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今月の表紙

都市アイデンティティのシリーズ2回目は「海辺」で
す。市内には3つの人工海浜（いなげの浜・検見川の浜・
幕張の浜）があり、これらの総延長は約4.3kmに及ぶ
日本一の長さです。晴れた日には、東京湾越しに臨む富
士山、また、2月・10月にはダイヤモンド富士を見るこ
とができるので、次回10月のダイヤモンド富士を是非
ご覧ください。
表紙は、中心市街地から千葉中央港に向かって撮ら
れた空撮写真（平成27年2月撮影）です。昨年4月には、
旅客船ターミナル等複合施設が整備され、工場や食品コ
ンビナートなどの工場夜景を観賞することができます。
写真提供：千葉市
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夢シティちば 2017年₃月号

編集者のひと言

３月３日はひな祭り。その歴史は平安時代中期にまで遡り、
三月の初めの巳の日に無病息災を願う祓いの行事（上巳の節
句）と上流貴族の「ひいな遊び」が、長い年月をかけてひとつ
になり、現在のひな祭りになったそうです
（諸説あり）
。
さて、我が家のお姫様である姪っ子は、１歳半になりまし
た。女の子は成長が早いとはよく聞きますが、お正月に会っ
た時は、気に入らないことがあると「んも～！」と口をとがらせ
て自己主張をするようになっていてビックリしました。もうしば
らく経つと、話せる単語が増えて会話ができるようになるので、
成長が楽しみでもあり、それと同時に、私の忍耐力を試され
るときがくるのかと今からひやひやしています。
（企画広報室 E.M）
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製品開発に努める
～板切断、機械加工から溶接・納品まで一貫生産～

三協プレス工業株式会社
代表取締役

花澤 正克

町を選んだのは、自身のルー

地元だったんです。ここ誉田

増設しました。千葉市は父の

ライヤーをしており、ほぼ１

大手農業機械メーカーのサプ

にも町工場という雰囲気で、

入社した当時の当社はいか

サプライヤーオンリー
企業からの脱出

ツに戻る気持ちがあったので

改めて自分の進路を見なおす

入社してちょうど５年経ち、

でこの会社に入社しました。

要望もあり、長男ということ

めていたのですが、父の強い

攻して、医療機器の会社に勤

私は大学では電気工学を専

取り付けるアタッチメントを

与えられました。農業機械に

か開発をする」という命題が

たんです。ですから私は「何

モノづくりの会社にしたかっ

けれども、父はこの会社を

に製品をつくって供給する。

された図面で定められた納期

可能性もある。大企業であれ

代の流れでなくなってしまう

その仕事は取引先の都合や時

を主体としていたのは１９６

仕事も名前の通りのプレス

って大きな転機となりました。

めたんです。これは当社にと

００％受注生産でした。指定

時期に差し掛かって、家業を

ずいぶん試作して販売してい

ば、ほかに転換もできるけれ

しょう。

継ぐことを決心したんです。

ました。

０（昭和 ）年頃までで、そ

高校や大学時代は友人と一

ど、当社のような規模ではす
ば決まった取引先から一定の

確かにサプライヤーであれ
をしていてなじんでいたつも

仕事が舞い込んでくる。でも、 他の仕事を得るべく営業を始

緒に当社の工場でアルバイト
りでしたが、改めて社員にな

していきました。

べてを失ってしまう。そこで、 の後はアッセンブリーに転換

35

千葉市緑区誉田町1-323
☎043-291-0211
事業内容：建設機械部品（燃料/油圧タンク、小部品）の
製作・塗装。 建設機械用集塵装置の製作・塗装・組立。
建築用架設材/ゴンドラ部品製作。空港車両（バルクカート
など）
、小型消防車など艤装車両の製作組立

各種業界の資材ニーズに応え、「形あるものはつくれる」という
精神で、新たな加工技術の習得と製品開発に取り組んでいる三
協プレス工業株式会社。代表取締役社長の花澤正克氏にお話を
伺いました。

安定したサプライヤーから
挑戦するモノづくり企業へ転換
ってみると、それまでいた会
社とは全く異なる職人の世界
に慣れることにも時間がかか
りましたし、自分自身が機械

終戦の翌年に
東京の江戸川区で創業
当社は終戦の翌年、１９４

工学を学ばなければならない。

和 ）年に千葉市内に工場を

無我夢中の日々でしたね。

６（昭和 ）年に父が東京の

そして 年後の１９５６（昭

を設立したのが始まりです。

江戸川区で工場を持ち、会社

21

10

＜DATA＞
はなざわ・まさかつ／1949年、東京都江戸川区生まれ。日
本大学理工学部電気工学科卒業後、
医療機器の会社で開発に
務め、５年後の1976年に父親が経営する三協プレス工業に
入社。2014（平成26年）に代表取締役社長に就任。三協プ
レス工業は1946（昭和21）年に東京都江戸川区で三協プレ
ス製作所として設立され、1956（昭和31）年に事業拡張経
営の合理化を図り、株式会社に組織変更。
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「お客さんの図面で仕事をするのではなくて、
完成品で勝負したい。
オファーが来たらできるだけ断らずに大事に
していきたい」
とモノづくりに意欲的な花澤社長。

Ｑ 休みの日は？
Ａ ゴルフに行きます。袖ケ浦カント

時には収支ではなく、
「つくりたい」という姿勢を重視する
当社の入社試験では、絵を
描いてもらうことがあります。
製造業なので、２次元のも

はたった一つ。「つくってみた

が、なぜ受けたかという理由
かを想像できないとモノづく

最終的にどういう形状になる

るか平面の製作図面を見て、

のをいかに３次元に転換でき
小型消防車のケースでは、
い」というモノづくりへの思

す。
手掛けていた企業が製造を止

アスファルトフィニッシャー

建設機械の油圧ショベルや
けたことはないし、受ければ

した。けれども、当社も手掛

めてしまって当社に話が来ま

企業として発展していかない。

じことをやっているだけでは

伝統文化ではないので、同

の仕事が約 ％。将来的には

現在はサプライヤーとして

素材から完成まで
一貫して手掛ける

で使用されている燃料・作動
大赤字になる。それにこうし
そうした危機感は常に持って

雇用したいと思います。

今後は一層、そうした人材を

りには向いていないんですよ。

油タンクは受注生産ですが、
た仕事は作業する職人の頭の

いです。

自社製品としてこれまで開発

手荷物を運ぶために使用され

で旅客機とターミナルの間で

鉱山用掘削機の集塵機、空港

販売してきた製品の例では、

３年間赤字でしたが、ようや

ュアルから取り掛かりました。

試行錯誤して、製作図のマニ

引き継ぐ図面は存在しない。

中にだけ設計があり、実際に
前向きに対応しています。

う製品からのお声が掛かれば、 会があれば海外進出もしたい

います。だから違う業界や違

す。当社に限らずこうした工

千葉商工会議所会頭

熊谷 俊人

平成 年はＪＲ千葉駅の新駅舎の開業、幕張新都心を中心とした国
家戦略特区を活用した各種実証実験など、千葉市のこれまでの取組み
が実現する年でした。財政健全化についても、市民の理解を得て進め
てきた行政改革や財政健全化プランの取組みによって将来負担比率の
政令市ワーストの脱却など、主な財政指標の改善が進んでいます。
また、ＪＲ千葉駅東口及び西口における再開発事業への支援や各種
調査の実施、中心市街地東口エリア循環バス運行への支援など、千葉
中心部のターミナル駅における集客力の高まりを活かした様々な施策
を推進しています。
そして、さらなる経済・産業活性化を目指してインフラ整備が進め
られています。人・物・情報の流れをつくる道路整備や企業立地の現
状などについて、熊谷市長と石井会頭が熱く語り合いました。

と思います。

独自製品の比率を上げて、機

るバルクカート、乗務員の非
く４年経って採算がとれるよ
こうした仕事は会社の収益

今後の課題は技術の継承で

機械化と職人の技術の
両方を大事にする

常時訓練に使用されるスライ
うになりました。

60

ダーが付いた施設などがあり
ます。素材から完成まで一貫
場では加速的に自動化が進み、

雇用を考えています。

はベトナムの工学系の学生の

ギーに圧倒されました。今後

のですが、その活気とエネル

る。昨年、ベトナムに行った

の手でしかできない部分があ

入していますが、それでも人

Ｃ旋盤、溶接ロボット等を導

ば当社もレーザマシン、ＣＮ

熟練工が減っています。例え

という意味では難しいのです

先入観を持たずにお会いすることを
心掛けています。時には事前にうわ
さなども入ってきますが、それにとらわ
れないようにします。そして、
「一期
一会」、必ずそう思って皆さんとお話
しします。
社員たちに向けては「健康第
一」
。週１回の全体朝礼では、皆
が元気そうかどうかが一番気にな
りますね。

してできるのが当社の強みで

Ｑ 座右の銘は？
Ａ 「一期一会」です。人と会う時に

さらなる地域経済の活性化へ

リーのメンバーなんですが、実は両
親もゴルフ好きで、私がまだゴルフを
やったこともない高校時代にここのメ
ンバーにしてくれたんです。大学時
代はゴルフ部で一生懸命やりました
ね。今は、週に１度の頻度で行って
います。気分転換にもなるし、
私はカー
トを使わないので10キロ以上歩けて
健康にもいいんですよ。60歳までは
競技ゴルフをしていました。
それからコミュニケーションに役立
ちます。取引先の方々とも打ち解けら
れますね。最近は妻がゴルフに打ち
込んでいるので、よく一緒に回ります。

千葉市長

28

石井 俊昭
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花澤社長

国道357号

延伸部である蘇我地区では主要渋
滞個所が連担し、ボトルネックと
なり、輸送に時間がかかることか
ら生産性低下につながっています。
輸送時間の短縮や定時性・速達性
の確保、生産性の向上が期待でき
ますので、これはスピードアップ
が必要と考えています。平成 年
度新規事業化に関しては、昨年７
月に石井国土交通大臣に、 月に
は麻生財務大臣に要望活動を行い、
今年に入っても、先日の２月６日
にも再度、国土交通省と財務省に
強く要望を伝えてきたところです。
会頭 それは実現していただくと
経済効果は非常に高いと思います。
是非とも早期での実現に向けて力
強く国に要望して頂くことをお願
いしたいですね。そのほかの道路
についても国道 号や京葉道路な
どの渋滞が課題ですね。
市長 国道 号の穴川ＩＣ付近の
渋滞対策や京葉道路の貝塚ＩＣ付
近の渋滞対策としましては、国と
ＮＥＸＣＯが対策を検討していま
すが、計画地にはそれぞれ貝塚な
どの遺跡が存在し、難しい課題と
なっています。それを解決するた
めにも千葉市が遺跡を管理する文
化庁との調整役として協力してい
きたいと考えています。遺跡に対
しての問題が解決されれば、事業
が進展するので渋滞が緩和し、道
路の利便性が上がってくるものと
見込まれます。
会頭 将来的な千葉市の経済・産
業の活性化においては、やはり臨
16

16

で反響が大きかったことはありま
せん。旅行速度も ㎞／ｈから
㎞／ｈと１・５倍に上昇し、また、
救急医療センターへの搬送時間が
短縮され、救急救命活動にも大き
く貢献し、市民からも大変喜ばれ
ています。
会頭 それだけに、６車線区間が
20

30

海地域の輸送は重要だと思います。 を発展させていくために、道路等
そうした中で、私は毎年陳情を続 のインフラ整備は必要だと考えて
けているのは第二東京湾岸道路な います。市内経済活性化を図って
んです。千葉県の輸送増強のため いくためにも、物流網の整備をぜ
には是非とも必要な道路だと思い ひ国・県と連携して進めてほしい
ますね。
ですね。
市長 我々も十分理解はしていま 市長 本当に道路インフラは大事
す。第二東京湾岸の三番瀬の環境 で、千葉市も一生懸命取り組んで
問題を理解した上で、道路ビジョ います。
ンをしっかり持っているべきです
■千葉市の目指すべき
ね。
産業集積
会頭 私も銀行員を 年以上続け
て、道路建設に関わる業務にも長 会頭 千葉市は、交通の面からみ
年携わってきましたが、道路は用 てもやはり特別な場所です。羽田
地買収が済んで予算化すれば早い 空港と成田空港の間に位置してい
タイミングでの完成が見込まれま ますし、千葉市という場所で、物
すが、その段階にまでたどり着く 流を円滑に行っていくためにどの
のが大変であると思います。私が ような道路アクセスを考えていく
銀行に入行した昭和 年代に外環 かは非常に重要です。
道の用地買収事業が始まり、用地 市長は、今後、どのような企業誘
買収の対象となった農家を回って 致をしていくべきとお考えでしょ
土地代金への預金集めの営業を行 うか。例えばアメリカではクリエ
いました。
その事業の施工が今、
行 イティブな企業が集積した地区が
われています。それぐらい道路事 ありますね。千葉市にもそのよう
業は時間がかかるので、長期的な な企業が多くあっていいと思いま
視野で取り組まなければいけない す。
市長 そうですね。企業立地につ
ですね。
しかも道路の問題は千葉市だけ いては、立地した企業の内容が特
ではなく、千葉県全体を見る必要 に重要ですね。また、成田空港は
がある。経済界では、千葉県全体 千葉の宝ですから、千葉市としま
のインフラは７～８割はできて、 しても、これを十分に活かしなが
最終局面にきていると見ています。 ら経済成長を促進していきたいと
市長には是非とも今後はこれを生 考えています。
かした経済政策を考えていただき 会頭 人の流れという意味ではＪ
たいと思っています。千葉県では、 Ｒ千葉駅の再開発がいい影響を及
市長もよく言っておられるように、 ぼしてほしいですね。これによっ
今後も事業者が円滑に市内で事業 て人の流れも、ひいては経済の流

短いのが残念ですね。日本最大の
エネルギー・素材産業の集積地で
ある京葉コンビナートの企業の多
くが国道３５７号を利用して経済
活動を行っていることからも蘇我
地区の６車線化は不可欠と思いま
す。
市長 ええ、湾岸千葉地区改良の

れも変わるはずなんですよ。
市長 これから駅前の再開発も始
まります。千葉駅周辺が一気に変
わる大きなチャンスですから大事
な時だと思いますね。
会頭 まちづくりのためには、関
係者皆が協力していく必要がある
と思います。例えば、通勤時には、
意識して中央通りを皆で使おうと
いうような運動をして、まちを愛
する意識を高める、といったこと
も一つのアイデアであると思いま
す。また、市役所の職員が率先し
てモノレールを使うようにしたり、
千葉駅西口の利用を意識して行う
なども大事な事かと思います。役
所や立地している事業所が率先し
てまちづくりやにぎわい創出に協
力する意識を作っていくことが大
事です。
市長 人の流れをもう一度見直し
ていく必要がありますね。千葉駅
周辺エリアや幕張新都心の魅力向
上に努め、「千葉経済圏」の中心と
しての吸引力や魅力向上に努めて
いきたいと思います。
今後も必要なインフラ整備につ
いては国などへの要望をすると共
に費用対効果等も考えて適切に対
応していきたいと考えています。
３年後に迫った東京２０２０オリ
ンピックパラリンピックの会場に
もなり、今後ますます千葉市への
注目度が高まっていく中で、将来
のまちづくりの視点に立ち、スピ
ード感を持って、各種施策に取り
組んでいきたいと思います。
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市役所前地下道完成後の状況

ていく上で恵まれた環境である」 て、産業集積を進めるためには交
■千葉市産業振興施策の
という評価を各企業から頂いてい 通・物流網の整備は必要不可欠で
成果や今後の取組み
ます。現在、企業の市内への進出 す。現在、市内主要道の整備・拡
会頭 千葉市は、国家戦略特区の は堅調に進んできています。
充についてはどのような施策をと
枠組みの中で、ドローンやパーソ 会頭 市内には工業団地が２箇所 っていますか。
ナルモビリティの実証実験などを ありますが、その工業団地も分譲 市長 産業活動と連動した形での
行っています。また、ＪＲ千葉駅 が進んできている状況ですね。
道路整備にもかなり力を入れて進
のリニューアルオープンなど、明 市長 はい。市内の工業団地であ めてきている状況です。
例えば、
緑
るい話題も続いていますが、少 る、土気緑の森工業団地やちばリ 区にある「千葉土気緑の森工業団
子・高齢化による人口減少が本格 サーチパークは順調に分譲が進ん 地」に隣接している千葉外房有料
化していく中で、熊谷市長は、地 できています。完売も見えてきた 道路大木戸ＩＣについて、圏央道
域経済の活性化を進めていくため 状況で、既に企業の皆様に紹介で 整備に合わせて更なる交通・物流
に、千葉市内への企業進出や成長 きる区画がかなり不足しています。 アクセス向上を目指し、フルＩＣ
の流れをどのような方策で加速さ 今後企業立地を進めていくために 化に向けた改良工事を実施してい
せていくお考えなのでしょうか。 は、企業の皆様へ紹介することが ます。供用開始は平成 年３月の
市長 千葉市としても地域経済の 出来る産業用地を確保していくこ 予定ですが、工業団地に立地して
活性化は重要なことだと考えてい とが重要なことだと考えています。 いる企業から好評をいただき、追
ます。まず中小企業支援について 例えばインターチェンジ（ＩＣ） 加投資や拡張、また新規企業の立
は、千葉市産業振興財団コーディ 周辺の市街化調整区域での規制緩 地も多く実現し、今後、さらに高
ネーターの専門性を活かしたハン 和を実施などの他に、スピード感 い経済効果を得られるものと考え
ズオン支援を実施しています。そ を持って、事業リスクを軽減しな ています。
のほか、優れた新商品などを試験 がら産業用地を確保していくため
また、長沼・六方地区の工業地
的に市が購入し評価する「千葉市 に、民間活力を活かした産業用地 域内に位置する東寺山町山王町線
トライアル発注認定事業」を開始 整備を進めていくため、千葉外房 は幹線道路であるのですが、幅員
し、平成 年度は、新商品など 有料道路高田ＩＣに近接している、 が狭いことなどから大型車の通行
件を認定、９件を準認定しまし 「明治大学誉田農場跡地」での事 が規制され、周辺企業の課題とな
た。今後も市内外に優れた「千葉 業計画認定をしたところです。来 っています。このため、大型車の
市産」の商品を紹介し、販路拡大 年度の予算に必要経費を計上して、 通行規制解除による利便性・安全
を支援していくなど、成長意欲の 具体的な整備を支援していく予定 性の向上を目指し、拡幅整備のた
高い企業を全面的にバックアップ です。
めの用地取得に着手しています。
していきます。
会頭 国道３５７号湾岸千葉地区
■産業活用には
企業立地の促進につきましても
改良は、市役所前の地下立体化と
インフラ整備が重要
積極的に進めているところで、新
東京方面は全線６車線化供用され、
規立地のみならず、市内企業の増 会頭 私は商工会議所会頭の立場 主要交差点の渋滞が緩和され、ず
設・建替えなどの投資に対しても からして、産業活動にはインフ いぶんスムーズになりましたね。
支援する制度を構築しています。 ラがすごく大事だと思っていま 市長 私も市長に就任して７年に
千葉市は「中長期的に操業を行っ す。産業用地の整備をはじめとし なりますが、その間これほど道路
11
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新入会員 のご紹介
中央区

㈲ミヤマ塗工

【代 表】 深山 清孝 ☎043-263-0112
【所在地】 中央区仁戸名町
塗装工事

若葉区

ZeroTwoAuto

【代 表】 岡部 大介 ☎043-231-0819
【所在地】 若葉区加曽利町
自動二輪車販売修理業

花見川区

㈲商榮 ステーキ共和国

【代 表】 恩田 榮大 ☎043-276-4711
【所在地】 花見川区幕張町

お料理（ステーキorハンバーグ）注文の方に、サ
ラダバー、ワッフル等食べ放題のシステム。
芸能関係多数来店のステーキダイニングです。総てのお
料理にサラダバー、ワッフルバー付。

中央区

ＣＳネットワーク㈱

【代 表】 小池 晴久
【所在地】 中央区新宿

☎043-246-0290

損害保険・生命保険販売 法人リスクコンサル
ティング 個人ライフプランニング
県下５支店で安心をお届け。連携ネットワークで法人・
個人の様々な活動をバックアップ。

中央区

日本家屋営繕

【代 表】 河合 朗 ☎080-3076-3079
【所在地】 中央区松波
住宅リフォーム業

若葉区

㈱大和高圧工業

【代 表】 鈴木 隆一 ☎043-228-5080
【所在地】 若葉区中野町
高圧洗浄 ハツリ工事

若葉区

㈱千葉クオリティー こどもプラス幕張本郷教室・稲毛教室

【代 表】 青野 光禎 ☎043-232-4289
【所在地】 若葉区桜木北
放課後等デイサービス

子どもたちが主役で楽しくすごせる教室を目指してス
タッフ一同が日々頑張っています。

中央区

市外

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

（順不同・敬称略）

㈱エム・テクノ

【代 表】 菊地 尚之 ☎0436-25-2040
【所在地】 市原市国分寺台中央
車の電装工事

若葉区

㈲サントク

【代 表】 木下 満子 ☎043-228-3304
【所在地】 若葉区多部田町
葬儀施行一式及び墓石販売と施工一式

中央区

㈱NEXT ONE

【代 表】 海保 正明 ☎043-223-7878
【所在地】 中央区本千葉町

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

癒し創造提案企業の
株式会社ハンズ
熱帯魚をはじめとし海水魚やクラゲの癒し水槽のレンタル活魚水
槽の設計・施工・維持管理を行っております。
泡の出るパネルや泡で文字が浮かぶパネルのご提案も可能です。
水滴が上って行くように見える演出やガラス面を水が流れる等イ
ンテリア性の高い高品質なデザイン施工もお任せください。

ネットショップへの輸入雑貨品の卸業

当店では長年の革製品制作の技術と経験を活かし、小
さいながらも手ごろな価格でしっかりとした作りの革小
物の仕入・製作・販売をしています。またオリジナル商
品は店内工房で作り、そのまま店頭へ。作り手が自信を
もって販売しています。

㈱全日警セキュリティサービス

【代 表】 釜下 政信 ☎043-221-0071
【所在地】 中央区富士見

警備業者で施設・交通誘導・雑踏・貴重品運搬・
身辺の各警備を担当しております。

3月25日(土)までの毎週木・金・土、モノレール連絡通路にて
ワゴン販売を実施しています。
革小物に興味のある方、是非お立ち寄りください。

お客様の生命と財産をお守りします。私たちの基本精神
は至誠・責任・進取・親愛です。

お問合せ／お申込みは、千葉商工会議所総務部総務課までご連絡ください。お待ちしております。
Tel.043－227－4101 Fax. 043－227－4107
http://www.chiba-cci.or.jp/ 検索

株式会社ハンズ
〒260-0016

千葉県千葉市稲毛区天台3-1-23

TEL 043-307-2525 FAX 043-307-2323
mail：office@hands-e.com
HP：http://www.hands-e.com

おからマフィン専門店 Maco
バターゼロ、白砂糖ゼロ
～食べるものに気を使う大人のおやつ～

いなど
ご出産祝 にも
ト
プレゼン す
で
おすすめ
妊娠中、授乳中など
大好きなスイーツタイムが制限されてしまうとき……
食べられないストレスがたまってしまいませんか？
自身の体験から身体に安心・安全で美容と健康に嬉しいスイーツ
があれば！
そんな想いから生まれたのが、『おからマフィン』です。
胃腸への負担も軽く1つでも満足感が得られます。
できるだけカロリーを抑えながら美味しさを追求しました。
おからスイーツ専門店の〈季節のおからスイーツレッスン〉を開
催しています。出張講座も承りますのでお問い合わせください。

おからマフィン専門店
【Netshop】
【E-mail】
【blog】
【工房】
【tel】

夢シティちば 2017年₃月号

革小物制作 45 年

ネットショップの運営の事ならお任せください。

新入会員を募集しております。

9

こだわりの革小物あります。

Maco 〈ネットショップ〉

http://macomuffin.net
macomuffin@gmail.com
http://ameblo.jp/macogreen
千葉市若葉区東寺山町2-2
090-6029-5735

有限会社

（革工房

ナ

カ

中川守和匠店）

〒261-0003 千葉市美浜区高浜4-12-2
TEL&FAX

ワ

稲浜ショップ内

043-278-5891

繊維のものづくりについて
意見交換しませんか。
「繁閑の差が大きい」「技術承継が難しい」「若い人が入ってこ
ない」そんなお悩みをお持ちではないですか？ 当社はそんな中
でも、お客様へ心のこもったものづくりを続けていきたい、もの
づくりを通して人と人を結びたいと考えています。
今後の繊維のものづくりについて、市内で縫製業などを営んで
いる方々と意見交換をしたいと思っています。ご興味のある方は
3月末日までに常務の渡辺までご連絡ください。（既に数人お声掛
けしており、4月頃懇親会を開催したいと思っています）

当社はツバメ日吉というネクタイ縫製工場です（正社員5名（パート除く））。アパレルのほか
官公庁等のネクタイを作製しており、ミシン縫いのほか手縫いのネクタイなども手掛けております。

株式会社ツバメ日吉
〒262-0024 千葉市花見川区浪花町4
TEL.043-274-1445 常務取締役 渡邉 孝太郎
オーダーネクタイ承ります（1本 10,000円～20,000円）
ネクタイがお好きな方、お問合せください。

夢シティちば 2017年₃月号
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１月 日㊋

１月

日㊋・ 日㊊

15

１月 日（月）には、みずほ総合研究
所㈱調査本部アジア調査部 中国室長
兼 主席研究員 伊藤信悟氏を講師に迎
え、
「中国経済の行方」
をテーマに経営セ
ミナーを開催し、 名が参加した。伊藤
講師からは、中国経済の推移やその要因、
今後の動向予測及び日本経済への影響等
について詳細な説明が行われた。参加者
からは「講師の話の引き出しの多さに大
変満足した」
「素晴らしい内容だった」
と
いった声があった。

自らの原点に立ち戻り、 見つめ直してみませんか

伴走型小規模事業者支援推進事業の一
環として、経営セミナー「原点回帰セミ
ナー」
を１月に２回にわたり開催した。
まず１月 日㈫には、㈱ビット 代
表取締役 吉田健司氏を講師に迎え、少
人数・討論形式による
「第２回
『討論で学
ぶ経営塾』
」
を開催し、７名の経営者・幹
部従業員が参加した。今回の経営塾では、
企業の環境変化への対応事例や経営計画
作成の重要性についての講義の後、自社
の経営目標・計画をテーマに参加者同士
で熱心に討論を行った。

２つの議案を審議、 承認される

長は議場に諮ったところ、すべての議案
が原案どおり承認可決された。
議案第１号
「中期行動計画
（骨子）
案について」
議案第２号
「新会員の加入承認に関する件」
また、報告事項として、①会員増強活
動について②委員会活動の基本的な進め
方について③千葉市への要望について④
今後の主なスケジュールについて説明が
あり、その他の報告事項として熊本城復
興支援金について説明が行われた。

原点回帰セミナー

当所は、 階第１ホールにて第２４８
回常議員会を開催した。
会議開催前に、日本貿易振興機構千葉
貿易センター所長櫻井麻子氏をお招きし
「県内企業の海外展開に関する事例」
につ
いてご講演いただいた後、会議に入った。
常議員会では、石井会頭から平素の活
動協力に対する謝辞と今後の国際政局・
経済見通などを交えた挨拶があった。そ
の後定款の定めにより、石井会頭が議長
席に着き、議事に入った。
今回は次の２つの議案が上程され、議

２月

合同ビジネス交流会を開催

日㊎

２月９日㊍
「情報セキュリティセミナー ～これで顧
客も安心！ブランドイメージ向上！～」

１月 日㊊
年末年始の
大型店景況について報告

【主催】船橋・習志野・八千代・
浦安・千葉商工会議所

10

経営講習会

89

第２４８回常議員会

30

79

14

千葉市大型店会新年懇親会

当所経営講習会は、「情報セキュリティ
セミナー」
を、
ＮＰＯ法人ちば経営応援隊
より浅井鉄夫氏と風間雅宏氏を講師にお
迎えして開催した。
前半では、情報セキュリティのトレン
ドやその対応についてランキング形式を
用いて紹介し、改正個人情報保護法の施
行についても周知。対応の必要性の説明
と、その準備を促した。
後半においては、マイナンバー制度の
概要や管理のポイントのほか、情報セ
キュリティの整備がブランドイメージ向
上につながった事例の紹介を行った。

17

60

30

10
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千葉市大型店会は、千葉市の鎌田経済
農政局長、千葉市商店街連合会の伊勢田
会長、千葉商工会議所の石井会頭および
河野常務理事を招待して新年懇親会を開
催した。
豊田代表幹事の主催者挨拶後、ご来賓
の方々からご祝辞を賜り、伊勢田会長の
乾杯のご発声により懇親会に移った。
懇親会では各店舗から景況について報
告いただく時間を設けており、例年と比
較した年末年始の来店者数や消費者動向
についてお話しいただいた。特にＪＲ千葉
駅新駅舎・エキナカの一部開業による影
響について注目が集まり、根本幹事の閉
会の挨拶まで活発な意見交換が行われた。

美々卯（そごう千葉店）にて各店舗から景況報告

1月17日討論の様子
第１部でのプレゼンテーションの様子

浅井鉄夫 氏
風間雅宏 氏

船橋・習志野・八千代・浦安・千葉の
県内５商工会議所は２月 日㈮、船橋商
工会議所にて合同でのビジネス商談会を
開催した。
当日は 事業所
（ 名）
が参加し、千葉
からは 事業所
（ 人）
が参加した。
２部構成となる交流会の第１部では各
参加事業者が 秒程度でプレゼンテー
ション
（事業所紹介）
を行い、続く第２部
では立食パーティー形式で行う名刺交
換・商談会で、第１部のプレゼンやその
場で関心を持った事業者と飲食を交えて
の気軽な交流を楽しみながら、商談が行
われた。
当商談会は地域を越えた事業拡大・取
引先の開拓などを目的としており、交流
会を通じて取引に発展しているリピー
ターなどもでてきており、今後も各々の
目的に向けた更なる活用が期待される。

1月30日みずほ総合㈱伊藤氏

17

30

1・2月
Time Line
タイムライン

各部会
１月 日㊋
会員増強の取り組みについて
各部会長と協 議

運輸部会
１月 日㊎
平成 年度の事業計画（案）
について審議
正副部会長・所属議員会議および懇親会

弁護士による
商工法律相談（無料）
●債権が回収できない
●手形・小切手の事故が生じた
●連帯債務保証が発生した
●契約に関するトラブルが発生した

時～ 時
時～ 時

など法律上の諸問題の相談に応じます。
ご相談を希望される場合は予めお電話に
て相談日時等をご連絡ください。
【日 時】

月 日㈮
月 日㈮

17 17

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

【相談料】 無料（秘密は厳守します）

【会 場】 千葉商工会議所
階 特別会議室
【担 当】 榎本 初雄 弁護士

14 14

●資金
 繰りを改善するための方策を検討
したい
●経営
 革新計画の申請書を作成したが内
容をチェックしてほしい
●融資
 申込みにあたり事業計画の作成に
ついて相談したい
●国や
 県の公的支援策の活用を検討したい

28

10

21 17

13

４ ３

中小企業診断士による
経営の相談窓口（無料）

当所 階、特別会議室において、石井
運輸部は、正副部会長・所属議員会議を
会頭列席のもと、部会長会議が開催され
開催し、平成 年度の事業進捗状況ならび
た。
に平成 年度の事業計画（案）について審
今回は、
「会員増強の取り組み」
につい
議した。
て、各部会長にお集まりいただき、意見
本年度３月 日㈮に開催する研修セミ
を伺った。
ナーについては、４部会（自由業、観光サ
協議の結果、会員増強に係るワーキン
ービス、金融、運輸部会）合同で開催する
グチームを設置し、各部会から１名ずつ
こととなった。
ワーキングメンバーを選出して、そのメ
平成 年度については、部会×３回、視
ンバーと事務局で、会員増強運動の取り
察研修会×１回、研修セミナー×１回、親
組みを検討していく事となった。
睦ゴルフ大会×１回開催し、日時、詳細は
また、部会長会議での結果を踏まえて、 都度決定することとした。また研修セミナ
１月 日㈪に第１回目の会員増強ワーキ
ーについては、吉田副部会長からＩＲ（Ｉ
ング会議を開催した。
ｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｒｅｓｏｒｔ＝統
冒頭に、事務局から会員入退会数の現
合型リゾート）法案が通過したことを受け、
況・会員増強の必要性等について説明の
一般知識として旅客事業や運輸業、サービ
後、入会目標数や具体的な取り組み方法
ス業など含めてＩＲについて説明を受け
について協議した。
てはどうかとの提案があり、一つの案とし
その結果、各部会に対して所属議員数
て検討することとした。
をベースにした目標数値の割り当てを行
その他報告事項として、当所から千葉市
い、部会長・議員の方々が円滑に行動で
中心市街地東口循環バスの運行について
きるように、事務局職員がバックアップ
報告し、事業を進めるにあたり、多々課題
していくスキームが承認された。
はあるもののまずは運営しながら、検討・
今後は、各部会で目標達成に向けたア
改善していく旨を説明した。
クションを開始する。
また髙橋副部会長から昨年も実施した、
千葉港Ｉバースでのイベント開催（案）に
ついてご紹介いただいた。
部会終了後、会場を移し懇親会を開催し
た。

部会長会議

29 27

29

29

小売部会

※決算
 内容等によ
ってはご希望に
そえない場合も
ございます。

①千葉
 市内で最近１年以上事業を継続してい
ること
②当商
 工会議所の経営指導を申込みの６ヶ月
以前から受けていること
（法人税）
、事業税、市・県民税等を
③所得
 税
納期限内に完納していること
④日本
 政策金融公庫の非融資対象業種（金融
業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等）で
ないこと

ご利用いただける方

商工会議所の推薦で【日本政策金融公
庫】が融資する国の制度です。

マル経融資

小規模事業者の方に有利な融資制度

小売部会（中島部会長）は、当所青年部
と共催でオープン講演会を開催した。
今回はテレビ番組
「マネーの虎」
や
「しく
じり先生」等の出演でも有名な株式会社Ｌ
ＵＦＴホールディングスの南原竜樹氏に
講師として登壇いただき、
「借金１００億
から年商１０００億へ～しくじり先生が
語る 経
“験したから分かる経営学 ～
”」を
テーマに講演いただいた。
２００名以上の参加者と掛け合いをし
ながら進行され、他者の「駄目」
、
「出来な
い」というネガティブ思考を覆す南原氏の
類まれなビジネスセンスから生まれる経
験と、実績も裏付けされた経営への考え方
に引き込まれた２時間であった。

オープン講演会

２月 日㊋
『満員御礼』
当所青年部と共催の講演会開催
14

詳細は左記によりお問い合わせください。
【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

1.16％

など、経営に関する様々な課題につい
て相談に応じます。是非お気軽にご利用
ください。
ご相談を希望される場合はあらかじめ
お電話にて相談日時をご連絡ください。

時〜 時

※日程が変更になる場合があります。

要
不
（平成28年10月19日現在）

担保・保証人
利
金

（据置１年以内）

10年以内

融資限度額

４月以降
平成26年 利用の方
ご
で
員
当所会

2,000万円以内
設備資金

日㈫
日㈫

17
時〜 時

日㈮
日㈮

17

【日 時】
日㈮
平成 年
日㈮
３月
日㈮
４日㈫
日㈫

14

実施中

運転資金 ７年以内
（据置１年以内）

【場 所】 千葉商工会議所
階
【相談員】 大矢たかし（中小企業診断士）
石井 孝昌（中小企業診断士）
【相談料】 無料（秘密は厳守します）

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。

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

４月

14

0

返済期間

13

28 21
14 7

12
夢シティちば 2017年₃月号
夢シティちば 2017年₃月号

13

31 24 17

11

利子補給
.5％

マル経融資とは

17

13

30

29

1・2月
Time Line
タイムライン

Chiba Information
＜ちばインフォメーション＞

手みやげに一番

外部からのお知らせ

実技11,900円

学科3,100円

受 付 期 間：₄月₃日（月）～₄月14日（金）
試験実施日程：₆月₅日（月）～₉月10日（日）の間の指定する日
合格発表日：₃級職種（金属熱処理を除く）₈月25日（金）

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、お客様の夢の実現に向け、サポートいたします。

27 22

●お客様に合わせた経営支援でサポートします！

「求職情報」を公開しています

●これから事業を始められる方を応援します！

29 26

29

訓練修了月のおおむね２～４ヵ月前に、
訓練受講者の求職情報を集約した『人材
幕張』を発行し、高度ポリテクセンター
のホームページに公開しています。

からの資金調達力が高まります。

11 11

〈ホームページ〉
高度ポリテクセンター で検索
「お仕事をお探しのみなさまへ」
→
「受講生の求職情報」
をクリック

信用保証協会がお客様の保証人となることで、金融機関

〈郵送をご希望の方／お問合わせ先〉
高度ポリテクセンター 指導課
就職支援室 ☎０４３ ２-９６ ２-６００

●金融機関からの資金調達をサポートします！

12

高度ポリテクセンター

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

30 29



₁級・₂級・単一等級・₃級（金属熱処理）₉月29日（金）

30 29

採用ご担当者様へ

＜高校生等＞

実践的な技術を身につけた人材がここにいます！

学科3,100円

この他にも、平成 年度中に
左記のコースが開講予定です。

実技17,900円

●パワーマネジメント・システム科
Ｈ 年３／６～ ／ （９ヶ月間）
Ｈ 年３／５～ ／ （９ヶ月間）
●ものづくりアシスト・エンジニア科
Ｈ 年７／３～ ／ （６ヶ月間）
Ｈ 年１／９～６／ （６ヶ月間）

般＞

30

高度ポリテクセンターでは、求職中の方を対象に、機械と電気・電子分野の
技術や知識を身につける職業訓練を実施しています。求人のご予定がありまし
たら、ぜひ高度ポリテクセンターの訓練受講者・修了者をご検討ください。

受検手数料：＜一

12

高度ポリテクセンターの
訓練コース

受 験 資 格：原則として各職種とも所定の実務経験が必要

ものづくりアシスト エ･ンジニア科
【訓練期間】
Ｈ 年１／ ～６／ （６ヶ月間）

種：機械加工、電気機器組立て、園芸装飾、建具製作等、52職種83作業

製品の企画、設計、加工など「も
のづくり」の一連の流れ、各工程に
おける技術要素の理解、着眼点のポ
イント等の幅広い知識を習得するコ
ースです。

職

・製品開発の流れ
・３Ｄ ＣＡＤと試作
・図面と製品のつくり方の基本
・機械オペレータの基本
・生産管理事務の基本
・総合開発課題

級：₁級、₂級、₃級（一部職種）及び単一等級

■今年１月にスタートした
女性向けの新設コースです。

等

■託児サービスも実施しています。

平成29年度前期技能検定

29

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。

まずは、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください！
本

店

℡043-221-8110

松戸支店

℡047-365-6007

希望する勤務地、職種、雇用形態・主な経歴・アピールポイント
主な資格、免許・希望月収・年齢 等の情報を掲載しています。

ホームページ http://www.chiba-cgc.or.jp/
創業サポートチームによる創業相談窓口･中小企業診断士
による夜間相談窓口は、当協会ＨＰからご予約いただけます。

15

夢シティちば 2017年₃月号

夢シティちば 2017年₃月号

14

汗 の 輝き
創業して10年未満の若い企業をご紹介

月で、今、 期目です。私は大学卒業後、

会社の設立は２００７（平成 ）年４

株式会社 Ｌ＆Ｆ

から 代、 代、 代、 代の自分の将来

大手証券会社に勤めていましたが、当時

11

から一部上場までに成長したので、自分
の会社ではベンチャー企業のコンサルタ
ント業務をメインに据えました。

■法律制定のタイミングで
ビジネス開始のために入念な準備

マンを辞めて独立しようと思っていたん

像を描いていました。いずれ、サラリー
例えば国や自治体は手を差し伸べてはく

棟のアパートにいくつか空き室が出ても、

多く、業界の問題が見えてきました。１

前職の経験からも不動産関連の仕事が

です。当時は外食ビジネスを手掛けたい
れません。あくまでもアパート経営は事
都市に住む人が増え、故郷の実家が空き
家になるなど、社会構造や人口動態の

たり、庭草が伸びてご近所トラブルのも

進みます。またポストに郵便物が溜まっ

ました。日本管理センターがベンチャー

る気持ちになったんです。そこで創業し

分が思い描いた将来像から遠回りしてい

だいて役員を務めました。ところが、自

日本管理センターからお声を掛けていた

アパート・マンションの借り上げ会社の

き家の売買・賃貸仲介などにつながる可

ようになります。そこから発展して、空

よってお客様の信用を得て事業ができる

ンスになると考えたのです。

おいては、ある意味大きなビジネスチャ

考えた時、先行き不透明な不動産業界に

も本腰を入れざるを得なくなるだろうと

化する空き家への対応は国や地方自治体

今後ますます深刻化してくる。社会問題

報告作業はサポーターが行い、当社は集

ミングがきたら全力で集中しようと準備

ングを間違ったら失敗する。いずれタイ

けれども、こういうビジネスはタイミ

地場の不動産会社を選び、３つの管理プ

空き家サポートのポータルサイトを見て、

よる空き家・留守宅のオーナーには日本

また、
相続や海外転勤、
長期療養などに

金やシステムの開発や維持を担当します。

だけは整えていました。２０１５（平成

ランの中からニーズに合致するものを選

予測し、約１年半前から本格的な準備に

制定時期をいろいろと情報収集しながら

律が制定されています。実はこの法律の

レットを使って家の中の様子や管理作業

中のどこからでもスマートフォンやタブ

最先端のクラウド型管理サービス。世界

を郵送するのですが、当社のサービスは

行されたのですが、その前年の 月に法

取りかかっていました。法律が施行され

の様子が動画で確認できます。
いますからね。空き家サポート事業は
２０１５（平成 ）年７月に開始しまし
た。

■クラウドを使用したシステムで
家の中が動画で確認できる
日本空き家サポートというシステムは
すべて我々が独自に開発したサービスで
地場の不動産会社で、空き家管理業を

す。

全国に１戸建ての空き家は現在約３００
万戸あると言われています。国交省など
の発表によるとそのうち活用できる空き
家は 万戸。けれどもほかにも住宅にも

たらいいのか、ノウハウが分からないと

ういうものか、どういう契約や営業をし

後もこの千葉市を拠点に、空き家管理を

い千葉市にオフィスを構えています。今

いるためＬＣＣが多く飛ぶ成田空港が近

当社は全国にサポーターやお客さまが

したり、排水口に異臭がするなど劣化が

にカビが発生したり、水道管に錆が付着

人が住まなくなった家は、風が通らず

つ「日本空き家サポート」という看板に

開発したツールやノウハウを提供し、か

んでいきたいと考えています。

軸としたビジネスで地域活性化に取り組

その中で自分として何ができるかを考え

サポーターとして加盟されると、我々が

きたい。

にそれに付随するビジネスを展開してい

あると思います。当社も空き家管理を幹

命を与えられるようなやり方はたくさん

48
たのが「日本空き家サポート」なんです。 いうところが多いんです。そこで空き家

始めようとしても、空き家の管理とはど

■空き家サービスを軸とした
様々な事業を展開したい

てから準備したのでは立ち遅れてしま

んでいただきます。通常は管理レポート

）年５月に空き家対策特措法が全面施

き家管理を行う。

そうした不測の事態を避けるために、空

り、放火されたりという不安もあります。 能性もあるでしょう。実際の管理作業や

とになったり、ゴミの不法投棄をされた

不安定な状態となり、躊躇していた時に、 大きな変化に伴って生じる空き家問題は、

しかし、ＢＳＥ問題などで外食産業が

こともあります。

と考えていて、ワタミグループの渡邉美

40

業ですから。一方で、人口減少が進む中、

30

樹社長（当時）に直接飛び込みで伺った

60

人口減少・超高齢化時代に
ますます深刻化する空き家問題を解決したい
会社DATA

■サラリーマン時代から
創業を志していた

代表取締役社長／森 久純
住 所／千葉市中央区問屋町1-35
千葉ポートサイドタワー13階
電 話／043-215-7171

19

11

27

16
夢シティちば 2017年₃月号
夢シティちば 2017年₃月号

17

災害等緊急時無料点検
（震度5以上の地震発生時など、緊急に無料点検を行う）

50

27

通水
（すべての蛇口を開放／通水、錆付着や臭気発生の予防を行う）

全国的に空き家は大きな問題となっています。全国ネットワーク「日本空き家
サポート」を構築して、空き家の管理事業を展開する株式会社Ｌ＆Ｆの森久純代
表取締役社長に伺いました。

簡易清掃
（エントランスの周囲等の簡易な掃き掃除・雑草取りを行う )「屋外 」

所得税の還付申告について

〈雑損控除〉
平成 年は千葉県内でも秋口の台風で、
建物や構築物に被害を受けた事業者の方
もいらっしゃると思います。事業以外の、
日常生活に必要な住宅や家財に、地震・
台風・家事・シロアリ・盗難・横領など
で被害を受けた場合、雑損控除の申告を
することができます。
別荘や高額な貴金属、書画骨董などは、
対象になりませんが、他に財産を譲渡し
て譲渡所得の申告をする場合には、その
雑損を差し引いて計算することは可能で
す。納税者本人の損失だけでなく、扶養
28

〈還付を受けられるケース〉

確定申告することにより、還付を受け
られるケースは、住宅借入金等特別控除
）の初年度、
（いわゆる 住｢宅ローン控除」
医療費控除、雑損控除、上場企業株式等
に係る配当所得と上場株式等に係る譲渡
損失との損益通算をする人、年末調整の
際に配偶者特別控除や生命保険料控除な
どのもれがあった人等のケースです。
前年
（平成 年分）
以前の還付申告は、
本年分
（平成 年分）
の確定申告と一緒に
はできませんが、５年前までさかのぼる
ことが可能ですので、昨年分医療費の領
収書があったことに気づいたり、申告し
ていなかった方は、改めて還付申告をさ
れてみてください。

ますので、同居していた親又は子の医療
費を支払っていた場合には、控除の対象
となります。
医療機関で、領収書を発行してくれな
い場合もあります。その場合には、支出
の事実を記載した書類を作成すれば、控
除可能です。
通院にタクシーを使った場合や公共交
通機関を利用した場合の交通費も控除の
対象となりますので、乗車経路等をメモ
するようにしておいてください。

石橋 秀樹

石橋公認会計士事務所事務所
公認会計士・税理士

保険料控除申告書を紛失し、再発行が
翌年となった場合等、年末調整で控除さ
れていないものがあるときは、確定申告
により控除を受けることができます。
このように、還付申告は、見落としが
ちな点や煩わしさはありますが、確実に
申告すれば、還付される場合は、労を惜
しますに、取り組んでみてください。

〈年末調整で控除漏れ〉

上場株式等に係る配当所得のある人が、
申告分離課税を選択して上場株式等に係
る譲渡損失と損益通算する場合には、確
定申告により、配当所得から源泉徴収さ
れていた所得税の還付を受けることがで
きます。今年は、損失なので申告不要と
言っている方の話を聞きますが、注意し
てください。

〈上場株式等損失の損益通算 >

親族が所有する財産の損失も対象となり
ます。年間所得が１０００万円以下であ
れば、
「災害減免法」
を選択した方が有利
なケースもありますので、注意してくだ
さい。

平成 年分の所得税確定申告を済まされた会員の方が多いことかと思います。
今回は、還付申告が可能で、見落としがちな点について解説します。
確定申告を済まされた方も、お気づきになられましたら、見直してみて下さい。
28

医療費控除は納税者本人分のみだけ
でなく、 生｢計を一にする親族のために
支払った 医
｣ 療費が対象となりますので、
世帯の中で所得の多い方が受ける方が有
利となります。医療費を支払ったときに
生計を一にしていれば控除の対象となり

〈医療費控除〉

28 27
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Advice to management

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

貿易投資相談 Ｑ＆Ａ

米国企業との守秘義務契約（ＮＤＡ）の締結について
駐車スペース関連事業を行っています。この度米国よりプレハブ方式の簡易駐車建屋の輸入に
（ＮＤＡ）を提示されました。 詳細に亘り
際して先方より “Nondisclosure Agreement„
規定されているようですが、どのように対処すればよいか今後の進め方につき教えてください。

売上を高めるストーリーづくり
非常に業績の良い企業の社長から、ビジネスの話を聞くことがよくありますが、
共通するのは
「ストーリーがある」
ということです。
ですが、ビジネスのストーリーとはなんでしょうか？
皆さんの会社は
「ストーリー」
を具体的に、かつ明確に語ることができますか？

中

■そもそも「ストーリー」とは
最初にストーリーを成立させる土台を
紹介します。
お客様は、当社に〇〇〇という期待をも
ち、
当社はその期待に応えるべく、
〇〇〇
を提供している。
具体的には、製品やサービスは・・・・
施設・設備は・・・・・・・・・・・・
人は・・・・・・・・・・・・である。
端的に言うと、
「顧客の価値を与える」
の一言に尽きます。が、売上が好調な社
長からお話を伺うと、まるで一つの物語
のように、自社のお客様の状況が紡ぎだ
されます。この事象を筆者は「ストーリ
ー」と呼んでいます。
何を売るのか、だけで売上が成り立っ
ていた時代はすでに過ぎ去りました。物
やサービスがあふれている中で、自社が
生き残るためには、お客様にどんな価値
を与えているのかを具体的に語れるかど
うかで決まります。

お客様は、当社に周りに気兼ねなく世間
話や愚痴を言いたいというという期待を
もち、当社はその期待に応えるべく、気
兼ねなくおしゃべりができる空間づくり

を行っている。
■顧客に価値を与えるためには
具体的には、サービスは、盛り上がりな
がらも、施術は一定のレベルを保ってお
身近な例で恐縮ですが、私の通ってい
り、設備は長い時間座っていても疲れな
る美容院は、とても予約が取りにくいの
いこだわりの椅子を用いて、スタッフに
です（都心にある超人気店というわけで
対しては、自己開示と聴くスキル、提供
もなく、ごくごく普通の美容院です）
。
する情報の引き出しを増やすための教育
人気の理由はリピーターが数か月先ま
を行っている。
で予約を取り、空いている時間がどんど
ん埋まるため。
なお、
美容院で提供される
サービス内容ですが、炭酸水によるヘッ
■ターゲットを決めると
ドスパなどを取り入れてはいますが、他
費用も削減できる
社と比べて、それほど変わり映えしませ
ん。
顧客への価値提供を追及すると、当然、
大きく違うのは、スタッフの接客です。 「上得意先にはあてはまらないお客様も
新規来店の顧客には、臆することなく自
いるんだよなあ」「ここまで顧客を絞り込
分からあれこれと話題を持ちかけて、顧
むと、客数が減るのでは？」という懸念
客との距離感を縮めます。リピーターの
が出てきます。
顧客とは、日常のたわいのない話で盛り
しかし絞り込みによって、他社との差
上がっています。
別化要因が明確になり、顧客が当社を選
つまり、顧客は髪の毛をセットするこ
ぶ理由が出てきます。また、徹底した絞
とが目的ですが。そのほかの理由がある
り込みで運営が単純化され、運営効率化
のです。前述のストーリーにすると
につながる というメリットが出てきま
す。効率化の結果、時間の短縮、費用削
減を果たすことができるのは周知のとお
りです。
ぜひ、みなさんもビジネスをストーリ
ーとして語ってみませんか？

中小企業診断士

６．当該契約の解釈の基準となる準拠法
についても注意が必要です。米国側
が作成して提示されたものは、米国
内の先方企業が指定の州となること
が多いです。係争となった場合は当

英文で書かれた契約書
３．契約の解除については先方が任意に
該準拠法に詳しい国際弁護士の起用
を提示された場合、内容
破棄できないような内容にすること
が必要になってきます。
の把握に時間を要します
と、解除条件を明確にしておくこと
が、問題点を理解しない
が必要です。
上記のとおり、先方が作成した契約文
で即締結することは避け、
書は一方的なことが多いため、今後の契
米国法に詳しい専門の弁護士に相談して
４．契約違反等に伴う損害賠償について
約交渉に向けて、一般的なＮＤＡ契約書
進めることが重要です。専門家に相談す
は、一方的に貴社が蒙らないように
の雛形を参考にするとよいでしょう。た
る前段階での留意点につき記載致します。
損害範囲を明確にして双方に応分の
とえば国際事業開発株式会社作成の「Ｄ
責任があるように規定することが重
ＲＡＦＴＭＡＮ」には、約４００書式の
１．秘密情報の範囲を特定しておくこと。
要です。
契約書の雛形がおさめられており、ＮＤ
先方は公知、既知の情報も含めて網
Ａ契約についても日英対訳が掲載されて
羅的に記載することがあります。既
５．貴社内における情報管理体制の整備
います。
「ＤＲＡＦＴＭＡＮ」
はジェトロ
に自社で保有の情報等がないか等の
をしておくことも重要です。秘密情
千葉貿易情報センターで閲覧できますの
検証も含めて、夫々の項目につきリ
報として特定されたものについては、 で、どうぞご利用ください。
ストアップして分類し、削除すべき
貴社内の当該案件に係る関係者のみ
また、 “Nondisclosure Agreement„
とウェブ検索をすれば、英文の文章例が
ものがあれば先方に申し入れること
がアクセス出来るように制限する必
出てきますので翻訳サイト等で概要を把
が重要です。
要があります。
握することもできます。但し、正確を期
すためには翻訳会社や国際分野の弁護士
事務所で所定の翻訳をして日本語で理解
しておくことが重要です。

千葉貿易情報センター

稲垣 桃子

２．ＮＤＡ契約の有効期間の確認を忘れ
ないようにしてください。不測の情
報漏洩等のリスク回避のために拘束
期間を短くすることが重要です。

ナビ
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Q
Ａ
企業診断
小

街頭防犯カメラ

の田中聖宣君、千葉ＹＥＧの執行部を
中心に 名を超えるメンバーが参加し
ました。
日本ＹＥＧ岡村会長のあいさつに始
まり、日本ＹＥＧと千葉ＹＥＧそして
出向者から３者お互いに謝辞を述べ合
い、日本ＹＥＧについて普段お伺いで
きないようなことを意見交換会という
形でたくさんの貴重なご意見をお伺い
する事が出来ました。閉会後はおばん
ざい倶楽部Ｄａｓｈｉにて懇親会が行
われ、ここでも膝を突き合わせて沢山
の方達から貴重なお話をお伺いする事
が出来、とても有意義な時間となりま
した。この経験を糧に、さらなる千葉
ＹＥＧと地域の発展に尽力していきた
いと思います。
美沙

〈新入会員紹介〉

親睦交流委員会委員長 田中あすか

平成 年度新年懇親会が１月 日 の青年部活動を促すことが出来たかと
（水）に、
千葉市中央区栄町にある「ふ 思います。
ぐ料理」生乃弥様で執り行われました。 ご協力頂きました皆様ありがとうご
ざいました。また、これからもご指導
参加者は、来賓 名、ＯＢ・ＯＧ
ご鞭撻の程宜しくお願いします。
名、現役会員 名と、大変寒い中にも
かかわらず沢山の方々にお越し頂きま
した。
会では、まず、離れの能楽堂で生田
流双調会栄町こどもおこと教室指導者
の五月女文紀様にお琴の演奏をして頂
き、千葉市内にも能楽堂があることを

ＰＲさせて頂きました。その後、生乃
弥様のお座敷で宴会を行いました。紅
白幕を飾って、飾り雛もお持ち頂き、
例年のホテルで行う新年懇親会とは
違った雰囲気の中、正月らしい空間
で新年のご挨拶をすることができまし
た。お座敷席も近年減ってきています
が、少しでも日本の文化に触れながら

『ＹＥＧアワード』
とは一昨年から始
まり、今年で３回目を迎えた事業で、
千葉県商工会議所青年部連合会に所属
する 単会が、それぞれの単会内、単
会外へのＰＲ及び取り組んだ事業、活

大海

☎043－222－5288

22

対外拡大委員会副委員長 髙野

美容室経営、コンサルタント、飲食店経営

42

動、地域貢献などをＰＲする動画を作
成、
発表し、
どこの単会の発表が良かっ
たかを投票で決定するという事業です。
他単会がどのような活動をしているの
かを知る事が出来るので、とても面白
く、今後のＹＥＧ活動に役立てるため
の勉強にもなります。
ＹＥＧアワード後には、隣のサッポ
ロビール園にて懇親会と表彰式を行い、
他単会の方々との交流も大いに盛り上
がりました。今年は松戸ＹＥＧが最優
秀賞を獲得しましたが、今後千葉ＹＥ
Ｇとしても最優秀賞を獲得出来るよう
に、さらに魅力ある事業活動を行って
いきたいと思います。

金属プレス加工及び金型製作

総務広報委員会委員長 秋元

ＹＥＧアワード開催
１月 日（火）に船橋市にて、千葉
県商工会議所青年部連合会の『平成
年度第５回役員会』
、
『第３回ＹＥＧア
ワード』が開催されました。

今回役員会、ＹＥＧアワードを南極
観測船ＳＨＩＲＡＳＥの船内にて行い、
その後船内ツアーとして観測船ならで
はの数々の計器や施設などを案内して
いただきました。普段なかなか入る機
会がない場所なので、想像していたよ
りも船内は迷路のように広く、理髪室
や歯科治療室、さらには手術室まであ
り驚きました。

株式会社 アフロディーテ

☎043－258－2310

蒔田

五月女文紀様の演奏

28

17

小川会長挨拶

有限会社 新栄工業

2月新入会員承認式
（まきた のりひろ）

新一

18

18

ＳＨＩＲＡＳＥ船内

28
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宣弘

（なかむら しんいち）

中村

28

日本ＹＥＧ×千葉ＹＥＧ
感謝の言葉を述べる会
平成 年１月 日
（土）
に千葉商工会
議所 階特別会議室にて「日本ＹＥＧ
千葉ＹＥＧ感謝の言葉を述べる会」が
開催されました。これは平成 年度日
本ＹＥＧに出向されている方が所属し
ている約１３０の単会を対象とした、
日本ＹＥＧ岡村寅嗣会長と日本ネット
ワーク委員会による訪問 交･流会であ
り、更なる連携を深める意見交換を目
的として日本ＹＥＧから 名近くの
方々が千葉商工会議所に来訪されまし
た。
千葉ＹＥＧからは日本ＹＥＧに出向
している日本ＹＥＧ東地区担当副会長
の川上俊紀君、日本ＹＥＧ広報委員会
14

15

24

開催‼
新年懇親会
1月定例会
29

13

青年部
編 集： 千葉商工会議所
総務広報委員会

青年部通信
千葉商工会議所

URL http://www.chiba-yeg.jp
Eメール yeg@chiba-yeg.jp

日本YEG岡村会長

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

中心市街地ＮＥＷＳ
●４月以降もバスが走る

議会」
を立ち上げ、
①中心市街地
商店街の回遊性・活性化の向上、
②千葉神社、美術館等の集客・
観光施設のアクセス強化と回遊
性の向上、③地区内居住者の利

なお、２月 日に運輸支局へ
運行の認可申請を行い、あとは
認可を待つのみです。かつて千
葉市中心市街地を循環していた

考に多くの方に乗車いただける
よう話し合いを重ねました。

要があるかもしれない」
、
「あの
信号は待ち時間が長いので運行
時間が読めない恐れがある」等、
地元の方々ならではの意見を参

パルコ千葉店から赤と青の車両を
譲り受けました。

４月以降の循環バス運行に向
けて１月 日に「千葉市中心市
街地東口エリア循環バス運行協

⁇

便性の向上を目的に運行ルート
等の検討を始めました。
「ここは人通りが多いから需

10

（１日 便、約 分／１周）
まちの方々の協力で、３月末まで
は無料で運行します

さが広がりました。
記念写真の後、ご来賓や会員の皆
様から十八番の歌や踊りが次々に披

「チーバス」同様、
地元の方々に
愛されるバスを運行できるよう
に準備してまいります。
バスの色や形、愛称、一日乗
り放題チケット等の取組み等に
ついても、今後お知らせして参
りますので、皆様の乗車をお待
ちしております。
※４月以降は運賃有料を予定。

新年懇親会に初参加
昨年女性会に入会させて頂き、初
めての新年懇談会でした。
熊谷市長をはじめ多くのご来賓に
ご臨席頂き、ご挨拶では石井会頭の
トランプ大統領とのお話がとても印
象的でした。
ご来賓や先輩会員方の素敵な歌や
踊りも圧巻で、おもてなし雛が飾ら
れ、とても楽しいひと時を過ごさせ
て頂きました。
新会員 長谷部 佳子

～第 回千葉城さくら祭り～
毎年恒例の千葉城さくら祭りを開
催します。千葉開府の地にあたる亥
鼻公園を会場に、千葉市の歴史を伝
える郷土博物館や春の風物詩『桜』
を是非お楽しみください。

16

【開催】 ３月 日㈯～４月２日㈰
時～ 時
※桜の
 開花状況により期間
の変更あり
※荒天
 の場合、郷土博物館
での催しを除くイベン
トは中止
【場所】 千葉市亥鼻公園
【主催】 千葉城さくら祭り
実行委員会
０４３ ２–２２ ０–３００
25

↑平成 年３月の様子
千葉城と桜、千葉常胤像が入る
おすすめ写真スポットです。

21

〈問合せ先〉千葉市中心市街地まちづくり協議会（事務局）

にご参加を頂き、終始、和やかな雰

ふれた雰囲気の中、今年も更なる連

露され大いに盛り上がり、笑顔にあ

会場の演台には、会員手作りの

携を図り、地域経済の活性化への取

囲気の中、親睦を深めました。
「おもてなしつるし雛」が飾られ、
ご

12

千葉市中央区中央２︱５︱１ 千葉商工会議所産業振興課内
電 話 ０４３︱２２７︱４１０３ ＦＡＸ ０４３︱２２７︱４１０７

● ３月末までは中心市街地への
アクセス方法確保
平成 年 月 日に千葉市中心
市街地の賑わいの核を担っていたパ
ルコ千葉店が閉店したことに伴い、
パルコバスも運行を終えました。こ
のパルコバスはパルコ千葉店の企業
バスであったものの、市民の認知度
が高く、ＪＲ千葉駅から中心市街地
への移動手段の一つとして多くの
方々が活用している姿も見受けられ、
周辺の事業者等からもバスの継続運
行について要望が挙がっておりました。
このことから、
まちづくり協議会、
商工会議所、地元商店街、地元自治
会等が一体となって中心市街地を
循環するバスについて検討してい
循環バスの運行を検討する間、
多

るところです。
くの方々の協力により、
ＪＲ千葉駅
から中央公園
（三井ガーデンホテル

して新会員の方々も多く 名の会員

今年の新年会は、ご来賓 名、そ

の副会頭全員のご臨席いただき大いに盛り上げていただきました。

会長等にご臨席いただきました。又、当会議所からは石井会頭ほか四人

ご来賓として熊谷市長はじめ、まちづくり協議会会長や地域の商店街の

当女性会の新年懇親会が１月 日㈭市内ホテルで盛大に行われました。

!!

組を誓い合いました。

石井会頭の歌と中村理事の踊り

日㈪

会場はほぼ満席！凄い

新会員 高梨 洋子

初デビューでした。

って称えてくださり、多くを学んだ

ス（聴衆）が最高だったから」と言

ると内田氏は「今日はオーディエン

り、講演後、私は心から感謝を伝え

とは歴史と常識である。
」
と締めくく

正しく現状を認識することなど経済

済」の話も理解しやすく、「現場主義、

「世界経済の動向と今後の日本経

笑みが人を引き付けていました。

熱気で、講師の内田裕子氏の優しい

え～っ

し早めに到着しました。

初参加の私は少し緊張しながら少

１月

県商女連
新春講演会に参加して

28

千葉前）
へ旧パルコバスと同ルート
を運行する無料シャトルバスを運
行することも出来、 年３月末まで
は中心市街地へのアクセス方法を
確保しております。

華やかに！ 賑やかに！
つるし雛も初デビュー

15

―新年懇親会開催―

47

挨拶や余興等に、より一層、華やか

熊谷市長と石井会頭を囲んで

30

29

16

11
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16

26

石井会頭
熊谷市長

?!

14

31

女性会
編集：千葉商工会議所

28

まちづくり事業情報

回遊性向上・賑わいづくりに向けて
バスが走る

千葉商工会議所 きぼーるで
「モノづくりイベント」を開催！
千葉商工会議所はきぼーるアトリウム
で２月９日（木）
・ 日（金）の２日間に
を開催した。本イベントでは①市内モノ
づくり事業者のパネル展示による紹介と
②アート作家によるハンドメイド作品の
販売を行った。会場となったきぼーるは
児童向け施設、子育て支援施設、ビジネ
ス支援施設などが併設されている市民が
広く交流、集まる場で、本イベントがＮ
ＨＫニュースなど多数メディアに取り上
げられたこともあり、凍えるような天候
のもと両日での来場者数が１，０００名
超となる大盛況であった。

身近に潜む魅力あるモノづくり事業
者の製品・技術をわかりやすく紹介！
パネル展示では、市内でモノづくりに
従事する小規模事業者を対象とし、優れ
た製品・技術をパネル形式でわかりやす
く紹介を行った。当所は昨年２月に東京
駅構内の動輪広場で、また同 月には幕
張メッセで開催されたＣＥＡＴＥＣ Ｊ
ＰＡＮ ２０１６にもパネル展示を行っ
ており、今回はその際のパネルの一部に
新たなものを加えた形で 事業者の紹介
を行った（パネル展示事業者は以下参
照）
。今回のパネル展示会は展示企業の
販路開拓に加えて、市内に多数存在する
優れたモノづくり事業者を広く知っても

2月９日㊍・10 日㊎
Ｑｉｂａｌ
ｌ
（きぼーる）
１Ｆアトリウム

作家など 事業者（出展事業者は以下参

ルチャー教室で講師を務める人気アート

サンケイリビング新聞社の協力の元、カ

アート作家によるハンドメイドでは、

アート作家が作るかわいくて上質な
ハンドメイド作品を販売！

業者の技術に興味深く見入っていた。

品・サービスを裏で支えている小規模事

組みや、普段自分たちが利用している製

んど接する機会のない地元の企業の取り

近にいながらも普段の生活の中ではほと

らうことを目的としており、来場者は身

ちばモノづくりフェア2017
展示・販売会

渡り、
「ちばモノづくりフェア２０１７」

10

照）が集結し、かわいくて上質なオリジ
ナルハンドメイド作品を販売した。日頃
馴染みの深い生活雑貨やアクセサリー小
物などの分野で、アート作家が作る華や
かでデザイン性あふれるこだわりの作品
群が主婦層を中心とする来場者たちに好
評であった。

イベントは好評のもとに終了
パネル展示とアート作家を集めたこの
ようなイベントは当所初の試みであった
が、パネル展示ではバイヤーや支援機関
に加えて市民来場者からも問い合わせが
寄せられ、またイベント終了後に実施し
たアート作家向けのアンケートでは約８
割が「出展に（大変）満足した」
、
約９割
が「次回も参加したい」と回答するなど
満足度は高く、イベントは全体的に好評
であった。

26
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Sweet macaron
T-bone Leather
Drip-Drop
neige
フリット
ふわりん
peco peco
木工房きりんじ
manu candle
ロザフィ &パピエル
和小物
wonderful｛corp｝
life!
イマージュ
革工房
紅工房
グルーデコLUZ
アクアリウス
Angel cake
KUMI
コスモス
コナ工房
city farmers
Stonej.e & Waco*kaco
Soeurs Jewelry
花ようび
Fair Bianca
㈱セミナル
㈱ツバメ日吉
テクノサイエンス㈱
㈱光製作所
㈱ヒサヤ軽金
㈱モノベエンジニアリング
㈱アサヒ理化製作所
アローズエンジニアリング㈱
㈱イデア工房
上田ファニチャープラン㈱
㈲エムエスイー
㈱京葉光器
㈱京葉シャツ
三秀工業㈱
三立機械工業㈱
㈱関鉄工所

10

ハンドメイド作品出展（26店）
パネル展示企業（16社）
千葉の技術
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26
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年続いた歴史に幕を閉じる

デパートといえば三越

華やかで憧れのデパート

10

私は昭和 年まで木更津に住んでいま
した。中学・高校の頃は、
ディーゼルカー
に乗り、本千葉駅で降りて友人と映画を
観たり、百貨店などに入り、何かを買う
わけでもなく「都会の雰囲気」を楽しん
でいました。 時間程度で行くことが出
来た千葉は、県都として中心市街地も大
変賑わっていたと記憶しています。
私が子供の頃は、正月になると母親が
日本橋の三越本店に連れて行ってくれた
ということもあり、デパートといえば三
越という想いで育ってきました。そうし
た中で、昭和 年に千葉に三越がやって
きて、非常に嬉しかったのを覚えていま
す。
何しろ三越は、盆暮れや訪問の贈答品
を買う店として信頼感もブランド力もあ
りましたから。快速電車に乗れば直通で
三越本店まで行けるようにはなりました
が、千葉にできたことで、わざわざ日本
橋まで行かずに大事な買い物ができ、と
ても便利に感じました。
今回、三越千葉店が閉店してしまうこ
とで、不便になるのはもちろん、非常に
寂しいとも感じています。

ありがとう三越千葉店

奈良屋～ニューナラヤ～
三越千葉店への軌跡

新たな千葉のまちづくりへ

平成 年３月 日
（月・祝）
をもって、三越千葉店が閉店を迎えます。昨年
月 日の千葉パルコに続き、千葉市中心市街地は、新たな街のにぎわいの
創出に向けて大きな転換期を迎えることになります。
29

30

昨年 月には 年ぶりに千葉駅新駅舎
三越千葉店の始まりは、１７４３（寛
が開業し、またそれを捉えた駅周辺の再
保３）年創業の奈良屋呉服店で、当時は
整備の動きが活発化するなど、今後の半
その名の通り呉服を取り扱っていました。 世紀を見据えた街づくり・地域づくりが
明治期になると、呉服のほかに、お茶や
始まっています。まさに、大きな転換期
食器、玩具なども扱うようになり、徐々
にあり、新たな千葉の時代が動き出して
に百貨店としての姿を形成していきまし
いるといえます。
た。
こうした状況の中で、三越千葉店の跡
１９３０（昭和５）年には、百貨店化
地利用についても大きく注目されていま
して「奈良屋」としてスタートし、当時
す。三越千葉店は、
これまで長い間、
県都
の場所は、現在のセントラルタワー（か
千葉市の中心市街地の「顔」として、そ
つてのセントラルプラザ）が建っている
の役割を担ってきました。
「三越ブラン
場所にあたります。１９６３（昭和 ） ド」による集客はもちろんのことですが、
年にＪＲ千葉駅が現在の場所に移転する
この千葉の街に人を集めるための様々な
まで、その周辺は千葉市の中心市街地と
イベントを行い、行政や近隣の商店街と
して大いに賑わっていたそうです。
も積極的に協働しながら事業を行ってき
その後、１９７２（昭和 ）年に三
ました。残念ながら今回その役目を終え
越と提携したのちニューナラヤが開業、
ますが、跡地の利用においても、三越千
１９８４（昭和 ）年の 月にはニュー
葉店がそうしてきたように、
地域の「顔」
ナラヤを三越千葉店に名称を変更し、現
としての役割を期待しています。千葉商
在に至ります。
工会議所としても、地域経済の振興に責
任を持ち、千葉市をはじめ、関係団体と
連携しながら、千葉市のまちづくりを推
進していきたいと考えています。
47
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38

㈱高長谷商店
高長谷 トミ子氏

48

1

59

ニューナラヤ時代より続く千葉県フラワーフェスティバル
三越の「顔」
ともいえるライオン像

33
11

元々は、あの場所にはニューナラヤが
あって、そのニューナラヤが三越になっ
たと記憶しています。
私のいとこが三越本店に勤めていて、
私達は「三越ボーイ」と呼んでいました。
それくらい三越デパートに対する憧れが
ありました。その三越が千葉にできると
いうことで、いよいよ千葉も都会になって
きたのだなと感じましたし、東京のもの
が入ってくるという期待感もありました。
また、高校の先輩の多くが三越本店に
勤めに行っていましたね。デパートは華
やかでみんなの憧れの職場だったし、当
時は、女性の働く場所も少なかったから、
結構な人が応募していましたね。
もうなくなってしまいましたが、よく
通っていた婦人服店の店長が素晴らし
かったですね。お客様ひとり一人の好み
を把握していて、展示していない商品も
持ってきて、よくお薦めしてくれたと憶
えています。お店の人と顔なじみになる
のが楽しみでした。
お歳暮、お中元などの贈答品はみんな
三越で購入していました。
他には、
美味し
くて、有名な佃煮屋さんがあります。毎
日のように買いに行っていました。閉店
でなくなってしまうのは、寂しいですね。

㈱堀江商店
堀江 亮介氏

1972年のニューナラヤ
1984年の三越千葉店

成田空港活用協議会

〈成田空港活用協議会とは〉

千葉市中央区千葉港4-3
千葉県経営者会館３階301号室
〒260-0026

内田事務局長

事務局
成田空港活用協議会

国際線とともに
国内線空港としても活躍

成田空港活用協議会の目標は
「成田空港を活用して千葉県経
済を活性化させる」ということ
です。それには２つの大きな方
向性があり、一つは成田空港か
らの人・物・財の流れを県内に
取り込むこと。もう一つは成田
空港そのものを成長させていく
ことです。
その実現のために、当協議会
では、①国内線利用者の県内観
光の推進、②インバウンド県内
観光の推進、③成田空港発県内
企業ビジネスの創出、④ナリタ
ファンの拡大、⑤ ＯＵＲ ＡＩ
ＲＰＯＲＴとしての利用促進、
⑥成田空港の利便性向上――以
上、６本の柱を立てて活動して
います。

６本柱を立てて
様々な事業を展開する

30

協議会で行っている事業のう
ちの一部を紹介させていただき
ますが、まずは誘客促進事業と
して、国内線の就航先向けプロ
モーションを積極的に推進して
います。
成田空港が国際空港であるこ
とは周知されていますが、実は
国内線の就航先が増えたり増便
されたり、また低運賃のＬＣＣ
が就航し、国内線の空港として
も活躍していることはあまり知

ところで、千葉県というのは
都市性もあり、ローカル色もあ
り、海山がありと様々な要素が
そろっているだけに独自のイ
メージを持たれにくいと言われ
ています。それだけに独自性の
ある旅行商品が少ないんです。
そこで千葉県の魅力を掘り起
こして、飛行機を使って訪れる
「目的」を創出し、
大勢の人に足
を運んでもらいたいと考えてい
ます。
千葉県の強みの一つとしては、
プロの野球やサッカーチームに
代表されるように、
「スポーツ」
が一つのキーワードとして挙げ

飛行機に乗って千葉を
訪れる目的を創出する

られていませんが、国内線空港
としても、成田空港は大きな位
置を占めています。
そこで成田空港から多くの航
空便が就航している札幌（新千
歳空港）向けにプロモーション
を展開してきました。千葉県側
からは石井俊昭協議会会長（千
葉県商工会議所連合会会長・千
葉商工会議所会頭）森田健作協
議会特別顧問（千葉県知事）ら
が訪問し、高山巌北海道商工会
議所連合会会頭や横内隆三北海
道経済同友会代表幹事をはじめ
北海道の経済・観光団体トップ
層との意見交換や実務者レベル
による意見交換やプロモーショ
ンなどを行っています。

１９７８（昭和 ）年に開港した成田空港は日本の表玄関として成長を続けており、
２０１０（平成 ）年 月の発着枠 万回の合意以降は、国際線・国内線の新規就航や増
便、ＬＣＣの新規就航など、一層動きが活発化しています。また、成田空港への鉄道・バ
スアクセスの向上や圏央道の開通などによって、成田空港を中心とした広域的な人・物・
財の流れの増加が見込まれています。
このような成田空港のポテンシャルを千葉県経済の活性化につなげるため、
２０１１
（平
成 ）年 月「グレード・アップ『ナリタ』活用戦略会議」
（座長・千葉県知事）が設置さ
れ、官民一体となった議論を重ねられ、２０１２（平成 ）年９月には、
「成田空港を活用
した経済活性化戦略」
（提言）がまとめられました。
この戦略を実現していくために、経済界や民間の事業者、行政といった幅広い主体が結
集し、成田空港を活用した本県経済の活性化の取組を「オール千葉」で一丸となって進め
ようと、２０１３（平成 ）年７月、
「成田空港活用協議会」が設立されました。経済団体、
事業者団体（観光、産業、交通その他団体）
、企業、地方自治体が会員となるこの協議会で
は、戦略に基づき、千葉県経済の活性化と成田空港を成長させるための事業に取り組んで
います。
24

成田空港の高まるポテンシャルと高速道路網整備の
進展などを活用して千葉県経済の活性化をはかる

写真提供：成田国際空港株式会社

成田空港活用協議会

～オール千葉で一丸となって活動を推進～

30

LCC（格安航空会社）専用の成田空港旅客第3ターミナル

年間発着枠 万回の合意以降、ＬＣＣの新規就航を含め、国
際・国内ネットワークが拡充され、成田空港を取り巻く動きが活
発になっています。さらに空港アクセスや圏央道整備により広域
的な流動が生まれています。このビジネスチャンスを千葉県経済
発展のためにどう生かすのか。成田空港活用協議会の内田事務
局長にお話を伺いました。

写真提供：成田国際空港株式会社
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成田空港の利用促進に向けた学生連携プロジェクト

特集
成田空港の高まるポテンシャルと高速道路網整備の進展などを活用して千葉県経済の活性化をはかる／成田空港活用協議会
特集

第

会期：4月5日
（水）〜5月28日
（日）

後援：千葉市教育委員会、千葉日報社

関連イベント

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

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

〒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

春・GW企画展「びっくり深海調査隊」

時間：９：００～１７：００（入場は１６：３０まで）
場所：７階企画展示室

展示概要

まだ謎に包まれている「深海」を探る科学技術や過酷な環境で生き
る不思議な深海生物（モンスター）を楽しく学べる企画展です。
水深１，
０００ｍの水圧を再現する「水圧実験」や「潜水船のコックピッ
トでパイロット体験」、描いた魚がスクリーンで泳ぐ「お絵かき★深海
水族館」など、観察力や想像力を養い深海への興味を深めることがで
きます。
また、海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）の協力のもと、有人潜水
調査船「しんかい６５００」の模型やパーツなど深海調査に欠かせない
技術や深海生物の標本なども紹介します。
深海調査隊の一員となり、親子で一緒に「深海」の不思議を探って
ください。

25
料金：大人：７００円、高校生：４５０円、小・中学生：２５０円（※常設展示もご覧になれます）

られると思います。さらに、観
４年前にアンケート調査を
そこで小学校の社会科見学を
戦ではなく、自身が行うという
行ったところ、若い世代が旅行
実施していただくことを目的に、
意味、またアクティブシニア層
に行かない、飛行機を利用しな
教職員モニターツアーを行い、
に人気という点では「パークゴ
いという実態が分かりました。
成田空港や周辺施設の魅力をご
ルフ」が注目されています。
近年では低運賃のＬＣＣの便数
説明する機会をつくっています。
公認コース数が全国１位の北
も増えたこともあり、ぜひ若い
やはり、子供時代にそうした意
海道と２位の千葉県の間で、パ
世代にも飛行機を、そして成田
識付けを行うのが大事だと考え
ークゴルフを活用した継続的な
空港を利用してもらうにはどう
ており、「成田空港親子見学バス
相互交流や相互誘客を推進する
したらいいかを考え、主に大学
ツアー」も実施しています。
ため、パークゴルフの大会開催
生にアイディアや意見を出して
圏央道と成田空港を活用した
やパークゴルフをメインとした
もらいました。
産業振興と雇用創出
旅行商品の販売を行っています。
そうした中から生まれてきた
成田空港や圏央道の整備によ
一方的な誘客ではなく、こうし
のが
「女子旅×成田ＬＣＣ」
です。
る千葉県のポテンシャルは飛躍
た形で相互に誘客・送客するの
ＬＣＣを活用して成田空港経由
的に高まっています。その効果
が当協議会の大きな特徴でもあ
で、女子目線で千葉県の魅力的
を千葉県の活性化につなげてい
ります。
な地を訪れ、体験してもらうた
くことはこれまで以上に大きな
また、昨年は熊本地震の復興
めの冊子を学生が主体となって
課題となっています。そこで当
支援のためのサッカーを活用し
作成しました。その後もインス
協議会と千葉県内の商工会議所
た相互交流も実施しました。
タグラムやフェイスブックを活
６団体で「 成田空港と圏央道
用して情報を発信し、拡散して
女子目線で成田空港活用と
を活用した地域開発プロジェク
います。
千葉の魅力を伝える
ト」をテーマに、産業振興と雇
子供時代に、成田空港の
用創出に向けた研究会を開催し
重要性を位置付ける
ています。
新たなビジネスチャンスが生
まれますので、当協議会として
も積極的に取り組んでいきたい
と考えています。
当協議会は２０１３（平成
年度～２０１７（平成 ）年度
の５年間の活動となります。こ
こで行った事業を契機あるいは
ベースにして、今後いかに拡
大・成長していくか、期待した
いと思っていますし、期限まで
さらに様々な事業を手掛けてい
きたいと考えています。

～５月１４日（日）
平成２９年４月１５日（土）
Ｐａｒ
ｔ2

「絵本はここから始まった―ウォルター・クレインの本の仕事」
共催：千葉市、千葉市美術館

29

※Part ２は、展示内容が一部変更になり、人気の深海生物(モンスター )が実際に登場します。

そして地元でも成田空港の存
在の大きさを改めて周知する努
力を行っています。千葉県の宝
である成田空港を自分たちの空
港と感じ、親しみを持つ、いわ
ゆる「ナリタファン」の拡大に
取り組んでいます。千葉県の北
部の方にとっては成田空港の存
在は定着していますが、南部の
方々にとっては羽田空港に親し
みを持つ方が多いようです。地
元に国際空港があることを知っ
てもらうのは非常に重要です。

～４月９日（日）
平成２９年３月１７日（金）

知られざる海のふしぎ
深海モンスターを探れ
Ｐａｒ
ｔ１

【次回展予告】

主催：千葉市美術協会、千葉市文化連盟

個人蔵
ウォルター・クレイン
『美女と野獣』1874年

各部門展示室にて
3月19日
（日）
13:00より

■作品解説会

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

回 千葉市民美術展覧会

48

写真提供：成田国際空港株式会社

９階  日本画、写真、グラフィックデザイン、
11階  工芸
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場： １階  彫刻、7階  洋画、8階  書道、

会

期： 開催中〜3月24日
（金）
会

開催中〜

3/24㊎
2017

成田空港の高まるポテンシャルと高速道路網整備の進展などを活用して千葉県経済の活性化をはかる／成田空港活用協議会
特集

開館時間： 10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）

※最終日は17:00まで

休 館 日： 3月6日
（月）

観 覧 料： 無料

