千葉商工会議所

11

千葉商工会議所
会報

会報

葉都心イルミネー
千
回
ショ
28
ン
第

2018
2016

平成30年11月10日発行
（毎月10日発行）

2018年11月号
Vol.669

Vol.669

11.30

株式会社ストラクス 代表取締役

山本 克己

●千葉市中央区中央２ ５
０４３ ２
- １
- ☎０４３ ２
- ２７ ４
- １０１
- ２７ ４
- １０７
【購読料】一部２００円（送料込）会員は会費の中に含まれています。

個々の社員が自身の価値観を大切にできる
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医療法人社団 報徳会

法的な面からみた事業承継

報徳千葉診療所
千葉市中央区本町1−1−13

☎043‑225‑6232

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

今月の表紙

編集者のひと言

今回は、千葉港の千葉中央地区「千葉中央ふ頭」にあるガントリー
クレーンです。ガントリークレーンは、その姿から「キリン」という愛
称で呼ばれています。市川市から袖ヶ浦市までの６市にまたがる千葉
港は、取扱貨物量が約1億5400万ｔと全国2位の規模を有しており、
1954（昭和29）年の開港以来、京葉工業地帯を中心とした関東地
域の海の物流拠点とし重要な役割を担っています。このガントリーク
レーンは、コンテナターミナルが平成6年に開設の際には1基、平成9
年には2基による運用となり、主要取扱品目であるコンテナ、完成自動
車、化学工業品等の荷役の効率化に欠かせない機械のひとつです。
撮影／明角和人（明角写真事務所）

「自分へのご褒美」という言葉がすっかり定着して、自分に向
けてプチ贅沢をするということが当たり前になりました。私の自
分へのご褒美は、ライブに行くことです。半年以上も先のライブ
のチケットを取って、
「馬の鼻先に人参をぶら下げる」ではない
ですが、自分へのご褒美を糧に日々のモチベーションを上げて
います。全く先々の事を考えないまま勢いでチケットを取ったら、
視察研修の同行とバッティングし、泣く泣く他の人にチケットを
譲ったということもあります。仕事終わりに弾丸でライブに行っ
たこともあります。来年は何本人参をぶら下げることができるか
楽しみです。
（企画広報課Ｅ.Ｍ.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

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

株式会社ストラクス

株式会社ストラクス

山本 克己

～人との出会いを大切にする建設業～

個々の社員が自身の価値観を
大切にできる企業をつくりたい

〈DATA〉

代表取締役

れは嬉しかったです。
また、仕事は発注元だけで

していたお客さまに向けてで

になっていたので、自分が接

客さま以外を対象にした市場

方向性が変化して、従来のお

でしたが、その会社の事業の

勤める営業職のサラリーマン

した。私の前職は建設会社に

９５（平成７）年に創業しま

株式会社ストラクスは１９

新しい企業と付き合うことに

したい。でも私たちのような

すが、規模によってはお願い

れば自分たちで何とかできま

でした。工事の規模が小さけ

いてきてくれるかということ

協力会社が新しい会社にもつ

の会社でお付き合いのあった

が一番心配していたのが、前

係もとても重要です。実は私

はなく、協力会社との信頼関

きることはないかと考えたと

よって、業界内での立場が悪

前職時代からの
人間関係も大切に

ころ、独立にたどり着きまし

くなってしまうことを懸念し
ていました。けれども皆、私

た。
前の会社のお客さまと関わ

れました。これも本当にあり

っていきたいと始めましたが、 たちの会社とも付き合ってく
当時の建設業界は完全な縦社

がたかったですね。

になった人に挨拶に行った際

ながらも、前職時代にお世話

していこうかといろいろ考え

社名はドイツ語です。
「ずっ

います。
「ストラクス」
という

を最も大切にしたいと思って

そうした人と人のつながり

社名やロゴマークに
思いを込めて

会で、新しい会社が仕事を受
注するのはかなり難しいこと
は覚悟していました。どうや

に、「小さな仕事なら」といた

と」や「まっすぐ」という意

って自分は新しい市場を開拓

だくことができたんです。こ

創造する」
です。現在、
多様性
などが強く言われているよう
に、様々な人たちの価値観が
れが自分なりの大事な価値を

必要とされています。それぞ
味の言葉で、「細くてもいいか

営者としてはそれが可能にな

見出して、仕事の中で達成し

会社のロゴマークもそうし

る企業をつくっていきたいと

ら長くまっすぐ続いていく会

た人の「輪」を形にしたもの

考えています。自分なりの大

ていく。企業はそれを実現す

です。
一部分、
輪が切れている

きな目標を持った若い人たち

社にしたい」という思いを込

のは、なあなあではなく、い

にどんどん来てもらって、夢

る場であってほしい。また経

い緊張感を持っていきたいと

います。

人の集団であり続けたいと思

や目標に向かって仕事をする
け橋となり、価値ある未来を

経営理念は「人と人との架

いう意味もあります。

めています。

各人が夢や目標を追い続ける集団でありたい

公営施設や民間施設、店舗、個人住宅などのリノベーションを手掛ける
株式会社ストラクスは「ＦＲＯＭ ＳＭＩＬＥ ＴＯ ＳＭＩＬＥ」をキーワ
ードに、工事の発注元や協力会社との連携をとり、安全で安心な空間づく
りに取り組んでいます。そうした事業への思いや人材育成について、山本
克己代表取締役にお話をうかがいました。

〒261-0004 千葉市美浜区高洲3-10-1
サンフラワービレッジ稲毛海岸4F
TEL 043-270-3811
   事業内容：建築物の改修工事に関わる施工管理、建
築物の新築工事に関わる施工管理

やまもと・かつみ／1956年生まれ。千葉県千葉市を拠点に、
48人の社員が所属する㈱ストラクスを率いる。公営施設から
個人住宅までのリノベーション工事を専門に、東京、神奈川、
秋田、中国での関連会社展開など成長を続けている。
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談話室
Vol.177
〈Profile〉

経営
「建設業の現場は時にはきついし、
危険だし、
汚れる部分もありますが、
人と交流し、
学びながら、
自らの価値を探っていく
若い人がどんどん入ってきてもらえる会社にしたい」
と山本社長は語ります。

温かいお心遣いありがとうございました

西日本豪雨災害義援金のお礼
千葉商工会議所会員企業の皆様からお預かりいたしました「西日本豪雨災害義援金」に
ついては、千葉県商工会議所連合会が代表して、被災３県にお届けいたしました。ご協力
ありがとうございました。

で秋田で始めました。でもや

出身地で多少の人脈もあるの

思ったんです。そこで自分の

は貸してくれるかどうかは別

ノは段取りで手に入る。カネ

ノ・カネと言われますが、モ

時間はかかっても、人を育てながら事業展開する

ヒト （人材） には
特に時間をかける

とは異なるのでとても難しい。 トだけは違う。人材が育って

にして銀行にある。
だけど、
ヒ

初めて、各地に営業所を出す

はり文化や経済状況が首都圏

本社のほか、千葉北インター

今では少し軌道に乗ってきま

現在は千葉市美浜区にある

の近く（花見川区）に事務所

はかかりますが、新卒を中心

ことができる。そこで、時間

今年、営業所を開設した神

に社内の人材を育てていくこ

したがこれからです。

所があります。そのほか、規

奈川は実は２度目なんです。

とに転換しました。

兼倉庫、東京、神奈川に営業

模は小さいのですが秋田、中

営業所を構えれば仕事は来る

ポスト２０２０年に向けて
楽観視しない

当社が手掛けているのは主

にリノベーション事業。
特に戸

建て住宅では、
高齢者が広い自

国・大連でも事業を行ってい

また、建設現場などでも女

だろうと楽観的に構えていて、

題も少しは解消できますしね。

また、
こうした改修のノウハウ

を生かして、いずれは戸建て

夢シティちば 2018年11月号

富士見ハイネスビル４階

建築などにも展開していきた

5

千葉市中央区富士見2－7－5

いと考えています。アジアも

〒260-0015

ＴＥＬ．043－225－4855（土・日・祝日は休業）

商圏に入れていきたいですね。

千葉事務所

オリンピックに向けて好景

http://www.sangyokoyo.or.jp/

気が続いていますが、私自身

公益財団法人 産業雇用安定センター

はあまり楽観視していません。

情報の提供、ご相談、
人材の紹介等の支援
の費用はかかりません

それ以降のことを考え、危機

経済・産業団体と厚生
労働省の協力で設立さ
れた公益財団法人です

料

感を持って経営に臨むように

全国ネットを通じて出
向・移籍等について
の相談、 人材情報の
提供を行っています

無

しています。

信頼と安心

ます。

もともと人と話して教えていただくこと
が好きなんですよ。経営者の先輩か
らは、その人たちの人生を時に垣間
見ながら学ぶことがたくさんある。一
方で、若い経営者と話しているとそ
の上昇志向にふれて、自分は安定
志向に入ってきたなと反省したりもす
る。様々な人と話したことが間接的
に仕事に活きていると思います。

出 向・移 籍 の 専 門 機 関
全国ネット

宅を扱いきれなくなり、
２階建

•工場閉鎖等のため従業員の受入れ先を探しているとき

実際に受注はできたのですが、 性が増えていますが、男性女

•従業員を関連会社以外の企業へ出向を検討しているとき

•経験豊富な即戦力の人材を確保したいとき

Ｑ 心掛けていることは？
Ａ いろいろな人と話すようにしています。

最初は、全国制覇を狙って

•新規部門に精通した人材を確保したいとき

てを１階建てにする減築が増

•事業の整理、縮小に伴い人員削減を検討しているとき

性それぞれに得意分野を生か

•事業の拡大、欠員発生など要員を確保したいとき

千葉や東京での仕事が忙しく

企業間の出向・移籍をサポートします
人材確保
雇用調整

いました（笑）
。本社が千葉市

う感じです。小さい頃描いていた夢は、
自家用ジェット機で世界を飛び回るビ
ジネスマンになることでした。日本史
や世界史など歴史の勉強が好きでし
た。今でも古いものや絵を見るのが
好きなので、美術館や博物館にはよ
く行きます。古い本物は気持ちが落
ち着きますね。

えています。高齢者が自宅を

Ｑ 少年・青年時代は？
Ａ 悪でもなく、すごく真面目でもなくとい

して働ける現場になっていけ

岡山県

なると、神奈川から人を呼び

愛媛県

ですから、普通は関東圏を中

広島県

経 営 の ３ 要 素 は ヒ ト・ モ

が、建設現場は稼働しているので、
休日出勤の社員や協力会社の人た
ちは仕事をしています。そうした報告
も随時入ってきますので、実質の休
みはありませんね。ただ、会社で人
のつながりを大事にと言っているよう
に、家庭では家族を大事にしていき
たい。家族に喜んでもらえる仕事をし
たいと思っています。

うまく活用できれば空き家問

Ｑ 休みの日は？
Ａ 会社自体は土日祝日は休みなのです

ばと思います。

Q &A

戻さないと回らない。これは

山本社長

心に営業所を開設すると思う

贈呈の様子（各県とも東京事務所）

勇み足に終わりました。

※１県あたり １,１９７,２９３円

のですが、全国各地の人と関

３,５９１,８７９円（千葉県内の会議所全体）

われる仕事をしていきたいと

義援金合計
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外部からのお知らせ

新入会員 のご紹介

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

（順不同・敬称略）

店舗等での他言語化を支援！
【千葉市外国人観光客受入環境整備等支援補助金】

１ 補助対象事業者

稲毛区

飲食店事業者 宿泊事業者 小売事業者
商店街振興組合 商店街協同組合 商業団体

㈱稲毛自動車教習所

稲毛区

中央区

【代 表】 平川 秀人 ☎043-377-0820
【所在地】 稲毛区作草部

【代 表】 川島 肇 ☎043-243-7111
【所在地】 稲毛区稲毛町

２ 補助対象事業

平商

初心者への交通教育事業

（１）多言語表記をしたパンフレット、リーフレット、周辺マップ等の作成
（２）メニュー表示の多言語化事業
（３）補助対象事業者が自ら開設するウェブサイトの多言語化事業
（４）免税店化に必要な申請に係る費用（コンサル費用など）
（５）ハラール認証を取得する際に要する費用（コンサル費用、申請手数料など）
（６）施設内外に設置される看板または案内板の多言語化事業
（７）インターネットへのアクセスポイントの整備
（８）国際的に対応可能なキャッシュレス決済システムの導入
（９）その他外国人観光客の受入環境の整備に資すると市長が認める事業
※（１）
～
（３）、
（６）は、日本語以外で2か国語以上が必須

コンピュータソフト開発保守、
Ｉ
Ｔ技術者派遣、
システ
ムエンジニアリングサービス

地元に恩返し 地元のペンキ屋さん 地域密着 安心丁
寧 万全アフターフォロー

Ｉ
Ｔシステムやプロジェクト要員に関してお困りでしたらお気
軽にご相談ください。

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。
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

補助対象経費の2分の1以内の額で、15万円を限度とする
（千円未満切り捨て）

☎０４３－２４５－５２７７

ＱＲコードもしくは、 千葉市 外国人観光客 補助金

検索

「石井俊昭会頭 お別れの会」のご案内

当商工会議所会頭 石井 俊昭 儀 平成三十年九月二十日に

永眠いたしました

葬儀は近親者にて滞りなく相済ませました

記

十一月二十三日（金）

ここに生前のご厚誼を深謝し皆様から献花を賜る

時

午後二時～三時三十分

幕張メッセ 国際会議場

「お別れの会」を左記の通り執り行います

一、日

所

		

一、場

二階 コンベンションホール

千葉市美浜区中瀬二 ―一

夢シティちば 2018年11月号

		

当日は午後二時〜三時三十分の間でご都合の良いお時間に
平服でお越しくださいますようお願い申し上げます
また 甚だ勝手ながらご香典ご供花お供物等の儀は固く
ご辞退申し上げます

お知らせ
7

【代 表】 林 博樹 ☎043-306-7600
【所在地】 中央区弁天

リフォーム工事一式、内外装リフォーム、外壁屋根塗
装、防水工事、ハウスクリーニング

３ 補助金の額

【問合せ】 千葉市役所産業支援課

㈱エニプラ

11月号に発行を予定していた石井俊昭会頭追悼号は12月号に変更となりました。
夢シティちば 2018年11月号
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日㊍

月

日㊋

月 日㊌
商工会議所
地元チーム応援企画

道場店・稲毛店・銀座店

年度一般会計収支補正予算
（案）
等を承認

日㊍

工業部会

日㊌・

工業部会視察研修を実施

月

会員交流事業として千葉ロッテマリー
ンズ 福岡ソフトバンクホークス戦を
名で観戦した。
セブンイレブンデッキ（左中間にある
ウッドデッキ）から観戦できるという人
気の企画であり、本年も定員以上の申込
みがあった。
試合は、７回まで０対０と息を呑む投
手戦であったが、８回ソフトバンクのグ
ラシアル選手、明石選手の適時打により
３点をあげられ、そのまま０対３での敗
戦となった。
悔しい結果となったが、参加された
方々からは、「普段と違いゆったりとした
席で観戦できて良かった」
、
「福浦選手の
１９９７本目のヒットが見られて良かっ
た」
との声があった。
70

工業部会（長谷部部会長）は、熊本県の
熊本商工会議所、金剛㈱、瑞鷹㈱の視察
を行った。熊本商工会議所では、担当者
から被災の影響や支援・対応策、今後の
再開発事業について説明が行われた。
什器等を製造している金剛㈱では、被
災状況の説明を受けた後、全自動機械を
用いた工場製造ライン等の見学を行った。
日本酒・赤酒等を製造している瑞鷹㈱では、
実際に被災した酒蔵を間近で体感すると
ともに、目覚ましい復旧状況を見学した。
参加者からは「被災の状況が垣間見え
るものの、中心市街地をはじめ活気にあ
ふれる復興状況に驚いた」などの声もあ
り、地域の力強いエネルギーを感じると
ともに、今後さらに復興が進むことを願
いながら熊本を後にした。

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

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

福井電機 株式会社
http://www.osenbei.co.jp/

日立特約店
千葉名産

第２５８回常議員会

月 日㊎
ものづくり女子対象
合同就職説明会
当所は、中小企業・小規模事業者の人
手不足に対応するため、合同就職説明会
を高度ポリテクセンター及び千葉市と共
催で開催した。
本説明会は、同センターにおいてもの
づくり業種での再就職等を目指している
女性を対象に、地元企業への理解を深め
てもらうことを目的としている。当日は、
会員企業と同センターの就職担当教諭に
よるフリーディスカッションを行なった
後、参加企業６社が受講生 名に対し、
会社説明や企業ＰＲなど、積極的な採用
活動を行った。
説明会終了後、参加企業にアンケート
調査を実施したところ、
「自社とマッチす
る可能性のある人材が多いように感じた」
「特に女性の求職者に関する情報を共有で
きてよかった」などのお声をいただいた。
25

電気とシステムの総合コンサルタント

手みやげに一番

月 日㊊〜 日㊎
３名のインターンシップ生を
受け入れ

28

当所では、市内大学生等が就労体験を
「第２５８回常議員会」
が開催され、当
日は、常議員をはじめ 名が出席。アン
通じて就業意識を高めることで、将来の
地域経済を担う人材を育成することを目
テナショップ運営に係る一般会計収支補
正予算
（案）
、総務委員会の委員長の委嘱、
的として、平成 年度からインターン
シップ生の受入れが可能な会員企業と学
６月～８月期に入会のあった新入会員の
加入に関して審議が行われ、承認可決さ
生の橋渡しを行っている。
れた。
さらに、
当所が実施している最新の
その一環として、当所においても３名
景気動向調査について報告が行われた他、
の学生をインターンシップ生として受け
当所ＨＰ内に新設されたばかりのページ
入れた。参加学生はグループワークを行
いながら会議所の業務を体験し、会員企 「Ｗｅｂ会員名簿」
について、実際の画面
を使用して説明がなされた。
業とも交流した。
最終日の報告会では、学生がインター
また、議案審議に先立っては、千葉県
ンシップを通じて学んだことを発表し、
環境生活部オリンピック・パラリンピッ
「会議所では企業の支援やまちづくりの
ク推進局の高橋俊之局長を招いての講演
推進、会員同士の交流の場を設けるな
会を開催。
「千葉県によるオリンピック・
ど、様々な仕事をされていることを知り、 パラリンピックに向けた取組状況につい
もっと深く会議所のことを学びたいと
て」
をメインテーマに、説明が行われた。
思った」などと感想を述べた。

月

生産性向上セミナー 「今こそ考えたい
中小企業における ＩｏＴ活用」 を開催

当所は今年度、経営講習会事業として
生産性向上をテーマにセミナーの開催を
予定しており、この度「今こそ考えた
い 中小企業における ＩｏＴ活用」と題
し、一般社団法人クラウドサービス推進
機構 理事長 松島桂樹氏を講師に迎えセ
ミナーを開催した。
セミナーでは、今後国が進める中小企
業向けＩｏＴ施策の動向や、中小企業で
ＩＴ導入が進まない理由であるＩＴ活用
人材不足の問題、身近で簡単なＩＴ導入
の方法として、事業でのスマートフォン
の活用などについて講義があった。
また、セミナーの最後には、一般社団
法人 サービスデザイン推進協議会から
講師を招き、第３次公募中のＩＴ導入補
助金について説明があった。

20

18
21

8
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9・10月
タイムライン
タイムライン

千葉商工会議所からのお知らせやイベントをはじめ毎月、最新情報を紹介します。詳しくは各お問合せ先へ。

＜ちばインフォメーション＞

タイムライン

●事業計画の作成について相談したい

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

○相談日
12月6日（木） 14：00〜17：00

○相談日
12月13日（木） 14：00〜17：00
○相談員
林
秀隆

氏（千葉県社会保険労務士会千葉支部所属）

27

※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】 千葉県商工会議所

経営支援課

まで

TEL.043-227-4103

10

小売部会

就業規則、社会保険、助成金等、企業経営における

新規来街者へのわかりやすい交通インフォメーションについて意見交換

氏（千葉県税理士会千葉東支部所属）

月４日㊍

○相談員
成田 創央

社会保険労務士による労務相談窓口

氏（弁護士）

10

月３日㊌

●契約に関するトラブルが発生したなど、法律上の

小売部会新入部会員歓迎会

○相談日
12月21日（金） 14：00〜17：00

●債権が回収できない

労務相談全般に応じます。

一宮町釣ヶ崎海岸にて

提言取り纏めに向けた意見交換

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）

小売部会（中島部会長）は、初の試み
として、小売部会正副部会長・所属議員
と新入部会員（平成 年４月～平成 年
８月入会）の交流を目的とした「新入部
会員歓迎会」を開催した。
千葉市内で創業・新規出店された方々
や地域の事業者と活発に交流したいと考
えている方々が参加され、中島部会長の
挨拶、望月前部会長（千葉商工会議所副
会頭）の乾杯のご発声後、片桐副部会長
の中締めまで和やかに親交を深めていた
だいた。
会の途中に参加者全員による１分間自
己紹介タイムを設け、趣味・特技ＰＲの
他、自社ＰＲもしていただき、お互いを
知ることで地域内同業種の結束を強める
きっかけづくりの一助となった。

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

都市開発委員会（飯沼委員長）および
産業政策委員会（伊藤委員長）は、今年
度第４回目の合同委員会を開催した。
今回はＭＩＣＥ開催や２０２０年東京
オリ・パラ開催により幕張への来街者増
加が見込まれることから、市内全域へ経
済波及効果をもたらすために必要となる
交通アクセス情報の周知等について意見
交換を行った。
また、人口減少社会のなかで衰退しな
い都市となるためには職住近接が重要で
あるという観点から、都心居住および既
存建築物のリノベーションに関して検討
した。
今後は意見を基に提言案の取り纏めを
行い、千葉商工会議所へ提言書を提出す
る予定である。

●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

都市開発・産業政策合同委員会

○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

26

自由業・金融・運輸部会

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。

９月 日㊌
オリンピックサーフィン競技に
沸く一宮町を視察

自由業部会（水野部会長）
、金融部会
（床並部会長）
、運輸部会（保坂部会長）は、
２０２０年東京オリンピックのサーフィ
ン競技の会場である一宮町を視察した。
一宮町の馬淵昌也町長並びに一宮町オ
リンピック推進課のご協力のもと、一宮
町の持つ特異性や魅力について説明が
あった。近年は、若年層の移住者が増加
しており、基幹産業である商業、農業に
サーフィンを加えたまちづくりが進めら
れているとのことであった。
また、１２００年以上の歴史があり、
古くから町の中心にあった玉前神社や、
地酒「稲花正宗」で知られる老舗の稲花
酒造などを視察し、歴史的・文化的側面
からも一宮町の魅力を再発見することが
できた。

専門家による相談窓口（無料）

9・10月

30

エスト! バンビーノ（そごう千葉店JUNNU館）にて歓迎会終了時の記念撮影

総合防犯設備・用品
街頭防犯カメラ

千葉商工会議所会員

http://www.ohshima-cp.com

営業センター

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

0120 ‑ 06 ‑ 2771

11
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所長弁理士

小林 正治

弁理士

小林 正英

TEL 03-3866-3327
東京都千代田区岩本町3−4−5（秋葉原駅５分）
http://www.kipo.jp/

夢シティちば 2018年11月号

10

わが社の

イチオシ社員

（本社）

千葉市若葉区大宮町2167-1
TEL：043-266-0801
（土気工場） 千葉市緑区大野台2-3-44
TEL：043-309-4522

山印刷として千葉市桜木町で創業し、
れ等の心配がありません。データワー

刷した段階でインキが乾いており、汚

すが、ＵＶランプで照射するので、印

通の印刷だと乾き待ちの時間が必要で

よる大幅な時間の短縮ができます。普

入しました。 ８色（４色両面）機に

年以上の歴史を持ち、千葉土気緑の森工業団地内に印刷工場を
持つ株式会社崑崙印刷。ここで幅広く業務を担当する岩井恵さんに
お話を伺いました。

最新の印刷技術で
各種の仕事を請け負う
）年に村

勝己
村山
代表取締役

１９７９（昭和 ）年に株式会社崑崙

当社は１９７６（昭和

崑崙印刷

（平成２）
年には現在の本社である新社

印刷として創立しました。１９９０
客様にはとても好評です。さらに、

リティーな印刷物が出来上がり、お

クフローの確立によって、ハイクォ

は土気工場が完成しました。高品位商
業用印刷を中心に、受注から納品まで
一貫して手掛けています。
印刷業界は急速に変化していますの
で、当社も時代に即したお客様のニー
ズをより正確に、より迅速にお答えす

面・両面兼用印刷機（４色）
」を導入
しています。

多くの仕事を効率化して
同時進行させる仕事
私はこの会社に約 年間勤続していま

に聞きながら一つ一つ覚えていきまし

るようにしています。もう現場の方に

られたことはオペレーターに必ず伝え

Ｎｅｗ ＤＡＩＹＡ３０８ＴＰ ＵＶ」を導

重工製タンデム８色（４色両面）機

新設と同時に、最新鋭の印刷機「三菱

をもっとよく知っていただくため、体

いずれは地域の人たちに印刷のこと

は何も分からなかったので、現場の方

から転職して入社した時は印刷のこと

す。スポーツジムのインストラクター

社内の雰囲気は明るくて元気。皆、

た。かつては職人気質の人も多く、こ
たが、印刷は奥が深くて面白い世界だ

仕事をしている時には本当に真面目な

モノをつくって楽しいな、すごいな

験型工場見学会や関係会社と連携して

と思います。また、印刷業界は日々、

んですが、社内のバーベキュー大会や

と思えることがモノづくりの原点だと

て効率よく印刷が仕上がった時には

仕事が機械のシフトにきちんと収まっ

くの仕事をこなすようにし、受注した

の中でやりくりをして、できるだけ多

いようにしています。印刷機械の台数

社は依頼を受けた仕事は極力、断らな

声がかからなくなってしまうので、当

一度断ってしまうと、次はなかなか

した。私は雑草気質なので、他の人か

こにしかない」という思いで頑張りま

の楽しさを伝えたいし、「チャンスはそ

ら……と言われましたが、何とか印刷

た。まわりからは今年はあきらめた

内容もなかなか浮かばなくて大変でし

参加が決まってから日数がなく、出店

た花火大会に、当社も初参加しました。

今年８月に昭和の森公園で開催され

モノづくりには
遊び心も必要

何ともいえない達成感がありますね。

ら無理だと言われてもあきらめないん

やはりＰＲということのほかにも地

社にしていけたらと考えています。

ね。

岩井さんには以前は一般事務を任せ
ていましたが、土気工場ができてから
は仕事の内容が変わってきました。本
人が希望して営業的なことも行うよう
になりました。自分がやりたいことが
どんどん増え、発想も豊かになり、い
つも楽しいことを探求しています。周
囲や現場の人たちもその熱い思いを汲
んで、自然と協力していますね。岩井
さんの仕事から、地元と一緒に行うこ
との大切さに皆が気づいたと思います。
当社は社内行事が結構多く、コミュニ
ケーションがとれていますので、その
中でまた仕事を発展させていってほし
いですね。

取締役工場長 平川哲也 さん

上司のコメント

いなと思っています。

おもしろ印刷博覧会などもできたらい

変化しているので、今でも学ぶことが

ボーリング大会になると、すごく盛り

多々あります。

思うのでこういった遊び心も必要です

現在は工務課という部署に所属して
います。私の担当は、受注したそれぞ
れの仕事を日程通りに仕上げていくた
め、どの機械でどうやって印刷してい

その際には、刷色や紙サイズ等、印刷

です。
余っていたインキと紙を利用してつ
くったオリジナルの塗り絵・メモ帳・
折り紙をセットにして無料で配布しま
お客さまが喜んでくださる姿を目にす

域とつながっていくこと、社会貢献が
褒められることも多くあります。褒め

かったと思います。印刷の仕上がり等、 大事だと思います。地域に愛される会

るとこの仕事をやっていて本当に良

足を運んで納品や営業活動も行います。 した。子供たちにすごく好評でした。

そのほか、実際にお客さまのもとに

ます。

負担がかかり過ぎないよう心掛けてい

していく順番を決め、オペレーターに

くかなどを決めていきます。

います。

上がる。そんな絆も当社の強みだと思

は感謝の気持ちしかないですね。

べく努力を続けています。土気工場の

２０１７（平成 ）年に「リョービ片

屋が完成し、２００７（平成 ）年に

54

だわりが強くて戸惑うこともありまし

岩井

株式会社
29

20

恵
工務課

40

崑崙印刷

株式会社

51
19

こん ろん いん さつ
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そこにしかないチャンスを生かして仕事をして、
地域に愛される企業を目指す

▲最新鋭の印刷機
「三菱重工製タンデム８色機
（４色両面）New DAIYA308TP UV」

Advice to management

今井法律事務所

は判決文は未公表ですが、今年９月、

今井 丈雄

るといった、経営面の対策は当然必要
他の相続人の遺留分を侵害するような

弁護士

となります。

法的な面からみた事業承継

１ 事業承継の意義と必要性

れて支援していますが、なぜ対策が必

げられたり、行政含め各団体が力を入

ここ数年、事業承継が報道で取り上

とが多いようです。

の準備をすることを指して言われるこ

者に引き継ぐこと、あるいはそのため

業を譲り渡すわけですから、株式の売

員や社外の第三者に引き継ぐ場合、事

い手法を使います。これに対し、従業

ることとしておくなど、相続対策に近

遺言で会社の株式を後継者に相続させ

の子など親族に引き継ぐのであれば、

法的な面の対策です。まず、現経営者

家が連携して対応すべきですが、法的

事業承継対策としては各分野の専門

こそ専門家というべきでしょう。

関係者の利害調整については、弁護士

一致していない場合も少なくなく、各

営者と後継者候補・関係者との意向が

という情報もあります。
）
。また、現経

旨の東京地方裁判所の判決がなされた

一方で、おろそかになりがちなのが、 信託行為は違法であるとして取り消す

要なのでしょうか。この点は、まず、
却や事業譲渡、合併など、Ｍ＆Ａに近

事業承継とは、一般に、事業を後継

現経営者に事故や病気など不測の事態
な面や関係者の利害調整の面について

参照）することも考えられます。
３ 弁護士に相談しよう

４ 弁護士への相談窓口
弁護士会では、事業承継を含む中小
企業支援のための相談受付窓口として、
「ひまわりほっとダイヤル」
という専用

には色々な手段が考えられますが、い
─００１ ─２４０）にお電話をいただ

全国共通の専用電話番号（０５７０

窓口を設けています。

ずれにしても、法令や裁判例に反した

このように、事業承継に向けた準備

ます。

い手法を使います。また、事案によっ
て経営者保証がネックとなっているよ

があると、法的に有効な意思決定がで
いざというときに会社の身動きがとれ
うな場合は経営者保証ガイドラインを

は弁護士に相談することをおすすめし

なくなってしまわないよう備えておく
活用（本誌２０１８年８月号 ページ

きなくなってしまうおそれがあるため、 ては信託を設定したり、後継者にとっ

という点が挙げられます。また、会社
が新たなステージに進むための体制・
基盤づくり、いわば前向きな「第二創
業」という面もあるといえます。
２ 事業承継対策
では、具体的にはどのような対策が
や費用をかけた対策が、後になって法
nichibenren.or.jp/ja/sme/index.
）からお申込みください。
html

くか、ホームページ（ https://www.

もちろん、いきなり後継者に交代で
的に無効などとされてしまう可能性が

対策をとってしまうと、せっかく時間

きるとは限りませんから、後継者に仕

佐 藤

拓

☎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

あります（たとえば、本稿執筆時点で

所長

日本貿易振興機構（ジェトロ）
千葉貿易情報センター

事のやり方を教えたり取引先に紹介す

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

ジェトロ千葉

15

必要になるのでしょうか。

20

「拡大するアジアのヘルスケア市場
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～現地健康課題解決に寄与する日本発製品・サービスの可能性～」
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65

口に占める糖尿病患者の割合は、マレー
１％が健康増進（食生活改善、運動等）に
■アジアが直面する
「健康課題」
シアが ・ ％、シンガポールが ・ ％
取り組み、その支出額は年収の４～ ％
経済成長を続ける中国、ＡＳＥＡＮ諸
など、カンボジア、ラオス
（いずれも ・
に及びます。また、子供を持つ回答者の
国は、所得水準が上がり、富裕層、中間層
％）を除くＡＳＥＡＮすべての国が日
・ ％が子供の健康増進を意識し、食
が厚みを増し、生産拠点のみならず、消
本（ ・ ％）より高い割合となっていま
生活の改善
（野菜の摂取増、塩分・糖分の
費市場として、その重要性は高まるばか
す。
抑制等）
、運動等に取り組んでいます。
りです。しかし、その陰に今後の経済成
ジェトロが２０１８年３月に発表した
各国に目を向けると、タイでは、２０
１５年、バンコクに自転車専用レーン
「Ｓ
長に影響する「健康課題」に直面する国が 「ＡＳＥＡＮにおけるヘルスケア市場動
ＫＹＬＡＮＥ」ができ週末には多くの人
増えてきています。
向調査」
によると、ＡＳＥＡＮ各国の保健
が訪れます。また、㈱リエイ（浦安市）は、
１つ目の健康課題は『高齢化』です。中
支出負担は増加傾向にあります。特にシ
高齢化を見据え、２０１６年、バンコク市
国では一人っ子政策の影響もあり、今
ンガポールの一人当たりの政府保健支出
内に高齢者入居施設を開設しました。イ
後急速に高齢化が進み、２０３５年に
額は１，１８３米ドルと 年前に比べ約
ンドネシアでは、地場資本のフィットネ
は３億人以上が高齢者（ 歳以上）となる
４倍に増えています。このように健康課
スクラブが国内 か所にジムを開設して
見込みです。ＡＳＥＡＮ諸国は、未だ多
題により増加した保健支出は、各国財政・
います。健康食としての日本食ブームに
くの若年層を抱える「若い」イメージが強
経済に大きな影響を与え、その成長を妨
より、アジア各地で日本食材の需要、日本
いかもしれませんが、シンガポールは
げるリスク要因となっています。
食レストランの人気は高まるばかりです。
２０３０年、タイは２０３５年、ベトナ
■高まる健康意識と
同調査によると、ＡＳＥＡＮにおいて、
ムは２０５０年までに「超高齢社会（人口
日本発製品・サービスの可能性
日本は他国に比して「ダントツの健康イ
に占める 歳以上の人口の割合が ％以
メージがある国」
のようです。アジアでの
一方、
「健康課題」を契機にアジアの中
上）
」に突入します。日本が「高齢化社会
健康需要が高まる中、日本発ヘルスケア
高所得者層の健康意識が高まりつつあり
（同７％以上）
」から「超高齢社会」まで
製品・サービスのビジネスチャンスは広
健康寿命を延
年要したのに対し、中国、シンガポール、 ます。生活習慣病を予防し、
ばすため、
「予防・診断
（健康診断受診等）
」
、 がっています。
タイ、ベトナムは約 年と日本より早い
「体に良い食事
（オーガニック等）
」
、
「運動
ペースで高齢化が進む模様です。
」
に取り組 《参考》ＡＳＥＡＮにおけるヘルスケア市
２つ目の健康課題は『生活習慣病の増 （ジョギング、サイクリング等）
場 動 向 調査
む方が増えています。
加』
です。生活水準の向上、生活習慣の先
https://www.jetro.go.jp/
ジェトロの同調査によると、ＡＳＥＡ
進国化等により、肥満率が上昇、生活習
industry/life_science/healthcare_asean.
Ｎではミレニアル世代（ ～ 代）の ・
慣病の罹患者が増加しています。成人人
html
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相続税対策スタッフ

飲食店とはいえ画一的な販促手段では不十分
〜 客層を見極め、ピンポイントで継続的な販促を 〜

中小企業診断士

長田 義弘

ポスティングを行う際には、シェフである

このところ飲食店関連のご支援が続きました。提供する料理のジャンルは違えど、同じ飲食店で共通する
お悩みは集客です。しかしながら、対象とする顧客層によって販促方法にも違いがあり、業態や顧客層を見
極めてからでないと通り一遍のアドバイスになってしまいます。今回は居酒屋、フレンチのお店の事例です。

ご主人の写真や値段の割に充実したディ
が高い、というイメージの払拭を提案した。

入荷情報を記載、その面を駅方向に向けて

また、提供するパンはご主人の手作りだと

設置し、帰宅途中の会社員に向けての訴求
こと、ちいき新聞への広告掲載、法人向け
いうことで、比較的来客が少ない２・８月

事例１ 居酒屋店の集客

ＤＭの発送等、地域企業や住民へ向けての

ナーの内容を掲載するなど、仏料理＝格式

もともとはフランチャイズ店だったが、経
こまめな販促を提案した。

【助言内容】 顧客層を分析すると、駅近辺
年が経過、顧客が定着するも、平日夜の集

使いを」というコンセプトのもと開店。１

営している。
「都内ほどでない価格で、
普段

【業況】 県内でフレンチレストランを経

の会社員、学生が８割であった。グループ
客が弱いため、この時間帯の新規顧客獲得

象としてもらうには、当該店舗を強く印象

誰しも候補となる店を想起する。想起の対

り、本来来て欲しい客層に合致した立地の

た。当店の立地は、反対側の住宅街であ

は、駅を挟んで店舗の反対側に集中してい

ところ、いわゆる高額所得者とされる層

集客に集中するよう助言した。

リットを説明し、まずは当面の課題である

以下のように、法人化のメリット、デメ

従業員の待遇改善がその理由である。

両店とも法人化について検討していた。

法人化について

との接触機会を設けてみてはと助言した。

き入れ、中の様子を見てもらい、スタッフ

に有料のパン教室を開催し、一度店内に招

営者自ら買い取り、個人事業主として営業
の好立地であるが、駅の反対側の開発も進
んでおり、業績が好調のうちに新規顧客を

で来店されるケースが多く、駅に向かう歩

開拓したいとの要望だった。

行者のほとんどが、同店の前を通ることか
ら、特に店前でのビラ配りが有効と考え、 を、との要望だった。

付けねばならない。
「じゃああの店にしよ
はずだった。時折店舗を覗く歩行者も多く、

助言を行った。グループで来店する場合、 【助言内容】 地域の人口動態を分析した

う！」と瞬時に決定してもらうことが第一
新規で来られた方も、
「気になっていたの

歩である。
また、同じ駅を利用する顧客でも、仕事
識していたとのことだった。当店のコンセ

だがなかなか入れなかった」と前々から意

主に帰宅前に一人で利用し、客単価も
プトである「普段使い」してほしい客層に

を終えて帰ってくる顧客も存在した。
４千円と高い。この人たちを取り込むため
とっては、敷居が高いのではないかと考え、

法人化のメリット

デメリット

・赤 字でも法人住民税が
発生
・法人設立手続きが必要
・複 式簿記や役員の改正
などの処理が煩雑化
・社会保険の負担が発生

事例２ フレンチレストランの集客

している。駅前からまっすぐ伸びる商店街

【業況】 県内で居酒屋店を経営している。 を助言した。その他、ＳＮＳはもちろんの

中

ナビ

に、立て看板に珍しい日本酒や焼酎などの

・節税対策
・社会的信用力がある
・決算日を自由に設定可能
・社 会保険に加入でき、
求人の質的向上が期待
できる
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企業診断
小

日本で長年培われてきた浄化槽の文化や
技術をベトナムの地で生かしていきたい
近年、飛躍的な成長を遂げるベトナムで浄化槽の製造・
販売を手掛ける有限会社ステアリストの片岡文男代表取
締役にお話を伺いました。

文男
片岡
代表取締役

〒266-0005 千葉市緑区誉田町1-791-17
TEL 043-291-0431

当社は私の父親の代で、１９６２
場は縮小に向かっている。私が父から

けれども、やはり人口減少で国内市

方制度でしょうか。

います。ポイントは企業の継承と働き

パワーのあるシルバー人材を活用して

有限会社ステアリスト

（昭和 ）
年に水道工事の会社として創

舵取りを行う人々が集まる
という意味を込めた社名

●会社データ●

設しました。事業継承が順調に進んだ

長を継いで有限会社ステアリストを創

業し、１９９０（平成２）年 、私が社

事業に乗り出しました。

た。このため本業を少し整理し、海外

考えた上での新規事業が海外展開でし

会社を継いだように、次世代のことを

ベトナムの人口は９７００万人。平

ため、その後は事業を拡大し、現在は
空気調和設備工事、給排水衛生設備工
事、防災設備工事、自動制御設備工事、 均年齢が 歳。近年は経済成長も著し

を持つステアリストと社名をつけまし

社は現場監督業なので、舵取りと意味

リニューアル工事を行っています。弊

況からベトナムでの事業展開を決意し

若さと活気にあふれています。その状

く、ちょうど 年前の日本と同じ様に

た。

ました。ではそこでどんな事業を行う
か。不動産業はライセンスの取得に
１億円の投資が必要で非常にハードル

キッチンやバス等の生活排水全てを処
どうすれば良いかを模索する中、日系

ベトナムで浄化槽を製造するには

労働力不足を補い 国の企業の商売発

日本で働いてもらう。これから日本の

る成長があるなら再び当社に転勤して

に就職して力を発揮して頂く、さらな

ち帰りＢＥＳＴＰＬＡＮＴ関連の会社

技能実習生は日本で習得した技術を持

若い人材はこの業界は少ないので、

業はピラミッド型で成り立っています

準に近いのかもしれません。日本の企

が特殊なだけでベトナムの方が世界標

組織がつくれない。でもこれは、日本

化が全く違うので、日本のやり方では

も想定通りにはいかない。働き方の文

た方だとは思いますが、やはりそれで

ナムでは下水道整備が進まず河川や海

が高い。事業選別を模索する中、ベト

理する浄化槽の普及はほぼ進んでいな
浄化槽メーカーのＢＥＳＴＰＬＡＮＴ

展にも貢献できる様ベトナム人材を循

の所謂セプティックタンクが主流で、

ことを知りました。トイレ処理だけ

い。２０１１（平成 ）年頃からＦＲ
ＶＮが２０１５年にベトナムに進出し

そこで高品質の日本浄化槽をベトナム

予てから海外進出を模索する隣接異業
トナム企業１社が出資を決めました。

初年度は組織づくりとフンイエン省

日本の組織の考え方では
海外で会社経営はできない

日本の中小浄化槽メーカーを数社訪問

す。自分の技術は他人に教えないので、
マニュアルを作成する必要があります。

他の中小・零細企業が海外進出す
る基盤をつくっていきたい
ベトナム各地に販売代理店を作り、

での工場設立の準備に奔走し、今年度
工場がフル稼働できる受注があって、

北部・中部・南部夫々の地域を面で捉

資本金は１億７００万円となり工場も

ようやく回ってきたという感じです。

える販売体制構築の動きをしていて、

しベトナムでの協業を要請をしたが、

ベトナムは社会主義で、ビジネスで

１年以内に確立したいと考えています。

は営業に力を入れられるようになり、

「ＢＥＳＴＰＬＡＮＴ」
としてスタート

は難しい点もあります。ベトナム人が

体制が完成すればカンボジア、ミャン

新設移転、
２０１７（平成 ）年 月に

進出しているメーカーを除く国内メー
メーカーはありませんでした。

優しいとか雰囲気でいっても商売には

マーなどにも進出していきたいと考え

実習生を受け入れても３年で帰国して

開いていました。しかし海外から技能

ないと結論付け、そのための勉強会を

ねてきた結果、海外に未来を託すしか

保するためにどうすべきかと議論を重

から社内及び協力業者で若い人材を確

となります。私たちも１年かけて現地

理するマネージャーの力量がポイント

覚で製造してしまう。だから現場を管

度、維持できるのか。やはり現地の感

す。現地での製造は日本品質をどの程

どの企業も相当苦労していると思いま

それから品質の問題があり、これは

が海外進出を念頭に置いている。当社

は縮小するだけなので、あらゆる企業

チャイズ化を考えています。国内市場

相当普及すると思うので、そのフラン

めます。家庭用の浄化槽も５年先には

り込んでいけば、継続した収益が見込

メンテナンスが必要なのでそれらを取

考えています。

スが広がっていく基礎をつくりたいと

しまう。せっかく教えたことを生かす

たので、比較的ギャップを感じなかっ

私たちは事前にかなり足を運んでい

がその先駆けとなって、日本のビジネ
した。

構築しなければいけないと考えていま

でマネージャーを探しました。

が、資金や時間がかかるのも事実です。 ています。浄化槽は売るだけではなく、

つながらない。事業規模にもよります

下水道整備が整った日本では既に海外

で製造販売すれば必ず成功すると考え、 種の仲間に声をかけ日本企業４社とベ

2

にはどうしたらいいか。その仕組みを

生を受入れています。実は５年ほど前

当社は４年前よりベトナム技能実習

日本とベトナムの商売と
人材の循環

しました。

1

カーは衰退しており、協力してくれる

29

ネージャーのもとに個人が並列でいま

Ｐ浄化槽の採用が増えはじめ、かつて

次世代への新規事業として
海外進出を選んだ

50

が、
ベトナムはフランス文化なので、
マ

社

29

環活用できるシステムの構築です。

日系企業４社・ベトナム企業
の合弁で新会社設立

37

ましたが小資本で苦戦し資本参加を

1

日本もそうであった様にこれから急速

の汚染が大きな社会問題となっている

海外で事業展開する企業

に普及していくことが予想されました。 募っていることを知りました。当社は

13

18
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世界へ伸びる

ちーバル開催！

ちーバル実行委員会で意見交換会

また、意見交換会をきっかけに、
さらに交流を深めるため、ちーバル
実行委員会が 月５日㈮に高崎バ
ルへ参加し、他地域のバルイベン
トの賑わいの様子を視察しました。

切りに、中心市街地の６エリアで
当日は、バル実施に至った経緯
今回の交流をきっかけに、高崎

を実施しました。
や店舗との連携等、活発な意見交
を始めとする他地域と連携した事

飲み・食べ歩きイベント「ちーバ

換がなされ、その後、街の様子を
業も検討していきます。

月３日㈬に開催した千葉み

なとエリアでは、今年度新たな試
感じていただくため、ちーバル参

ＰＩＥＲ -

ポートタウン

朝から天候に恵まれ、 月とは

きました。

さでした。そこでお弁当をいただ

は穏やかに流れ、緩やかな心地良

断崖絶壁の石の壁に囲まれて、川

り、川岸には高さ１００ｍを超す

唯一の竿１本で操る船頭さんがお

わたる渓谷です。舟下りは、日本

石灰岩が浸食して出来た２㎞にも

百景の一つに数えられる猊鼻渓は、

視察は猊鼻渓の舟下りです。日本

中尊寺金色堂をあとにし、次の

が建てられています。

光様は、この地に納骨され供養塔

られました。作家でもあった今東

し、目がくらむ程の美しさに魅せ

登録された、中尊寺金色堂を拝観

みとして、ちーバルチケット半券
提示により乗車できるトゥクトゥ
ク
（三輪タクシー）
を３コースに分
けて運行し、ちーバルに参加する
多くの人の足として活躍しました。
・Ａコース
千葉駅西口
時～ 時

・Ｂコース
千葉駅西口
時～ 時

・Ｃコース
ポートタウン

大会は盛況で、心に残るものが

思えない、夏を思わせる様な良い

岩手県のご関係者皆さまにお見

▲高崎バル参加店にて

ＰＩＥＲ -

ありました。来年は、鹿児島県と

お天気でした。

送りいただき、感激しながら帰路

体験イベント

時～ 時

今後も、様々な企画を盛り込ん
でちーバルをさらに盛り上げてい
きます。今後ともよろしくお願い
いたします。

周年記念式典
に参加
回 岩 手 総 会

全国商工会議所女性会連合会

創立
第
月３日㈬に開催された、全国商工会議所女性会連合会、創立 周年
記念式典・第 回岩手総会に、髙梨会長はじめ、４名が参加しました。
当日は、岩手県知事をはじめとした来賓 名、全国３０８単会から会
員１、
４５１名が参加しました。
総会では、オープニングセレモニーとして、
「遠野昔話語り部の会」
、
ウェルカムアトラクションとして、
「大船渡商工会議所女性会太鼓」が
披露され、会場を盛り上げました。また、懇親会では、オープニングア
トラクションとして、北上翔南高等学校による「鬼剣舞」
、フィナーレ
には、盛岡さんさ踊りが実演され、会場は熱気に溢れました。

決定した報告がありました。

月４日㈭は、楽しみにしていた

エクスカーションに参加致しました。 につきました。
女性会顧問 高長谷 トミ子

容：【第１部】 13時30分～14時30分

パネルディスカッション

内

01

東北で初めての世界文化遺産に

（パラリンピック競技ボッチャ  他  車いすバスケ予定）
【第２部】 14時30分～15時30分

時間：13時～16時
会場：当所 13階小会議室

（熊谷俊人市長・京谷和幸氏 他）

場：京成ホテルミラマーレ６階

⬇

会

12月２日（日）に変更

参加費

23

22

22

ル」
を開催しました。

加店舗へご招待しました。

高崎バルと交流を深めました！
９月 日㈭当所にて、お互いの
バルイベントをよりよく運営して

千葉市中心市街地まちづくり協
議会ちーバル特別部会では、９月

27

いくため、高崎バル実行委員会と

▲富士見本部の様子

日㈷⺼のちーバルちば祭りを皮

【運行経路・時間】

01

50

10

無料
開催日：12月8日
（土）

12月８日（土）

オリ・パラトークショー＆ボッチャ体験会のご案内

つるし雛教室
日程変更のお知らせ

17
17
10

20
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10

17
10
10

17
12

50
50

50

〈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

多くの気づきを得たワールド・カフェ

「あなたの会社どうやって
新規開拓してますか」

従来の一方通行の会議から脱
却し、社員の思いや意見を引き
出すワールドカフェという手法
を体験してみて。
ワールドカフェとは
カフェに居るようにリラックスし
た空間で積極的にテーマに参加し発
言し、気になったキーワードを目の
前の大きな模造紙に書き連ね全員で
共有します。
そして自分なりの答えを見つけ持
ち帰ることを目的としています。
そのため
「あえて全体のまとめとなる答えを

私は今回ファシリテーターを仰せ
そこで私なりに取り組んでみた作

つかりました。

「人の意見を否定しない」
戦は「笑い」と「自身の体験のキー

出さない」
「全員が積極的に発言する」
ワードのみを伝える」という事でし
を交える。

た。質問時にちょっとしたジョーク

といった事が重要となります。
また、各テーブルで進行を担当す
るファシリテーターの役割が重要で
私が話すのは話が止まってしまっ
た時のみとして事前に何を話すかは

あり、
「参加者をリラックスさせ、
発言しや
予め決めておく。

そのため緊張で出だし言葉少なめ

ぞれ異業種でもあります。

皆さん初対面の方も交じり、それ

すい雰囲気を作る」
「全員が参加できるよう発言の少な
い参加者に話題を振る」
「 大きな脱線がない限り話を止めない」

囲気が緩んでいくのを感じる事がで

でしたが、笑いと共に徐々に場の雰

など、普段の会議進行とは少し違っ

きたように思います。

「沈黙の時間をなくす」
た要素が求められてきます。

その他にも
「店舗前に花を飾ると女性客が増える」

で回っている」
と発言される方が多く、

「地域活動で街のインフルエンサー

特に現状に不満は無く、同業他社 「上顧客の心を掴むならならゴルフ」
も同じ様子との事。

と深く繋がる」

無いもの
れ気になるキーワードに多く触れて 「顧客に合わせた商品開発。

それがワールドカフェが進むにつ

参考になった事を報告するという流

いきます。

それを次のテーブルで発言する事

れが自身の中でまとめます。

前のテーブルで出た意見をそれぞ

きるシステムも新鮮でした。

の意見やキーワードに触れる事がで

29

などなど面白いキーワードも出まし

面白いのは全くの異業種の方が 「それでもダメなら社長を変える」
「もっと売れるアイデア」
を真剣に考

た。
参加いただいた皆さんの感想は

え「いい香りのペンキを作れば売れ
る！」
との意見。

面白いキーワ
自身では思いもつかない着目点に 「たくさん発言したし、
テーブル 全体が笑いと驚きでした。 ードも聞けた」
「異業種の人たちの手法は新鮮」
「初対面でも仲良くなれた」

に他テーブルで出た意見、それを自

最後に戻って来た時にはスムーズ

るヒント。この二つを持って帰る事

いう会議の手法と自身の会社が伸び

今回の参加者はワールドカフェと

と嬉しいお言葉をいただきました。

身の体験談や現在チャレンジ中の事

ができたと思います。

ね。

榊 原 伸 也

経営開発委員会

き出すワールドカフェっていいです

ではなく他人の中にある。それを引

成長のカギとなるものは自身の中

も織り交ぜ新しいアイデアが溢れ出
てくるようになりました。
それは目の前の模造紙に書くスペ
ースが無くなるくらいです。
最初、新規顧客開拓は「紹介」と

ある程度の売上が定着し、紹介だけ

など必死で集客をしていたが、現在

「創業当時は飛び込み営業やチラシ

上を考えていない」

「現在の業績が悪くないので、
それ以

めていました。

「ホームページ」
との意見が多数を占

により、頭の中が整理されていきます。

を作って提供する」

れの中で テーブルで出た 名全て

分後また最初のテーブルに戻り、

をそれぞれ出し合います。

た 分間で前のテーブルで出た意見

決められた他のテーブルに移動。ま

分間で最初の席替えをし、予め

テーマ
5
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ワールドカフェを体験しよう。
25
25
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■市民美術講座
「石井林響に惚れ直す―林響の愛したものたちとともに―」
【講師】松尾知子（千葉市美術館上席学芸員）
12月16日（日）14:00〜
（13:30開場予定）／11階講堂にて／先着150名／
聴講無料

■新春の獅子舞

1月5日（土）10:00の開館時に、8階会場入口で獅子舞がお迎えします。
【出演】登渡神社登戸神楽囃子連

千葉のうまいもん！市

ださい。

石井林響《総南の旅から 隧道口》大正10年
山種美術館蔵
（展示期間：11月23日〜12月20日）

石井林響《童女の姿となりて》明治39年
東京都現代美術館蔵

▲物販ブースとして「まだあ～るちば」が出店

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

15

〒260–0013 千葉市中央区中央4–5–1 Qiball内7 ～ 10階
URL http://www.kagakukanQ.com
☎043–308–0511
●プラネタリウム新番組

「ノーマン・ザ・スノーマン
～北の国のオーロラ～」投影中
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。

●コズミックカレッジ・
ファンダメンタルコース in 千葉市科学館
宇宙をテーマに、 科学の楽しさや不思議さに触れるプログラムです。
②１４：００～１５：００

▲マスコットキャラクターと記念撮影

●火星ローバーコンテスト in 千葉
試走会
【日時】 １１月２４日（土）１０：００～１７：００
【会場】 きぼーる１階 きぼーる広場
料金：無料

©TAIYO KIKAKU co.,ltd./EXPJ,Ltd

場所：千葉市科学館７階プラネタリウム
料金：大人５１０円
高校生３００円
小・中学生１００円
※詳しいスケジュールは、ホームページやチラシでご確認ください。

●第２０回
火星ローバーコンテスト in 千葉
【日時】 １２月１日（土） ９：３０～１６：００（予定）
【場所】 きぼーる内各会場、 子ども交流館アリーナ

見学自由

１階到着ロビーでは、到着されたばか
りの外国人観光客に対して、「千葉おもて
なしＷｉ Ｆ-ｉ」等のチラシを配布し、日
本で快適で安全に接続することができる
Ｗｉ Ｆ-ｉサービス等をＰＲしました。
当所では、今後、ますます増加する外

【申込】 10月30日（火） ９：００から
電話（０４３－３０８－０５１7）で科学館へ。

国人観光客を地域経済の活性化に活かし
ていくため、多くの飲食店や小売店とと
もに地域全体でインバウンドに取り組ん

１１月２３日（金・祝）①１１：００～１２：００
きぼーる１階 きぼーる広場
小学３年生～中学校３年生まで
無料
各回２０名

でいきます。

【日時】
【場所】
【対象】
【料金】
【定員】

ます。
当所、千葉市、千葉県警察本部、東日
イベント当日、３階出発ロビーでは、
本電信電話株式会社 千葉支店は、 月
日㈬、 日㈭、成田国際空港第２ター 「千葉おもてなしＷｉ Ｆ-ｉ」や千葉市の
ミナルにおいて、
「千葉おもてなしＷｉ
観光情報などの展示、ベイエフエムの公
Ｆｉ」のＰＲイベントを行い、空港の利
開生放送や、チーバくん、シーポック等
用者に対して同Ｗｉ Ｆｉサービスや千
のマスコットキャラクターが登場しまし
葉市の観光情報等をＰＲしました。
た。

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

ほか、サミットの開催記念として、
「夜

【講師】堀内瑞子（城西国際大学水田美術館学芸員）
12月2日
（日）
14:00〜
（13:30開場予定）
／11階講堂にて／先着150名／聴講無料

17
18

10

in

千葉・市原が開催

のＪＦＥスチール東日本製鉄所（千葉地
区）工場見学と工場夜景クルーズ」など
の特別ツアーが催行されました。
当所は、当所が運営するアンテナショ
ップ「まだあ～るちば」を、サミットの

「千葉おもてなしＷｉ Ｆ-ｉ」は、外国
人観光客に快適で安全なインターネット

■講演会「石井林響と房総の支援者たち」

10

第９回全国工場夜景サミット

同サミットは、加盟する都市が工場夜
景の魅力を全国に向けて共同で発信し、

会場に物販ブースとして出店し、全国か
らサミットに参加される方々に、落花生
や和菓子などの千葉市の魅力ある特産品

接続環境を提供するため、主に市内小売
店、飲食店、宿泊施設などで導入を進め
ているものです。

【関連イベント】

in

成田空港にて
「千葉おもてなしＷｉ Ｆ-ｉ」
ＰＲイベントを開催

工場夜景の発展に尽力するとともに、観
光客の誘致と滞在型観光の推進による地
域振興を図るものです。

をＰＲしました。
夜間に工場を灯す明かりは、独特で幻
想的な景観をつくりだしていて、千葉市

▲ナトリウム灯の琥珀色が特徴的な工場夜景（千葉市）

※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

1月12日（土）11:00〜15:00／1階さや堂ホールにて
好評であった千葉の「うまいもん」を集めたイベントの新春バージョン。林響の
生きた時代に竣工したモダン銀行建築の空間でお食事やお買い物をお楽しみく

22

11

☆おなまえ割引 …姓が「石井」の方、あるいは名前に「天」
「風」
「林」
「響」がつく方は観覧料2割引
（姓名のわかるものを受付でご提示ください）

■新春

当所が参画する全国工場夜景サミット
千葉・市原実行委員会は、 月５日
（金）
、千葉市文化センターにて、全国工
場夜景サミットを開催しました。

平成 年度、４つの加盟都市でスター
トし、本年度で９回目。今回、市原市が
加盟したことで 都市となり、工場夜景

インターネットに接続すると、千葉市
が運営する多言語店舗検索サイト「千葉
おもてなしＳＨＯＰガイド」が表示さ

休 館 日： 12月3日
（月）
、
12月29日
（土）〜1月3日
（木）
観 覧 料： 一 般 1,200円（960円） 大学生 700円（560円）

の重要な観光資源の一つとなっています。
当所では、千葉市や関係団体とともにこ
うした観光資源を活用した地域経済の活

1/14㊊㊗

11/23㊎㊗〜 2019/

※入場は閉館の30分前まで

性化に取り組んでいきます。

期：11月23日（金・祝）
〜2019年1月14日（月・祝）

を活用した観光の推進に取り組む都市が
広がっています。
当日は、
夜景観光の推進をテーマに、
千
葉・市原両市長によるトークセッション、

会

開館時間： 10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）

れ、 の言語でグルメ、ショッピング、サ
ービスの施設情報を検索することができ

加盟都市パネルディスカッションなどの

石井林響（1884-1930）
は、千葉市に生まれ、明治大正の時代を駆け抜
けた日本画家です。 橋本雅邦に入門、若くして頭角をあらわし、歴史画を
中心に高い評価を得た後、色鮮やかな風景画や田園風俗画、南画など、
次々と画風を展開して画壇へ刺激を与えました。「西の関雪、東の林響」と
称えられ、同時代の画人や房総の人々にも大きな存在感を遺しながら、４５
歳という若さで没しました。本店では新たな資料を交えて画業の全貌を解雇し、
「野人林響」が追い求めた理想の世界とその魅力を紹介します。

▲外国人観光客にチラシを配布
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