれが

もらうのが一般的でした。か

一か所 幾らかで穴を開けて

アイディアを駆使して
製品などをつくる

れには商売がいいと考えまし

時の水道関係の排水管は土管
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た。けれども父は超がつくほ
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株式会社金子機材

～水を中心とする機材や住宅設備機器の販売業〜

千葉市中央区祐光3-3
TEL：043-224-7711
事業内容：住宅設備機器、配管機材、空調機
器、エアコン、ポンプ類、給湯器、エコキュー
ト・エコジョーズ、衛生機器等々の卸売販売。

千葉市を中心に、住宅設備機器、配管機材、空調機器、衛生機器など
を販売する金子機材は創業から今年で 年を迎えます。
「縁あって この
会社に携わる全ての人々が、皆幸せになっていける企業」を目指す、株式
会社金子機材の代表取締役社長 金子和彦氏に伺いました。

〈DATA〉

60

ど堅物でした。父の親兄弟や

7

っとうなずいたそうです。
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株式会社金子機材
1958（昭和33）年、
千葉市中央区道場北で個人創業。1963（昭
和38）年、有限会社金子機材商店を設立。1970（昭和45）年、
千葉市中央区祐光に新社屋（延面積989m²／3階建）を建設して
移転。1999年（平成11年）
、金子和彦氏が２代目社長、金子和男
氏は会長に就任。

談話室
Vol.169
〈Profile〉

経営
「人と話すことが大好き。自分の人生は一つだけだけれど、人と話せばその人の人生にふれることがで
きる。学ぶことが多いですね」と語る金子社長。
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会員情報プラザ

探偵業のプロフェッショナルが集結
当社が誇る総合調査力

愛晃リサーチを選択するべき理由

通って来ていましたが、堅物

ンプ会社の営業マンが何度も

うになりました。井戸用のポ

引先との信頼関係も築けるよ

お客さんだけではなく、取

『やっと恋人を連れてきたね』

会社の社長は自社の営業に

した時の事です。このポンプ

業とポンプ会社の工場を視察

て約一年が経ち、父がその営

子を見定めていました。やが

父は、井戸屋さんを一堂に集

そうです。早速、帰ってから

製品を取り扱う事を決意した

くりへの情熱に感銘を受け、

とポンプ会社の社長のものづ

と言ったそうです。この営業

販売をし続けました。

父は取付けを手伝いながらの

と懇願したそうです。そして

のメーカーを扱って欲しい』

めて『私が責任を持つからこ

会社のリフォームで真っ先に

明るい環境も大切と考えて、

した時の事です。どこのお取

手掛けたのが社員スタッフの

をするアルバイトとして同行

引先でも歓迎される。時には

で慎重な父は、なんと暫く様

お客様との強い絆を築き上げる
仕事に魅力を感じた

きも用意しています。

我社は、今まで社員にノル

マを課したことがありませ

ん。
『がんばれ！』
の文字もあ

りません。あるのは『チャレ

夢シティちば 2018年₃月号

ンジ！』今後も身の丈を考え、
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大金興業株式会社

〒266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町 3−78
TEL 043-291-0161 FAX 043-291-2846
http://www.daikin-i.com

使用済み天ぷら油の
回収お申し込み方法など
詳しくは弊社HPから!

正しさよりも
明るさを大事にする

千葉市花見川区幕張本郷1－11－3 ワコービル2Ｆ
TEL：043－275－1757 FAX：043－275－1758
E-mail:soga@sogaoffice.jp（曽我宛）
info@sogaoffice.jp（事務所宛）
ホームページアドレス http://www.sogaoffice.jp

水・住まい・環境に取り組む会社です。

11

目の前のことをこつこつとし

主催／曽我社会保険労務士事務所

１９９９年
（平成 年）
に、

メール（info@sogaoffice.jp）、又はＦＡＸ（043－275－1758）にてお申込みください。

っかりやっていきたいと思っ

環境活動はもう始まっています!

『お客様の喜びは私の喜び

私たちの身近なところで

代表取締役を二人にして、私

活用されています。

ています。

千葉市の公用車（ごみ収集車）で

が社長職を引き継ぎ、父は会

バイオディーゼル燃料は

長に就きました。

弊社でリサイクルして製造された

私の喜びは我が社の喜び

曽我 浩 氏
低賃金・長時間労働では有能な社員は来ない。賃金と並んで不満が多い有給休暇。有
給休暇取得率が５０％に満たない日本。政府も労働組合も見逃している「労働時間短縮・
有給休暇の意義」について問題提起。有給休暇完全取得こそ、日本経済回復のコロンブ
スの卵。
講師 特定社会保険労務士

ぜひあなたのお店もリサイクルにご協力ください。

父の座右の銘は「正しさよ

「労働時間短縮こそ景気回復のコロンブスの卵」

とても身近なバイオマスエネルギーです。

我が社の喜びは社会の喜び』

小松 易 氏
かたづけは、整理・整頓・掃除という概念をこえて、情報・仕事の整理・整頓にも応用で
きるスキルです。かたづけのスキルを身に付けることで、時間を有効に活用し、仕事の生産
性・質を高め、自分がすべきことの優先順位を的確に考えることができるようになります。企業
の経営者や人事担当者様が、社員のかたづけ研修を実施して、成果をあげており、今後人
材育成に有効なコンテンツの１つになることは間違いございません。内容は、
「モノ」のかたづ
けの基本と応用編として「仕事（コト）
」の整理の仕方を体験して頂ける内容です。
講師 日本初のかたづけ士

環境にやさしく、CO2の削減に役立つ

りも明るさを」
。正しさを人

「仕事力アップであなたの会社を変える！“片づけ講座”
」

に押し付けたら攻め心が出る。 を社是に掲げて幸せの連鎖を

その他の再生燃料として生まれ変わります。

軽油代替燃料「バイオディーゼル燃料」や

繰り返しながら、この事業で

電 話：043－296－1122
参加費：2,000円／懇親会費：4,000円

いかに明るくするかが大事だ

そのまま捨てれば廃棄物ですが、リサイクルすると

千葉市美浜区ひび野２－１０－３

社会貢献していきたいです。

場 所：ホテルグリーンタワー幕張（JR海浜幕張駅前）

ということを常に話していま

お料理に使用した天ぷら油はどうしていますか？

※18:00以降に懇親会を予定しています。

した。

日 時：平成30年3月27日
（火） 15：00～18：00

休憩所と更衣室でした。オン

新春経営セミナーを開催します

お茶を頂いたり、ジュースも

心は少年でいたい。固まってしまうのは
嫌なんです。新しいものは好きです。事
業に直接関係ない展示会などでも何か
ヒントを求めて足を運びます。

オフが出来る環境を整えたい。

Ｑ 好きな言葉は？
Ａ「大人少年」でしょうか。歳はとっても、

頂戴する。お客様とのこの強

㈱ハウスコム タバコ×

横目で睨んでいました。
（笑）

㈲ジ－ティ－シ－ タバコ○

コーヒーもミルで挽いて淹れ

施工

い絆は何だろうと衝撃を受け

Tel：043-371-4541

Email：goldenvenus@mbr.nifty.com

若かりし頃、私は敷かれた

千葉市美浜区幸町2-11-10-103

られます。私が好きなのもあ

ASIAS アンジュお助けクラブ

ました。父が創業以来積み上

うです（笑）
。でも、父が亡くなった直
後は、寂しさと、今思えば突っ張ってい
たのでしょうね、よく外へ飲みに行きまし
たし、
いろんな会合にも顔を出しました。
時に自ら酒席を作って…肩に力が入っ
ていましたね。

レールを進むのに若干の抵抗

すが、ご自身は？

Ａ その才能は父が持って行ってしまったよ

父が積み上げた
人間関係に感動

＊お見積りいたします

Ｑ 先代はお酒が好きだったそうで

（笑）
。軽食の買い置
げてきた人間関係に感動して、 りますが

		

１㎡当たり ￥１400.
床面積４５㎡で床だけなら ￥63,000.

がありました。自分自身は建

料金

本当に父はよく働く人で、

愛晃リサーチは、
東京・千葉・神奈川・埼玉・山梨の
弁護士協同組合特約店です。

この頃から私は会社を継がせ

ゴルフコンペを1985（昭和60）年から年
₂回開催し、2011（平成23）年は、 本当
は第50回記念大会でしたが父が他界し
追悼大会に。その後もメーカー、お客様
との親睦会として今でも続けています。

築家になりたいという夢を持

交通事故調査

日曜祭日も無く働いていまし

防犯カメラの設置業務

て頂きたいと思うようになり

盗聴・盗撮器発見調査

Ｑ 趣味は？
Ａ ゴルフも好きです。「どんぐり会」という

っていましたが、父が打ち込

同業他社の動向調査

た。休みの日、お客様を接客

取引企業の信用調査

ました。

債権回収の為の資産調査

んできた仕事を改めて知る機

暴力団介入調査

した後シャッターを降ろそ

機密漏洩の確認調査

で出かけます。映画も観ます。先日は
「５
パーセントの奇跡」
を観てハンディを乗り
越える生き様に感動しました。妻を喜ば
せることは大切だと思っています。（笑）

うとすると次のお客様が来る、 会がありました。

背任・横領の確認調査

Ｑ 休日の過ごし方は？
Ａ 美術館、演劇鑑賞、演奏会など夫婦

学生時代に、当時父が経営

退職者の現況調査

Q &A
この繰り返しに出掛けたかった

社員の素行調査

2. 人体には無害です。食品添加物にも認可されています。
3. 菌が死滅するときに出す毒素も、分解・無害化します。
4. 害虫やゴキブリには効果ありません。
5. 拭き掃除程度では効果は変わりません。

金子社長

するこの会社で、配達の助手

社員採用調査

1. 太陽光や照明光に当たると、抗菌・消臭・環境浄化機能を
発揮し、室内外をクリ－ンアップします。

妹と私はその度ごとにお客様を

長年積み上げて来た「キャリア」と叩き上げの
「スキル」は本物です。

光触媒コーテｲング

夢シティちば 2018年₃月号

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〜

株式会社千葉産直サービス
代表取締役

▲千葉産直スタッフと（冨田社長：前列中央）

千葉県千葉市若葉区愛生町146番地の1
TEL 043-254-7791（代表）

【事業内容】
無添加・加工食品製造、 企画開発、 卸売業

年代中頃になると、マイワシが豊

マイワシ豊漁で
元祖「とろイワシ」缶開発

旬の食材を利用して無添加の缶詰をつくることで、食の豊
かさと文 化を提 供してきた千 葉 産 直サービス。 冨 田 正 和 代
表取締役にお話を伺いました。

千葉市を拠点に
産直ビジネスへ参入

株式会社 千葉産直サービス

役会長の冨田捷治氏）が１９７６（昭
栄養面でも家庭の食卓の大きな味方で

漁となりました。イワシは価格面でも

当社は私の父親である先代
（現・取締

●会社データ●

和 ）年に千葉市若葉区貝塚町を拠点

80

肉を首都圏で移動販売することから始

て創業しました。まずは北海道産の牛

に「株式会社千葉産直サービス」とし

詰の生産を開始しました。現在の当社

（昭和 ）年から元祖「とろイワシ」缶

をつくろう！」という意気込みで、

したので、
当社でも
「おいしいイワシ缶

販売から注文販売に切り替え、 （昭

70

86

協力し合って無添加の寒干し煮干しを

九十九里の人たちと仕事で知り合い、

また商品にも変化がありました。

た商品として、
消費団体に評価され、
次

ですが、無添加やおいしさにこだわっ

はもうニーズがないと言われていたの

年代に入ると、健康ブームから自

ます。

イワシも人気を集めるようになりまし

とした食肉の販売など事業を拡大して
いきました。

東日本大震災後は海産物などへの風

ワシの漁獲高が激減し、２００４（平

ところが２０００年代に入ると、イ

有量を調べ、一定値以上の数値が出た

でいつ獲れたものか、放射性物質の含

した。そこで缶に詰める魚がどの海域

評被害もあり、製造ができなくなりま

成 ）年頃からは価格も高騰して、高

イワシのブランド化
おいしさを缶に閉じ込める

和食文化を
産直ビジネスで担っていきたい

るようになりました。

然食に注目が集まるようになり、また

90

た。当社も通販事業や、鶏肉をはじめ

企業としての大きな転機だったと思い

直〟の商品開発に関わるようになった、

第に軌道に乗り始めました。

実はこの段階で、大きなイワシ缶に

なる商品です。

の看板商品「トロシリーズ」の原型と

61

作ったんです。これが当社自身も″産

売するようになりました。

和 ）年からは消費団体をメインに販

83

めました。 年代の終わりより、移動

51

58

イワシが手に入らない、コストが高い

値も出ず、また消費者の信頼を得るこ
しかし、自社工場の製品数を増加

とができました。
大きな打撃となりました。元祖「とろ

したり、それに伴い工場の増設やリ

何とかしなければいけないと必死で

たばかりで債務もかさむ一方でした。

所を移転して簡易工場や倉庫も新設し

この年にちょうど現在の場所に事務

などして、経営改善を図りながらよう

を開発することで商品の幅を拡大する

もっと一般に買いやすいＡ級品の缶詰

リーズはＳ級品でしたが、そのほかに

的にはかなり辛い時期でした。トロシ

ニューアルに投資していたので、資金

考えた末、イワシのブランド力を上げ

今は産直が大手とそうではないとこ

やく次のステップへ進む準備ができる
缶に閉じ込める。これは缶詰にしかで

ろの２極化時代。当社は小さいからこ

ていくことを思いついたんです。魚を

きないことなんです。２００６（平成

そできるオリジナル商品の開発などを

ところまで到達しました。

）年から素材を追求したトロ缶をシ

獲れたばかりの旬のうちにおいしさを

す。

イワシ」の製造休止になり始めたんで

ことはもちろん、当社のビジネスにも

級魚扱いされることも多くなりました。 ら公表するとしたところ、幸いにも数

16

ナップにしました。そうした商品はス

などバリエーションを持たせたライン

サバなどを水煮としょうゆ味やみそ味

リーズ化しました。イワシ、サンマ、

われるのが最高の褒め言葉ですね。

思想の会社の商品だから買いたいと言

ていきたいと考えています。こういう

守って次の世代へ伝えていく仕事をし

行って、魚も肉も含めた和食文化を

あり、自然食品や通販などでも扱われ

ローライフを心掛ける人々へ訴求力が

18

▲こだわりの調味液を充填
▲新鮮だからこその照り（蒸煮後）

6
夢シティちば 2018年₃月号
夢シティちば 2018年₃月号
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「産直健美」――旬や産地、原料が明確な素材だけ
で 、美 味 を 創 造 す るこ とに情 熱 を 傾 け、食 文 化 を
守り向上を目指します。

冨田正和さん

トピックス

「千葉おもてなしＷｉ Ｆ-ｉ」 が

千葉市は、東京２０２０大会の競技

東京２０２０応援プログラムの認証を受けました！

当所では、千葉県警察、千葉市、東

ちばモノづくりフェア ２０１８ Ｗｉｎｔｅｒ
展示・販売会
めハンドメイド作品の販売を行うもの
は多くの外国人観光客の来訪が見込ま

モノづくり事業者のステップアップ！
し、訪日外国人が快適に千葉を楽しめ
れています。

開催都市の一つであり、大会開催時に

させて実施したものです。今回、昨年
そこで、当所では、応援プログラム

日本電信電話㈱千葉事業部などと連携

の 月にきぼーるで実施した展示・販

るＷｉ Ｆ-ｉ「千葉おもてなしＷｉ Ｆｉ」を提供しています。

で、会場を「百貨店」にランクアップ

日
どの取組を進め、訪日外国人を呼び込

売会に出展した 事業所のうち、 事

会場にあわせて

業所が出展しました。

ベントは、アート作家をはじめとした
ハンドメイド作品を販売！

また、全国の主要駅や空港、商業施

Ｗｉ Ｆ-ｉスポットで簡単にインター
ネットに接続できるようになるという
ものです。
この度、平成 年１月に、「千葉おも

慮したイベント、前衛的な文化イベン

を活用した訪日外国人のおもてなしな

「千葉おもてなしＷｉ Ｆ-ｉ」は、イ
ンターネットに接続すると、千葉市の
み、活発な消費活動を促進するための

そごう千葉店でハンドメイド作品の展
示・販売会
当所は、そごう千葉店で１月
㈯・ 日㈰の２日間に亘り、
「ちばモノ
多言語情報発信サイト「千葉おもてな
受入体制づくりに取り組んでまいりま

小規模事業者の販売拡大を支援するた

づくりフェア」を開催しました。本イ
しＳＨＯＰガイド」が表示され、市内
す。

アクセサリー小物などの他に、百貨店

当日は日頃馴染みの深い生活雑貨や
という会場にあわせて、アート作家が

設のＷｉ Ｆ-ｉと共通の仕様にしてい
て、一度の登録で、全国約 万ヵ所の

作る華やかでデザイン性あふれるこだ
わりの作品群が来場者たちに好評で、
当日は、約４００アイテムが販売され
るなど大盛況でした。
今回のイベントの結果を踏まえて…

てなしＷｉ Ｆ-ｉ」が東京２０２０応
援プログラムの認証を受けました。

ノづくり で
”つながり、商工会議所と
行政と事業者が一丸となって取り組む
トなど、地域の取組を進めることで、

応援プログラムとは、地域の行事、

ことにより、千葉市を代表するビジネ
東京２０２０大会を盛り上げていこう

千葉商工会議所会員

スポーツを通した国際交流、環境に配

スイベントに育て、地域経済の発展に
というものです。

場は２００名程の来場者で満員の状況

タウンにおける事例発表が行われ、会

町、みんなで応援！ 千葉県経済団体
これを機会としてオリパラに対する

でした。

所連合会会長 ※）の共催で「オール千
理解や関心が一層深まることが期待さ

小林 正英

協議会（会長：石井俊昭・県商工会議
葉で盛り上がろう！」～東京２０２０
れます。
※２０
 ２０年東京オリンピック・パラリン
ピックに向け、県内６経済団体が一丸と
なって大会をもりあげることを目的に設立。

弁理士

「オール千葉で盛り上がろう！」
官民学連携セミナーが開催されました

つなげていきたいと考えています。

地域の小規模事業者と大型店が モ
“

30

小林 正治

１月 日㈬に千葉県、千葉市、一宮

10

大会の成功とレガシーの創出に向けて
～官民学連携セミナーが開催されまし
た。
セミナーでは、
（公財）日本障がい
者スポーツ協会の高橋常務理事の講演
「共生社会実現への道」の他、
オリパラ

東京都千代田区岩本町3−4−5（秋葉原駅５分）
http://www.kipo.jp/

0120 ‑ 06 ‑ 2771
千葉市稲毛区宮野木町1664-11

等経済協議会による取り組み事例発表、
パラバトミントン選手の村山さんによ

索することができます。

の飲食店や小売店等の情報を手軽に検

42

11

8
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16

TEL 03-3866-3327
http://www.ohshima-cp.com

営業センター

る障がい者アスリート雇用についての

街頭防犯カメラ

27

お話、県内大学生によるオリパラに向

講師を務める高橋常務理事

所長弁理士

31

けた取組事例発表、競技会場やホスト

総合防犯設備・用品

28

トピックス

5％以上
9.5％

1％未満
0.9％

上げや設備投資に前向きな企業の法人税負担を軽減
する施策を打ち出すなど、賃上げの後押しを図って
います。

4 ～ 5％未満
11.3％

1 ～ 2％未満
19.4％

3 ～ 4％未満
23.9％

2 ～ 3％未満
35.1％

建設業
95社

製造業
93社

卸売業
73社

小売業
86社

そこで、当所では賃上げを巡る市内会員企業の皆

サービス業
71社

様の現状を把握するため、標記調査を実施しました。

（２）賃上げを行わない理由

（１）平成30年度に賃上げを実施するか

今後の経営環境・経済状況が
不透明なため

61.3％

業績の改善がみられないため

51.9％

社会保険料の増加により
会社負担が大きいため

検討中
18.7％

29.2％

総人件費の増加を抑えるため

25.5％
20.8％

調について「年明け当初、今年は景気

が良くなると考えていたが、その後、

地域の様々な方々とお話を伺う中で、

見通しを変えた。引き続き厳しい状況

が続くのではないか。特に、流通面が

良くなってこないと県内経済も良くな

らない。
」と述べました。

また、働き方改革について、「法の整

備だけでは、この問題は改善していか

ない。経営者、従業員が互いにコミュ

ニケーションを図り、それぞれの企

業の実態に合った取り組みが大事だ。
」
、

そして、賃上げについても、「労使の区

分けということでなくて、地域の実情

に合わせて協議を行うという『千葉方

式』を検討していく必要があるのでは

ないか。
」と述べられました。

最後に、参加者を代表して「今後も

地域経済の課題について、経済団体と

しても連合との意見交換を続けていき

たい。
」と締めくくられました。
左から

㈱千葉日報社 萩原社長
（司会）

県商工会議所連合会 石井会長

県商工会連合会 和泉会長

県中小企業団体中央会 平会長

（オブザーバー）

（※）
中小企業３団体とは、千葉県商工会連合会、 連合千葉 小谷会長

千葉県中小企業団体中央会及び千葉県商工
㈱ちばぎん総合研究所 水野社長

会議所連合会の３団体のことをいう。

すでに他社と同水準の
賃金になっているため

17.0％

研修や福利厚生を充実させるため

実施する
56.0％

実施しない
25.4％

16.0％

原油・原材料価格の高騰

9.4％

他社製品・サービスとの競争激化

8.5％

新商品開発や販路開拓、
設備投資等の優先

4.7％

0％

10％

20％

30％

40％

50％

60％

（４）賃上げの実施方法

70％

80％

（３）賃上げを実施する理由
90.2％

人材確保・モチベーション向上

定期昇給

71.4％

17.9％

最低賃金が引き上げられたため

12.8％

時間外労働の削減による手取り額減少

ベースアップ

30.3％

手当の新設・増額

30.3％

賞与・一時金の増額

14.1％

0％

夢シティちば 2018年₃月号

した３％の賃上げの要請をしております。また、賃

（建設・製造・卸売・小売・サービスの₅業種 各300社）

賃金より雇用維持を優先

11

先般、
政府は経済界に対し、
経済の活性化を目的と

調査期間：平成30年₂月₉日（金）～ 22日（木）
調査対象：千葉商工会議所法人会員事業所 1,500社
回 答 数：418社（回答率27.9%）

緩やかな景気回復基調が続く中で、

その効果を広く浸透させていくために

も、経済の好循環を確実なものにして

いくことが必要であり、その鍵を握る

のは企業の９割以上を占める中小企業

の動向にあるとの認識のもとに活発な

その中で、石井会頭は、景気回復基

議論がなされました。

県内中小企業３団体と
連合のトップが意見交換

今年も春闘の時期を控え、３月１日

㈭、㈱千葉日報社の呼びかけのもと、

中小企業３団体（※）及び連合千葉の

各トップによる、今回の景気回復や働

き方改革、賃上げについての討論会が

当所において開催されました。当所の

石井会頭も県連合会の会長という立場

で参加されました。

賃上げに関する調査

（５）賃上げ引き上げ率

20％

40％

60％

80％

100％

他社より低い賃金になっているため

10.3％

社会保険料の増加による手取り額減少

10.3％

数年来賃上げを見送っていたため

5.6％

物価上昇

3.4％

業績回復・向上

3.0％

政府の賃上げ要請

2.1％

0％

20％

40％

60％

80％ 100％

夢シティちば 2018年₃月号
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月

日㊋

第２５４回常議員会の開催

日㊌

第２５４回常議員会がこのほど開催さ
れ、会議開催に先立ち、日本商工会議所
産業政策第二部長・小林治彦氏を招いて、
「外国人材の受け入れについて」
をテーマ
に中小企業の人材不足の状況や企業の外
国人材の受け入れの現状についてご講演
いただいた。
その後、会議に入り、今回は次の２つ
の議案が上程され、議長は議場に諮った
ところ、すべての議案が原案どおり承認
可決された。
・議案
 第１号「オリンピック・パラリン
ピック特別委員会の副委員長及び委
員の委嘱承認に関する件」
・議案
 第２号「新会員の加入承認に関す
る件」

月

月

日㊏

起業に大切な 「ハート」
当所は、千葉県男女共同参画センター
と共催で、女性向け起業セミナーを開催
し、起業に関心のある約１５名の女性が
参加した。
講師には、会員企業の㈱ボイスコーポ
レーション 代表取締役 阿部ひとみ氏を
お招きし、起業した当時、顧客獲得のた
め足しげく企業を訪問し、信頼関係を築
き上げたことや、経営者にとっての必要
な考え方などについてご講演をいただき、
参加者の起業にチャレンジする気持ちを
後押しした。参加者からは、「自身にとっ
ては有益な内容だった」「女性に特化した
起業講座を多く開催してほしい」といっ
た、起業に対して前向きなお声をいただ
いた。

月 日㊋

第８回 定例会員交流会
当所は、お昼時の交流として行ってい
る第８回定例会員交流会を開催した。
今回は、ＦＳＸ株式会社代表取締役社
長兼最高経営責任者の藤波克之氏を講師
としてお招きし、「おもてなし精神のおし
ぼりで世界に羽ばたく」をテーマにご講
演いただいた。
藤波氏は、「たかがおしぼりと思われる
方もいらっしゃるかもしれないが、我々
はこの１本に出来る限りのことを行って
いる。特に力をいれていることは、デザ
イン・テクノロジーで、おしぼりがいい
ものであることを伝えていきたい」と
語っていた。また、同業者やフランチャ
イズパートナーと協力しながら、おしぼ
りレンタルを伸ばしたいとも語り、おし
ぼりに対する情熱を感じる講演であった。

月 日㊍
インバウンド対策として
「今すぐ」 出来る事を考える

道場店・稲毛店・銀座店

1
月 日㊌
ものづくりに関心のある学生
約 名が参加

東京オリンピック・パラリンピックを
数年後に控え、増加傾向にある外国人観
光客に対応するため、
（一社）ジャパン
ショッピングツーリズム協会の専務理事
である新津研一氏を講師に迎え、「インバ
ウンド対策セミナー」を開催した。
当セミナーは「①インバウンドの基礎
知識」
、
「②私もできる２つのポイント」
、
「③全国の成功事例とヒント」
の３部構成
であり、特に②においては指さしシート
や翻訳ツール等を使用しなくてもできる
こと（日本語でも外国人観光客に笑顔で
話しかけてみる、自分の街・店・商品の
魅力を見直してみる等）を中心に説明い
ただいた。セミナー終了後も参加者が積
極的に新津講師に質問をしている姿が見
受けられ、また、参加者間でも情報交換
が行われていた。

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
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1

電気とシステムの総合コンサルタント

手みやげに一番

1
2

12
夢シティちば 2018年₃月号
夢シティちば 2018年₃月号
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働き方改革 「 のキーワード」

16

10

20
31

16
24

当所は、千葉職業能力開発短期大学校
当所は、中小企業・小規模事業者が深
、千葉県立船橋
刻な人手不足を解決する一助となるよう、 （ポリテクカレッジ千葉）
高等技術専門校にご協力いただき、千葉
働き方改革セミナーを開催した。
市と共催で、ものづくり技術者合同企業
講師には、㈱リクルートホールディ
説明会を開催した。
ングス リクルートワークス研究所 研究
「持続的な経営
員 城倉亮氏をお招きし、
生産年齢人口の減少により、中小企
を実現する『働き方改革』 のキーワー
業・小規模事業者はますます人手不足が
ド」に基づき、「働き方改革を成功させる
喫緊の課題となっており、とりわけ、も
ためには、業務改革と人事改革が一体と
のづくり人材においては、人材の確保が
なった経営改善が必要であること、また、 厳しい。そのような状況のなかで、製造
経営全体の視点でストーリーを作り、課
業等に関心の高い学生を対象に、地元企
題に取り組むことが重要である」との説
業の魅力をＰＲすることを目的に、本説
明があった。参加者は個々の事業経営に
明会を開催した。
照らし合わせながら自社にとっての働き
当日は、ポリテクカレッジ千葉見学会
方改革の必要性と方法論を学ぶことがで
を行った後、会員企業 社による企業説
き、
「課題について整理することができ
明会を行い、参加企業からは「学校のこ
た」「課題解決への一つの手法を知ること
とを知る良い機会となった」「アプローチ
ができた」といったお声をいただいた。
するべき分野の学生がわかった」といっ
たお声をいただいた。
10

1

80

1
1

1・2月
タイムライン

月 日㊌
合同ビジネス交流会を開催
【主催】船橋・習志野・八千代・浦安・千葉商工会議所

月 日㊍
新都心地区会員の
人脈づくりの一助に
当所は、ホテルグリーンタワー幕張に
おいて、幕張新都心地区会員交流懇談会
を開催した。当交流会は、幕張新都心
地区に立地する会員事業所の情報交換、
パートナー発掘、事業連携等に寄与する
ことを目的に２部形式で開催している。
今年度の第１部は、従来の座学のみの講
演会とは趣向を変え、ドローン説明会と
デモンストレーションとなった。
講演会では、㈱千葉測器の中村正見会
長をはじめ４名をお招きし、「ドローンの
概要説明及びデモフライト」が行われた。
ドローンには、ＧＰＳが搭載されており、
操縦の安定性向上が実現出来ている等の
説明を受けた後、ホバーリングのデモフ
ライトが披露された。
第２部の懇親会では、参加者同士情報
交換が行われた。

都市開発・産業政策合同委員会

月 日㊍
提言提出報告
および今後の活動について検討
都市開発委員会（飯沼委員長）および
産業政策委員会（佐藤委員長）は、委員
会で取り纏めた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
会議を開催した。
今年度は昨年度の提言書の深掘りとし
て、①千葉駅周辺の活性化グランドデザ
インの具体化に向けた再開発の促進につ
いて４項目、②中心市街地の活性化と市
内各拠点との連携強化を図る公共交通対
策について４項目を提言し、商工会議所
から市に対する要望書へも全項目の内容
が盛り込まれた。
近年は千葉駅前再開発等の都市開発に
関して主に意見交換を行っていたため、
来年度は産業政策についても調査・研究
を行うこととした。

（無料）

記帳、確定申告等、企業経営における
税務相談全般に応じます。
【日 時】 月 日㈭
時～ 時
【相談員】 千葉県税理士会所属税理士

■税理士による税務相談窓口

専門家による経営の相談窓口
千葉商工会議所では、千葉県税理士会
千葉東支部、千葉県社会保険労務士会千
葉支部のご協力により、税務・労務の相
談窓口を開設しています。

就業規則、労働保険、助成金等、企業
経営における労務相談全般に応じます。
【日 時】 月 日㈭
時～ 時
【相談員】 千葉県社会保険労務士会所属
社会保険労務士

月 日㈮

分 野
経営全般
法
律
経営全般
経営全般
経営全般
経営全般
経営全般
税
務
経営全般
経営全般
労
務
経営全般
経営全般
経営全般
法
律

相談員
大矢診断士
榎本弁護士
石井診断士
大矢診断士
石井診断士
大矢診断士
石井診断士
税 理 士
大矢診断士
石井診断士
社 労 士
大矢診断士
石井診断士
大矢診断士
榎本弁護士

17

経営全般、法律、税務、労務と幅広く

17

■社会保険労務士による労務相談窓口

14

14

ご相談に対応しておりますので、お困り

5

12

のことがありましたら、是非お気軽にご
利用ください。

■中小企業診断士による

日 付
月 日㈮
16

日㈫
日㈮
日㈫
日㈮
日㈫
日㈭
日㈮
日㈫
日㈭
日㈮
日㈫
17 13 12 10 6 5 3 30 27 23 20

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

20

経営の相談窓口
●事業計画の作成について相談したい
●国や
 県の公的支援策を活用したいなど、
経営に関する様々な課題について相
談に応じます。
【日 時】 毎週火曜日・金曜日
【相談員】 大矢たかし（中小企業診断士）

時～ 時

石井 孝昌（中小企業診断士）

■弁護士による商工法律相談
●債権が回収できない

3

船橋・習志野・八千代・浦安・千葉の
県内５商工会議所は、船橋商工会議所で
合同によるビジネス交流会を開催した。
当交流会は商工会議所会員の地域を越
えた事業拡大・取引先の開拓支援を目的
としており、第１部では各事業者が 秒
程度で事業ＰＲ・プレゼンテーションを
行い、第２部では名刺交換・交流を行う
ものである。
当日は 事業所（ 名）が参加する盛
況ぶりで、千葉からは 事業所（ 名）
が参加した。
参加事業者は、会社案内や商品パンフ
レット、持参した展示物などを駆使して
積極的なＰＲや普段交流がない地域・業
種の事業者との情報交換を行い、それぞ
れのビジネスチャンスを広げるため活発
な交流が行われた。

18

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

【日 時】

月 日㈮

時～ 時

提言書提出報告と今期の活動を振り返る

※ご相
 談を希望される場合はあらかじめお電話
で相談日時等をご連絡ください。
※状況
 により相談日以外の相談も対応しており
ますのでご連絡ください。

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
（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
※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。

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

1.11％

4

8

【相談員】 榎本 初雄（弁護士）

要
不
（平成29年4月12日現在）

担保・保証人
利
金

2,000万円以内
設備資金 10年以内
（据置１年以内）

実施中

７年以内

0

融資限度額

利子補給
.5％

マル経融資とは

1

4

4

㈱千葉測器によるドローンのデモフライト

7

66

2

●契約
 に関するトラブルが発生したなど、 【問合せ】 経営支援課
法律上の諸問題の相談に応じます。
☎０４３―
２２７―
４１０３
月 日㈮
時～ 時
17 17

14
夢シティちば 2018年₃月号
夢シティちば 2018年₃月号

15

14 14

（据置１年以内）

運転資金

17
20 16

返済期間

14

3

92

16

60

健

島

達

﨑

エースター㈱
アクサ生命保険㈱
千葉支社

24

代表取締役社長

宮

也
支社長

柴

4

2

新たな議員
議員職務執行者の変更

1・2月
タイムライン

＜ちばインフォメーション＞
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。

わが社の

イチオシ社員

大型バスの運転でお客さまに満足いただける
旅や移動をお届けしたい

や

てスタートして、２０００
（平成 ）
年

当社は特定旅客自動車運送事業とし

テレビ局のロケバス運転士から
大型観光バス運転士へ

観光バス事業を行っています。定員

TEL 043-209-6633

ころ、ご縁があって約１年前にミズノ
興業に入社することができました。

アクシデントに対応するためには
事前準備が必要
もともと車を運転するのが好きでし
た。ロケバスはマイクロバスでしたか
ら、大型の観光バスには憧れていまし
た。
けれども実際に運転してみると、
想

していました。しかし、業務が深夜早

利用する、いわゆるロケバスの運転を

ケの際、タレントやスタッフが移動に

前職はテレビ局などの番組制作のロ

に観光バスの運転を担当しています。

に、緊張感をもって業務にあたってい

際には小さなことを見落とさないよう

が入れない道などもあるので、運転の

つかむまではドキドキしました。バス

の大きさです。後部が長いので感覚を

またコースの指示書が２、
３日前に

ます。

のテレビ局に行き来するのは時間がか

出されますので、道の様子を自分で調

ずにルート変更を行ったり、時間通り

時には遠方まで行くこともあり、先日

主に関東一円が中心となりますが、

大型バスにはモニターやカラオケ、

で働きやすい職場ですね。先輩の運転

社内や職場の雰囲気はとても和やか

現在、当社のバス事業は企業（工
場など施設の視察）や一般用の送迎
が７割、観光が３割といった比率で、
秦さんには観光バス（小学校の社会
科見学などを含む）をメインに担当
してもらっています。
秦さんはとても前向きな姿勢で仕
事に取り組んでいて、お客様からの
評判もいいですね。ベテラン運転士
にもどんどん質問し、コミュニケー
ションを常に図るように頑張ってい
ます。ですから、可愛がられている
のではないでしょうか。当社に限ら
ずバスの運転士には若い人材が少な
いのですが、先輩にもどんどん質問
している。運転士はお客様と直に接
する、いわば会社の顔となる仕事で
すので、ただ運転するだけではなく、
人を好きになって、人のために役立
つという意識を育てていってほしい。
これから仕事に慣れてくると思い
ますが、それに甘んじず、ぜひお客
さまからの声を励みに成長していっ
てほしいと思います。日々頑張って
いるので、将来が楽しみです。

髙木敏一取締役部長

上司からのメッセージ

かり過ぎるため、千葉市内でバス運転

た、サロン対応している車両もあるの

に到着することができます。運転以外

は新潟県の十日町まで行ってきました。

ます。

にそうした目に見えない部分がとても

プライベートでも行ったことのない場

当日急な通行止めに遭遇しても、焦ら

大切なのだと思います。「時間通りにつ

所に行けるという喜びもあります。

冷蔵庫などもありますので、移動中も

います。

たものを引き継いでいきたいと思って

が、先輩たちがここまで築き上げてき

まだ一人前というのは程遠いのです

ら受け継いでいます。

て手は抜けないですね。これも先輩か

ていただきたいという思いから、決し

が、やはりお客さまに快適にご利用し

使うので冬場は少し辛い時もあります

の外側や車内の清掃を行います。水を

入念な点検、運転して戻った後は車両

運転前は事故にならないよう車両の

になりたいと思っています。

います。早く先輩方に追いつけるよう

の様子などは情報交換するようにして

います。どの道が開通したとか、車両

皆さん優しいし、親切に教えてくださ

士にもいろいろ聞くようにしています。

和やかで働きやすい職場で
先輩にどんどん質問できる

いてよかった」
「ありがとう」
などとお
客さまからお声を掛けていただけた時
は、この仕事をしていて本当に良かっ

〒260-0834
千葉県千葉市中央区今井₃丁目12番11号

朝に及び、自宅のある千葉市から都内

60

お客様が楽しく過ごされています。ま

たなとしみじみ思います。

ミズノ興業有限会社

スも保有していますが、僕が担当して

名のマイクロバスや ～ 名の中型バ

26

動車運送事業の認可を得て、
送迎バス・

から規制緩和によって一般貸切旅客自

12
像以上に大変でした。一番はやはりそ

45

いるのは定員 ～ 名の大型バスで主

37

士を募集している会社を探していたと

ミズノ興業有限会社は、１９５１（昭和 ）年に国鉄貨物集配事業でスタートした水野運輸
株式会社から、１９８７（昭和 ）年に特定旅客自動車運送事業としてスタートし、現在は一
般貸切旅客自動車運送事業として、主に送迎バス・観光バスを運営しています。観光バスの運
転士として勤務する秦拓也さんにお話を伺いました。

たく

拓也

ミズノ興業有限会社
はた

運転士

秦

53

準備ができているかどうかで、例えば、 で、リラックスしていただけると思い

べたりして事前に準備をします。この

26

▲運転前は車両の入念な点検を行う

16
夢シティちば 2018年₃月号
夢シティちば 2018年₃月号

17

62

平成 年度
税制改正大綱（与党）
の注目点
石橋 秀樹

石橋公認会計士事務所
公認会計士・税理士

平成 年 月 日に自由民主党・公明党より平成 年度税制改正大綱が公表されました。
年
度末に向けて、議論が進みます。千葉商工会議所会員の皆様に、有用と思われる改正事項に
ついて解説したいと思います。
12

14

30

〈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

10

測されています。
アルゼンチンにやってくる観光客は、年
間約６００万人。隣国のブラジルをはじめ、
中南米諸国や米国、遠くは欧州から多くの
観光客がやってきます。 月から２月がベ
ストシーズンで、 月には首都ブエノスア
イレスの街角には、紫色のジャカランダの
花が溢れます。それからクリスマスやカー
ニバルなど、南半球は夏を迎えます。
海外からの観光客の多くは首都のブエノ
スアイレスを訪れ、そこを起点としながら、
国内の様々な観光名所にも訪れます。アル
ゼンチンの北東部、ブラジルとの国境沿い
には世界三大瀑布のイグアスの滝がありま
す。熱帯雨林に囲まれた中で轟音を立てる
滝の迫力は圧巻です。
縦に伸びるアルゼンチンに沿って背骨の
ようにアンデス山脈が連なります。標高１，
０００メートルあたりにはワイナリーが広
がります。南緯 度地帯は、アルゼンチン
をはじめ、チリ、オーストラリア、南アフ
リカなどワインの産地に恵まれています。
11

35
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30
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80

アルゼンチンは１５０万トンのワインを生
産しており、世界でも第６位のワイン生産
国です。日本にも多く輸出され、２０１７
年には国別では第７位の５９０万リットル
を記録しました。
２０１５年に就任したマクリ大統領は、
２０１９年までに２０１５年よりも更に
３００万人の観光客を増やす野心的な目標
を掲げています。今年に入ってからもノル
ウェーエアシャトルや地場のフライボン
ディなど格安航空会社の新規参入が実現し、
国内路線も地方都市同士を結ぶ網の目のよ
うなネットワーク化も進みつつあるなど、
企業間の競争、利用者の利便性が語られる
ようになってきました。
２０１８年は、政治面ではアルゼンチン
がＧ の議長国ということで、多くの政府
要人がアルゼンチンを訪れるなど、これか
らも活況を呈することが見込まれる国の一
つです。
アルゼンチンに関するさらなる情報は
ジェトロのウェブサイトもご参考ください。

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

30

90

観光立国を目指すアルゼンチンについて

日本の反対側に位置す
るアルゼンチン。日本から
は空路で 時間以上を要し、
ビジネスでも観光でも、日
本とは縁が少ないというイメージを持つ人
も多いでしょう。
実際には、日本とアルゼンチンは今年
通商修好条約１２０年を迎えます。アル
ゼンチンの日本大使館は今年で開所１００
周年を迎えるなど、長い二国間関係が構築
されています。ブラジルやパラグアイと同
様に日系人が多く、在留邦人は約１万２，
０００名、子孫の方々まで含めると約６万
人を数えます。日本からの進出など現地日
系企業は約 社。トヨタやホンダが自動車
工場を構えており、今年から日産が生産を
開始します。新政権になって、両国は首脳
同士をはじめ政府高官の往来が急速に増え
ており、ビジネスも活発になるなど、過去
の二国間関係では見られなかった「黄金の
４年間」を迎えているといわれます。今年
新たに日系企業が５～ 社が進出すると予
24

友人からアルゼンチンへの旅行に誘われました。国として観光立国を目指している
と聞きましたが馴染みがありません。 日本との関係など教えてください。
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感じました。代表的なポイントに絞っ
〈概要〉
〈事業承継税制の見直し〉
て、見てみましょう。
第２次安倍政権のアベノミクスは、
経営承継円滑化法に基づく事業承継
〈所得拡大促進税制の拡充〉
企業業績に関する限り、一定の成果が
税制に関しては、数次の改正が行われ
安倍首相が、３％の賃上げをと経済
上がったと言って良いと思います。超
てきました。しかしながら、納税が全
界に呼びかけました。現行の所得拡大
金融緩和政策の継続、円安の進行、法
面的に免税となることは無く、後継者
促進税制は、基準年度比で５％の給与
人税率の引き下げにより、上場企業の
難等の事情もあり、廃業せざるを得な
等増加割合の要件があり、それなりの
内部留保は増加しました。雇用状況は
い中小企業が少なくないのが実情と思
ハードルになっております。平成 年
改善し、失業率は低下、少子高齢化の
われます。抜本的な改正が急務で、
４月１日から開始する各事業年度の３
進展もあり、人手不足が深刻化してい
年間の特例措置として、平成 年４月
年間に限って、この基準年度比増加割
ます。
１日以後５年以内に一定の承継計画を
合の要件を撤廃し、大企業に対して、
しかしながら、労働者の賃金に関し
作成して、相続贈与による事業承継を
平均給与等増加割合３％以上の要件と、 行う場合、納税猶予割合を現行の ％
ては、非正規雇用者比率の上昇、消費
設備投資割合 当期の減価償却費総額
者物価の上昇により、実質賃金が上昇
から１００％とし、納税猶予の対象を
(
に対する設備投資金額の割合 を ％
せず、デフレ脱却の実感が乏しいと感
筆頭株主のみから最大３人へ、雇用確
)
以上のいずれも満たす場合を要件とし
じる方が少なくないとの声が多いのも
保要件を確保できない場合は、納税猶
ています。中小企業の場合は、平均給
事実です。
予の期限は確定しないこととし、株価
与等増加割合は、１．
５％とされ、設
第２次安倍政権の税制改正は、賃金
が下がった場合には、差額を免除する
備投資の要件は設けないこととしてい
面に関しては、雇用拡大促進税制から
こととするなど、かなり、踏み込んだ
ます。
所得拡大促進税制へと、誘導策を実施
も
のとしています。
平均給与等を、大企業は３％、中小
してきましたが、実質賃金の上昇に結
これまで、申請を躊躇している中小
５％増加させることを達
びついていないといわざるを得ません。 企業は、１．
企業の経営者にとって、取り組みが容
成出来れば、税額控除を受けることが
こういった批判を意識してか？私見
易になりました。積極的な取り組みが
出来ますので、現行制度より適用法人
ですが、これまでより、踏み込んだ、
望まれます。
は増加すると見込まれます。
メリハリのある大綱の内容であると、

Advice to management

売れる仕組みの第一歩は、
顧客と競合を深く理解すること
野村 忠史

かし集計から か月後、意外なことが判
明した。当店の強みは、「価格」でも「定
番メニュー」でもなく、
「居心地の良さ」

「わかりました。
まずアンケートやって
みます。
」
と自信なげに応える奥さん。し

３ 解決策

変化したのか？それを研究せずに販促す
ること自体、全くナンセンスなのである。

中小企業診断士

かけた。顔を合わせて、
驚く夫婦。
「いい
や、店構え等からメニューのイメージは

ことはわかりました。ところで競合店は
行ってみましたか？ご来店される常連さ
んは、当店の何を気に入っていただいて
いるのでしょうね？」と質問を逆に投げ

からの相談である。
「競合店ができて、打撃をうけている

客が減少したということは、この二つの要
素が変化したのに他ならない。じゃ、どう

になる。
「売れる仕組み」の第一歩は、
「顧
客」と「競合」を深く理解すること。来店

典型パターンだ。そんな自虐販促を行っ
ている店は、実に多い。でも開業したば
かりや新商品発表なら理解できる。しか
し定番メニューでやってしまうと、致命傷

も、低価格に食いつく顧客ばかりが来る
ようになる。店全体の収益性が低下する

と「絶品から揚げ」だったのである。もっ

キリした夫婦の顔が印象的だった。

まだ期待する成果まで至っていないが、や
るべきことがはっきり見えて、非常にスッ

「絶品から揚げ」を全面に出したチラシと
ＷＥＢサイトを作成することとなった。し
ばらくすると、足の遠のいていた顧客が
少しずつだが、顔だすようになったのだ。

外に好評であった。そこで、全て販促物
は作り直しに。
「座敷の居心地の良さ」と

らしくどれもありきたり。一方、当店は、
ゆったりした座敷があって、長時間居て
も疲れない。料理もご主人のこだわりで、
希少部位を使った「絶品から揚げ」が意

か？「顧客ニーズ」
「競合店の動向」につ
とも競合店は、低価格・高回転率を狙っ
減少し、業績が芳しくない。今まで、口
いて、夫婦は理解していなかったのであ
た店舗。店の中入ると、席の間隔がやた
コミで集客できてきたが、このままでは
る。だから、メニューを単純にあれこれ
ら狭い。ちょい飲みならいいが、ゆっく
まずいということで最近は、チラシや割
並べた販促物をつくる。もっと悪いこと
りは、
飲めない。そしてメニュー。揚げ物
引クーポンを配布しているが、一向に成
果が上る気配がないという。「どうしたら、 に、それだけだと自信がないものだから、 の種類も多く、価格も安いが、チェーン店
更に割引をする。そして、お決まりの価
もっとお客様がきてくれるのか？良い販
格訴求販促を展開するのである。それは
促をおしえてください。
」
とオーナー夫婦
麻薬みたいなもので、それで集客できて

素材にこだわったメニューは、素朴なが
２ 原因と課題
ら美味しい。創業４年目までは、一緒に
Ｌ社の販促物を見て、何が根本原因な
切り盛りしている奥様のツテや口コミに
頼って、何とかトントンまでやってきた。 のかすぐわかった。そこには、「誰に」「何
を」
「どう来てもらいたい」という戦略的
しかし、
２年前に、
Ｌ社より駅近に低価格
な意図はないのである。なぜそうなるの
チェーン店ができてから、徐々に客数が

悪い返答。
「では販促やる前に、
競合店と
１ 事例
常連さんを深く理解することをはじめて
Ｌ社は、創業６年の居酒屋である。主
ください。適当に販促したって無意味で
人が某有名店の元板前ということもあり、 すよ。
」と言い切った。

中

ナビ

つきますけど、実は店に行ったことあり
ません。
常連さんですか？う～ん…。
やっ
ぱ定番メニューですかね…」と歯切れの
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☎043‑246‑0265
http://www.kenko-chiba.or.jp

☎043‑225‑6232

千葉市美浜区新港32-14

千葉市中央区本町1−1−13

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

報徳千葉診療所

ちば県民保健予防財団
医療法人社団 報徳会

あなたの健康をサポートする…

公益財団法人

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

2

企業診断
小

外部からのお知らせ

新入会員 のご紹介

平成30年度前期技能検定
中央区

等

級：₁級、₂級、₃級（一部職種）及び単一等級

職

種：機械加工、電気機器組立て、園芸装飾、建具製作等、52職種80作業

受 検 資 格：原則として各職種とも所定の実務経験が必要
受検手数料：＜一般＞

実技17,900円

学科3,100円

 の他、35歳未満の方や学生・訓練生が₂・₃級受検の場合は実技試
そ
験受検手数料が異なりますので、詳細はお問合せ下さい。

受 付 期 間：₄月₄日（水）～₄月17日（火）
試験実施日程：₆月₅日（火）～₉月₉日（日）の間の指定する日
合格発表日：₃級職種（金属熱処理を除く）₈月31日（金）
₁級・₂級・単一等級・₃級（金属熱処理）₉月28日（金）

㈱さくらみち

【代 表】 菊池 美恵子
【所在地】 中央区葛城

中央区

ジュエリー販売・コスメ販売・雑貨販売

㈱ロイ

県外

【代 表】 趙 耀通 ☎043-307-2954
【所在地】 中央区中央
キッチン用品の卸販売

花見川区

【代

表】 マヒンダ デッサナヤケ
216-3442
【所在地】 花見川区検見川町

㈱Instill

☎043- 【代 表】 市原 望 ☎043-239-6799
【所在地】 若葉区みつわ台
フレグランスキャンドル等の企画、製造、販売
フレグランス関連の企画、
製造、
卸し

星野歯科クリニック
☎043-251-4524

歯科診療所

【お問合せ】 千葉県職業能力開発協会技能検定課
TEL：043(296)1150 URL：http://www.chivada.or.jp

【代 表】 畑野 幸治 ☎03-3591-5066
【所在地】 東京都港区虎ノ門

若葉区

車の輸出

中央区

㈱FUNDBOOK

M＆Aアドバイザリー事業

㈱ZervTek

【代 表】 星野 浩之
【所在地】 中央区椿森

中央区

（順不同・敬称略）

田村哲子

☎043-497-3311 【代 表】 竹内 アナム ☎043-306-2086 【代 表】 田村 哲子
【所在地】 中央区中央
【所在地】 中央区旭町

障害福祉サービスにおける通所支援事業
中央区

㈱A-Z eye

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

歯周病治療と予防歯科を基にした、
質の高い長持ちする歯
科治療を目指しています。

稲毛区

草野電気

【代 表】 草野 光治 ☎043-376-4175
【所在地】 稲毛区作草部町
電気工事業全般、屋内外電気配線、空調設備交換取
付工事
住宅店舗学校倉庫屋内外配線と機器握付電気工事全般エ
ンドユーザーアフターフォロー含

☎043-202-5630

不動産貸付業
中央区

(同)Twin Trees

【代 表】 並木 加代子 ☎043-263-3022
【所在地】 中央区今井
訪問介護事業、訪問看護事業、障害福祉サービス
事業、障害児者相談支援事業、飲食事業
若葉区

社会福祉法人樹の実会

【代 表】 鈴木 理絵 ☎043-266-8441
【所在地】 若葉区大宮町
社会福祉事業
「ゆっくりとしっかりと仲間と歩む一歩ずつ」
をモットーとして
おります。

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
https://www.chiba-cci.or.jp/ 検索

消費者志向経営で企業価値の向上を
国の
「消費者基本計画」
（平成27年₃月24日閣議決定）においては「事業者が消費者を重視した事業活動、
すなわち消費者志向経営を行うことが健全な市場の実現につながる」とされています。
[消費者志向経営のメリット]
◦消費者の声に耳を傾け、適切な情報提供を行うこと
によって、消費者の信頼を得ることができ、企業イ
メージが向上します。
◦無用な消費者トラブルを防止することができ、コスト
の削減が図れます。
◦コンプライアンス意識の浸透により、リスク情報の早
期把握と問題是正につながります。
◦顧客から感謝される機会の増加、社会貢献意識の向上
により、従業員のモチベーションアップが期待でき
ます。

【お問合せ・お申込み】

[消費者問題に関する講師を派遣します]
消費者志向経営のために、消費者問題について学んでみませ
んか？ 相談現場の消費生活相談員が、実際に相談窓口に寄せ
られる苦情の例などを交えて、販売時のルールや、商品・サー
ビスの表示などについてわかりやすく解説します。費用は交通
費を含め無料、希望日の原則２カ月前までにご連絡ください。
＊従業員教育にもご活用ください。
日
 常生活ではみんな消費者です。消費者トラブルを未然に防
ぐことによって、心身ともに健全な状態に保つことは、生産
性を高め事業活動の向上にもつなげることができます。職場
の研修会や新入社員教育としてもご活用ください。

千葉県消費者センター

☎047－431－3811

◎消費生活相談窓口のご案内
商品やサービスの契約、製品事故など、消費者からの相談について、助言やあっせん、情報提供を行います。
〈千葉県消費者センター〉【相談専用電話】047－434－0999
月～金曜日9：00～16：30 土曜日9：00～16：00
（日曜日、国民の祝日及び振替休日、年末年始（12月29日～₁月₃日）は休館）
※このほか、お住まいの市町村でも消費生活相談を受け付けています。電話番号がわからない場合は、消
い や

や

まで。お近くの消費生活相談窓口につながります。
費者ホットライン、局番なしの
「１８８」
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最近の健診・検診の話題
井上記念病院

吉 田 芳 夫

口付近に発生し、普通の婦人科の診察で

医療介護通信

の人が乳がんにかかっています。乳がん

30

テレビでは健康番組が毎日のように放

観察や検査がしやすいため、発見されや

70

映され、健康に関心が高くなっています。 になりやすい年齢は 歳代後半から増え

治療しやすく予後の良いがんですが、進

40

すいがんです。早期に発見すれば比較的

を過ぎてもそれほど減りません（出典：

行すると治療が難しいことから、早期発

てきて、 歳代後半にピークがあり、 歳

準に準拠するよう精度を刷新してきてい

見が極めて重要といえます。 歳以上の

20

予防医学の場でも検査法や判定を国際基

ます。今回はこのような視点から女性の
国立がん研究センターがん情報サービ

また、子宮頚がんは、異形成という前がん

ス）
。現在の対策型マンモグラフィー検診

状態を経てがん化することが知られてお

話題を取り上げました。

ため、乳腺が白く映り石灰化と判別がし

り、がん細胞に進行する前に細胞診検査

40

女性では、２年に１回、細胞診による子

が目的で、労働者が健康で働くため健康

ににくなります。それに対して乳腺超音

で見つけることができます。この細胞診

（自治体が行う住民検診）の対象は 歳以

診断は、
法による義務となっています。そ

波検査では、被爆の心配がなく若い女性

の精度を上げるため、国際基準が採用さ

「けんしん」と呼ばれるなかで健康診査

のほか学校健診や特定健診も「健診」を

でも、しこりを発見できます。現在超音

れています。従来から用いられてきた日

40

宮頚がん検診の受診が推奨されています。

使います。それに対して「検診」は自治

波健診は対策型乳がん検診の対象となら

母分類に変わってベセスダシステムが用

上で、 歳未満では乳腺が発達している

います。検診に適した検査法があること、 ない若い世代にも対象として、主に人間

体による、がんの早期発見を目的として

ドックなどで行われています。マンモグ

いられています。ベセスダは米国メリー

は人間ドックのように健康の保持・増進

安全で精度が高く費用が安いこと、目的

ラフィーは石灰化の描出に優れています

夢シティちば 2018年₃月号

にかなった有効性があることなどが求め
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ゴーランド洲にある都市の名前で、子宮

ちばシティガイドの案内により、千葉氏ゆかりの史跡やさくら祭り会場を含めた千葉
のまちなかを巡る、まち歩きガイドツアー（日本語、英語）を実施。
【開催日時】 3月31日（土）
、4月1日（日）9：00～12：00 ※雨天中止
【受付時間】 8：30～9：00［１グループ10名編成で10グループ］
【参 加 費】 500円
【参加募集人員】各日先着100人 ※事前申込み
【集合場所】 中央公園 【解散場所】亥鼻公園 ［歩行距離約２㎞］
【申
込】 往復ハガキ、ＦＡＸ、Ｅメールにて、参加希望日、代表者の住所、
電話番号、全員の氏名、返信用連絡先を明記のうえ、さくら祭りガイ
ドツアー係に申込。3月23日（金）〆切
※詳しくはWEBページ「千葉市観光ガイド」をご覧下さい。

が、高濃度乳房では正常の乳腺組織のな

◇千葉常胤生誕900年記念「歩いて知ろう千葉のまちの始まり」ガイドツアー

られます。厚労省研究班による有効性が

【参加費】100円／人

内膜細胞診分類を取り決める会議の場所

千葉氏歴史クイズツアーや昔のあそびコーナーなど
【開催日時】 さくら祭り期間中 12：00～17：00

かにある乳がんを区別して見つけるのが

12：00～21：00

認められているのは、細胞診による子宮

【開催日時】 さくら祭り期間中

◇キッズパークの開設（郷土博物館駐車場）

です。この特徴は子宮頚部細胞診のため

◇大道芸人によるパフォーマンス（会場内）

頚がん、マンモグラフィーによる乳がん、 難しく、米国では乳腺濃度の情報を伝え

◎千葉常胤生誕900年記念伝統芸能等のライブ（郷土博物館前ステージ）
郷土に伝わる伝統芸能の披露をはじめ伝統芸能愛好家等のライブを開催。
【開催日時】 3月31日（土）
、4月1日（日） 12：00～16：00

に開発されていることや、診断が経過観

◇パフォーマンスステージ

◇ご当地グルメ及び地元物産品・農産物の販売

る法律も出来ています。日本女性は欧米

◎企画展：千葉常胤生誕９００年記念「肖像からみた千葉氏」、
おひろめ展示「完成しました! 鎌倉 時代の大鎧 !」（仮称）の開催

グルメ

便潜血検査による大腸がん、Ｘ線検査に

◇郷土博物館

察か精密検査かの２分類となり、臨床方

（ライトアップ時間 18：00～21：00）
期間中、千葉城（郷土博物館）をライトアップ、公園の入口から通路及び園内に
提灯を設置し、皆さんをお迎えします。

人に比べ高濃度乳腺の人が多く見られま

イベント
◇千葉城（郷土博物館）のライトアップと夜桜の競艶

よる胃がん、胸部Ｘ線検査（＋喀痰細胞

千葉市亥鼻公園（千葉市中央区亥鼻１丁目）

針が立てやすくなっています。細胞の採

場

す。このため厚労省研究班は、
自治体が受

会

※開花状況により変更となる場合があります。
※荒天の場合、 郷土博物館での催しを除くイベントは中止となります。

診）による肺がんがあります。これらの

３月31日（土）～ ４月8日（日）12:00～21:00

取方法から適正標本の基準とその扱いも

時

診者に通達する場合の内容や方法につい

日

がん検診では、自覚症状のない早期のが

第17回千葉城さくら祭り

統一されています。細胞採取 → 標本作

た。

千葉常胤生誕900年記念

ての研究を始めています。超音波検査を

髙山

んを発見し、死亡率を減少させることが

詳しくは同封のチラシをご確認ください。
お問合せ先 ☎043-227-4101 会員事業課

製 → 診断 → 臨床への流れが確実になり、

募集締切 4/20（金）

多くの方に楽しんでいただけるよう色々なルール
を用いて行います。
三振なし・四球なし・攻撃時間制限 等

受診者への報告様式がさらに向上しまし

誰もが楽しめる

１チーム10 人以上の登録をお願い致します。
各チーム女性１人以上の登録をお願いします。
希望チームが１２を超える場合は、抽選とさせて
いただきます。

追加している現状などを調査し、検診の

参加資格

指針に反映させることを目指しています。

※当日の審判は千葉市ソフトボール協会に協力を依頼しています。

できます。費用対効果の面からも有効な

磯辺スポーツセンター

検診とされています。

場所

９時～１６時30分

子宮がんには、子宮頚がんと子宮体が

5月1３日（日）

日本では乳がんが年々増加し，女性が

日時

参加12チーム募集!

んがあります。子宮頚がんは子宮の入り

会員対抗ソフトボール大会

罹患するがんの第１位で、毎年約７万人

世界女子ソフトボール大会2018が
今年8月に千葉で開催されます。 同大会を記念して

【開催日時】 3月31日（土）
、4月1日（日）
12：00～ ※売り切れ次第終了
【ご当地グルメの販売】
千葉海苔消費日本一実行委員会による、千葉のりロール焼き
そば他
【農産物の販売】 朝採り新鮮野菜の販売（4月7日
（土）
・8日
（日）
も開催）
【物産品・地酒の販売】 地元産の素材を活用した特産品や土気からし菜、
千葉の地酒等を販売

◇地元食材を使った飲食屋台の出店

屋台の各店舗が、地元食材を使った逸品料理提供

◇さくら祭り協力店での企画メニュー等の提供

さくら祭りとタイアップした賑わいづくりに参加いただける店舗に、千葉城さくら
祭りの提灯を設置。期間中、さくら祭りと連携した企画メニュー等を来店者
に提供。さくら祭りチラシ・ホームページで参加店を紹介。

〈お問合せ先〉

千葉城さくら祭り実行委員会事務局
（公社）千葉市観光協会内

☎043-222-0300

夢シティちば 2018年₃月号
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女性会
編集：千葉商工会議所

千葉市中心市街地まちづくり協議会で
「千葉振舞」開催！
酵母のベーグル」チーサ（鎌ヶ谷
市）
、第５回「ふわたま」くすく
す笑店、さらに第４回出店店舗で
ある「玄米甘酒」五代目吉田米屋

千葉産の豚肉と野菜をたっぷりと
公園に立ち寄った」
、
「地産地消で

多くの方から「久しぶりにこの
の試飲・試食による、千葉の地元

開催している、一般参加モニター

札外にある連絡通路にて 月から
「ふわたま」で出店した、
くすくす

その結果、第５回に引き続き

（館山市）
を加えた６店舗で開催し

使用したとん汁９００杯を大盤振
安心して美味しい食材が食べられ
（各回出店６店舗、
モニターを 名

巻き上げた新食感が支持された。
の最優秀店舗が勢揃いし、第１回

慣用句「大盤 振舞」は「鎌倉時代
おおばんふるまい

を勧める『椀盤振舞』が語源」との説

「本マグロのうま煮弁当」ちば食・
良品（八街市）
、
第２回「楽花生パ

同時期に千葉の街を開き、源頼朝の

がある。
正月料理をプロデュースした千葉常胤へ

イ」オランダ家（千葉市）
、
第３回

た。中村青年部会長の乾杯ご発生の

熊谷市長等にご挨拶をいただきまし

会からは粟生副会頭、ご来賓として、

でした。高梨女性会会長に続き、親

る里」旋律を超え新春を寿ぐひと時

ック・サティ「あなたが欲しい」
「ふ

は川野里紗様による「春の海」エリ

ハープは本間美貴子様、フルート

音色に包まれました。

ハープとフルートが奏でる爽やかな

輝いた。

後、
食事歓談に移りました。宴半ばより歌の魅力を

広報委員会 小松 喜久子

事を願った一日でした。

る新年がより輝かしい色彩に満ちた年になります

楽しみました。堀江副会頭に中締をいただき、来

壇で、中村女性会理事による「隅田川」の踊りを

は、ウェルカムコンサートを開催し、 存分にご披露いただき、つるしびなが飾られた演

女性会新年懇親会のオープニング

「グミいも」
さつまいもの石田農園

の畏敬の念と景気良く地域を盛り上げ
ち ば ぶるまい

て行きたいことから「千葉振舞」と命名。

平成 年度

に盛り上げていただきました。

谷市長、各商店街理事長様等にご臨席いただき、大い

盛大に行われました。親会からの粟生副会頭はじめ、
熊

当女性会新年懇親会は、１月 日㈪市内ホテルにて

賑やかに新年懇親会開催

29

た。

る舞いし、幅広い年代の方々に千
笑店が優勝し、総合最優秀店舗に

等と好評の声が挙がった。

勝。ミルフィーユのように 層に

すくす笑店（香取郡神崎町）が優

き玉子「ふわたま」で出店した、
く

とつひとつ丁寧に手焼きした厚焼

機無添加オーガニック調味料でひ

ているこだわりの新鮮卵を国産有

第５回は、天然飼料で養鶏され

後となる第６回を開催した。

募集）は、第５回および本年度最

90

第６回は、これまでの１～５回

「和太鼓白鳳」メンバーによる大迫力
の演奏で振舞開始！「この太鼓の音を
聞いて公園に来ました」という方も↓

11

16

の食文化の一つで、茶碗に高く盛った飯

おお ばん ぶる まい

の食材を使用した商品の品評会

千葉都市モノレール千葉駅の改

（香取市）
、第４回「天然フルーツ

千葉都市モノレール千葉駅連絡通路にて
「ちばのいいもの品評会」開催！
１月 日㈬～ 日㈮

千葉振舞を開催した通町公園は、 【第５回】
「千葉神社や千葉氏等による『千
葉市らしさ』
を感じるまちづくり」 【第６回】

26

２月 日㈬～ 日㈮
23

千葉市中心市街地まちづくり協
議会では、中心市街地の賑わい創
出の一環として、千葉神社第 回
を目的とした行政による再整備が
計画されており、熊谷俊人千葉市

24

る」
、
「正月にも開催してほしい」

長も激励に駆けつけられた。

21

葉の食材を味わっていただいた。

千葉常胤生誕９００年に因み、

「千葉振舞」を初開催した。

節分祭に併せて、２月３日㈯に

95

29
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粟生副会頭
熊谷市長
堀江副会頭

〈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 FAX043-227-4107

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

まちづくり事業情報

千葉県商工会議所青年部連合会

催されました。

録約３５０名、千葉ＹＥＧとして

月 日㈬、千葉スカイウインド
協議会竹内様、千葉商工会議所女性
のスローガンも発表させていただき

うございました。会の中では次年度

ご来賓として熊谷市長をはじめ、千
多数ご出席いただきまして、総数

体名略称）
。ＯＢ・ＯＧの先輩方にも

ガンの下、青年部一同、昨年以上に

農政局長今井様、千葉市観光協会飯
を象徴するような活発な会合となり、 のご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申

名にも上る千葉市経済の明るい未来

千葉を盛り上げていきたいと考えて

沼様、中央地区商店街高橋様、千葉
無事盛会に終えることができました。 し上げます。

〈新入会員紹介〉

親睦交流委員会一同

おりますので、引き続き当青年部へ

銀座商店街増田様、中央銀座商店街

また、ご多忙の時季にも関わらず

多くのご出席により皆様方には大

人会齋藤様、月星会林様、千葉商工
ご参加くださりまして誠にありがと

中原様、栄町通り商店街辻様、富士

会議所望月様、河野様、まちづくり

高だなと改めて実感しました。私は

変窮屈な思いをさせてしまったこと、

ッツを支える理念～」
と題し、
人気実

今年度で卒業となりますが、最高の

見商店街小池様、千葉青年会議所安

力ともＢリーグ屈指のチームをどの

仲間達との貴重な時間を持てたこと

その他至らぬ点も多々ございました

ように創り上げていったのかを熱く

を心に留め更に地域に貢献できるよ

藤様、中島様、まちづくり千葉樫浦

語っていただきました。同会場で行

う頑張っていきたいと思います。

が、最後までお付き合いくださった

われた表彰式・大懇親会では千葉ジ

会員大会をはじめ、県青連事業に

様、同友会千葉西支部時松様、千葉

千葉県青連の肝いり事業として
ェッツふなばしチアリーダーズ「Ｓ

ことに改めて感謝申し上げます。

「記念講演」
「県連事業アワード」
「物
ＴＡＲ ＪＥＴＳ」のパフォーマン

参加してくださった皆様、千葉 YEG
の皆様、ＯＧ・ＯＢの皆様、事務局

ネオライオンズ小林様、千葉倫理法

産展」との同時開催でしたが会員登
スで幕を開け、他単会の仲間と大い

会員大会が成田ビューホテルにて開

名参加の中、
物産展には早川君のル・

げます。

た。この場をお借りして御礼申し上

の皆様本当にありがとうございまし

協力をしてくれる仲間を持ったこと

した。忙しい中でも率先して参加し、 経営開発委員会副委員長
千葉県商工会議所青年部連合会

がなければ何もできないと実感しま

ただきましたが、改めて仲間の協力

今年度、県青連に出向させてい

に語り交流を深めました。

社エコクラフトの 店舗が出店し大
いに賑わいました。
株式会社千葉ジェッツふなばし代

ましたが、平成 年は、このスロー

会高梨様、千葉商工会議所青年部Ｏ

葉県商工労働部勝又様、千葉市経済

親会」を開催いたしました。会には、 Ｂ会市原様にご臨席賜りました（団

ウズ東天紅にて「平成 年度新年懇

17

講演では「千葉ジェッツに学ぶ！経

表取締役社長島田慎二様による記念

30

29

1
プティット・ジョワと渕君の株式会

平成 年 月 日㈰ 千葉県青連

94

１区委員長 伊 藤 喜 郎

電機設備工事、空調設備工事、消防設備工事

1

を誇りに思い、やはり千葉ＹＥＧ最

㈱地引電機

☎043－371－7838
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英二

30

営改善～戦うための組織改革とジェ

（じびき えいじ）

地引

28

2

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

会員大会に参加しました！

青年部通信
千葉商工会議所

平成29年度

地域包括ケア推進課
千葉市中央区千葉港1-1
TEL 043-245-5266

〈地域包括ケアシステムとは〉
千葉市では、団塊の世代の人々すべてが 歳以上となる２０２５年を基準とし
超高齢社会対策の指針を策定しています。この指針の中での取組む つの大きな

体的な施策を示しています。

盤の整備、④介護保険サービスの提供―︱を掲げ、 年後の目標とそれぞれの具

柱として、①地域包括ケアシステムの構築・強化、②健康寿命の延伸、③介護基

4

この中で、
「地域包括ケアシステムの構築・強化」
は最重要な課題とされ、主要

10

な施策として、 在宅医療・介護連携の推進、 認知症施策の推進、 生活支援

本人が人生をみつめて
選択をすることが重要
地域包括ケアシステムの構築では 、
介護予防や生活支援のための
「介護」「医
療」「予防」
など専門的サービスの前提と
して、
「住まい」
と
「生活支援・福祉」
とい
った分野での取り組みが重要となりま
す。そして、その大前提となるのが
「本
人の選択と、本人と家族の心構え」
で、
これが基本のポイントとなります。
実は、以前は、
「本人・家族の選択と
心構え」
でした。けれども、必ずしも、
本人の希望と家族の考えとは一致する
ものではありません。本人が受けたい
介護サービスや最後の旅立ち方は家族
が良かれと思ってやることと違う可能

d.

b.

c.

高齢者の生活を
チームで支える
千葉市あんしんケアセンター

【問い合わせ先】

高齢者が本当に望む医療や介護サービスはどのようなものか。一方的に
提供するだけではなく、本人に自身の人生を見つめなおして、生き方を選
択してもらう。地域包括ケアは根本にそのような概念があります。千葉市
保健福祉局地域包括ケア推進課の富田薫課長にうかがいました。

地域包括ケア推進課 富田薫課長

た、高齢社会の将来像を見据えて、中長期的な視点で、市が推進すべき総合的な

75

地域包括ケアシステムの主要施策の
うち、
「在宅医療・介護連携の推進」
では、
様々な団体や連携のための協議会を有
機的に結びつけた 時間３６５日の在
宅医療・介護提供体制の確立を進めま
す。次に、
「認知症施策の推進」
では、認
知症の方が住み慣れた環境で暮らし続

地域包括ケアシステムの
主要施策

また、自助
（介護保険・医療保険の自
己負担部分、市場サービスの購入、自
身や家族による対応）、互助
（費用負担
が制度的に保障されていないボランテ
ィアなどの支援、地域住民の取組み）、
共助
（介護保険・医療保険制度による給
付）、公助
（介護保険・医療保険の税金
部分、自治体等が提供するサービス）
な
どを組織化、体系化してつなぎあわせ
ることが必要になります。
とりわけ、都市部では、意識的に
「互
助」
の強化を行わなければ、強い
「互助」
は期待できないと思います。

自助・互助・共助・公助を
つなぎあわせる

性もあるのです。
自分の置かれた環境や状況に応じて、
自分が受けたいサービス、自分がした
い生活を本人がきちんと考える。介護
保険法が基盤となっているだけに高齢
者がメインとなっていますが、若い人
も同様です。しっかりと自分の人生を
考えて行きたいものですね。

サービスの充実・強化、 あんしんケアセンターの機能強化が挙げられています。

a.
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千葉市保健福祉局
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特集
高齢者の生活をチームで支える／千葉市あんしんケアセンター
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期間： 月
日（土）
～ 月
※休館日３月１９日（月）

４ ８日（日）

３ １７

時間：９
：
００～１７
：
００

30

料金：大人７００円、高校生４５０円、小・中学生２５０円
（常設展示含む）

★春の企画展関連イベント はかるラリー

内容：入館者対象の自分の身体を使ってはかるクイズラリーです。
期間：3/17（土）
～4/8(日)9:00～19:00
料金：常設展示入館料のみ

★春の企画展関連講座「重さをはかる道具を作ろう」

期間：3/25(日)・4/1(日)
①11:00～12:00、②14:00～15:00
場所：８階科学実験室Ｂ
定員：先着各回16人
対象：小学生以上（小学2年生以下保護者同伴)
料金：春の企画展入場券が必要

の他人〟
というようにご近所や、若い方
とも仲良くする
「きずな貯金」、介護さ
れる側になった時に受けたいサービス
や遺産相続のことなどを考えておく
「も
めごと予防」
など、自分たちでできるこ
とは準備しておき、窓口に相談すると
いうのが大事だと思います。
日本人の長寿の秘訣は、地域のつな
がりを大切にする国民性だと言われて
います。
閉じこもらず、毎日を楽しく過ごす
ことが健康な生活に繋がります。
そして、もし、分からないこと、不
安なことがありましたら、ぜひ千葉市
あんしんケアセンターにご相談くださ
い。

場所：７階企画展示室

けられるよう、認知症の早期発見・ケ
アの仕組みの確立を図ります。そして、
医療従事者及び市民向けの研修を充実
し認知症に対する知識の向上を目指し
ます。また、「生活支援サービスの充
実・強化」
では、高齢者の在宅生活を支
えるため、平成 年度から配置してい
る生活支援コーディネーターを活用し、
市民やＮＰＯなど多様な事業主体によ
る重層的な生活支援サービスの提供体
制の構築を図ります。さらに、
「あんし
んケアセンターの機能強化」
では、地域
包括支援センターの職員配置の充実・
資質向上など、その機能強化を図りま
す。

内容：私たちの生活に欠かすことができない「はかる」
がテーマです。
「自分をはかる」
「 感覚ではかる」
「 単位とはかる」の３つのコーナーで展開します。
「自分をはか
る」
では、健康診断や体力測定で見なれたものから、
自分の体のゆがみの測定のみならず、
自分の体を使って長さをはかる珍しい単位について紹介します。

として総合的に活動します。
り、認知症を疑うような症状が出るな
「包括的・継続的ケアマネジメント支
ど、切羽詰まった状態になってから初
援」
では地域のケアマネジャーの支援の
めてあんしんケアセンターに来られる
ほか、高齢者の方々にとってより暮ら
というケースが非常に多いですが、も
しやすい地域にするため、さまざまな
っと早い段階から頼っていただきたい。
機関とのネットワーク作りに力を入れ
そのためには、あんしんケアセンター
ます。
「権利擁護」
は、高齢者の方々が安
の存在をもっと知っていただきたいで
心していきいきと暮らすために、様々
すね。
な権利を守ります。成年後見制度の紹
私にもできる＂地域包括ケア＂
介や虐待防止のための支援や、消費者
被害などの相談に応じます。
ご本人や家族の方々自身ができるこ
「介護予防ケアマネジメント」
では、要
とも多くあります。自身の体を気遣い、
介護状態になるリスクが高いと思われ
「介護予
る方に対し、アセスメント等を行い、 適度な運動や社会参加に取組む
防」
、かかりつけ医を持つなどいざとい
千葉市が行う介護予防事業を利用でき
う時に相談できる窓口を見つけておく
るようにします。
つまり、地域包括ケアシステムとは、 「あんしん貯金」、″遠くの親戚より近く
重度の要介護状態になった時にもその
方が住まう地域でその人らしい暮らし
を人生の最後まで続けることができる
よう組み立てていくことなのです。そ
のためには専門性の高いサービスが 、
それを本当に必要としている人に届く
ようにバランスよく組み立てていくこ
とが大事だと考えています。

〒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

元気な う ちから
気軽に相談してほしい

山本梅逸《花卉草虫図》名古屋市博物館蔵
（展示期間：4/6〜5/6）

まず、できるだけ元気なうちから自
身の体調について知っていただくこと
が大切です。皆さん、
「自分だけは病気
にならないだろう」「自分だけは死なな
い」
と考えている人がとても多いんです。
実際には、動けなくなってしまった

９階 日本画・写真・グラフィックデザイン、11階 工芸

その人らしい暮らしを

会期：4月6日
（金）〜 5月20日（日）

回 千葉市民美術展覧会

URL http://www.ccma-net.jp
〒260-8733 千葉市中央区中央3-10-8
☎043-221-2311
043-221-2316

うまいもん

【次回展予告】
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「はかる展 どれくらい？ はかってみよう」
●春の企画展

※最終日は17:00まで

会
期： 開催中〜3月23日
（金）
開館時間： 10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）
休 館 日： 3月5日
（月）
観 覧 料： 無料
会
場： １階 彫刻、7階 洋画、8階 書道、

27

最後まで送ることができる

第

主催：千葉市美術協会、千葉市文化連盟
共催：千葉市、千葉市美術館
後援：千葉市教育委員会、千葉日報社

各部門展示室にて
3月18日
（日）
13:00より

■作品解説会

関連イベント

3/23㊎

市民芸術祭の一環として、千葉
市美術協会会員および公募入選
作品約1000点を、
日本画・洋画・
彫刻・工芸・書道・写真・グラ
フィックデザインの７部門に分
けて展示します。

開催中〜

「百花繚乱列島―江戸諸国絵師めぐり―」

この地域包括支援センターは、千葉
市では出張所を含めて カ所あり、皆
さんにより親しみを持っていただこう
と
「千葉市あんしんケアセンター」
と呼
んでいます。高齢者の方々が、住みな
れた地域で、尊厳のある生活を続けら
れるよう、身近な相談窓口となり、地
域での生活を介護、福祉、健康、医療
などの面から総合的に支援します。
保健師、社会福祉士、主任介護支援
専門員など専門の職員が、
「総合相談支
援・権利擁護」
、
「包括的・継続的ケアマ
ネジメント支援」
、
「介護予防ケアマネジ
メント」
などの業務を行います。それぞ
れが専門分野の仕事だけ行うのではな
く、互いに連携をとりながら
「チーム」

2018
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