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総合防犯設備・用品
今月の表紙
新年最初の表紙を飾るのは、昨年11月に就任し
た佐久間会頭と、粟生副会頭、堀江副会頭、望月
副会頭、岩山副会頭です。13ページからの新春イ
ンタビューでは、佐久間会頭にお話を伺いました。
千葉への想い、会頭としての抱負を伺いましたの
でぜひご高覧ください。
（前列：佐久間会頭 後列：左から岩山副会頭、
堀江副会頭、粟生副会頭、望月副会頭）
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編集者のひと言

街頭防犯カメラ

新年明けましておめでとうございます。
平成最後の１年が過ぎ、新元号最初の１年が始まります。さて、新年の縁起良
い言葉のなかに、
「新春万福」があります。この言葉は「新しい年に幸せが多くあり
ますように」とお祈りする気持ちを表しています。一年の始まりに「幸せを祈っても
らっている」
「相手の幸せを祈っている」という気持ちを持てると、気持ちが少し前
向きになりますよね。日々の忙しさに忘れてしまいがちですが、ふとしたときに思い
出して心に余裕をもてるようにしたいです。
2019年が皆様にとって素晴らしい年となりますことをご祈念いたします。

（企画広報課 E.M.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
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千葉商工会議所会頭

りますが、適切な価格転嫁をしっ
中小企業の円滑なバトンタッチを

域にも足を運んでもらうチャンス

また、軽減税率導入に伴う対応に
ック・パラリンピックの開催ま

また、２０２０年東京オリンピ
こうした機会を生かしていきたい

ンフラの充実が進んでいますので

田空港があり、圏央道など交通イ

が増えてきました。千葉県には成

ついても、事業者の約 割が未だ
で残すところ 年半になりまし

かりと進めていく必要があります。 支援してまいります。

準備にとりかかっていない状況で
た。県内で開催される 競技のう
と思います。

あり、今後速やかな対応が求めら

とご協力を賜り、心よりお礼申し

会議所の事業運営に多大なご支援
面にわたる摩擦が強まっているほ

国と中国との間で政治・経済の両

また、海外に目を向けると、米

が課題となります。

施と軽減税率導入への適切な対応

おり、各企業では、価格転嫁の実

外国人材の採用などが行われてい

組みのほか、高齢者雇用の拡大や

え女性が活躍できる場を広げる取

例えば、働きやすい職場環境を整

がら様々な対応を進めています。

各企業では職場の特性を考慮しな

多くの企業では人手不足に悩んで

イベントが開催される予定ですの

てまいります。今後、様々な関連

に盛り上げ、大会の成功に貢献し

数の関係者と連携して機運をさら

して、行政や県内経済団体など多

す。競技開催都市の商工会議所と

深刻化しています。これを踏まえ、 世界にアピールする絶好の機会で

おり、とりわけ中小企業の現場で

で、ぜひ多くの皆さまにご参加頂

の方が訪れます。千葉市の魅力を

係者、観光客など国内外から多く

二つ目は、人手不足の問題です。 れることになっており、選手や関

て参りますので、より一層のご支

まと一丸となって千葉を盛り上げ

ます元気になります。会員の皆さ

が元気になることで、地域はます

議所の使命です。地元の中小企業

ます。地域経済の活性化は商工会

催をつうじ街づくりに貢献いたし

た提言・要望活動やイベントの開

ます。中心市街地の活性化に向け

新しく生まれ変わろうとしており

発が進められており、千葉の顔が

現在、ＪＲ千葉駅周辺では再開

あげます。
か、欧州ではイギリスのＥＵ離脱
ます。当商工会議所では、企業が

佐久間 利
ち、 競技が幕張メッセで開催さ

昨年のわが国の経済は、相次ぐ
問題が決着をみておらず、世界経

現することとなります。

を超える戦後最長の景気拡大が実

持続いたしますと、いざなみ景気

復しました。今月までこの景気が

価が一時、約 年ぶりの高値を回

調な企業収益を背景に日経平均株

一つ目は、消費税率引き上げへ

で取り組んでまいります。

がありますが、克服に向けて全力

取り巻く経済環境には様々な課題

業の活力が不可欠です。私たちを

地域経済の屋台骨を支える中小企

このような状況のなか、本年を

迫られるケースがあります。円滑

継者不在によりやむを得ず廃業を

齢は年々高齢化が進んでおり、後

です。中小企業の経営者の平均年

三つ目は、事業承継への取組み

ととらえています。そのためには、 による省力化など生産性向上にも

景気回復の持続に向けた重要な年

な事業承継は、企業の技術の伝承

てまいります。さらに、ＩＴ活用

報交換やマッチングの機会を設け

人気でしたが、個人旅行の増加や

いわゆる「ゴールデンルート」が

行客には東京、京都、大阪を巡る

やすことを目標としています。旅

は２０２０年に４，
０００万人に増

なる３，
０００万人を突破し、政府

に訪日外国人旅行者が過去最高と

ビジネス機会の創出にも取り組ん

経済効果を各地に波及できるよう

さらに、こうした活動を通じて

皆さまには、日頃より千葉商工

んでご挨拶を申しあげます。

災害等の影響があったものの、全

消費の低迷などの影響を受け、依
の対応です。特に中小企業では、
価
はもとより、雇用の維持の面でも

その一方で、中小企業は人手不
足の深刻化や原材料価格の高騰、

でまいります。折しも、昨年 月

然として景気回復を実感しづらい
格の改定について消費者や取引先
地域経済に大きな意義があります。 ニーズの多様化によりその他の地

て、年頭のご挨拶といたします。

スをステージアップさせ、
「足元の安心」

基盤が整いました。是非ともアベノミク

まり、世界に誇るべき安定的な政権運営

ります。昨年秋には安倍総理の３選も決

女性・高齢者・外国人など、多様な人材

が中小企業の最大の経営課題となってい

向上」に向けた取り組みです。人手不足

イベントが続きます。これらは、わが国

に最優先に取り組まなくてはなりません。 クの開催を迎えるなど、世界的なビッグ

る今、人材の確保・定着や生産性の向上

の魅力を世界にアピールする絶好の機会

よいよ東京オリンピック・パラリンピッ

予定されており、また２０２０年には、い

サミットやラグビーワールドカップが

から「将来の安心」により軸足を移した

の活用とともに、業務運営の見直しも含

積極的に取り組んでいきます。

状況が続いています。本年 月に
からの理解を得られにくい面があ

は消費税率の引上げが予定されて

日本商工会議所会頭
経済財政政策の検討と推進を望みたいと

一方、トランプ政権の極めて不安定な

びつけていけばよいのか。不確実・不透

くのか、海外市場を自らの成長にどう結

ように活用して自らの生産性を高めてい

第４次産業革命における技術革新をどの

対応していくのか、ＡＩ・ＩｏＴなどの

なりません。深刻化する人手不足にどう

中、民間企業も自己変革に取り組まねば

内外情勢がこのように大きく変化する

に活用いただけるよう、すそ野の広い支

でＩＴ・ＩｏＴやＡＩを身近な経営改善

の「気づき」を促し、身の丈に合った形

可能です。商工会議所としても、経営者

が国全体の生産性向上と持続的成長は不

める中小企業の生産性向上なくして、わ

あります。
日本の全企業数の ・７％を占

通じて生産性の向上を図っていく必要が

ロボット、ＡＩなど革新的技術の活用を

ては、導入まで残り１年を切っている中

と支援が必要です。また軽減税率に関し

そのためには中小事業者への十分な配慮

価格への円滑な価格転嫁が大前提であり、

動に対する平準化対策に関しては、取引

応です。消費税率引き上げ前後の需要変

されている「消費税率引き上げ」への対

に尽力してまいりたいと思います。

光を含めた観光振興により、地域活性化

めた働き方改革の推進や、ⅠＴ・ＩｏＴ、 であり、インバウンドのみならず国内観

政策は、日本に主体的な対応を求めてい

明な時代であるからこそ、企業経営者は

で、昨年９月時点での日商の調査による

思います。

ます。米国がＴＰＰからの離脱を決めた

２点目は、
「中小企業の活力強化と地方

援事業を積極的に展開してまいります。

三村明夫

後、日本が国際社会で初めて主導的な役

目の前の課題をむしろチャンスとして前

申しあげます。

世界経済は、ＩＭＦによれば、２０１８

たし、日中関係も中国側の態度に変化が

となり、署名にまで進むことができまし

ランプ政権の動きを見てＥＵが急に熱心

新た
の発展が地域経済社会の発展につながり、 価値ある事業の存続を図るとともに、

押しする使命があります。まさに、企業

を新たな成長へとつなげていく動きを後

域の経営者に寄り添いながら、変化の波

そうした中、われわれ商工会議所は、地

ことをテコに、円滑な事業承継を支援し、 とが必要です。これまでも多くの商工会

す。昨年、
事業承継税制が抜本拡充された

る中小企業の廃業数は増加を続けていま

や後継者不足により、
地域経済の基盤であ

創生」
への取り組みです。経営者の高齢化

りますので、一刻も早く準備を進めるこ

軽減税率は日本として初めての経験とな

っていない状況が明らかになりました。

と、多くの事業者が未だ準備に取り掛か

成立させることができ、昨年末には無事

３点目は、２０１９年 月１日に予定

各地商工会議所の皆さまにおかれまし

向きに捉え、自ら果敢に挑戦すべき時を

きかを模索していく必要があります。

ては、各地域の経済の発展、また日本商工

割を果たして、残った国々でＴＰＰ を

らぬご支援・ご協力を賜り、年頭に当たり

年の経済成長率はプラス３・７％を維持す

あり、両国首脳の相互往来を経て、新た

迎えています。

るものの、２０１９年の見通しはプラス

な次元での関係強化が確認された年とな

発効いたしました。日ＥＵ・ＥＰＡも、
ト

３・９％からプラス３・７％に下方修正さ

経済が引き続き緩やかな拡大傾向を続け

益と私益の両立」の原点に立ち返り、自

然として個人消費に力強さを欠くものの、 年を経た今こそ、
渋沢栄一翁が述べた「公

べきであり、商工会議所創立から１４０

そして日本全体の発展につながっていく

国の成長につながる極めて重要な課題で

たな創業は、
そのまま地域の活性化とわが

地域において中核となる企業の存続と新

ります。

み、事業者の円滑な対応を支援してまい

報活動や事業者からの相談などに取り組

な創業も促していかなくてはなりません。 たが、引き続き国との連携を密にし、広

わが国の国内情勢に目を転じれば、依

どを反映したものであり、
貿易摩擦が今後

す。商工会議所は、
国の支援施策もフル活

などの形で徐々に具体化してきたことな

さらに過激化すれば、
さらなる下方修正リ

覚も新たに活動すべきであります。

めた最新技術の主導権争いに端を発した

単なる貿易摩擦ではなく、安全保障を含

どのサプライサイドの経済政策を推し進

造的課題の解決に向け、生産性の向上な

い生産性・地方の疲弊など、わが国の構

す。今こそ、人手不足・少子高齢化・低

的な妥協はあり得るのかもしれませんが、 やデフレではない状況に達したといえま

の課題を掲げ、重点的に取り組んでまい

会議所が取り組むべきものとして、以下

するものだ」との信念の下、本年、商工

を解決することが日本経済の成長に直結

も早く押し寄せる故に、中小企業の課題

私もまた、
「中小企業に日本の課題が最

真の地方創生に向けてさらに取り組みを

小企業の海外展開など、
域外需要の獲得と

工連携、地域資源を活用した観光振興、中

支援に取り組んでまいります。また、
農商

得ながら、引き続き円滑な事業承継、創業

用させていただき、
地方銀行などの協力も

題解決に尽力するとともに、企業、地域、

の連携も今まで以上に強化し、前述の課

工会議所のみならず、青年部、女性会と

拓く商工会議所」として、全国５１５商

となります。日本商工会議所は「未来を

れ、
「平成」が終わり新しい時代の幕開け

スに転じ、賃金も上昇を続けており、もは

米中間の覇権争いと捉えるべきであり、

りたいと思います。

米中貿易摩擦は、今後交渉の中で部分

スクもないとは言い切れません。

従って長く続くことを覚悟すべきだと思

めるとともに、社会保障の持続可能性の

特に本年は、日本が議長国を務めるＧ

向けて全力で取り組んでまいります。

ひいては日本経済の持続的成長の実現に
向上と財政健全化にも取り組むべきであ

強化してまいります。

います。われわれ経済人は、そのような

１点目は、
「人手不足への対応と生産性

状況の中でどのように生き残っていくべ

最後に、今春には天皇陛下がご譲位さ

る中で、需給ギャップも一昨年よりプラ

議所で説明会・相談会を実施してきまし

れました。これは、
主に米国トランプ政権

10

りました。

99

の保護主義的な貿易政策が、
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厚く御礼申しあげます。
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千葉県知事

森田健作

と思っていただけるよう、引き続
機能強化策の実現とともに、空港

れています。県としても、更なる

った！」
、
「また千葉に来たい！」
、 在、実施に向けた手続きが進めら

り組んでまいります。

進めるなど、更なる観光振興に取

活用した魅力的な観光地づくりを

基本計画」を策定し、地域資源を

また、「第３次観光立県ちば推進

き、オール千葉でのおもてなし力
周辺の環境対策や地域づくりにつ
農林水産業については、本県の

更なる機能強化の合意を受け、現

の向上と機運の醸成に取り組んで
いて、国、空港会社及び空港周辺
特産品となっている落花生の新品

ら訪れる方々に「千葉に来てよか

まいります。
市町と連携して、しっかりと取り
種が「Ｑなっつ」の愛称で昨年デ

県民の安全と安心の確保も重要
組んでまいります。

共和国では、県産品の輸出促進や

ール共和国及びベトナム社会主義

決して忘れず、県民、事業者、自

東日本大震災などの災害の教訓を

の充実強化を図ります。今後とも

職員、県民などの防災教育・訓練

ー」の供用をこの春開始し、消防

行う「消防学校・防災研修センタ

あらゆる災害に対応した訓練を

の未事業化区間の早期事業化に向

２４年度の全線開通や北千葉道路

首都圏中央連絡自動車道の２０

一部が開通する予定です。

田空港を最短で結ぶ北千葉道路の

間に引き続き、今年は外環道と成

く環状道路（外環道）の千葉県区

また、昨年に開通した東京外か

要な農地集積による生産性の向上

整備や、担い手が不足する中で重

漁港をはじめとする漁港施設等の

さらに、水揚げ量日本一の銚子

ります。

く国内外の皆様にお届けしてまい

千葉の素晴らしい農林水産物を広

水産県として、落花生はもとより、

ビューしました。全国屈指の農林

な課題です。

商工会議所及び会員事業所の皆
観光客の誘致、経済分野や県とし
主防災組織、市町村、県などが一
け、
しっかり取り組むとともに、
引
などを通じ、生産者や関係団体と

ともに、 月に訪問したシンガポ

様におかれましては、輝かしい新
て喫緊の課題となっている介護人
丸となって、地域防災力の向上を
き続き、これら幹線道路にアクセ
一体となって力強い農林水産業を

明けましておめでとうございま

春をお迎えのことと心からお慶び
材の確保に向けた人材分野での交
図りながら、「災害に強い千葉県づ
スする道路の整備を強力に推進し
県経済の活性化については、「第
年におきましても、「次世代の若者

新たな年号を迎えるこの節目の

さて、東京２０２０オリンピッ

こ
した。
大会を成功に導くうえで、
本 「防犯ボックス」の設置が進み、
４次ちば中小企業元気戦略」に基
や子どもたちが誇れるような千葉

活性化や地域振興に御理解、御協

の春新たに３か所の開設が予定さ
づき、前向きに挑戦する中小企業
県の実現」に向け、引き続き全力

ク・パラリンピックの開催まで、

れています。また、通学路等にお
を全力で応援していくとともに、
で取り組んでまいります。

力をいただいておりますことに、

皆様には、日頃から本県経済の

す。

申し上げます。
流促進を図りました。
くり」に努めてまいります。
創り上げてまいります。

７競技が実施される幕張メッセ
ける子どもたちの安全確保にも活
誰もが活躍できる社会の実現に向

結びに商工会議所及び会員事業

残すところ１年半あまりとなりま

開催し、国内外から約１万６千人
の大規模改修や、サーフィン会場
用できるよう、防犯カメラの設置
け、働き方改革の推進に引き続き

所の皆様のますますの御発展と会

厚く御礼申し上げます。

のランナーが参加しました。約
となる釣ヶ崎海岸における自然公
を引き続き進めることにより、地
取り組んでまいります。さらに、

昨年は、４回目となる「ちばア

万人が沿道応援に駆けつけ、本
園施設の整備に加え、都市ボラン
域の防犯力を一層強化してまいり

年は大切な年となります。

県の魅力とおもてなしの心を、広
ティアの育成や障害者スポーツの

クアラインマラソン２０１８」を

く国内外に発信することができま

員の皆様の御健勝をお祈り申し上
げまして、年頭のあいさつといた

採用力の向上の支援に努めたほか、高校

な職場づくり」を通じた人材の定着率や

空港は、第３滑走路の新設を含む

このような新規のイベントだけでな

て、実証実験イベントも開催しました。

催したほか、８月には、調査の一環とし

す。

モーション施策をはじめとした取組み

上を図ることができるよう、新たなプロ

各施設が相乗効果を生み出し、魅力の向

ズム元年と定め、隣接する市原市と連携

は、昨年を本市におけるグリーンツーリ

一方、観光プロモーション面において

支援を行いました。

援を行うとともに、企業の人材確保への

ぞれ開催し、多様な主体に対する就労支

象とした合同企業説明会・面接会をそれ

づくり女子、若年者、外国人留学生を対

また、千葉商工会議所とともに、もの

を満喫していただくとともに、本市の魅

アレースにおいても、多くの方々にレース

た。また、世界的に有名なレッドブル・エ

食と多彩な催しを楽しんでいただきまし

まれ、多くの来場者に千葉県内の豊かな

り（千葉市民産業まつり）
」は、天候にも恵

花火大会となりました。
「千葉湊大漁まつ

大の２万３千発となり、国内でも有数の

日開催となりましたが、打上数が過去最

火フェスタ（千葉市民花火大会）
」は初の平

楽しんでいただいている「幕張ビーチ花

千葉の夏の風物詩であり、毎年皆様に

等参加者による市内観光ツアー等の実

本市開催につなげていくとともに、会議

催者ニーズに応じた支援を行い、次回の

催の推進においては、会議への助成や主

さらに、国際会議等ＭＩＣＥ誘致・開

味わっていただきたいと考えております。

の多くの皆様に千葉市の新たな魅力を

実施し、市民の皆様はもとより、国内外

間づくりにもつながる具体的な施策を

葉市ならでは、ともいえる将来の都市空

査・実証実験などの結果等を踏まえ、千

の経済・文化振興）
」については、外部調

また、
「ナイトタイムエコノミー（夜間

を進めてまいります。

し、
「農と緑」の多彩な魅力を持つグリ

力を国内外に発信することができました。 施を支援し、市内の消費喚起につなげて

く、恒例となっている観光行事も盛大に

ーンエリア（若葉区・緑区）での観光振

開催されました。

これは、中小企業者が「先端設備等導

興に本格的に取り組み始めたほか、夜の

ちばっ子商人育成スクールを実施する

入計画」を市に申請し、認定を受けた

観光の重要性が高まる中で、 月には、

的に展開し、地域経済のさらなる発展を

など、将来の千葉市を担う産業人材の育

生を対象とした企業見学バスツアーや

確保策について検討してまいりま

ンフラの充実など、本県の立地優

企業誘致を推進するため、交通イ

県として、ハード・ソフト両面か
整備も重要です。

本県の発展を支える社会基盤の

ます。

また、２月に訪問したタイ王国
ら環境整備を着実に進めてまいり
昨年、開港 周年を迎えた成田

します。

普及促進など、競技が実施される

では、県産農水産物・物産品のＰ
ます。
また、
この機会を捉え、
国内外か

Ｒや観光商談会の開催等を通じ、
本県の魅力をさらに浸透させると

千葉市長

後、同計画に基づいた一定の設備投資を

全国 都市が加盟する「工場夜景サミッ

目指してまいります。また、切れ目の無い

めでとうございます。
画」の受付を開始しました。

小企業者が、設備投資に踏み切りやす

昨年は、平昌２０１８オリンピック ･ い環境を整えるべく「先端設備等導入計

パラリンピック冬季競技大会など華や
かなニュースの一方、風水害、地震や記

市政では、 年ぶりに国民健康保険事

成に取り組みました。

録的な猛暑など、改めて防災対策の大切

行うことで、その固定資産税を３年間免

ト」を市原市と共同で開催し、昼間の海

まず、中小企業支援面においては、中

さを痛感した一年でありました。

除する特例を実施するものであり、これ

辺とは一味違った夜の景色を楽しんで

に加え、新たな視点も交えた施策を積極

導入、さらには上下水道料金徴収一元化

の拡大防止対策や地域ポイント制度の

同で開発を進めている、ＪＲ外房線誉田

の確保を目的として、民間事業者と共

また、市内で枯渇しつつある産業用地

正を行い、成長力が高いと見込まれる業種

ート等の調査を通じて、市の夜間の経済

機関による事業者や来街者へのアンケ

化振興）
」の取組みに着手し、外部調査

進出や追加投資を促進してまいりました。 イトタイムエコノミー（夜間の経済・文

に対する優遇措置を拡充し、本市への新規

活動への認識、期待、課題等の把握や分

創出するため、全国的にも先進的な「ナ

職種に対し、学生・生徒だけでなく、そ

とともに、特に人材不足が深刻な技術系

き方改革や生産性向上の支援に努める

局やポリテクセンターなどと連携し、働

については、昨年に引き続き、千葉労働

喫緊の課題である人手不足への対応

このように、さまざまな事業により地

さらに、一年後に迫る東京２０２０オ

携を推進します。

向けてさらなる機運の醸成を図ってま

リンピック パ･ラリンピック競技大会に

４月末で「平成」が幕を閉じますが、
本

いります。
の保護者の方への理解促進を図るほか、 年も 万市民の皆様が将来に希望を持ち、

一層推進し、訴求力が高くグリーンツー

このほかにも、グリーンツーリズムを

たしまして、ご挨拶といたします。

のますますのご健勝 ご･多幸をお祈りい

年頭にあたり、千葉商工会議所の皆様

で取り組んでまいります。

千葉市が魅力と活力にあふれるまちとし
スまつり」において、これまでの昼の開

てさらに発展するよう、市政運営に全力
催に加え、夜の千葉公園を幻想的な光の

リズムの 核
“ と
”もなるコンテンツ作り

外国人材の受け入れにかかる支援策等

アートで演出し、ライブやダンスなどを

についても検討を進めてまいります。
雇用・労働面においては、キャリアア

行う「ＹｏｈａＳ～夜ハス～」を初めて開

また、６月には、千葉公園のオオガハ

ップアドバイザーによるコンサルティ

スの見ごろにあわせて開催する「大賀ハ

ング実証事業をスタートさせ、
「魅力的

に向けた検討を進めるほか、エリア内の

計画」を策定し、さまざまな施策を実施

年でありました。

域経済の活性化に努めるほか、小 中･学
校の普通教室のエアコン整備など教育

など、市民の皆様の未来につながる施策

駅至近の産業用地「ネクストコア千葉誉

環境の一層の充実や、認知症の方やその

経済産業分野につきましては、人口減

田」については、１月に造成工事を開始

析を行いました。

企業誘致を実施することで、本市への成

少などの社会構造の変化に対応する施

するとともに、 月に「工業団地バスツ

長産業の集積を加速化させてまいります。 家族への支援、在宅医療と在宅介護の連

策に取り組むほか、本市特有の産業構造

アー」を実施するなどして、誘致活動を

そのほか、都市としての新たな魅力を

や訪日外国人観光客の増加、周辺地域と

いただけることをＰＲしました。

の連携などを踏まえて、
「千葉市経済成

行いました。

や市民サービスの向上に力を入れた一

長アクションプラン」を改定するととも

企業立地面においては、補助制度の改

10

してまいりました。

に、
「地域未来投資促進法に基づく基本

まいります。

までに多くの中小企業者の皆様にご利

また、受動喫煙防止条例の制定（２０

11

２０年 月施行）をはじめ、風しん感染

11

迎えました本年は、従来からの取組み

業の累積赤字を解消し、財政健全化を着
用いただいております。

熊谷俊人

位性を活かした新たな産業用地の

した。

地域防犯力の向上については、
てまいります。

11

実に進めることができました。

千葉商工会議所の皆様、明けましてお

40
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年賀誌上名刺広告

有限会社鎌滝興業

代表取締役

鎌滝沙矢香

八街市山田台二八一
☎〇四三︱三一二︱〇九〇八

足湯のことなら鎌滝興業

株式会社グリーンタワー

威 樹

代表取締役社長

林
千葉市美浜区ひび野二︱一〇︱三
☎〇四三︱二九六︱三六七六

ホテルグリーンタワー幕張

株式会社京葉銀行

取締役頭取

熊 谷 俊 行

千葉市中央区富士見一︱一一︱一一

東日本製鉄所

ＪＦＥスチール株式会社

常務執行役員

岩 山 眞 士

副所長

千葉市中央区川崎町一
☎〇四三︱二六二︱二二〇〇

新日本建設株式会社

代表取締役会長

金 綱 一 男

千葉市美浜区ひび野一︱四︱三
☎〇四三︱二一三︱一一一一

株式会社精美堂

代表取締役

望 月 泰 伸

千葉市中央区中央四︱五︱一
☎〇四三︱二二二︱五一六一

あなたの街の、あなたのはんこや

株式会社セキネ

代表取締役

関 根 洋 一

千葉市中央区中央四︱五︱一
☎〇四三︱二二七︱七四八一

株式会社総武

取締役社長

木 原 新 二

千葉市美浜区中瀬一︱一〇︱二
☎〇四三︱二七六︱五一二一

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

千葉支店長

水越真一郎

千葉市中央区千葉港八︱四
☎〇四三︱二四三︱三〇八五

保険の先へ、挑む。

利

千葉市中央区中央三︱一七︱一
☎〇四三︱二三九︱七七五五

髙梨武光税理士事務所

所長

髙 梨 武 光

株式会社千葉銀行

取締役頭取

佐久間

千葉市中央区千葉港一︱二
☎〇四三︱二四五︱一一一一

千葉銀行は挑戦する全ての人を応援します

本年もよろしくお願い申し上げます
役員名

事業所名

役職名

氏

名

役員名

事業所名

役職名

氏

名

㈱千葉銀行

取締役頭取

佐久間

利

常議員

千葉構内タクシー㈱

顧問

斯 波

副会頭

塚本總業㈱ 千葉支社

取締役副社長千葉支社長

粟生雄四郎

常議員

㈱電通東日本 千葉支社

支社長

下 鶴 泰 久

副 会 頭

㈱堀江商店

取締役会長

堀 江 亮 介

常議員

新日本建設㈱

代表取締役社長

髙 見 克 司

副 会 頭

㈱精美堂

代表取締役

望 月 泰 伸

常議員

千葉県信用保証協会

会長

床 並 道 昭

副会頭

ＪＦＥスチール㈱ 東日本製鉄所

常務執行役員・
東日本製鉄所副所長

岩 山 眞 士

常議員

㈱千葉測器

代表取締役社長

中 村 卓 見

監

事

㈱京葉銀行

取締役頭取

熊 谷 俊 行

常議員

並木木材㈱

代表取締役社長

並 木

監

事

㈱千葉興業銀行

取締役頭取

青 柳 俊 一

常議員

東京ガス㈱ 千葉支社

支社長

西 形 進 也

監

事

税理士法人千葉中央会計事務所

代表社員・所長

手 島 英 男

常議員

東日本旅客鉄道㈱ 千葉支社

執行役員千葉支社長

西 田 直 人

常務理事

千葉商工会議所

常務理事

河 野

功

常議員

㈱千葉薬品

取締役副社長

根 本 光 男

常議員

千葉県酒類販売㈱

代表取締役社長

飯 沼 喜 規

常議員

㈱はせべ

代表取締役社長

長谷部光一

常議員

東日本電信電話㈱ 千葉事業部

千葉事業部長

池 田

敬

常議員

㈱グリーンタワー

代表取締役社長

林

常議員

千葉製粉㈱

取締役専務執行役員

伊 藤

永

常議員

早野商事㈱

代表取締役

早 野 泰 広

常議員

千葉興行㈱

代表取締役

臼 井 正 人

常議員

㈱太陽堂印刷所

代表取締役

日 暮 秀 一

常議員

㈱千葉マツダ

代表取締役社長

大 木 康 正

常議員

㈲福井商店

代表取締役

福 井 晶 一

常議員

二宮産業㈱

専務取締役

大 串

常議員

日本通運㈱ 千葉支店

千葉支店長

保 坂 斎 夫

常議員

旭建設㈱

相談役

大久保隆章

常議員

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 千葉支店 千葉支店長

水越真一郎

常議員

イオンリテール㈱

代表取締役社長

岡 崎 双 一

常議員

㈱ちばぎん総合研究所

取締役社長

水 野

常議員

三井不動産㈱ 千葉支店

支店長

各 務

徹

常議員

宮川電気通信工業㈱

代表取締役会長

宮 川 欣 丈

常議員

医療法人柏葉会 柏戸病院

副院長

柏 戸 孝 一

常議員

千葉信用金庫

理事長

宮 澤 英 男

常議員

勝又自動車㈱

代表取締役社長

勝 又 康 夫

常議員

福井電機㈱

代表取締役社長

村 杉 茂 治

常議員

㈱ケーヨー

常務執行役員

川 井 信 夫

常議員

㈱三菱ＵＦＪ銀行 千葉支社

支社長

村 田

常議員

小林公認会計士事務所

所長

小 林 廣 美

常議員

㈱さつま屋

代表取締役

山 口 和 夫

常議員

㈱エム・アイ・エス・インターナショナル 代表取締役

小松美智子

常議員

東京電力パワーグリッド㈱ 千葉総支社 千葉総支社長

吉 田 恵 一

常議員

式田建設工業㈱

式 田 秀 穂

常議員

ビィー・トランセホールディングス㈱

吉 田

会

頭

取締役会長

隆

代表取締役

愼

浩

威 樹

創

忍

平

エースター株式会社

代表取締役

宮 島
健

千葉市中央区中央区一︱一︱三
住生・りそな千葉ビル三Ｆ
☎〇四三︱二〇二︱七一一一

本年も自販機での地域貢献をします

株式会社エム・アイ・エス・インターナショナル

代表取締役

小松美智子

千葉市中央区弁天二︱二三︱一
☎〇四三︱二五四︱四七五七

階層別研修、コミュニケーション対策

社会保険労務士法人ＬＭＣ社労士事務所

代表社員

蒲 島 竜 也

千葉新宿ビル五Ｆ

☎〇四三︱二四二︱五六七七

千葉市中央区新宿一︱八︱一一

働き方改革のことなら当事務所へ

勝又自動車株式会社

代表取締役社長

勝 又 康 夫

千葉市中央区本町二︱二︱一〇
☎〇四三︱二二七︱二一二一

ちばぎん証券株式会社

取締役社長

花 島 恭 一

東京都中央区日本橋茅場町一︱八︱一
☎〇三︱三六六〇︱四七〇〇

千葉県酒類販売株式会社

代表取締役社長

飯 沼 喜 規

千葉市中央区要町五︱七
☎〇四三︱二二七︱四二六一

去りゆく平成と新たな時代に乾杯

千葉県信用保証協会

会長

床 並 道 昭

千葉市中央区中央四︱一七︱八
☎〇四三︱二二一︱八一八一

中小企業のベストパートナー

株式会社千葉興業銀行

取締役頭取

青 柳 俊 一

千葉市美浜区幸町二︱一︱二
☎〇四三︱二四三︱二一一一

地域とともに ちば興銀

夢シティちば 2019年₁月号

☎〇四三︱三〇六︱二一二一

”

本店

“

千葉みなと本部 千葉市中央区千葉港五︱四五

確かな きずな を、未来へ

京葉工管株式会社

代表取締役社長

内 藤 定 雄

千葉市美浜区新港一三九︱二
☎〇四三︱二四八︱一四七七
本年もよろしくお願い申し上げます

7
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夢シティちば 2019年₁月号

6

千葉構内タクシー株式会社
代表取締役

加 藤 末 昭
千葉市中央区問屋町五︱四二
☎〇四三︱二四一︱六五三一
安全・安心の千葉構内タクシー

千葉信用金庫
理事長

宮 澤 英 男
千葉市中央区中央二︱四︱一
☎〇四三︱二二五︱一一一一
ともに歩みともに創る地域の未来

浩

株式会社千葉ステーションビル
代表取締役社長

椿
塚本大千葉ビル七階

☎〇四三︱二二七︱三〇〇三

千葉市中央区富士見二︱三︱一

毎日をもっと楽しく、千葉を元気に

千葉製粉株式会社
代表取締役社長

加 瀨 晴 久
千葉市美浜区新港一七
☎〇四三︱二四一︱〇一一一
当社は、お客様と共に歩む応援企業です

野村證券株式会社千葉支店
支店長

小 川 博 之
千葉市中央区富士見一︱一四︱一三
☎〇四三︱二二七︱二一六一
それ、野村にきいてみよう

株式会社博全社
代表取締役

松 丸 喜 樹
千葉市美浜区新港三二︱一
☎〇四三︱二四四︱七七〇〇
人を想う、セレモニー

早野商亊株式会社
代表取締役

早 野 泰 広
千葉市若葉区桜木六︱一九︱七五
☎〇四三︱二三二︱〇一四四
明けましておめでとうございます

敬

東日本電信電話株式会社千葉事業部
千葉事業部長

池 田

千葉総合卸商業団地協同組合
理事長

石田一太郎
千葉市中央区問屋町一︱五五
☎〇四三︱二四二︱二六一六

千葉第一監査法人
代表社員

田 中 昌 夫
千葉市中央区中央一︱二︱一
☎〇四三︱二二五︱一二一一
法定監査、各種法人の会計指導監査

税理士法人千葉中央会計事務所
税理士・公認会計士

手 島 英 男
千葉市中央区中央一︱二︱一
☎〇四三︱二二五︱一二一一
税務・会計・経営相談、相続税申告

千葉テレビ放送株式会社
代表取締役社長

篠塚

泉

千葉市中央区都町一︱一︱二五
☎〇四三︱三一一︱二〇五二
千葉県情報はチバテレ３チャンネル

千葉日報社
代表取締役社長

大澤克之助
千葉市中央区中央四︱一四︱一〇
☎〇四三︱二二二︱九二一一
もっと伝えたい千葉がある

塚本總業株式会社千葉支社
取締役副社長千葉支社長

粟生雄四郎
千葉市中央区富士見二︱三︱一
☎〇四三︱二二七︱三三二一

東京ガス株式会社千葉支社
支社長

千葉鉄工業団地協同組合
理事長

西 形 進 也

星商株式会社
代表取締役

星

情報通信設備のトータルサポート

千葉市中央区院内一︱二︱一
☎〇四三︱二二五︱一三一一

宮 川 欣 丈

代表取締役会長

宮川電気通信工業株式会社

文化が集まる、未来が集まる。

千葉市美浜区中瀬二︱一
☎〇四三︱二九六︱〇〇〇一

藤 野 達 夫

代表取締役社長

株式会社幕張メッセ

エネルギー事業の事なら当社へ

千葉市中央区神明町三二︱一
☎〇四三︱二四一︱九一六一

堀 江 亮 介

取締役会長

株式会社堀江商店

お掃除は、プロにおまかせ！

千葉市若葉区高品町一五九〇︱五
☎〇四三︱二三二︱二四二一

敦子

本年もよろしくお願いいたします

千葉市美浜区幸町一︱六︱八
☎〇四三︱二四六︱七七〇五

熊 谷 正 喜
千葉市花見川区千種町二九五︱二
☎〇四三︱二五九︱〇二〇一

千葉支社長

東日本旅客鉃道株式会社千葉支社
執行役員

西 田 直 人
千葉市中央区弁天二︱二三︱三
☎〇四三︱二八四︱六七〇〇
未来のキップを、すべてのひとに

社長執行役員

福井電機株式会社
代表取締役

村 杉 茂 治
千葉市中央区問屋町一六︱三
☎〇四三︱二四一︱六四〇一
本年もよろしくお願い申し上げます

藤本歯科長洲医院
院長

藤 本 俊 男
千葉市中央区長洲二︱二〇︱一七
☎〇四三︱二二五︱二〇三〇
素敵な笑顔は素敵な歯から

明美

株式会社ベイキューブシー
代表取締役

水上

千葉市中央区富士見二︱七︱五
富士見ハイネスビル
☎〇四三︱二二七︱三三六一
中小企業へＩＴ導入促進チーム

東方エージェンシー株式会社
取締役社長

水 嶋 和 彦
千葉市中央区千葉港八︱四
☎〇四三︱二四一︱八二三一
損害保険・生命保険代理店

東方地所株式会社
取締役社長

澤 井 謙 一
千葉市中央区栄町三九︱一〇
☎〇四三︱二二七︱八〇〇一
豊富な実績、確かな信用力

有限会社虎屋
代表取締役

森 山 浩 一
千葉市中央区富士見二︱一二︱一
☎〇四三︱二二二︱二四六九

株式会社日本保安
代表取締役社長

青 柳 秀 夫
千葉市中央区中央四︱一二︱一二
中央土地建物ビル五〇六号
☎〇四三︱二二六︱一七二二
保安警備専門会社ＨＰご参照下さい

山形屋商事株式会社ホテルスプリングス幕張

代表取締役

佐藤フジエ
千葉市美浜区ひび野一︱一一
☎〇四三︱二九六︱三一一一

8
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千葉市美浜区中瀬一︱三
幕張テクノガーデンビルＤ棟一三階
☎〇四三︱二七四︱二四八九
あなたとつなぐ、あしたをつくる

‼

事業所名50音順

年賀誌上名刺広告

千葉県へ要望書を提出
月 日㈪、千葉県商工会議所連合会は、会頭・副会頭会議を開催し、

千葉県に対し 項目を要望いたしました。千葉県からは、森田知事や幹

12

それら要望に対して千葉県からの回答がありました。
当所からは次の４点の要望を提出しています。

あけましておめでとうございます。平成 年が幕を明けました。
31

中小企業・小規模事業者への
支援の強化について
人材不足に対応した多様な人材の活
用と円滑な事業承継、県内事業者の受

２０２０年
東京オリンピック・パラリンピック
競技大会を契機とした
地域経済の活性化について

体系の整備と地域イベントを活用した

幕張新都心と中心市街地を結ぶ交通

支援していただきたい。
機運の醸成、訪日外国人観光客の増加

注機会の拡大に向けた取組をより一層
１ 人材不足に対応した多様な人材の
に対応する公衆無線ＬＡＮ環境の共通
化の更なる推進に向けて、取組を支援

活用について
２ 円滑な事業承継について
していただきたい。

い。

通インフラの整備を進めていただきた

道路と千葉市中心市街地を繋ぐ道路交

千葉県経済の活性化に向けて、高速

道路交通インフラを活用した
経済の活性化について

更なる推進について

る公衆無線ＬＡＮ環境の共通化の

３ 訪日外国人観光客の増加に対応す

２ 地域イベントを活用した機運の醸成

通体系の整備について

１ 幕張新都心と中心市街地を結ぶ交

３ 県内中小企業・小規模事業者の受
注機会の拡大について

都市型観光や産業観光の
更なる発展への支援について
都市型観光の振興と広域的な産業観
光の推進に向けて、取組を支援してい
ただきたい。
１ 都市型観光の振興について
２ 広域的な産業観光の推進について

千葉商工会議所 会頭

佐久間

利

会員の皆さまと一丸となって千葉を盛り 上げる

地域経済の活性化は商工会議所の使命

当所の要望を伝える堀江副会頭

部職員が出席し、提出された要望書に関して意見交換を行うとともに、

63

新春を飾るのは、昨年 月に就任した佐久間会頭です。
11

10
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夢シティちば 2019年₁月号

11

11
年頭に当たり、佐久間会頭に地元千葉への想い、そして会頭としての抱負をお伺いいたしました。

新春インタビュー

新春インタビュー

佐久間

3

千葉県・千葉市について

8

■バランスの良さが魅力

す。最近はソーシャルメディアでの情
報発信が盛んですから、個人の方が新
たな魅力をどんどん見つけて発信して
くれています。千葉には素晴らしいと
ころがたくさんありますから、多くの
方に足を運んで頂きたいですね。
■転換期にある千葉市
私が千葉銀行に入行したのは昭和
年です。
その頃、
千葉市の人口は約 万
人でしたが、今や１００万人近くが暮
らす政令指定都市となり、千葉県の政
治・経済をけん引してきました。
このところ千葉駅から東に広がる中
心市街地では、残念ながら大型店舗の
撤退が相次ぎました。時の移り変わり
とともに人々のニーズが変化し、周辺
地域から集まっていた買い物客の動線
に影響を及ぼしているようです。その
一方、ＪＲ千葉駅では新駅舎と駅ビル
が全面開業し、以前にも増してにぎわ
いを見せるようになりました。行政は
将来を見通した街づくりを構想してい
ますし、東口や西口では再開発が進め
られています。数年後には街の表情が
大きく変わるでしょう。
こうした変化は、ビジネスを展開す
る私たち民間企業や個人事業主にとっ
て新たなチャンスにつながります。Ｉ
Ｔが加速度的に進化し、国境を越えて
企業と個人とが直接つながる時代にな
りました。今、顧客に期待されている
ことは何か？という問いが改めて意識

たいと思います。また、個々の企業で
対応が難しい事柄には、行政への要望
提出や、政策提言を行ってまいります。
私は木更津の専業農家に生まれ、大
学卒業後、地域に貢献したいとの思い
から千葉銀行に入行しました。それ以
来、地域経済の活性化が私にとって重
要なテーマになりました。商工会議所
会頭として精一杯頑張ります。
■２０２０年東京オリンピック・
パラリンピックに向けて

4

千葉県はとても住みやすい土地柄だ
と思います。海に囲まれた温暖な気候
で古くから人々が定住し、国の特別史
跡に指定された加曽利貝塚では、縄文
時代よりこの土地がいかに豊かであっ
たかを物語っています。今日でも農林
水産業は全国トップクラスの生産量を
誇ります。大消費地に近く米や野菜の
栽培が盛んですし、特産の梨や落花生、
ビワなどを他県の方へお贈りすると大
変喜ばれます。魚介類も大変新鮮でお
いしいですね。
また、千葉県は経済の中心地である
東京に隣接していることから商工業が
発展し、多くの人が集まってきていま
す。京葉臨海地域は世界最大級のエネ
ルギー・素材産業の集積地として県経
済の中核を担っています。それらの物
流を支えているのが千葉港や成田空港
という海外に通じる物流拠点です。今
後、圏央道が全面開通すると東京湾ア
クアラインと連携し関東一円とつなが
る道路網が完成します。県内全域に経
済効果が波及することが期待されます。
このように各産業が高い水準でバラ
ンスが取れており、６２７万人もの人
口を抱えていることが千葉県の強みだ
と思います。また、観光地としての魅
力がさらに高まることを期待していま
51

65

２０２０年東京オリンピック・パラ
リンピックの開催がいよいよ来年に迫
っています。県内では 競技が開催され
ますが、そのうちオリンピック 競技、
パラリンピック 競技が千葉市の幕張
メッセで行われます。私たちは競技開催
都市の経済団体として、大会の成功に貢
献するとともに、その経済効果を各地
に波及させることが期待されています。
年ぶりの夏の大会ですから、みん
なでムードを盛り上げていきたいです
ね。世界の人に千葉を知ってもらうチ
ャンスですし、アスリートや観光客に
は千葉で充実した体験をしていただき
たいです。ボランティアには多数の応
募がありました。このようなビッグイ
ベントですから、日本の子供たちにも
貴重な体験になると思います。これか
ら様々な関連イベントが開催される予
定ですので、ぜひ皆さんにご参加いた
だきたいと思います。
56

され、顧客のニーズを的確にとらえて
商品・サービスを提供する企業が成功
を収めています。地域活性化もこれと
同じく、多くの人に千葉市を訪れても
らうにはどうしたらよいか、一生懸命
考えることが大切だと思います。私も
出張で各地を訪れる機会がありますが、
様々な工夫をこらして活気ある街づく
りに成功しているところがあります。
地元の方が一生懸命頑張っていらっし
ゃいました。私も会員の皆さまと一緒
に、画期的なアイディアを練って形に
していきたいと考えています。

千葉商工会議所会頭と
しての抱負

10

12
夢シティちば 2019年₁月号
夢シティちば 2019年₁月号

13

■会員のビジネスを全力で応援

27

わが国の経済は全体として緩やかな
回復が続き、堅調な企業収益を背景に、
昨年 月には日経平均株価が約 年ぶ
りとなる高値を記録しました。しかし、
まだまだ景気回復の実感に乏しいと感
じている方も多いのではないでしょう
か。こうした中、会員の皆さまが抱え
る課題の解決を全力でサポートして参
ります。近年は、人手不足や事業承継
などの課題でお困りの企業が増えてい
ますし、２０１９年 月には消費増税
も予定されています。商工会議所スタ
ッフに加え、外部の専門家や協力企業
の力も借りながら皆さまのお役に立ち
10

昭和27年、千葉県木更津市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。千葉銀行入行後、
平成12年から市場営業部長、平成14年から経営企画部長、平成15年から取締役経営
企画部長、平成18年から取締役常務執行役員本店営業部長、平成19年取締役常務執行
役員などを歴任し、平成21年から取締役頭取（代表取締役）に就任。平成30年より千
葉商工会議所会頭、千葉県商工会議所連合会会長。

写真提供：千葉市

利（さくま ひでとし）

Profile

小規模事業者の販路開拓支援として

「いいもの新発見！ がんば～るちば」初開催
日時：１１月１７日(土)

約 の事業者が中央公園に出展
地元千葉市で頑張る事業者が集まり
一日限りの展示・販売会を開催

17

千葉商工会議所は千葉市中央公園で

月 日㈯に、ちば産業フェア「いいもの

新発見！ がんば～るちば」を初開催した。

to

本イベントは、地元千葉市で頑張る小規

40

模事業者の販路開拓支援を目的に、Ｂ

Ｃを強化したい事業者を公募。約 のブ

ースを会場いっぱいに展開し、魅力あふ

れる商品・サービスの展示販売イベント

として実施した。

40

11
当日は天気にも恵まれ、まち歩きイベ

ントの「ぶら千葉祭り２０１８」との同

時開催もあり、一日中人の波が途切れる

ことがなく、１，５００人超の来場者が

あり、出展された商品・サービスを楽し

むなど、盛況のうちに終了した。

今回のイベントの
結果を踏まえて……

初開催ながら出展者の満足度は高く、

次回の出展に期待を寄せていた。

また、来場者の満足度も高く、より多

くの出展を望む声が多かった。

られていないだけで実は魅力あふれる事

千葉市内には約３万の事業者が存在し

併せて出展者が取扱う商品も主婦層向

業者が活躍できる場所が増えていき、活

今回のイベントは、親子連れや主婦層

けの比重を高め、アクセサリーやインテ

性化の足掛かりになることを期待してい

ているが、市民に知られているのはその

リア雑貨、革小物のほか、ハンドメイド

る。また、出展者と来場者の交流を経て、

をターゲットとし、こうした層に強いタ

用の本格拡大鏡や地元に愛される自家製

プチ創業をはじめ、事業に興味を持つ方

中のごくわずか。これをきっかけに、知

パンなど、バラエティ豊かなものを揃え

が増えるなど、副次的な効果も期待して

ウン誌を活用して広報を展開した。

た。また、女性に人気の高いアロマやア

七宝焼
着物・帯リメイク作品
陶器の箸置きやアクセサリー、うつわなど
オールハンドメイド革製品
手織り小物、手作りアクセリー、バック 縫わないがま口
着物、帯リメイク作品（インテリア雑貨、和小物、ハギレなど）
陶芸（うつわ類）
アイシングクッキーとキャンドルの販売
プリザーブドフラワーやクリスマスリースの販売
テイクアウト日本茶 手焼き煎餅
コーヒー
焼きたてパン
和菓子（大福、赤飯、だんご、どら焼き、栗まんじゅうなど）
和菓子 だんご
焼きたてパン
自家製パンと焼き菓子
焼きたてパン
弁当、軽食
杖、クツ、シルバーカー、健康グッズなど
古本、雑貨
シャンプー・トリートメント・ネイルシールの販売
拡大鏡ルーペ
千葉県内の物産・特産品等
介護電動ブラシ、口腔洗浄器

おり、このようなイベントを継続してい

容

クセサリー等のワークショップのブース

夢シティちば 2019年₁月号

内

くことで、地元千葉市が更に元気になる

フリット
ラブリメイク
AKANEs Pottery
T-bone Leather
pecopeco
紅工房（くれないこうぼう）
陶游(トウユウ）
AKIMAKI
和み
大川園
Eureka Coffee Roasters
手ごねパンの店 ziegel
(有)栗山菓舗
御菓子司榎家
クロワッサンフレール
フレンドベーカリー
Boulangerie Le Port
wine stand pedro
介護用品とステッキの専門店 陽だまり
ムーンライト・ブックストア
心カラー
京葉光器
まだあーるちば
アイ・デント

展

よう今後も積極的に取り組んでいきたい。

出展者一覧
15

MiSHKeT（ミシュケット）

出

グルーデコ ワークショップのワークショプ
コスメクラフト・アロマクラフトのワークショプ
ハーバリウムアレンジメントなどのワークショプ
キッズ向けクリスマスリースづくりのワークショプ
おそうじ相談、ビンゴ大会
エンディング相談
現地フォト撮影（データ提供）
ハンドマッサージ、ネックマッサージ
スクラップブッキング（ペーパークラフト）
プリザーブドフラワーとアーティフィシャルフラワーを使ったオリジナルデザインのアレンジを出展
アクセサリー、トールペイント、パッチワーク小物
革製品
革小物
・ハンドメイド雑貨 （雑貨屋店主がつくる、国産ひのきのおがくずをつめたヌイグルミやミニトランクケースなど）
・インテリア雑貨 （ドイツやロシアの職人が作る木製雑貨）

も設け、会場に長く滞在いただくお客さ

出展者名（ブース名）〈順不同〉

LＵＺ
Ｅｙｍｙ Ｂｒｏｗｎｓ
コスモス
ルミラージュちば
おそうじの三つ星
セクト
ナチュールフォトスタジオ
サロンドフルベール
wonderful{crop}life!
イマージュ
Hanimayu
革工房EMI
中川守和匠店

大きなアーチでお出迎え

まも多く見受けられた。

会場から人の波が途絶えることがありませんでした。

会場：千葉市中央公園

夢シティちば 2019年₁月号
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業種別特徴 （▲はマイナス）

全産業

●建設業

き見通しは、業況DI・売上DI・採算DIは全て現状より
上向くとの見方になっている。 「人手不足が深刻で不

売上推移

ポイント下降して▲19.5となった。向こう３ヶ月の先行

安」
「仕入れ単価の増加や従業員不足など出費を余儀なく
される状況」などの声があった。

前回調査と比較して、業況DIは0.1ポイント上昇して
1.3に、売上DIは0.5ポイント上昇して6.2に、採算DIは6.8

くとの見方になっている。「アメリカと中国の貿易関係

採算推移

通しは、業況DI・売上DI・採算DIは全て現状より下向

千葉商工会議所景気動向調査

小売業の低調が影響し、業況DIが３期ぶりに悪化。 調査期間：平成30年11月9日（金）～ 11月27日（火）
従業員DIは、調査開始以来の最高値を更新して 調査対象：千葉商工会議所法人会員事業所500社
〈回答：404社 回答率：80.8％）
100
おり、深刻な人手不足が続いている。
80
先行きは、横ばいで推移する見通し。
60
DI値（景気動向指数）とは、売上･採算･業況などの項目についての判断
の状況を表す。ゼロを基準としてプラスの値で景気の上向き傾向を表す
回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す
回答の割合が多いことを示す。従って、売上高などの実数値の上昇率を
示すものではなく、強気･弱気などの景況感の相対的な広がりを意味する。

●製造業

ポイント上昇して0.0となった。向こう３ヶ月の先行き見

調査結果報告

調査結果のポイント

前回調査と比較して、業況DIは2.5ポイント上昇して▲
8.5に、売上DIは7.2ポイント上昇して2.4に、採算DIは8.5

平成30年11月期

DI値：
（増加･好転などの回答割合）
－
（減少･悪化などの回答割合）

40
20

建設業
83社

製造業
82社

卸売業
82社

小売業
76社

サービス業
81社

0

景気動向調査はインターネットで詳細をご覧いただけます。

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

全産業業況推移

で先が見えない状況」
「景気は低調に推移している」など
の声があった。

●卸売業
前回調査と比較して、業況DIは7.0ポイント下降して▲
は4.6ポイント下降して▲16.3となった。向こう３ヶ月の
先行き見通しは、業況DI・売上DI・採算DIは全て現状
より下向くとの見方になっている。 「西日本豪雨以降、
入荷が激減」
「中国との関係も含めて、
先の見えない世界

仕入単価推移

17.3に、売上DIは4.3ポイント下降して▲10.0に、採算DI

状況」などの声があった。

●小売業

全体の特徴 （▲はマイナス）

前回調査と比較して、業況DIは18.5ポイント下降して
▲36.0に、売上DIは25.3ポイント下降して▲30.3に、採算
の先行き見通しは、業況DI・売上DI・採算DIは全て現
状より上向くとの見方になっている。「猛暑による夏季
の売上、来店者減少に続き、11月に入っても気温が下が

従業員推移

DIは7.9ポイント下降して▲32.9となった。向こう３ヶ月

らず、
苦戦中」
「暖冬で冬物が売れない」などの声があっ
た。

●サービス業
前回調査と比較して、業況DIは6.6ポイント上昇して▲
ポイント上昇して▲2.5となった。向こう３ヶ月の先行き
見通しは、採算DIは下向くものの、業況DIは上向き、売
上DIは横ばいとの見方になっている。
「技術者（クレーン
オペレーター）の人材不足が重要課題」
「慢性的な人手不
足で、仕事を断っている現状」などの声があった。

17

夢シティちば 2019年₁月号

資金繰り推移

3.8に、売上DIは8.9ポイント上昇して1.2に、採算DIは11.6

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30年８月、以下同じ）と比較して、卸売業・小
売業が下降し、建設業・サービス業が上昇、製造業が横ば
いとなった結果、全産業合計DIは3.1ポイント下降して▲
12.5となり、３期ぶりの悪化となった。
また、向こう３ヶ月（12月～２月、以下同じ）の先行き
見通しは、
製造業・卸売業が下降し、
建設業・小売業・サー
ビス業が上昇の見込みとなっており、全産業合計DIは現状
より0.4ポイント上昇の▲12.1となっている。
売上DIでは、前回調査と比較して、卸売業・小売業が下
降し、建設業・サービス業が上昇、製造業が横ばいとなっ
た結果、全産業合計DIは2.4ポイント下降して▲5.8となり、
３期ぶりの悪化となった。
また、向こう３ヶ月の先行き見通しは、製造業・卸売業
が下降し、建設業・小売業が上昇、サービス業が横ばいの
見込みとなっており、全産業合計DIは現状より2.3ポイント
上昇の▲3.5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・小
売業が下降し、製造業・サービス業が上昇した結果、全産

業合計DIは0.6ポイント下降して▲14.1となり、横ばい
となった。
また、向こう３ヶ月の先行き見通しは、製造業・卸
売業・サービス業が下降し、建設業・小売業が上昇の
見込みとなっており、全産業合計DIは現状より0.4ポイ
ント下降の▲14.5となっている。
仕入単価DIは、横ばいで推移しており、原材料・燃
料価格の高騰が続いている。
従業員DIは、２期ぶりに上昇し、調査開始以来の最
高値を更新しており、深刻な人手不足の状況が続いて
いる。 資金繰りDIは、横ばいで推移している。
全体を総括すると、小売業の低調が影響し、業況DI
が３期ぶりの悪化となった。従業員DIが調査開始以来
の最高値を更新しており、深刻な人手不足の状況が続
いている。また、
「気温が暖かいため冬物が鈍い」と、
天候による不調の声も聞かれた。
先行きについては、
建
設業・小売業・サービス業が上昇すると見込まれてい
るものの、横ばいであり、慎重な見方が続いている。
夢シティちば 2019年₁月号
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月

日㈪

外国人留学生対象合同就職説明会

日㊌

月 日㈬
「ちばマイプロジェクト発見伝」
特別講師による先端的講義を開催

医療・介護部会

当所は、中小企業・小規模事業者の人
当所は、女性向け現場実習型創業塾
手不足に対応するため、多様な人材との 「ちばマイプロジェクト発見伝」
の特別講
出会いの場として合同就職説明会を上野
師として、㈱千葉測器 取締役会長 中村
法科ビジネス専門学校及び千葉市と共催
正見氏を招き、先端的講義を行った。
で開催した。
中村会長は、現在千葉測器グループが
本説明会は、日本での就職を目指す外 「１００年企業」
を目指しており、企業が
国人留学生を対象に、地元企業への理解
永続的に発展し続ける意義などについて、
を深めてもらうことを目的に、本年度初
歴史的な史実を紐解きながら経営の哲学
めて専門学校を会場として開催した。
について話された。
当日は、同校の概要や特色、外国人雇
また経営資源でもある人材にも言及し、
用に関する留意点についての説明及び学
社員の健康管理や育成を呼びかけた。
校見学を行った後、会員企業４社が生徒
当日講義を聴講した起業家を目指す塾
約 名に対し、企業ＰＲや質疑応答など
生や本創業塾協力企業の経営者にとって、
を行った。また、生徒も面接希望者が多
指針ともなる大変興味深い内容であった。
く、企業と生徒共に積極性が伺えた。
また、講師として、中村会長のほか、
参加企業からは、「参加者が多く、面接
早稲田大学 教授 野口智雄氏にもご講義
希望者も数名おり良かった」「新たな人材
いただいた。
を発見できた」などのお声をいただいた。

月

月 日㊌
正副部会長・所属議員・常任委員会
議を開催

月 日㈪
幕張新都心地区
会員交流懇談会を開催
当所は、ホテル ザ・マンハッタンに
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、平成 年からスタートし
８回目となり、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
開催し、 社 名の方にご参加いただい
た。
今年度から、当懇談会対象の事業所Ｐ
Ｒの場として、近況報告をしていただく
こととし、㈱幕張メッセ 代表取締役専
務の伊藤稔氏に「２０２０オリ・パラを
控えて、幕張メッセの近況」についてご
講演いただいた。
講演後、懇談会を開催し、参加者は皆
積極的に名刺交換を行い、会場は活気に
溢れていた。

金融部会

金融部会（床並部会長）は、今年度第
２回目となる正副部会長・常任委員会
議を開催した。
「平成 年度 事業実施報
告」では９月に開催した３部会合同視察
会、 月開催の役議員・４部会合同ゴル
フ大会、３月開催予定の合同オープンセ
ミナーについて報告と説明を行った。「次
」では、選挙年度と
年度 事業計画（案）
なるため、２号議員選出にかかる一連の
会議スケジュールや視察、セミナーの開
催等について協議を行い、両議案とも原
案通り承認された。
その他の連絡事項として、現在の会員
増強活動の進捗状況報告と引き続きの推
進協力を依頼した。

正副部会長・常任委員会議を開催

月３日㊊
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36

21

28

26
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11

11

医療・介護部会（藤本部会長）は、今
年度２回目となる正副部会長・所属議員・
常任委員会議を開催した。
藤本部会長の挨拶の後、同部会長が議
長となり「平成 年度事業の中間報告」
「健康経営に関するセミナー」
「会報誌へ
の寄稿」
「２０１９年度事業」
「会員増強」
について協議した。
「健康経営に関するセミナーについて」
は、アクサ生命保険㈱と全国健康保険協
会千葉支部との共催により、平成 年３
月５日㈫に開催することが承認された。
「２０１９年度事業について」
では、他
商工会議所での医療・介護に関する事業
活動の視察研修を検討することとし、他
議案については、原案通り承認された。
31

第１回おもてなしガイド講習会
外国人観光客へのお薦めメニューを検討

▲各店舗のメニュー案について検討

11

10

19
5

当所は、第１回おもてなしガイド講習
会を開催した。
当所では、ホテルに宿泊する外国人観
光客を街中に回遊させることを狙いとし
て、ホテルと商店街・店舗との連携事業
を進めているが、店舗の外国人観光客へ
の対応にはばらつきがあり、特に英語や
中国語のメニューがないとの声が寄せら
れていた。
そこで今回、試験的に外国人観光客の
方向けのお薦めメニューの作成を進める
講習会を開くこととなった。
講師から、各店舗のメニュー案につい
て、「ゴボウや唐揚げは日本独特の食べ物
としてアピールできる」「日本の和の器の
綺麗さは注目される」「千葉らしい食べ物
を食べたいと思っている」などのコメン
トやアドバイスがあった。
30

12

11
40

12

11・12月
タイムライン
タイムライン

▲㈱幕張メッセ 代表取締役専務 伊藤 稔 氏

相続税対策スタッフ

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。

＜ちばインフォメーション＞

弁護士による商工法律相談

氏（中小企業診断士）
氏（中小企業診断士）

○相談日
2月15日（金） 14：00〜17：00

●債権が回収できない
●契約に関するトラブルが発生したなど、法律上の
諸問題の相談に応じます。

税理士による税務相談窓口
記帳、確定申告等、企業経営における税務相談全般に

○相談員
榎本 初雄

氏（弁護士）

○相談日
2月7日（木） 14：00〜17：00

応じます。

○相談員
添田 正美

社会保険労務士による労務相談窓口

○相談日
2月14日（木） 14：00〜17：00

就業規則、社会保険、助成金等、企業経営における
労務相談全般に応じます。

○相談員
徳永 康子

工業部会

する様々な課題について相談に応じます。

○相談員
大谷たかし
石井 孝昌

自由業部会

●国や県の公的支援策を活用したいなど、経営に関

月 日㊌
工 業 部 会 正 副 部 会 長・所 属 議 員 会
議を開催

●事業計画の作成について相談したい

14：00〜17：00

月４日㊋
今 年の活 動 を 振 り 返 り 、来 年 度に
向けて活発な意見交換を行う

○相談日
火曜日・金曜日

中小企業診断士による経営の相談窓口

工業部会（長谷部部会長）は、今年度
２回目となる正副部会長・所属議員会議
を開催した。
「平成 年度事業進捗報告」
では、今年度事業の開催状況の報告と説
明を行った。
また、新入部会員歓迎会についても協
議し、３月 日にセミナー及び懇親会を
開催することとなった。講師には、産業
用ロボットを開発している高丸工業㈱代
表取締役 の髙丸 氏を迎える予定。
「平成 年度事業計画（案）
」では、役
員改選に関する一連の会議スケジュール
や視察、セミナーの開催等について協議
を行い、大綱について了承された。
なお、その他として、会員増強の状況
報告があり、今後も引き続き推進するこ
とを確認した。

千葉商工会議所では、経営全般、法律、税務、労務等の問題について、
専門家による相談窓口を開設しております。相談は無料、秘密は厳守いた
しますので、お困りのことがありましたら、是非お気軽にご相談ください。

11・12月

自由業部会（水野部会長）は、正副部
会長所属議員・常任委員会議を開催した。
開会に先立ち、水野部会長より「皆様の
ご協力により、今年一年充実した部会活
動ができた。来年に向けても皆様の忌憚
のないご意見をいただき、実りのある活
動にしていきたい」とあいさつがあった。
今後の主な部会事業としては、各部会
合同のオープンセミナーを平成 年３月
に開催する予定。今年２月に当部会が合
同開催で、美術の観点から行った「千葉
駅周辺の新しいまちづくり」のテーマに
続き、今回は「スポーツ」の観点を加え
て特色のあるまちづくりの方向性につい
て一考する。
その他の報告事項として、当所会員増
強の進捗状況が行われた。

専門家による相談窓口（無料）

タイムライン

31

31

15

30

12

12
5

氏（千葉県税理士会千葉東支部所属）

氏（千葉県社会保険労務士会千葉支部所属）

※日程が変更となる場合がありますのであらかじめお電話で相談日時等をご連絡ください。

【問合せ】 千葉商工会議所

経営支援課

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
21
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まで

TEL.043-227-4103

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 2019年₁月号
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町工場は リアル下町ロケット
ＮＣ工作機械が生産性向上に寄与
”

ご紹介させていただきます。

中小企業診断士

長田 義弘

ています。精緻な部品を製作する「ＮＣ工作機械」を使用する企業様のご支援が続きましたので

農業など、さまざまな分野で使用される製品のキーデバイスになり、社会に貢献する様子を描い

ＴＢＳ系ドラマ『下町ロケット』が話題になりました。町工場が製作する部品が、宇宙、医療、

“

導入した。
従来の設備では、部材の切断の際に
位置決めがずれ、機械が止まってしま
い作業が停滞することも多かった。ま
た、その切断面の精度の低さから、切
断後にバリ取り作業が必要になり、部
材のロスと合わせてコスト面でも悪影
響が出ていた。
新設備導入後は、部材の切断時間が
半分に短縮された。また、部材の位置

ル機器などに必要な精密部品から、自

スマートフォンや家電製品、デジタ
量に生産できるようになった。ＮＣ工

同じ寸法のものを同じ作業時間で、大

加わり、同じ製品を複数作成する際に、

いる。そこに数値制御（ＮＣ）機能が

マシン（母なる機械）
」ともいわれて

で加工後、人の手による仕上げの作業

質問をぶつけてみたところ、「工作機械

部品が作れるのではないか？」敢えて

「数値を入力すれば技能がなくとも

も ％を維持している。

ＮＣ工作機械導入も積極的で、稼働率

い、独自のアイデアで生産体制を改善

用していたバンドソーの改良を自ら行

工程を円滑にする冶具の開発、従来使

発注元から大変感謝された。導入後も、

決めも自動で行われ、作業効率は格段

動車や航空機などに至るまで、金属を
作機械を効果的に導入・活用し、経営
が重要」と教えていただいた。顧客の

14

している。

共通するのは経営者が「自分の頭で

で導入・運用している。

分に検討し、経営全体を見据えたうえ

導入の目的、導入がもたらす効果を十

を改善するわけではない。２社ともに

単にＮＣ工作機械の導入が、即経営

二社の共通点

要求に応えるためには、切断後に行う

仕上げ作業も ％短縮、納期も早まり

切断後のバリ取り作業も不要になり、

に向上した。

材料とする製品の部品は、素材から
改善に役立てている企業を紹介する。

事例１
仕上げ作業が何よりも大切で、この工
程が部品が果たすべき機能を発揮する

県内で精密部品の製作を行っている

といい、数値制御によりコントロール
り、能動的な顧客開拓が難しい。大量

ために重要なのである。

金属に限らず、セラミックス、ガラス
県内で大型の鉄材等の加工を請け

事例２

巻き込まれてしまうため、難易度の高
負っている企業である。東京オリン

受注も可能な見込生産では価格競争に
い部品加工を積極的に受注し、試作品

といった非金属も加工することが可能
である。
精密で複雑な部品を正確かつ効率的
ピック・パラリンピックの開催を控え、

公認会計士・税理士

石橋 秀樹

石橋公認会計士事務所

考えている」
こと。経営の舵取りは、
機
き残りを図っている。取引に関しても
増加する工事需要に対応するには既存
「手形取引は行わない」との方針を貫
のＮＣ工作機械では追いつかないため、 械でなくあくまで経営者が担うのであ
る。
き、手形回収のリスクを回避している。 最新のＮＣ機能を備えたバンドソーを

に作ることが工作機械の役割であるが、 の段階から加工工程に携わることで生
すべての機械やこれらの部品は工作機
械を通じて作られていることから、工
作機械は「機械を作る機械」
「マザー

ＲＩＺＡＰの計上していた
利益とは
?

〈利益の構造〉

75

〈割安の買収は利益への疑問〉

これまで、税制を中心として、制度の解説・活用を取り上げてきました。今回、視点を変えて、新
聞報道のあった話題を題材にして、商工会議所会員の皆様に、ルールそのものが、本当にこれで良い
のか？ あれこれ、思案して貰いたいと思います。
記憶に新しいＲＩＺＡＰの突然の業績大幅下方修正を取り上げます。
〈ＲＩＺＡＰとは？〉

11

20

70

される機械を「ＮＣ工作機械」と呼ぶ。 企業である。受注生産であることによ

ような加工を行う機械を「工作機械」

上がった金型によって作られる。この

削ったり、
穴を開けたり、
切削加工で仕

ＮＣ工作機械とは

中

ナビ

純資産額より安く買収したことは、
直近の２０１８年３月期決算の売
ＲＩＺＡＰといえば、あの、派手な
中身を慎重に吟味しないと将来の損失
上 高 は １，３ ６ ２ 億 円、営 業 利 益 は
「結果にコミットする」のコマーシャ
１３５億円と売上高の伸びは２年で倍、 を抱え込んだことと表裏一体です。松
ルで、有名になり、知らない方はいな
本晃氏は、現場を回り、企業の実態を
いといって、過言ではないと思います。 営業利益の伸びは４倍に増えました。
見て、短期間で、子会社群を壊れたお
コマーシャルで見るフィットネス事
瀬戸社長はテレビにも出演しており、
業の売上高は、勿論、事業の中核ですが、 もちゃばかりと嘆いていました。これ
今年の春には、名経営者と誉れ高かっ
までの決算は監査法人も無限定適正意
フィットネス事業そのものが、これだ
た前カルビー会長兼ＣＯＯの松本晃氏
見で問題にはなりませんが、そもそも、
を招聘し、成長に一段の弾みがつくと、 け、急成長しているわけではなく、大量
基準がそれで良いのか？と、疑問に思
のＭ＆Ａによるものです。２０１８年３
思われていました。
月末現在、連結子会社数は 社に上り、 われませんか？負ののれんは、以前は、
持分会社は、札幌証券取引所アンビ
即時に利益とすべきとはされていませ
業種は、中核の美容・健康関連から、ア
シャスに上場されています。
んでした。
パレル、住関連ライフスタイル、エンター
〈業績大幅下方修正の公表〉
テインメントと、
拡充を続けています。
〈実質的に違法配当では？〉
利益の中身ですが、業績の悪化した
２０１８年 月 日大引け後に、
会社法は、企業の利益を前提に配当
企業を買収し、純資産額を下回り安く
２０１９年３月期第２四半期の連結最
の規定を設けています。資金の観点か
買収した場合に、負ののれんとして認
終損益が 億円の赤字に転落し、併せ
ら見ると、ＲＩＺＡＰの利益の大半は
識し、国際会計基準では、これが営業
て、通期の予想を従来の１５９億円の
資金の裏づけが脆弱な利益ですが、こ
利益に計上されます。ＲＩＺＡＰグ
黒字から 億円の赤字に下方修正する
れに基づき配当をし、資金が流出しま
ループは、この負ののれんによる営業
と公表しました。
した。資金繰りが良くなかったことは
利益が６割近くになっていました。負
株価も、年初は１，０００円前後し
明白で、倒産となれば、違法配当や粉
ののれんとは、一般の方には意味不明
ていましたが、２００円台まで低落し
飾決算ではなかったのか？の、議論と
で、一部の一般紙では、割安購入益と
ました。
なると予想されます。
報道したところがありましたが、この
会員の皆様は、どう思われますか？
方が、ピンと来るかと思います。
85

70
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企業診断
小

Advice to management

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

安 長

裕

ベトナムにおける投資環境と日系企業進出動向
～裾野の広がりを見せる企業進出～
ジェトロ千葉

50

☎043-271-4100
043-271-4480
https://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

得を目指す企業の双方にとって、ベト
こうした課題に対し、ベトナム政府
ナムが有望投資先として注目されてい
は様々な対策を講じています。例えば、
ると言えるでしょう。
現地調達率向上については、２０１８
この動向に合わせて工業団地の整備
年 月、工業団地および経済区の管理
も更に進んでいます。ジェトロの調査
について定めた政令を公布し、工業団
によるとホーチミン市を中心とするベ
地の新たな形態として「裾野産業工業
トナム南部だけで１３９の工業団地が
団地」
を定めました。通常の工業団地に
あり、うち日本語対応可能である工業
対する優遇のほか、⑴国家予算やＯＤ
団地も あります（２０１５年 月時
Ａ予算からの投資資金の優先的借り入
点）
。最近では、住友商事株式会社が北
れ、⑵国家への土地リース料の減免お
部ハノイ近郊に建設を進めていた第
よび最大 年間（通常 年）の土地リー
タンロン工業団地の造成工事を完了し
ス期間、⑶国家の重点投資リストへの
たとの報道がありました。また、近年
掲載優遇が得られることが特徴です。
は工業団地におけるレンタル工場展開
現在、ベトナムではいまだ課題が
も裾野を広げており、中小企業のベト
ありながらも、輸出型産業、内需型産
ナム進出増加傾向を支える つの要因
業の双方から注目され、進出日系企業
と考えられます。
の業種、規模感も多様化しています。
投資先としての魅力が多く語られる
２０１８年のＡＳＥＡＮ域内の関税撤
ベトナムですが、日系企業がビジネスを
廃などによる貿易、投資の自由化、ま
展開する上で課題もあります。ジェトロ
た進出外資系企業や勃興する地場系企
の進出日系企業実態調査（２０１７年） 業をめぐる動向も変化する中、今後も
では、ベトナムでの経営上の問題点とし
進出先としてのベトナムから目が離せ
て、既進出日系企業の ・ ％が作業員
ません。
の賃金率上昇、 ・ ％が原材料、部品 〈参考〉
「２０１７年度アジア・オセア
の現地調達の難しさを指摘しており、両
ニア進出日系企業実態調査」
項目は周辺のアセアン諸国と比較して
https://www.jetro.go.jp/world/
も高い回答割合となっています。
reports/2017/01/b817c68e8a26685b.html

日本貿易振興機構（ジェトロ）
千葉貿易情報センター

【ちーバルグランプリ結果発表！】

９月 日㈷㈪から 月 日㈬に

だき、スタッフ一同モチベーショ
ンも上がり、忙しい中でも愉しい時

千葉市中心市街地エリアにおい
詳細は随時当所ＨＰにて掲載す

受講料無料
（一部材料費要）
。

ーバル公式アプリによる参加者投

「ちーバル」
において、今年度もち

かけて開催した食べ歩きイベント

体験し、今後の店づくりにも役立

ただき『飲み食べ歩き』の楽しさを

自身利用者としても参加させてい

間を過ごさせていただきました。私

て、お店の店主が講師となり、プ

となり、年々増加するお客様を目

「今年で３度目のちーバル参加

◦◦

ではちーバルグランプリセットと

に努めようと思います。また、当店

とをしっかり胸に刻み、日々の業務

たこととグランプリ１位というこ

て、何よりもちーバル総合グランプ

の当たりにして、とても注目度の

して毎日、２０１８年ちーバル提供

総合グランプリを受賞されたビス

高いイベントであることを毎年実

メニューを召し上がれます。今後

リ、料理部門２年連続１位という結

感させられています。お客様に

も皆様に喜んでいただけるお店に

トロイヴローニュの並木一雅オー

も
『去年も美味しかったから来た』

なれるよう励みたいと思いますの

果をいただき、光栄に思います。多

『○○さんに紹介してもらったか

でよろしくお願いいたします。
」

【コスパ部門】
ＥＳＴ！ ＰＲＯＳＳＩＭＯ

【料理グランプリ】
ビストロイヴローニュ

【雰囲気グランプリ】
新千葉ビアホール

【総合グランプリ】
ビストロイヴローニュ

ら来た』などといったお声もいた

ナーシェフから喜びの声をいただ

たせていこうと感じました。そし

得する街のゼミナール略して
まちゼミとは、プロならではの専
門的な知識や情報、コツを無料で
受講者
（お客様）
にお伝えする少人
数制
（３～７人程度）
のゼミで、
店で行うもの。楽しく学びながら
普段利用しなかった「お店」
や「ま
ち」
の魅力を再発見する、『お客様』
『お店』
『地域』の〝三方よし〟の事
業で、全国３５０地域に広まって
います。
講座は店主自らが企画、
「きれ
い」
「健康」
「つくる」
「学ぶ」
「食
べる」のテーマの中で子どもと一
緒に参加できるものから、シニア
向けまで、幅広い年齢層で楽しめ
る内容。

くのお店様の中で選んでいただけ

票を行いました。獲得票数№１で

を２月１日㈮から３月 日㈰まで、
店舗 講座で開催します。

10

～ 分程度の講座を原則講師のお

60

きましたのでご紹介いたします！

る他、受講者募集チラシを完成次

3

ロの技や専門知識を無料で伝授し

31

3

第参加店舗等にて配布予定。

10

ベトナムは、過去 年間で ～ ％
と堅調な経済成長を続けています。安
定した政治体制、相対的に安価で豊富
な労働力、安定したエネルギー供給と
いった従来の強みに加えて、近年は消
費市場の拡大にともなう内需獲得を見
据えた進出先としての注目も高まって
います。最大の商都、
ホーチミン市では、
２０１７年の一人あたりＧＤＰが５，
５００ドル程度と推計され、これはタ
イの全国平均に逼迫します。日本から
の直接投資件数は２０１７年３，
８００
件程度と 年前の 倍の水準で、近年
は中小企業の進出が増加していること
も特徴の一つです。
進出した日系企業の業績の好調さ、
事業拡大意欲も伺えます。ジェトロの
「２０１７年度アジア・オセアニア進出
日系企業実態調査」
（以下、進出日系企
業実態調査）
によると、ベトナムに進出
した日系企業のうち、鉄・非鉄・金属業
種の ・ ％（同タイ ・ ％）
、電気
機械器具の ・ ％（同タイ ・ ％）
、
卸売・小売業にいたっては ・ ％（同
タイ ・ ％）
が今後 ～ 年で更にベ
トナム事業を拡大すると回答していま
す。輸出加工を含む製造拠点、内需獲
17

てくれる、第１回
「千葉まちゼミ」

17

6

得する街のゼミナール
「千葉まちゼミ」を開催します！

70

【サービス部門】
千葉葡萄酒食堂Ｈｕｉｔｒｅ
（ちばワイン食堂ユイットル）

▲各部門グランプリ受賞店舗店主と当協議会会長（左から新千葉ビア
ホール、EST!PROSSIMO、竹内会長、ビストロイヴローニュ）

42

24
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5

▲研修の様子：参加店同士の活発な意見交換が行われました。

45

2 83

1

75
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65
2

5

1

1 46
8

10

2

1

10

3

75

3

千葉商工会議所地域振興課内 電話 043-227-4103 FAX043-227-4107

71

57

〈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

5

31
90

まちづくり事業情報

中心市街地NEWS

全国会長研修会

日㈯にかけて、

平成 年 月 日に千葉商工会議

本研修を通じて学んだ業務情報処

会員の研修として効率的な業務情報

例会が開催されました。今例会では
が期待されます。ＹＥＧの構成事業

務の生産性が格段に向上されること

のに思われるかもしれませんが、業

理ツールや会議進行は一見地味なも

処理と無駄のない会議運営について
所の大部分を占める地域の中小企業

所青年部（以下、千葉ＹＥＧ） 月

グループ研修を行いました。業務情
は、深刻な人材不足が大きな課題と
なっています。外国人人材に安易に

報処理改善の講義では、全国のＹＥ
Ｇが利用するグループウェアで千葉
依存しようとする世情の中、既存の
体制を筋肉質にすることで難局を乗

ＹＥＧでも採用している「エンジェ
ルタッチ」を学び直しました。

智

本講義では、
「エンジェルタッチ」 り切る姿勢は極めて重要であると考
総務広報委員会

えられました。

ェアを活用することによる業務の効
阿 部

のハウツーだけでなく、グループウ
率化について考えるものとなってお
り、利用するグループウェアが変わ
っても対応できるような内容になっ
ていました。
大和田講師のご説明は会員の事業
にも直結するものが多く、今後の事
業展開に期待が持てました。
次に千葉ＹＥＧ元会長の小川智之
講師より効果的な会議の進め方、活
用方法についてご講演いただきまし
た。今回は様々ある会議の中でも意
思決定型の会議についての詳しいご
説明に始まり、中小企業における応
用について、具体的な事例を交えた
内容で非常に理解しやすいと大変好
評でした。講義後は、グループディ
スカッションを行うことで、より理
解を深めることができました。

しく頂きました。
つの分科会毎の研修会

と閉会式に参加した後に、地元のば

日は

長研修会が開催され、千葉ＹＥＧか

北海道帯広の地に着いてからは、

んえい競馬、ジンギスカンを堪能し

長、次年度会長予定者、および担当

研修会で頭一杯、懇親会でおなか一

ら熱意ある有志が参加して参りまし

事務局を対象に、地域経済を担うリ

杯と充実した内容でした。全国各地

て、とかち帯広空港より帰路につき

ーダーとしての資質の向上と意識の

の様々なメンバーとの交流を通じて、

た。全国会長研修会は、全国の商工

高揚を図るとともに、青年部の直面

各地域における事業の取り組みでの

ました。

する課題等について意見交換を行い、

苦労話や経験を聞き、今後の千葉Ｙ

会議所青年部の指導的役割を担う会

次年度単会事業に反映するよう青年

修会であったとともに、北海道の美

ＥＧに活かせることを多く感じた研
に参加し、その後民間ロケット打上

味しい食材を数多く堪能出来た素晴

部組織の活性化と一層の充実に資す
げ成功を目指しているインターステ

らしい事業でした。

☎043-236-6511

る事を目的とした研修会です。
日から千葉ＹＥＧの参加メン

ラテクノロジズのホリエモンこと堀

一般貸切旅客自動車運送事業
一般乗組旅客自動車運送事業

日㈭から

21

千葉商工会議所青年部

有限会社武井観光

月

11

会長 岡 田 義 輝

哲平

10

北海道帯広市において第 回全国会

11

30

7

8

バーも勢揃いし、会員総会、開会式

江貴文氏の講演に臨みました。テレ
ビなどで観たとおりの歯に衣着せな
い、今後の仕事への取組みの考え方
などを聞き、自社企業の発展のため
の一助となる話でした。
その後は参加者が１０００名を超
えるため、４拠点に分かれてサテラ
イト中継という一風変わった大懇親
会を体験してきました。海の幸、山
の幸共に美味しく頂き全国の仲間と
交流したあとは、千葉県連の千葉各
地のＹＥＧメンバー一斉に集い懇親
を深め、最後は千葉ＹＥＧメンバー
有志が残り、帯広独特の屋台村で地
元の方を交えながら、ラム肉を美味

てっぺい）

武井

（たけい

36
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ようこそ‼ YEGへ‼
新入会員紹介

10

11月定例会 【YEGオリエンテーション】
11
9

ブラティスラヴァ世界絵本原画展はスロヴァキア共和国の首都ブ
ラティスラヴァで２年ごとに開催される世界最大規模の絵本原画コン
クール。芸術性が高い作品や実験的でユニークな作品が集まること
で知られ、今回紹介する２６回目のコンクールでは日本人作家の荒
井真紀とミロコマチコが受賞しました。 本展では受賞作品と日本から
のノミネート作品、そして今注目の４カ国中国、イラン、イスラエル、
韓国をとりあげ、11ヵ国38作家の作品約200点と絵本、関連資料
を紹介する他、制作の過程にも焦点をあてて魅力に迫ります。

編集：千葉商工会議所

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

【講師】愛甲恵子
（ペルシャ語翻訳家）
2月17日（日）
14:00〜
（13:30開場予定）／11階講堂にて／先着60名
（当日12:00より11階にて整理券配布）／要参加費（茶菓子代）

ミロコマチコ《けもののにおいがしてきたぞ》BIB2017金牌 作家蔵

〒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

場所： １０階探究実験室
概要：	月 周回衛星 「かぐや」 の映像と知られざる月の

定員：各４０名
対象：高校生以上
料金：常設展示入館料のみ
申込：043-308-0511（代表）

16

姿や最新の研究を２４点のパネルでご紹介します。

① 「東京湾に忘れ去られた深海イソギンチャクたちに迫る」

式典では、森田健作県知事代理

21

の滝川伸輔副知事をはじめ、県内

21

会議所や関連理事及び県内 女

性会２８０名が一堂に会し、続い

氏の華やかな「トーク＆ライブ」

にしばし魅了されました。

熊谷俊人市長のご挨拶、千葉県

商工会議所連合会副会長秋葉吉秋

氏のご発声で祝賀会の幕が開き、

グジーカテリーナ氏の奏でるバン

夢シティちば 2019年₁月号

ドゥーラの美しい音色と澄んだ歌

29

50

声の中、総料理長の温かなおもて

写真：及川聖彦（天体写真家）

日時：３月１７日（日）１０：３０～１２：００
場所：９階科学工作室

40

なし料理を満喫しました。

④ 「千葉の魚～東京湾を中心として～」

今後 、 周年に向けて一層の

日時：２月１７日（日）１０：００～１１：３０
場所：８階講義室

副会長 古谷 晴美

③ 「海草と海藻」

女性の地位向上と女性の力を発揮

日時：１月２０日（日）１０：００～１１：３０
場所：８階講義室

して地域へ寄与できる活動を展開

② 「海苔（ノリ）の生物学と養殖」

していきたいと願っております。

日時：１月１９日（土）１０：３０～１２：００
場所：９階科学工作室

30

27

千葉県商工会議所女性会連合会

会期： 開催中～２０１９年２月１１日（月祝）
		 １０：００～１６：００

●海辺のミュージアム連続講演会

30

周年記念式典等に参加

● 冬のミニ企画展 「月のふしぎ」

11

月 日㈫ホテルスプリングス

〒260–0013 千葉市中央区中央4–5–1 Qiball内7 ～ 10階
URL http://www.kagakukanQ.com
休館日：1/21㊊～1/23㊌
☎043–308–0511

オリ・パラトークショー＆ボッチャ体験会開催

■講演会
「いま気になる絵本の国イラン」

市長・京谷氏らパラ歓迎やレガシー熱弁

ディスカッション終了後、ボッ

【出演】どいかや
（絵本作家）
2月10日（日）
14:00〜
（13:30開場予定）／11階講堂にて／先着150名
（当日12:00より11階にて整理券配布）／聴講無料

12

月８日㈯ 京成ホテルミラマーレにて、オリ・パラ機運を盛り

当日は、ファシリテーターに千

チャ体験会では、四面シート別に

■出品作家によるトークイベント「『ひまなこなべ』ができるまで」

上げようと千葉商工会議所女性会・千葉商工会議所主催「オリ・パ

葉大学教育学部准教授の下永田修

老若男女が楽しまれ、会場は熱気

【講師】山根佳奈
（当館学芸員）
2月2日（土）
14:00〜
（13:30開場予定）／11階講堂にて／先着150名／聴講無料

ラトークショー＆ボッチャ体験会」を開催し、１５０名程のご参加

二氏、パネラーに、千葉市長の熊

に包まれました。

■市民美術講座「BIB参加作品に見る、絵本づくりとそのひみつ」

をいただき、熱いトークやボッチャ体験会を楽しみました。

谷俊人氏、車いすバスケットボー

【関連イベント】

また、
㈱千葉日報社様、
千葉テレ

荒井真紀《たんぽぽ》
BIB2017金のりんご賞
作家蔵

ル日本代表アシスタントコーチの

て、
記念コンサートでは、
元宝塚歌

700円（560円）

ビ放送㈱様、㈱ジェイコム千葉セ

いただき、掲載・放映されました。 幕張にて開催されました、千葉県

劇団・星組トップスター麻路さき

般 1,000円（960円） 大学生

※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

京谷和幸氏、学生団体おりがみ代

商工会議所女性会連合会 周年記

観 覧 料： 一

ントラル様、㈱芳林社様にご取材

紙面をお借りし、ご協力いただ

念式典に、髙梨会長はじめ 名が

※入場は閉館の30分前まで

表の都築則彦氏をお迎えし、髙梨

てレガシー」をテーマに熱いディ

きました全てのご来場の皆さまに

参加しました。

休 館 日： 2月4日
（月）
開館時間： 10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）

会長と「千葉のパラスポーツそし

スカッションが行われ、会場は大

心から感謝申し上げます。

期：1月20日
（日）〜 3月3日（日）

盛況でした。

1/20㊐〜 3/3㊐
会

女性会
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