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夢シティちば 2019年₉月号

『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ

ポイント還元制度の加盟店審査に最大２ヵ月！
7月の動き

ベストウイズクラブでは、「 福祉制度キャンペーン」を
9/17～11/29に実施いたします。本キャンペーンは『商工会議
所福祉制度』を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所
の福祉向上にお役立ていただくことを主な目的としています。
『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障
や退職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保障ニーズ
にお応えするものです。
商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員
がお伺いした際には、是非ご協力いただきますようお願い
申しあげます。

戦略的な運用が成否を分ける

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

人材確保

今月の表紙

編集者のひと言

今月は、幕張メッセで開催されるパラ競技の１つ「ゴー
ルボール」です。1976年のトロント大会で正式競技となり、
2012年のロンドン大会では、ゴールボール女子日本代表
が日本団体競技初の金メダルを獲得しました。今月号の６・
７ページでは、競技の魅力や見どころを紹介しています。
また、9月28日
（土）～ 29日
（日）に幕張メッセで、
「天
皇陛下御即位記念2019ジャパンパラゴールボール競技大
会」が開催されます。本番前のテストイベントとして行われ
ますので、静粛の中の格闘技と呼ばれる同競技を観戦して
みてはいかがでしょうか。

8月はお盆の時期に台風10号の上陸が重なって、帰省や
旅行などに大きく影響がでました。
「大雨特別警報」という言
葉を耳にしますが、台風や集中豪雨による数十年に一度の強
度を持つ台風や降水量などが予想される場合に大雨が予想さ
れる場合に使われるそうです。毎年のように数十年に一度の
〇〇で表現される気候は、稀ではなく常に起こり得るものに
なりつつあります。もしものときに冷静に行動できるように備
えなければと改めて思います。

（企画広報課 E.M.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の
商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

千葉商工会議所

会員交流課

TEL 043−227−4103

株式会社Ｓ・Ｋトランス
代表取締役

柴田 和弘

６年前に軽貨物の一人親方から縁あって起業。マンパワーが圧倒的に不足
する物流業界で配送業務のニーズは途絶えず、次々に営業所を開設するなど
急成長を遂げる株式会社Ｓ・Ｋトランス。さらなる事業規模拡大に意欲を見
せる柴田和弘代表取締役にお話を伺いました。

談話室
Vol.186
千葉市花見川区さつきヶ丘1-2-2-301
☎043-216-2358

柴田 和弘
代表取締役

る方が多いぶん年代も幅広く、
私よりも年上の方がたくさん
います。話す時の言葉の選び
方など、細かい部分にも気を
遣うようにしてきました。
振り返ってみると、人との
良い出会いに恵まれてきたと

務め、オフィス向けの事務用

京の物流会社で現場管理職を

運転も好きでした。
その後、
東

だけ収入につながるし、車の

に合っていました。頑張った

く扱い、他にＡｍａｚｏｎや、Ｔ

ます。ゆうパックは今も数多

り、荷物も多岐にわたってい

るにつれて配送エリアも広が

次第に社員や協力業者が増え

パックの配送が中心でした。

創業時は個人宅向けのゆう

会社としての知名度もない

てくれています。

営業所長となり、管理を担っ

なりました。それぞれ社員が

オープンして、拠点は４つに

さらに今年８月に柏営業所が

に助けられ、人が人を呼んで

幸運にも出会いのタイミング

関係を築くことができました。

仕事をいただけるような人間

周囲が評価してくれて、直接

本社の他に三角町、船橋市、 実感します。３人で起業し、

ています。

０台が毎日、県内を走り回っ

私が代表取締役になりました。 合わせると当社所属の約１３
歳の時です。

仕事は常に途絶えず人手不足

品や美容室の商材などの「企

ＯＴＯの賃貸住宅向けユニッ

ため、創業時には人を集める

８月には柏営業所がオープン

業配」
を幅広く扱いました。
そ

トバスの配送、イオンのネッ

ことにずいぶん苦労しました。

めたところ、思いのほか自分

れから軽貨物の下請け業者と

トスーパーなどに携わってい

それでもこうして集まってく

トランスです。仕事はとにか

ち上げたのが株式会社Ｓ・Ｋ

と、平成 年２月に３人で立

同じ現場で仲が良かった２人

社へシフトしました。当時、

けで、個人事業主から株式会

６年前、知人からのお声が

い状態が続いています。配送

多いので、どこも人が足らな

な軽貨物輸送の会社もかなり

出入りも激しく、当社のよう

流業界も人手不足です。人の

業界でも言われるように、物

さんいただけています。どの

途絶えることなく、常にたく

お陰様で、これまで仕事は

はなかったですね。特に物流

ンを取ることも決して上手く

者さんらとコミュニケーショ

務以外のことで社員や協力業

も経営者として、特に配送業

のは簡単ではありません。私

いですし、利益を出していく

とでした。最初は資金も少な

うになったのはありがたいこ

れて、仕事を回していけるよ

人が人を呼んでくれた

くたくさんあって、人を集め

車は現在、協力業者の持ち込

くれたからこそだと思います。

して千葉市の美浜郵便局で幕

ます。

られるかが一番の課題でした

担当しました。

創業時、人集めには苦心するも

張エリアのゆうパックを 年

軽い気持ちで物流の仕事を始

私は野田市出身。学生の頃、

軽貨物の一人親方から起業

学生時代に物流業界へ

人と人との良い出会いに恵まれて
配送業ひと筋で右肩上がりの急成長を遂げる

～軽貨物運送業で千葉の物流の未来を切り開く～

どんな荷物でも、運ぶその先には「人」がいる
お客様の「ありがとう」が最大の喜び

株式会社Ｓ・Ｋトランス
しばた・かずひろ／1974（昭和49）年7月23日、野田市生まれ。都内の物
流企業で配送ドライバーから配車管理までの業務を経験し、2003（平成15）
年から千葉市美浜郵便局で個人事業主としてゆうパックなどの軽貨物配送を
担当。2013（平成25）年、株式会社Ｓ・Ｋトランスの代表取締役就任。
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経営
「今の若い世代はすごく能力が高い。ただ持続性やコミュニケーション力の面で昔とは違うので、ちょうどいい距離感に
なるよう意識して接しています」と柴田社長。

ご入会いただき
ありがとう
ございました

中央区

新入会員 のご紹介

㈱フィドシア

【代 表】 鶴岡 宏一
【所在地】 中央区都町

中央区

☎043-420-8020

一般産業機械の設計、製作、組立て

中央区

食福酒楽ＫＯＫＯＲＯ

【代 表】 小関 章 ☎043-307-6629
【所在地】 中央区中央
飲食店、居酒屋の業態で営業

増え続ける物流ニーズに対応すべく
さらに拠点となる営業所を新設予定

精神的に頼ってもらえる

夢シティちば 2019年₉月号

ス業」としての対応が求めら

お客様のさりげない「ありが

れます。仕事はキツいかもし

う職場環境を良くしていきた

とう」の一言が本当にすごく

れませんが、どんな荷物でも、

時間が長く、家族よりも長い

いと考えています。また、ニ

うれしく、充実感を得られる

運ぶその先には「人」がいる。

時間を、仕事を通じて一緒に

ーズはあるので県内にさらに

夢シティちば 2019年₉月号

過ごしています。家族的なコ

5

10

家族的なコミュニケーション

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

拠点を増やしていく予定です。 んですよ。いろいろな面で人

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。

ミュニケーションが取れると

中小企業診断士として、
Ｉ
Ｔと融資を強みに経営コンサルティ
ングを行っている

仕事をしていて、私自身が

お客様と毎月面談し、
会計、
税務や経営面のアドバイスを行
います。

間的に学べて、成長できる仕

経営コンサルティング、補助金申請支援、事業再生
支援、融資における事業計画書作成

はり近年のネットショッピン

法人及び個人に対する経営助言、会計指導及び税務
申告書作成業務等

まずは茂原方面に営業所設置

【代 表】 野竿 健悟 ☎090-8936-9457
【所在地】 花見川区花園町

経営者としてはうれしいです

のざお経営支援事務所

グの急成長が大きく影響して

お施主様の心に寄り添った墓地作り。お墓仏事の事ならお
気軽にご相談下さい。

【代 表】 藤井 優貴 ☎043-441-4780
【所在地】 中央区新町

花見川区

いますね。また、ネットスー

墓地墓石の設計施工販売、
リフォーム仏事

藤井優貴公認会計士・税理士事務所

一番やりがいを感じるのは、

【代 表】 日暮 啓一 ☎043-242-5483
【所在地】 中央区神明町

中央区

事だと思いますね。

㈲日暮石材店

を検討していますし、 月頃

中央区

しています。誰でも働いていればカッとな
ることもありますが、そこで我慢できれば
必ず後で評価を得られると思っています。

が、長時間労働については報

自爪を削らないリペア推奨店で１０年以上の実績がござい
ます。お洒落は健康なお爪から！

当社で働いてくれる人が増え

人事労務の紛争未然防止、
解決を業務の主軸とした社労士
法人です。
ご利用ください。

からＡｍａｚｏｎの成田方面の配

９０分無料相談、
お見合いは何回しても０円。
８ヶ月以内のご
成婚できる出会いを提供。

Ｑ 座右の銘は？
Ａ 私の中では「損して得しろ」をモットーと

酬で還元するなど会社のシス

ネイルサロン

ていくこと。さまざまな人と

社会保険労務士法人に関する法定業務

送が増えることになってい

結婚仲介、婚活サポート。

テムとして改善していかない

blue beans

【代 表】 髙嶋 りえ ☎043-302-8668
【所在地】 中央区登戸

出会って、いろいろな話もで

☎080-5870-2103 【代 表】 斯波 愼 ☎043-307-9231
【所在地】 中央区中央

中央区

て、おそらく営業所がないと

千葉中央社会保険労務士法人

と、いつかは気持ちが離れて

中央区

材に関して、大手さんはどうしているか、
求められるリーダー像などについて書かれ
ているビジネス書を読むようにしています。

きます。創業時にはできなか

返済不要な各種政府助成金をご提案します。

サービス業の要素も踏まえ

社会保険、助成金の事務代行、人事、労務のコンサルティング

Ｗｅｂ制作、
Ｉ
Ｔを活用した業務効率化の支援を行っています。

職場環境の改善を目指したい

Ｗｅｂ制作、
Ｉ
Ｔを活用した業務効率化の支援

Ｑ 座右の書は？
Ａ 読書はあまりしないのですが、経営や人

いってしまうと考えています。 間に合わないと思います。や

吉兼社会保険労務士千葉オフィス

ったことですが、ドライバー

稲毛区

【代 表】 吉兼 雅幸 ☎043-307-5367
【所在地】 稲毛区柏台

さんが問題を抱えている時に、

ｍｉ
ｒｏ

レンチブルドッグ３頭と遊んだり出かけたり
します。私の居場所がないくらい賑やか
です（笑）
。

会社として相談に乗ってあげ

化粧品製造販売、
輸入香水各メーカー総代理店、
商社
（ジュエリー、
レザー、その他）

Ｑ 休日にはどんな趣味を楽しみますか？
Ａ 休日は３歳の息子と、飼っているパグやフ

られる形になってきたので、

㈱シーズ

Q &A

パーも高齢化を反映し需要は

【代 表】 中条 美智子
【所在地】 中央区院内

美浜区

【代 表】 迎 葉子 ☎090-1776-2985
【所在地】 美浜区磯辺

柴田社長

今後は、現場を管理できる

クレドウマリアージュ千葉サロン

働き方改革の推進、助成金活用支援

ハラール畜産物・農産物・水産物及び其々の加工品
の輸出入、卸、小売販売
中央区

(一社)働き方改革推進助成金支援協会

精神的に頼ってもらえる部分

中央区

市外

【代 表】 鹿間 英樹 ☎0120-54-6579
【所在地】 東京都港区南青山

㈱Ｇ－ＢＩＺ ＥＡＳＴ

【代 表】 松本 範昭 ☎043-256-6030
【所在地】 中央区弁天

【代 表】 木場 博次 ☎070-7482-0903 【代 表】 元廣 翠 ☎090-5496-4720
【所在地】 中央区寒川町
【所在地】 花見川区西小中台
福祉車輌を使用しての身体障害者及び要介護認定
を受けた高齢者の輸送サービス

建設業を主にした労務提供

高まっていて、配送業も、た

くまさん福祉タクシー

管工事業

中央区

【代 表】 清水 優也 ☎043-233-7328
【所在地】 若葉区若松町

誠輝管工㈱

【代 表】 仁崎 裕行 ☎043-424-9133
【所在地】 稲毛区山王町

㈱ノリコーポレーション

を充実させられたと思います。 社員を育成することで、協力

産業機械の製造（設計、製作）及び工場内設備等の
卸売販売
花見川区

整骨院、障がい者支援グループホーム

若葉区

だ運ぶだけではなく「サービ

㈱オーティーエス

【代 表】 大塚 一徳 ☎043-420-8007
【所在地】 中央区都町

☎043-216-4639

☎043-227-9009

不動産管理運営、産業廃棄物収集運搬

㈱ＯＢＡＭＡ

【代 表】 小濵 典広
【所在地】 中央区春日

稲毛区

電気工事、エアコンの取り付け、取り外し

中央区

中央区

㈲三蔵商店

【代 表】 増田 昌彦
【所在地】 中央区中央

業者さんの負担を減らせるよ

松下裕亮

不動産の賃貸・売買の仲介業

中央区

（順不同・敬称略）

配送ドライバーの仕事は拘束

若葉区

【代 表】 松下 裕亮 ☎043-372-5634
【所在地】 若葉区小倉台

グレスリンク㈱

【代 表】 根里 卓知 ☎043-310-3361
【所在地】 中央区新千葉

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

4

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会

隠し）をして行う視覚障害者向けの競

ゴールボールは、アイシェード（目
不利とならないように選手は全員アイ

す。障害の程度（視力や視野）で有利、

競技は１チーム３人ずつで対戦しま

全員目隠しを着用

技で、鈴が入ったボールを相手ゴール
ボールはバスケットボールとほぼ

シェード（目隠し）をして戦います。

この競技は第二次世界大戦で視覚に
同じ大きさ（直径 センチメートル）
ですが、重さは１・ キログラムでほ

ローレンツェン、ドイツのセット・

年 に オ ー ス ト リ ア の ハ イ ン ツ・
同 じ（

す。コートの広さはバレーボールと

ぼ２倍です。中に鈴が二つ入っていま
メートル×９メートル）で、

ラインドルの両氏によって競技として

のプログラムとして考案され、１９４６

傷害を受けた軍人のリハビリテーション

に投げ合い得点を競います。

競技の始まり

ろを紹介します。

「ゴールボール」のルールや見どこ

今月は、パラリンピック競技の

④ ゴールボール

エリア」
「ランディング・エリア」
「ニ
ュートラル・エリア」に分けられてい

千葉県広報／環境生活部
オリンピック・パラリンピック推進局

ハイデルベルグ大会（当時西ドイツ）
で

パラリンピックでは１９７２年の

なった場合は「ゴールデンゴール方式」

ハーフで、延長戦（前後半各３分）に

トルのゴールがあります。前後半 分

紹介されたのが始まりとされています。 両端に高さ１・３メートル、幅９メー

公開競技になり、１９７６年のトロント

音を頼りにプレー

れます。

相手に「ペナルティスロー」が与えら

返すルールもあります。反則を犯すと、

にセンターラインを越えるように投げ

球されたボールに触れてから 秒以内

決着します。

大会（カナダ）で正式競技になりました。 （どちらかが得点した時点で終了）で

12
https://www.jsad.or.jp/japanpara/goalball/

千葉県開催競技の
魅力や見どころを紹介

ルールは
攻撃時の投球はチームエリアと呼ば

ます。

の紐が入っていて、選手はその凸凹を
れる「オリエンテーション・エリア」

コートのラインには太さ３ミリ以下
触ったり踏んだりして位置や方向を確
と「ランディング・エリア」のエリア
内にボールをバウンドしなければ反則

認します。
コートは自陣ゴールラインから３メ
となります。また、守備側の選手が投

選手はボールの中の鈴や足音など、
音を頼りにプレーするので、観客には

3 4
木 金

静かに見守ることが求められます。そ
のうえ、力強い投球やディフェンスな
ど熱い攻防が繰り広げられることから
「静寂の中の格闘技」とも呼ばれます。
攻撃側は、投球に緩急を付けたり、
さまざまな工夫でボールの出所を消して、

多彩な駆け引きで翻弄します。守備側
は体を横たえ、幅９メートルのゴール
を３人で連係して守ります。また、「選
手の目の代わり」としてベンチが相手
チームを観察して戦略を練り、タイム
アウトなどで声を掛けます。
パラリンピックで、日本は２０１２
年のロンドン大会で女子チームが金メ
ダルを獲得しています。東京２０２０
パラリンピックでも活躍に期待が高ま
っています。

会 場 幕張メッセ
（千葉市）

ートルごとに「オリエンテーション・

ゴール

ゴール

日 程 2020年8月26日
（水）～9月4日
（金）

10

6
夢シティちば 2019年₉月号
夢シティちば 2019年₉月号
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2020年9月

26 27 28 29 30 31 1 2
水 木 金 土 日 月 火 水

©Tokyo2020

は夜も観戦できる日
はメダルが決まる日
は開催日

投げ出されたボールが最
初の線の手前でバウンドし
投げ出されたボールが、 て、
２回目のバウンドがこの
この線を越えてバウンド 線を越えたとき。
したとき。

使用する道具

観戦方法

有効なスローイング

25

●開催日
2019年9月28日
（土）
～29日
（日）
●会 場
幕張メッセ・イベントホール
●入場料
無料
●参加国
日本、中国、
ブラジル、
アメリカ
●HP

2020年8月

コートのライン

18

天皇陛下御即位記念
2019
ジャパンパラゴールボール競技大会

ゴールボール競技開催スケジュール

Goalball
センターライン
ニュートラル・エリア
ランディング・エリア
オリエンテーション・エリア

●ロングボール

●ハイボール

9m

重さ1.25kg、バスケッ
トボールぐらいの大きさ。
中に鈴が２つ入ってます。

アイシェード

ボール
スキーのゴーグルに光を
通さないよう加工したも
のです。

3m
3m
3m

18m
3m
3m
3m

コートのラインテープには3㎜
以下の紐が入っていて、選
手はこの凸凹を触ったり踏ん
だりして位置や方向を把握し
ています。

選手は、ボールに入った鈴の音と相手選手の足音、
レフェリーの笛を頼りにプレイ。試合は静寂の中で
行われます。
●レフェリーが「クワイエットプリーズ」とコールをし
たら、静かに観戦します。
●ゴ
 ールが決まった瞬間や、タイムアウト、選手交
代の時など音楽が流れます。大きな歓声を！

Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 in Chiba Prefecture
Goalball ゴールボール

千葉県開催競技

＜ちばインフォメーション＞

シングの７競技が行われることとな

年前イベント「千葉にオリンピック・

ル幕張新都心で東京２０２０大会１

れ、２日間にわたり大賑わいとなりま

ウンＰＲ展示など様々な催しが行わ

ＺＯＺＯマリンスタジアムマリンビジョンで
「東京２０２０大会」
ＰＲＣＭ放映

１年後に開催される「東京オリンピ

っており、
ＣＭ放映により認知度向上

パラリンピックがやってくる！」が、 した。

千葉商工会議所は千葉市と協力し、 ール、パラテコンドー、車いすフェン

ック・パラリンピック競技大会（東京

を図っております。

就業規則、社会保険、助成金な
ど、企業経営の労務全般に関する
相談に応じます。

10月3日
（木） 14時〜17時

○相談日

10月10日（木） 14時〜17時

○相談員

厚地 秀人 氏 （税理士）
千葉県税理士会千葉東支部所属

○相談員

勝山
喬 氏 （社会保険労務士）
千葉県社会保険労務士会千葉支部所属

テージイベントや競技体験、ホストタ

社会保険労務士による労務相談窓口

28

１年前イベント

▲オープニングセレモニー

27

「千葉にオリンピック・パラリンピックがやってくる！」
開催

氏（弁護士）

７月 日㈯・ 日㈰に、イオンモー

榎本

○相談日

夢シティちば 2019年₉月号

２０２０大会）
」の機運醸成と、市内

9

当所関連ブースでは、①競技用車い

○相談員

記帳、確定申告など、企業経営
における税務全般に関する相談に
応じます。

千葉県、千葉市、一宮町、みんなで応

9月20日（金） 14時〜17時

や車いすバスケを楽しみながら、オリ

税理士による税務相談窓口

○相談日

初雄

市との連携によりＣＭには東京２

氏（中小企業診断士）
氏（中小企業診断士）

ンピック・パラリンピックを支える県

石井 孝昌
大矢たかし

本イベントでは、東京２０２０大会

○相談員

14時〜17時

内企業の高い技術力を体験しました。

火曜日・金曜日

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
律上の諸問題に関する相談に応じ
ます。

における県内開催競技を紹介するス

○相談日

26

9時〜17時

弁護士による商工法律相談窓口

事業計画の作成について相談し
たい、国や県、市の公的支援策を
活用したいなど、経営の様々な課
題に関する相談に応じます。

で７競技が開催されることのＰＲを

専門相談員

す「㈱オーエックスエンジニアリング

○相談員

援！ 千葉県経済団体協議会、オリンピ

千葉商工会議所IT導入促進チーム

０２０大会スポンサーや開催都市の

○相談員

目的に、
７月 日からＺＯＺＯマリン

火曜日・木曜日

（千葉市）
」
、②卓球台「㈱三栄（流山

○相談日

ック・パラリンピック等経済界協議会

随時

中小企業診断士による経営の相談窓口

24

専門性の高い40歳以上の中核人材
を派遣・紹介してほしい、40歳以上の
中核人材で千葉市内に就職したいなど、
求人・求職に関する相談に応じます。

○相談日

みに使用が限定されている大会エン

自社のホームページをリニュー
アルしたい、 自社の課題に合っ
たITツールを探したいなど、IT導
入に関する相談に応じます。

スタジアムのマリンビジョンで東京

人材活用相談窓口

市）
」の体験・展示コーナーを設置。

IT導入何でも相談窓口

の５者により開催され、当所はみんな

外部専門家

ブレムとマスコットキャラクターを

○相談員

9時〜17時

２０２０大会ＰＲＣＭの放映を開始

月曜日〜金曜日

訪れた多くの家族連れの方が、卓球

○相談日

で応援！千葉県経済団体協議会の一

○相談員

9月25日（水）
・10月2日（水）
・10月9日（水）
13時30分〜16時30分
税理士 千葉県税理士会所属

使用。
千葉ロッテマリーンズの試合に

○相談日

しました。

事業承継の準備を始めたい、事
業を売却したい、廃業の方法がわ
からないなど、事業承継に関する
相談に応じます。

軽減税率制度への準備に向けて
何から取り組めばいいのか分から
ないなど、消費税に関する相談に
応じます。

員として参加しました。

事業承継何でも相談窓口

合わせて、９月 日まで放映します。

消費税軽減税率・転嫁対策相談窓口

千葉市では、
東京２０２０大会でフ

※あらかじめお電話で相談日時等をご連絡ください。

ェンシング、テコンドー、レスリング、

TEL043-227-4103

ゴールボール、
シッティングバレーボ

商工会議所の無料相談窓口

▲車いすバスケを体験する佐久間会頭

夢シティちば 2019年₉月号

8

選挙人名簿

確
定


３号議員、
２号議員、
１号議員の選出が始まりました！
現在、 月 日をもって任期満了となる当所議員（定数１２０名）の改選が進められておりますが、
選
挙・選任権の行使者である選挙人名簿は、９月４日に確定しました。

する議員です。そのための常議員会は
数は当所の掲示場に告示しております。

いて決定されました。決定された割当

４．１号議員の選挙

９月９日㈪に開催され、選任された議
員名は当所の掲示場に告示しておりま
⑴ 立候補の届出
１号議員（定数 名）に立候補す
る場合は、選挙告示日（９月 日）
から 月２日㈬までに「立候補届」

の割当数に基づき部会員が部会員の中
の承諾を得て、
「立候補・推薦届」の

補者を推薦する場合には、被推薦者

の提出が必要となります。一方、候

から選任する議員です。２号議員選任
提出が必要となります。
なお、届出方法は次のとおりです。

のための部会は、下記の日程により行
われますが、この案内は各部会員宛に
（郵送による届出はできません）
①受付時間：午前９時～午後５時

送付しています。
なお、
各部会の２号議員割当数は、
部
（土曜日、日曜日、祝日を除く）
階

会員数及び部会員の会費口数を勘案し、
②受付場所：千葉商工会議所

①正規の用紙を用いないもの

９月９日㈪に開催した部会長会議にお

知らせします。

②候補者でない者の氏名または名称
③１投票中に２名以上の候補者の氏

を記載したもの

①選挙日時： 月 日㈭
午前９時～午後５時
②投票場所：千葉商工会議所

名または名称を記載したもの
④候補者の氏名または名称以外の事

投票場入場券を紛失した場合は、

で除して得た数の６分の１（有効投

投票の総数を１号議員の定数（ ）

票総数の３６０分の１）以上の得票
票数が同じ場合は、選挙管理委員長

〈お問い合わせ〉
ＴＥＬ ０４３‐２２７‐４１０１

選挙管理委員会事務局（総務課内）
ＦＡＸ ０４３‐２２７‐４１０７

場
会
開催時間

これに基づき、３号議員（定数 名）
、２号議員（定数 名）
、１号議員（定数 名）の選出が順次行
われます。

１．選挙人名簿
選挙人名簿は規約の定めにより、８

て分類される の部会において、各々

２号議員（定数 名）は、
業種によっ

３．２号議員の選任

月 日を基準日として作成されました。 す。
名簿には８月 日時点の会員（特別会
員は除く）及び特定商工業者が記載さ
れており、その後名簿の縦覧期間を経
て９月４日に確定しました。
なお、納期の到来している会費また
は特定商工業者負担金が完納されてい
ない場合は、選挙等に関する権利を行
使することはできません。

２．３号議員の選任
３号議員（定数 名）は、会頭が常
議員会の同意を得て会員の中から選任

選挙管理委員会事務局
③届出用紙：当所所定の用紙を使用
してください。用紙は選挙管理委
員会事務局で用意しております。
階 研修室Ａ

③投票場入場券の交付：

④分 担 金：届出の際、議員選挙・選
任費用の一部として、分担金３０，

項を記載したもの
⑤候補者の氏名または名称の記載が
確認しがたいもの
その他、投票の効力は立会人の
意見を求めたうえ、選挙管理委員
長が決定することになっておりま
す。
⑸ 当選人の決定
有効投票の多数を得た候補者から

次の場合に限り、再交付します。

数がなければなりません。また、得

順次当選人となります。
ただし、
有効

・紛失
 した入場券による投票が行
われていないこと

が決めることになります。
⑷ 開 票
開票は投票終了後、千葉商工会議
所で行います。
次の投票は無効となりますのでご
注意ください。

９月26日（木）

60

第１ホール

当所14階

第２ホール
９月25日（水）

10

当所14階

９月24日（火）

60

・交付
 申請者が選挙人自身である
身分を証するものがあること

⑥投票場入場券の再交付：

るときは代理投票ができます。

⑤代理投票：やむを得ない理由があ

交付します。

おいて投票場入場券と引き換えに

投票用紙は選挙当日、投票場所に

④投票用紙の交付：

場入場券を発送します。

が定数を超えているときは、投票

７日㈪ 午後５時）で、立候補者

立候補辞退締切を終えた時点（ 月

所掲示場またはホームページにてお

選挙は行いません。この場合は、当

ていない場合は、無投票当選となり、

最終的な立候補者数が定数を超え

定します。

のとおり投票を行い、１号議員を決

者が定数を超えているときは、以下

月７日（月）午後５時）で、立候補

立候補辞退締切を終えた時点（

⑶ 投 票

候補届出の場合と同様です。

ません）受付時間及び受付場所は立

てください。（郵送による届出はでき

紙に必要事項を記入のうえ届出をし

日㈪、午後５時までに当所所定の用

立候補を辞退する場合は、 月７

⑵ 立候補の辞退

は、分担金はお返しします。

その後、立候補を辞退されたとき

０００円を納入していただきます。
10

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
９月20日（金）

42

42

17

10：00
14：00
16：00
14：00
10：00
14：00
10：00
14：00
10：00
18：00
９月19日（木）

10

10

部会名
開催日

18

10

17

10

20

10
夢シティちば 2019年₉月号
夢シティちば 2019年₉月号

11

10

13
60

31

18

小
売
部
会
食
品
部
会
卸
売
部
会
工
業
部
会
金
融
部
会
運
輸
部
会
建
設
部
会
観 光・ サ ー ビ ス 部 会
自 由 業 部 会
医 療・ 介 護 部 会
お客様から信頼される会計事務所を目指して

12

20

トピックス

特集
議員選挙・選任

決算事業者への
加盟申込

消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用 

（９月第1週めど）

10月1日〜消費者間還元開始

ポイント還元制度の
受付開始

一般社団法人キャッシュレス推進協議会

「キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元制度）
」に登録したキャ
ッシュレス決済事業者は、全国で２２
３社（６月 日時点）
になりました。こ
のうち１４３社が中小企業・小規模事
業者（中小小売店等）向けにサービス
を提供するＢ型決済事業者です。
中小小売店等が本制度に参加するに
は、このＢ型決済事業者を通じて加盟
店登録する必要があります。現在（６
月 日） 社のＢ型決済事業者で準備
が整い、登録受付を開始しています。
どの決済事業者で受付開始しているか
は、
本制度特設Ｗｅｂサイト（ https://
）をご覧ください。
cashless.go.jp/
ここで留意すべき点は、中小小売店
等が本制度の始まる 月１日から参加
したい場合、加盟店審査に要する期間
（
「決済事業者」と「補助金事務局」の
２つの登録審査に数週間～最大２ヵ月
程度かかる）から逆算すると、
「７月
中」には登録申請しなければ間に合わ
24

30

10

れ、逆に高齢者が多い店舗は「カー
ド式（クレジットカード、電子マネ
ー等）
」が好まれる傾向にあります。
③周辺
 の他の店舗で導入されている決
済サービスが、貴方の店舗でも利用
される可能性が高くなる可能性が
あります。
２．必要な設備環境は？
導入にあたって新たな決済端末や通
信回線の整備が必要なのか、あるいは
既にある通信環境やタブレット・スマ
ホ等を上手く活用できるかで初期導入
コストに大きな違いが出てきます。こ
のため、導入に必要な環境は何かを予
め確認しておくことが重要です。「ＱＲ
コード／バーコード決済」では、端末
自体が不要な場合があります。
３．いくら掛かるのか？
上記２で紹介した環境整備に必要な
初期費用や、決済ごとに発生する手数
料、付随するサービスや機器レンタル
等の費用、他にも通信費や振込手数料
が発生する場合があります。
４．入金サイクルは？
売掛金の入金サイクルは、月１～２
回が主流でしたが、最近では月に複数
回入金や翌営業日の入金、売上額が一
定金額に達した時点での入金など、バ
リエーションが豊富になってきました。
自身の店舗運営に適した入金サイクル
を提供する決済事業者を選ぶとよいで
しょう。なお、特定の金融機関の口座
開設や、入金の振込手数料を店舗側が

24

負担しなければならない場合がありま
すので、確認が必要です。
５．コスト以外の条件は？
２年間の契約しばりや、特定の金融
機関の口座開設が必要といった条件が
提示されるケースがあります。ポイン
ト還元制度では、実施期間中（２０１
９年 月〜２０２０年 月末）と終了
後で条件が異なる決済事業者もありま
すので、よく確認してください。
６．加盟店の義務は？
本制度に参加した加盟店には、一定
の責任や売上等の報告義務が課される
場合があります。第３回連載でも紹介
した「国や補助金事務局による調査へ
の協力」「ポスターの店頭掲示義務」「消
費者とのキャッシュレス取引がキャン
セル・取消しとなった場合に消費者に
対して当該取引のポイントが還元され
ないようにするための決済事業者への
報告義務」等が課される点にも留意が
必要です。
７．追加導入できるサービスや
機能は？
決済機能に加え、売上管理や販促等
の機能、海外のコード決済サービスも
扱えるなど付加的なサービスが提供さ
れています。
「導入したら終わり」
では
ありません。より良い店舗運営を実現
するためのツールとして、キャッシュ
レス決済の導入を検討いただきたいと
思います。

https://youtu.be/WM7faSg3yQ4

h ttps://cashless.go.jp/assets/
doc/kameiten_setsumeikai_
shiryou.pdf
■中小小売店等向けの解説動画：

■中小
 小売店等向け説明会の開催情報：
https://cashless.go.jp/franchise/
session-detail.html
■中小小売店等向けの説明資料：

現在、本制度の概要や登録手続き等
を紹介・解説する「中小小売店等向け
説明会」を全国で開催しており、日程
やプログラム等をＷｅｂサイトで公開
しています。また、説明会に参加でき
なかった中小小売店等向けに「資料」
や「解説動画」も公開しています。

制度説明会の開催

ない可能性があります。従来からキャ
ッシュレス決済を導入している店舗も
ですが、早めにＢ型決済事業者へ連絡
のうえ登録手続きを行ってください。

ポイント還元制度の加盟店審査に最大２ヵ月！
～早めの申請を～

決算事業者による審査
（数週間〜１ヵ月程度）

今後は、中小小売店等に加え、消費
者向けの周知広報が始まります。Ｗｅ
ｂサイトで消費者向けのＰＲチラシ等
を公開していますが、今後はテレビＣ
Ｍや加盟店での統一ポスター掲示、地
図アプリを活用し加盟店位置情報など
の情報を発信予定です。
おそらく 月以降、多くの消費者が
ポイント還元対象店舗での買い物を意
識し始めると予想されます。消費者か
ら「選ばれる店舗」になるためにも、
本
制度への参加を検討ください。

検討のポイント

決算事業者から事務局への登録
事務局による審査

（数週間〜１ヵ月程度）

統一ポスター等の送付

しているが、何から考えたらよいのか
わからない」という中小小売店等が多
いと思います。決済手段の種類も豊富
で、どういった基準で経営判断すれば
よいか悩んでいる中小小売店等の皆様
にポイントを解説します。
１．店舗や取扱品・サービスの特徴
は？
どのキャッシュレス決済手段が自身
の店舗に適しているか分からない場合
は、次の観点が役立つでしょう。
①客単
 価が低い店舗は「電子マネー」
等プリペイド式の決済を希望する
消費者が多く訪れ、逆に客単価が高
い店舗は「クレジットカード」決済
を希望する消費者が多く訪れる傾
向があります。
②若者
 や社会人が訪れる店舗は「スマ
ートフォン」を活用した決済が好ま

6

全10回

消費者に周知開始

加盟店の申込プロセス

「キャッシュレス決済の導入は検討

10

5
10月1日 開始する場合

10
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加盟店申し込みはお早めに！

わが社の

お酒に込められた生産者の思いやストーリーを
いまでやのフィルターを通して伝えたい
全国各地の蔵元やワイナリーで生産されるこだわりの酒を
取り扱う株式会社いまでや。単なる酒類販売ではなく、人（生

秀一

代表取締役社長 小倉

千葉市中央区仁戸名町714-4
TEL 043-264-1200
http://www.imadeya.co.jp/

きました。また、社長の奥さんである

い種類の品ぞろえを徐々に実現してい

パートナー関係を構築しながら、幅広

を運び、熱い思いを伝え、生産者との

社長は蔵元や生産地に何度も何度も足

産者）と人（飲食店や消費者）をつなぐ仕事と捉え事業展開し
ています。営業戦略部の斎藤成美さんにお話を伺いました。

「地元の酒屋さん」から
幅広い独自の品揃えへ転換
当社は１９６２（昭和 ）年創業し

株式会社 いまでや

屋さん」といった店舗でした。２代目

命をお受けして配達をする「地元の酒

ビールを中心とした酒類販売と、ご用

るほどになりました。

などのワインを自社（共同）で輸入す

ア・オーストリア・レバノン・シリア

はフランスを始め、アメリカ・イタリ

３年間務めた後、いまでやに入社しま
した。ディスカウントショップなどが

スタイルである、飲食店を対象とした

てしまうことを懸念して、現在の営業

銘柄や味などだけではなく、造り手や

もちろん酒類ではあるのですが、単に

いまでやは何を販売しているのか？

出店して低価格を打ち出し、淘汰され

営業戦略にシフトし、地酒、焼酎、ワ

生産地のことなど、お客様が目にする

そうした思いや心を大切にしています。 店」と、２０１６（平成 ）年には２

えし、販売しています。スタッフ一同、 葉市中央区の「ＩＭＡＤＥＹＡ千葉本

でや」というフィルターを通してお伝

思いや背景にある多くの物語を「いま

号店として「ＩＭＡＤＥＹＡ千葉エキ

般消費者への販売として実売を行う千

の開催など多岐に渡ります。
その他、
一

等）をしていて、営業戦略部に異動し

希望通りに事務所での仕事（受注業務

だいて入社しました。４年間は自分の

うと思ったんです。それでご縁をいた

きたら自分の世界も広がっていくだろ

ろから、お酒を飲む楽しさを広げてい

にイベントを開催します。身近なとこ

今月は、千葉県内でも一般消費者向け

ていたり、いろいろな動きがあります。

流行ったり、立ち飲みする女子が増え

にしますが、それでもレモンサワーが

現在、飲食店へのアプローチは酒類

て約３年経ちました。現在は、イベン

ホールスタッフ向けセミナー・試飲会

店。４拠点の他、自社運営の「ＩＭＡ

「ＩＭＡＤＥＹＡ ＳＵＭＩＤＡ」も出

年３月には東京・錦糸町ＰＡＲＣＯに

、今
に「ＩＭＡＤＥＹＡ ＧＩＮＺＡ」

て、時々パンクしそうになったりもす

界を実感しています。学ぶことが多く

がとても増えました。まさに新しい世

から、いろいろな方にお会いする機会

主に手掛けています。この部署に来て

るのですが（笑）
、
日々勉強だと思って

ＤＥＹＡ ＯＮＬＩＮＥ ＳＴＯＲＥ」
も運営しています。
と和の創作料理の「蔵葡 ｋ-ｕｒａｂｕｕ 」を開店しています。当社では「いまで

が多い、勉強会も開くし、交流でき

すいですね。スタッフ同士が話す機会

頑張っています。

や夢会議」として、各部署の代表が合

る社内イベントもあります。社員やス

業務内容が多岐にわたるため、一
筋縄ではいかない、臨機応変さも求
められる部署ですが、１つ１つ丁寧
に仕事をしてくれるので安心してお
願いできます。人前で話す機会も多
くありますが、徐々に落ち着いて話

までのストーリーを買っていただく方

だったのですが、一つのお酒ができる

た。実は私、お酒とはほぼ無縁の生活

会に参加して、この会社に出会いまし

しました。大学で開催された企業説明

けるようなことができればと思ってい

なかった人たちが興味を持っていただ

すが、自分のようにお酒に親しんでい

はまだまだ時間がかかりそうです。で

身で具体的にやりたいことは考えるの

今はまだサポート業務が多く、私自

よう一緒に頑張りましょう！

映させてより良い仕事をしていける

多くの出会いを楽しんで、それを反

お会いする機会の多い仕事なので、

社内だけでなく沢山の外部の方と

せるようになっているのを見て頼も

に伝える仕事という専務のお話をお聞

ます。
「アルコール離れ」
の話も時々耳

しく思います。

きして、こんな新しい世界で仕事がで

すごく素敵なことだと思っています。

ドで活躍する。私は入社時からこれが

ゴールを目指してそれぞれのフィール

や」として一丸となっています。同じ

立場ではありますが、
「チームいまで

社内の雰囲気はすごく良くて働きや

宿に参加し、自分が会社でやりたいこ

タッフは各拠点で分かれ、それぞれの

の夢が実現したものです。

とを語るのですが、この飲食店も社員

年には日本のお酒
また２０１３
（平成 ）
25

私自身は２０１２（平成 ）年入社

上司からひとこと

販売（配送）
、メニューブックの制作、 ナカ店」をオープンし、２０１７（平

くった商品を取り扱うようにしました。 １本の酒ができるまでの様々な人々の

インなど、特に生産者がこだわってつ

１本のお酒には
たくさんの物語や思いがある

の小倉秀一現社長はビールメーカーに

たのは主として、飲食店と一般家庭へ、 専務もワインの分野に尽力して、今で

ました。創始者である先代が行ってい

37

きたいと思います。

斎藤 成美さん
ト企画・運営や社内外への情報発信を

株式会社いまでや
成 ）年には東京・ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ

営業戦略部
28

24

営業戦略部
白土 暁子

29

「チームいまでや」の一人として
頑張っていきたい

▲お酒の造り手や飲食店と一般消費者とを結ぶイベント「Fill The Goblet」を主催
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イチオシ社員

月

日㊋

19

月

月

建設・工業・卸売部会

日㊌

３部会合同懇親ゴルフ大会を実施

10

日㊍

経営講習会「マスコミからドンドン取材が来る
プレスリリースセミナー」を開催

7

品

部

会

当所は、今年度の販路開拓支援事業の一
建設部会（大久保部会長）
・工業部会（長
環として、経営講習会「マスコミからドン
・卸売部会（山口部会長）は合同
ドン取材が来るプレスリリースセミナー」 谷部部会長）
で、袖ヶ浦カンツリークラブ新袖コース
を開催した。
講師には㈱マジックマイスター・コーポ （千葉市）にて懇親ゴルフ大会を開催した。
当日は天候に恵まれ、 名の参加者が
レーション 代表取締役 大谷芳弘氏とサプ
気持ちよくプレーを楽しんだ。その後は、
ライズ講師として、千葉テレビ放送㈱ プ
ロデューサー 大林健太郎氏をお迎えした。 表彰式を兼ねた懇親会を開催。各賞の結
果発表は盛り上がりを見せ、和やかな雰
セミナーでは、広告費０でマスコミへ情報
囲気の中、参加者同士が交流を深めた。
発信を行う手法やプレスリリース作成にお
なお、主な結果は次の通り（敬称略）
。
けるポイント等について説明があった。
勝】 東亜外業㈱姉崎出張所
また、本年度当所では、県内初の合同記 【優
荒井 文雄
者発表会【 月 日㈭】の開催を予定して
おり、その合同記者発表会に向けた今後の 【準 優 勝】 ㈱東インテリア 菊池 祥皓
【３
位】 ㈱ミライト千葉支店
取り組みについても案内が行われた。
廣田 真也
【ベスグロ】 ㈲東幸産業 岩佐 太

食

27

サイバーセキュリティ対策セミナー
サイバー空間の脅威とその対策を紹介

部 会

当所は、千葉県警察本部、東日本電信電
話㈱ 千葉支店、あいおいニッセイ同和損
害保険㈱ 千葉支店等の協力を得て、サイ
バーセキュリティ対策セミナーを開催した。
本セミナーは、産官学で連携して、県
内中小企業のサイバーセキュリティ対策を
講じていくことを目指した「サイバーセキ
ュリティパートナーシップ協定」に基づく
活動の一環として開催したもので、当日は、
サイバー空間に潜む身近な脅威と、経営に
役立つ情報セキュリティ対策を解説した。
具体的には、標的型メールやランサムウ
ェア（身代金要求型不正プログラム）によ
る攻撃の事例、必要な対策、情報漏えいが
原因で発生する様々な費用や事後対策とし
ての保険の必要性などについて説明があっ
た。

小 売

31

月 日㊊
食品部会正副部会長・所属議員・
常任委員会議を開催

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

小林 正英

月 日㊊
視察研修会・部会員交流会に
ついて協議

10
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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

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

営業センター

小林 正治

弁理士

10

小売部会（中島部会長）は、正副部会
食品部会（森山部会長）は、小売部会
長・所属議員会議を開催した。
（中島部会長）と合同で「キャッシュレス・
今年度の視察研修先について協議した
消費者還元事業説明会」に、ポイント還元
結果、前回の会議において候補地として
事務局から講師を派遣いただきセミナー
挙がっていた成田市内を 月 日㈯に視
を実施した。その後、今年度、２回目と
察することとした。なお、詳細について
なる正副部会長・所属議員会議を開催した。
は当所会報誌９月号で周知する予定であ
議題１ 視察研修会については、食品・
る。
卸・小売部会合同で
「成田弦まつり」
を視
また、昨年度に初開催した部会員交流
察することで承認された。
会を今年度も引き続き開催することとし、 議題２ オープンセミナーについては、事
参加者にメリットがある交流会となるよ
務局から５案を説明したところ、
「店舗
うに意見を出し合った。
演出・空間の創り方」
と
「ｇｏｏｇｌｅマッ
最後に、会員増強について、６月末日
プを活用した集客」
の２案について講演
現在の実績確認を行った後、食品部会と
することで承認された。会議終了後、
出
合同で「キャッシュレス・消費者還元事業」
席者企業の近況報告を行い閉会した。
に関する研修会を行った。

▲キャッシュレス・消費者還元事業に関する研修会を実施

所長弁理士

▲必要なセキュリティ対策について説明
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29

16

29

7

7

7

7

7月
タイムライン
タイムライン

総合防犯設備・用品

街頭防犯カメラ

千葉商工会議所会員

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‼ 1.21％
令和元年8月1日現在
※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？

資金用途

経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々を
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

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

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。
）


豊富な実績

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 経営支援課
TEL : 043-227-4103

確かな信用力

地域の発展と、より良い生活環境づくりを目指す 「総合不動産会社」
コンサルティング事業
●不動産の売買、交換、賃貸の
斡旋、仲介、代理業務

相続税対策スタッフ

●不動産の開発、有効利用に関する
総合コンサルティング

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

19

夢シティちば 2019年₉月号

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

不動産開発事業
●戸建住宅および分譲マンションの
企画・開発・販売
●技術とノウハウと活かした
理想的な宅地開発.

専門スタッフが
お客様の
ご要望にお応え
いたします。

東方地所株式会社

不動産賃貸事業
●オフィスビル、ロードサイド店舗の
賃貸および管理
●時間貸し駐車場の設置・運営

〒260-0016 千葉市中央区栄町 39 - 10
TEL 043-227-8001 FAX 043-227-8677
夢シティちば 2019年₉月号

18

ホームページは両刃の剣
戦略的な運用が成否を分ける
義弘

中小企業診断士

長田

がわかれば、問い合わせフォームによ
り 時間引き合いも受け付けることが
できるなど、ビジネスのスピードが加

中

ということで、２００５年あたりから
ような機会もなくなり、ビジネスの幅

しかしながら、ＨＰがなければその

中小企業の支援をさせていただいていると、ＨＰの有無、そして運用体制が
成功の分かれ目になっている側面があります。今回はＨＰがもたらす効果に
ついて考察してみたいと思います。
ＨＰ（電子媒体全般）は、その速報性
「認知症」
に呼称が変更になりました。
が狭くなるだけでなく競合他社に対し

速するのは周知の事実です。
や広域への発信、問い合わせへの対応
この事実を福祉を手掛ける社会福
祉法人が知らないはずはないのですが、 劣位になることも考えられます。

性など、従来の紙媒体にはなかった機
能を持ち、使い方によっては企業経営
ＨＰに記載し続けているということは、

ていなかったどころか、開設していて

らず、企業様によっては、ＨＰを開設し

ところが、すぐれた媒体にもかわか

ります。誤った情報を世に晒したまま

ご家族から敬遠されてしまうことにな

い法人だと判断され、利用者及びその

自身が発信する情報に目が届いていな

の分水嶺であるような気がします。

運営できる体制の有無」が企業の成長

また、私見ではありますが、
「ＨＰを

【持続的成長のために】

に絶大なる効果をもたらします。

も最後に更新されたのが３年前と、ほ
なら、ＨＰがない方がマシでしょう。
は、＝全社的な活動を把握している人

一般に「ＨＰが運用されている企業」

ぼ死に体といったケースも見受けられ
ます。更新されていないＨＰは、何か

ルティングを専門に行う企業のお手伝

また、以前社会福祉法人様のコンサ
どの影響をもたらします。直接ものを

ように既存のビジネスモデルを覆すほ

業活動においては、通販に代表される

効果は絶大なものがあります。特に営

戦略的な発信を実現すれば。ＨＰの

業内容の輪郭が不明瞭で、それが原因

コンテンツの切れ味も鈍く、組織や事

Ｐ運用体制が整備されていない企業は、

る企業様だと考えられます。反対に、
Ｈ

後成長していくための体制が整ってい

築され、それぞれが個々に機能して今

（部署）が存在し、秩序だった組織が構

いをしていたときに、法人様に営業の
販売しなくとも、自社の製品・サービス
で伸び悩んでいる印象です。

【営業活動への活用】

架電をするためＨＰを調べていたとこ
の内容を掲載することで、日本中、世
利害関係者からの信用を得る意味で

独特の負のオーラが醸し出され、閲覧

ろ、
「認知症」
を「痴呆症」
と記載してい
界中に自社の情報を同時に発信するこ
も、ＨＰ運用体制の整備が重要です。

者には「この会社大丈夫？」という疑問

た法人様がございました。
「痴呆症」と
ともできます。製品・サービスの内容

をもたらします。

いう呼称は差別的なニュアンスを含む

佐藤 拓

〈参考〉
ジェトロ「ジェトロ欧州進出日系企業活動実態調
査」
ポータルサイト

リスク管理と予兆監視 で ダメージ回避・低減施策 を提言致します。

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

所長

現在、ドイツでは国を挙げて「インダストリー
」に取り組んでいる。具体的には、製品輸出と
製造技術の輸出を両睨みで行うべく、市場のリー
ダーとして、競争力ある産業拠点として付加価
値の高い製品をドイツで生産し輸出するとともに、
主導的なサプライヤーとして、工作機械、製造に
必要なモジュールを輸出し、世界の工場における
製造技術を主導すべく取り組んでいる。また、イ
ンターネットとセンサーを駆使したサイバーフィジ
カルシステムにより、ネットワーク化した「スマート
ファクトリー」の構築にも取り組んでいる。最近の
事例として、ドイツの自動車メーカー、アウディ
は、ミュンヘン工科大学との連携で、Ｒ （スポーツ
カー）工場に車体を運ぶ自動走行車両を導入する
ほか、製造ラインを自由に構成できるスマートファ
クトリー化を進めている。
このように進出先として、提携先として、ドイ
ツの持つポテンシャルは大きく、今後、日本が第
次産業革命を進めるためのパートナーとして、ド
イツは最重要国のひとつといえるのではないだろう
か。

■ドイツ・インダストリー について
4.0

https://www.jetro.go.jp/world/reports/20
18/01/31da2020af937c23.html

代表：橋爪和博

マイルストーン

ドイツ経済の最新動向と日系企業の動向
ジェトロ千葉

・ ％と欧州平均を下回っており、英国（ ・
％）
、スペイン（ ・ ％）
、イタリア（ ・ ％）
などに比して、政治・社会情勢を課題と考える
在ドイツ日系企業は相対的に少ないようだ。

ＮＲＷ州・デュッセルドルフ市

☎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

4

57

0

8

☎043‑246‑0265
http://www.kenko-chiba.or.jp
貴社の相談窓口としても、どうぞお気軽にご相談ください。

40

20

日本貿易振興機構（ジェトロ）
千葉貿易情報センター

8

4.0

■ドイツ内でも特に
「日本フレンドリー」
な

20

70

千葉市美浜区新港32-14

TEL/FAX：043-372-0794
E-Mail：info@chiba-milestone.jp
http://chiba-milestone.jp/
（費用の妥当性は品質チェックにも効果有）

1

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
禁煙外来 骨粗しょう症検査

ベンダー見積・追加費用の精査も重視

1 35

ドイツ国内を州別にみると、ＧＤＰの ・ ％
を占める最大の州がノルトライン・ヴェストファーレ
ン州（以下ＮＲＷ州）である。日本人の中でドイツ
の工業地帯といえば「ルール工業地帯」が有名であ
るが、これもＮＲＷ州内にあり、ドイツ国内の多
様な地域に工業集積がある中でも、ひときわ多く
の産業の集積地となっている。ＮＲＷ州には、ド
イツ企業売上高トップ 社のうち 社が立地して
いるほか、トヨタ、キッコーマン（野田市）
、海浜幕
張に大型ビルを有する通販大手ＱＶＣ
（米国）
など
の外国企業 約 万社が立地している。そのほか、
欧州のハブとなる交通インフラ、 を超える大学
が立地する優れた研究開発ネットワーク・人材供
給力などの優位性を持つ。またデジタル化、スター
トアップの先進地域として、欧州で最もダイナミッ
クで革新的な経済地域としても発展している。日
系企業駐在員にとっては、非常にスムーズに在留
資格を取得できるところも大きなメリットである。
ＮＲＷ州の州都は、今年 月、千葉県と姉妹都
市協定を締結したデュッセルドルフ市であり、今後、
両地域のさらなる交流が期待される。

4.0

～注目を集めるＮＲＷ州、
インダストリー ～

16

■欧州で最も多くの日系企業が拠点を
構えるドイツ
ドイツは、ＥＵ加盟国の総人口の ・ ％、Ｇ
ＤＰの ・ ％を 占める最 大の加 盟 国である
（２０１８年 月時点）
。２０１９年度の経済成
長率は ・ ％足らずと予測されているが、失業
率はＥＵ全体で ・ ％であるのに対し ・ ％
と低く、域内の雇用を支えている。ＥＵ内では英
国のブレグジットを筆頭に政権交代などにより政
治的な不安定さを露呈する国が増えているが、ド
イツは経済、政治が比較的安定していることに加
え、市場の大きさやＥＵのマーケットリーダーであ
ることなどの魅力から、多くの日系企業がドイツ
域内に拠点を構えている。
２０１７年時点の進出日系企業数は、ドイツが
１，５１７社（２０１４年比で＋１２８社）と圧倒的
に最も多く、同年比で 社減少している第 位の
英国（８６９社）とは対照的である。続いてフラン
スが第 位
（６０７社、同＋ 社）
、オランダが 位
（３４３社、同＋ 社）のほか、チェコが２４７社と
同年比で 社も増えているのが特徴的である。現
在、日本では人手不足が課題となっているが、ジェ
トロ欧州進出日系企業活動実態調査（２０１８）
に
よると、在欧州日系企業にとって一番の課題も「人
」となっている。ドイツでは、
材の確保（ ・ ％）
に人材確保が課題となっ
欧州平均以上（ ・ ％）
ているが、欧州全体の ・ ％が課題と考えてい
る「欧州の政治・社会情勢」について、ドイツでは
4
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2

3
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ちば県民保健予防財団
漠然とした不安に

予算超過／品質・機能不全／稼働期日遅延

ナビ
3

あなたの健康をサポートする…

公益財団法人

ＩＴシステム導入「リスク管理」 コンサルティング

24

企業診断
小

心市街地活性化イベント「ＹＯＲ

「ＹＯＲＵ ＭＡＣＨＩ」開催！
千葉商工会議所は、明るい都市
を開催します。
Ｕ ＭＡＣＨＩ」
開催期間

場所

千葉銀座通り～栄町通り

中央公園

「ちば打ち水大作戦２０１９」実施！

商店街・着物教室の方々、保育園

イベントは、中心市街地の企業、

て、地球温暖化への意識啓発を高
児、行政関係者等約 人が参加し、

８月８日㈭、千葉市中央公園に
めることと、２０２０年の東京オ

ため、千葉市中心市街地まちづく

る
「打ち水」
の文化を広く周知する

ら涼を得る知恵として知られてい

時の暑さ対策として、江戸時代か

リンピック・パラリンピック開催

た地面の温度は、 度に下がりま

で一斉に打ち水を行い、 度あっ

長の挨拶後、ひしゃくやじょうろ

葉市地球温暖化対策協議会榛澤会

住み心地部会辻部会長の挨拶、千

90

文化の形成を目指し、千葉駅周辺
での活発なリニューアルの動きが
進む中、令和の新しい時代に生ま
れ変わる千葉の街にふさわしいイ

令和元年 月 日㈯
～令和２年３月 日㈰

主なイベント内容
①パレードの実施
日時 令和元年 月 日㈯
時～ 時（予定）

参加

マーチングバンド、ブラ
スバンドとスポーツ団体
等（予定）

②オープニングセレモニー
日時 令和元年 月 日㈯
時～ 時 分（予定）
場所

中央公園

③スケートリンク設置・運営
期間 令和元年 月 日㈯
～令和２年３月 日㈰
場所

ご協賛募集について
募集期間：９月 日㈮ まで

楽しく学び、 笑いで免疫力！

熱心に受講された 名の会員の
皆さまの中からの質問にも、次々
と笑顔でお応えいただき、時間が
足りない程の大好評でした。

ち水イベント「ちば打ち水大作戦

り協議会住み心地部会主催で、打
ただくよう呼びかけました。

宅で引き続き打ち水を実施してい

した。イベント終了後も会社や自

しんでいただきました。

展示し、多くのご来店の皆様に楽

今まで制作したつるし雛の一部を

また、会場には、フェア期間中、

れました。

くの来場者が訪れ、作品に挑戦さ

り、定員オーバーとなるほど、多

た。
当日は、
土曜日ということもあ

ンバーが、講師として参加しまし

副会長を中心に当会から５名のメ

つるし雛教室については、古谷

した。

取り組み状況について説明をしま

長からつるし雛の歴史や、現在の

志野市）にて記念セレモニー及び、 行われました。その中で、髙梨会

長と野菜ソムリエの高原和江氏で

翔子さんの進行で、当会の髙梨会

ー形式で、タレントの岡田ロビン

記念セレモニーは、トークショ

つるし雛教室を開催いたしました。

【協力団体】
九都県市首脳会議構成員（千葉県環境生活部環境
政策課・循環型社会推進課、千葉市環境局環境保
全部環境保全課）
、千葉市（下水道計画課、中央・
美浜土木事務所）

２０１９」
が開催されました。
２年前から打ち水のイベントを
企画していましたが、渇水や台風
による中止が続き、今年ようやく
開催することができました。

つる子氏は、九代目林
家正蔵一門で、現在二ツ
目ですが、若手落語家の
中でも成長株のお一人で、
明朗で仕草にメリハリが
あり、歯切れのいい口上
で、人気者となりました。
講演後、笹木氏を囲んで
ティタイムの中、意見交
換も行われ、
和やかに、
交
流を深め合いました。

千葉県フェア
イオン千葉県フェアの開幕日

つるし雛教室開催

林家つる子氏より、古典落語の

６月 日㈯にイオン津田沼店（習

第二部では、俄づくりの演台で
「お菊の皿」
を披露していただきま
した。

42

ベントを開催し、中心市街地に賑
わいを創出したいと考えています。
そこで、２０２０年の千葉商工会
議所創立 周年、東京オリンピッ
ク・パラリンピックの一部競技の
千葉市開催及び２０２１年の千葉
市制１００周年の節目を迎えるに
あたり、市民が都市の未来に希望

22

22

を感じられるよう、街と一体とな
って、
街中を光
（希望）
でつなぐ、
中

30

30

30

30

※詳細
 につきましては、別添チラシに
ございますので、上記趣旨にご賛同
いただき、ご協力いただきますよう、
よろしくお願い申しあげます。

20

38

30

11

17

11

19

11

43

▲▼ちば打ち水大作戦2019

11

16

17

千葉東間税会女性部との合同講演会

▲スケートリンクイメージ

毎年恒例となりました千葉東間税会女性部との合同講演会が、
６月 日㈫、当会議所 階研修室にて開催されました。今年の講
師は、笹木邦江千葉東税務署副署長の他、林家つる子落語家を迎
え、楽しく税を学び、大いに笑って免疫力を高められました。

きました。

つ各種事例を楽しくご講演いただ

くさん、わかり易く、実践に役立

の軽減税率を始め、その他盛りだ

テーマで、 月から始まる消費税

より「楽しく税を理解しよう」の

部では、笹木邦江総務担当副署長

講演会は二部構成となり、第一

12

22
夢シティちば 2019年₉月号
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23

29

10

〈問合せ先〉千葉市中心市街地まちづくり協議会 千葉市中央区中央 2-5-1

女性会
編集：千葉商工会議所

80

18

事務局：千葉商工会議所地域振興課 電話 043-227-4103 FAX 043-227-4107
URL:http://www.chiba-cci.or.jp/joseikai/

まちづくり事業情報

中心市街地NEWS

全国ゴルフ大会茨城水戸大会に参加しました！

年部第４回全国ゴルフ大会茨城水戸

戸市で開催されました商工会議所青
好きな青年経済人が集まり、ゴルフ

流が行われておりました。ゴルフが

おもてなしの中、各所で積極的な交

大懇親会が行われ水戸ＹＥＧの熱い

大会に千葉ＹＥＧより４名（ＯＢ含
の話はもちろんのこと仕事やＹＥＧ

２０１９年 月 日㈯に茨城県水

む）で参加してまいりました。
の話にも花を咲かせ非常に貴重な時

２０１９年 月 日㈮から 日㈰
づ大会）のＰＲや、
来年度の第 回全
外のＹＥＧとの交流も深められ、盛

国サッカー大会八戸大会の告知、県

国サッカー大会長崎大会が開催され
会のうちに終えることができました。

加人数約１３００人に上る大規模な
大会です。
千葉ＹＥＧからは選手 名・応援
５名で参戦して参りました。結果と
しては、予選リーグ３戦全敗という悔

との対戦相手と再会して現況を伝え
合う等、全国のＹＥＧとの連帯を感
じる大会となりました。
最終日は、ちゃんぽん・皿うどん

予選リーグが行われた６日の夜に
嬉しく思います。チームへご協賛と

戻りました。怪我なく終われた事を

しい結果になってしまいました……。 を堪能し、カステラを買い、千葉へと
は大懇親会が行われ、長崎ＹＥＧの
力強い応援ありがとうございました。

水戸ＹＥＧの今回の招致に関わる

域の経済発展を考え、行動する組織

参加し、
自己研鑽と交流を通じて、
地

ようこそＹＥＧへ

新入会員の紹介

鵜澤

淳

Membership expansion Section

方々にご用意いただいたお食事やお
もてなしを堪能しました。また、
今年
度の全国大会（ふじのくに静岡ぬま

新入会員大募集中
～一緒に千葉を
盛り上げませんか？～
千葉ＹＥＧは、千葉商工会議所会

者が天下の魁水戸の地に集結してお
苦労話や強い想いを聞く事が出来ま

員事業所の若手経営者や幹部社員が

りました。前日には台風の予報が出

です。

動に参加しませんか？私たちはいつ

読者の皆様もこのようなＹＥＧ活

ていきます。

な活動を通じて、千葉市を盛り上げ

画が進行中です。私たちはこのよう

ントも、担当セクションを中心に企

様も参加できて「ためになる」イベ

ています。さらに、秋には地域の皆

の一員として参加し、運営に協力し

千葉の親子三代夏祭りに実行委員会

た後になりますが、昨年に引き続き

号が発行される頃にはすでに終わっ

き込んだ事業を行っていきます。本

たちは、いよいよ本格的に地域を巻

新体制になって５か月が経ち、私

したので、今後の千葉ＹＥＧの活動

悠

ており開催が心配されておりました

豊田

Status of YEG Section

個人的には、高校時代のサッカー

ました。参加チーム数 チーム、参

にかけて商工会議所青年部第 回全

17 7

でも新しい仲間を募集しています。

㈱幸将

今回は関東で初の開催という事も

70

13

にも生かしてまいりたいと思います。

間となりました。

5

が、当日は晴れ空の中、スコアのこ
とはさておき楽しくラウンドする事
が出来ました。
また夜には水戸プラザホテルにて

18

☎043-312-0141
総合建設業・総合解体

27

あり全国より総勢５００名弱の参加

7

【お問合わせ先】
千葉商工会議所青年部 事務局
☎０４３ ２
– ２７ ４
–１０３

隆幸

大极

24
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25

たかゆき）
（おおなぎ

7

商工会議所青年部全国サッカー大会
長崎大会に参加しました！

人 材 確 保

の減少を受けて、雇用という視点から
ていくために、正社員やフルタイム以

ますので、今後、企業は人材を確保し

働き方を希望する人材も増えてきてい

外国人などです。また、昨今、柔軟な

る女性、経験豊かな高齢者、意欲的な

多様な人材とは、柔軟な視点を持て

全国的にも生産年齢人口が減少する中で多くの分野で人手不足が深刻化し、特に中
小企業では人材確保が困難な時代を迎えています。企業の成長や事業の発展、経営
者の高齢化による事業の継承に対応するためにも、様々な人材が持つ力を活用して、
ていきますので、多様な人材の活用を
活力に満ちた企業活動を推進していくことが求められています。
促進する必要があります。

■全国的にも厳しい
中小企業の人材確保
生産年齢（ 歳以上 歳未満）人口
みると、かつての「就職難（求職難）

そこで、当所では、求人を行う企業

ついても提案を行っています。

■高校生を対象とした

また、当所の調査によると企業が採

施してほしいとの声が多くあります。
通勤できる企業への就職を本人も保護

地元で就職する傾向にあり、自宅から

近年は高校生の地元志向が進んで、

合同での就職情報交換会

用を希望する年齢層は 代～ 代との

そうした課題の解決に向けた支援を実

用できない」という回答が増えており、

調査においても会員企業から「人が採

当所で定期的に実施している景気動向

層、人材の不足が深刻な状態で、特に
のニーズに応えられるような取り組み
若い人材の確保が困難となっています。 はもちろん、多様な人材の活用方法に

このようななか、中小企業では、一

の時代から、現在は人手の確保が困難
外の働き方を含め、求める人材にあっ
な「求人難」の時代に移行しています。 た働き方を提供する必要性があります。

▲担当の経営支援課 山本

象とした「ものづくり女子対象合同就

業への再就職を希望している女性を対

ます。今年度からは、これまでの製造

リテクセンターとの共催で開催してい

齢・障害・求職者雇用支援機構高度ポ

とした企業説明会を独立行政法人高

また、女性・ものづくり人材を対象

面接を希望する学生が多数あり、その

るもので、留学生の反応は、企業との

専門学校に企業が訪れ、企業説明をす

学生対象合同説明会」は、千葉市内の

外国人留学生を対象とした「外国人留

とした合同説明会も開催しています。

で専門的な技術をもった技術者を対象

橋高等技術専門校（ちばテク）との共催

（ポリテクカレッジ千葉）
・千葉県立船

また、千葉職業能力開発短期大学校

高齢化の進行により、若年層は減少し

回答が多くありましたが、今後の少子

払う紹介料が無料であることが、中小

るため、通常は人材サービス会社に支

します。この事業は国の補助事業であ

企業人材確保支援等事業」として実施

小企業庁の委託事業である「地域中小

テンプスタッフ㈱との連携のもと、中

とを目的にこれまでと同様にパーソル

びシニア中核人材をマッチングするこ

望している現役のミドル中核人材およ

に都内勤務で地元千葉での転職等を希

ちろん、進路担当教諭においても、地

者も望んでいます。しかし高校生はも

マッチングを図る

ミドル・シニア世代であれば、専門
の経験を多く積んでいたり、経営者を

多様な人材の活用として、
「女性」
、

いたものの、職住近接を希望する方、

しゃいます。これまで東京に通勤して

支えるポストにいた方も多くいらっ

「外国人」とともに挙げられる「高齢

介護などの個人的な事情を抱えている

ル（ 代、 代）層とシニア層（ 歳

ておりましたが、本年度からは、ミド

より「高齢者活用相談窓口」を設置し

パーソルテンプスタッフ㈱との連携に

力を存分に活用していくことが、企業

あった人材を確保し、その人の持てる

様々な働き方を考えながら、自社に

されている方も多数いらっしゃいます。

方や副業や兼業のような働き方を希望

者」の活用支援については、平成 年

「人材活用相談窓口」の新設

ます。

企業にとっては大きな魅力となってい

に応えて変更し、実際企業で働いてい
る先輩（女性）と忌憚のない意見交換
ができる場として、
「ものづくり女子
座談会」を開催いたします。

■ミドル・シニア中核人材と企業の

後、採用に至った実績もあります。

30

職説明会」の形式を、参加者のニーズ

■ 女性、外国人留学生、
ものづくり人材

65

20

月から総合人材サービス会社である

29

にとってもご本人にとっても重要であ

【お問い合わせ先】
千葉商工会議所 経営支援課
ＴＥＬ ０４３ ２-２７ ４-１０３

ればと思います。

経営支援課へご相談にお越しいただけ

まずは「人材活用相談窓口」または

以上）の中核人材を対象とした「人材

人材」が不足している中小企業と、主

この企業が成長するに不可欠な「中核

出を担う人材」と定義されています。

発展や地域活性化に必要な付加価値創

中核人材とは、
「企業の持続的成長・

置しています。

ると考えます。

60

元の企業、特に中小企業の情報を十分
に有しているとは言えません。
そこで当所では、県内の商工会議所
と公共職業安定所との連携のもと、「高
等学校と企業との就職情報交換会」を
開催しています。このイベントは、高
校生の就職に係る選考開始時期が９月
中旬であることを踏まえ、選考前に中
小企業の魅力を十分に知ってもらえる
よう実施するもので、本年度も成田地
区、千葉地区で２回開催しています。
高校生の皆さんは企業ブースを訪問し
て企業説明を受けますが、中々訪問で
きずに躊躇している学生や２人で仲良
く説明を聞いている姿を見ると業務を
忘れて穏やかな気持ちになってしまう
場面もあります。

利用者 の声

開催されることは大変有難いです。

いので、会議所が多くの採用イベントを

用しました。出会いの機会は多い方が良

れたばかりの「人材活用相談窓口」も利

には参加させていただき、また、始めら

立っています。今年度も就職情報交換会

の後の採用活動をスムーズに行うのに役

教諭と一同に会せる機会はないので、そ

につながりました。高校の進路指導担当

との就職情報交換会」では、２名の採用

参加し始め、昨年度参加した「高等学校

数年前から会議所の採用イベントにも

飲食店ですので、人手は欠かせません。

的に導入して対応していますが、やはり

ているのが現状で、最近ではＩＴを積極

す。近年、人材の採用が難しくなってき

業種のお店を千葉県内外で出店していま

現在、鍋料理専門店のほか、様々な

当社は、創業 年になる飲食店です。

一條  貴史さん

15

50

活用相談窓口」にリニューアルし、設

40

26
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27

10

株式会社 ケーズネットワーク

商工会議所
【スキーム図】

21

使ってください！

▲高等学校と企業との就職情報交換会（成田）

30 50

かかりつけ薬局、
かかりつけ薬剤師について
㈱ひまわり薬局

代表取締役

金親
肇

孤立化が心配される昨今ですが、薬局はそ

20

医療介護通信

に行けない人にはこれからはなくてはな

るためご自宅を訪問して正しく薬の服用

今から 年ほど前、まちの薬屋さんと言

地域密着型薬局は、国が言う「かかり付

ができているか、何か問題はないか、その

の様な時気軽に相談できる身近な医療機

こには薬剤師または薬種商という資格を

け薬局」
「かかり付け薬剤師」に最も近い

薬の効果は期待どおりか、また、副作用は

らない業態と思います。私の経営する薬局

持った人がいて主に家族経営で店を切り

イメージを持ちます。多くの場合、処方箋

出ていないか等についてチェックしたり

えば ～ 坪くらいの比較的こじんまり

盛りしていました。現在では主に医師の処

による保険調剤はもちろんＯＴＣとよば

する薬局もあります。

関としての役割を担っています。また、在

方箋にもとづいて薬を調剤する調剤専門

れる日常のあまりひどくない病気を自己

そして、地域貢献のひとつとして学校

もその地域密着型なので、地域密着型薬局

薬局。医薬品や化粧品、洗剤、トイレット

治療するための薬を販売しています。あま

の飲み水やプール水などの環境検査をす

した店舗で薬や化粧品、洗剤などの日用家

ペパーなど日用家庭用品、さらには酒類や

りひどくない鼻かぜ程度の風邪や、虫刺さ

る学校薬剤師のいる薬局もあります。また、

宅で治療や介護を受ける方をサポートす

インスタントラーメンなどの食品まで扱

れなどの専門の医療機関を受診するまで

地域の老人会などのグループに薬の相談

について少し述べさせていただきます。

う１００～３００坪程度の広い売り場を

もないと自分で判断したとき、最寄りの薬

庭用品を販売するのが主な形態でした。そ

持ち比較的大きな資本力を持つドラッグ

夢シティちば 2019年₉月号

春先の雪山を歩くと足元の雪が赤く染まっていることがあります。赤
雪という現象です。
これは、雪の上でのみ繁殖する小さな微生物による
もので、
日本をはじめ南極や北極、
ヒマラヤを含む世界中でみることがで
きます。
どうしてこの微生物はこのような冷たい雪の上で繁殖し、
また遠
く離れた世界中の雪を同じように赤く染めるのでしょうか。赤雪の研究か
らわかってきた地球と生命の不思議を紹介します。
講 師 竹内 望（千葉大学 教授）
日 時 10月19日（土） 13:30～15:00
会 場 ９階科学工作室
定 員 70名
参加費 無料開放日のため無料

会や講演会の講師をすることもあります。

29

④「雪を赤く染める不思議な微生物」

局などで購入した薬で様子を見ようと考

万物は元素でできている――。古代の哲学者は
［火・水・土・空気］
の
４つを元に世界が構成されていると考えていたようです。
その後，
中世の
思想と技術の粋・錬金術を経て発展を遂げた近代科学は，
今から150
年前，
元素周期表で説明出来る世界を手に入れました。核種
（放射性
物質）
製造のような放射線分野では，
教科書に載っている平面的な周
期表を立体的に眺めています。
その結果，
何が見え，
何ができ，
何を利用
できるのか。今日はそんな話をしてみたいと思います。
講 師 永津 弘太郎
（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 研究統括）
日 時 10月5日
（土） 13:30～15:00
会 場 7階企画展示室
定 員 70名
参加費 常設展入館料

「宇宙人って本当にいるのかな？」
ということを一度は考えたことがある
人は多いのではないでしょうか。現在、
太陽系以外の恒星に数多くの惑
星(系外惑星)が発見されています。
そこには実際に生物が存在してい
るのでしょうか？近年、科学的に宇宙における生命を調べることが可能
になりつつあります。宇宙における生命やその痕跡を、
どのように研究して
いるのか、
「アストロバイオロジー」
という研究分野について、
ご紹介します。
講 師 日下部 展彦
（アストロバイオロジーセンター特任専門員）
日 時 10月6日（日） 13:30～15:00
会 場 7階プラネタリウム
定 員 180名
参加費 無料
当日12:30より7階エレベーター前の特設受付にて予約者氏名を確認
し、
入場整理券をお渡しします。

ストア。そして昔からの地域密着の小規模

②「核種製造マニアの研究者とながめる元素周期表
～科学だけじゃない、歴史や国際情勢までも見えてくる？！～」

③「アストロバイオロジーへの誘い」

他にもアンチドーピング活動や、薬物乱用

探査機「はやぶさ2」
は小惑星リュウグウ表面での試料回収をおこない、
人工クレーター形成実験にも成功しました。でも、
なぜリュウグウに石を
取りに行ったのでしょうか。
「はやぶさ2」探査が太陽系や地球に対する
私たちの理解を深めることにどう貢献するのか、
これまでなにがわかった
のかについて、
お話しします。
講 師 橘 省吾（東京大学大学院 教授）
日 時 ９月29日（日） 13:30～15:00
会 場 7階プラネタリウム
定 員 180名
参加費 無料
当日12:30より7階エレベーター前の特設受付にて予約者氏名を確認
し、
入場整理券をお渡しします。

続々開催！

えることがあると思います。例えば咳が続

①「はやぶさ２～リュウグウ城に来て見れば～」

記念講演

の薬局。大まかに分けて３つの形態があり
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防止活動、禁煙サポート活動など地域密着

●●●千葉市科学館イベント情報●●●

くとき市販薬で良いのか、医師の診察を受

〒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：9/30㊊
☎043–308–0511

ます。

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

の「かかりつけ薬局」ならでは多くの活動

〒260-0013 千葉市中央区中央3-10-8
☎043-221-2311
043-221-2316

エミール・オルリク《ポトロフスキー手袋店》
1897年 宇都宮美術館蔵

けるべきか迷うことがあるでしょう。その

アルフォンス・ミュシャ ポスター
《煙草巻紙 ジョブ》 1898年
三浦コレクション、川崎市市民ミュージアム蔵

調剤専門薬局は多くの場合、病院や診療

■新収蔵作品展
「蕭白と鉄斎、一村と魁夷 ー収集をめぐるいとなみー」

があります。その様な町の薬局を皆様の健

【同時開催】

様な時かかりつけ薬局に行って相談して

講師：西山純子（千葉市美術館上席学芸員）
9月21日（土）14:00〜（13:30開場予定）／11階講堂にて／
先着150名／聴講無料

所の前に位置しその医療機関から発行さ

■市民美術講座「めぐるジャポニスム―ミュシャと日本、
日本とオルリク展によせて」

康な生活にお役立てください。

講師：西川奈津美（堺 アルフォンス・ミュシャ館 学芸員）
10月6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

ほしいと思います。その時薬剤師は、
「も

■講演会「ミュシャと挿絵の世界」

れる処方箋に基づいて調剤をしています。

【関連イベント】

しかしたらあまり熱の高くならない肺炎

※ 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

ドラッグストアは最近目に付く業態で

※入場は閉館の30分前まで

観 覧 料： 一般 1,200円（960円） 大学生 700円（560円）

かもしれない」
「もう少し話を聞いて医師

開館時間： 10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）

す。比較的大きな資金力をもちバラエティ

休館日：9月30日（月）
・10月7日（月）

の診察を受けるべきか、市販薬で大丈夫か

期： 開催中〜 10月20日（日）

に富んだ商品構成と低価格で小売業とし

会

を判断しよう」と考えて色々質問するかも

コと日本の影響関係を考えます。

て成長著しい分野です。

紹介。 約400点の版画や絵画などグラフィックを通して、チェ

しれません。また食べ物の事や、運動をふ

から影響を受けた藤島武二、中沢弘光ら日本の作家たちをご

地域密着型薬局はその名のとおり地域

ポニスム（日本趣味）の時代につくられた彼らの作品と、彼ら

くめて日常生活について話をするかもし

コ出身の二人のアーティストに光をあて、1900年前後のジャ

の住民と非常に密接な関係を持ち、高齢化

版画作品を手がけたエミール・オルリク。本展覧会ではこのチェ

れません。少子高齢化が進み高齢者家族の

誇るアルフォンス・ミュシャと、浮世絵版画に学んで数多くの木

がすすみ交通弱者として大型店に買い物

美麗な女性をモデルにしたポスターで今なお不朽の人気を

⑤「ミュオグラフィでピラミッド、火山を透視する」

銀河系の遥か彼方の超高エネルギーを利用するミュオグラフィを用い
れば、地球上分け隔てなく火山やピラミッド等の透視をすることが出来
ます。本公演ではピラミッドの透視を例にとりながら、
透視の原理を説明
します。
そして、将来、
どのようにミュオグラフィを火山予知へと役立てて
いくかについて考えてみたいと思います。
講 師 田中 宏幸（東京大学 教授）
日 時 10月20日（日） 13:30～15:00
会 場 ９階科学工作室
定 員 70名
参加費 無料開放日のため無料

【記念講演 共通情報】

参加対象：高校生以上（テーマに関心のある小中学生の参加も可能です）
申
込：電話
（０４３－３０８－０５１１）
で事前予約
※定員になり次第終了
（受付時間9:00～19:00）
会場はいずれも千葉市科学館内

千葉市科学フェスタ
メインイベントは10月12日（土）
・13日（日）開催！

メインイベント当日は、
きぼーる内でいろいろな科学体験ブースや、
ステー
ジイベントなどが盛りだくさん! 無料で子どもも大人も楽しめます！

手みやげに一番
千葉名産

http://www.osenbei.co.jp/
本店

千葉市中央区新宿1‑20‑5

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416
道場店・稲毛店・銀座店
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