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2016年8〜9月の動き

加工食品の輸出の食品添加物の基準について

千葉商工会議所 女性会の活動

千葉商工会議所

今月の表紙

青年部通信

「千葉銀座商店街」
千葉市文化センターからきぼーる前の信号にかけて伸びる千葉銀座商
店街は、千葉市の中心市街地を形成している商店街のひとつです。平日
は多くのビジネスマンや地元の人達が行き交い、毎月一回行われるフ
リーマーケットでは、商店街の通りが歩行者天国となって会話を交わし
ながら楽しく買い物をする人たちでにぎわっています。
また、ぱっと見は分かりませんが、歩道は雨の日でも歩行者が歩きや
すいように水たまりができにくい改修をするなど、来街者への心配りが
うかがえます。
撮影／明角和人（明角写真事務所）
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夢シティちば 2016年10月号

編集者のひと言

街中を歩くと駅のポスターや旅行パンフ
レットはすっかり紅葉シーズンに突入してい
ます。紅葉とひと言でいっても、
「錦秋」
、
「照
葉」
や「鬱金色」
など、紅葉の美しさを表す言
葉がたくさんあります。紅葉狩りに出かけた
とき、目の前に広がる風景がどんな言葉が
ぴったりなのか調べてみるのもいいかもしれ
ませんね。
（企画広報室 E.M）

＜DATA＞

株式会社ベイエフエム
代表取締役社長

吉岡 圭二
１９８９（平成元）年 月１日に開局したｂａｙｆｍは千葉県を中心に１都６県にわたる
関東エリアで音楽やトーク、エンターテインメント情報を発信するＦＭラジオ局です。リ
スナー、スポンサー、地域や社会、社員に、「どう貢献するか」に軸を置いたスタンスで、
放送業務やイベント事業などを行っています。株式会社ベイエフエムの吉岡圭二代表取締
役社長にお話を伺いました。

〒261-7127 千葉市美浜区中瀬2丁目6番地1 WBGマリブウェスト27階
☎043-351-7878
事業内容： 千葉県を拠点とした首都圏を放送エリアとして音楽・情報・エンターテイメントなどのオリジナル
コンテンツを24時間発信し続ける独立系FMラジオ局。周波数は、78.0MHz。

３年後の 周年に向け
リスタートを切った

～3年後の開局30周年に向けて、さらなるパワーアップを～

わたって愛されているパーソ

ら情報が入るラジオの需要は

はなくなりませんので、耳か

ジオの聴き方や接し方も大き

機能の実証実験も始まり、ラ

「音楽」
「文化」
「ファッショ

ナリティーや番組のパワーも

過去の東京オリンピック

うした企業体制を整えていき
変わるのではないでしょうか。 ます。

２０２０年を契機に世の中は

開発推進などともあいまって、 対応できる。これからも、そ

ン」などに感性が鋭くアンテ

く変わってきています。どん

送や番組は、生き物と考えて

で日本が高度成長したよう

減らない。そこはラジオの優

まずは人材。ベテランの経

いますので、一定のイメージ

ナが高い人材が揃っていれば

維持しながら、バランス良く

験やノウハウ、人脈を生かし

に落ち着いてしまわずに、こ

に、ＡＩやＩｏＴなどの技術

な時代が到来したとしても、

ａｄｉｋｏ』のタイムフリー

時間に聴くことができる『ｒ

過去１週間分の放送を好きな

リスナー、スポンサー、地域に、
そして社会に貢献するＦＭラジオ局へ

位性だと思います。

います。

高いアンテナを持つ
人材が揃ったメディアに
今、ｂａｙｆｍと言えば、元
気で賑やかなイメージをお持

ながらも、この先のことを考

れからもどんどん進化してい

ちの方が多いと思います。放

えると、若い世代の感性が必

くと思っています。
メディアは競合する時代か

テレビやラジオなどの放送

採用・登用を積極的に行って

また、放送の面では、今年

による広告の市場はおよそ

ら融合する時代になってきま

の４月にも、平日午後のワイ

２兆円。その中でＦＭの市場

います。ベテランと若い世代

ド番組を中心に、番組編成の

は、すでに余剰の部分はなく、

した。まさに今がターニング

大幅なリニューアルを行いま

それだけにマーケットがこれ

のバランスがかなり良くなっ

したが、新たなパーソナリテ

から大きく縮小することはな

ポイントだと思います。

ィーや、新進気鋭のアーティ

また、
人間の「ながら行動」

いと期待しています。
ップさせると同時に、長きに

ストなどを起用してパワーア

てきています。

要になる。そこで、若い人の

ています。

な角度からリスタートを切っ

降、
来る 周年に向けて、様々

局 周年のアニバーサリー以

ことになります。２年前の開

）年に開局 周年を迎える

前年にあたる２０１９（平成

当社は東京オリンピックの

30

30

進化させていきたいと考えて

どんな時代が来ても対応できる企業体制をつくる
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千葉県館山産のサザエを使い、当社の技術者によるハンドメイドの「SAZAE RADIO」を
発売したら、限定100個に対して8350件の応募がありました。「これからも自由な発想と遊
び心で様々な事業を手掛けたい」と吉岡社長は語ります。
ＤＪＫＯＵＳＡＫＵがボランティアで、被災地・石巻を訪れた時に知り合った漁師さんの話を
もとに製作した絵本「トミジの海」。クラウドファンディングによる支援で1000部つくり、東
北や千葉など被災県の小中学校や教育機関、図書館に寄贈しました。

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

メンタルヘルスの取り組みで
“お困りの事”ありませんか？
……産業カウンセラーがお手伝いします……

ッセージを送っていただいた

Ｊ宛に、メールやＳＮＳでメ

じめ、リスナーから番組やＤ

ュニケーションを取り入れは

ンターネットを活用したコミ

当社は番組でも早くからイ

い番組を提供する一方で、営

ーやスポンサーに喜ばれるい

トを売る。
本業として、
リスナ

モノが売れない時代にはコ

すし、番組とリスナーの感覚

イベントを通じてサポートし

にしていくべきだと思います。 ド競技」についても、放送や

的な距離は近い。これを強み

ながら盛り上げていきます。

ィン競技」と「スケートボー

競技にも追加された「サーフ

えること。目には見えない部

心に響く。自分が感じて、伝

が番組を通して、リスナーの

タッフの「好き」と「熱意」

仕事だと思います。社員やス

送など触れ合う機会を多く設

を結びました。東京２０２０

オフィシャルスポンサー契約

ジオが好きだからこそできる

で働くケースも多く、ＦＭラ

この業界は早朝から深夜ま

ます。

けてきました。熱心なリスナ

オリンピック競技大会の正式

分を大切にして、皆さんに情

報や文化をお届けしていきた

いと思います。

ーは幾度も足を運んでくれま

社会的責任を果たすために

災害時体制を整える

夢シティちば 2016年10月号

の県内ＦＭラジオ局との連携

り、ＤＪが番組でリアクショ

業に絡めた大きなコンサート

地元メディアとして社会的

を図ったり、災害時の対応も

ンするのはもちろん、
Ｔｗｉｔ

やイベント事業を実施して電

責任を果たすことの重要性を

意識しながら体制を整えてい

ｔｅｒ や Ｆａｃｅｂｏｏｋ、番

波放送以外のノウハウを蓄積

考えています。東日本大震災

リスナーとの距離の近さを強みに放送以外の
ノウハウを蓄積する

組ブログなどでもメッセージ

していく予定です。

コト を 売 る ビ ジ ネスモ
デルを構築する

を発信したりしています。

の時にも電波を切らずに情報

した。その後も見直しを繰り

返しています。

各自治体や、交通機関、ラ

イフラインなど重要インフラ

夢シティちば 2016年10月号

との連携の確認、非常用発電
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オリジナルデスクカレンダーや
オリジナルティッシュBOXなど
厚紙に六面体印刷し、BOX型
にして 世 界 に ひとつ だ け の
印刷物を作ります。

のための燃料の確保、さらに

901
リコ ー PR OC

より鮮明な画像・デザインを
ハイパープリントで印刷しま
す。A 4サイズカラーを印 刷
した場合1枚当り1円 1 0 〜の
低コストで“ビックリ”価格
今までの印刷概念を根底から
覆す当社のシステムでパンフ
レット・チラシ・ポスターPOP・
封筒・名刺・メモ帳・伝票・団扇
など108種類の印刷も自社
工場で全て加工致します。
又、3Dペーパーマン自社の
加工技術で平面紙を立体物
にします。

また、この夏には、日本サ

ハイパープリント・ハイブリット印刷

は、各エリアで「エリアパー

☎043-201-1158

URL：http://career-r.net/
（⇒クラウド型タレントマネジメントシステムも取り扱っています！）

印刷業者様の下請けも受け賜ります!!

印刷技術をより新しい方法で印刷致します。

「リスナーやお客さんと寄

世界にひとつだけ!!

を提供し続け、社員も災害時

＊永年、日立グループ企業に勤務の後、メンタル事業を開設しました
（実績）
：相談者（840名）、メンタルヘルス研修会の受講者（5,000名）

皆の話を聞くこと。決して分かった
顔をしないで、会議の途中でも意味
が分からなければ、
「それはどういうこ
と？」と質問するようにしています。
あとはbayfmを聞いています（笑）
。
冗談ではなく、本当に聞いています。
どの番組もいいし、時間帯によって
雰囲気が変わるのもいいですよね。
スタッフ全員、bayfmがとても好きな
んです。

トナー」と呼ぶ情報提供者と

株式会社キャリア・ルネサンス

Ａ

菅原 信一（産業カウンセラー・心理相談員）
E-mail : dnk413@coffee.ocn.ne.jp
電話：090-8439-6510

711 0
リコ ー PR OC

〒260-0013 千葉市中央区中央4-5-1 Qiball 14階5号

ご自身がしている努力は？

協力したり、ＮＨＫ千葉放送

2015年12月より、開始されたストレスチェック制度。
50人以上の事業所には義務化されています。
（常時雇用＝週3/4以上の勤務者で、１年以上の
雇用実績または、雇用が見込まれる従業員＝
パートさん、アルバイト含む）
まだ、準備できていない
事業所様はぜひ、1度ご相談ください。（相談無料）

Ｑ アンテナを高くするために

局やコミュニティＦＭ局など

ストレスチェック制度対応、
まだ間に合います！

して、個性やおしゃれ感を大事にし
よう、そのために自分に投資しようと、
いつも話しています。

ーフィン連盟と日本ローラー

9:00 ～ 24:00 無休
北海道旭川市春光1条7丁目5-6
（春光 MEGAドンキホーテ近く）
☎ 070-3535-6662

こころの健康相談イン

Ｑ 社員に一番伝えたいことは？
Ａ アンテナを高くして、好奇心を強く

り添う」という表現をよくし

8:00～20:00 不定休
12:00～24:00 不定休
千葉市稲毛区小仲台3-7-13 2階 千葉市稲毛区稲毛東4-2-17
（JR稲毛駅・徒歩5分）
（JR稲毛駅・徒歩2分）
☎ 043-376-4425
☎ 043-376-4425

旭川店

Q &A

のラジオの役割を再認識しま

稲毛西口店

メンタルヘルス委託基本料金 15,000円〜／月
（千葉商工会議所会員様料金）

吉岡社長

スポーツ連盟という２団体と

店

メンタルヘルス全般について、解決・改善のお手伝い致します
（１）
経営者や従業員の皆様の処に直接お伺いし、相談お受けします
（２）
従業員からのメール・電話で相談対応や相談日時の予約をお受けします
（３）
緊急を要するご依頼に対応致します
（メンタル不調者や職場復帰者等の対応）
（４）
ライン
（管理監督者）
ケア研修会の各社合同企画
（12～24名/回）

ヌーベルコピーヌ

健康アロマサロン
本

よく見受けられる課題
（改善したいこと）
・従業員の悩みや心配事を聴いて欲しい
・従業員にメンタル不調者がいて、
仕事に支障が出ている
・従業員の数が少人数の為、
取り組み方が難しい
・あまりコストをかけたくない
・職場のコミュニケーションを良くして従業員のモチベーションをあげたい
・ストレスチェックの取組み方について相談したい
・相談が必要となった時に、
即対応して欲しい
……”
メンタルヘルス”
は仕事の効率と定着率ＵＰに直結します……

ていますが、実際に、公開放

健康アロマサロン ヌーベルコピー
ヌは、オーナー小黒富美子が、みずか
らの体でアロマの実験を繰り返した結
果、自信をもってオープンいたしました。
リンパを流し、骨格を整え、アロマに
記憶させるオリジナルの手技「流整アロ
マ®」で30キロの贅肉を落としていま
す。
だからこそ、自身が体験したアロマ
の力を、広く世の中に知っていただき
たいと願っています。
ダイエットに限らず、肩こり、腰痛、
更年期、疲労、心の悩みなど、心身と
もにバランスを回復するお手伝いをさ
せていただきます。
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〜 慶応２年創業 〜

員食堂を増やすことを目指す前に、今あ

創業は１８６６（慶応２）年。当主が
館山で営んでいた造り酒屋で失敗したこ

んで付けたそうです。

私で６代目となりますが、館山からエ

お客様の信用を
得るための努力

棄物である髪の毛を安く買い取って、大

この時代に、結婚式の引き出物として

リア外に進出して事業を拡大していった

料理の詰め合わせを式場から受注しまし

八車で館山まで運び、近隣の農家に肥料
そんな時に、江戸で両国である寿司店

のは父である先代社長時代です。

の噂を聞きつけました。当時の寿司と言
た。けれども、結婚式に出席した幾人か

決まっている。板前職人の経験があった

た 人全員のもとに謝罪に訪れました。

すると先代社長は、引き出物を配布し

ームがついたんです。

当主は、お金を貯めて、ようやくその店

お茶も出してくれ、一人前のメニューが

ったのが、そこは店の中に入れてくれて、 のお客様から「蒲鉾が匂う」というクレ

えば、通常は屋台で立ち食いスタイルだ

として売っていたんです。

とがきっかけです。江戸の髪結いから廃

名前は当主の実家があった西原村にちな

「店はお客様のためにある」という精神で
まごころの味を追求していきたい

開をどうするかという時に、もう 軒社

「西原屋」の由来は
創業者が育った村名から

慶応２年に千葉県館山市で寿司店として創業した西原屋。
６代目社長の伊澤誠一さんに代々受け継がれてきた姿勢について
お話を伺いました。

お客様との関係性は
高く狭く濃く深く
私が社長に就任したのは１９８９（平
成元）年現在の事業は、企業や介護施設
における供食や専門店、お弁当など多岐
にわたって展開をしています。
特に、売り上げの約８割は社員食堂や
社員寮、企業向けのお弁当が占めていま
す。つまり、毎日、あるいは３食、うち
が提供した食事をとる方々が大勢いらっ
しゃることになります。価格もそうです
が、食の安全や栄養バランスに配慮して、
皆さんが健康な生活を送ることを考えて
います。
お客様との関係性は常に「高く狭く
１００人規模の企業の社内食堂で、毎日

濃く深く」を心掛けています。例えば、

ても、お客が『まずい』と言えば、それ
と思うものをつくることが我々の使命で

平均 人が利用していたとする。次の展

昭和32年〜51年のにしはら寿司店舗

はまずいものなのだ。お客様が『うまい』

また、
「自分たちがいくらうまいと思っ

るしかない」

用しなくなる。我々はただ平身低頭、謝

ない。こっちの都合を言ったらお客は信

「信用というのは言い訳をしてはいけ

こんな言葉が返ってきました。

西 原 屋

あり、これが１５０年続けてこられた理

大正12年〜昭和30年代の店舗

に行き、寿司職人としての修行を店主に

確か、北海道から沖縄までだったと思い
たのではなく、メーカーに特注して通常

ます。しかも実は、その蒲鉾は腐ってい

館山では新鮮な魚も美味しい米も手に

のものよりも魚のすり身の配合を多くし

ことを夢見て、つらい修行を続けて 年、 ていたため、魚の匂いが強かったんです。

入れられる。いつか故郷で寿司店を開く

頼み込みます。

50

把握して、いかに食堂に足を運んでもら

の動乱期である１８６６年でした。店の

「西原屋」
をようやく開店できたのが幕末

商売はできない。

まいものを作っても収支を把握しないと

一言も言わなかった。なぜかと尋ねたら、

それでも先代はそのことをお客様には

当社では 年以上も前から、月次決算

ダメなんです。ですから、うちは営業部

を広げると手薄になります。狩猟型では

営業というのは、むやみにテリトリー

から本社に上げてもらい、その結果を店

て人件費を出して、経費などを全部現場

を行っています。１カ月ごとに棚卸をし

どこが良かったか、悪いのか自分で考え
てもらいます。
また、調理担当で入社しても、ホール
の接客や営業も担当させます。お客様と
直に接して生の声を聞き、お客様目線で

きに困らないようにしてやることこそが

らがいずれ独立して店を持ったりすると

クを育てるのが自分の目的ではない。彼

大切にしています。先代は「板前やコッ

社員教育も先代から受け継いだものを

伝えていきたいと思っています。

様第一の「まごころの味」を次の世代に

合って、約１５０年受け継いできたお客

れでも社員と一緒にお客様に真剣に向き

うと思うと、本当に難しいことです。そ

に応えると言いますが、これをやりきろ

るようにします。よく「お客様のニーズ」

自分の仕事や飲食店の経営をとらえられ

自分の仕事だ」と話していました。経営

社 員 読 本 昭 和 年に初版が発行されて以
来、
社員１人ひとりに手渡されている

料理して、提供してお金をいただく。う

者は店をつくって材料を買って仕込んで

社員一人一人に
経営者感覚を持たせる

います。

買ってくれた人に尽くすことを重視して

ます。ただ、売りに行くだけではなくて、 の店ごとの経費や損益などが一目瞭然で、

長、
副店長、
調理長クラスに配布する。そ

40

門は新規開拓と既納先専門の担当者がい

を超えた時に、次の出店を考える。

えるかに注力する。そして喫食率が ％

10

90
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7

1

る店の喫食率を上げることを考える。あ

代表取締役／伊澤誠一
住所／千葉市中央区登戸1-13-21
電話／043-246-2121

寿司の老舗

由だ」とも話していました。これは創業

株式会社

60

40

西 原 屋
会社DATA

伝統ある老舗の企業をご紹介

者から代々伝えられてきたことなんです。 と 人はどんな昼食をとっているのかを

34

いきる伝統
つなぐ暖簾

14

火

水

１４：００～

場

13階

所

小会議室

１０：３０～

13階

特別会議室

自

会

１２：００～

13階

特別会議室

医 療 ・ 介 護 部 会

１８：００～

13階

特別会議室

由

品

業

部

部

会

９：３０～

14階

第２ホール

金

融

部

会

１１：００～

13階

小会議室

工

業

部

会

１３：００～

13階

特別会議室

建

設

部

会

１５：００～

13階

特別会議室

卸

売

部

会

１７：３０～

13階

小会議室

小

売

部

会

１０：３０～

13階

特別会議室

10

10

事

地

業

勝又自動車㈱

中央区本町2-2-10

自動車販売

㈱ケーヨー

若葉区みつわ台1-28-1 ホームセンター

塚本總業㈱

業

所

名

所

千葉支社

在

中央区富士見2-3-1

各種商品卸売・不動産賃貸

千葉製粉㈱

美浜区新港17

製粉

㈱千葉日報社

中央区中央4-14-10

新聞発行

東京ガス㈱

美浜区幸町1-6-8

ガス供給

東京電力パワーグリッド㈱ 千葉総支社

中央区富士見2-9-5

電力供給

二宮産業㈱

稲毛区長沼町334-2

機械器具製造

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 千葉支店

中央区千葉港8-4

損害保険業

千葉信用金庫

中央区中央2-4-1

信用金庫

中央区富士見2-3-1

銀行業

中央区今井1-14-22

総合運輸業

千葉支社

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
日本通運㈱

千葉支社

千葉支店

東日本電信電話㈱

千葉事業部

美浜区中瀬1-3

地域電気通信事業

東日本旅客鉄道㈱

千葉支社

中央区弁天2-23-3

旅客鉄道事業

新日本建設㈱

美浜区ひび野1-4-3

総合建設

千葉興行㈱

中央区中央3-8-8

映画興行・不動産賃貸

中央区中央1-11-1

不動産業

中央区都町1-1-25

民間テレビ放送

三井不動産㈱

千葉支店

千葉テレビ放送㈱

７　名

食

品

部

会

２　名

卸

売

部

会

３　名

工

業

部

会

４ 名

金

融

部

会

３　名

運

輸

部

会

２　名

建

設

部

会

７　名

観 光・ サ ー ビ ス 部 会

８　名

自

由

会

５名

医

療・

会

１ 名

業
介

部
護

部

10
31

18

１号議員ならびに２号議員については、
月号に掲載します。

会

31

6

２号議員定数割当決まる

部

1

9

各部会における２号議員の定数割当は、各部会の部会員数及び口数を勘案し

夢シティちば 2016年10月号

売

11

会頭が定めることとなっており、去る９月６日開催の部会長会議において、左

9

小

28

記のとおり決定されました。

２号議員の割当数

手みやげに一番

種

議員選挙・選任特集〉

13

会

間

観光・サービス部会

食

９

部

時

３号議員 決 ま る

月

輸

名

３号議員

月 日開催の第２４５回常議員会において３号議員 名が選任されました。

12

木

運

会

任期は、平成 年 月 日～平成 年 月 日までとなります。

8

水

部

部会）正副部会長・所属議員会議を開催

7

曜日

各部会（

日

各部会
（ 部会）正副部会長・所属議員会議を開催し、２号議員の選任案、正

月

副部会長選任案、今後の部会運営等について協議しました。

正副部会長・所属議員会議の開催日程

〈千葉商工会議所

トピックス

11

夢シティちば 2016年10月号

8

業種別特徴 （▲はマイナス）

全産業

平成28年8月期

調査結果報告

千葉商工会議所景気動向調査

●建設業

●卸売業

●小売業

●サービス業

前回調査と比較して、業況DIは6.1ポイント上昇して▲13.4に、
売上DIは12.3ポイント上昇して▲4.8に、採算DIは1.2ポイント
上昇して▲13.4となった。業況DI・売上DIは５期ぶり、採算DI
は２期連続の改善となった。
向こう３ヶ月の先行き見通しは、
業
況DI・採算DIは現状よりも上向くものの、売上DIは横ばいと
の見方になっている。
調査回答企業からは、
「昨年好調だったインバウンドの利用は、

11

夢シティちば 2016年10月号

DI値（景気動向指数）とは、売上･採算･業況などの項目についての判断
の状況を表す。ゼロを基準としてプラスの値で景気の上向き傾向を表す
回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す
回答の割合が多いことを示す。従って、売上高などの実数値の上昇率を
示すものではなく、強気･弱気などの景況感の相対的な広がりを意味する。
DI値：
（増加･好転などの回答割合）
－
（減少･悪化などの回答割合）

調査期間：平成28年8月9日（火）
〜8月24日（水）
調査対象：千葉商工会議所法人会員事業所500社
〈回答：411社 回答率：82.2％）
100
80
60
40
20

建設業
82社

製造業
86社

卸売業
83社

小売業
78社

サービス業
82社

0

景気動向調査はインターネットで詳細をご覧いただけます。

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

全体の特徴 （▲はマイナス）
業況DI（前年同月比ベース、以下同じ）を見ると、前回

資金繰り推移

前回調査と比較して、業況DIは6.3ポイント上昇して▲22.1に、
売上DIは5.2ポイント上昇して▲25.7に、採算DIは0.6ポイント
上昇して▲18.2となった。業況DIは３期連続、売上DI・採算DI
は２期連続の改善となった。
向こう３ヶ月の先行き見通しは、
業
況DI・売上DI・採算DIは全て現状より上向くとの見方になっ
ている。
調査回答企業からは、
「個人消費が持ち直さない」
「新卒の求
人を出しているものの全く反応がない。
売り手市場を実感する」
「円高により、仕入単価は下がった」などの声があった。

業況DIは２期連続で悪化し、依然として厳しい
状況が続いている。先行き見通しでは、建設業
を中心に全産業で改善が見込まれている。

全産業業況推移

従業員推移

前回調査と比較して、業況DIは6.5ポイント下降して▲26.5に、
売上DIは3.2ポイント上昇して▲20.5に、採算DIは2.7ポイント
下降して▲27.7となった。業況DIは３期ぶり、採算DIは２期連
続の悪化、売上DIは２期連続の改善となった。向こう３ヶ月の
先行き見通しは、業況DI・売上DI・採算DIは全て現状より上
向くとの見方になっている。
調査回答企業からは、
「円高の影響で、輸出の売上の先行きは
少し暗い」
「人材確保が非常に難しい。雇ったとしても、
先行き
が不安な為、正社員はリスクが大きく悩む」などの声があった。

調査結果のポイント

仕入単価推移

前回調査と比較して、業況DIは6.7ポイント下降して▲23.2に、
売上DIは2.6ポイント上昇して▲16.2に、採算DIは4.4ポイント
下降して▲19.7となった。業況DIは４期連続、採算DIは２期連
続の悪化、売上DIは２期ぶりの改善となった。向こう３ヶ月の
先行き見通しは、業況DIは現状より上向くものの、売上DIはほ
ぼ横ばい、採算DIは下向くとの見方になっている。
調査回答企業からは、
「工業系大学からの施工管理求人に苦戦
している」
「円高傾向による受注の減少を危惧している」などの
声があった。

採算推 移

●製造業

売上推移

前回調査と比較して、業況DIは2.5ポイント下降して▲24.4に、
売上DIは横ばい、採算DIは11.0ポイント上昇して▲15.8となっ
た。採算DIは２期ぶりの改善、業況DIは２期連続の悪化、売
上DIは横ばいとなった。向こう３ヶ月の先行き見通しは、業況
DI・売上DI・採算DIは全て現状より上向くとの見方になって
いる。
調査回答企業からは、
「例年、公共事業の関係で年度の後半は
忙しくなる」
「東京オリンピックの準備に向けて、受注機会も
増え、業界的に先行きは明るくなるのではないか」などの声が
あった。

このところ停滞している模様」
「雇用確保の為の人件費増加が、
人件費のみならず業務委託費など経費にも波及し、コスト増を
招いている」などの声があった。

採算DIでは、前回調査と比較して、製造業・卸売業

調査（平成28年5月、以下同じ）と比較して、建設業・製
造業・卸売業が下降し、小売業・サービス業が上昇した結

で下降し、建設業・小売業・サービス業が上昇した結
果、全産業合計DIは0.9ポイント上昇して▲19.1となり、

果、全産業合計DIは0.8ポイント下降して▲22.0となり、２
期連続の悪化となった。また、向こう３ヶ月（９月～11月、
以下同じ）の先行き見通しは、全ての業種が上昇する見込
みとなっており、全産業合計DIは現状より5.5ポイント上昇

２期ぶりの改善となった。また、向こう３ヶ月の先行
き見通しは、製造業が下降し、建設業・卸売業・小売
業・サービス業が上昇する見込みとなっており、全産
業合計DIは現状より1.5ポイント上昇の▲17.6となっ

の▲16.5となっている。
売上DIでは、前回調査と比較して、製造業・卸売業・

ている。
全体を総括すると、業況DIは２期連続で悪化し、依

小売業・サービス業は上昇、建設業が横ばいとなった結果、
全産業合計DIは4.7ポイント上昇して▲19.7となり、５期ぶ
りの改善となった。また、向こう３ヶ月の先行き見通しは、
建設業・卸売業・小売業が上昇し、製造業・サービス業が

然として厳しい状況が続いているが、先行き見通しで
は、
建設業を中心に全産業で改善が見込まれている。
一
方、人手不足感が続くとともに、製造業や卸売業を中
心に円高の影響を懸念する声が強まっている。

横ばいの見込みとなっており、全産業合計DIは現状より7.4
ポイント上昇の▲12.3となっている。
夢シティちば 2016年10月号
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新入会員 のご紹介
中央区

㈱ファインテクノ

【代 表】 小林 靖幸 ☎043-209-5530
【所在地】 中央区南町
業務請負、倉庫管理等

中央区

㈱BLUE STAR

【代 表】 池田 竜哉
【所在地】 中央区中央

☎043-304-5560

キャラクターの企画、開発、デザインの販売。

着ぐるみのイベント出演、キャラクター販促等、お気軽
にご相談ください。

市外

石田中小企業診断士事務所

【代 表】 石田 千春
【所在地】 柏市増尾台

☎04-7176-1076

企業経営のコンサルタント業

40年間の都銀での経験を活かして少しでも企業活動の
お手伝いができましたら幸いです。

中央区

㈱ファインスタッフサービス

【代 表】 小林 靖幸 ☎043-209-5530
【所在地】 中央区南町
特定労働者派遣・家電販売・自動車運転代行

市外

椎名サービス

【代 表】 椎名 成道 ☎090-4425-9111
【所在地】 大網白里市みどりが丘
ガス設備工事

ガス設備工事は当社へ！！

中央区

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

（順不同・敬称略）

千葉セントラル法律事務所

【代 表】 鈴木 大祐
【所在地】 中央区中央

☎043-201-5511

弁護士事務所（民事・刑事・家事）

若葉区

㈱トフシンモーターズ

【代 表】 トフシン ☎043-312-0267
【所在地】 若葉区西都賀

平成28年8月期

調査結果報告

（付帯調査）集計結果

千葉商工会議所景気動向調査
調査期間：平成28年8月9日（火）～8月24日（水）

（1）外国人材について
全産業

建設業

製造業

卸売業

小売業

サービス業

①雇用している
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②今後、雇用を検討したい
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③雇用する予定・方針は無い
無回答
計

自動車の販売及び輸出

全産業
中央区

こころの健康相談イン

【代 表】 菅原 信一 ☎043-222-7902
【所在地】 中央区矢作町

メンタルヘルス全般（産業カウンセラー・心理相談員）

メンタルに関連する相談（面談実績800名）及び研修会
（ライン及びセルフケア）講師。

新入会員を募集しております。

中央区

行政書士安平法務事務所

【代 表】 安平 一樹
【所在地】 中央区新宿

☎043-247-8045

行政書士業としての企業法務・市民法務

法務博士の学位や法律討論会での優勝歴を持つ行政書士
が法律に基づき最善の解決を提供

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

①雇用している
8.2%

調査結果のポイント

外国人材の雇用に
意欲的な企業（注１）は、
全体の１６．
４％。

②今後、雇用を
検討したい
8.2%

③雇用する
予定・方針は
無い
83.7%

（注１） ①雇用している ②今後雇用を
検討したいと回答した企業

（※）無回答除く

各業種における外国人材雇用に意欲的な企業の割合
業

種

建設業

製造業

卸売業

小売業

サービス業

割

合

17.5％

10.8％

7.8％

24.2％

22.1％

（2）（1）で「①または②」と回答した方にお伺いします。
雇用している、又は雇用を検討中の外国人について、選択肢からお選びください。（複数回答可）
全産業

建設業

製造業

卸売業

小売業

サービス業

外国人留学生（注２）

27

5

3

2

10

7

外国人労働者

29

6

4

3

9

7

技能実習生

13

4

1

0

3

5

4

0

1

0

2

1

その他

（注２） 日本国内の留学を経た就職者。アルバイトを除く。

全産業
外国人留学生

27

外国人労働者

29

技能実習生
その他
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８月 日㊌
「環境配慮に対する
当所の取組」

９月６日㊋
３号議員（

企業）を選任

第２４５回常議員会

９月６日㊋
代から 代の世代が集い
懇親を深める
80

女性経営者等会員交流会

30

22

27

８月 日㊊
提言書提出へ向け、
任期最後の委員意見聴取
都市開発・産業政策合同委員会
【参加者】 名
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３回目の合同委員会を開催した。
「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にあたり、前回の委
員会の話し合いをもとに提言書の原案を
作成し、表現方法の変更や、適切な文言
へ修正するための意見交換を行った。
委員任期３年間の集大成として、９月中
を目途に取りまとめた提言書を千葉商工
会議所の石井会頭へ提出することとした。

小売部会（望月部会長）は、当所 階
研修室において、オープンセミナーを開
催した。
ボルボ車正規ディーラーである東邦オ
ート株式会社の秋葉邦男代表取締役会長
を講師としてお迎えし、
「
『時代に負けな
い企業』を創る～経営者に求められる行
動とは～」
をテーマに、
経営状態が最悪な
状態であった企業を回復させた企業改革
やルールづくり、 年連続ボルボ販売台
数全国１位を獲得
した輝かしい業績
の裏で感じた日々
の苦悩等をお話し
いただいた。
事業引継ぎの心
境を親と子の両視
点から語られた際
には、多くの参加
者が共感し、頷く
場面も見られた。

【参加者】 名

小売部会オープンセミナー

８月 日㊋
経営者に求められる行動を学ぶ

小売部会

【参加者】 名

医療・介護 無料相談会

９月４日㊐
緑消防署と連携し、
イオン鎌取店で開催

医療・介護部会

【参加者】 名
当所では、地球環境の保全に向け努力
会議開催前に、千葉県警察本部生活安
するとともに、会員企業および地域社会
全部サイバー犯罪対策課情報セキュリ
男女雇用機会均等法が施行され、今年で
における環境保全運動を支援することを
ティアドバイザー星野和彦氏から「サイ
年目を迎える。女性の職域は拡大し、社
目的として、平成 年度にエコアクショ
バー犯罪と企業活動について」をテーマ
会進出が着実に進む中、当所は、ホテル
ン を取得しており、今年度で６年目を
にご講演いただいた。
ニューオータニ幕張において、女性経営者
迎える。
今回は更新審査の一環として、
当
続いて会議に移り、石井会頭は、
「今回
との連携を深める第一歩となる、交流会を
所での現地審査が行われた。
の選挙・選任において、全体的な若返り
開催した。
二酸化炭素排出量を削減するために、
を図るという考えのもと会議所活動の活
ゲストスピーカーに千葉県健康福祉部長
当所は電力や自動車燃料、都市ガス使用
性化、議員活動の活発化を進めていきた
飯田浩子氏をお迎えし、
「様々なシーンで活
量の削減を目標として掲げており、現地
い」との挨拶があり、その後、議事に入った。 躍する女性は増えている。持ち味を活かし
審査においては、平成 年度にＬＥＤ灯
まず、
議案第１号では
「３号議員の選任
て地位の向上に臨んで下さい」と自身の体
への切り替えを行ったことによる電力使
につき同意を求める件」
を上程し、 事業
験談を交えお話を伺った。
用量の大幅な削減に対し、審査人より高
所を３号議員
（８頁に記載）
とすることが
また、石井会頭は挨拶の中で、女性が働
評価を得た。
承認された。続いて、
議案第２号の
「委員
きやすい職場づくりと、周囲の意識改革の
今後は、環境活動への取組みとして、
意義や女性の意欲向上について触れた。
会の委員の委嘱承認に関する件」
、
議案第
乾杯のご
リサイクル可能な機密文書の細断量を増
３号の
「新会員の加入承認に関する件」
に
やしていくことを新しい目標として掲げ、 ついても協議し、原案どおり承認された。 発声は、山
形屋商事㈱
より一層周知を行っていくことで、会員
代表取締役、
企業に対してもリサイクル活動を促進し、
佐藤フジエ
引き続き、全職員が環境負荷低減へ向け、
様から、力
一丸となって取り組んでいく。
強いお言葉
をいただき
懇談と交流
となった。
途中『参加
者によるス
ピーチ』を
行った。

エコアクション

31

都市開発・産業政策委員会

21

８月 日㊎
入居企業間の交流・情報交換の
場として昨年に引き続き開催
ＷＢＧ交流会
【参加者】 名
美浜区中瀬のワールドビジネスガーデ
ン
（ＷＢＧ）
に入居している企業・団体を
対象とした
「ＷＢＧ交流会」
を、三井不動
産ビルマネジネント株式会社ＷＢＧオ
フィスとのジョイントで開催した。
ＷＢＧには、先端企業や外資系企業が
数多く入居しており、同ビルを中心とす
る
「地区交流会」
を開催し、企業相互の情
報交換や新たなビジネスチャンスの拡大
に寄与することは、当所にとっても非常
に重要な取組みであると考えている。
当日の会場は、マリブウエスト 階 ク
ラブラウンジ。乾杯の後、自社ＰＲの時
間を設け、様々
な企業の取り組
みについても知
る事ができ、有
意義な交流会で
あった。

９月 日㊊

41

今回は、緑区おゆみ野のイオン鎌取店
４階催事コーナーで開催された「救急フ
ェア」
（千葉市緑消防署主催）と連携して
開催し、当日は柏戸部会長はじめ部会員
等 名が参加した。
「内科」
「歯科」
「介護」の相談コーナー
を設け、生活習慣病の予防やメンタルヘ
ルス、きれいな歯の維持方法など、来訪
者の様々な相談に対応した。
また、相談だけではなく、柏戸病院の
検査技師による「体脂肪測定」
「骨密度測
定」
「血管年齢測定」も実施し、
大変好評
であった。
用意した配布物（名入れうちわ・絆創
膏等）もすぐになくなったため、来年度
は、持参する数を増やし、また 市民の健
康に対する意識向上を図りたい。

19

２０２０年に向けて
「オール千葉」 体制で

21
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15

18

77
12

東京オリンピック・パラリンピック
ＣＨＩＢＡ推進会議

当会議会長の森田県知事(右)と会議を進行する
石井会頭(左)

22

35

県内のさまざまな分野を代表する団体
の代表者や有識者による東京オリンピッ
ク・パラリンピックＣＨＩＢＡ推進会議
が三井ガーデンホテル千葉で開かれ、石
井会頭
（当推進会議議長）
が出席した。
当会議は今回で６回目を数え、２０
２０年の東京オリンピック・パラリンピッ
クに向けて
「オール千葉」
体制の取組を推
進するため、情報共有及び連携した取組
を行う組織として設置されている。
会議では、千葉県の一宮町がサーフィ
ン競技の会場予定地に決まり、出場選手
は男女合わせて 名になると報告された。
また、リオオリンピックを視察した県
担当者からは、現地でのボランティアに
ついて報告があり、ボランティアの人数
だけでなく対応する個々の能力を充実さ
せることが重要であるとした。
40

22

30

26
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8・9月
Time Line
タイムライン

８月 日㈫

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。

新たな議員

本年秋にＪＲ千葉駅新駅舎及びエキナ
カの一部開業や千葉パルコの閉店がせま
り、来街者の一極集中化、中心市街地商
業施設の連続性の確保等について懸念さ
れることから、当会議所では千葉銀座商
店街振興組合及び千葉市中心市街地まち
づくり協議会と連名で、千葉市に対し地
区計画等の手法による街の賑わい維持に
ついて指導していただくよう、去る４月
日に要望していた。
地区計画の実現に向けて、５月 日に
千葉銀座商店街振興組合及び地元自治会
が中心となり「千葉銀座地区まちづくり
実行委員会
（中島浩委員長）
」
を設立し、
当
会議所はオブザーバーとして地区計画素
案の策定に取り組んでいたが、このたび、

政

彦

●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

中小企業診断士による
経営の相談窓口（無料）

地権者の概ねの理解を得られたことから、
実行委員会から市に対して、千葉銀座地
区地区計画の決定及び建築条例化につい
て要望書を提出した。
地区計画素案では、地区内で新たに建
物を建てる際、１、
２階
（一部地域は１階
のみ）を居住スペースに出来ないことな
どを盛り込み、賑わいのある街並みの維
持を目標としている。
熊谷俊人千葉市長は「千葉銀座地区の
商店街・町内会の方々が、賑わいのある
街の将来像を共有し、今成し得る方策と
して、地区計画案をまとめられたことに
深く敬意を表する。地元の意志をしっか
り受けとめ、早急に都市計画の手続きを
進める」
とコメントした。

「商店街の賑わいを維持するために」～千葉市へ要望書提出～
千葉銀座地区まちづくり実行委員会

30

議員職務執行者の変更

25

10

ちばぎんキャリアサービス㈱

木

時〜 時

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

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

日㈮
日㈮

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。

【場 所】

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】

17 17

取締役社長

鈴

日㈫

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

日㈮

日㈫

TEL 043－227－4101

千葉商工会議所 会員事業課
【お問合せ】

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。
ベストウイズクラブでは、
「秋季福祉制度キャンペーン」を
９月15日から11月30日まで実施しています。
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。
「商工会議所 福祉制度」は、経営者・従業員の皆様の保障や
従業員の退職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保障
ニーズにお応えするものです。

14 14

など、経営に関する様々な課題につい
て相談に応じます。
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。

～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～

無料（秘密は厳守します）

小規模事業者の方に有利な融資制度

マル経融資

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。
ご利用いただける方
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。
）

要
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

マル経融資とは

秋の『福祉制度キャンペーン』実施中
11 10

13

【問合せ】
経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

2,000万円以内
設備資金 10年以内
（据置１年以内）

不
（平成28年9月9日現在）

1.30％

日㈮
日㈮

時〜 時

17

【日 時】
平成 年
月

日㈮

１日㈫ ４日㈮
８日㈫

17

【問合せ】 中小企業振興部
専門相談センター
☎０４３―
２２７―
４１０３

月

14

融資限度額
返済期間

13

14

担保・保証人
利
金

28 21 14

※日程が変更になる場合があります。

28

18 21

左から神谷副市長、中島千葉銀座地区まちづくり実行委員長、
竹内千葉市中心市街地まちづくり協議会会長

16
夢シティちば 2016年10月号
夢シティちば 2016年10月号

17

７年以内

（据置１年以内）

運転資金

25 18

11

10

11

Chiba Information
＜ちばインフォメーション＞

汗 の 輝き
千葉市内には千葉板金工業（有）等の老舗が多くある中で、若い企業ながらも奮闘
を続ける株式会社日本自動車の桑田英夫代表取締役に成長のカギをお伺いしました。

株式会社日本自動車

代表取締役／桑田英夫
住
所／千葉市若葉区川井町209-2
電
話／043-228-0177

のは２００７（平成 ）年 月、翌年３

「日本自動車」
として会社の登記をした

■勤めていた会社の工場を
借り受けて独立

会社DATA

12

ダンピングせずに、永久保証というサー
ビスを付加したのです。

業界は年々厳しい状況となり、その社長

う会社に勤めていました。自動車修理の

あった「日本自動車整備株式会社」とい

を内製化し、自社関連工場で行うように

ていました。けれどもディーラーが修理

社も以前はディーラーから仕事を受注し

どの自動車修理工場もそうですが、当

■新たな受注マーケットを
拡大するための努力

が廃業するというので、工場をほぼその
なったんです。その風潮はどんどん強

る自信がありました。一緒に働いていた

わってきたので、少人数でもやっていけ

私自身は板金も塗装も修理も全部携

るディーラーの数はどんどん少なくなっ

要性を強く感じました。仕事をいただけ

経った時に、ターゲットを変えていく必

私も自分の会社を持って３年ぐらい

まっていきました。

現場の方に残ってもらいました。前の会

てくる。そこで保険会社や一般ユーザー

ましたね。また保険会社から無料の出張

に動作して、その性能を発揮するのです

自動車は４つの車輪が適正な位置で的確

にいい材料も使っている。だからあまり

たちの技術に自信もあったし、それなり

が、
私は自分のやり方を通しました。
自分

業界では価格破壊も始まっていました

納得して資金を貸してくれました。

ない。だから徹底的に見積もりを勉強し

いただかないと、ランク付けで評価され

しっかり書けるようになって、信用して

保険会社と契約するには、見積書を

からの受注拡大に転換を図ったんです。

見積もりなどを依頼されたら断らずに足

が、そのため四輪トータルのホイールア

することもあります。基本姿勢は、いつ

すか」と電話をかけてきて、アドバイス

こしてしまった人が「どうしたらいいで

のお客さまも多いです。中には事故を起

絡ください」と記載しているので、相談

トを置いています。「ご相談だけでもご連

ＨＰでは一般ユーザーの集客にポイン

請求を発行されることで、お客さまの信

作業が一元化され、すべて同一の会社の

導入しました。これを所有する板金工場

の測定に使う機械を１０００万円かけて

ライメントの測定が必要になります。そ

ています。それに、会員の方々が時代の

の部分の請求書は外注先の企業名になる。 ました。業界では錚々たる企業が加盟し

は少なく、たいていは外注しますが、そ

先を読む力に長けていて、しかも情報交

クであるロータスクラブへの入会が叶い

今年３月に自動車整備業のネットワー

ミで増えたりして、仕事が増え、社員も

してもらったり、一般のお客さまが口コ

そうするうちに保険会社の指定工場に

すが、自動車の進化に合わせた機械は重

模に比べれば、かなり思い切った投資で

フレーム修正機も入れました。会社の規

ります。そのため、１５００万円かけて

うぐらい固く、手作業だけでは限界があ

部はハンマーで叩いても戻ってきてしま

また、
最近の自動車は合金が使われ、
一

食べていけなくなるかもしれない。生き

し、将来的には板金塗装や整備だけでは

を行っています。自動車は進化している

販売を手掛けていきたいと考えて、準備

そこで、当社も今度は中古車や新車の

らっしゃいます。

きな危機感を持ち、次の一手を考えてい

そして皆さん、このままでいることに大

換がさかんなのでとても勉強になります。

用も高まると思います。

７人となりました。

要なツールであり、お客さまの安心度に

■自動車の進化に合わせた
大型の設備投資

残り策を考えると、自動車の販売から修
当社の強みは設備投資にもあります。

思います。

さまが安心できる会社にしていきたいと

ばお任せで全部やってくれる」と、お客

未踏の時代が到来しますが、「ここに来れ

これから自動運転など自動車にとって

ました。

しなければならないことにも気付かされ

間口も広がったし、もっと広げるために

はないということも分かってきました。

は受注先のことばかりでしたが、そうで

仕事を広げるという考え方が、今まで

まに喜ばれるのではないかと考えました。

理まで面倒見る形をとればもっとお客さ

つながるので必要だと話したら、銀行も

く会社でありたいと思っています。

でもお客さまが困っている時に助けに行

■自動車販売にまで
事業を拡張

を運びます。

ら十分に人件費が賄えました。

社からも仕事を引き継いだため、２人な

んです。

まま借り受けて、自分の会社を起こした

月に開業しました。実は私はこの場所に

19
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「車のことはここに来れば大丈夫」と
お客さまが安心できる会社を目指したい

創業して10年未満の若い企業をご紹介

外部からのお知らせ

平成28年度後期技能検定
等

級：特級(該当職種)、1級、2級、3級(一部職種)及び単一等級

職

種：建築大工、配管、和裁、菓子製造 鍛造等、48職種64作業

千葉商工会議所ビジネススクール
11月 講座名

受 験 資 格：原則として各職種とも所定の実務経験が必要
受検手数料：＜一般＞実技 17,900円   学科 3,100円  ＜高校生等＞実技 11,900円   学科 3,100円

年末調整等の説明会
開催日

TEL：043(296)1150

11/9（水）

URL：http://www.chivada.or.jp

源泉徴収義務者の方が対象となります。

対象地域

時

中央区、美浜区

間

9:35～12:00

稲毛区、花見川区、緑区、若葉区

13:35～16:00

会

千葉市民会館

千葉南税務署 ☎043(261)5571

税理士による税の無料相談

年末調整講座

大ホール

（中央区要町 1 番 1 号）

生涯学習センター１階（中央区弁天３）、
若葉区役所１階

稲毛区役所１階、
高洲コミュニティセンター１階（美浜区高洲３）

正しい節税の知識を学ぶ！節税、税金対策の仕組みを知る！

お金が残る節税スキルと税務調査対策セミナー
お問い合わせ

千葉商工会議所ビジネススクール

夢シティちば 2016年10月号
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21

代表取締役社長

【お問合せ】 千葉地方裁判所 ☎043(333)5236 または 千葉家庭裁判所 ☎043(333)5302

千葉 商太郞

主催：千葉県民事調停協会・千葉家事調停協会
後援：最高裁判所・千葉地方裁判所・
千葉家庭裁判所・千葉県・千葉市・
習志野市・市原市・八千代市

千葉市中央区中央二 五- 一
☎二二七 四
-一〇一

千葉地方裁判所と千葉家庭裁判所の調停委員（弁護士を含む）が、金銭の貸し借り・土地建物等を巡る
民事紛争や、夫婦親子関係・相続等の家事紛争について調停手続きの相談に応じます。
※現在、訴訟・調停継続中の案件や電話での相談には応じかねます。

（ＰＲスペースになります）

(相談無料、予約不要、当日先着順で受け付けいたします)

〈見本〉

第2回「調停相談会」の開催について

5階セミナー室(JR千葉駅から徒歩10分)
6階大会議室(京成津田沼駅から徒歩1分)
9階研修室(JR内房線五井駅から徒歩1分)
1階(東葉高速線八千代中央駅から徒歩10分)

12/13（火）

10:00〜17:00
経営者、経営幹部、経理責任者

（会員料金）12,960円
（一般料金）16,200円
教材費・消費税含む

TEL : 050-3528-0837（直通） FAX : 043-227-4107
URL : http://www.cci-biz.com/chiba/index.php

年賀用
募集
﹁誌上名刺広告﹂

会報誌「夢シティちば」平成29年1月号（1月10日発行）
にて年賀用「誌上名刺広告」の
掲載を企画しています。会員企業の皆様の多数のご参加を心よりお待ちしています。

☎ 043（243）1527

※いずれの会場も、来場には公共交通機関をご利用ください。

千葉市文化センター
サンロード津田沼
サンプラザ市原
八千代市役所

（会員料金）12,960円
（一般料金）16,200円
教材費・消費税含む

本セミナーでは、税制改正を踏まえ、会社と経営者にとって大切な節税対策のポイントをわかりやすく解説します。

※相談は当日受付順に行います。電話などによる予約はできません。

①
②
③
④

12/6（火）

10:00〜17:00
管理者、中堅社員、職場リーダー

受講料

千葉西税務署 ☎043(274)2111

●11/16（水）
・11/17（木）

●11月19日
（土） 10:00～15:30

（会員料金）12,960円
（一般料金）16,200円
教材費・消費税含む

部下のモチベーションを引き出し、目的意識を持って自発的に行動し、成果を上げるためのコーチング方法を伝授します。

●11/15（火）
・11/16（水）

平成28年度

10:00〜17:00
経営者、経理・総務担当者

日程・対象

自分で考え行動する部下育成！

10:00～15:00（12:00～13:00を除く）

千葉県税理士会千葉東支部

11/15（火）

12月 講座名

千葉商工会議所 会報

【お問合せ】

（会員料金）12,960円
（一般料金）16,200円
教材費・消費税含む

本講座は、年末調整のしかた、法定調書の流れと作成の知識、個人住民税の特別徴収のための給与支払報告書の提出について解説します。

傾聴力と「コーチング」セミナー

場

※10月下旬に送付された「年末調整のしかた」をご持参ください（
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と
提出の手引き」が同封されている場合は同手引きも）
。
※各税務署の管轄については、お問合せください。

【お問合せ】千葉東税務署 ☎043(225)6811

リーダーシップ力強化研修
1日で年末調整の方法を学ぶ！法改正と実際の手順を習得する

合格発表日：平成29年3月10日(金)

技能検定課

11/8（火）

10:00〜17:00
経営者、経営幹部、管理者

受講料

リーダーとしての役割認識を強め、チームの方向性、部下のモチベーションを引き出すコミュニケーション手法を習得し、信頼の厚い管理職に。

試験実施日程：平成28年12月1日(木) ～平成29年2月12日(日)の間の指定する日

【お問合せ】 千葉県職業能力開発協会

日程・対象

チーム力を上げるリーダーの育成！

受 付 期 間：10月3日(月) ～10月14日(金)

講座案内

募集要領
【掲載の体裁】 誌面の統一を図るため、「会社名・肩書き・ご芳名」については
左記見本のように活字組で掲載します。
【掲

載

料】

【締

切 日】

5,000

円
（税込み）
〈銀行振込先〉
千葉銀行中央支店 普通預金 No.1382433
千葉商工会議所
※お申込後、
12月16日
（金）
までにお振込願います。
お振込手数料は貴社にてご負担ください。

11月25日（金）

※お申し込みについては、ホームページをご覧ください。 http://www.chiba-cci.or.jp
【お問い合わせ先】 千葉商工会議所
〒260-0013 千葉市中央区中央2-5-1

企画広報室 （担当：松尾）
☎043-227-4101
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〈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

加工食品の輸出の食品添加物の基準について

３）ＪＥＣＦＡにより安全性評価が行わ
れた食品添加物につき、コーデックス
委員会が策定した食品添加物に関する
企画や関連文書には以下があげられま
す。

４） 上 述 の よ う に、 各 国 の 食 品 添 加
物 の 一 般 規 格（ Ｇ Ｓ Ｆ Ａ ＝ General
に基
Standard for Food Additives)
づき法律の立案や規制管理を行う際の
参考資料として使用されています。日
本もこの基準に基づき管理 規/制をし
ていますが、１）で述べたように国に
よって規制が異なるため、日本で許可
されている食品添加物がすべての国で
許可されていると考えるのは間違いで
すのでご注意ください。従って、食品
添加物を使用している加工食品を輸出
する際は、事前に輸出相手国の食品添
加物の規制を確認する必要があります。
確認する方法としては、日本食品添加
物協会が発行する「世界の食品添加物
概説」
（２０１６年度版・要購入）など
の資料を参照されるか、ジェトロ千葉
までご相談ください。

食品および食品添加物の安全性確保は
（ＩＮＳコード）
世界各国の共通の問題であり、ＦＡＯ／
＊加工補助財として使用される物質に関
ＷＨＯ合同食品 添加物専門家会議 Ｆ｢
するガイドライン
ＡＯ／ＷＨＯ
Joint
Expert
Committee
（ＪＥＣＦＡ） を
｣
on Food Additives
設けて添加物の安全性評価を行ってい
ます。ＪＥＣＦＡは、各国の添加物規
格に関する専門家及び毒性学者からな
り、各国によって実施された添加物の
安全性試験の結果を評価し、一日摂取
許容量を決定しています。

東南アジアへ加工食品の輸出を考えている。加工食品には食品添加物が使用されているが
国により食品添加物の規制はあるか。また、各国の食品添加物の基準はどのように決めら
れているか。

１）食品添加物は、主に
消費者保護の目的か
ら、一般的に使用でき
る物質・量・用途が各
国の法令により規制されています。ま
た、食のグローバル化が進んでいるこ
とから、食品の公正な貿易の確保を目
的に国際食品規格委員会（コーデック
ス委員会）が作成した国際規格への同
一化が図られています。
しかし、
世界の
国々の食文化の違いから、食品添加物
の規制範囲や使用基準、法律などには
国ごとに差が見られます。例えば、日
本では約１５００種類の食品添加物が
認可されていますが、ベトナムではま
だ４００種類程度しか認可されていま
せん。

２）コーデックス委員会は、消費者保護、 ＊食品添加物に関する一般規格（ＧＳＦ
Ａ）
食品の構成な貿易を確保することを目
＊食品添加物を販売する際の表示関する
的として、世界保健機構（ＷＨＯ）と
一般規格
国連食料農業機関（ＦＡＯ）により設
＊食品添加物の機能・国際番号システム
置された国際的機関です。

普段からの小さな蓄積が
実は大きな差を生んでいる

中

題を挙げられます。
「①経営の勉強をし、
リピート率が低下している。既存顧客
１ 事例
地頭で考える習慣を身に付ける②自店の
に対し、ＳＮＳもしくはＤＭを発送しよ
データを集計して、自店のおかれている
うと思うのですが、その他どんなやり
１店舗を経営する居酒屋のオーナーさ
状況を客観的に把握する。③予算基準を
方が検討できますか？」という具体的
んからの相談です。
「最近、
ずっと売上が
決めて、効果測定する。
」
な質問をできるようにしたいですね。
下がってきて、困っています。自分なり
それでは、１つ１つ説明していきまし
② データを集計して、自店のおかれて
に、キャンペーンなどをやっていますが、
ょう。
いる状況を客観的に把握する。
はたしてそれでいいのか、今ひとつピン
ときていません。
実は、
何をどうすればい
最近いろんな会社にお伺いして、常
いのか？見当もつかないのです……。ど
に思うことですが、これから生き残る
３ 解決策
うすればいいですか……。
」
には「有効な独自データを蓄積してい
るか否か」にかかっているといえます。
① 経営の勉強をし、地頭で考える習慣
何故ならデータないから、全てＫＫＤ
を身に付ける。
２ 原因と課題
（勘・経験・度胸）に頼らざる得なく
最もハードル高いけれど、最も効果
なり、やることなすことが「再現性の
的な方法といえるでしょう。業績の良
ない、費用対効果がわからない」博打
いオーナーさんほど、間違いなく勉強
（バクチ）になりがちで、結局レバレ
熱心です。既に自分なりの答え導き出
ッジが効かず時間と経費の無駄になり
そうとする考える習慣をもっています。
がちです。例えば今回のケースであれ
こういったオーナーさんは、時間をつ
ば、
「顧客の来店履歴」
「メニュー販売
くって経営の勉強をし、
「自分なりの
動向」
「競合店の販売戦略」を把握して
答えが本当に正しいのか？」という最
いれば、「お客様に嗜好にあったメニュ
終的な意思決定の質問をよくされます。
ーやコース」が事前に分かり、「競合店
一方、その逆の方は、勉強嫌いで「忙
が近くあっても継続的に来て頂く差別
しい」と言い訳をして、よく自分で考
化ポイント」が分かるわけです。こう
えもせずに手軽な儲け話ばかりいつも
いった情報を活用出来るかで天と地の
探しています。だから「なんか簡単に
差が出てくるわけです。
効果があがるうまい話（事例）はない
③ 予算基準を決めて、効果測定する。
ですか？」のような質問されます。
この時点で結果は見えていますよね
また、
現場で多いのが、
それなりに結
……。例えば今回のケースであれば、「こ
果が出るだろう思われる対策をうって
こ 年間、客数が減少している。中でも
いるのですが、その効果数値がよく分

1

2

街頭防犯カメラ

からない。はたしてどこまでお金をか
けて続けるべきか分からない。だから
いつもモチベーションが続かず、あれ
もこれもすぐ辞めてしまうというケー
スです。予め「どれだけ時間とお金を
かければ、どれだけの効果がある」と
分かっていれば、続けられますし、ま
た「どれが一番効果的かと比べられる
基準があれば最適なものを取捨選択す
る」ことができます。例えば今回のケ
ースであれば、「 人のお客様の平均利
用回数は、 年間で 回、平均客単価
２、
０００円、
利益率 ％で考えると８、
０００円までだったら販促予算につか
えるな。チラシＡは、 人当り顧客獲
得コストは２、
０００円だったけど、
チ
ラシＢは、たった１、
０００円で済ん
だ。では、年末キャンペーンは、チラ
シＢを今までの倍の配布数で集客しよ
う。きっと収益増が見込めるはずだ。
」
という感じで効果が見えているといい
ですね。
いかがでしょうか？取組やすさの差
はあるものの、どれも普段からの心が
け つでできることです。ぜひこうい
った無形資産を蓄積し、危機に乗り越
えられる準備をしておくことをお勧め
します。これこそが、緊急時に成功確
率の高い方針と戦略打ち出す大きな助
けになるはずです。
4

1

千葉貿易情報センター

野村 忠史
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売上を上げなくてはいけないという危
機意識はお持ちできるものの、何をどう
すればいいのか？ 方針も戦略も決まっ
ていないケースですね。よくよくお話を
伺うと、
「顧客の来店履歴」や「メニュ
ー販売動向」などの根拠データらしいも
のは殆どなく、あるのはオーナーさんの
感覚のみで、ましては「競合店の存在も
あやふやな状況」です。その場、その場
で答えを見出さなければいけないコンサ
ルタントとしては、こういったケースは、
正直頭を抱えるわけで……
（笑）
。医者で
いうと初診で「レントゲンは撮れないで
すけど、何が原因で、何が一番効果的な
処方なのか教えて下さい」と懇願される
と同じこと……。
（笑）
こういったオーナーさんには３つの課

2

中小企業診断士

Ａ Q
企業診断
小

中心市街地ＮＥＷＳ
【開催期間】
平成 年 月 日
（木）
～平成 年 月 日
（火） 日間
： ～ ：
（但し ／ は ： ～翌 ： ）

※通町公園は ／ から点灯

五輪記念
千葉「おもてなし つるし雛」で
賑わいのある街づくり活動
始まりは江戸時代といわれ日本伝
統手芸の「つるし雛」
。
「つるし雛飾
り」は全国で作られ、稲取、御宿等
が有名です。
千葉市が４年後のオリンピック・
パラリンピックの競技会場に決定し
たことに合わせ、タイムリーに「五
輪・千葉おもてなし雛」づくりでの
地域活性化を目標にと、７月 日か
ら活動を始め、９月より女性会会員
による講習会を開催。色とりどりの
ちりめん・端布で作る手のひらに納
まるほどの小さな雛（桃の花・ふくろ
う・さるっこ・カブ・うさぎ・いんげ
ん・鳩……）は、とても愛らしく華や
かで一針一針心を込めて縫い上げる

２．イルミ・カフェ
～ＳＴＡＲＳ
＆ ＴＨＥ ＭＯＯＮ～
開催日：期間中隔週金曜日
（５回）
時 間： ： ～ ：
場 所：中央公園

３．クリスマスステージ
開催日： ／ （祝・金）
時 間： ： ～ ：
場 所：中央公園

00

ほかの企画も計画中！

者の心をほっこりとさせてくれます。
まずは第一歩と踏み出したばかり
の手探り状態ですが、今後は女性会
が中心となって二年、五年、十年
……と、多くの商店街の皆様をはじ
め、市民各種団体等のご協力を頂き、
雛人形同様、千葉市の「おもてなし
つるし雛」を愛される町の賑わいの
一つの事業として継続していくこと
を心から願っております。
皆様、楽しくおしゃべりしながら
ご一緒にほっこりしませんか。
伝統・文化委員長 古谷 晴美

00

〈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 千葉商工会議所産業振興課内
電 話 ０４３︱２２７︱４１０３ ＦＡＸ ０４３︱２２７︱４１０７

千葉都心イルミネーション

76

3

00

21

20

「ルミラージュちば２０１６」開催！

00 1

御宿では、市民も参加し製作され
ているとのこと。今後、テーマを決
めて市民活動に発展させ、千葉の街
づくりに少しでも役立てるよう、取
り組んで参りたい。
外部交流委員長 櫻木 安子

また期間中は多くのイベント
を予定しております。ご家族お
誘いの上、イルミネーションを
お楽しみください

「つるし雛」でおもてなし
千葉市の中心市街地活性化事業の一環として、
来年２月に向け「つるし雛」を製作

成感と満足感を得た。

を受けたが、材料は直ぐ縫えるよう
に一作品ごとにセットされているキ
ットが用意されていた。
返し縫いも久し振りであり、また、
綿の入れ具合等もチェックしていた
だき、何とか、一人３作品を仕上げ
ることができた。
あっという間の４時間だったが、
楽しくおしゃべりしながら小さな達

今年の春には、勝浦市のご好意や、親会、青年部、まち協、各商店街
等のご協力を得て、雛人形が千葉市の中心市街地に飾られ、皆様にお楽
しみ頂きました。来年は、その第二弾施策として「つるし雛」を店舗内
等に飾り付けて、来街者をおもてなしする予定です。現在、メンバーは
勉強会などに参加しながら、製作を進めております。

いよいよ「つるし雛」製作活動を
スタート
７ 月 日㈮、有名な「つるし雛」
活動の指導者でもある御宿商工会女
性部 柳弘子様宅で「つるし雛」の作
り方をご指導いただいた。
参加者は当会髙梨、高長谷、吉田
（恵）
、櫻木と今後指導していただく
野村美枝子様の５名。
柳様宅には、
見事な、さるっ
子、海老、桜、金
魚、ちょうちょ、
鶴、はいはい人
形、椿、等々、カ
ルチャーショッ
クを受ける程の
素晴らしい作品
に感動。
早速、柳様は
じめ鈴木光子女
性部長から講習

14

00

00 23

17

月１日㈭から２月 日㈫
までの 日間、冬の風物詩であ
る、千葉都心イルミネーション
【期間中イベント（予定）
】
「ルミラージュちば２０１６」
が
１．点灯式
始まります。
開催日： ／ ㈭
中央公園周辺、中央公園プロ
時 間： ： ～ ：
ムナード、通町公園をはじめと
場 所：中央公園
する中心市街地が色鮮やかなイ
ルミネーションに彩られます！
今年は開府９００年に向けた
スタートの年であると共に、千
葉駅周辺グランドデザインでも
うたわれている、
「門前町構想」
に向けた 歩として、通町公園
に提灯の飾り付けを施し、広く
「千葉」
「イルミネーション」を
意識してもらいたいと思います。
76

1
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製作中の作品

00
五輪記念
千葉「おもてなし つるし雛」一例

まちづくり事業情報
URL:http://www.chiba-cci.or.jp/joseikai/

31 00

21

22
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女性会
編集：千葉商工会議所

みんなの広場

月 日
（日）
に開催された
「千葉の
親子三代夏祭り」本祭りに運営協力と
いう形で参加致しました。千葉ＹＥＧ
としては今回が初めての参加となり、

料配布。
花飾りの生花はｈａｎａｎａさん、
塩飴は㈱サンライフさん、看板関連は
㈱富士印刷さんのご協力でした。全て
好評で、 時間しないうちに配布終了
となりました。

①武者行列
少しでもＹＥＧメンバー出店店舗を
盛り上げることが出来ればと呼び込み

④千葉ＹＥＧメンバーの
出店店舗でのお手伝い

たら一気にテンションＭＡＸ！童心に
戻って侍気分を存分に楽しみました。

②みんなの広場での出店
子供たちへの花の髪飾りと塩飴の無
くフィナーレとなりました。
初めての参加ではありましたが、運
営をしつつもメンバーそれぞれが楽しめ
たお祭りとなりま
した。反省点もた
くさんありましたが、
今回の経験をいか
して、より地域に
貢献できる千葉Ｙ

地域振興委員会 野丸 昌寛

ＥＧになって参り
たいと思います。

ハロウィン仮装コーナー

介護保険法に基づく居宅介護支援事業

フォトスポット
＆ スタンプラリー

西千葉介護相談所

☎043-375-4238

■ ： ～ ：
三越千葉店、ペリエ千葉、そごう千葉
店、千葉パルコ店、商店街などでスタ
ンプラリーを開催。店内外にハロウィ
ン“スタンプ”をご用意してあります。
ハロウィンフォトスポットやイベント

秀樹

00

も！「トリックオアトリート」の言葉

人気キャラクターと一緒に
ハロウィン仮装パレード
■ ： ～

９月入会

30

17

でお菓子もゲット！
スタンプを集めてガラポンで景品を当
てよう

『参加条件』
スタンプラリーのスタンプ つ以上
〈パレードコース（予定）
〉
千葉中央公園→チーバくん物産館側歩
道→ふくろう交番前→千葉駅→ペリエ

1

→クリスタルドーム→塚本大千葉ビル

（かねこ ひでき）

金子

5

側歩道→千葉三越→千葉中央公園
※歩道でパレードを予定

〈新入会員紹介〉

存在へ～とのスローガンで活動してい なっております。
る本年、 月 日㈰に地域振興事業と
様々な仮装で、ご家族ご友人での参
「フェイスペイント」
「ネイルアート」
して「ちばハロウィン」を開催いたし
加をお待ちしております。
ます。
ま た、 今 年 で 回目の開催となる 「着替えコーナー」など
千葉中心市街地を中心に商店街、大 「ちーバル本祭り」や「千葉オクトー
型店舗、地域の方々、小中学校のこど バーフェスト」
も同時開催されます。
もたち等、皆様に楽しんで盛り上がっ
一緒に千葉を盛り上げましょう！
ていただき人と人の笑顔をつなげ、千
ＨＡＰＰＹ ＨＡＬＬＯＷＥＥＮ！
地域振興委員会
葉の発展に少しでも力になれたらと取
り組んでおります。

ＹＥＧ ＰＲＩＤＥ！～研鑽と交流、 当日は“スタンプラリー”や“ハロ
創造と行動、真に地域に必要とされる ウィン仮装パレード”も行う予定と

最後は参加メンバー全員で千葉おどりを
踊り、途中ＫＡＩＥＮＴＡＩ ＤＯＪＯの
プロレスラーの皆さんも加わって楽し

千葉開府の頃の武士の姿に扮し千葉
駅～中央公園を練り歩き、パレードにも

けに子供たちが千葉の歴史や郷土に興
味を持ってくれたら嬉しいです。

子供たちが甲冑衣装を着て記念撮影。
甲冑体験も大変好評で、これをきっか

③千葉氏コーナーでの甲冑体験

2

で加勢致しました。沢山の方とふれあ
う事ができ、とても有意義な時間とな
りました。

出店呼び込み

参加しました。みなさんオリンピックの
影響で睡眠不足がちなのか、朝こそテ
ンションが低めでしたが、甲冑をつけ

躍しました。

各団体から構成される夏祭り実行委員
会にも所属し、祭り全体を把握しなが
ら話し合っていきました。担当した地
域振興委員会メンバーも手探りの状態
で、様々な方々にご協力をいただきな
がら準備を進めて参りました。具体的
に以下のようなところでメンバーが活

21

甲冑体験
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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

千葉YEG８月例会「親子三代夏祭り」

武者行列

年以上の伝統校で、
将来に真剣に向き合う生徒を指導する
千葉県立千葉商業高等学校

かつて商業高校の生徒たちは卒業後、金融機関や公務員また
は商業の道へ進んでいましたが、近年は商業に必要な知識や資格、
スキルを商業高校で身に付けて、大学に進学し、希望の進路へ進
む生徒が多くなりました。生徒たちが夢に着実に近づくための学
習環境を整え、
指導を行っています。千葉県立千葉商業高等学校
の松本吉充校長にお話を伺いました。

〈千葉県立千葉商業高等学校とは〉

〒260-0044 千葉市中央区松波2-22-48
TEL 043-251-6335
全日制：商業科21学級・情報システム科4学級
定時制：商業科8学級

設が１９０１（明治 ）年、組織変更して校名を千葉県千葉商業学校

千葉県立千葉商業高等学校は、前身の千葉県立千葉商工補習学校創

千葉県立千葉商業高等学校

に改めて１９２３（大正 ）年に創立して以来、 年以上の歴史を持

34

90

２０１２（平成 ）年度より、くくり募集を実施し、１年次は全員が

つ伝統校で、これまで約２万９０００人の卒業生を輩出しています。

12

するため、２０１３（平成 ）年度より授業時数を 週間当たり 時

環境を整えています。また、近年は大学への進学希望者の増加に対応

同じ教科を学び、２年次より各学科に分かれて、専門分野を学ぶ学習

24

25

1

31

本校は伝統的に部活動が盛ん
で、心技体の鍛錬のために学校
側も推奨していますし、ほとん
どの生徒がどこかの部に入って、
先輩や後輩とともに活動してい
ます。
最近、特にその活躍ぶりが全
国トップレベルとなり、校外で
も注目されているのが簿記部と
情報処理部で、昨年度の全国高
等学校簿記コンクールで団体準
優勝、全国高等学校情報処理競
技大会で団体優勝という輝かし
い成績を収めています。そのほ
かに、吹奏楽部は、東関東吹奏
楽コンクールＡ部門で金賞を受
賞しています。これらの実績か
ら本校に入学を希望する生徒も
増えています。

また、
千葉商といえば、
歴史的
商業校ならではの
には運動系が強く、野球、バス
ビジネスマナー教育
ケット、陸上、テニス、ソフト
ここ数年は商業科目よりも共
ボール、柔道をはじめ、頑張っ
通科目の授業数を増やすカリ
ていますね。ちなみに私も千葉
キュラムに変わってきてはいま
商ＯＢであり、かつて珠算部の
すが、
商業高校ということで、
各
顧問をしていました。
授業の中で基本的なビジネスマ
進学率が高まり
ナーが身に付くようにしていま
指定校が１００以上ある
す。特に生徒が会社を模擬経営
する総合実践という授業があり、
進学率が高まっているという
そこで指導し、会社に入っても
ことで、最近は明治・法政・中
即戦力になる人材を育成してい
央・立命館・同志社などの４年
ます。おかげさまで会社に入っ
制大学や短期大学、専門学校な
ても評判がいいですね。
ど１００以上の学校から指定校
枠があります。大学進学者はほ
盛んな部活動で
とんどこの指定校制度を使って
心技体を鍛錬する
の進学となります。
「千葉商ブランド」としての４
つの特色の基盤にあるのは、
本校
の伝統です。伝統校というのは、
先輩から学ぶ部分が多い。服装も
きちんとしているし、挨拶もする。
学校側が特別な指導をしなくても
先輩たちがきちんとしていると、
新
入生も影響を受けていくんです。
私も始業式などの機会に「自
分たちだけで頑張ったと思わず
に、先輩たちから自然に引き継
いだことで、できていることが
たくさんある」と話し、
先輩には
礼を尽くすことを説いています。
そうした伝統校の良さととも
に、高校生の可能性は無限大で
すので、自分の殻に閉じ込もら
ないで、様々なことにチャレン
ジしていって欲しいですね。

間確保するなど「ビジネス系進学校」とも呼ばれています。

未来へのパスポートとなる
資格取得を推進

本校の校訓は「誠実」
「勤
倹」
「剛健」
「礼譲」です。
年以上の歴史を持つ伝統ある
商業高校として、地域の皆さ
んの期待にお応えし、さらに
実績を重ねていくために、永
く引き継がれている「千葉商
ブランド」があります。
「千
葉商ブランド」は伝統ですが、
現在、学校として主に取り組
んでいる内容は、
「資格取得」
「ビジネスマナー教育」
「盛ん
な部活動」
「進路実績」の４つ
です。
以前から本校は資格取得の
実績があり、それを目的に入
学してくる生徒が多かったの
ですが、近年はよりその傾向
が強まっています。というの
は、かつては卒業生の８割が
すぐ就職していましたが、今
は７割が進学というように生
徒の希望進路が変わって来て
います。推薦の指定校も、資
格取得を条件にしたものも多
いんです。
資格を目指して勉強するこ
とは、合格が到達点ではなく、
自分の将来を考えるきっかけ
にもなります。学校側として
はそれを目的に指導していま
す。
90
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年生・２年生合わせて

四本 千葉商といえば簿記や検定
山崎 １回目、２回目となかなか受

したか。

――合格した時はどんな気持ちで

本当にすごいことだと思いますね。

る高校生の数は限られているので、

しく、全国でもこうした形で合格す

れるという意味でも高校生には難

は３時間もあり、集中力が必要とさ

と３回のチャンスがあります。試験

スは２年の６月と 月、３年の６月

でに日商簿記検定を受けるチャン

堀口 ３年の８月で引退となるま

いことですね。

合格を果たしましたが、これはすご

級に簿記部からは過去最高の４人

――今年６月には日商簿記検定１

あります。

いけば達成できるという充実感が

考えられるようになりました。

んだと思いました。次のステップも

われていた検定が、自分でもとれる

安井 先輩にもすごく難しいと言

なりたいです。

進学に決めました。将来は税理士に

で、迷っていましたが、進路を大学

四本 推薦で入れる資格を得たの

す。

はり自分に自信はついたと思いま

山崎 特には何もないのですが、や

ことはありますか。

――受かったことで何か変わった

テップに進みたい。

良かったなと思いますし、次のス

少なかったのですが、無事受かって

た。普段から ～ 点をとれ不安は

が有名なので、簿記部に入って、将
からなかったので、やはりかなり勉

記の練習は一日に少しずつやって

来役に立つ資格をとろうかなと思

たゆまぬ努力で
夢に向かって一歩ずつ近づいていく

いました。指定校への推薦なども
強しました。３回目でやっと受かっ

千葉商業高等学校簿記部

多いので、大学進学にも有利だとも

丸田 高校に入学して、親に簿記部

資格がとれるかなと思いました。

聞いていたので、自分も入部したら

ていて、優秀な実績を残していると

安井 簿記部はすごい検定をとっ

思ったんです。

なかったですね。嬉しかったですね。

いたので、受かった時には信じられ

きかったです。自己採点では落ちて

の挑戦だと思うと、プレッシャーも大

やっぱり受かりたくて、今回が最後

四本

試験では 点がとれました。

て少しほっとしました。でも最後の

頑張りたいです。

公認会計士を目指してこれからも

受けようと思って勉強しています。

理士の簿記論と財務諸表論を来年

簿記部に入ったからには

丸田 ２年生でとれたので、次は税

への入部を勧められたので、いろい

すね。

い点数がとれると達成感がありま

た。でも練習して、模擬問などでい

丸田 １回目の挑戦で受かりまし

再確認できたことも良かったです。

きで、簿記が自分に合っていることが

ですが、簿記の考え方とか計算も好

安井 １回目の挑戦で受かったの

ですね。

ので、ぜひ皆に精進してもらいたい

在となりました。努力は裏切らない

はなく、努力次第では合格できる存

になり、１級は手の届かない場所で

とで、ほかの生徒にとっても、励み

安井 それは覚悟して入部しまし

やはりハードですか。

――部活動は毎日あるそうですが、

かったので入部しました。

山崎 受験勉強はやらなきゃいけ

堀口 こうして４人も合格したこ

ないという使命感がありますが、簿

計士への道が開けていることが分

ろ調べてみたら、自分がなりたい会

入りました。

部活動の中でも近年特に実績を持ち、全国レベルの実力を持つ千葉商
簿記部。平日 ～ 時、休日は９～ 時まで練習に励み、今年度、難関
といわれる日商簿記１級を取得した４人の生徒と顧問の堀口信先生に伺
いました。
――部員は今年度は何人いるので
すか。

堀口
人。８月で引退しましたが３年生が
４人います。それぞれの生徒が練習
して切磋琢磨していくにはちょう
どいい人数ですね。顧問としても
各々の生徒の理解の状況を確認し
なければいけないので目が配りや
すい。いいライバル同士でありなが
らも、分からないところを教え合っ
たりとか、皆、仲がいいです。
――女子生徒の数は？
堀口 ３年生を入れて女子が６人
です。今は女性が活躍する時代とい
うことですし、私どもの学校として
は女の子の割合が６割強なので、簿
記部にもさらに女子生徒が増えて
活躍してほしいですね。
―― な ぜ 簿 記 部 に 入 部 し よ う と
思ったのですか？
山崎 高校受験の時に商業科に興
味を持っていて、入学してから、商
業高校ならでは存在する簿記部に

２年

担当 丸、小島
TEL 043(227)4103、FAX 043(227)4107

集中的・体系的に

「ちば大祭」へのご協賛について（お願い）

： ～ ：
： ～ ：
場：千葉市中央公園

４．協賛内容：特別観覧席のご購入
１席につき２０，
０００円（２日間分）
５．申込方法：下記問合せ先までご連絡ください。

【問合せ先】

ＪＲ千葉駅の新駅舎開業を記念して、（一社）千葉県商工会議所連合会、
千葉県商工会連合会及び千葉商工会議所の３団体の共催により、千葉駅
前大通り及び中央公園において、
「ちば大祭」を開催します。
千葉駅前大通りでは、千葉県内各地の物産品の展示販売を、中央公園
では伝統的なお祭り・芸能を一堂に集め、実演・披露いたします。
県内のお祭りが一堂に集結する初めての試みであり、千葉県の伝統文
化を広く県内外に、発信するとともに、東京オリンピック・パラリンピッ
クに向けての千葉県の魅力発信の取り組みとしたいと考えています。
そこで、芸能の実演・披露にあたり、出演者の費用負担軽減を図るた
めの一環として、有料の特別観覧席を販売することといたしましたので、
会員の皆様に広く、ご協賛をお願い申しあげます。
なお、ご協賛をいただいた場合には、当日配布のチラシ・プログラム
に協賛者として、ご芳名を記載いたします。

１．開催期間：平成 年 月 日㈯
平成 年 月 日㈰
２．会

00 00
３．内

16 16

「原点回帰セミナー」

２年

３年

容：県内各地の伝統的なお祭り・芸能の
披露（ 団体）
。出演団体については
当所ＨＰでご紹介予定です。

00 00

～自らの原点 に立ち戻り、
見つめ直してみませんか～
ご自身の洞察力をどう評価されていますか？
曇ってはいませんか？周囲の遠近感は確かですか？
目まぐるしく変化する経済情勢の中で、一度立ち止まり、改めて
見つめ直すことで感じ得るものがあるはずです。
その機会の一助として「原点回帰セミナー」を開催することと致
しました。
当セミナーは、「県内経済動向」
「国内外需要動向」
「討論で学ぶ経
営塾」
「先端企業視察会」の４分野に分かれています。興味がある分
野のセミナーごとに 無料 で参加することができます。
各分野を代表する多彩な講師陣をご用意しています。
日中、事業で忙しい方がご参加し易いよう、夜間の開催となって
おりますので、奮ってご参加ください
※詳細
 については、当所ホームページ、若しくは同封の折込チラシ
をご覧ください。

電話０４３―２２７―４１０１
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産業振興課

千葉商工会議所

11 11

19

（お問合せ） 千葉商工会議所 企画広報室（伊藤・瀬田）
		

３年

19

16

四本京子さん

27 26

信先生

11

11 11

11

顧問

堀口
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安井琉偉さん

丸田翔平さん

94

1

80

山崎寬斗さん

28 28

16

‼

千葉県立千葉商業高等学校
90年以上の伝統校で、将来に真剣に向き合う生徒を指導する
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千葉市動物公園 〈イベント・展示情報〉

10〜11月のイベント開催予定について

岡崎和郎

岡崎和郎 《P.M.ボール》 2005年

WHO’ S WHO 見 立 て の 手 法

あなた以外の世界のすべて

絵本のおはなし会

小川信治

●日時：毎週土曜日 11：30~12：00
10/15、10/22、10/29
11/5、11/12

個人蔵

60年代から活躍する岡崎和郎は、ユーモアあふ
れるオブジェを制作し続けています。本展では

開催中〜

マン・レイや葛飾北斎といった古今東西の人物

10/30㊐

から着想を得たオブジェシリーズ「Who’
s Who」
を一挙公開。イメージの源泉となった作品や資
料もご紹介します。
一方の小川信治は写真と見紛うような緻密な鉛筆

●内容：動物公園内で見られる動物が登場す
る絵本のおはなし会を開催します。
小川信治 《ウプサラ-クラクフ》
2013年 STANDING PINE蔵

千葉市美術館では、
２つの現代美術展を同時開催します。

画や、名画の精密な模写を得意とします。その作
品では私達の見慣れたイメージが消されたり、同
じモチーフを二重に描きこむなど、現実の世界か
らほんの少しズレた世界を提示しています。
現代美術の多様さをお楽しみください。

会

開館時間：10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）
観 覧 料：各一般700円（500円）、大学生500円（350円）

■市民美術講座「小川信治が描く世界」
講師：畑井恵（当館学芸員）
10月22日（土）14:00〜（13:30開場予定）
11階講堂にて／聴講無料／先着150名

一般1,000円、大学生700円

※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

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

●受付：当日13：10 動物科学館2階
マーモセット展示場前に集合
参加人数制限なし
（自由参加）

●受付：当日動物公園内にて実施

11：00~11：20

「BBQハロウィンナイト」 「子ども動物園（カメ）」
（手ぶらでバーベキュー）

●日時：10/15㈯、16㈰、22㈯、
23㈰、29㈯、30㈰
17：30〜19：00
（営業時間は21：00まで）

●日時：11/12㈯

13：30~14：15

●内容：獣舎を裏側から見て、いつもよ
り間近で動物を観察できます。
●受付：13：00~13：10
動物科学館１階エントランスに
て整理券配布。 定員20名
（定員を超えた場合は、抽選となります）

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。

〈千葉市動物公園〉

開 園 時 間 9：30〜16：30（入園は16：00まで）
休 園 日 水曜日
料
金 大人700円・中学生以下無料
交

※千葉市内在住の65歳以上無料

通 千葉都市モノレール
動物公園駅すぐ
お問い合わせ ☎043-252-1111
ホームページ http://www.city.chiba.jp/zoo

●金融機関からの資金調達をサポートします！

●これから事業を始められる方を応援します！
創業に関する基本的なことから創業時の資金調達にいた
るまで、
お客様の夢の実現に向け、サポートいたします。

●市民の日『体験教室』調べてみよう！
エネルギーのフシギ

●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

１０月１５日（土）、
１６日（日）
■時 間 ①１１：００～１１：４５ ②１３：００～１３：４５
		
③１４：３０～１５：１５
■会 場 ８階科学実験室Ｂ
■対 象 小学生以上 ※小学２年生以下は保護者同伴
■定 員 各回３０名 ※電話で事前予約
■参加費 無料

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

●千葉市科学館 秋の企画展
『宇宙の日』記念
全国小・中学生作文絵画コンテスト作品展

夢シティちば 2016年10月号

●内容：飼育担当者によるマーモセットの
とっておきのお話が聞けます。

からの資金調達力が高まります。

１０月１５日(土)･１６日(日)･１８日（火）
常設展示とプラネタリウムが無料でご観覧いただけます。
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13：10~13：30予定

信用保証協会がお客様の保証人となることで、金融機関

無料開放日を楽しもう

１０月１４日(金)～１１月１３日（月）
※会期中の休館日：１０月３１日（月）
・１１月１日（火）
７階 企画展示室【入場無料】
千葉市科学館に応募された作文と絵画作品全２０６点を展示します。

●日時：11/13㈰

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

●千葉市科学館「市民の日」無料開放

■会 期
		
■会 場
■内 容

●内容：動物好きによる動物好きのため
のイベントになります。音楽あ
り、踊りあり、グルメありの動
物園の文化祭です。６日㈰は毎
年恒例の「アニマルコスプレコ
ンテスト」を開催。 動物のコス
プレで来園すると入園料が無料
になります。

●内容：園長が生でお話をする動物トーク、
内容は参加してからのお楽しみ

●内容：食べ放題、飲み放題セット
（お一人様）3,500円
●受付：ふれあい動物の里

〒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

千葉市科学館

●日時：10/16㈰

9：30~16：00

飼育係によるお楽しみDAY

※入場は閉館の30分前まで

関連イベント

園長ライブ

●日時：11/5㈯・6㈰

飼育担当者のちょっといい話
11月 「マーモセット」

●受付：当日動物科学館前に集合
参加人数制限なし（自由参加）

期：開催中〜10月30日（日）

岡崎和郎展＋小川信治展セット観覧料

●受付：動物科学館2階図書室にて当日
先着順（定員20名程度）

ちばＺＯＯフェスタ2016

店

℡043-221-8110

松戸支店

℡047-365-6007

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。
秋の企画展のイメージ
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