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2016年5〜6月の動き

外国企業に対する信用調査の実施方法について
ちーバル2016

千葉商工会議所 女性会の活動

千葉商工会議所

好評発売中

青年部通信

今月号は、幕張ベイタウン内のバレンタ
イン通り、美浜プロムナードを中心に広が
る「幕張ベイタウン商店街」です。県企業
庁によりベイタウン全体が計画的に整備さ
れ、住棟を街路沿いに配列した沿道型建築
とし、1階には80以上の店舗が配置されて
います。石畳風の道路舗装や電柱のない町
並みなどヨーロッパ風の雰囲気を漂わせる
景観で統一し、商業施設と住棟が調和した
商店街です。

撮影／明角和人（明角写真事務所）
夢シティちば 2016年₆月号

※カッコ内は
大企業の場合

6 月号（夢シティちば）
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今月の表紙

1

Off-JT

■賃金助成 １人１時間当たり800円
（500円）
■経費助成 教材費、外部講師の謝金、施設・設備の借上料、受講料など
１人当たりOff-JTの訓練時間数による上限額
・100時間未満10万円
（7万円）
・100時間以上200時間未満20万円（15万円）
・200時間以上30万円
（20万円）

ジョブ・カードを活用したOff-JT（座学等）
とOJT（実習）
を
効果的に組み合わせた３カ月以上６カ月以内の職業訓練。有
能な人材を育成したい企業と正社員の経験が少ない求職者と
のマッチングを促進する国の制度です。訓練を実施する企業で
は、訓練期間を通じて訓練生の適性や職業能力などを判断し
たうえ、正社員として継続雇用できますので、採用時のミスマッ
チや早期離職のリスクを軽減できます。加えて、一定の条件を
満たしている場合は、訓練の終了後に、国から助成金が支給さ
れますので、訓練の実施に要するコスト負担を軽減できます。

好評発売中

6/24（金）発売

桂 歌丸 柳の家の三人会 鼓 童 創立35周年

編集者のひと言

現在、千葉市が国家戦略特区に指定され、
「近未来技術検証・多文
化都市」の構築に向けて幕張新都心で実証実験に取り組んでいます。当
所会報誌でも、3月号より関連して国際コンベンションビューローの
「MICE」や、㈱自律システム研究所の「産業用ドローン」について特集し
ています。
今月号の特集は、先月号に引き続き最先端のロボット技術についてご
紹介します。千葉工業大学にある未来ロボット技術研究所では、東日本
大震災で発生した福島第一原子力発電所の事故現場の探査に活用され
た原発対応版Quinceでも注目されています。他にもユニークなロボット
を開発しており、
「難しいことはちょっと…」と思われる方も、興味を持っ
ていただける内容です。
（企画広報室 E.M）

芸歴65周年記念 落語会

柳家花緑・柳家喬太郎・柳家三三

ゲスト：三遊亭小遊三、三遊亭円楽
豪華ゲストを迎えて華やかな江戸
落語をお楽しみください。

柳家の人気落語家三人がお贈りする
江戸情緒をたっぷり心ゆくまで
お楽しみください。
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土

27

ご予約
お問合わせ

１3：3０開演
S席：4，0００円 A席：3，5００円

習志野文化ホール
☎047-479-1212

9

土

17

１3：3０開演
全席指定 3，
6００円

千葉市民会館
☎043-224-2431

/音楽工房キャップス ☎０４３-２２４-１７１０
〒２６０ - ０８５５ 千葉市中央区市場町2-9-302

F a x . 043-224-0468

ワン・アース・ツアー 2016
～螺 旋～
芸術監督・坂東玉三郎のもとで、
進化を続ける太鼓芸能集団・鼓童の
舞台創造を展観できるコンサートです。
１7：0０開演
土 全席指定 5，0００円

9

10

千葉市民会館
☎043-224-2431

主催／（公戝）千葉市文化振興戝団

http://www.on-caps.co.jp
※料金は税込。未就学児入場不可。

ニーズを先取りした
システムの提供で企業をサポート

代表取締役社長

劉 桂栄

株式会社ジャンガ・テック

～企業にとって真に必要なものを見定めるＩＴ企業～

で卒業。1997（平成９）
年に来日し、2002（平成14） 千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンB棟9階
年に株式会社ジャンガ・テックを設立。小売業をはじめ、 ☎043-213-3501
事業内容：ＰＯＳ分析システムや販売管理システム、顧客管理シス
企業のニーズを先取りするようなアイディアでシステ
テムなど基幹業務系アプリケーションの開発。各種アプ
ムを次々と開発。日本情報技術取引所理事。
リケーションの請負開発。ICTサービスのご提供。基本
情報システム構築など。

後付け可能なＰＯＳシステムのコネクターや個客識別マーケティングなど、ユーザーに「これ
こそが欲しかった」と言われる製品やシステムを開発し、提供し続けているジャンガ・テック。
若い世代を中心に社員たちが細やかな配慮をもったサービスを日々、構築しています。
劉桂栄社長に、これまでの開発と企業としての姿勢についてお伺いしました。

んでいた日本は私にとって憧

を教えていました。大学で学

科大学で助教授として日本語

たんです。当初の社員は、私、

ャンガ・テック」を立ち上げ

決しようと、自分の会社「ジ

そうした小売業の悩みを解

システムは電話回線を使用し

いたのですが、当時のＰＯＳ

テムの担当部署で仕事をして

小売業の企業で、ＰＯＳシス

タが送信できます。開発に

つなげれば、いつでもデー

ました。ＰＯＳとパソコンを

クター」を開発し販売を始め

ードウェア「ジャンガ・コネ

種以上の機能を持つ
人材管理システム
に取り組んだのが人材管理シ

２００３（平成 ）年、次

70

小売業では本社と現場をつなぐシステムで様々な悩みがあります。

すれば効率がいいと思ってい

れの地であり、日本語ができ

夫、技術者の３人だけでした。

ていたため、閉店後に全店舗

２０００万円ほど投資して、

ステムです。小売業のお客さ
まのリクエストで、パートや
アルバイトなどスタッフのシ
フト管理システムを製品化し
て、今では人事人材管理全般
の「スタッフマネージャー」
という名称で 以上の機能が
選べるようになっています。

70

ました。

る中国からの輸入品管理者を

当時、大手メーカーが手掛

からデータを収集できず、そ

商品は約 万円でしたが、よ
く売れ、導入された企業にも

15

当社ではＩＴでそれを解決していきたい。
内モンゴルから
憧れの日本へ
私は内モンゴル生まれの中

公募していた日本企業で働く

けていたＰＯＳシステムはい

ＰＯＳ基幹システムの
ＷＥＢ化の開発と運用

ことが決まり、１９９７（平

ずれも電話回線を使用するも

国人で、本国の内モンゴル医

成９）年、念願の日本へ来た

トでも使えるようにしよう

ので、これをインターネッ

私が勤めたのはドラッグス

と、創業２か月後に独自のハ

んです。
トアやスーパーを 店舗持つ

の日の売り上げが集計できな
いことも多かったのです。ま

とても喜んでいただきました。
打ち直しており、値段を設定

売価格や定価に変わるたびに

た、データの入力も商品が特

25
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86

＜DATA＞
りゅう・けいえい／内モンゴル大学外国語学院を首席

経営
「日本で勝負していくために私たちが重視しているのはアイディアです。皆がやっていることに、何をプラスして、何が
できるようになるかを考えます」
「会社のロゴは10の四角がつながっている。モンゴルの伝統的な飾りですが、いろんな個性を生かしながら進めていく
こととネットワークを表現しています」
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■
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■
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■
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

会員情報プラザ

ある小売業の企業にテスト
できるシステム「リアルチェ

夢シティちば 2016年₆月号

時代は商品管理から個客管理に移行しています。

の経済学者が書いたマーケテ

で導入していただき、データ

97

「いらっしゃいませ」
から一歩進んで
「いらっしゃってください」
へ。

ィングに関する本を社員全員

ックＫ １–」を開発しました。
これで現場の予算を徹底的に

回も来店していることが分か

いろいろと開発を続けてき

を見たら、 歳の方が１０２

やってＩＴで生かせるか。話

りました。そこの社長が「こ

ましたが、実は当社には一つ

で研究しました。これをどう

し合いを重ねてシステムが完

の人はお客さまではない。も

のプロジェクトに開発者は２

20

コントロールできます。

成したのが、２００８（平成

う家族ですよ。こんなデータ

人数ではなく、スキルで勝負

が欲しかった」とおっしゃり、 人しか担当させないんです。

正式な導入が決まりました。

しています。自分が日本で初

めて勤めた企業が小売業だっ

）年８月のことでした。

会員カードに年齢・性別・

属性などのパーソナリティを

入力し、その人の利用状況を

分析して、購買動向やライフ

たので、考え方にもなじみが

深いのですが、今後は流通業

本部の意向が迅速に
現場に伝わる

続いて、遠距離従業員管理

スタイルを記憶する。そして

会員をいくつかのグループに

全般の基盤が強くなるように、

しますね。

に着手しました。本部の方々

夢シティちば 2016年₆月号

Ｑ スポーツは？
Ａ テニス、ゴルフ、たまにバドミントンを

分けて、優良顧客には商品紹

5

043-275-8111

043-202-7700

安全なクラウド型ＩＣＴサー

TEL

TEL

は現場
（店舗）
の状況を知るに

千葉市花見川区幕張本郷1-12-1

千葉市中央区富士見町2-16-1
渡辺ビルB1F（1Fセブンイレブン）

介やセール情報などのほか、

（幕張実業株式会社）

ています。土曜日は社員の週報に目
を通して、午後は散歩。１日に５㎞
は歩くようにしています。日曜日は昭
和の森やドイツ村、千葉港公園など
の公園に行きます。

ビス提供と様々なシステムを

ホテルメイプルイン幕張

＜営業時間＞ 昼12:00～14:30 夜17:30～
＜定 休 日＞ 日曜日・祝日

Ｑ 休みの日は？
Ａ ブログを書いて、フェイスブックもやっ

は巡店が必要になります。本

地域ブログサイト マクスタ http://www.makusta.jp
芋神様プロジェクト http://blogs.makusta.com/imogamisama/

Q &A

特別な優待サービスのクーポ

劉社長

幕張本郷駅駅前ホテルメイプルイン
幕張フロントにて販売中
（大瓶 720ml 1,550円／小瓶180ml 515円）
お好きな文字やお写真を入れたオリジナルラベルの注文も承ります
（大瓶のみ 1,650円）

開発していきたいと思います。

当店では、千葉県産の旬の食材を使用し
た会席コース料理がお勧めです。
掘りごたつ式の個室2部屋は、ゆったりと
お寛ぎいただけます。
皆さまのお越しをお待ちしておりますので、
お早めにご予約の上、是非お越しください。

部の指示を店舗が迅速に対応

芋神様 青木昆陽 が
幕張に伝えてくれたさつま芋。
当社が運営する、地域ブログサイト
「マクスタ」の「芋神様プロジェクト」にて
さつま芋（紅あずま）の苗植えをし、
マクスタを通じて出会った
地域の人々と一緒に収穫し、
千葉の酒蔵で仕込んで完成した
本格芋焼酎「七年祭り」。
千葉・幕張のお土産にいかがでしょうか？

こだわりの旬素材を使用した
コース料理がお得です

ンを発行する。自分は特別な

芋神様の郷幕張から本格芋焼酎
七年祭り

千葉市中央区椿森６－３－５

☎０４３－２５４－６５４１

顧客だという意識を持ってい

http://www.wakabaen.jp

ただき、この店舗での買い物

ホームページをご覧ください。

を優先していただくのです。

千葉市若葉区都賀2-13-1

TEL：043-231-2088

時代は商品管理から、お客

〒264-0025

若葉園

さまの管理へと移っています。

ケアハウス

若葉会

積極的なプッシュなしではお

社会福祉法人

ビッグデータ分析に
よる個客識別
マーケティング

ご見学歓迎

客様は動かない。店側は「い

◦
「どんなところか、どんな
人が住んでいるのか、サー
ビスはどうか」等々見学に
おいでください。思いがけ
ない人生が見つかるかもし
れません。

リーマンショックの影響で

◦入居時 自立 保証人2名

らっしゃいませ」と待つので

是非、ご見学お待ちしております。

私たちの会社も営業しても成

◦料金：保証金：300,000円
月利用料：84,895円～117,915円
(22㎡居室・三度の食事・入浴、共用部電気
水道・居室水道料含む)
居室電気料は各自負担

認知症ケア。アクティビティ。農園など外に出れる環境作り。
この3点に力を注いでおります。
安心、安全、健康に資する最高品質のサービスをご提供い
たします。

はなく「いらっしゃってくだ

千葉公園より徒歩8分。千葉医療センターより徒歩3分。

果につながらない時期があり

◦ケアハウスとは、国の基準で
「入居条件・料金・設備・サービス」
などが決められています。また、本人の収入によって市の助成
があります。

さい」と誘いかけるのです。

介護にお困りの方、
まずはお気軽にご相談ください！
ました。その時に、アメリカ

ケアハウス若葉園は60歳以上～102歳の方々が
自由に若々しく生活しているところです。

4

いきる伝統
つなぐ暖簾

伝統ある老舗の企業をご紹介

古島籐家具店

籐家具の老舗

68

いて、座り心地もよく、和室にも洋室
にも合うデザインです。材料も最高級
品を使用するので、当時は椅子２脚と
テーブルのセットで給料１カ月分に相
当する値段でした。国産の籐家具は今
も高級品ですが、かつてはもっと高級
な贅沢品だったんです。
息子の私が言うのもおかしいのです
が、この椅子はどの角度から見ても絵
になるデザインで、 年以上お客様に
愛されているロングセラーです。

男だったということから、私は高校
時代から自然と父の仕事を手伝ってい
ました。材料も今のようにきれいに磨
いてあるものが入ってくるわけではな
いので、カンナみたいなもので表面を
削った素材を加工していく。その下準
備をしていました。
小さい頃から家業の籐家具づくりを

創業者の父から
お客様への誠実さを教わった

50

今も愛されている
ロングセラーのＣ型椅子
もともとは父（定男氏）が昭和７年
に籐職人だった東京の義兄のもとで修
行を始め、１９５０（昭和 ）年に千
葉市内で創業しました。最初は本町に
ある仮店舗のような場所で店を開いた
んですが、 （昭和 ）年６月に、Ｊ
Ｒ西千葉駅南口からほど近い現在の場
所で本格的に店とアトリエを構えまし
た。当時の西千葉は駅前でも麦畑が広
がっていて、駅の改札を出ると、ラジ
オをかけながら父が仕事をしている音
が聞こえてくるほどのどかでした。
当時の製品は、乳母車や揺籃（ゆり
かご）といった生活に密着したものも
人気がありましたが、やはりメインは
椅子でした。
中でも父が設計した中で一番の傑作
は「Ｃ型椅子」です。編み・巻きなど
細かいところまで丁寧に仕上げられて
27

25

かつては個人宅からの注文が多かっ
た。百貨店などで家具展などが開催さ
れて、出店すると、それが欲しいとい
う人がきてくれたんです。千葉そごう
には 年以上、ここ十数年は日本橋三
越でも催事を行っています。百貨店の
お客様は籐家具を使い慣れている方が
多く、良さも十分に知ってくださって
いるので、作り手としても嬉しいです。
籐家具の魅力は軽量で丈夫なこと。
ナチュラルな雰囲気がリゾート気分を
盛り上げてくれます。西千葉は東京に
住む方の別荘地でもあったので、作家
の方々とのお付き合いもあり、有名な
作家や俳人の方にもうちの籐家具を使
っていただく機会もありました。

誰もできないような製品を
残していきたい

代表取締役／古島一良
住
所／千葉市中央区春日2-25-11
電
話／043−241−3031

古島籐家具店

打ちされています。見る人が見ればき
父親からは本当に多くのものを継承
っとそれは伝わっているはずだと作り
しましたが、一番はやはりお客様への
手として信じています。
誠実さでしょうか。たとえ材料が無駄
製品はデザイン性と居住性が両輪と
になってもいい材料を使って、喜んで
いただきたい。それが最も大事ですね。 なりますので、１回の設計で形づくる
ことはできない。たとえばスツールの
籐家具の魅力は
場合、
まず原型をつくって、
少し湾曲し
軽くて丈夫なこと
ようとか、肘や背をつけようとか、少
しずつアレンジを加えながら、進化さ
せていく。いくつも無駄にすることに
なりますが、それもいいものをつくる
ためには仕方がないことなんです。
私たちは堅実にいい製品をつくって
いくしかない。量はできなくても、い
いものを残したい。誰もできないよう
な、当店ならではのものをつくりたい
ですね。

52

近年はアジアからの輸入された安価
な製品も多いのですが、一つ一つ丁寧
に手作りされた籐家具には、そうした
量産品にはない味わいがあります。そ
れは細かい部分、編みとか巻きに神経
をつかって、丁寧に仕上げる技術に裏

会社DATA

30

6
夢シティちば 2016年₆月号
夢シティちば 2016年₆月号

7

オリジナルの籐家具を制作販売 古島籐家具店
～洋間にも和室にも合うデザイン～

43

親子２代にわたって、籐家具をつくり続ける古島籐家具店。手作りならでは細部にまで宿る
技術の確かさと温かみのあるデザインでインテリア好きの人々から支持を得ています。

間近で見てきて、その良さも大変さも
よく分かっていました。ところが、自
分がいざ本格的な作業を手掛けるよう
になったら、想像以上の大変さに驚き
ました。父は籐を編むのもすごく早い。
見ていた時には自分にもできそうな気
がしていたんですが、力の入れ具合な
ど身体で覚えることが多く、修行が必
要でしたね。
私が正式に店を継いだのは、 （昭
和 ）年です。父は自分のつくる家具
には居住性を重要視していたのに対し、
私はインテリアとしての家具を作って
いきたいと意欲を持っていました。ボ
ーリング場の階段の手すりの装飾を手
掛けていたのもこの頃です。
一方で、父は生涯現役の職人でした。
息子に継がせてはみたものの、気に入
らない部分も多かったのでしょう。ニ
コニコしながらバッサリとダメ出しさ
れることも多かったです。でも、後に
そんな父の気持ちが徐々に分かるよう
になってきました。
Ｃ型椅子

〜技術と誠実さを継承〜

☎043-296-1258

組合員のためにする共同売出、組合員のためにす
るイベント、販売促進、商店街環境整備

中央区

ＮＴＴコムマーケティング㈱ 千葉営業所

【代 表】 楠田 秀史 ☎043-238-2406
【所在地】 中央区千葉港
ＩＣＴサービス販売

様々なＩＣＴソリューションにより、お客様の経営革新
に貢献します。

若葉区

㈱トラベルビズ

【代 表】 片岡 秀司
【所在地】 若葉区原町

☎043-254-2260

旅行業 旅行全般の予約、手配、相談など

当社は訪問スタイルの旅行代理店です。快適なご旅行の
ために親身に応対いたします。

若葉区

【代 表】 小菅 成史 ☎043-252-1209
【所在地】 若葉区みつわ台

建築板金工事の施工、不動産の売買仲介、斡旋、
賃貸及び管理

事業承継に関するセミナーの開催及び相談受付、
解決策の提示。

若葉区

まず、あなたの会社の磨き上げを提案致します。

㈱フロンティア物流

果物の小分け作業・配送

中央区

美浜区

中小企業診断士業務を行っております。皆様、よろしく
お願いします。

市外

(同)ユニオンプロモーション

【代 表】 田村 尚己 ☎03-5858-8088
【所在地】 東京都江東区亀戸

鉄鋼業界63年のキャリア。販路開拓でお困りならいつ
でもご連絡下さい。

新入会員を募集しております。

イベントコンパニオン・モデル・タレント等の派遣

イベントコンパニオン・モデル・タレント等の派遣をし
ております。

お問合せ／お申込みは、千葉商工会議所総務部総務課までご連絡ください。
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

街頭防犯カメラ

キャンペーン期間
7月1日㊎〜9月12日㊊

2

1

12

従業員数

金額

1〜99名

1,080円

100〜999名

972円

1,000名以上

864円

※従業員１名様あたり

9

夢シティちば 2016年₆月号

12

30 20

10

税込金額

ＣＬＵＢ ＣＣＩ
夏のキャンペーン実施！

経営コンサルタント。特に鉄鋼関連メーカーの営
業支援や販路開拓支援が得意です。

☎043-372-1607

中小企業診断士

飯田コンサルタント

【代 表】 飯田 義治 ☎043-237-1286
【所在地】 若葉区千城台北

竹内中小企業診断士事務所

【代 表】 竹内 英二
【所在地】 美浜区真砂

ていねいな仕事をモットーに一般住宅の内外装工事を承
わります。お気軽にご相談下さい。

若葉区

10

12

「こころとからだによいあそび」をコンセプトにセレクト
した玩具を取り扱う専門店です。

㈲宇梶内工

内外装工事全般

28

10

玩具小売

果物の選果・小分け作業は、当社におまかせ下さい。最
高の技術にてご提供いたします。

【代 表】 宇梶 和久 ☎043-261-4670
【所在地】 緑区椎名崎町

㈱プチボナム

【代 表】 丹波 真理子 ☎043-306-2055
【所在地】 中央区新宿

10

30 20 10

ＣＬＵＢ ＣＣＩは、全国のリゾート・宿泊施設やスポーツクラブ、ゴ
ルフ場、テーマパーク、レストラン、レンタカーなど２万を超える提携
メニューのすべてを、月々わずかな会費で煩雑な事務の手間もなく、充
実した福利厚生を実現できる商工会議所おすすめの福利厚生代行サービ
スです。入会金は無料、月額８６４円からの割引価格で、従業員様はも
ちろん、そのご家族様にもご利用いただけます。費用は、全額損金算入
も可能です。
この度、ＣＬＵＢ ＣＣＩ夏のキャンペーンを実施します。キャンペ
ーン期間中にご加入いただくとプレゼントがありますので、この機会に
ぜひご加入のご検討ください。

販売・保守・管理まで日本全国ネットワークをフル活用し、
高品質なサービスを提供します。

【代 表】 北原 文雄 ☎047-401-6311
【所在地】 船橋市高根台

多忙につき建築板金職人及び見習い随時募集中

【代 表】 堀川 顕広 ☎043-239-8155
【所在地】 若葉区小間子町

(一社)事業承継支援協会

☎０４３ ２
-２７ ４
-１０１

映像音響通信関連機器およびシステムソリュー
ションの販売・施工・保守

市外

日㈪加入申込受付分まで）

㈱JVCケンウッド・公共産業システム 千葉システム営業所

【代 表】 南迫 厚志 ☎043-202-0190
【所在地】 中央区中央

㈱エスジー

（９月

中央区

サービス業

ベトナム輸出、主に販売します。

25

ぐるなびお食事券

地元の代表的な食材である最高級品種「千葉半立」で地
域活性化に貢献します。

☎0475-86-3171

（従業員数×千円分）

千葉県八街市の最高級品種落花生「千葉半立」の
ピーナッツバターの製造と販売。

【代 表】 池田 信満
【所在地】 山武市蓮沼

ご宿泊補助券

☎043-309-9105

千葉県レクリエーション都市開発㈱ イタリアンレストランオリゾンテ

（従業員数×３千円分）

やちまたよしくら

【代 表】 木村 由希子
【所在地】 八街市吉倉

貿易業、卸売

市外

お問い合わせ 会員事業課

介護保険対応の企業で、思いやりのある安全なサービス
を提供します。

市外

【代 表】 池之上 あゆみ ☎043-256-0056
【所在地】 稲毛区穴川

緑区

介護タクシー及び訪問介護

Y&H TRADE

ご入会キャンペーン

㈱香音

戸建立・リフォームの外壁工事全般

28

☆プレゼント実施中☆

中央区

【代 表】 川島 晃 ☎043-263-0207
【所在地】 中央区蘇我

【代 表】 鈴木 康朗 ☎043-232-4917
【所在地】 若葉区若松台

30 20

千葉商工会議所では会員事業所に永年にわたり勤務され、社業の発展と、社
業を通じて地域経済の振興に尽くされた優秀な従業員の功績を称える「千葉商
工会議所会員優良従業員表彰式」を行っております。
本年は 月 日 水( 午)前 時から当所第１ホールにて開催いたします。
お申込み等詳細につきましては、７月号の夢シティちばの折込チラシ等をご
覧の上、お申し込みください。

【代 表】 山根 治仁
【所在地】 美浜区打瀬

稲毛区

鈴木サイディング

50 50

【被表彰者の資格】

幕張ベイタウン商店街振興組合

人事組織のコンサルティング

若葉区

30 20 10

◦勤務成績優秀で、次のいずれかに該当する従業員
①同一企業に 年以上 年未満勤続した方（※）
②同一企業に 年以上 年未満勤続した方（※）
③同一企業に 年以上勤続した方（※）
④業務に関し有益な発明、発見、考案、研究もしくは顕著な改良をな
し業績向上に貢献し、国、千葉県、千葉市からの表彰を受けた個人、
又は企業内グループ。
※勤続年数は平成 年 月 日現在

電気工事業

【代 表】 稲冨 美仁
【所在地】 緑区おゆみ野南

☎043-222-8271

ホテル業

しんとみ総研

緑区

【代 表】 金田 豊成 ☎043-291-5332
【所在地】 緑区鎌取町

美浜区

中古車買取及び販売事業、中古車輸出事業

【代 表】 小野 満久
【所在地】 中央区長洲

【１企業の推薦者数】

千秋電気㈱

☎043-234-3556

日本ビューホテル事業㈱ ホテルプラザ菜の花

千葉商工会議所 特命課 ☎０４３ ２
- ２７ ４
- １０３

緑区

【代 表】 冨川 直樹
【所在地】 中央区都町

中央区

◦推薦
 時における推薦企業の従業員数（千葉市内所在事業所合計）に基
づき、次に定める人数
①従業員数 人未満の場合 ..........................................
合計５名以内
②従業員数 人以上の場合 ..........................................
合計 名以内

生命保険販売

㈱コーリンオート 千葉支店

【推薦負担金】

【代 表】 田島 裕巳 ☎043-224-4511
【所在地】 中央区本千葉町

中央区

被表彰者推薦要項
①勤続 年以上 年未満の方 ........................................
５、
０００円
②勤続 年以上 年未満の方 ........................................
７、
０００円
③勤続 年以上の方 ...................................................
１０、
０００円
④業績向上に貢献した方 ...........................................
１０、
０００円

明治安田生命保険（相）千葉支社

【推薦の締切日】 平成 年８月 日㈭

中央区

（順不同・敬称略）

貴事業所の従業員を表彰いたします！

新入会員 のご紹介

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

夢シティちば 2016年₆月号

8

「定年まで勤めたい」が昨年同様1位で、平成19年
から10年連続となり、昨年2位の
「とにかく様子をみ
てみる」
が同率1位となった。３位は女性参加者が多
かったこともあり
「結婚・出産後も勤めたい」
で、昨
年7位から順位を上げた。
男女別では、男性の60％が
「定年まで勤めたい」
で
1位、
「とにかく様子を見てみる」
が30％で2位となり、
女性は
「結婚・出産後も勤めたい」
が25％で1位、
「結
婚・出産まで勤めたい」
、
「とにかく様子を見てみる」
が21.4％で同率2位となった。
独立するまで
勤めたい
（5.3％）

20～29社（5.3％）
４～９社
（7.9％）

10～19社
（15.8％）
１～３社
（71.1％）

ほかに良い仕事が
あれば転職する
（2.6％）

結婚・出産まで
勤めたい
（15.8％）

結婚・出産後も
勤めたい
（18.4％）

とにかく様子を
みてみる
（23.7％）

勤務するうえで、
最も不安に思っていること

1位は昨年同様「仕事をうまくやっていけるか」で
36％、次いで
「上司、先輩、同僚との人間関係」
が昨
年同様2位、昨年4位の「生活環境の変化に対応でき
るかどうか」
が3位となった。
不安などない
（2.0％）
基本的なマナーや
常識が不足してい
るのではないか
（12.0％）

仕事がうまくやっ
ていけるかどうか
（36.0％）

生活環境の変化に
対応できるかどうか
（20.0％）

上司、先輩、同僚
との人間関係
（30.0％）

夢シティちば 2016年₆月号

Q5 今の会社を選んだ理由
「仕事が面白そ
う」が昨年2位か
ら順位を上げ1位、
次いで「会社が堅
実で安定性があ
る」が昨年４位か
ら順位を上げ2位
となった。
その他の理由と
しては「自分の能
力や個性が生かせ
ると思った」
、
「通
勤に便利」
、
「技術
が覚えられる」な
どがあった。

福利厚生施設が
良い（5.2％）

経営者に魅力を感じた
その他 （12.5％）
（12.5％）仕事が

◆調 査 日

平成28年４月４日（月）
、５日（火）

◆調査対象

平成28年度の新規学卒・中途就職者

◆調査方法

 記調査日に開催した新入社員研修に
上
おいて、参加者に調査票を配布し、そ
の場で回収した。

おもしろそう
（13.5％）

労働時間が短
く休日が多い
（6.3％）
会社の将来性
がある
（6.3％）

会社が堅実で
安定性がある
（12.5％）
自分の能力や
個性が活かせる
と思った
（11.5％）

先輩や知人が
勤めている
（7.3％）

通勤に便利
技術が
（10.4％）
覚えられる
（10.4％）

給料が良い
（7.3％）

◆調査内容 「会社を選んだ理由」や「不安に思う

こと」など、新入社員の意識に関する
もの。
（調査結果の項参照）
◆回答者数

男性10名、女性28名

Q3 今の会社を知った方法

Q6 働く目的
「楽しい生活がした
い」が昨年に続き1位
となった。2位は
「経済
的に豊かな生活を送り
たい」
、3位は昨年同
様「自分の能力をため
す生き方をしたい」と
なった。そのほか、
「独
立して社長になりた
い」との回答者が1名
いた。

先輩
（1.9％）
独立して
社長になりたい
（2.5％）

その他（5.0％）

専門的知識を
身につけたい
（5.0％）

自分の能力をためす
生き方をしたい
（15.0％）

楽しい生活が
したい
（40.0％）

経済的に豊かな
生活を送りたい
（25.0％）

計38名

2

5

1 2

2

10

Q2 就職活動で苦労したこと Q1 就職活動について
競争が
厳しかった
（2.6％）

その他
（10.5％）

やや厳しかった
（7.9％）

その他
（13.2％）

親・知人
（13.2％）

社会のために
役に立ちたい
（7.5％）

1

新規学卒社員の傾向を知ること
は、社員管理に必要かつ有用です。
アンケートの結果を今後の採用等
にご活用ください。

定年まで勤めたい
（23.7％）

勤続意欲は
「定年まで勤めたい」
が 年
連続 位となったが、
昨年 位の
「とにか
く様子を見てみる」も同率 位となった。
会社を選んだ理由の１位は、昨年 位の
「仕事が面白そう」
、 位は昨年 位の
「会
社が堅実で安定性がある」
であり、
長期的
な勤続意欲が意識として現われた。

わからない
（10.5％）

11

1位は「1～3社」
、
2位「10～19社」3位
「4～9社」4位は「20
～29社」となった。
その他、最高訪問数
は「25社」と回答し
た参加者が1名いた。
30社以上を訪問し
た参加者はいなかっ
た。

仕事に対する意識とは……

Q4 訪問した企業数

Q7 勤続意欲

Q8

新入社員職業意識調査結果

トピックス

学校就職課
（42.1％）

会社の情報
の入手
（10.5％）

会社の選定
（39.5％）

就職活動の期間が
長かったこと
（34.2％）

求人情報サイト
（13.2％）

自分で探した
（15.8％）

厳しかった
（24.5％）

ほぼ順調だった
（36.89％）

順調だった
（31.6％）

説明会・面接等の
日程調整
（2.6％）

夢シティちば 2016年₆月号

10

４月

日㊎

インターンシップ事業始動

４ 月 日㊍
新会長に並木正見氏を選任

【参加者】 名

教育機関と事業所との
インターンシップ懇談会

４ 月 日㊊
新年度事業に向けて

28

【参加者】 名

都市開発・産業政策合同委員会

月 日㊍
グランドデザインの
実現を目指して

28

報告を行う教育機関担当者５名

４月

日㊊

【参加者】 名

経営計画書作成セミナー

第１回 経営安定特別セミナー

経営計画書を作成し、安定的な成長を！

25
日㊋
年度事業計画（案）、

建設部会
年度事業報告、平成

【会場】福酔

建設部会
（大久保部会長）
は、４月 日
に正副部会長・所属議員会議を開催した。
会議では平成 年度事業の報告、およ
び平成 年度の事業計画（案）
、
３部会合
同ゴルフ大会について協議を行った。
今年度の事業として正副部会長・所属
議員会議、建設部会全体会議、３部会合
同親睦ゴルフ大会、研修セミナー、視察
研修会等を開催することを決定した。
続いて、５月 日に工業部会及び卸売
部会と３部会合同で開催を予定している
親睦ゴルフ大会について協議した。会議
後には懇親会が開かれ、意見交換を通じ、
積極的な交流が図られた。

【参加者】９名

正副部会長・所属議員会議

３部会合同ゴルフ大会について協議

平成

月

当所経営安定特別相談室は４月 日㈪、
「経営計画書作成セミナー」
を開催した。
セミナーは２部構成で、第１部では
ガーデニング・コンサルティングオフィ
ス 代表の伊藤壮平氏（中小企業診断士）
を講師に迎え、経営計画書の
「目的」
「構
成」
「作成方法」
などについて約３時間に
わたり講義を実施した。講義終盤には当
時募集中であった小規模事業者持続化補
助金の申請書
（事業計画書）
の作成ポイン
トについての解説も行った。第２部では、
伊藤先生、当所の経営指導員２名により
経営計画書作成に関する個別相談会を実
施し、受講者３名の相談を行った。

16

千葉商工会議所異業種交流会
第 回定時総会
【参加者】 名
28

当所異業種交流会は、第 回定時総会
当所は、平成 年度インターンシップ
を開催し、平成 年度事業報告及び収支
事業を実施するにあたり、教育機関と事
決算並びに平成 年度事業計画
（案）
及び
業所とのインターンシップ懇談会を開催
収支予算
（案）
等について審議し、原案通
した。
り承認された。
当インターンシップ事業は、インター
また、役員改選を行なった結果、平成
ンシップを希望する学生と、受入が可能
年度の新役員が次のとおり選任された。 な当所会員企業との橋渡しを当所が行う。
会 長 並木正見 氏
懇談会では教育機関と事業所の担当者
副会長 網倉昌平 氏・結城忠信 氏
から平成 年度の実績及び平成 年度の
実施予定について報告があった後、事務
監 事 小野成子 氏・水上明美 氏
局から平成 年度における事業の流れに
総会終了後、懇親会を開催し、会員相
ついて説明した。
互の親睦を深めた。
議事終了後は自由に意見交換を行う時
間を設け、出席者は活発に意見を交わし
た。
28 27

千葉市大型店会・第 回定時総会
【参加者】 名

28

22
27

19

25

26

5

都市開発委員会
（粟生委員長）
および産
業政策委員会
（飯沼委員長）
は、本年度最
初の合同委員会を開催した。
研修では千葉市都市局都市部長谷津隆
之氏を講師に迎え、「千葉駅周辺のグラン
ドデザイン」についてご説明いただいた。
当合同委員会では平成 年１月にグラン
ドデザインの素案に対する意見書を提出
しており、最終的な策定にあたり、意見
が反映された点、今後検討される点等を
踏まえ、活発な意見交換が行われた。
今後はグランドデザインを実現するた
めの具体的な施策について意見交換を行
い、委員任期である 月末までに「千葉
市全体の
まちづく
りを踏ま
えた中心
市街地ま
ちづくり
促進施策
（仮称）
」
の提言を
取り纏め
ることと
した。

27

24

12

16

26

41

12
夢シティちば 2016年₆月号
夢シティちば 2016年₆月号

13

28

10

26
28

12

11

4

21

26

25

千葉市大型店会
（北條代表幹事）
は、第
回定時総会を開催した。平成 年度の
事業報告および収支決算、平成 年度事
業計画
（案）
および収支予算
（案）
について
原案どおり承認され、その後、新年度役
員選任を行った。
今年度は㈱そごう・西武そごう千葉店
が代表幹事、㈱千葉ショッピングセン
ターが会計幹事、イオンリテール㈱イオ
ン鎌取店および㈱千葉薬品が幹事に決定
し、大型店に関する諸問題の対応、会員
相互の情
報交換を
適宜行う
こととし
た。
会議終
了後は懇
親会を開
催し、千
葉商工会
議所石井
会頭、木
原専務理
事を迎え、
活発な意
見交換が
行われた。
28 27

27

28

41

5・6月
Time Line
タイムライン

日㊌〜

日㊎

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

５月

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

●お客様に合わせた経営支援でサポートします！

ライフステージごとの経営課題解決に向け、経営相談や

外部機関と連携した専門家派遣等でサポートいたします。

3

まずは、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください！

４ 月 日㊊

るまで、お客様の夢の実現に向け、サポートいたします。

～千葉市へ要望書提出～

●これから事業を始められる方を応援します！

「千葉銀座地区の活性化を」
第 回全日本広告連盟仙台大会に
石井会頭が参加

7

千葉商工会議所・千葉市中心市街地まちづくり協議会・千葉銀座商店街振興組合

からの資金調達力が高まります。

25

オリエンタルランド会長
加賀見俊夫氏

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。

熊谷俊人千葉市長は「地元の貴重な
意見をしっかりと受け止め、街の賑わ
い維持に向け活動を支援したい」と述
べた。

ホームページ http://www.chiba-cgc.or.jp/

18

64

全国の広告関係者が一堂に会する第
回全日本広告連盟
（全広連）
仙台大会
（主催・同大会組織委員会、公益社団法
人全日本広告連盟）が仙台市青葉区の
仙台国際センターで開かれ、千葉広告
協会からは石井俊昭会長
（当所会頭）
を
はじめ 人が参加しました。

℡047-365-6007

20
信用保証協会がお客様の保証人となることで、金融機関

「復興の力を創造の力へ ～杜の都か
ら広告の未来を発信～」をテーマに集
まった広告関係者約１２００人は、地
方活性化につながる広告の役割と未来
像を探りました。仙台市での開催は
年ぶり 回目。
オープニングでは、仙台市と関係の
深い喜多流の能楽師による
「翁ノ舞」
が
披露され、会場を盛り上げました。村
井嘉浩宮城県知事、奥山恵美子仙台市
長も駆けつけ、祝辞を述べられました。
また、表彰式では、オリエンタルラ
ンド会長の加賀見俊夫氏が名誉ある松
下賞を受賞されました。

松戸支店

当会議所
（石井会頭）
は、千葉市中心
市街地まちづくり協議会
（竹内会長）
お
よび千葉銀座商店街振興組合（中島理
事長）
と連名で、
千葉銀座地区のまちづ
くり活動に関する支援について千葉市
へ要望書を提出した。
本年秋にＪＲ千葉駅新駅舎およびエ
キナカが一部開業することによる一極
集中化、千葉パルコ閉店に伴う中心市
街地の空洞化が懸念されることから、
中心市街地商店街の活性化を含めたま
ちづくり方策について検討を進めてい
ることを報告するとともに、地元商業
者や経済団体等の意見を踏まえ、地区
計画等の手法による街の賑わい維持に
ついて指導いただくよう要望した。

℡043-221-8110

栄えある受章
心からお祝い申し上げます
宮川欣丈氏

当所常議員の宮川電気通信工業株式会社 宮川
代表取締役は、この度の春の叙勲で旭日単光章を
受章されました。
宮川氏は、永年に亘り、総務省所管の
「情報通信
設備業務」
の発展に寄与されています。

●金融機関からの資金調達をサポートします！

14
夢シティちば 2016年₆月号
夢シティちば 2016年₆月号

15

高橋順治氏

40

店
本

旭 日 単光章受章

黄 綬 褒章受章

当所会員の旭測量設計株式会社 高橋代表取締
役は、この度の春の褒章で黄綬勲章を受章されま
した。
高橋氏は、 年余り、土地家屋調査士として登
記
（表題部）
の調査や測量をはじめ、裁判外紛争解
決手続き
（ＡＤＲ）
の制度に携わるとともに、筆界
調査委員として筆界の調査を担当するなど、業界
の発展に寄与されています。

64

25

＜ちばインフォメーション＞

Chiba Information

☆利子補給率：0.5％（運転資金・設備資金）
☆利子補給期間：返済開始日から2カ年

マル経融資とは
融資限度額

運転資金は 7年以内

2,000万円まで

（据置1年以内）

お問合わせ…千葉商工会議所

経営支援課まで

TEL：043-227-4103

FAX送信先：043-227-4107

製造業・その他 従業員20
人以下、商業･サービス業（宿泊
業・娯楽業を除く）従業員５人以
下の法人又は個人事業主である
こと。

返済期限

設備資金は10年以内

詳細は下記にお問合せください

●融資対象

（据置2年以内）

金

利

1.30％

※平成28年4月13日現在

※1,500万円以上の申込は
別途要件有り

担保・保証人

不要です

14 14

13 00 00
17 17
00 00

弁護士による
商工法律相談（無料）

15 17

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㈮
： 〜 ：
【会 場】 千葉商工会議所
階
特別会議室
【担 当】 榎本 初雄 弁
護士
【相談料】 無料（秘密は厳守します）

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

7 6

講座案内

小規模事業者の方に有利な融資制度

①平成26年4月以後に利用された事業者
②申請時において返済開始日から6カ月経過した事業者
③取扱金融機関において返済の遅延等がない事業者
④千葉商工会議所の会員で会費の未納がないこと

○店舗･工場改装
○商品
（材料）
の仕入資金に
○車両を買い替えたい
○事業拡大のために
○手形･買掛金の決済費用に
○機械･設備･什器等の購入 他

平成28年度
千葉商工会議所ビジネススクール 講座案内
千葉商工会議所ビジネススクール

マル経融資

【ご利用できる方】……以下の要件を満たすこと

●資金使途

マル経融資は、商工会議所・商工会の推薦により、
●債権が回収できない
小規模事業者に対し無担保・無保証人・低利で
融資を行う㈱日本政策金融公庫の制度融資です。 ●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

～利子補給制度～
☆利子補給の申請期間は、3月1日〜3月31日となっており
ますので、申請をお忘れなく！
！

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
③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
（※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。
）

ご利用
いただける方

利子補給実施中（平成26年₄月以降ご利用の当所会員の方）

中小企業診断士による
経営の専門相談（無料）

17

13

相談員（中小企業診断士）が資金繰り
や事業計画の策定、経営革新の申請支援
など、経営に関する専門的な相談を無料
で受け付けます。

17

時〜 時

14

時〜 時

14

日㈮

日㈫

日㈫

日㈫

日㈫

日㈫

26 19 12 5 28 17

【相談内容】
・経営革新 ・経営計画 ・創業
・ＢＣＰ ・事業承継
・事業再生及びチャレンジ
・ものづくり ・海外展開
・雇用・労務関係
・資金繰り（融資）
・販路拡大 ・販促支援 ・契約
・取引 ・債権保全 ・債権回収
・経営力強化支援 ・地域資源活用
・農商工等連携 ・知的資産経営
・新連携

日㈫

日㈮

1 24 14
日㈮

日㈮

日㈮

日㈮

29 22 15 8

【場 所】 千葉商工会議所
階
【相談員】 大矢たかし診断士
石井孝昌診断士
【相談料】 無 料

平成 年
６月

７月

28

日㈮

※日程が変更になる場合があります。

中小企業振興部 専門相談センター

千葉商工会議所

☎０４３―２２７―４１０３

【日 時】

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。

春の『福祉制度キャンペーン』のお知らせ
～会員事業所の皆様のニーズにお応えし、保障プランが更に充実しました～
ベストウイズクラブでは、
「春季福祉制度キャン
ペーン」を４月15日から６月30日まで実施いた
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おり
ます。

当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。
併せて、生命共済（ひまわり共済）の加入強化キャ
ンペーンも行っておりますので、ご協力お願いいたし
ます。

「商工会議所福祉制度」は、経営者・従業員の皆様

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・

の保障や従業員の退職金準備他、入院・介護・老後に

福祉制度の普及・推進を目的とし、全国各地の商工

備えた様々な保障ニーズにお応えするものです。

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。

お問い合わせ

千葉商工会議所
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会員事業課

☎ 043－227－4101

夢シティちば 2016年₆月号
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汗 の 輝き
創業して10年未満の若い企業をご紹介

ようになったんです。それから拠点

ているので、
「それなら、日本からは

す。プラスチックを海外から輸入し

取りやリサイクル業に携わっていま

ていたので、１回の運送コストを下

当社の仕事のほとんどを輸出が占め

ず港が近いという理由です。当時、

千葉市内に拠点を置いたのは、ま

となる場所を本格的に探すようにな

私が送ってあげよう」という軽い気
げられる。これは重要なポイントで

ました。私は中国出身で、本国にい

持ちで始めたんです。販売ルートは
した。また、この本社がある場所は、

りました。

既にできあがっているし、資金面は
千葉東金道路の大宮インターチェン

る家族や親戚がプラスチックの買い

援助してもらえる。自分にもできる
かなと思ったんですね。当時 歳で、 ジから１㎞と少し。物流的な見地か
らも立地が良かったんです。

が少なかったので、
騒音やほこり、
ト

それからリサイクル業にとってと

日本に来て最初は、茨城県水戸市

ラックの出入りなどで住民に迷惑を

間に働いて、時間を自分の自由に使

で仕事をしていました。アパートの

かけることがないというのも大きな

ても大事なことですが、周囲に住宅

１室を会社として登記して、営業を

メリットでした。

たちです。もちろん、競合する部分

ださったのは、同業他社の社長さん

して廃棄物を請け負い、粉砕、切断、

しているのはそこが一番大きいと思

が鉄則で、当社の事業が順調に推移

もありますが、協力し合って、
います。
Win排出先企業から、中間処理業者と
の関係を築いていく。出会う人
Win
ごとにその人のいいところを学ぶよ

圧縮、分別などを行って、使えるも

ここ千葉市で一から仕事を始め

場へ運ぶ。今の当社の業務形態だと、

のはリサイクルし、残りを最終処分

慣れることで精いっぱいでした。と

て、人とのネットワークを作ってき

べてが千葉市内にありますが、次は

今、本社と工場を含めた３カ所す

さんも発注しやすいと思います。

すし、各業務の連携が生まれ、お客

にかく諦めずに目の前の課題を一つ

幸せなことだと思っています。

請け負った後の作業はすべて可能で

初めは社員にどう動いてもらってい
いかも分からず、距離がありました。

約半年前に中間処理施設を
本格スタート
２０１５（平成 ）年 月、産業

経営者として人をうまく動かせない
し、
人間関係もうまくいかなくて、
苦

廃棄物中間処理施設「北谷津中間処

この近くに中間処理施設を増設した

しみましたが、自分が変わるのが一

例えば、
今
理施設」を本格スタートさせました。 に進化させた施設にする。
の施設は屋外施設なので、天候に左

いと考えています。現在よりもさら

番早いと気付いたんです。自分が本

リサイクル業は輸出が伴うので、リ

になる。そうするうちにどんどん変

う信じていれば相手もそう思うよう

相手との心の距離はない。自分がそ

した。中国の港では検査が厳しくな

で業務上かなりのダメージがありま

日本の放射性物質に対する風評被害

では、ガソリンなどの運送コストや

リーマンショックや東日本大震災

れる人々がいる。私はこれからもこ

人々、そして自分のことを愛してく

ここ千葉市内には自分が愛する

ていきたいです。

れらの相乗効果が生まれるようにし

繰り返して処理場を増やし、かつそ

右されない屋内にするとか、進化を

わっていきました。

り、荷物が山積みになったまま待た

も何も言われないし、怒られないけ

中間処理場を手掛けることを決断し

そうしたリスク分散をはかって、

先を見据え、今の動きを決めること

いきたいです。

こで生きていき、会社を大きくして

同業他社の経営者に
支えてもらった

れど、仕事を教えてくれる人もいな

たんです。その前に、リサイクル物

最初から経営者だったので、誰に

い。トラックやフォークリフトが故

資を運ぶ収集運搬業務の認可も得て、
孤独だった私を応援して支えてく

さえ分からず、困ってばかりでした。 去年４月からスタートしています。

障してもどこで修理してくれるのか

ともありました。

されたあげく、日本に返送されたこ

は自分の中にあったのかもしれない。 スクが大きいんです。

当に人を信用できなかったり、問題

11

そこからは社員との距離ですね。

一つクリアしていくようにしました。 ました。それは私にとってはとても

仕事が順調に進んだかといえば、
決してそうではありませんでした。

うにしました。

ればとか人を増やさなければと思う

始めて、そのうちに工場を持たなけ

えると思い込んでいたんですよ。

自分で会社を経営すれば、好きな時

24

明日の環境を考え、豊かな未来を
創造するリサイクル企業へ
プラスチックのリサイクル業に加え、産業廃棄物中間処理施設に業務を拡大している
リッツ資源株式会社の趙 暁鶴代表取締役にお話を伺いました。

代表取締役／趙 暁鶴
住
所／千葉市若葉区北谷津町293-1
電
話／043−309−6920

当社は平成 年 月 日に創業し

たった一人で来日して
茨城県で創業

リッツ資源株式会社
15

そもそも最初の数年は自分が仕事に

仕事や人間関係に
苦しんだ時代も

会社DATA

4

27

18
夢シティちば 2016年₆月号
夢シティちば 2016年₆月号

19

23

● 試験内容

試験会場に関するお問合せ先
受験申請に関するお問合せ先

千葉県職業能力開発協会 総務企画課

ビジネス・キャリア検定試験運営事務局

TEL 043-296-1150

TEL 03-3233-6810
E-mail：info_kentei@nippan.co.jp

28

石橋 秀樹

石橋公認会計士事務所
公認会計士・税理士

得税と相続税で、扱いが異なりますので、

相続開始直前に、被相続人の居住の用

こととなります。２回目以後の譲渡で、

は、全ての譲渡に係る合計額で判定する

の要件は、敷地等を分割譲渡した場合に

工事が追加されました。住宅借入金の

フォームローン型減税に三世代同居改修

バリアフリーや省エネ改修工事のリ

留意が必要です。

に供されていた家屋及びその敷地の用に

１億円を超えたときは、当初の譲渡も含

年末残高１千万円を限度とし、工事費

譲渡対価の額が１億円以下であること

供していた土地等を相続により取得した

め、全ての譲渡について譲渡所得控除の

12

ない場合のリフォーム投資型減税にも同

用（２５０万円を限度 の)２％、その他の
［老人ホームに入居の場合］
相続した空き家の譲渡所得特別控除は、 １％を、５年間控除できます。ローンが
生活の本拠としていた居住用財産を譲渡

様に）三世代同居改修工事が追加されま
生活の本拠がそれまでの居住用家屋から

する場合の特例です。従いまして、相続

対象外 で)、相続の開始直前に被相続人以
外に居住者がいなかった、相続の開始日

老人ホームに移りますので、本特例の適

での間にした譲渡に限る、譲渡対価の額

用は認められません。（租税特別措置法

混同しやすいのは、相続税における小

条）
規模宅地の特例で、租税特別措置法 の

が１億円を超えるものを除くです。

は、平成 年 月 日まで、二年間延長

特例、譲渡損失の繰り越し控除等の適用

特定の居住用財産の買換え及び交換の

住宅の買い替え特例を延長

開始前に老人ホームに入居した場合には、 した。

以後三年を経過する日の年の 月 日ま

された旧耐震時代の家屋 マ(ンションは

要件は、昭和 年５月 日以前に建築

の適用ができることになりました。

産の譲渡所得の３，
０００万円特別控除

の譲渡所得の金額については、居住用財

日までの間に、一定の譲渡をした場合

31

31

注意するケースとしては、分割譲渡し

２により、老人ホームへの入居等につい

されました。
か？改めて、検討されてください。

会員の皆様は、適用可能な特例がない

31

31

た場合と、相続開始まで老人ホームに入
居していた場合です。

ては、別途適用が認められています。所

12

35
40

29

28

56

三世代同居の改修特例創設

個人が、平成 年４月１日から 年 月

特例が認められないこととなります。

空き家の譲渡所得特別控除

［分割譲渡の場合］

平成 年税制改正に関して、消費税の軽減税率の導入とその後のインボイス方式の導入は、新聞等
の報道で、ご存じの方が多いと思います。国税庁より軽減税率制度に関する取扱い通達とＱ＆Ａが公
表されたばかりです。消費税の改正に関しては、次回以後に、取り上げることとし、今回は、個人の
住宅関連の税制改正と留意点を解説させて頂きます。
空き家の譲渡所得税特別控除制度の創設、三世代同居改修の特例の創設、住宅買い替えの特例の延
長を取り上げます。

平成 年
税制改正（住宅関係）について

● 受験資格
● 受 験 料

平成28年10月２日（日）
平成28年４月15日（金）～ 平成28年７月25日（水）
１級・２級・３級
人事・人材開発・労務管理、経理・財務管理、営業・マーケティ
ング、生産管理、企業法務・総務、ロジスティクス、経営情報
システム、経営戦略
特になし
１級 １０，
０００円
２級
６，
９９０円
３級
５，
６６０円
http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/business/index.html
試 験 日
受付期間
等
級
試験分野
●
●
●
●
12
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夢シティちば 2016年₆月号
＜お詫びと訂正＞ 夢
 シティちば５月号（2016年 5 月10日発行）18ページの弁護士法人リバーシティ法律事務所所属弁護士の記載
に誤りがありました。正しくは、南部朋子氏となります。ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

夢シティちば 2016年₆月号

21

ビジネス・キャリア検定試験は、厚生労働省が定める職業能力評価基準に準拠し、職務を遂行
する上で必要となる知識の習得と実務能力の評価を行うことを目的とした試験です。人事・経
理・営業・生産管理など、企業実務に即した専門的知識・能力を客観的に評価します。

28

平成28年度前期ビジネス・キャリア検定試験
31

外部からのお知らせ
Advice to management

手みやげに一番

中小企業診断士

野村 忠史

勢いと人望でなんとかなる時です。し
かし 店舗スタッフ十数名超えるあた
りになると状況が一変します。今回の
ような問題がモグラ叩きように発生し
て、売上げも安定して伸びていかない
状況になる。これは、「起業者段階」か
ら「共同体段階」への脱皮すべき黄色
信号と解釈することが必要な訳です。
②共同体段階を理解する。その必要性と
あり方を学ぶ。
共同体段階とは、「役職の階層ごとの
権限・責任を明確化し、組織図によっ
て意思決定プロセスがルール化された
組織運営」となります。つまり「起業
者段階」と一見逆ともいえる成熟され
た組織化が次に求められる訳です。当
然、それを知らない起業家はここで戸
惑う訳です。「昔からみんなの意見を大
事にやってけど、それだけではうまく
いかない…」と。このケースでは、ま
ずオーナーや店長がその成長過程と次
の組織運営のあり方を社外セミナーや
研修等で学び、互いの役割を意識する
ことからはじめることが必要だという
ことです。
③ホワイトボードや簡単なレジュメを使
った定期的な勉強会で普段の業務の振
り返りを行う。
難しいのは、理屈が分かっても組織
行動が簡単に変わらないことです。な

２店舗以上を経営する
オーナーが知らなければならないこと。

中
織では、よく発生する問題ですね。組織
１ 事 例
の成長のさせ方が分からない方や、マネ
数店舗を経営する飲食店のオーナーか
ージメント経験が乏しい方はこの壁にぶ
らの相談です。
「ある日、
〇〇地域の店長
つかるようです。つまり、オーナーは
から『地域で愛される店になるために地 「戦略レベル（ターゲット、
競合店メニュ
域密着企画を実施してはどうか』と提案
ー、ＦＬ率と価格設定、見込回転数、オ
がありました。毎年 月は、〇〇地域で
ペレーションコスト等）
」
で広くものを考
は、たくさんの人が賑わうお祭りがあり、 え、店長は、
「戦術レベル（味、メニュー
それに合わせた企画商品を発売したいと
名、使用素材、販売トーク、盛りつけ見
いうものでした。取り急ぎ『興味がある
栄え）
」の現場中心で考える訳ですが、
そ
ので、
また聞かせて欲しい』
と返事をした
ういった互いの権限と責任が曖昧のまま
ところ、数日後『ボリューム感あるＡメ
話しが進み、更には相互理解が不足する
ニューにするか、高級感あるＢメニュー
ことによって失敗を繰り返すパターンで
にするか迷っている』という連絡があり
すね。もっというと組織運営が未成熟で
ました。慌てて店長に折り返し確認した
あることを充分に認識できていなことか
ところ、『既に仕入予定先とも入荷予定日
ら生じる症状の１つです。
を決め、一部のお客様には案内まで始め
３ 解決策
ている』というわけです。実は、以前に
①組織の成長過程を知る。黄色信号に気
も似たようなことがあり、任せた所、一
付く。
定量販売があったものの、期間が過ぎる
どんな会社にも「組織のライフサイ
と材料が余り、大きな赤字をもたらした
クル」という人間のような成長パター
ことを後になってわかりました。せっか
ンがあって、規模が大きくなるにつれ
く現場でもりあがっているのに、オーナ
て「起業者段階⇨共同体段階⇨公式化
ーの自分が口を出してストップをすれば、
段階⇨精巧化段階」といった４つ段階
店長やスタッフの士気が下がるし、場合
を経ます。 店舗スタッフ数名程度で
によっては辞められてしまうかも知れな
創業したての頃は、
「起業者段階」に
い…どうすればいいでしょうか…」
あたり、
「オーナーを中心に、仲良く
２ 原因と課題
分け隔て無くフラットな組織運営」が
主になります。いわゆる起業者 人の
役職に応じた権限と責任が不明確な組

〈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

2

んせ、オーナー自身も知らなかったし、
店長はもっと意識できていないから当
然です。だからまず互いに気付く場を
半ば強制でつくることが重要です。具
体的には、社外セミナーや研修で学ん
で来たことを、社内研修や会議でホワ
イトボードや簡単なレジュメを使った
定期勉強会で普段の業務の振り返りを
行うことです。講師は当然、オーナー
や店長です。レジュメは簡単なベタ打
ちや手書きで構いませんからそのまま
「社内マニュアル」として、
後に使える
ことを前提に作っておくといいでしょ
う。社内マニュアルにすれば、新しい
スタッフに幹部がいなくとも、既存ス
タッフが教えることが出来るようにな
ります。また、ホワイトボードも積極
的に活用しましょう。前提になる知識
レベルや経験が異なると、口頭で会議
を行っても、論点やレベルがバラバラ
となり、いつになっても伝わらずまと
まらず、何も実行されない会議になる
だからです。だから、幹部が率先して
ホワイトボードで書きながら、社内に
起こった事例に触れながら、なぜこう
なったのか、何が当社に足りないのか
等をスタッフに問いかけながら、新し
い組織のあり方を伝えていくことが必
要です。大変パワーが必要であり、効
果がでるには若干時間がかかりますが、
その投資時間はのちのち何倍にもなっ
て返ってきます。今般のようなケース
を経験されている会社幹部の方は、一
度チャレンジしてみてください

外国企業に対する信用調査の実施方法について教えてください

1

海外販路開拓に際しては、輸出代金の回収については
国内取引以上に、細心の注意が必要です。その為には新
規顧客が貴社の取引先としてふさわしいかどうか事前準
備段階で十分に調べる必要があります。信用調査が不十

分なまま輸出取引を行なって代金回収が出来なかった事例も散見してお
ります。
回収事故を防ぐためには、相手企業の信用調査を実施しておくことが
重 要 で す。 信 用 調 査 の 方 法 と し て は 貴 取 引 銀 行 や 同 業 者 等 を 通 じ て の
信 用 照 会 も 可 能 で す が、 専 門 の 信 用 調 査 会 社 を 通 じ て の 調 査 に よ り 詳
細 情 報 を 得 る こ と が 出 来 ま す。 一 般 的 に 知 ら れ て い る 信 用 調 査 会 社 と

や

社（
Experian

http://www.tdb.co.jp/
http://www.experian.co.jp/

）
memberservice/option/creditcheck.html
他 の 調 査 機 関 と し て は 帝 国 デ ー タ バ ン ク（
）
contact/faq15.html

）他、中国、台湾方面に特化しています
business-information/index.html
）などもあります。
が日本国際貿易促進協会（ http://www.japit.or.jp/
からは、企業検索エン
尚、ジェトロの国内各拠点に設置されている PC
（ http://www.nikkeimm.co.jp/profile/mergent/
）
ジンの Mergent Online
などに（ http://www.kompass.jp/
）無償でアクセスの
や Kompass Online
上、簡易情報ですが入手出来ます。

後者については、
同社ホームページ（ http://www.coface.jp/formulaire_
新規顧客開拓後の取引実行に際しては与信リスク対策として（独）日
）や民間保険会社
） に ア ク セ ス す れ ば 申 し 込 み 可 能 で す（ 電 話：
本貿易保険（通称ＮＥＸＩ）（ http://www.nexi.go.jp/
03contact/form/62363
）
。尚、ジェトロメンバー（年会費有）については Coface
との
による各種貿易保険を付保することをお勧め致します。
5402-6110

東京商工リサーチが窓口となっており、同社千葉支店に電話（ 043-301信用調査については貴社における年間使用頻度や海外与信の発生額な
）すれば調査費用や日数等について確認後申込み手続きができます。 ども考慮のうえ、費用対効果に留意し効果的な方法を選択頂ければと思
7511
）
（ http://www.tsr-net.co.jp/aboutus/office/
います。

してはＤｕｎ ＆ Ｂｒａｄｓｔｕｅｅｔ や Ｃｏｆａｃｅ 等があります。前者は

に記載のとおり約半額の費用で調査ができます
提 携 に よ り、 下 記 URL
の で ご 参 考 ま で に 添 付 致 し ま す。（ https://www.jetro.go.jp/members/

当社は機械部品メーカーですが、国内需要の落ち込み対策として海外販路開拓に力を入れよう
としています。新規に外国企業との取引を開始するに際して信用調査をしたく思いますが、ど
のような方法があるか教えてください。

Q
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企業診断
小

食べ歩きグルメ祭りを今年も開催します
〈ごあいさつ〉

藤澤 茂久

ちーバルとは、街の魅力を発信する沢山のイベントの中のひとつにすぎま
せん。しかし、この４年間、２００店舗前後という規模を保ち活動してきた
ことで、千葉市中心市街地にはこんなにも沢山、素敵な飲食店があるという
ことは発信できたと思います。
さらに多くの方々に飲食店だけでなく、街の魅力を発信できれば、
「かっ
こよくて、楽しくて、住みたくて、働きたい」そんな街になると思います！
皆様のご参加とご協力が魅力的な“まちづくり”です。
これからも可能性を持っているこの街のちーバルにお力添えをいただけます
よう、よろしくお願い申しあげます。
ちーバル２０１６実行委員長
ちーバル参加店舗の募集が開始されます。申込み締切りは６月 日です。
協賛企業も同時募集しておりますので、詳細はお問い合わせ下さい。

木祝
月～

‼

今年の目玉は 5 エリア 5 日間 ＋【ちーバル本祭り】

昨年まで開催月間中 4 エリア 4 日間で開催されていましたが、たくさんのお客様や参加店舗から「全エリア合同開催」
を望む声が多く 10 月 30 日 ( 日 ) に全エリアを対象とした「ちーバル本祭り」を開催することになりました。

延べ日数での参加店舗も日本最大級、単日開催でも日本最大級の規模となり、名実ともに「MEGABAR IN JAPAN」
となります。当日はちーバル 2016 のグランドフィナーレを飾るにふさわしく、いろいろ楽しいイベントも企画中で

主催 千葉市中 心市街地ま
ちづくり協議会／
共催 r-223
ちーバル実 行委員会

千葉県PRキャラク
ター
「チーバくん」
千葉県許諾第B13
8-1号

す。お店の名物料理、サービスをアピールしたい方、他の飲食店と交流を深める機会が欲しい方、広くお客様にお店
を知って欲しい方。みんなで一緒に千葉の街を創っていきましょう。

時代の女性たち」と題し、江戸文化
に花開いた女性たちの活躍について、

本祭り

ご講話いただきました。
また懇親会では、紅富士和太鼓に
当所女性会メンバーが、チーバくんとともに千葉市をＰＲ
よるアトラクションに加え、東京音
〈東京・山梨大会〉
決意も新たに 年度千葉大会の成功を誓い合う
頭の踊りに会場が沸きました。
当所女性会の出席者全員が身の引
関東商工会議所女性会連合会第
梨会長を始め 名の会員が参加し、
なお、すべての議案は承認されま
き締まる思いで本大会に臨み、千葉
回総会が、ホテル椿山荘東京で開催
山崎登美子会長を筆頭に、関東各地
した。
大会（平成 年６月２日開催予定）
されました。
の商工会議所女性会会員総勢８４０
各地の女性会メンバー（ 単会） の成功を誓い合いました。
千葉商工会議所女性会からは、髙
名による総会は活力に満ち溢れ、盛
が、それぞれの個性をアピールしな
初めて関東商工会議所女性会
況でした。
がら一堂に会する様子に、女性の逞
連合会総会に出席して
しさを感じました。
総会閉会直前に、当所女性会メン
社会人となり、初めて大きな行事
バーが、千葉県マスコットキャラク
に参加することになりました。
ター「チーバくん」とともに登壇し、
次年度、大会幹事となる千葉大会
会場の皆様に、次回開催地である千
の下見を兼ねて先輩方に同行させて
葉市のＰＲを行いました。
頂き、会場を見学しました。
総会後の講演会では、学校法人法
訪れた椿山荘の庭園や会場の雰囲
政大学総長 田中優子氏から「江戸
気に触れ、貴重な経験をすることが
できました。
講演会では、講師の田中優子さん

力強い女性の結束力を求めて

日程

関東商工会議所女性会連合会総会を開催

30

11

29

当所女性会会員の皆様にご協力
いただきました「熊本地震義援
金」
（ 万円）につきましては、
千
葉県商工会議所女性会連合会を通
じて日本商工会議所へ送金いたし
ましたので、ご報告いたします。

●義援金の報告

本当にありがとうございました。
（４月入会・柴㟢瑠奈）

が着物姿で登壇され、日本の着物文
化の良さを改めて感じました。
この日は沢山の経験をさせて頂き、

29

千葉商工会議所産業振興課内 電話 043-227-4103 FAX043-227-4107

URL:http://www.chiba-cci.or.jp/joseikai/
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NEXT
79

新企画！ 10/30（日）全エリア対象の「本祭り」開催決定！
10

講師：田中総長

当所女性会メンバーによる千葉市のＰＲ

31

山崎会長あいさつ

「商工会議所女性会の歌」斉唱

〈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

編集：千葉商工会議所

女性会

中心市街地NEWS
まちづくり事業情報

平成28年度千葉YEG

平成28年度事業計画・収支予算を承認

経営開発委員会 委員長
株式 会 社 エ ス ト ・ ジ ャ ポ ー ネ
代表取締役社長

中島悠介

総務広報委員会 委員長

カヲ ル 興 業 株 式 会 社

秋元美沙

対外拡大委員会 委員長
株式 会 社 広 絆
代表取締役

小川広太

月 日（水）千葉商工会議所 階

研修室にて第 回定時総会が開催され
ました。
千葉ＹＥＧの指揮を執る小川会長の

けて小川会長年度の士気を高めると共
に会員相互の懇親を深めるための決起
大会を行いました。
また、総会開会前に 月 日に発生
した平成 年熊本地震により犠牲にな
られた方々へ哀悼の意を表し黙祷を捧

挨拶から始まり、ご来賓としてご臨席
賜りました千葉商工会議所会頭 石
げました。
今年度の千葉ＹＥＧスローガンは

井俊昭様、千葉商工会議所女性会会長
髙梨園子様、千葉市経済農政局長 鎌
田栄様、千葉県商工会議所青年部連合

地域の皆様にその存在 活･動を知って
もらうことや、次世代を担う青年経済

葉ＹＥＧとして積極的に参加していき

せるために様々な地域のイベントに千

することの
「誇り」
や
「達成感」
を醸成さ

主な活動内容は、千葉ＹＥＧで活動

存在へ～」
です。

創造と行動、真に地域に必要とされる

会会長 中村浩一様よりご挨拶として 「ＹＥＧ ＰＲＩＤＥ！～研鑽と交流、
励ましのお言葉を頂きました。
ご臨席賜りました皆様におかれまし
ては心より御礼申し上げます。
会員総数 名中、出席 名、委任状
行使者 名で総会が成立し、小川会長
が議長を務め、全ての議案が滞りなく
可決承認されました。
人として経営の勉強をすることはもち
ろんのこと、次代を担っていくことが

今回審議しました議案は以下の 件
です。
できる仲間を一人でも多く作るために

総務広報委員会 一同

どよろしくお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほ

とうございました。

とができました。改めてご協力ありが

ただき、幸先の良いスタートを切るこ

のご協力のお陰で多くの方にご参加い

最後になりましたが、すべての会員

員拡大を図っていきます。

魅力的な活動や積極的な声掛けをし会

・第 号議案 平成 年度事業報告書

承認に関する件
・第 号議案 平成 年度事業計画書
（案）
承認に関する件
・第 号議案 平成 年度収支予算書
（案）
承認に関する件
総会終了後会場を 階に移して、各
委員会ごとに今年度の事業計画につい

株式会社環境設備計画

地域振興委員会 委員長

本 年 度、 委 員 長 を 務 め さ せ て 頂 き ま
す、
田中あすかです。
「汗を流す」同じ時、
同じ目標、違う力が合わさって一緒に汗
を流す！今年のテーマです。
どう汗を流すか一緒に考えましょう！
よろしくお願い致します。

田中あすか

Ｂａｒ そらのかけら

親睦交流委員会 委員長

てディスカッションを行い、その後続

本年度の経営開発委員会は「会員向け
経 営 に 関 す る 研 修 会 」 と、
「オープン講
演会」の企画・運営が主な事業です。会
員の自業の発展に繋がるような良い事業
とするべく、委員会メンバー自身が他団
体の講演会・勉強会等へも積極的に参加
することにより、研鑚を積み、素晴らし
いものを創り上げることが出来ると考え
ております。一年間よろしくお願い致し
ます。

本年度、総務広報委員会の委員長を仰
せつかりました秋元です。人生で初めて
委員長というものを体験するため大した
ことはできません。なので本年度の目標
は当たり前のことを当たり前にこなすこ
と で す。 通 年 的 な 業 務 行･事 を 滞 り な く
遂行し、他委員会の事業がスムーズに進
められるようできる限りサポートしてい
き た い で す。「 総 務 」 と「 広 報 」 の 意 味
合いを考えながら、委員会メンバーと共
に１年間頑張っていきます。未熟者です
がよろしくお願い致します。

近藤慎吾

Ｈ28年度千葉YEG
決起大会

12

4

・第 号議案 平成 年度収支決算書

承認に関する件

27

27

28

28

14

合同委員会

38

地域振興委員会は『地域振興事業の企
画・ 運 営 』
『 他 団 体 へ の お 祭 り・ 行 事 等
への積極的参加』
『地域振興に関する政
策提言の取り纏め』が主な事業内容です。
一緒に千葉を盛り上げましょう。
よろしくお願い致します。

〈新入会員紹介（5月入会）〉

定時総会

41

81

鎌田農政局長

平成 年度 対外拡大委員会、委員長
を務めさせて頂きます小川広太と申しま
す。対外拡大委員会は、千葉ＹＥＧで将
棋の「歩」の役割と感じております。千
葉市 区内で、千葉ＹＥＧの存在はまだ
まだ世間には知られておらず、ＹＥＧを
知って頂く為にも各地域のイベント等に
参加させて頂いたり、お声掛けさせて頂
き各地域と一緒に千葉市を盛り上げてい
きながら、千葉ＹＥＧの活動、魅力を一
歩一歩伝えていき、魅力ある千葉市、魅
力ある千葉ＹＥＧを築いていき、地域に
必要とされるよう活動していきたいと思
います。

☎03-5858-8088

14
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21

26
夢シティちば 2016年₆月号
夢シティちば 2016年₆月号

27

☎043-301-0170
電気通信事業
イベント事業、プロモーション事業、イベントコン
パニオン派遣、パーティーコンパニオン派遣、モデ
ル・タレント派遣 及び、そのマネージメント業務

株式会社ドコモCS 千葉支店

合同会社ユニオン・プロモーション

☎043-242-0505
業務用質量計（はかり）を専門とした
販売及び修理・メンテナンス事業

有限会社丸萬

恵藤計器株式会社

☎043-222-3414
飲食業（寿司店）

（わだ てるゆき）

輝之

和田

尚己

4

〒260-0013
千葉市中央区中央1-1-8中央28ビル2F
FAX.043-224-0396
http://sola-sola.jimdo.com
飲食業、コンパニオン全般
出張フルート演奏
〒260-0027
千葉市中央区新田町12-1トーシン千葉ビル2Ｆ
TEL.043-204-8911 FAX.043-204-8912
http://kankyo-setsubi-plan.com/
建築設備設計・監理

（たむら なおき）

力也

Bar そらのかけら
株式会社環境設備計画

田村

（せぐち りきや）

君塚

俊一

瀬口

（きみつか しゅんいち）

28

4
1

2

3

4

第41回定時総会開催
４月定例会

中村県青連会長
髙梨女性会会長
石井会頭
小川会長

28

6

株式会社 エスト・ジャポーネ
カヲル興業株式会社
株式会社広絆

〒260-0028千葉市中央区新町22-2-406
TEL.043-306-1233 FAX.043-247-7676
http://www.est-prossimo.com
飲食店経営（イタリアン、ビアホール）
〒260-0018 千葉市中央区院内2-14-6
TEL.043-222-4060 FAX.043-224-3984
http://www.paint-k.co.jp http://www.kaoru-k.jp
建築、自動車塗料等関連商品販売・リフォーム工事請負
〒265-0043千葉市若葉区中田町1193-95
FAX.043-228-0104
新築・解体・改修・プラント
各種架設工事（総合建設業）介護福祉タクシー

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

委員長あいさつ

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

原発災害対策版Quince1号

morph3

古田貴之 Profile

千葉工業大学
未来ロボット技術研究センター
〒275-0016 習志野市津田沼2-17-1

（千葉工業大学内）

TEL047-478-0567

15

て、高齢者が自宅に居ながらに
研究し、産業を立ち上げ、
して負担が少なく健康管理を行
未来をつくることが目的
うシステムの開発などを手掛け
ｆｕＲｏでは つの柱となるコ
ています。
ンセプトのもと、活動を行って
高齢化社会に対応する
います。まずは未来のロボット
未来の乗り物
の研究開発、そして産学連携
ＩＬＹ Ａ–はアイシン精機と
（産業界＝企業と大学が共同で
のプロジェクトで生まれた３輪
研究を進めること）をしながら
構成、１人乗りの電動小型モビ
ロボットの新産業を立ち上げる
リティです。大きさはベビー
こと、さらに つ目がロボット
カーとほぼ同じで、自転車・シ
のプロダクトデザインの追求で
ニアカー・カート・キックボー
す。
ドなど様々な移動機器の機能を
たとえば、小型ヒューマノイ
融合して再構築したもので、利
ド「ｍｏｒｐ ｈ３」は、ロボッ
用シーンに応じて４段変形しま
トに必要な要素技術開発用に生
す。ロボット技術応用の知能化
まれた実験用ロボットです。卓
安全技術を搭載しており、レー
上での実験が可能な小型サイズ
ザーセンサーが地図を作り、周
（全長３８０㎜ 、重量２４００
辺の動きを予測します。例えば、
ｇ）
、
高度な機動性を実現するロ
急に目の前に人や物が飛び出し
ボットボディ（ 関節）
、
高度な
てきても認識し、自動で車体の
知覚機能を実現するための大規
速度を減速して制動制御します。
模センサシステムを導入してお
お年寄りも若者も、安全かつ
り、機能とデザインを一体化し
気軽に使え、人々の行動範囲を
て無駄を省くと同時に、デザイ
広げる近未来の乗り物です。
ンを追求することからロボット
今、私たちが手掛けている仕
の性能の向上を目指しています。
事のテーマの多くは高齢化で
生体センサーを活用して
す。先進国である日本全体がこ
在宅健康管理
の大問題に直面しています。私
たちは高齢化社会の中で抱える
課題をロボット技術で解決して
いきたいと考えています。この
課題をクリアできる技術があれ
ば、日本は世界におけるプラッ
トフォームになり、この分野で
の先進国になり、輸出産業が生

国家戦略特区で
ロボット技術の実証実験

昨年 月にユニバーサル未来
社会推進協議会の会員である千
葉市がロボット技術の実用化に
向けた国家戦略特区として追加
指定を受けました。
私たちも参画していますが、
アベノミクスのアクションプラ
ンである日本再興戦略の中でオ
リンピックを視野に入れた「改
革２０２０」プロジェクトで
は「先端ロボット技術によるユ
ニバーサル未来社会の実現」を
テーマにロボ ット政策が取り
上げられています。こうしたロ
ボットの社会実験が実施される
場として、①台場及び青海地域、
②市街地等の日常環境をはじめ
とする公共空間、③空港が指定
されています。
このロボット技術がユーザー
にどのように評価されるかは実
際に体験してもらわないと分か
らない。したがって市場調査も
できない。こうした実証実験に
よって、まずは皆さんに使って
もらおうということなんです。
12
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具体的に生活面におけるロ
ボット技術の活用については、
２００９（平成 ）年に積水ハ
ウスが発表しましたが、住宅に
おける、生体センサーなどのＲ
Ｔ（ コミュニケーション・ロ
ボットテクノロジー）を活用し

み出せます。
ロボット技術によって、お年
寄りが元気に経済活動と文化活
動を引っ張っていける真の高齢
化社会の仕組みを作っていきた
いと思います。

「ロボット技術で未来の文化を創る」
──現代におけるロボット技術は未来の社会・生
活・文化を形成するために不可欠な要素です。次世代を担うキーテクノロジーを研究開発
するために必要な人材が集まり、２００３（平成 ）年６月に千葉工業大学内にｆｕＲｏ
が設立されました。
その運営形態は学校法人直轄という日本初の方式で設立され、産・官・学のいずれで
もない、ベンチャー企業のようなフットワークの軽さと中長期に及ぶＲ＆Ｄ（研究開発
活動）を両立しています。
プロの研究者約 人が集まり、多々の国家プロジェクトや実証実験に参画し、また企
業との共同プロジェクトも行っています。
ちなみに「ｆｕＲｏ」とは、
「存在」
「生命」
「本質」を意味するイタリアの古い言葉だ
そうです。

〈未来ロボット技術研究センター 「ｆｕＲｏ」 とは〉

日本は現在、産業用ロボットの年間出荷額、国内稼働台数と
もに世界一の「ロボット大国」となっています。人口減少・少
子高齢化など社会的課題を抱える中で、あらゆる生活空間でロ
ボット技術が生かされ、
高齢者や障害者、
外国人など多様な人々
が幅広いサービスを享受するシーンを作り上げていくことが国
の目標の一つともなっています。そうした国家プロジェクトや
ロボットの先端技術について、未来ロボット技術研究センター
の古田貴之所長にお話を伺いました。

未来ロボット技術研究センター

最先端のロボット技術で未来都市を創造する

morph3は、科学技術振興機構ERATO北野共生システムプロジェクトと工業デ
ザイナーの山中俊治氏が共同開発したロボットです。2003年6月1日よりmorph3
の研究開発チームが千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター（fuRo）へ
移籍し、継続して研究開発が行われています。
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工学博士 1968年、東京都生まれ。 1996年、
青山学院大学大学院理工学研究科機械工学専攻
博士後期課程中途退学後、同大学理工学部機械
工学科助手。2000年、博士（工学）取得。同年、
（独）科学技術振興機構のロボット開発グルー
プリーダーとしてヒューマノイドロボットの開
発に従事。2003年6月より千葉工業大学 未来
ロボット技術研究センター所長。

ILY-A

特集
最先端のロボット技術で未来都市を創造する／未来ロボット技術研究センター

特集

●受付：ふれあい動物の里

●受付：当日13：10

HallucⅡ

●受付：動物科学館図書室

搭乗型脚式移動ロボット・プロトタイプ「core」

街中や空港で実施される

応募期間 6月16日（木）〜8月15日（月）必着

す。
また、羽田空港ではインバウ
ンド対応として、コミュニケー
ションロボット（翻訳・道案内
サービス）
、
手荷物運搬サポート
ロボットなど多様なロボットが
相互に連携しながらサービスを
提供します。

千葉市発の将来性有る新たなビジネスの創出を目指し、ビジネスプラ
ンコンテスト第15回『ベンチャー・カップCHIBA』を開催します。
本年度は「一般部門」「学生部門」の他、新たに「ソーシャルビジネス部門」
を設け、3部門で募集します。新規性・独創性に富み実現性のあるビ
ジネスプランをお持ちの方、ご応募をお待ちしています‼

未来都市としてポテンシャル

『ベンチャー・カップCHIBA』

は移動だけではなく、デジタル
サイネージの端末になったり、
自動翻訳のシステムになったり
して、買い物や生活をサポート
します。
幕張新都心は都市としてまだ
まだ伸びる余地があります。都
心からも近く、空港やディズ
ニーランドなどへのアクセスも
いい。スタジアムもホテルもあ
る。有力な企業もある。未来都
市を展開するのにすべてのピー
スがそろっているんです。技術
者と企業と行政（千葉市）で一
緒にどうしたらいいかを考えて
構築していける。このような都
市はなかなかないでしょう。
日本はものづくりではなく
ものごとづくりへ

ビジネスプラン
募集中！

が高い幕張新都心

〈財団設立15周年記念〉第15回

多様なサービス

園長ライブ

と思っています。
日本がこれから国際社会で生
き抜いていくために必要なのは、
特にアジアの諸外国が簡単に真
似できないような目的を伴った
勝てる技術ではないでしょうか。
国家戦略特区は
千葉市内の企業にとって好機

そして、中小企業にとって、
ロボット産業には多くのチャン
スがあります。ものづくりをし
ている企業はものごとづくりを
行っているプロジェクトなり団
体に食らいついていけばいいん
です。自分たちにできるのはど
の部分かを探って、そこを手掛
けていけばいい。
一つの団体や企業でできるこ
とは限られています。物事をや
るときに独創はあり得ず、共創
によってこそ成し遂げることが
できると考えています。文部科
学省が管轄するユニバーサル未
来社会推進協議会も無料ですの
で、ぜひご参加ください。
千葉市内には多くの中小企業
が存在し、個々の企業が得意と
するものがある。それをほかの
企業と共創して、１ １
+ を３以
上にする。千葉市が国家戦略特
区に指定されたことやオリン
ピックは千葉市内の企業にとっ
て大きなチャンスで、オンリー
ワンになれる可能性は大きいと
思います。
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FAX 043-201-9507
TEL 043-201-9504

応募先・
お問合せ

検索
第15回
「ベンチャー・カップCHIBA

三井ガーデンホテル千葉

●内容：飼育担当者によるとっておき
のお話が聞けます。

ロボット技術をはじめとして、
未来にどういう都市をつくるか。
そういう全体の未来のグランド
デザインを描ける人がなかなか
いないんです。技術だけ優れて
いても、目的がなければそれは
手段でしかない。
よく日本では「ものづくり」
が注目されます。私自身も技術
者ですし、ものづくりは好きな
んですが、それを手段として
行っているのは「ものごとづく
り」なんです。ロボット技術で
どんな世の中をつくるか。優れ
たものづくりを使ってどうした
いかということを提案しなけれ
ば競争社会では勝っていけない

準グランプリ 副賞10万円（最大4件）

※詳しくは

13:30～

副賞20万円相当
副賞20万円相当

グランプリ
学生部門

展示場前に集合

●内容：キャンドル作り
（１個 1,050円〜）

そして幕張新都心では、公道
（車道・歩道）を利用して、ロ
ボットタクシーの無人運行や
パーソナルモビリティのシェア
リングサービスの実証実験を行
います。パーソナルモビリティ

●内容：動物の出てくる紙芝居をします。

グランプリ

副賞50万円

千葉都市モノレール
動物公園駅すぐ
☎043-252-1111
http://www.city.chiba.jp/zoo

●日時：6/19㈰、7/17㈰
11：30~12：00、 11：30~12：00

抽選と
なります）



※千葉市内在住の65歳以上無料

交
通

お問い合わせ
ホームページ

●受付：レクチャールームに集合

開 園 時 間 9：30〜16：30（入園は16：00まで）
休 園 日 水曜日※₆月15日㈬は開園
料
金 大人700円・中学生以下無料

紙芝居会

●受付：13：00~13：10
動物科学館受付にて整理券配布
定員20名（定員を超えた場合は、

〈千葉市動物公園〉
●内容：動物解説やバックヤード等の見
学をします。

13：10~13：30
●日時：7/10㈰

一例を紹介すると、お台場周
辺では東京オリンピックの頃に
は、パーソナルモビリティで
人々が移動するほか、超臨場感
映像技術ですぐそこで選手が
走っているような映像や、街全
体をコンサート会場にしたり、
道路上にプロジェクションマッ
ピングでナビゲーションする、
また自動言語翻訳など様々な形
でロボット技術を体感してもら
う。実験後はその技術をビジネ
スや、交通システムとしてサー
ビス展開できるのがポイントで

●受付：動物科学館前に集合

●主催／ (公財)千葉市産業振興財団
●共催／ベンチャークラブちば
●発表会（最終審査会）

11月22 日（火）

●日時：7/2㈯

13：00~14：15

天候や動物の体調により、一部内容を変更
または中止することがあります。

「育離室・水禽池」
●内容：園長による動物生トーク

ソーシャル
ビジネス
部門

グランプリ

一般部門

飼育係によるお楽しみDAY
●日時：6/19㈰、7/17㈰
11：00~11：20

「カンガルー」
●日時：6/25㈯、6/26㈰
9：30~15：00 最終受付
●日時：毎週土曜日 11：30~12：00
6/18、6/25
7/2、7/9、7/16

飼育担当者のちょっといい話

キャンドル作り
絵本の
おはなし会

最先端のロボット技術で未来都市を創造する／未来ロボット技術研究センター

特集

6〜7月のイベント開催予定について

千葉市動物公園 〈イベント・展示情報〉

●内容：絵本の読み聞かせ

千葉開府890年記念

幕張ビーチ花火フェスタ2016

開催中〜

（第３８回千葉市民花火大会）

千葉市の夏の風物詩として市民に親しまれて
いる千葉市民花火大会を、日本一の長さを誇
る人工海浜を活用した賑わいのある海辺の創
出と本市経済の活性化を目的に、 下記のとお
り開催する運びとなりました。
本年は、千葉開府８９０年記念プログラムを
交えた１万５千発の花火打上げを予定し、幕張
の浜を活用した海上花火のミュージックスター
マインをはじめ、音楽と花火をシンクロした音
楽花火の競演や尺玉の打上げ、個人協賛によ
るＬＯＶＥメッセージ花火などを企画しています。

協賛企業

募集中
締切

6月30日（木）まで

千葉市民花火大会実行委員会 事務局
（公社）千葉市観光協会内 経営企画係

TEL：043－222－0300
E-mail：keieik-g@chibacity-ta.or.jp

協賛企業を募集しています

花火大会実行委員会では、地元企業及び団体の皆さ
まのご協賛を募集しています。ご協賛者には、特典と
して花火大会プログラムに貴社（団体）名を掲載する
とともに金額に応じて入場券をプレゼントいたします。
特典の詳細は下記の表をご参照下さい。
●協賛申込方法
上記の花火大会実行委員会事務局までご連絡下さい。
協賛申込書を送付させていただきます。

日

時： 平成28年８月6日（土）19：30〜20：30

会

場： 幕張海浜公園（千葉市美浜区美浜１）

主

催： 千葉市民花火大会実行委員会

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
あ
い
う
え
お
か
き
く
け

協賛金額

入場券

休 館 日：6月6日
（月）
観 覧 料：一般200円
（160円）
、大学生150円
（120円）
※千葉県在住の65歳以上の方、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
※( )内は団体20名以上の方の料金

講師：畑井恵、松岡まり江（当館学芸員）
6月11日（土）14：00〜（13：30開場予定）
11階講堂にて／聴講無料／先着150名

次回展予告
■「河井寛次郎と棟方志功

特
打ち上げ時の放送

日本民藝館所蔵品を中心に」

会期：7月6日（水）〜8月28日（日）

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

宇宙の最前線に迫る「コズミックフロント」プラネタリウム版
ビーチ席

千葉市美術館蔵

関連イベント
■市民美術講座「『ふたつの柱』のむこうがわ」

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

《千葉市、千葉商工会議所、
（公社）千葉市観光協会、
株式会社幕張メッセ、幕張新都心ホテル協議会、
株式会社ベイエフエム》

時間旅行

典
公式プログラム

私たちの暮らしに欠かすことの出
来ない「時間」
と
「空間」。

特設サイト

1000万円 ミュージックスターマイン（フィナーレ） 400名分

Ａ

コマーシャルメッセージ付き（100文字） 表面広告枠（大） ロゴ（大）

800万円 ミュージックスターマイン（オープニング） 320名分

Ａ

コマーシャルメッセージ付き（100文字） 表面広告枠（大） ロゴ（大）

300万円 ミュージックスターマイン

250名分

Ａ

コマーシャルメッセージ付き（70文字） 表面広告枠（中） ロゴ（中）

200万円 海上ミュージックスターマイン

200名分

Ａ

コマーシャルメッセージ付き（50文字） 表面広告枠（中） ロゴ（中）

100万円 豪華スターマイン

100名分

Ａ

コマーシャルメッセージ付き（30文字） 表面広告枠（中） ロゴ（中）

100名分

Ｂ

社名
（団体名）
のみ

社名のみ

社名のみ

30万円 組合せスターマイン

60名分

Ｂ

社名
（団体名）
のみ

社名のみ

社名のみ

20万円 組合せスターマイン

40名分

Ｂ

社名
（団体名）
のみ

社名のみ

社名のみ

15万円 組合せスターマイン

30名分

Ｂ

社名
（団体名）
のみ

社名のみ

社名のみ

10万円 組合せスターマイン

20名分

Ｂ

社名
（団体名）
のみ

社名のみ

社名のみ

50万円 スターマイン

※入場は閉館の30分前まで

アクセス： JR京葉線「海浜幕張駅」より徒歩15分

協賛者席

花火

中西夏之《中央の速い白Ⅷ》1990年
伊藤若冲《寿老人・孔雀・菊図》宝暦(1751-64)末頃
千葉市美術館蔵

会
期：開催中〜6月26日
（日）
開館時間：10:00〜18:00（金・土曜日10:00〜20:00）

※荒天の場合は中止

■ご協賛コースのご案内
協 賛
コース

千葉市美術館のコレクションから、
風景や季節といったテーマにそって
伊藤若冲や葛飾北斎といった江戸絵
画と、中西夏之やダン・グレアムら
現代美術の作品を取り合わせて約
150点をご紹介します。普段一緒に
並ぶことの少ない作品の競演によ
り、
それぞれの違いや共通点を知り、
様々な切り口からコレクションを見
る機会となります。作品との出会い
をお楽しみください。

6/26㊐

5万円 4号玉（12㎝）

10発

10名分

Ｂ

社名のみ

社名のみ

3万円 4号玉（12㎝）

6発

6名分

Ｂ

社名のみ

社名のみ

2万円 4号玉（12㎝）

4発

4名分

Ｂ

社名のみ

社名のみ

1万円 4号玉（12㎝）

2発

2名分

Ｂ

社名のみ

社名のみ

その不思議な旅に出かけてみま
しょう。
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
※上映スケジュールは、千葉市科
学館ホームページでご確認くだ
さい。

6月18日㊏上映開始〜
9月30日㊎まで
©２０１６ＮＨＫ©渋谷区/ＮＨＫエデュケーショナル 配給Ｄ＆Ｄピクチャーズ

※協賛コースＡ～Ｅの協賛者様には、別途、大会と連動したプロモーションのご相談をさせて頂きます。
夢シティちば 2016年₆月号
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