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変革の速い業界なので、
常に時流に乗ってお客様の満足度を向上したい
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青年部通信

今月の表紙

編集者のひと言

今回は、千葉共同サイロ㈱のサイロです。壁面からは一見普通の建屋に見
えますが、実は高さ約30m、253本ものサイロビンが連なっています。第1
サイロが竣工したのは1968年、その後、第4サイロの竣工や増設を経て、そ
の総収容力は161,000tにもおよびます。
輸入小麦の約2割を受け入れる千葉港のなかでも、小麦の取扱量は国内最
大級を誇り、サイロで保管した小麦は、製粉会社や食品会社に出荷され、パ
ンや麺、醤油などにかたちを替え、私たちの食生活を支えています。
また、千葉みなとの旅客船ターミナル複合施設のケーズハーバーから出航し
ている工場夜景クルーズでは、千葉港地区の活性化を目的とした同社の地域
貢献事業として、壁面を使ってオリジナル作品のレーザービルボードが行われ
ています。
撮影／明角和人（明角写真事務所）

昨年の今頃は、４年ぶりの大雪で大騒ぎをしていま
したが、今年はインフルエンザが大流行して大騒ぎに
なっています。それもそのはずで、乾燥した日が続い
ているのも影響して、全国的にインフルエンザ流行の
警報を出す基準値を超えたそうです。予防には手洗
い・うがいはもちろんのことですが、保湿も大切。私
は、日中ほとんどマスクを付けませんが、寝るときにマ
スクをつけて寝ています。保湿というよりは、口周りが
温かいのが好きなのですが、翌朝にはマスクがどこか
にいなくなってます。
（企画広報課 E.M.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

電気とシステムの総合コンサルタント
日立特約店

福井電機 株式会社
〒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

千葉市内で会社設立してから 年余り。通信という流れの早い業界で
宮川電気通信工業株式会社は事業を続けてきました。その基盤には常に
顧客満足度の向上があり、日々努力を続けています。代表取締役社長の
宮川光生氏にその姿勢とお話を伺いました。

宮川電気通信工業株式会社
代表取締役社長

宮川 光生
ないために外の世界を広く知
って修行したいと思いました。
前の会社は体育会系の人が多

をご提供することで貢献した

ここで鍛えてもらいました。

く、社風もビシビシと厳しく、
が千葉市市場町に東信電話工

かりやすく説明すると、企業

を行ってきました。一例を分

電気通信工業株式会社として

在の中央区院内に移り、宮川

１９５６（昭和 ）年に現

入る選択肢もあり、そうして

勤めていました。父の会社に

後は大手スポーツショップに

ーツに打ち込んでいて、卒業

お客様と接してきました。お

部に配属、その後は営業部で

年度は通信を学ぶために工事

年に当社に入社しました。初

しばらくして父から声を掛

るようになりました。

すので、顧客満足を常に考え

直接、お客様に接する仕事で

Ｃ の世界から
Ｂ の仕事へ

いと考えています。

省、更に電信電話公社より１
９５４（昭和 年）
に独立。中

Ｂ
Ｂ

業所として創業。戦時下逓信

年間、この地で通信業を続けて来たという自負

主軸は電気通信設備の
取り付け工事事業
当社は電気通信設備の工事

央区院内に移りました。

が、それを可能にするために、 資本金１００万円で会社を設

は複数の内線電話を使います

立しました。その後、１９７

客様が納得してくださる営業

社屋完成、１９８８

環境を整えるＬＡＮ設備、そ

欣丈が代表取締役に

に代わって父・宮川

２０２０年オリンピック・パ

０００万円に増資し
２０１７（平成 ）

ました。

ムなども需要が増えています。 就任し、資本金を５，

して近年は監視カメラシステ

63

ラリンピックを前にＷｉ Ｆ
ｉ環境を整えるお客様も多く
なっています。

会社設立から 年
現在の社長は３代目
年に私の祖父である宮川真吉

当社は１９４０（昭和 ）

15

りよい通信システム

地域のお客様によ

た。

締役社長となりまし

私が３代目の代表取

年に父が会長となり、

29

けられて２００４（平成 ）

本社内において構内電話設備

立派にやっていらっしゃる方
万円に増資しています。
１９７９（昭和 ）年に新

線ＩＰ電話設備）の構築をし

（昭和 ）
年には祖父

拠点間接続電話システム（内

46

ます。そのほかネットワーク

54

信、本社と別の拠点とを結ぶ

１（昭和 ）年に１，５００

私自身は大学時代にもスポ

to to

（ＰＢＸ）により内線相互通

31

を柱に長年、この場所で事業

29

～電気通 信 業 ～

宮川電気通信工業株式会社

1940（昭和15）年、
東信電話工業所として創業。1956（昭
和31）年に宮川電気通信工業株式会社を設立。初代代表取締
役の宮川真吉氏は電気通信産業功労により黄綬褒章、２代目
の宮川欣丈氏は黄綬褒章・旭日単光章を受章。宮川光生氏は
2017（平成29）年に３代目代表取締役として就任。
〒260-0004 千葉市中央区院内1-2-1
TEL：043-225-1326
事業内容：電気通信事業

65
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Vol.179
「当社は工事部と営業部は業務内容が違うので、
双方の仕事が無駄なくリンクできるようにとか、
いい管理ソフトを導入す
るために投資するとか、
社員がさらに気持ちよく働けるように、
社内環境の向上を重視しています」
と語る宮川社長。

すが、私の場合は自分が甘え

が多いことも知っていたので

連続でした。

ができるまではやはり勉強の

2
夢シティちば 2019年₂月号
夢シティちば 2019年₂月号

3

60

65

〈Profile〉
〈DATA〉

16

経営

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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

建設資材会社、
下請建設会社の皆様へ

債権

保全
支援 を
しま
す。

国土交通省創設『下請債権保全支援事業』のご案内
(債権支払保証事業〉

付加価値のあるサービスで
安価なランニングコストで

社長になって３年目

広い視野で事業全体を考える

Ｇ通信の１００倍ほどの速度

より良い通信環境を構築する

代表取締役に就任して今年

ことを心がけています。

また現在は社員のスキルア

52

顧客満足度 を 上 げ る

当社でも顧客満足は経営理

が可能になる。すごく様変わ

になる。医療機器、建設機械、

満足していただくかというこ

りするので、当社も営業品目

で３年目となります。以前は

日立製作所の特約店となり、
新

とを考えていましたが、今は

にどのように取り入れるか、

ップにも力を入れています。
当

することです。その一例とし

しい機種を導入するとすぐ社

広い視野で事業全体をとらえ

模索中です。

念の一つに掲げています。当

て、フットワークの良さや迅

員に研修に行って、
覚えてもら

ています。

例えば、電話交換機なども

もちろん自動車など遠隔操作

速な対応を心掛けています。

うようにしています。
あとは通

現在は電話しかつなげないが、

自分の目の前のお客様にどう

通信機器が故障した場合、大

信の資格を積極的に取得、
技術

来年あたりから商業用として

社内にあるいろいろな機器、

社は１９７７（昭和 ）年から

手の会社ですと受付が何段階

力を常に徹底的に上げる。
通信

一般的に５Ｇが導入できるよ

社しかない付加価値を大事に

もあって、対応するのは３日

業界はスピードがとても速い

今年から試験的に使用され、

後というケースも珍しくはな

設備に繋ぐことができるよう

の提案をしていきたい。

お客様のことを考えると、

やはりいち早く時流に乗って

夢シティちば 2019年₂月号

荒川表具店

〒260-0855 千葉市中央区市場町9-17
ＴＥＬ：043-222-4456

いかなくてはならない。
会社を

5

有限会社

大きくすることを主眼とする

企画経営部企画広報課 TEL 043－227－4103

のではなく、
お客様が満足し続

【お問合わせ】

けてくださることを目的に事

気軽にご相談ください。

業を長く続けていけることを

千葉商工会議所の会員のみ年に1回の掲載が可能
です。掲載内容またはお申し込みについては、お

考えて、
この地でこれからも経

100字～150字以内

営していきたいと思います。

○ＰＲ原稿

うになる。そうすると、Ｉｏ

（店舗の場合は、営業時間・定休日）
○写真または画像（1枚～3枚まで）

ので、
それについていかないと

○会社概要（社名（店舗名）、所在地、連絡先

いのですが、当社ではできる

【申込内容】

になると思います。更に外部

すぐ調べられますので、分からないこ
とはすぐ調べる。様々な業界の経営
者の方とお話しますし、いろんな分野
のことを知る努力をしなければならな
いですね。

Ｔ、ＡＩ・ビッグデータ、ロ

Ｑ 座右の銘は？
Ａ「日々研鑽」です。今はネットなどで

お客さまにいいものが提供で

当社は、内装・インテリア、建具の制作や修理、
表装（掛け軸・屏風・額）の制作や修理を手掛けて
います。受け継がれた伝統と技術で、日本の室内
装飾の美しさと素晴らしさを感じてください。

という概念を超えた通信環境

会員相互の交流の場として、多くの企業のご参加
をお待ちしています。

慶応元年創業の確かな技術で
日本文化の粋を楽しんでください

く変えると思います。今の４

貴社の商品、サービスを
「夢シティちば」で
ＰＲしませんか？

がとても忙しいのですが、スキーも何
とか年に１回は行きますね。サッカー
と野球の観戦が好きで、もちろん地
元・千葉のチームを応援しています。
ジェフを応援しています。柏レイソル
もロッテマリーンズも。地元チームは
応援します。
それから社員で野球チームを結成して
いて、千葉市内の法人が集まる早
朝野球リーグに参加しています。夏
は朝６時からプレイボール。平日なの
で、それが終わってから出勤なんです
よ。全国大会にも出場しました。

限りすぐ伺う。「あの会社に任

Ｑ 休日は？
Ａ ゴルフをします。この業界は１～３月

からも接続ができますし電話

た。小学校のチームは県大会で２位
までいきました。練習がハードだった
ので精神的には鍛えられました。
大学時代は音楽とスキーに夢中でし
たね、今も機会は減りましたがフット
サルをやっています。

ボットなどは日常生活を大き

Ｑ 少年・青年時代は？
Ａ 小・中学校ではサッカーやっていまし

『KKS 保証ファクタリング』は、国土交通省が創設した“下請債権保全支援事業”
に基づき、お客様がお取引先 （建設企業）に対して有する債権 （売掛金・手形）
を保証するサービスです。

きない。
情報のアンテナは普段

債権保全には「KKS 保証ファクタリング」をご利用ください。

Q &A

せておけば心配ない」という

宮川社長

詳細は国土交通省ホームページ等をご覧いただくか東日本建設業保証㈱へお問合せください。

信頼を培う努力をしています。 から高くしています。

●債務者が経営事項審査を受けているなどの一定の要件を満たせば、下請次数
に関係なく支払保証を受けられます。
●国の助成金により、ファクタリング会社に支払う保証料の一部が軽減されます。

「あの会社なら心配ない」という信頼を培う努力

下請建設企業等が元請建設企業に対して有する債権について、ファクタリング
会社が支払保証を行うことにより、下請建設企業等の債権保全を支援します。
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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

宿泊施設の老舗

羽 田 屋

〜 アットホームなホテル 〜

旅館からビジネスホテルへ、施設は変化しても
おもてなしの心を大事にお客さまを迎える
明治の初めから、千葉市で宿泊業を営んでいる有限会社羽田屋。
代表取締役の羽田徳治さんにお話をうかがいました。

多くの被災者がここで休んだそうです。
私は１９５５（昭和 ）年生まれで

に廃藩置県があり、その２年後に木更

かのぼります。１８７１（明治４）年

当ホテルの始まりは明治時代までさ

さんたちに控室でよく遊んでもらった

れに、宴会に呼ばれた千葉芸者のお姉

ルで一服していた光景があります。そ

関を入ると、祖母が長火鉢の前でキセ

すが、
子供の頃の記憶として、
旅館の玄

津県と印旛県などが合併して千葉県が
覚えもありますね。

で旅館業を営んでいた先祖がこの地に
移って旅館を開いたようです。私はこ
こに移ってから４代目となります。
当時はこの辺りは漁村で、宿泊施設
１９６４（昭和 ）年の東京オリン

そのため、羽田屋は政治家や軍人、官

和 ）年に羽田屋も会社として登記し、

ピック景気に合わせて、前年の （昭

や宴会場などは全くありませんでした。

前回の東京オリンピックで
ホテルとして生まれ変わる

誕生しました。それを契機に、木更津

災害や戦災を免れて
営業を続けてきた
30

僚などが宿泊や宴会に利用されるよう

39

たので、馬車で行き来がなされ、建物

になりました。自動車がない時代だっ

らホテルへ様変わりしました。当時、

年には鉄筋のビルを新築して、旅館か

また旅館の建物が老朽化したため、

63

の裏手には厩があったそうです。

38

その後、明治の大火や関東大震災、

館は廃業したかったのですが、祖母の

父は千葉県の県庁職員だったので、旅

いよう、汚れや匂いなど前に宿泊され
たお客さまの気配をなくすよう心掛け

モノレールの県庁前駅の開設によっ

しなかった私が、今ではちょっとした

ン時代にかけて料理も掃除もほとんど

ています。子どもの頃からサラリーマ

て、１９９９（平成 ）年に現在のビル

妻と二人で応対、
アットホームな雰囲気

襲でも羽田屋のメインの建物は無事で、 意志は固く、ビルの下層階はテナント、

また千葉が焼け野原となった東京大空

64

が完成しました。そして父の後を次男の

泊業に就いて随分変わったものです。

汚れがとても気になる。約 年間、宿

当社は今のビルを建ててすぐテナン

この地で生きていき
商売を続けていくこと

私が継ぐことになりました。兄は県庁職
員、私はサラリーマンでしたが、私の方
が人当たりが良かったので父も私に決
めたのかもしれません（笑）
。覚悟を決
の不動産賃貸業に携わることになり、ゼ

トが埋まったので経営的にはそれでず

めてからは、旅館業とテナント管理など
上層階の１フロアをホテルとしました。 ロから学ぶことが多かったです。部下の

いぶん救われました。しかし、この先

が主で、ビジネスホテルは珍しかった。 何まで自分で決めて自分でやる。責任の

エアコンなどの入れ替えといった大規

の保証は何もない一方で、外壁の修理、

れに、この辺りにはまだビルが少なか

時々とても狭い部屋にあたった経験か

ていますが、それこそが私の大事な仕

年後のキャッシュフローは毎年検討し

張などでビジネスホテルに宿泊すると、 続という問題もあります。 年後、

模支出は必ずやってきます。また、相

ったので、見晴らしがとても良かった

ら、やはりお客さまにはリラックスして

ホテルの仕様に関しては、自分が出

んですよ。

このビルは社交場の一つでしたね。そ

それに下層階にはダンスフロアもあり、 持ち方が大きく異なりましたね。

当時は街なかの宿泊施設といえば旅館

いたサラリーマン時代とは違い、何から

20

事だと思っています。

羽 田 屋
有限会社

代表取締役 羽田 徳治
千葉市中央区長洲1－22－3
TEL：043－222－3770

まの応対、食事、清掃などを行い、アッ

室で、基本的には私と妻の二人でお客さ

オフィスビルへと変わってきました。

り、その場所はマンション、アパート、

立つことはできないか考えています。

売を続けていくために、何か地域に役

新しい住民が増え、昔ながらのつなが

いていなくても仕方がないと思われな

すが、小さいホテルだから清掃が行き届

私と妻の２人で清掃を担当していま

体客の方がほとんどですね。

トホームな雰囲気を味わっていただい

たが、その後継者はサラリーマンとな

この周辺も個人商店が並んでいまし

20
りは薄れてきましたが、この地域で商

しました。洋室・和室を含め部屋数は

10

ています。リピーターや常連、学生の団

10

ったりした部屋とサウナ大浴場を設置

22
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過ごしていただきたいと思い、 ㎡のゆ

会社DATA

65歳超雇用推進助成金のご案内

2019年度もパラスポーツ大会が
盛りだくさん‼

（平成30年4月から制度が一部変更されています）

千葉ポートアリーナでは、 パラスポーツの国際大会などが開催されています。
65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれか
の措置を実施する事業主の皆様を助成します
（雇用管理に関する措置の実施等を要件に加え、引き上げ幅等に応じて支給額
が変更されました。）。
・労働協約又は就業規則で定めている定年年齢等を、旧定年年齢（※¹）を上回る年齢に引き上げること。
・定年の引き上げ等の実施に対して、専門家ヘ委託費等の経費の支出があること。
また、改正後の就業規則を労働基準監督署ヘ届け出ること。
・1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
・高年齢者雇用推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置（※²）を実施すること。
（※¹ 就業規則等で定められていた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢。）

ぜひご観戦いただき、 パラスポーツファンになって、 一緒にパラスポーツを
盛り上げましょう！
！

●千葉市で開催される主なパラスポーツ競技大会
実施日
₅月23日㊍～26日㊐

大会名
シッティングバレーボール
チャレンジマッチ２０１９

₉月28日㊏・29日㊐ ２０１９ジャパンパラゴールボール競技大会
12月₅日㊍～11日㊌

千葉ポートアリーナ
幕張メッセ

２０１９IBSAゴールボール
アジア・パシフィックチャンピオンシップ

12月20日㊎～22日㊐ ウィルチェアーラグビー日本選手権大会
₃月₇日㊏・₈日㊐

開催場所

千葉ポートアリーナ

長谷川良信記念・千葉市長杯争奪
車いすバスケットボール全国選抜大会

●その他千葉市で開催される競技大会
実施日
以下のいずれかの高年齢者の雇用環境整備の措置を実施した
事業主の皆様を助成します
（措置の実施後、6ヶ月間の措置内容

の使用・運用及び対象被保険者の継続雇用が要件に加わりました。）。

50歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用労働者を無期雇用契約
労働者に転換した事業主の皆様を助成します（無期雇用転換
日において、64歳以上の労働者は当コースの支給対象外と
なりました。）
。

大会名

₆月13日㊍～18日㊋ ２０１９年アジアフェンシング選手権大会
千葉ポートアリーナ

₉月１３日㊎～１５日㊐ 千葉２０１９ワールドテコンドーグランプリ
12月13日㊎～15日㊐ 高円宮杯フェンシングワールドカップ

生産性

開催場所

幕張メッセ

【お問い合わせ先】

千葉市 総合政策局
オリンピック・パラリンピック推進部
オリンピック・パラリンピック調整課
電話：043-245-5296
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今年度の事業を振り返り、来年度の事業計画について協議した。

１月４日㊎

月 日㊍
現場実習型創業塾「ちばマイプロジェ
クト発見伝」 報告会・交流会

30

新年祝し９００名 年賀名刺交換会
される東京オリンピック・パラリンピッ
クについても言及。同大会を追い風とし
て、「千葉のますますの成長につなげてい
ければ」と、右肩上がりの経済発展に期
待を示した。
さらに、徳久剛史千葉大学学長、小松
﨑文嘉千葉市議会議長も壇上にあがり、
鏡開きにより祝宴となった。参加者は終
始和やかな雰囲気の中、新年の挨拶を交
わしていた。

31

当所は、市内で起業を目指す女性を対
象に、経営者としての資質向上や人脈形
成を図ることを目的として、創業塾を開
講している。今年は２年目を迎え塾生が
全てのカリキュラムを修了し、報告会・
交流会を開催する運びとなった。
本創業塾では、経営者と塾生の再会の
場を設けて、新たなビジネスチャンスや
人脈を広げる支援を行なうとともに、地
域で活躍する女性の連携強化を図ってい
る。
当日は、３名の塾生と４名の女性経営
者に加え、（公財）千葉市産業振興財団等
の関係者が参加した。塾生は、本塾で学
んだことや自身の事業内容について発表
した後、経営者からのアドバイスや経験
談に対し、熱心に聞き入り質問するなど
して交流を深めた。

卸売部会

月 日㊋
卸売部会正副部会長・所属議員
会議を開催

14

食品部会

月 日㊎
食品部会
正副部会長・所属議員会議を開催

15

13

11

15

12

食品部会（森山部会長）は、今年度３
回目となる正副部会長・所属議員会議を
開催した。
議題
「平成 年度事業状況報告」
では、今
年度事業の実施状況の報告と説明を行っ
た。また、２月 日に卸売部会と共催で
開催するオープンセミナーへの参加を依
頼した。
議題
「次年度事業計画
（案）
」
では、次年度
の年間スケジュールを説明した。次年度
は新たに役員改選となるため９月に全体
会議を開催すること、視察、セミナーの
開催等について、原案どおりすべて承認
された。会議終了後の、懇親会では各々
の企業の近況報告を行い閉会した。
30

12

12

千葉市と千葉商工会議所では、例年恒
例の
「年賀名刺交換会」
を京成ホテルミラ
マーレで開催。多くの企業で仕事始めの
日となった１月４日に行われ、約９００
名が集い、新年の幕開けを祝った。
当日は地元企業の経営者、各種団体等
から、多くの関係者が出席。国歌、市歌
斉唱後は、熊谷俊人千葉市長が登壇。挨
拶の中で、ＪＲの駅ビルが昨年全面開業
したことに触れ、周辺の商業環境の大き
な変化について言及。「中心市街地を活性
化できるよう取り組んでいきたい」と抱
負を語った。
その後、当所の佐久間 利会頭が乾杯
の発声を務め、
「今年は亥年ですが、日
本以外の国では豚年となっていて、金運
の良い年と言われています。千葉も実り
の多い年を」と願った。さらに来年開催

徳久学長

ます。危機はチャンスであるとポジティ
卸売部会（山口部会長）は、正副部会
ブにとらえ、皆で力を合わせて前に進ん
長・所属議員会議を開催した。
でいきましょう」と、力を込めた。
議題「平成 年度 事業進捗報告」で
続いて、来賓の滝川伸輔千葉県副知事、
は今年度の実施事業について報告と説明
熊谷俊人千葉市長、徳久剛史千葉大学学
を行った。議題「平成 年度 事業計画
長から挨拶があり、小松㟢文嘉千葉市議
」では、次年度の事業について説明
会議長が乾杯を務め、祝宴となった。参 （案）
を行い、両議案とも原案通り了承された。
加者は、新年の挨拶を交わしつつ、親睦
今後の主な部会事業としては、食品部
を深めあった。
会との共催でオープンセミナーを平成
なお、新年会に先立ち、式田建設工業
年２月 日に開催予定。
㈱の式田秀穂・常議員へ表彰状を授与。
その他の報告事項として、当所の会員
式田氏は当所の役員・議員として就任
増強に関する取り組みについて事務局よ
年を迎えたことから、日本商工会議所か
り説明があった。その後、同会場にて懇
ら表彰を受けた。
親会となり、今後の部会活動について活
発な意見交換がなされた。

小松㟢市議会議長

１月８日㊋
新年の幕開けを祝い、大いに賑わう
平成 年役員・議員新年会
毎年恒例の「役員・議員新年会」が三井
ガーデンホテルにおいて開催され、県・
市の幹部や当所役員・議員およそ１００
名が参加。新たな年の幕開けを祝い、大
いに賑わいをみせた。
粟生副会頭による開会の辞の後、主催
者を代表して、佐久間会頭が登壇。ＪＲ
千葉駅周辺での再開発のさらなる進展
や、来年の東京オリンピック・パラリン
ピックの開催など明るい話題に触れなが
ら、地域経済活性化への意気込みを述べ
た。一方で、消費税率引き上げへの対応
や円滑な事業承継の実現など、企業経営
者が直面する喫緊の課題を挙げ、「商工会
議所の役割はますます重要になっており

滝川副知事
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熊谷市長

31

12・1月
タイムライン
タイムライン

佐久間会頭（左）から表彰状を受け取る式田常議員（右）

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＞

●事業計画の作成について相談したい
する様々な課題について相談に応じます。

弁護士による商工法律相談

○相談員
大谷たかし
石井 孝昌

氏（中小企業診断士）
氏（中小企業診断士）

●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
応じます。

○相談員
榎本 初雄

社会保険労務士による労務相談窓口
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。

氏（千葉県税理士会千葉東支部所属）

○相談日
3月14日（木） 14：00〜17：00
○相談員
中村 眞理子

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
15
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○相談日
3月7日（木） 14：00〜17：00

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

まで

17

31

氏（弁護士）

○相談員
衛藤 秀樹

12

運輸部会

●債権が回収できない

15

今年度の事業を振り返り、来年度の事業計画について協議した。

○相談日
3月15日（金） 14：00〜17：00

17

月 日㊊
正副部会長・所属議員会議
および懇親会を開催

●国や県の公的支援策を活用したいなど、経営に関

14：00〜17：00

12

小売部会

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。
○相談日
火曜日・金曜日

月 日㊊
正副部会長・所属議員会議
新年度に向けた事業（案）を計画

小売部会（中島部会長）は、正副部会
運輸部会（保坂部会長）は、正副部会
長・所属議員会議を開催した。
長・所属議員会議を開催した。
会議冒頭に会員増強活動の進捗状況を
会議では９月に実施した４部会合同視
報告した後、今年度の小売部会事業進捗
察研修会等、平成 年度事業実施状況を
確認および新年度の事業計画について意
報告するとともに、３月８日実施の３部
見交換を行った。
会合同オープンセミナーについて確認を
小売部会では今年度最後の事業として、 行った。
青年部、観光・サービス部会と共催で２月
また、平成 年度事業計画（案）につ
日㈮にオープンセミナーを開催する。元
いて協議を行い、その結果、計画（案）
アマゾンジャパン世界最年少事業責任者
は概ね原案通り承認され、加えて、部会
であるＴＡＡＳ株式会社代表取締役の大越
活動の活性化を図ることを目的に、４月
隆行氏をお招きし、新規事業の立ち上げ
開催の正副部会長・所属議員および常任
方等について講演いただく予定である。
委員会議終了後に新入部会員歓迎会を実
小売部会終了後は同日に会議を開催し
施することとなった。
ていた運輸部会と合同で懇親会を開催し、
なお、会議に先立ち、（公社）千葉犯罪
親交を深めた。
被害者支援センターから同団体の活動内
容についての説明があり、部会員に向け
て賛助会員への加入の依頼があった。
会議終了後は会場を移し、同日会議を
開催した小売部会との合同懇親会を開催
し、和やかな雰囲気の中、各々の企業の
近況報告および情報交換を行い親睦を深
めた。

専門家による相談窓口（無料）
中小企業診断士による経営の相談窓口

12・1月

タイムライン

タイムライン

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

安心して借りられる！

年利

マル経融資制度をご利用ください‼ 1.11％
H31.1.17現在
※利率は変動しますので
ご確認ください

（小規模事業者経営改善資金融資制度）
マル経融資とは？
経営改善を図ろうとする小規模企業者の方々を
バックアップするため、 無担保
無保証人
低金利 で融資する制度です。

融資額

2,000 万円以内

融資の要件
①千葉市内で最近１年以上事業を継続している方
②従業員が20人以下（商業・サービス業は５人以下）
の法人、個人事業主の方（個人事業主、家族従業員、
法人企業の役員の人数は除く）
③当商工会議所の経営指導を申込みの６ヶ月以前から
受けている方
④所 得税(法人税)、事業税、市・県民税等を納期限内
に完納している方
⑤日本政策金融公庫の融資対象業種である方
（※決算内容等によってはご希望に沿えない場合もご

ざいます。
）

資金用途
運転
資金

仕入資金／手形･買掛金の決済費用
諸経費の支払い

設備
資金

店舗・工場の改装／車両の購入
機械設備･什器設備の購入 など

融資期間
運転
資金

7

据置１年以内

年以内

設備
資金

10

据置２年以内

年以内

まずはお気軽にお電話でご相談ください‼
千葉商工会議所 企画経営部
TEL 043-227-4103

経営支援課
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わが社の

イチオシ社員

穀物の品質確保のために
会計部門から尽力したい

ブ販売会社が設立されました。穀物の
するアメリカの最新鋭の情報を得るよ

携先があり、そこから機械やＩＴに関

そろっているわけではなく、質の悪い
米が混ざっていたりするので、そのよ

て行っているので、当社はオーダーメ

グループ内で様々な業務を分社化し

に関連した当社の事業に親近感を抱い

家が兼業農家であったことから、穀物

私は２００５年に入社しました。実

うなものを選り分ける機能の機械です。

イドによる製造販売を担当、また機械

たことがきっかけです。事務担当とし
て入社し、最初は国内機械事業部で機

グループ会社でも勤務し、グループ全

周囲の人に必ず事前に確認する。何度

ヒー豆の輸入などを行っています。

米をはじめピスタチオ、落花生、コー

は２歳児までなので、来年には保育園

小規模保育園で預かっていただけるの

配をする仕事をしていました。さらに

その後はお米の事業部にいて、流通手

お客さまからの電話などにも対応し

の間の立場でどのような対処をすべき

ついても模索しています。新しいシス

緑川さんはとても優秀で会計業務は
安心して任せることができます。もう
当社の「金庫番」といっていいでしょ
う（笑）
。また貿易の財務までできる人
材は中小企業には本当に貴重です。本
当にいろいろな専門知識を苦労しなが
ら身に付けてくれたと思います。
社会全体がそうですが、こうした機
械やＩＴの業界は特に流れや変化が早
く、女性が出産や育児で長く休むとま
だまだ現実的にはキャリアアップにつ
ながりにくく、復帰した後もかなり苦
労されます。会社側としても、慣れた
人に長く働いてほしいと考えています。
このような支援をしながら、社員が働
きやすい環境を作っていきたいですし、
社員には長く仕事を続けていってもら
いたいと考えています。

代表取締役 高梨 昌浩

社長からひとこと

仕事を続けていきたいと思っています。

すが、これを何とかクリアして、今の

も報告する。社内には相談しやすい空

に至っています。
経理自体は高校も商業科を卒業した
は思っていたのですが、ビジネスとな

ますが、どういった資料を用意してお

ので基本は分かっているかとは自分で
るとやはり話は全く別で勉強の積み重

けば迅速な対応ができるのか、またク

徐々に知識を身に着け、自分でも「使

なのかを常に考えています。

また経理では締めがあるので、資料

テムや製品について、カタログやＨＰ

そのほか、お客さまへの情報発信に

を作成して数字をチェックしますが、

でどのように記載すれば効果的か。詳

の近くで働けるのは安心感があります。

仕事を中断しなくてはならない。子供

すなど何かあった時に駆けつけるには

自宅近くの保育園だと子供が熱など出

います。自宅と職場は離れているので、

て、そこに子供を預けて仕事を続けて

当社のすぐ近くに小規模保育園ができ

私には１歳の子供がいるんですが、

子供を小規模保育園に預けて
仕事を続ける

ります。

Ｒできるようになることが目標でもあ

端的に機能をお伝えしたい。うまくＰ

しすぎても簡単すぎてもいけないし、

その際にも間違えないように、社長や

しています。

う」ようになったのではないかと自負

テムに「使われて」いるようでしたが、 レームが来た場合にはお客さまと営業

ねでした。最初は社長が制作したシス

新しい製品やシステムを
お客さまに効果的に伝えたい

体の事業の流れを学ばせていただきま

さらに仕入れを担当する会社があり、 械の出荷準備の書類作成などを手掛け、

カーが手掛けます。

の製造規模によってはもう１社のメー

経理スキルは主に社内で向上
日々、学ぶことが多い職場

色彩選別機とは、例えば白米を扱う場

そのほかサンフランシスコに業務提

業務を推進しています。

化して、グループ各社が常に連携して

台北に拠点があり、ネットワークを強

国内は千葉のほかに北海道、海外は

穀物の色彩選別機を製造販売し、食の安全を支えるアクティブ販
売株式会社。その中で子育てをしながら仕事を続ける米穀事業部財
務課の緑川清乃さんにお伺いしました。

２０００年代初めに設立された
穀物の色彩選別機メーカー
当社は穀物の色彩選別機メーカーと

千葉市中央区南町3－9－15
TEL：043－300－7831

う連携しています。

して、２００１
（平成 ）
年にアクティ

アクティブ販売株式会社

合、そのままの状態では品質がすべて

13

気があるのでこれはとても助かります。 か幼稚園に入園させる必要があるので

緑川 清乃

した。その後は経理担当となり、現在

米穀事業部財務課
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アクティブ販売株式会社

記憶力インストラクター、英会話講師
地球に”
文化の橋”
を架ける高品質な国際物流サービスで、
世界の人々に貢献します。

脳の上手な使い方！あなたの脳はこんなに素晴らしかったと
気づける2日間

イベント制作・運営、動画・音楽などのメディア制作、
タレントマネジメント

国際物流、輸出入代行
イベント企画運営や映像・楽曲の制作など、
ワンストップでご
提供いたします。

【代 表】 染矢 由有子 ☎090-7836-2922
【所在地】 中央区中央港
【代 表】 岸川 亜紅 ☎043-298-2137
【所在地】 花見川区幕張町
【代 表】 松本 卓也 ☎043-214-0800
【所在地】 若葉区加曽利町

Ａｉｍｙ
中央区

㈲デジタルプラネッツ
市外

ほっともっと 稲毛海岸駅前店

サービスが伝わる写真承ります！

感も強く優れていたと判定してしまう
ような場合です。何となく正しそうで

中

が、評価対象者の持つある特性が優れ
ていたり、また、劣っている場合、そ

２０１８年 月会報では、評価制度
運用の原則について触れさせていただ

すが、上司や先輩の指導・助言により、
多少知識が不足していても高い成果を

ると理解でき、納得できなければ、従
業員のモチベーションは上がらず、結
果的にはその目的を達成することはと
ても難しくなります。
人事評価の公正さを保つために気を
付けたいことの一つとして、評価者が
心理的に陥りやすい「評価エラー（評
定誤差）
」と呼ばれるものがあります。

響するため、評価結果が「公正」であ

評価をしてしまう厳格化傾向というエ
ラーもあります。
③中心化傾向：評価者が自分の評価に
自信がない場合や、部下との人間関係
を壊さないようにと考え、
評価が「Ｂ」
評価など中央に集中してしまい、優劣
があるにも関わらずその差がはっきり
しないという傾向です。また、中心化

まうことです。また、その逆に厳しい

心掛けることはもちろんのこと、②日
頃から評価対象者の行動を観察し事実

専門外の分野はあまく評価をしてしま
うような傾向のことです。
⑥期末誤差：評価期間の期末の頃の出
来事が印象に残り、それが評価期間全
体の評価に影響を与えることです。
このように評価エラーには幾つかの傾
向がありますが、防止をするには、①
偏見や思いつきでの評価をしないよう

価者は自分の専門分野は厳しく評価し、

評価エラーにより公正さを欠いた評価
は従業員に不満をもたらしますので、
評価者は評価エラーをよく理解し、陥
らないよう意識することが重要です。
では、評価エラーとはどのようなも
のなのでしょうか？幾つか見ていきま
しょう。
①ハロー効果：後光効果とも言います

良かった部下は、知識が豊富で、責任

論理的に関係があると考える評価要素
に、同じような判定・評価をしてしま
う傾向です。
例えば、
仕事の出来栄えが

価に自信を持つことなどが重要となり
ます。

せる傾向を分散化傾向と言います。
を記録しておくこと、③評価要素や評
④論理誤差：評価者が自分の頭の中で、 価基準をよく理解した上で、自分の評

傾向に陥らないようにと、逆に「Ａ」
「Ｃ」
等の評価を増やし評価をばらつか

きましたが、今回は評価を行う際の留
意点について述べてまいりたいと思い

の特性から受ける印象から、他の評価
要素についても同様に優れていたり、

吉川 和宏

上げられる場合もありますので、別の
評価項目として評価をするべきです。

中小企業診断士

劣っているように見えてしまうことを
言います。

お問合せ／お申込みは、千葉商工会議所総務部総務課まで
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

ます。
人事評価には、①従業員の活性化と

新入会員を募集しております。
みなさまのお知り合いをぜひご紹介ください。

⑤対比誤差：評価者が、評価対象者を
評価する場合に、自分自身に水準を置
き、
評価してしまうことを言います。
評

公正な評価実現のためには
評価エラーにご注意

写真撮影、講座、
ＦＰ

エス・オー・ジェイ㈱
花見川区

レインカラーズ
若葉区

デザインの企画及び制作

持ち帰りお弁当販売

【代 表】 池内 浩子 ☎06-6943-8561
【所在地】 大阪府大阪市中央区徳井町
☎043-303-5777
【代 表】 石橋 阿佑美 ☎090-7239-1366 【代 表】 若菜 理恵
【所在地】 中央区中央港
【所在地】 美浜区高洲

税理士業務

中古車サービス業

機械の輸出販売

美浜区

ＯＨＡＮＡ Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ
中央区

☎043-312-3746
【代 表】 安藤 和則
【所在地】 若葉区都賀
☎043-257-2763

安藤和則税理士事務所
若葉区

ライトマン
稲毛区

㈱オーパスシルヴァ
稲毛区

千葉綜合法律事務所

会社業績のアップ、②従業員の育成によ
②寛大化傾向：部下によく思われたい
る会社の成長といった目的があります。 などの理由から、特定の特性や能力に
しかし、人事評価は処遇に大きく影
ついて、実際よりも評価を甘くしてし
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総合ディスカウントストア

【代 表】 石㟢 洋史
【所在地】 稲毛区天台
【代 表】 松尾 忠正 ☎043-285-3152
【所在地】 稲毛区長沼原町

法律事務

ハム、ソーセージ製造販売

☎047-461-0131 【代 表】 吉村 類 ☎043-224-4610
【所在地】 中央区中央
【代 表】 渡邉 千亜希
【所在地】 中央区新千葉
☎043-202-4351
【代 表】 大原 孝治
【所在地】 中央区祐光

中央区

㈲ケイアンドティー

（順不同・敬称略）

新入会員 のご紹介
ナビ

中央区

㈱ドン・キホーテ ドン・キホーテ千葉中央店
中央区

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

企業診断
小

Advice to management

門山綜合法律事務所

組み込まず、手当として固定残業代を
支払う、等の対応が考えられます。ま
た、②対価要件との関係では、例えば、
ⓐ「営業手当」や「管理職手当」とい

会社が固定残業代を導入する場合に
業員の残業時間の実態調査をした上で

ることが分かる名称で支給する、ⓑ従

鈴木 達矢

業時間を見込んであるため、給料計算
は、様々なリスクを避けるよう、適切

弁護士

う名目ではなく、「時間外手当」など残

の際に事務処理の負担を減らすことが
想定残業時間を設定する、等の工夫を

業時間の対価という趣旨で支払ってい

できる、②想定された時間内であれば、 に運用していく必要があります。

固定残業代の
適切な運用について考える
１ はじめに
基本給の中に残業代を含めて給料を
することが考えられます。

もっとも、固定残業代を支払ってお
される要件としては、少なくとも、①

を参考にすると、固定残業代が有効と

固定残業代の有効性に関する裁判例
に繋がります。

ての定めを設けておくと、リスク防止

や雇用契約書に差額支払の合意につい

働く時間が同じであっても給料の額が

けばそれ以上残業代を支払わなくても
通常の労働時間の対価に当たる部分と

支払っている、「営業手当」や「管理職
更に、裁判例の傾向を踏まえて、③

いいという訳ではありません。法律上
残業時間の対価に当たる部分とが明

変わらないため、従業員の長時間労働

会社の側が一定程度の残業時間を想
不足している分の残業代は、別途支払
確に区分されていること（明確区分
今回の解説は、あくまで一般的な説

手当」といった名目で残業代を支払っ

定して、あらかじめ給料に一定額の残
う必要があります（その場合、固定残
性）
、
②固定残業代が残業時間の対価と
明です。具体的には、会社の実態に即

差額支払の合意との関係で、就業規則

業代（以下「固定残業代」
といいます。
）
業代は、残業代の一部支払いとして扱
いう趣旨で支払われていること（対価
した対応が必要になります。

３ 実際の運用例―固定残業代が
有効とされる要件を踏まえて―

を含めた上で、従業員に給料を支払っ
われます。
）
。
要件）が必要と考えられます。この他

を抑えることにつながる、等が挙げら

ている場面が度々見られます。
また、固定残業代の効力が認められ
にも、③固定残業代を超える割増賃金
お近くの弁護士に相談してみてくださ

ている……、これらのことが思い当た

便利な制度と思われがちです。しかし、
なかった場合に生じるデメリットとし
について差額を支払う合意がされてい
い。また、中小企業向けの弁護士との

れます。

固定残業代に関する法規制は非常に厳
ては、①残業代を全く支払っていない
ること（差額支払の合意）が要件とさ
面談予約サービスである「ひまわり

る方は、是非この記事をお読みになっ

格であり、運用を間違えると、会社が
扱いとされてしまう、②固定残業代と
れることがあります（最高裁平成 年

弁護士に相談しましょう

３月８日判決・テックジャパン事件参

何か気になったことがありましたら、

算基礎となる賃金に含まれてしまう、

固定残業代は、一見、会社にとって

てください。

思わぬ痛手を負う可能性があります。
して支払っていた分が、割増賃金の計

４ 気になったことがあれば

今回は、会社と従業員との間でトラ
ブルになりやすい、固定残業代につい
③残業代の未払があるため付加金や罰
則の対象となり得る、等が考えられま
①明確区分性との関係では、
例えば、
ⓐ

の専用窓口でお電話をお受けして、折
できますので、ご活用ください。

す（固定残業代の有効性については後
の金額やそれに対応する残業時間を明

り返しの電話で弁護士との面談予約が

会社が従業員から残業代請求を受けた
記する、ⓑ基本給の中に固定残業代を

記３を参照。
）
。これらのデメリットは、 就業規則や雇用契約書に、固定残業代

ほっとダイヤル」は、全国共通電話番

て解説いたします。

メリット・デメリット
会社が固定残業代を支払うメリット
場合に顕在化してきます。

ちなみに昨年、ベトナムからカンボジアに

聞いてみると、イチゴの産地は、高原野菜が有

ンの他の屋台で食べたカオピヤックは 万キー

でないと売らない」の一点張り。
「価格調査」の

千葉商工会議所会員

としては、①会社の側であらかじめ残

陸路で入った際、カンボジア側の入管事務所付

との差は、平均的には ～ 倍というところで

名なベトナム中部・ダラットで、 キロ 万ド

プ（約２６０円）
。円換算では、ハノイで食べた

実績はできましたが、都会から離れた異国の地

街頭防犯カメラ

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

現地出張での
『価格調査』
のすすめ
ジェトロ海外調査部アジア大洋州課

たないですが、このお店のフォーの値段は、周

す。食事については、可能な限り、地場系レス

しょうか。さらに、ビエンチャンのカオピヤッ

国・地域によっては、衛生面等の問題により、地

フォーと変わりません。経済の発展度合いから

で、ベトナム語を話す日本人には優しく対応し

小林 正英

小 林 恵 介

海外出張する際、お勧めしたいのは、現地の

トラン、カフェや屋台で食べることで、現地の

クとハノイのフォーで比較すれば、両国の「う

ン（約４７５円）
。ちょうど喉も乾いていたため、

場系のお店で安易に食事することは叶わないこ

すると、ラオスよりもベトナムが先んじていま

てくれるだろうという期待は裏切られ、ショッ

小林 正治

弁理士

課長代理

消費財、サービスの価格を記録しておくことで

食文化や外食の価格帯、現地の物価感覚などへ

どん」の価格差は 倍です。ただ、ビエンチャ

近でイチゴを売っているベトナム人がいました。

辺の屋台などの 倍程度であり、東京のうどん

の理解が深まることも期待できます。もちろん、

ともありますが……。

す。筆者が食べたカオピヤックとフォーでは具

クに打ちひしがれながら、カンボジアでの用務

少量を買いたいと交渉したところ、
「キロ単位

ンで食べたコメの麺・カオピヤックは、一番安

材も違えば麺の量も違いますが、ラオスには海

年 月に行ったラオスの首都・ビエンチャ

い屋台で一杯５，
０００キープでした。日本のう

カオピヤックの価格が高いのでは、と考えたり
〈参考〉

に向かいました。

東京でうどんを食べようとすると、全国的に展

します。

投資コスト比較
（ジェトロ）
： https://www.jetro.
go.jp/world/search/cost.html
海外マーケティング基礎情報
（ジェトロ）
： https://
www.jetro.go.jp/industry/foods/marketing/
アジア大洋州ビジネス
トピックス
（ジェトロ）
：

https://www.facebook.com/
jetroAObiztopics/

総合防犯設備・用品

２ 固定残業代を導入する

照）
。
号「０５７０ ０
– ０１ ２
– ４０」に電
以上のような要件を満たすためには、 話をしていただくと、地域の弁護士会

24

☎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

10

港がなく、様々なものを輸入に頼っているため、

開しているチェーン店で３００～４００円ですの

ティング基礎情報」
といったウェブページで、各

ジェトロは、
「投資コスト比較」
、
「海外マーケ

同じ都市に複数回出張する場合、以前行った

国・地域の人件費、事務所賃料、食品価格等の

で、 ～ 倍の差があるということになります。

お店にいくことで、価格の変化も実感できます。

情報を発信し、また筆者が所属する課はアジア
大洋州地域の最新情報をまとめてＦａｃｅｂｏｏｋ

しつつ、現地出張の空いた時間で、
「価格調査」
をしてみてはいかがでしょうか。

所長弁理士

日本貿易振興機構（ジェトロ）
千葉貿易情報センター

1

どんのようなもので、日本円にして約 円です。

2

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

3

同年 月、ベトナムの首都・ハノイでフォー（コ
メの麺）
を食べました。やはりうどんのようなも

です。先述の東京のうどんとの差は 倍にも満
2

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

2

2

2

のです。価格は 万５，
０００ドン
（約２６０円）
。 で毎日ご案内しています。こうした情報も活用
10

数年前は 万ドンでしたので、 ％の値上がり

5
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10

6

5

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

営業センター

65

18
5

11

外部からのお知らせ

平成31年度各種検定試験の施行日が決まりました！
検定試験名
簿記検定

施行日

【１級７，
７１０円 ２級４，
６３０円 ３級２，
８００円】
（税込）

第152回簿記検定試験（１・２・３級）

６月９日（日）

第153回簿記検定試験（１・２・３級）

１１月１７日（日）

第154回簿記検定試験（２・３級）
リテールマーケティング（販売士）検定

２月２３日（日）
【１級７，
７１０円 ２級５，
６６０円 ３級４，
１２０円】
（税込）

第84回リテールマーケティング（販売士）検定試験（２・３級）

７月１３日（土）

第85回リテールマーケティング（販売士）検定試験（１・２・３級）

２月１９日（水）

珠算検定

【１級２，
３００円 ２級１，
７００円 ３級１，
５００円 ４～６級１，
０００円】
（税込）

第216回珠算能力検定試験

６月２３日（日）

第217回珠算能力検定試験

１０月２７日（日）

第218回珠算能力検定試験

２月９日（日）

ビジネス実務法務検定

【１級１０，
８００円 ２級６，
４８０円 ３級４，
３２０円】
（税込）

第45回ビジネス実務法務検定試験（２・３級）

６月３０日（日）

第46回ビジネス実務法務検定試験（１・２・３級）

１２月８日（日）

福祉住環境コーディネーター検定

【１級１０，
８００円 ２級６，
４８０円 ３級４，
３２０円】
（税込）

第42回福祉住環境コーディネーター検定試験（２・３級）

７月７日（日）

第43回福祉住環境コーディネーター検定試験（１・２・３級）

千葉東税務署・千葉商工会議所

１１月２４日（日）

消費税軽減税率制度説明会のご案内

ＢＡＴＩＣ（国際会計検定）*eco検定と同日施行 【Sub1/2 １０，
１５０円 Sub 1のみ ５，
４００円 Sub２のみ ７，
９９０円】
（税込）
第37回ＢＡＴ
ＩＣ（国際会計検定）

７月２１日（日）

第38回ＢＡＴ
ＩＣ（国際会計検定）

１２月１５日（日）

環境社会検定（eco検定）*ＢＡＴ
ＩＣと同日施行（午後のみ） 【５，
４００円】
（税込）
第26回環境社会検定試験（eco検定）

７月２１日（日）

第27回環境社会検定試験（eco検定）

１２月１５日（日）

ビジネスマネジャー検定

第 9 回ビジネスマネジャー検定

７月１４日（日）

第10回ビジネスマネジャー検定

１１月１０日（日）

メンタルヘルス・マネジメント検定

第28回メンタルヘルス・マネジメント検定（Ⅱ・Ⅲ）

１１月実施予定
３月実施予定
※受験料は消費税８％の金額となります。

お問い合わせ先
千葉商工会議所
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会員交流課

夢シティちば 2019年₂月号

ＴＥＬ０４３－２２７－４１０３

消費税の軽減税率制度は、 本年10月１日からの消費税率の10％への引上げと同時に実施されます。
飲食料品等の軽減対象品目の取扱いがある消費税の課税事業者の方だけでなく、 例えば、 会議費や交
際費として飲食料品等を購入する事業者の方や、 免税事業者の方も、 取扱商品の適用税率の確認や区分
経理など、 制度の実施に向けた準備が必要となります。

場

所

午前の部 １０時～１１時３０分（定員250名）

平成３１年３月１３日（水） 午後の部 １４時～１５時３０分（定員250名）

千葉市総合保健医療センター ５階会議室

（千葉市美浜区幸町１－３－９）

駐車場等はございませんので、 公共交通機関をご利用ください。

申込方法

【Ⅰ種１０，
８００円 Ⅱ種６，
４８０円 Ⅲ種４，
３２０円】
（税込）

第27回メンタルヘルス・マネジメント検定（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）

事業者の方を対象として、 消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催します。

開催日時

【６，
４８０円】
（税込）

共催

①
②

③

ホームページから
千葉商工会議所ホームページ（https://www.chiba-cci.or.jp）から申し込みが可能です（不明な点があり
ましたら、 千葉商工会議所地域振興課（０４３－２２７－４１０３）までお問い合わせください。）。
お電話で
千葉東税務署法人１部門 ０４３－２２５－６８１１（内線３１５）

※税務署にご連絡いただく際は、 税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声案内に従って 「２」を選択してください。

その他
千葉県内の各税務署での消費税軽減税率制度に関する説明会の開催日程は国税庁のホームページで知る
ことができます。詳しくは国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）でご確認下さい。

夢シティちば 2019年₂月号
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相続税対策スタッフ

まずはお気軽にお問い合わせ、
ご相談ください！

本 店 ＴＥＬ043-221-8110
支 店 ＴＥＬ047-365-6007
ホームページ http：//chiba-cgc.or.jp/

●金融機関からの資金調達をサポートします！

信用保証協会がお客さまの保証人となることで、金融機関からの資金調達力が高まります。

●これから事業を始められる方を応援します！

創業に関する基本的なことから創業時の資金調達にいたるまで、
お客さまの夢の実現に向け、
サポートいたします。

●お客さまに合わせた経営支援でサポートします！

ライフステージごとの経営課題解決に向け、経営相談や外部機関と連携した専門家派遣
等でサポートいたします。

25

夢シティちば 2019年₂月号

当協会LINE＠アカウントは検索もしくは
右記QRコードから
ご登録できます。
当協会主催イベント等、
最新情報を
配信しています！

夢シティちば 2019年₂月号
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季節料理まさむね
イナノテ

おでんでんでん 千葉中央店
かごんま

おでんでんでん 千葉栄町店

美彩や

ビストロイヴローニュ
肉&海鮮バル URA飯

仙台焼肉ホルモン独眼牛 千葉店
南土酒彩 ばかいき

炭火焼鳥 おか田

炭串焼き壱
Ma 〜なべや 千葉店

FU雷坊

串焼き 雅

第３回「千葉市植樹」 泉自然公園にて開催
月 日㈯泉自然公園で開催しました、千葉市と公益財団法人イ

オン環境財団主催、第３回「千葉市植樹」にて、熊谷市長をはじめ、
市民１，
０００人の皆さまと共に快い汗を流し、８，
０００本の植樹

葉市における森林整備に関する協

境財団は、２０１６年２月に「千

千葉市と公益財団法人イオン環

同公園内で溝腐（みぞくされ）病

終回となる今回は、第２回に続き、

園」にて植樹を実施しました。最

ンター」にて、
第２回は「泉自然公

を行いました。

定」を締結し、多くの動物と触れ
３年計画で植樹を行っています。

０００名の市民やボランティアの

跡地約０．
８ヘクタールに、約１，

合える野鳥の森を復活させようと、 に感染したサンブスギを伐採した
第１回は「富田都市農業交流セ

皆さまとご一緒に８，０００本の

18

【場所】

10

イロハカエデなど野鳥が集まるよ

員会とは、勝浦ビッグひな祭り実

千葉おもてなしひな祭り実行委

平成 年から、７・８月を除く毎
これにより３年間の植樹本数は、 年に設立され、（公社）千葉市観光

雛展示・教室の開催等、つるし雛

開催や、「ＪＲ千葉駅」でのつるし

月、当所にて「つるし雛教室」の
協会、千葉市中央地区商店街協議

の作製及び地域活性化支援事業を

合計２５，０００本となりました。

会、
千葉銀座商店街振興組合、
中央

展開しております。
これら活動の集大成としまして、
２月 日㈯から３月３日㈰中心市

中心市街地の各商店街、各企業様

工会議所青年部、当女性会からな

２月 日㈯から３月３日㈰まで、 興組合、千葉商工会議所、千葉商

葉ショッピングセンター商店街振

楽しみ頂きますようご案内申し上

ります。是非、
皆様街歩きされ、
お

街地での雛飾り展示を開催してお

げます。
る委員会です。

組合、千葉中央一番街商店会、千

店街振興組合、富士見商店街協同

銀座商店街振興組合、栄町通り商

行委員会のご協力のもと、平成

うに、実がなる品種を中心に 種

ロールを行いました。

ィア団体で、周辺地域の防犯パト

が行われ、警察官や地域ボランテ

もと、千葉市中央公園にて出発式

葉県知事、熊谷千葉市長ご臨席の

早川千葉県警察本部長、森田千

加致しました。

びに防犯パトロールへ約 名で参

年末年始特別警戒取締り出動式並

図るため、千葉中央警察署主催の

議会では、街の防犯意識の高揚を

千葉市中心市街地まちづくり協

千葉市中央公園周辺

17

での雛飾り展示を開催致します。

千葉おもてなしひな祭り
中心市街地を廻ろう！

出動式の様子

当女性会を中心に活動しており、

年末年始特別警戒取締り出動式並びに
警察との合同パトロール参加！
【実施日】
平成 年 月 日㈫
12

時 分～ 時 分

20 30

ちーバルＭＩＮＩ開催中！

らーめん鷹の羽

千葉県へ訪れた方や、インバウ

串揚げバル Gyo雷や
いなせや幸蔵

植樹が行われました。

16

ンド観光客等を千葉市中心市街地
に呼び込み、食を通じた回遊性の
向上と千葉市のＰＲを目的に、１
月６日㈰から
「ちーバルＭＩＮＩ」
を開催しています。
開催期間中に参加店舗（全 店
舗）
へチラシを持参、もしくは
「ち
ーバルホームページのチラシデー
タを提示されたお客様に特別セッ
トメニュー（１ドリンク＋１フー
ド）
を１，
０００円
（税込）
にてご提
供いたします。
昨年の夏に続き、２回目の開催
となりますが、
今回は
「ちば国際コ
ンベンションビュ
ーロー」と連携し、
市内で実施される
全国会議等への参
加者に対し、積極
的に広報していく
予定です。
通常メニュー以
上にお得なセット
をご用意しており
ますので是非ご来
店ください。

ダイニング & バー マーテル

植樹したのは、クヌギやコナラ、

50

GOHAN&BAR TAHITI
Cafe&Bar B（カフェバル B） bar そらのかけら

28

千葉市・公益財団法人イオン環境財団主催

くらのあかり千葉店

21

合同パトロールの様子

ワインスタンド アクセラ

選択されました。

28

炭焼き とりゆう
日本橋かなえや
チラシデータは
こちらからダウンロード
ください。

なんちゃって BAR 油
ちーバルＭＩＮＩ参加店舗

DINING BAR TALAHT

16

16
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28

11

〈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

女性会
編集：千葉商工会議所

千葉商工会議所地域振興課内 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

中心市街地NEWS

大盛り上がりのe-sports

さん久しぶりのストⅡで、あれやこ
頂いた豪華景品が贈られました。ま

優勝者にはＯＢ・ＯＧからご提供

日に冬季懇親会を開催し

総勢 名で大盛り上がり！
月

ました！会員同士の懇親はもちろん
のこと、今回は日頃よりお世話にな
っている他単会・他団体との交流を
深めることも目的に行われました。
柏ＹＥＧ、船橋ＹＥＧ、市川ＹＥＧ、
土気商工会から総勢 名もご参加い
ただき、それはそれは盛り上がりま
した。

懇親会のテーマ

「ｅ ｓ-ｐｏｒｔｓで
懇親を深めよう！」
気になる懇親会の内容は今話題
の「ｅ ｓｐ
- ｏｒｔｓ」です！ エレクト
ロニックスポーツの略で、簡単に言

第１戦：マリカー
皆さん戦いが始まる前から練習を

うとビデオゲーム対戦です。幼い頃、 重ねていて、気合いと意気込みがひ

も多いのではないでしょうか。そん

ストⅡやりたい！ と思っていた方
あっちこっちに行くのに合わせて思

っすぐ走れない人続出で、カートが

臓六腑に染み渡ったお酒の影響かま

おっきいテレビでマリカーやりたい、 しひしと伝わってきました。が、五

な夢を叶えるべく、冬季懇親会を主
わず身体も動いてしまいます。

そんな中、見事なカートさばきを

催した親睦委員会では豪華な景品と
巨大スクリーンをご用意し、チーム

見せてくれたのが、会員の鵜澤君で

： 〜受付開始）

ぎりの優勝でした。

カーさながらのテクニックでぶっち

ストとして知られていますが、サッ

す。鵜澤君はサッカーのスペシャリ

に分かれて思う存分戦って頂きまし
た！

主催：千葉商工会議所青年部

観光・サービス部会／小売部会

オープン講演会

共催：千葉商工会議所

元アマゾンジャパン世界最年少事業責任者直伝！

代表取締役兼ＣＥＯ

『〝売れる〟新規事業の立ち上げ方 』
講師
ＴＡＡＳ株式会社

： （

川上興業㈱

第２戦：ストⅡ

れや技を出すのに苦労している人が
た、優勝チームには親睦委員会セレ

日㈮

大越隆行 氏
〜

るな）

優勝者・優勝チームには
豪華景品！

たくさん。しかし、決勝まで勝ち進
クトのステキな商品が送られました

日時

：

２０１９年２月
講演のポイント

● クラウドファンディング活用のコツとメリット

（日本におけるクラウドファンディングで史上最高額 
８，２９０万円の資金を調達）

第１ホール

● 常識にとらわれないビジネスモデルの構築法とは

階

差で浅見さんが見事優勝！ 惜しく

場所

千葉商工会議所

千葉市中央区中央２│５│１
※駐車場は近隣の駐車施設をご利用下さい。

瑠奈

お酒の影響もさることながら、皆

んだ 名は格が違いました。１名は
。
千葉ＹＥＧの大和田君、もう１名は （写真はステキな商品の一部）
土気商工会からお越しいただいた浅
見さんです。２人とも普段からスト
Ⅱをやっているのか、出るわ出るわ

16

30

●新しい事業をスタートさせるのに必要なコト

昇龍拳・波動拳のオンパレード。僅

18

も準優勝になった大和田君はこの表
情です（写真右が優勝した浅見さん、
左が準優勝の大和田君）
。

☎043-252-1267
社会保険労務士事務所

15

00

14

☎043-234-0081
保険代理店（生保・損保）

なかだい総合事務所
社会保険労務士法人

ようこそ千葉YEGへ‼
新入会員紹介

21

株式会社grooves
アマゾンジャパン合同会社
ランサーズ株式会社
Lancers　 Philippines,Inc. 設立
同社取締役
2016年₉月
TAAS合同会社を設立･創業
同社代表へ就任
2017年₉月
TAAS株式会社へ屋号変更
同社代表取締役  兼  CEO
2017年₉月末 融解処理サービス
｢e-Pod for Business｣ サービス
開始
2018年₇月
株式型クラウドファンディングで日
本史上最高額の8,290万円で資
金調達
2018年₉月
アジア最大級イベント ｢Deloitte　
Tohmatsu　 Innovation　 Summit｣
主催者推薦枠にて出展

柴嵜

学

中臺

ゲームをきっかけに、あちらこち

19
00

2007-2010年
2010-2015年
2015-2016年
2015-2016年

（しばさき
まなぶ）
（なかだい

らで他単会の方との交流や今まで話
したことのなかった会員同士の交流
が弾んでいて、親睦冥利に尽きまし

前原 彩

た！ この調子で新年懇親会もがん
ばります！
親睦交流委員会

●大越隆行氏の主な経歴

28
夢シティちば 2019年₂月号
夢シティちば 2019年₂月号
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69

12
19

開催！
冬季懇親会
12月定例会
2

中小企業の新たな販路を拡大

特集

～販路拡大支援ポータルサイトでエリアを超えた地域産品の魅力を伝える～
人口減少などが進む社会の中で、各地域の中小企
業は自らのエリア内だけでビジネスを推進していく
ことは難しく、エリアを超えた新たな販路を拡大し
ていくことが今後の事業や企業経営の継続には必
要とされています。自社の商品をインターネット上
で販売することは以前から行われていましたが、商
品の販売を機に自社のＰＲを行い、ビジネスを展開
していくための通販サイト「おもてなしギフトショッ
プ」が開設されました。商工会議所の会員である企
業がビジネスチャンスを得るために活用できるこの
ツールについて、サイトの運営に協力しているヤフ
ー株式会社社会貢献事業部エールマーケット・ＥＣ
ビジネスコンサルタントの小澤富士男さんにお話を
伺いました。

〈おもてなしギフトショップとは〉

千葉商工会議所
企画広報課

TEL043－227－4103

１３０％と伸びており、私たちも大い
に期待しています。

手間や時間をかけなくても
ネット上で販売が可能

員企業が、自社が関連する地域産品を

して進めている事業で、商工会議所会

主体となって全国の商工会議所が連携

間や時間を割かなくてもいいことです。

ことと、ネットショップの構築・運営に手

ト専門店のため安売りはしないという

商工会議所会員のみが出店ができ、ギフ

このネットショップの大きな特徴は、

「おもてなしギフトショップ」
のサイト

中小企業の経営者が新たなシステム
やツールを導入する際にネックとなる

を打ち上げ、全国の商工会議所の方々

新規事業委員会でネットショップ構想

２０１３年度から日本商工会議所が

サイト運営のサポートを行っています。

になるとの思いで、社会貢献事業として

企業の支援につながり、地域経済の支援

ョップ」を支援することが、地域の中小

ヤフーは、この「おもてなしギフトシ

プに出店するには不安が先に立つと思

力で導入したり、既存のネットショッ

像がつかない。こうしたことからも自

行いますが、ネットでの売り上げは想

す。通常の投資は売り上げを見込んで

お金を割り当てられないことの３点で

学ぶ機会や時間がないこと、投資する

ット、ネットショップの運用のことを

間や人材に余裕がないこと、ＰＣやネ

のは、メインの事業にかかりきりで時

が参加されて検討し、具体的なシステ

います。けれども、
「おもてなしギフ

国で最も多くなっています。トータ

議所が参加、このうち千葉県が７と全

出店することができます。

ットショップの専門知識がない方でも

で、日本全国に販売が可能であり、ネ

２０１８年の売り上げは前年度比で

おり、出店商品は８４０を数えます。

ルで２３７の事業所がお店を出して

知識のある私たちがサポートしますの

り、掲載する原稿作成や会計まで専門

ムの構築を経て、２０１４年４月に横
オープンしました。

トショップ」は商工会議所が主体であ

Ｃのサービスです。

ら商品を選んで購入する、いわばＢ

上で販売し、一般のお客さまがそこか

フト専門店です。横須賀商工会議所が

ａｈｏｏ！ショッピング上に開店したギ

「おもてなしギフトショップ」はＹ

２０１４年４月に
グランドオープン

おもてなしギフトショップは、横須賀商工会議所が全国の商工会議所と連携
して運営するインターネットショップです。全国の商工会議所会員である事業
者が手掛ける地域産品をギフトとして販売するシステムで、各地域の企業が精
魂込め育てあげた商品を地域はもとより全国の方々に愛される〝全国ブランド〟
に育て、企業の販路を拡大していくのが目的です。中小企業では独自にネット
ショップをオープンしようとしても、専門に携わる社員の勤務時間や人材不足
などの面が壁となり、実現が難しいケースが多くありますが、日本最大規模の
インターネットショッピングモール
「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」
を運営するヤフ
ーの担当者が運営支援を行うことで、ネットショップのページ作成から受注・
配送時の書類作成など事務的な手続きも代行されるため、気軽に利用できるこ
とが大きな特徴です。

【問い合わせ先】

須賀商工会議所を主体としてグランド

to
現在（２０１９年１月） の商工会
63
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中小企業の新たな販路を拡大 ～販路拡大支援ポータルサイトでエリアを超えた地域産品の魅力を伝える～
特集

特集

中小企業の新たな販路を拡大 ～販路拡大支援ポータルサイトでエリアを超えた地域産品の魅力を伝える～

夢シティちば 2019年₂月号

ほしいと思います。ネットのお客さま

はそうした価値を求めているんです。

昨年度まで総務省が行っている「ふ

るなどして、出店している事業者のモ

チベーションを上げていきたいと考え

ています。

「おもてなしギフトショップ」は独

立したネットショップですが、利用者

の方は比較的男性が多いので、横須賀

商工会議所が運営している「Ｅ ｐｌｕｓ

ｌｉｆｅ」というサイトと連動し、女性

のお客さまにも訴求するようにしてい

夢シティちば 2019年₂月号

ます。企業がお客さまにキャンペーン

33

折染め

などでプレゼントや賞品を渡すいわゆ

手のりブーメラン

る企業ギフトなどにも使われるように

様々な実験や工作が体験できるお祭りを開催！
日時：２月２3日（土）
・２4日(日)
時間：１０
：
００～１６
：
００
（最終受付１５
：
３０）
場所：千葉市科学館内
料金：１００円
（４回分） ※常設展のチケットをご提示で1回無料

25

なってきており、サイト利用のリピー

●「ワークショップ祭」

ト率は ％にもなっています。

©TAIYO KIKAKU co.,ltd./EXPJ,Ltd

このサイトを活用して、自社のビジ

期間：３月３１日（日）
まで投影中
場所：７階プラネタリウム
定員：各回２００名
料金：プラネタリウム通常料金
（大人５１０円、高校生３００円、
小･中学生１００円）

ネスチャンスを得ていただきたいと思

います。

北の国の雪が降る日、
ノーマンは汽車に乗ってやってくる。
ノーマンが暮ら
す北国の神秘的なオーロラや星々、
いきものたちとの出会いを通じて、
成長
していく少年を描いた心温まるお話です。オリジナルストーリーと、
１コマず
つ丁寧にコマ撮りされた人形アニメーションの優しい動きによって、
ご家族
皆様で一緒に楽しめる素敵なプラネタリウムファンタジー番組です。

必要はないんです。

「ノーマン・ザ・スノーマン
～北の国のオーロラ～」

また、会員の中には既にネットショ

●プラネタリウム番組

企業や社員の
「顔」を見せて
思いを伝える

〒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：2/12～2/15
☎043–308–0511

ップを活用している事業者も多いと思

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

まに伝えることです。商品だけでなく、 小樽のＮＳニッセイという会社は、ネ

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

値引きをせずに
セット販売する

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

るさと・名品・オブ・ザ・イヤー」の

【出演】荒井良二
（絵本作家）×広松健児（編集者）
2月23日（土）
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

このサイトで重視しているのは、ど

■出品作家によるトークイベント「荒井良二さんの絵本ができるまで」

いますが、ギフト専門店ですとそれと

【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）

また、ネットでは値引きして安く販

■講演会
「いま気になる絵本の国イラン」

一環として、「おもてなしギフト賞」を

【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

んな人や会社が生産し、販売している

■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」

ポイントと言えます。

【関連イベント】

はユーザーが異なり、競合せず、新規

ット販売を機にこのサイトに掲載して

荒井真紀《たんぽぽ》
BIB2017金のりんご賞
作家蔵

売しないと売れないのではないかと懸

その思いを伝えることが大事だと考え

いるものと同じセット商品を地域でチ

700円（560円）

設置していました。昨年１位になった

出店費用として年会費（１０，
８００

ています。また顔を見せて販売するこ

ラシを配って販売するなど、ビジネス

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

のか、文字通り「顔」を見せてお客さ

う方も多い。けれども、ギフトであれ

円（税込）
）と商品の販売に応じた手数

とは中小企業だからこそ可能なのでは

を広げています。このようにネット販

※入場は閉館の30分前まで

観 覧 料： 一

念する事業者から時折相談も受けます。 にユーザーを獲得できることも重要な

ばある程度のお客さまは予算を持って

料が掛かりますが、こうしたネットシ

ないかと思います。

自社ではそんなに値引きできないとい

いる。たとえば予算を３，
０００円とか

ョップの仕組みによって中小企業の売

売だけではなく、その企業のトータル

１万円とか決めて商品を探される。で

事務的な手続きなどはこちらで代行

のビジネスが伸びていくことを目指し

り上げの支援を目指しています。
しますので、事業者の方々には掲載す

すから出店者は、その金額に見合うよ

う、商品を組み合わせてセットを作っ

期：開催中〜 3月3日（日）

休 館 日： 会期中無休
開館時間： 10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）

ていますので、今後も独自に賞を設け

会

る商品をその土地でナンバー１にして

開催中〜 3/3㊐

て販売すればいいのです。価格競争の

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。

32

