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企業間の出向・移籍をサポートします
人材確保
雇用調整

6・7月の動き

売上は人につく
民法改正法３年後の施行に向けて

千葉商工会議所

・新規部門に精通した人材を確保したいとき

・従業員を関連会社以外の企業へ出向を検討しているとき

・経験豊富な即戦力の人材を確保したいとき

・工場閉鎖等のため従業員の受入れ先を探しているとき

出 向・移 籍 の 専 門 機 関

青年部通信

今月の表紙

夢シティちば 2017年₈月号

・事業の整理、縮小に伴い人員削減を検討しているとき

千葉商工会議所 女性会の活動

「パブリックマーケット
（バンクーバー）
」
当商工会議所は、
今月号の特集でご報告しているとおり、
バンクー
バー・サンフランシスコ視察研修を実施し、
その行程でバンクーバー
のグランビルアイランドを視察しました。その中にあるパブリック
マーケットには、様々な食材や店舗が並び、観光客だけでなく市民
も利用している活気あるマーケットです。

1

・事業の拡大、欠員発生など要員を確保したいとき

編集者のひと言
8月4日は自分の誕生日であった。オバマ元大統領と同じ誕生
日であることが自慢である。
昭和63年に生まれたので、平成がそのまま年齢になり、非
常に便利。しかし、同時に独身の継続年数でもある。新しい年
号になる前に結婚したいものである。 （企画広報課 Ｍ.Ｉ.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

全国ネット

信頼と安心

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

経済・産業団体と厚生
労働省の協力で設立さ
れた公益財団法人です

無

料

情報の提供、ご相談、
人材の紹介等の支援
の費用はかかりません

公益財団法人 産業雇用安定センター
http://www.sangyokoyo.or.jp/

千葉事務所

〒260-0015

ＴＥＬ．043−225−4855（土・日・祝日は休業）

千葉市中央区富士見2−7−5

富士見ハイネスビル４階

当社はモノづくりのプロとして、
お客様の想いを「カタチ」にします

代表取締役社長
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株式会社みつわ

～発注者のニーズに応える印刷業を目指します

60

（昭和 ）
年に千葉市内にあっ

当社のスタートは、
１９５７

した。そんな中にいたので、

いていて、大家族の雰囲気で

お姉さんなども住み込みで働

から集団就職で来たお兄さん

した。私の小学校当時は東北

して家の仕事を手伝っていま

高かったです。

引したりと、やはり優位性は

ったことで、東京の企業と取

ンド印刷のカラー化に踏み切

葉県内ではいち早くオンデマ

機を導入しました。また、千

カラー印刷システムの最新鋭

「強い会社」を目指して
３社が統合

た香文社、房総孔版社、千葉

皆と働くのは当然だと思って

い量を受注することが多く、

刷りなど期日内に賄いきれな

することはやりがいがある仕

ものなので、紙で情報を伝達

印刷はものづくりの最たる

１９９２
（平成４）
年に株式

いました。

同業者同士、よく助け合って

社であることを示すため「印

外にも様々なことができる会

た。将来を見越して、印刷以

会社みつわに社名変更しまし

で集まり、
「強い会社」
になる
ためにまとまったんです。３
社の輪が大事だということで

した。個人情報を扱う仕事、

刷」の文字を外してしまいま
屋が手狭になり、１９８６

ドローン、ＡＲ、ＷＥＢ通販

約 年経って、神明町の社

刷社」としました。中でも私

（昭和 ）
年、千葉市美浜区に

社名も「有限会社みつわ軽印
の父・尾形祗文がイニシアチ

30

美浜区に
より広い社屋を建設

事と昔から感じていましたね。

統合したことでした。ガリ版

3

いたんですが、そうした仲間

印刷以外の事業にも
目を向ける

タイプライター商会の 社が

印刷業はものづくり。
紙での情報伝達のやりがいが大きい。

印刷文化の蓄積と最新鋭機械設備の導入などにより、情報加工企業として
印刷物にまつわる様々なニーズに対応する株式会社みつわは今年 年目を迎え
ています。より良い表現物を生み出し、見る人の心に届く商品を制作し続け
る事業について尾形文貴代表取締役社長に伺いました。

所 在 地 〒261-0002 千葉市美浜区新港213-5
TEL 043-243-1511 FAX 043-243-2005
事業内容 企画・デザイン、DTP、印刷、製本、仕
分・発送、WEB制作、PPC広告運用代
行、ネット通販支援

で、学校から帰ると、製本な

私は昔でいう
「門前の小僧」

に就任しました。当時の会社

ブをとっており、代表取締役

当時はモノクロの文字が主

セに近い場所ということです。

と、建設予定だった幕張メッ

るスペースが十分にあるこ

は、大きな印刷機を導入でき

した。この場所を選んだ理由

現在の社屋を建設し移転しま

１０００㎡の土地を購入し、

ます。

たせるという戦略を取ってい

ら、そこに至る段階に幅を持

体に繋げたいという思いか

りましたが、最終的には紙媒

など事業の拡大が頭の中にあ

した。

坪の住まいを改築したもので

は千葉市中央区神明町に約

ど家業の手伝いをしていまし

61

流でしたが、これを機に４色

30

「個人情報保護」を目的として「プラ
イバシーマーク認証」
、
品質管理を目
的としたISO9001も取得。日本印刷
産業連合会より印刷産業環境優良工
場奨励賞受賞

株式会社みつわ

32

た。大学時代もアルバイトと

夢シティちば 2017年₈月号
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「いろいろなセミナーなどで勉強して、そこからヒントを得て発想した新たな事業にチャレンジする。その都度、ふさわ
しいと思った人材にやってみないか、と声を掛けます。組織的に動いてはいるけれど、最終的にはマンパワーに頼る
ところが大きいですね」
と尾形社長は語ります。
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会員情報プラザ

〈毎月の広告費をもっと上手く運用したいビジネスオーナー様へ〉

集客専門スタッフを無料で 1 ヶ月雇って、
売上をどんどん伸ばす仕組みをつくりたい
社長はもう他にいませんか？

ダーウィンの言葉
「時代に対応できる者が勝つ」を大切にしている

よく考えました。ダーウィン

様々な事業を最終的には
紙媒体につなげたい

現在、印刷業とは別の事業

の言葉に「強い者が勝つので

者が勝つ」とありますが、印

として、小ロットでも印刷物

はなくて、時代に対応できる

１９９５
（平成７）
年、父が

刷業も時代の環境に合わせて

「潰れない会社」の
在り方を考える

会長となり、私が代表取締役

す。通常の印刷物は１ロット

がつくれるオンデマンド印刷

それには
「機械」
と
「人」
がカ

の数が多いけれど、これなら

業態を変化していかないと、

作業でつくるアナログからデ

ギとなります。特に人の教育

多品種小ロットの要望にお応

に就任しました。その少し前

ジタルに変わっていました。

については重視しています。

えすることが出来ます。印刷

のシステムを構築していま

新時代に対応するために私が

印刷業の団体やコンサルタン

物はどの企業でも必要ですが、

淘汰されると思いました。

社長業を引き継ぎました。

ト会社が主催するセミナーな

から印刷業界は版下などを手

「やるしかない」
と覚悟の思

そのニーズは様々なので応え

の良さが再認識されてきまし

夢シティちば 2017年₈月号

長谷川 誠

どから積極的に情報を会社に

そのほか、千葉市内の保育

た。紙の印刷物はなくならな

5

代表取締役

いで一杯でした。２代目で会

園の情報を閲覧できるアプリ

いとおもうので、いろいろな

ジャパンゴルフスクール

千葉市若葉区加曽利町1482−1 ☎043−234−1515
営業時間 ≪年中無休≫
土日祝 7:00～23:00
平日 9:00～23:00（月曜のみ11:00オープン）

ていきたいと考えています。

「ひなたぼっこ」
を開発しまし

方法を駆使して、最後には紙

千葉商工会議所青年部会員所属会社

〒260-0808 千葉市中央区星久喜町1157−48
TEL 043－261－8888
FAX 043－261－8895
E-mail：try@solid.ocn.ne.jp

一時は廃れるのではないか

た。有用な情報でも変化のス

の媒体に戻していく。そうし

ジャパンゴルフでは、これからゴルフを始めるゴルファーを応援しています。
グループレッスンも個人レッスンでも、ぜひ一度ご相談下さい！

方々に集まっていただき、人

ピードに紙媒体では追いつか

たことで生き残っていけるよ

MSA生命保険代理店

と懸念されていた紙媒体はそ

ないケースもあります。この

うなシステムをつくりたいと

日本生命保険代理店

気を博しています。

アプリ開発はまさにその一例

メットライフ生命保険代理店

馬がゆく」ですね。江戸から明治にかけ
ての国の動かし方。坂本龍馬が好きで
京都へ行って、龍馬のお墓にも行って
きました。

考えています。

あいおいニッセイ同和損害保険代理店

Ｑ 好きな本は？
Ａ 一番面白かったのは司馬遼太郎の「竜

なんです。

ゴルフについてどんなイメージをお持ちですか？
日本で、こういった質問をすると、たい
てい悪いイメージが返ってきます。
海外では、オバマ大統領がイメージアッ
プの為、ゴルフに行ったことを広報した
りするように、紳士的なスポーツ、ま
た社交的な場のイメージを持たれてい
ます。ゴルフをすることで営業活動が
増えることも、仕事上のメリットになり
ますが、ルールやマナーを大事にする人格育成こそがゴルフを覚える一番
のメリットと考えます。

商工会議所集団扱い保険
取扱代理店

持ち帰って、仕事を見つめ直

ゴルフ始めてみませんか？

社が潰れたなどと聞くので、

〒264-0028 千葉市若葉区桜木７－５－４４
クレインハイツ桜木2 202号
TEL 090-4118-3416

またドローンも今二人免許

梅田集客代行オフィス

ＷＥＢ通販サイト「絶品ち

が理念です。インバウンドビジネスもこれか
ら出てくると思い、ＭＵＤ（メディアユニバ
ーサルデザイン）
の資格も取得しました。

していきます。
私だけでなく、

Ｑ 好きな言葉は？
Ａ「印刷業を通して人と社会の役に立つ」

自分の中では１００年企業を

【ＰＳ】 千葉集客研究所というサイトを運営しています。→ http://chibasyuukyaku.com
今すぐ使える集客のアイディアを手に入れることができるので、是非チェックしてみてください。

を取得して、認可もとったの

今すぐ私に「1ヶ月無料で集客専門スタッフを雇いたい。」
と sales.writer.umeda@gmail.com に連絡してください。

ば本舗」も、地産地消をテー

梅田

社員にもどんどん参加しても

セールスライター

に行きますね。父がゴルフが大好きだっ
たので、県内いくつかのゴルフ場の会
員になっていて、そこでプレーすること
が多いですね。父親の代も母が金庫
番のような仕事をしていましたが、今も
妻が経理などを担当しています。

目指したいと思いましたね。

無料なら1ヶ月だけ試してみようと
考えてくれるなら……

で、撮影できる状態です。

Ｑ 休みの日は？
Ａ ゴルフをやります。妻も好きなので一緒

今のビジネスをもっと
成長させたいのなら……

集客について信頼できるスタッフが
欲しいのなら……

Q &A

マにモノを売りたいという

もしあなたが、

尾形社長

らいます。

なので、セールスライターである私をあなたに売り込もうと思ったら、
無料でデモンストレーションを行うのが一番早いと考えました。

「潰れない会社とは何か」
を

あなたが勉強熱心な社長だとしても、もしかしたらセールスライティング
という言葉は聞きなれていないのかもしれません。

夢シティちば 2017年₈月号

4

わが社の

貨物運送で京葉臨海工業地帯の
重要な一端を担う

市原分岐

甲子駅

五井

当社は昭和 年 月に、日本国有鉄

感じていました。高校時代、自宅の最
寄り駅である巌根から高校のある君津
まで通学していたんですが、そういう

した貨物専用の地方鉄道です。京葉臨

道、千葉県、民間企業が出資し、開業
しなどをしていたんです。その光景が

駅には貨車があって、荷物の積み下ろ

がありました。当時、木更津駅と君津

意味では鉄道でも旅客事業にはなじみ

海工業地帯で生産される物資輸送の担

貨車同士を連結・解放する
列車の運転係となる

目に焼き付いていたんですね。

います。またコンテナ事業では、工業
製品や千葉県産の農産物などの生活物
資の輸送も行い、平成 年には累計輸

入社後は村田駅（現千葉貨物駅）の

ていたので、鉄道会社ならさらに経営

動機は、父親がトラック運送業に就い

「機関士」であって、
運転係は貨車同士

ように思われますが、それは機関区の

転係」というと車両を運転する担当の

運転係に配属されました。通常は「運

に安定性があるだろうと思ったことで

運輸部長として
現場を束ねる役職に
今年４月１日に、長らく所属してい

は成田空港の反対闘争なども激しかっ

道で担当することになりました。当時

田空港の燃料輸送を当社と鹿島臨海鉄

思い出深いのは、入社した翌年に成

ともコミュニケーションをとりながら、

とは勉強しながら、また若い世代の人

き締まる思いです。知らない現場のこ

どすべての現場を束ねる役職で身が引

今度は駅関係だけではなく、機関区な

た現場を離れ、運輸部長となりました。

たので、警備も厳戒で夜勤でも全く外

長年培ってきた現場力を生かして、皆

新事業導入時に
真っ先に手を挙げて挑戦

には出られなかったですね。

とを機にＣＩ（コーポレート・アイデ
ンティティ）を導入し、現在の「りん
Ｉでは社内に分科会をつくって、皆で
取り組みましたが、それに参加しなが
ら会社がどんどん変化していくことを
実感しましたね。

石井運輸部長は、 月 日に京葉久
保田駅長から運輸部長として異動しま
したが、駅長時代からお客様の大事な
商品を鉄道輸送するため、お客様との
コミュニケーションを密にして、信頼
を得ながら安全・安定輸送に取り組ん
で き ま し た。ま た、部 下 が 病 気 で 長
期 療 養 を 余 儀 な く さ れ た 時 も、自 ら
フォークリフトで荷役作業を行うなど
部下や会社の信頼も厚く、これからも
鉄道輸送の計画・管理部門でお客様の
目線に立って邁進してくれるものと
思っております。

早瀬藤二代表取締役社長からのメッセージ

それと私自身の転機ともなったのが、 を引っ張っていこうと思っています。
平成２年の京葉久保田駅コンテナ営業
の開業です。その担当を社長が「やり
たい人はいるか」
と呼びかけ、
私は真っ

平成４年には創立 周年を迎えたこ

いくのはとてもやりがいがありました。

たな事業を仲間とともにつくり上げて

してフォーク担当になりましたが、新

ありました。当初７人で駅の営業係と

もやったことがなかったので、興味が

しにフォークリフト操作もある。これ

あると、コンテナの貨車への積み下ろ

する。この機関車
と呼ぶんです。
現在は３社の専用線とコンテナ輸送
の拠点となる千葉貨物駅と京葉久保田
駅を結んでいます。千葉貨物駅を出発し
て、最も近いコスモ石油の専用線に入る
列車が１日に８往復。次のＪＸＴＧ専用
線に入る列車が１往復。３つ目の富士石
油の専用線に入る列車が１往復。そして
終点の京葉久保田駅までは１日６往復あ
り、これはＪＸＴＧや富士石油の専用線

現在では当社の線路は本線のほかに

の連結と解放を行います。

（平成 年度実績）となっています。

含めた年間の輸送量は１９７万トン

い世界だということにもとても魅力を

す。それと、貨物鉄道は自分が知らな

私は昭和 年に入社しました。志望

送量が１億トンを超えました。

25

も経由します。営業キロは ・８㎞です。 てつ」という略称が決まりました。Ｃ
私が入社した当時は化学工業製品も
多く輸送しており、そのような企業も
専用線を敷いていたんですが、今は石

〒260-0824千葉市中央区浜野町1216
電話 043-265-2530

い手として、主に石油などを輸送して

37

52

先に手を挙げました。コンテナ営業が

至木更津

と貨車を連結・解放する係を「運転係」

された貨車を回収

逆は、企業で充填

線上を進んでいく。

結させて、また本

た後方の貨車と連

八幡宿

貨物の積み下ろし作業が
目に焼き付いていた

千葉県の今日の発展のために大きな役割を果たしてきた京葉
臨海工業地帯。製品や燃料の輸送を担ってきたのが、京葉臨海
鉄道株式会社です。その現場を担う鉄道本部運輸部長の石井一
男さんにお話を伺いました。

京葉臨海鉄道株式会社
鉄道本部 運輸部長

り、本線からそれぞれの専用線に列車
が出入りして、貨物の輸送を行いま
す。後方の貨車を切り離して本線上に
留め置き、機関車と機関車とつながれ
た前方の貨車だけで専用線に入ってい
き、今度はその貨物車を切り離して専
用線に置いてくる。機関車だけが本線
上に戻ってきて、留め置かれておい

28

石井 一男

千葉貨物駅

契約している３社の企業の専用線があ

京葉臨海鉄道営業線
概要図

6
夢シティちば 2017年₈月号
夢シティちば 2017年₈月号

7

蘇我
JR蘇我

京葉臨海鉄道株式会社
1

N
（内房線）

前川駅

浜五井駅
玉前駅

本千葉
千葉みなと

（外房線）
鎌取
東京湾

千葉
（京葉線）

11

30

西千葉
JR線

浜野

京葉市原駅

油がメインとなっていますね。石油を

4

千葉県
北柏分岐
京葉
久保田駅

姉ケ崎

根津駅

23

至東京
千葉臨海鉄道

イチオシ社員

【日時】 ８月 日㈮～９月６日㈬

「オクトーバーフェスト」

ドイツビールの祭典を
千葉で楽しもう！
１回乗車券を前売りチケットに
付けて販売中

イベントを開催する予定です。

その一環として、今後も左記の通り

Ｃ ｂ-ｕｓに乗って
中心市街地を満喫しよう
千葉市中心市街地東口エリア循環バ
ス運行協議会（事務局：千葉商工会議
所）
は、
千葉市の中心市街地における賑
わいの維持を目的に、本年４月１日か
」を
ら循環バス「Ｃ ｂ-ｕｓ（シーバス）
運行しています。
Ｃ ｂ-ｕｓは、千葉市美術館や千葉
神社など中心市街地内 カ所の停留所
を巡り、
車窓から街並みを眺めたり、
お
目当てのスポットで降車したり、楽し
み方は自由自在。
（月～金）
午後４時～９時
（土～日）
午前 時～午後９時
８月 日㈮のみ
午後６時～スタート

京

線
外房
線・
e
内房
on
C線
原

千

JR
成

葭川公園

さらに、よりご利用しやすいよう７
月 日㈭から１日フリー乗車券の販売
を開始しました。この乗車券を購入す
【場所】 千葉市中央公園

手形を購入して特別メニューを食べ
歩き！（１日フリー乗車券付き）

「ちばぶらぶら祭り２０１７」
【日時】 ９月 日
（土）
午前 時～午後４時
（予定）
【場所】 ＪＲ千葉駅周辺店舗
※詳し
 くは、後日当所ＨＰ等でご案内

中央区役所
千葉市美術館
ツインビル

中央区役所・
千葉市美術館前
三井ガーデン
ゼクシス
ホテル前

千葉劇場前
千葉
セントラル
タワー

駅

中央

千葉

東口

ると、その日の乗り降りが自由になる
だけでなく、乗車券を掲示することで
千葉駅周辺の色々なお店や施設でお得
な特典を受けることができます。ぜひ、
ご家族、ご友人とＣ ｂ-ｕｓを利用し
て中心市街地を満喫してみてはいかが
でしょうか。
商工会議所では中心市街地の活性化
のため、様々な取り組みを行っていま
を予定しています。

東横イン

!!
11

7

県庁

千葉

書館

県文

会棟

葉公

園

県庁
千葉庁舎
南

機
排水
葭川

場

会議
県議

県庁
千葉庁舎
中

※妙見大祭（８月１６、
２２日）、親子三代夏祭り、中央区区民祭り
（１０月第３日曜日）開催時は運
休します。いい街ちばフリーマーケット
（千葉銀座通りにて原則毎月第４日曜日）開催時は迂
回運行します。
本千

8
夢シティちば 2017年₈月号
夢シティちば 2017年₈月号

9

京成ホテルミラマーレ
千葉京成ローザ１０

千葉地方裁判所

西口
新宿公園
200m
0

通町公園
千葉ワシントン
NTT ホテル

Qiball
（きぼーる）
新宿小学校

1
中島書店
葭川公園駅

三井ガーデン
ホテル千葉
中央公園
東京電力
オーロラモール
ジュンヌ
千葉そごう

千葉神社
ペリエ千葉

忠商店前
ヨドバシ
カメラ
京成千葉駅

栄町駅
京葉銀行
文化プラザ

JR千葉駅

京葉銀行本店

東口
千葉都市
モノレール
千葉駅

弁天1丁目

千葉神社前
栄町会館前
千葉駅
番のりば

本

線
武
総
JR

運行MAP

千葉駅
周辺
MAP
北口

25

25

10 23

20

す。

『１日フリー乗車券』 限定クーポン取扱い店

千葉商工会議所をもっと利用してみませんか
商工会議所は、様々な企業や事業所で構成される団体として、企業や事業所の活動をあらゆる面から支援して
います。事業所相互の出会いの場や、経営上の相談、ビジネスチャンスの機会の提供など、様々なメニューを用意
しています。
今回は、
従業員などの
「安心・安全」
や経費の
「節約・合理化」
につながる、
福利厚生に関するメニューをご紹介します。
各種損害保険制度を用意しています。

務組合」を設置し、この事務処理を代

なものです。会議所では「労働保険事

が、その手続きは慣れていないと煩雑

用保険）に加入しなければなりません

は、必ず労働保険（労災保険および雇

労働者を一人でも雇用する事業主

たときは配当金をお支払いします。ま

年ごとに収支計算を行い、剰余が生じ

損金又は必要経費に算入できます。１

大きな安心が得られます。掛金は全額

済）制度を扱っています。小さな掛金で

して、生命共済（商品名 ： ひまわり共

アクサ生命保険㈱を引受保険会社と

ください。

できる損害保険会社についてはご照会

を支える基盤の一部となります。利用

料は会議所の収入となり、会議所活動

加入できます。また、いただいた手数

一般加入に比べて「最大 ％割引」
）で

な掛金（業務災害補償プランの場合…

リット）があり、当所の会員は、割安

会員の皆さまが一体となって利用する

行しています。
た、会議所独自の見舞金・祝金制度や、
【 年度利用状況】

労働保険の事務代行

労働保険事務を委託することで、事
健康診断受診料補助制度があります。
（業務災害補償プラン）
＝５５５事業所

４１２事業所、加入者数１，０２９名

損害保険の掛金も
大幅にダウン！

様々な事業活動リスクへの備えとし

ことにより、様々な特典（スケールメ

業主等の労災保険への特別加入（第１
【 年度利用状況】

会員のための
独自の共済制度

種）が認められるとともに、保険料の
金額に関係なく３分割納付ができ、資
金繰りに余裕が生まれます（手数料＝
納付する保険料の ％（消費税別）
。
【 年度利用状況】
３５９の委託事業場、
対象従業員数１，８１２名
ての
「ビジネス総合保険」
をはじめ、「業
務災害補償プラン」
や
「ＰＬ保険」
など、

ば県民保健予防財団・報徳千葉診療

当会議所が、提携する医療機関（ち
提携しているので、当所の会員は同協

連合会 協同組合アイ・ティー物流と

当会議所は、全国商工事業協同組合

用してみませんか。会員料金（約 ％

ホールを、自社の会議や展示会等に利

用されています。当会議所の会議室や

立地条件に恵まれ、多くの方々に利

貸会議室、
ホール

所・増田病院等）との窓口となること
同組合の組合員扱いになり、高速道路

割引）
で利用することができます。

高速道路利用料金が割安に！
（ＥＴＣ割引サービス）

で、煩瑣な手続きが省略化されるとと
料金が月間利用状況に応じて安くなり

お問い合わせは、
＝ 経営支援課

小林 正英

健康診断 事 業 を 実 施

もに、各従業員の健康管理を計画的に

【 年度貸会議室稼働率】

千葉ロッテマリーンズと、ジェフユ
ナイテッド市原・千葉の観戦チケット
を会員事業所限定価格で販売していま

＝ 会員事業課

％

ます。

観戦チケット
割引サービス

１１１事業所 ５５２台

【 年度利用状況】

行うことができます。
【 年度利用状況】
（延べ受診者数）
＝１，３２３人

福利厚生支援
代行サービスの実施

千葉をはじめ全国の商工会議所で活
用している福利厚生支援代行サービス
では、
宿泊・
（商品名：ＣＬＵＢ ＣＣＩ）
旅行やグルメ・ショッピング・エンタ
ーテインメントだけでなく、
保育補助、
介護補助や資格取得支援など、多様な
福利厚生ニーズに応えます。予約やチ
ケット発行事務等はコールセンターで
受け付けられるので、総務業務の合理
事業所

～

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

0120 ‑ 06 ‑ 2771
千葉市稲毛区宮野木町1664-11

小林 正治

55

85
＝ 財務管理室 まで

7

化にもなります。
【 年度利用状況】

す。皆で一緒にスタジアムで盛り上が
りませんか。

8 2 1

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

営業センター

28

20

8

28

6
28

7

弁理士

2
28

3

10

11

所長弁理士

1
28

4
28

5
28
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トピックス
トピックス

総合防犯設備・用品

街頭防犯カメラ

千葉商工会議所会員

新入会員 のご紹介

平成29年度各種検定試験施行日のお知らせ
検定試験名
簿記検定

施行日

１１月１９日（日）

第１４８回簿記検定試験（２・３級）
リテールマーケティング（販売士）検定

２月２５日（日）

２月２１日（水）

【１級２，
３００円 ２級１，
７００円 ３級１，
５００円 ４～６級１，
０００円】
１０月２２日（日）

第212回珠算能力検定試験

２月１１日（日）

ビジネス実務法務検定

福祉住環境コーディネーター検定

１２月３日（日）

１２月１０日（日）

【１級１０，
８００円 ２級６，
４８０円 ３級４，
３２０円】

第３9回福祉住環境コーディネーター検定試験（1・２・３級）

１１月２６日（日）

ＢＡＴ
ＩＣ（国際会計検定）*eco検定と同日施行 【Sub1/2 １０，
１５０円 Sub １のみ ５，
４００円 Sub ２のみ ７，
９９０円】
第３４回ＢＡＴ
ＩＣ（国際会計検定）

１２月１７日（日）

ビジネスマネジャー検定

１２月１７日（日）

【６，
４８０円】

第6回ビジネスマネジャー検定
メンタルヘルス・マネジメント検定

１１月１２日（日）
【Ⅱ種６，
４８０円

１１月５日（日）

第２４回メンタルヘルス・マネジメント検定（Ⅱ・Ⅲ）

３月１８日（日）

会員事業課

夢シティちば 2017年₈月号

【代 表】 井上 聡 ☎043-290-9291
【所在地】 中央区生実町

㈱田中電気商会

中央区

花見川区

☎043-244-7115

緑区

A-WORKS㈱

電気機械器具 設計・製造・販売

県外

三ツ村善幸

生鮮食品の運送

中央区

㈲ビソウ 美と痩身クリニックBiso

エステティックサロン

市内中央区、若葉区、緑区、市原市を中心に訪問鍼灸マッ
サージを提供しています。

市外

地域に根差したエステティックサロン！！元気に全身ア
ロマが人気です

㈲ユーコート

【代 表】 内田 康宏
【所在地】 市原市姉崎

☎0436-37-3601

塗装業

市外

質の高い技術の習得・心からの接客・上質な空間づくり
をプロデュースします。

㈱オールトラスト

市外

Growth Ship㈱

【代 表】 宮下 豊 ☎043-306-2870
【所在地】 花見川区幕張本郷
人材派遣事業、業務請負業

㈲関塗装興業

【代 表】 越野 睦 ☎043-312-8590
【所在地】 若葉区御成台
塗装業

510すいさん（長崎五島うどん）

稲毛区

㈱人と古民家 まるがやつ

【代 表】 牧野嶋 彩子 ☎043-301-2777
【所在地】 稲毛区小仲台
建築設計デザイン、古民家宿泊事業

後世に古民家を残すべく自社で改修した古民家で一棟貸
し宿泊施設を運営しています。

若葉区

㈱アムール 愛ケアサービス

【代 表】 嶋田 正三郎 ☎043-236-6878
【所在地】 若葉区金親町

介護保険法に基づく居宅サービス及び介護予防サービス事業

「自分が受けたい、家族に受けてもらいたい」そんな介護
サービスの実現をめざします。

市外

㈱ALKARIM  TRADING

【代 表】 中野 龍心 ☎090-7451-5540 【代 表】 FAZAL HUSSAIN ☎043-497-4081
【所在地】 鎌ケ谷市東道野辺
【所在地】 四街道市大日今宿

イベントの企画制作運営、人材派遣、ブッキング、
キャスティング
スポーツイベントの企画制作、各種式典の設営までイベ
ントの事ならお任せ下さい！

☎047-318-9811

美容業

県内特に千葉市・市原市を中心に塗装業をしています。
お気軽にお声掛け下さい。

【代 表】 河鍋 幸弘 ☎043-388-0006
【所在地】 稲毛区弥生町

ATELIER INITIE

【代 表】 熊谷 泰弘
【所在地】 浦安市入船

☎043-308-4403

塗装のことなら何でもご相談ください！

【代 表】 鈴木 孝昌 ☎050-1209-6155 【代 表】 左近 利生 ☎043-248-0899
【所在地】 緑区おゆみ野中央
【所在地】 中央区新町
訪問にて鍼灸マッサージ

㈱SDテクノサービス

電気工事業、太陽光発電、小型風力発電、LED照明

若葉区

【代 表】 三ツ村 善幸 ☎03-3656-3989
【所在地】 東京都江戸川区

たかまさ訪問鍼灸マッサージ

中央区

【代 表】 関根 伴樹
【所在地】 中央区蘇我

花見川区

【代 表】 大田 貴之 ☎043-305-4677
【所在地】 花見川区犢橋町

リフト法律事務所

【代 表】 川村 勝之
【所在地】 中央区新町

アルキテクト㈱

現場監理業務請負

【代 表】 伊藤 清 ☎043-231-7888
【所在地】 若葉区加曽利町

緑区

Ⅲ種４，
３２０円】

第２３回メンタルヘルス・マネジメント検定（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）

お問い合わせ先
千葉商工会議所

若葉区

稲毛区

環境社会検定（eco検定）*ＢＡＴ
ＩＣと同日施行（午後のみ） 【５，
４００円】
第２３回環境社会検定試験（eco検定）

☎043-215-7237

千葉駅前の企業法務を中心とする法律事務所。無料相談を実施中。

【１級１０，
８００円 ２級６，
４８０円 ３級４，
３２０円】

第４２回ビジネス実務法務検定試験（１・２・３級）

【代 表】 中澤 裕司
【所在地】 中央区中央

中央区

弁護士業務を行う法律事務所

【１級９，
４４０円 ２級７，
３４０円 ３級５，
２５０円】

第４３回カラーコーディネーター検定試験（１・２・３級）

㈱ENC

電気工事

第２１１回珠算能力検定試験

カラーコーディネーター検定

中央区

飲食店

【１級７，
７１０円 ２級５，
６６０円 ３級４，
１２０円】

第８１回リテールマーケティング（販売士）検定試験（１・２・３級）

13

（順不同・敬称略）

【１級７，
７１０円 ２級４，
６３０円 ３級２，
８００円】

第１４７回簿記検定試験（１・２・３級）

珠算検定

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

長崎五島うどんの販売（小売、屋台）コンサル、
記帳代行
長崎五島うどんと千葉の食材を組み合わせて、提案、提
供させて頂いております。

中古車輌及び中古車輌部品、中古タイヤの売買事業
中古車輌の売買及び輸出を主業務としています。お問い
合わせはお気軽に。

マイルストーン

【代 表】 橋爪 和博 ☎043-372-0794
【所在地】 緑区あすみが丘

情報システム導入コンサルティング、特にリスク
管理、ベンダ統制を重視
より安全なシステム導入実現の為、リスク管理とベンダ
統制を重視し、ご支援致します。

新入会員を募集しております。

お問合せ／お申込みは、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

ＴＥＬ０４３－２２７－４１０１

夢シティちば 2017年₈月号

12

月

日㊍・ 日㊎

月

日㊊

した企業は ・３％となり、満足度が非
常に高かったことが伺える。さらに、「あ
まり会う機会のない学校や生徒と話せて
よかった」
、
「全体的に時間がない、もっ
と時間が欲しい」といった情報交換に積
極的な声も上がっていた。
当会議所は今後も、人材の確保支援の
一環として、教育機関等の協力を得なが
ら、
学校と企業との情報交換の場や、
マッ
チング機会の創出を行う予定である。

活発な情報交換を行い、相互理解を深めた
高等学校と企業との就職情報交換会

日㊍・ 月 日㊍

公共職業安定所および成田・佐倉・千
葉商工会議所は共催で、就職情報交換会
を開催した。
本会は、高等学校と企業が積極的に人
的交流を深め、また、情報交換を行うこ
とを目的に平成３年より開催している。
今回は３会議所の会員企業 社、千葉県
内の高等学校 校の就職担当教諭に加え、
生徒約１００名が参加した。
当日は２部構成で行われ、第１部は学
校が企業ブースを訪問、第２部は企業が
学校ブースを訪問した。特に今年度は初
めて生徒が参加したことにより、会場内
は大いに賑わいをみせた。
情報交換会終了後、参加した企業にア
ンケート調査を実施したところ、参加し
て「良かった」
、「比較的良かった」と回答

月

℡047-365-6007

名の参加者が熱心に受講

日㊌

松戸支店
信用保証協会がお客様の保証人となることで、金融機関からの資金調達力が高まります。

℡043-221-8110

ＩＳＯ９００１内部監査員養成講座

15

当所とＮＰＯ法人環境カウンセラー千
葉県協議会との共催にてＩＳＯ９００１
内部監査員養成講座を２日間にわたり開
催した。
講師には、ＮＰＯ法人環境カウンセ
ラー 千葉県協議会の志澤達司氏と熊田
成人氏を迎え、県内・市内８社より 名
が受講。
１日目は「内部品質監査の進め方」等
について。２日目はワークショップを中
心に「内部監査報告書の作成」と、
修了証
を交付するための「理解度試験」を行っ
た。
ＩＳＯ９００１は、２００８年度版が
２０１５年９月に改定された。今回は大
改定とも言われており、参加者は熱心に
受講した。

月

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。

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

☎043‑225‑6232

91

地域の中小企業のＩＴ経営力向上

●お客様に合わせた経営支援でサポートします！

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。

☎043‑246‑0265

地産地消と働き方改革について

ホームページ http://www.chiba-cgc.or.jp/
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。

千葉市中央区本町1−1−13

プラスＩＴセミナー

●これから事業を始められる方を応援します！
千葉市美浜区新港32-14

まずは、お気軽にお問い合わせ、

公益財団法人

店

報徳千葉診療所

86

きるＩＴ導入例の紹介、ＩＴ導入を行っ
た企業としての事例発表等が行われた。ま
た、講演の直前及び直後にはＩＴベンダー
企業による展示会を開催した。
７月 日㈭には、ヤフー㈱ 地方創生ビ
ジネスコンサルタント 小澤富士男氏を
講師に迎え、「ギフト販路開拓のための商
品アレンジセミナー」を開催し、 名が
参加した。講師からネットショップ出店
のノウハウに関する説明やサービスの紹
介が行われた後、講師による個別相談会
が行われた。
21

本

●金融機関からの資金調達をサポートします！

特定健診 保健指導 一般健診
出張健診 環境測定 人間ドック
各種がん検診 各種精密検査

13

ご相談ください！

ちば県民保健予防財団

医療法人社団 報徳会

あなたの健康をサポートする…

内科・消化器科・甲状腺・糖尿病外来
人間ドック・各種健診・マンモグラフィ検診
がん検診・出張健診

千葉市大型店会・６月例会

29

14
夢シティちば 2017年₈月号
夢シティちば 2017年₈月号

15

藤井関東経済産業局長
ミニ展示会の様子

38
会場の様子

36

7

16

千葉市大型店会（中沢代表幹事）は、
昨
中小企業がＩＴを利活用することによ
年から取り組んでいる「地産地消」
「働き
り、競争力を強化することを目的とした
方改革」をテーマに、千葉市経済農政局 「プラスＩＴセミナー」
を６月及び７月に
農政部農政課の石出課長と千葉労働局雇
開催した。
用環境・均等室の山本監理官をお迎えし、
まず６月 日㈭には、㈱ナーツ 代表取
６月例会を開催した。
締役 野中栄一氏とＪＡＳＰＡ㈱ 代表取
「地産地消」については、
昨年から千葉
「中小企
締役 阿部和幸氏を講師に迎え、
市と連携して市内産品の認知拡大をおこ
業のためのＩＴセミナー」
を開催し、 名
なっており、説明の後、今後もより一層
が参加した。セミナーの冒頭にて経済産
生産者と消費者の距離を近づける環境づ
業省関東経済産業局 局長 藤井敏彦氏か
くりの取り組みについて協議した。
ら開会の挨拶が行われた後、２名の講師
「働き方改革」については、離職率や
からＩＴ導入の総論説明や身近に実践で
人手不足、女性・高齢者等の雇用状況の
説明があった。その他、民間企業におけ
る「仕事と生活の調和」の実現に向けた
取り組みとして「朝型勤務」や「プレミ
アムフライデーの導入」などの先進事例
を参照しながら、大型店における働き方
の見直しのポイントについて千葉労働局
からご紹介いただいた。会員各店舗にお
いてもさらなる魅力ある職場づくりの実
現に向けて検討することとした。
13

26
29

15
28

6
6

6
15

6

6・7月
タイムライン

月 日㊊・ 日㊋
第 回ＩＳＯ１４００１
内部監査員養成講座を開催
10

ＩＳＯ１４００１内部監査員養成講座

11

新たな議員
議員職務執行者の変更

６月

日㊎

総務委員会

総会議案を協議
第１回総務委員会

総務委員会（斉藤輝弘委員長）ではこ
のほど、今年度第１回目となる協議を
行った。
６月の総会に上程される議案（平成
年度事業報告、一般会計・特別会計収支
決算について）内容の審議を行い、承認
を得た。
その後の意見交換の場では委員から、
「公的な補助金などの情報をわかりやす
く発信して欲しい」
などの発言があり、
今
後の会議所運営に活かしていくこととし
た。
なお、第 回総務委員会で審議を行っ
た議案については、過日 月 日に開催
された第 回通常議員総会において、満
場一致で承認可決された。

日㊍

都市開発・産業政策合同委員会

６月
再開発についての現況を確認
都市開発・産業政策合同委員会

都市開発委員会（飯沼委員長）および
産業政策委員会（佐藤委員長）は、「ＪＲ
千葉駅周辺の再開発」をテーマに合同委
員会を開催し、千葉市市街地整備課の平
井課長および都心整備課の大木戸課長補
佐から再開発の進捗状況等についてご説
明いただいた。
千葉駅周辺で現在進行中である千葉駅
東口地区第一種市街地再開発事業と千葉
駅西口地区第二種市街地再開発事業につ
いての今後の具体的なスケジュールや商
業施設の活用方法等を伺ったほか、千葉
駅周辺の活性化グランドデザインにおい
て先行整備プログラムに位置付けられて
いる西銀座周辺地域の交通量調査等の結
果を確認した上で意見交換を行った。

記帳、確定申告等、企業経営における
税務相談全般に応じます。
【日 時】 ９月７日㈭
時～ 時
【相談員】 島田 孝司（税理士）

■税理士による税務相談窓口

専門家による経営の相談窓口（無料）

９月から税務・労務相談窓口が
始まります！
千葉商工会議所では、千葉県税理士会
千葉東支部、千葉県社会保険労務士会千
葉支部のご協力により、税務・労務の相
談窓口を新たに開設します。
経営全般、法律、税務、労務と幅広く
ご相談に対応しておりますので、お困り
のことがありましたら、是非お気軽にご
利用ください。

■社会保険労務士による労務相談窓口
就業規則、労働保険、助成金等、企業
経営における労務相談全般に応じます。
【日 時】 ９月 日㈭
時～ 時
【相談員】 山根 義道（社会保険労務士）

月 日㈭

月 日㈫

月 日㈮

８月 日㈫

８月 日㈮

８月 日㈫

８月 日㈮

経営全般

経営全般

税

経営全般

経営全般

経営全般

経営全般

経営全般

法

律

分 野

月 日㈮

労

務

相談員
榎本弁護士
石井診断士
大矢診断士
石井診断士
大矢診断士
石井診断士
島田税理士
大矢診断士
石井診断士
山根社労士

金融・税制委員会
６月 日㊎
経営基盤の強化に資する税制や納税
事務負担の軽減等について議論論
第１回金融・税制委員会

金融・税制委員会（鷹野委員長）は、
金
融制度、税制のあり方に関する重要事項
について調査研究を行うこととなってお
り、税制改正等に関する当所の見解・意
見集約のため、本年度第１回目の会議を
開催した。
今回の会議では、日本商工会議所産業
政策第一部課長の宮澤伸氏から平成 年
度税制改正のポイントについてご説明い
ただくとともに、中小企業に関する税制
改正などについて意見交換・取りまとめ
を行った。
本委員会で取りまとめた意見について
は、日本商工会議所が政府・政党等各方
面に対して行う要望活動の基礎資料の一
部とする。

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
（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
※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。

1.11％

担保・保証人

日 付

月 日㈫

大矢診断士

30

要
不
（平成29年4月12日現在）

2,000万円以内
設備資金 10年以内
（据置１年以内）

■中小企業診断士による
経営の相談窓口

月 日㈭

経営全般

７年以内

実施中
返済期間

融資限度額

0

17

17

30

利子補給
.5％

マル経融資とは

14

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３
詳細は左記によりお問い合わせください。
※ご相
 談を希望される場合はあらかじめ 【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３
お電話で相談日時等をご連絡ください。

17

利
金

務

月 日㈮

9 9 9 9 9 9 9

14

28

●事業計画の作成について相談したい
●国や
 県の公的支援策を活用したいなど、
経営に関する様々な課題について相
談に応じます。
【日 時】 毎週火曜日・金曜日
時～ 時
【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）

■弁護士による商工法律相談

17

14

20

16

●債権が回収できない
※いずれも 時～ 時
●契約
 に関するトラブルが発生したなど、
法律上の諸問題の相談に応じます。
【日 時】 ８月 日㈮
時～ 時
【相談員】 榎本 初雄（弁護士）
14

（据置１年以内）

運転資金

17

18

16
夢シティちば 2017年₈月号
夢シティちば 2017年₈月号

17

14

6

29
15 14 12 8 7 5 1 29 25 22 18

1

14

一
恭

島

健
保

千葉事業部

取締役社長

花
田

敬
千葉事業部長

池
代表取締役社長

久

ちばぎん証券㈱
東日本電信電話㈱
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当所とＮＰＯ法人環境カウンセラー
千 葉 県 協 議 会 と の 共 催 に よ り ＩＳＯ
１４００１内部監査員養成講座を２日間
に亘り開催した。講師にＮＰＯ法人環境
カウンセラー千葉県協議会ＥＭＳ支援セ
ンター幹事の長田氏、橋本氏を迎え、１
日目は「認証取得の意義と効果」
「内部監
査の進め方」などについての講義及びパ
ワーポイントによる解説やワークショッ
プ等を交えながら研修を行った。２日目
は、ワークショップを中心に「監査員の
力量」「是正措置要求・回答書の作成」「内
部監査報告書の作成」など、実際に内部
監査事務を体験した。

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。

6・7月
タイムライン

＜ちばインフォメーション＞

明日に架ける橋

〜過去、現在、未来をつなぐ
モノ、サービスをご紹介〜

株式会社セキサンセルフ

～１００℃の高温熱処理による
消毒を行い、殺菌効果で
清潔な布団で健やかな眠りを提供します。
布団乾燥車という特別車両を使って布団の熱処理サービス
を行ってきた株式会社セキサンセルフ。 関昭徳代表取締役に
お話をうかがいました。

たのですが、その中にこの布団乾燥業

て、そこで様々な企業の方と知り合っ

私は以前に国会議員秘書を務めてい
細菌類・ダニ・カビなどが徐々に増え

すので、毎日同じ寝具を使っていると、

人は毎晩２００㏄ほどの汗をかきま

温度で 分から 分の加熱乾燥をする

70

と、乾燥のほか、殺菌や脱臭効果があ
ります。
最初は一軒も契約がないところから、

作ったと聞きました。現地に伺い、施

り、それをアレンジして加熱乾燥車を

は、農作業で米を乾燥させる機械があ

特殊車両は１台約６００万円。最初

に ～ 回の乾燥をおすすめしており

契約しています。寝具の衛生管理上、
月

所・保養所・警備会社、保育園などと

社・警察・老人ホーム・ホテル・研修

しました。現在では、消防署・鉄道会

必死でいろいろなところを回って営業

設内から車両に布団を運んで、その中
ます。

れないように注意を払わなければなりま

働なんです。また布団を床に落として汚

から、まず体力があること。結構な重労

だ重い布団を施設内から車に運びます

バー兼作業員に望むことは、汗を含ん

子の副社長が担当しています。ドライ

業員が 人。そのほか、営業は私と息

現在は加熱乾燥車のドライバー兼作

供したことで、さらにご利用が増えま

羽毛布団を使用し、快適な寝心地を提

あります。当社では、掛け布団に高級

まくらカバー、シーツ、掛けカバーが

平成元年からは貸布団のサービスも

ん取引先が増えて、他の人にも入って

れるようになりました。それでだんだ

の布団を貸し出しています。掛け布団、 たが、約 年前に長男（関昭一郎取締

始めました。葬儀社専門ですね。ホー

もらって拡大してきました。現在はこ

肌掛け布団、敷き布団、毛布、まくら、 役副社長）が会社に入って手伝ってく

ルに家族や親せきの人が宿泊される際

の営業本部のほかに、東京営業所（東

この仕事を始めた当初は私一人でし

も嬉しく、やりがいを感じる時です。

お客さまに喜んでいただくのがとて

アクセスの利便性から
千葉市若葉区に営業本部を設置

せん。また作業が終わった布団を施設内
いとか、エレベーターがない施設もある
ので、慣れないうちは大変だと思います。
それから運転のうまい人。それから
最も大事なのが様々な施設にお邪魔し

と従業員４名でシフトを組み、年中無

）
を設けています。
約 年前に営業本

京都足立区佐野１ ７
– ６
–）と栃木営
業所（栃木県小山市栗宮１０５２番地

20

貸布団事業は現在、 社ほどと契約
しています。

のが 軒ほどですが、当社が最も規模

は同じ寝具消毒乾燥業を手掛けている

本当に特殊な事業で、千葉県全体で

クセスの利便性を重視しました。

ンジが近かったためです。各地へのア

たのは、高速道路の大宮インターチェ

休で、８時〜 時まで営業しています。 部をまちなかではなく若葉区に設置し

15

現在は次男（関健太郎取締役専務）

した。

葬儀社を対象に
貸布団サービス

う工程で行っています。

で作業を行い、また布団を戻す、とい

ほどいらっしゃいましたね。

な事業をやっていらっしゃる方が２人

とでした。当時千葉市内にも同じよう

を始めたんです。それが昭和 年のこ

と思い、一人で始められる布団乾燥業

ていきます。
そこで、
状況や素材によっ

営業本部
〒264-0016 千葉市若葉区大宮町３９０７－４
☎０４３－２６３－７２１７

を手掛けている人がいました。自分も

株式会社 セキサンセルフ

ても異なりますが、 ℃～１００℃の

乾燥のほか、
殺菌・脱臭効果もある

布団の熱処理乾燥・貸布団サービス

政治の世界より商売の方が向いている

農作業の機械にヒントを得た
布団の加熱乾燥車

●会社データ●

40

の各場所に間違えないで戻さねばならな

かなりの重労働で
慣れないうちは大変な仕事

20

2

年以上にわたってお客さまの清潔

です。

（一人）
でされているところがほとんど

は加熱乾燥車が数台、あるいは１台

が大きいのではないかと思います。他

15

ますので、取引先とうまくコミュニ
ケーションがとれる人ですね。

21

伝いを心掛けていきます。

布団でより快適な睡眠をおくれるお手

りました。これからも、安全・清潔な

で安全な睡眠を願い業務に取組んで参

40
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49
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40
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昭徳さん

関

代表取締役
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『防災行政無線（広報無線）』、『ちばし安全・安心メール※２』
により訓練地震情報を、放送・配信します。これを合図に、地震から身を守る「安全行動の1-2-3（上記）」を約１分間行います。

だれでも・どこでも出来る訓練です
減災への第一歩、自助の基本は「ケガをしない」こと。そのための適切な方法を身に
つけていただくため、自分を守る「安全行動の1-2-3」を自主的に行う「千葉市シェイ
クアウト訓練」を全市一斉に実施します。会社、町内自治会、個人や家族など、みなさ
ん一緒にご参加ください。

参 加 費

無料
定

80名

8月31日（木）まで
問 合 せ

申込書（産業支援課、市図書館で配布又は市ホームページからダウンロード）に必要事項を記入して、
郵送、
ＦＡＸ、e-mailで千葉市産業支援課 著作権セミナー担当まで。市ホームページ上から、電子申請もご利
用いただけます。
〒260-8722 中央区千葉港１－1
Fax：043-245-5590
e-mail: sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp（『千葉市 著作権セミナー』と検索）

中
■美容
 院のスタイリスト 売上を左右す
るのは何か
美容院やエステ、マッサージ業などの
サービス業は、
従業員が施術者であり、
そ
れぞれ個人の売上予算が設定されていま
す。小売業のうち、アパレルなどもまた
同様です。もちろん、人により売上に差
があるのです。売上が高い従業員は予約
が殺到し、常に忙しい状態が続いていま
す。一方でそうではない従業員は飛び込
みでやってきたお客様に対応して、その
ほかの時間はサポート業務などを行って
いる・・・。
彼らの差はどこから来ると思いますか？
実は技術ではなく、
「オープンマインド」
を持つかどうかなのです。

◦名前を覚える
実は筆者も苦手なのですが顔と名前を
覚えるということ。特に不特定多数のお
客様と接する店舗ではできるだけお客様
のお名前を知り、顔を覚えましょう。
◦なじ
 み客（３回以上は来ている）は
別対応を
明らかに３回は通っているのに、従業
員がほかのお客様と同じような対応をす
ると、お客様の気持ちは萎えます。名前
が聞き出せなくとも、おなじみのお客様
の顔を覚えることはできるはず。最初か
ら声をかけて親しさを演出しましょう。

日
日～
月
九都県市自殺対策キャンペーン 自殺予防週間
体と心の限界サイン

千葉市総務局防災対策課
☎043-245-5147

「平成29年度著作権セミナー」
を開催

11月1日（水）10：30～16：00、千葉市生涯学習センター (中央区弁天３）で、文化庁職員や行政
書士が講師を務めます。
著作権制度の概要説明後、分科会を選んで受講していただけます。分科会では、企業の実務担当者向けや
行政職員等向けに、著作物を利用する際の注意点等を詳しく紹介します。

れと語りだします。
商品を売る前に、お客様との関係性を
築き上げ、お客様に満足して帰っていた
だくのです。オープンマインドが自然と
できる従業員は、固定のお客様がついて
売上が伸びていきます。特に美容院やエ
ステなど施術を行う業態は、お客様の人
数が増えるほど、スキルも伸びていくも
の。人気と実力がともについていくので
す。
コミュニケーションスキルに依存しま
すし、
またその方の性格も関わります。
な
ので、誰でもできるのかというと難しい。
ただしやり方によっては変わることがで
きます。売れる従業員にするためのヒン
トを次に記載します。

◦自社の商品やサービスを経験する
従業員には自社の商品やサービスを利
用してもらいましょう。婦人服販売の場
合は、店頭で販売している洋服を着て接
客するのは絶対条件です。従業員自身が
商品やサービスを経験することで、お客
様に商品を説明しやすくなります。経営
者であれば従業員に利用、経験ができる
土壌を作りましょう。
従業員自身が自社商品やサービスを利用
することで、売上はものではなく、人に
つきます。
「●●さんから買いたい」
とお
客様に思わせるような会社にしていきま
しょう。

：
：

ー
：

月 日（火）
年

氏
吉村健佑
精神科医
講師

医療・福祉
国立保健医療科学院
サービス研究部
主任研究官

経営者・管理者・
人事労務担当
関心のある市民の方

心の健康を守る職場づくり
千葉市自殺対策講演会

職場のメンタルヘルス・セミナー
それから株式会社

☎043-245-5284
千葉市産業支援課
【問合せ】

【問合せ】
※１：訓練は、ご都合に合わせて防災週間（8月30日～9月5日）内に実施できますが、
訓練地震情報の放送・配信は9月1日午前9時30分のみです。
※２：
【ちばし安全・安心メール登録方法】 entry@chiba-an.jpへ空メールを送信 または
※３：掲載を希望する団体様のみ

モノやサービスがあふれる中、よほどの新規性がない限り、売上を伸ばすことは難し
いのが現代です。同じようなものであれば消費者は価格で購買するかどうかを決めます。
価格競争は企業の体力を消耗するだけ。価格競争に巻き込まれないためにどうすればよ
いのか。その答えはお客様と直接接する従業員にあります。

員

または
参加表明団体は市ホームページに団体名を掲載させていただきます。※3
【事前登録方法】 http://www.city.chiba.jp/t/shakeout

■売れる従業員になるためのステップ
■売れる従業員の特徴
「オープンマインド」とは、文字通り、 ◦最初の一言が重要
お客様にあったときの一言が重要です。
自分から他者に対して心を広げることで
と淡々
す。個人売上の高い従業員を観察すると、 「いつもお世話になっております」
と伝えるのはＮＧ。
こんな行動特性が見えてきます。最初か
「あ～～～～～！●●さん！！いつも
ら、お客様に積極的にフレンドリーに話
お世話になっておりますぅ～～～」
しかけます。さらに自分の話を恐れずに
最初の「あ～～～！」がコツ。あなたに
相手に話します。お客様が興味を持つと
会って驚いた、嬉しいです、を感情をこ
思ったポイントをもとに自分の話を展開
めて伝えるための叫び声です。（対面だけ
します。自分をさらけ出すのです。聞き
ではなく、電話でも同様です）
手であるお客様もつい乗ってきてあれこ

、
、 メールにて、
９月４日（月）までに下記までご連絡ください
申 込・
問い合わせ

千葉市こころの健康センター千葉市美浜区高浜
会場

平成

日時

著作権を学びたい方（市内外問いません）
象
対

訓練参加者数の把握等を行うため、
参加表明（事前登録）をお願いします。
参加表明を受付中！

売上は人につく

内容

平成29年9月1日（金） 午前9時30分※１

日時
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千葉市シェイクアウト訓練実施！

ナビ

無料
中小企業診断士

庄司  桃子

外部からのお知らせ
企業診断
小

職場ではストレスチェック制度をはじめ、長時間労働や過労死対策、パワーハラス
メント対策など、メンタルヘルス対策がよりいっそうの充実を求められています。
今回の講演では、働く人のこころの健康を考えるために、こころのサインの早期
発見、不調を抱えた人への対応、自分のメンタルヘルスと充実した内容です。

Advice to management

４ 消滅時効制度の変更

企業が多数の消費者と取引を行う場
合に定型約款が使用されることがあり
ますが、これまで、民法には、定型約
款に関する規定がありませんでした。
改正法では、定型約款が契約内容に
なるための要件、約款の開示義務、不
当条項の規制、定型約款の変更などに
ついて新たに規定が設けられました。
事業に定型約款を使っている企業は、
改正法の趣旨を踏まえて約款を見直し
ておく必要があります。
５ 法定利率の引き下げ

従来、一般的な民事債権の消滅時効
期間は 年とされていましたが、商行
為債権の消滅時効期間は５年とされ、
このほかに、工事代金３年、商品の売
掛金２年といった職業別の短期消滅時
効が定められていました。
改正法施行後、消滅時効期間は「権
利を行使し得ることを知ったときから
５年」
、
「権利を行使し得るときから
年（人の生命身体の侵害による損害賠
償請求権については 年）
」に統一さ
れ、商事消滅時効
（５年）
や職業別短期
消滅時効
（１年から３年）
はなくなりま
す。また、時効の
「中断」
「停止」
も
「更
新」
「完成猶予」
という別の制度に変わ
ります。

和田 はる子

改正法
（民法改正法）
施行後は、原則
として改正後の新法が適用されること
になります。従来から使われていた定
型約款であっても、新法施行後は、原
則として新法の規定の効力を受けます
（ただし旧法の規定によって生じた効
力は失われません）
。
一方で、改正法に
「経過措置」
と呼ば
れる規定が置かれ、新法施行後も改正
前の民法
（旧法）
が適用される場合があ
ります。例えば、新法施行前に発生し
ていた債権の消滅時効期間は、「従前の
例による」とする経過措置が設けられ
ているため、旧法が適用されます。
このように、新法施行後も、新法が
適用される場合と旧法が適用される場
合があり、暫くは新旧両方の法律の効
力が混在することになります。

６ 経過措置にも注意

では年５％、
商法では
（商事行為につい
て）
年６％と規定されていました。
今回の改正法で、改正法施行時点に
おける法定利率は３％に引き下げられ、
その後３年に１度利率が変動する緩や
かな変動制利率となります。商事法定
利率の規定は削除され、廃止されます。

所属弁護士

弁護士法人 リバーシティ法律事務所

証書が作成されていなければ保証契約
の効力が生じないことになります。ま
た、主債務者が、財産や収支の状況に
ついて保証人に情報提供しなければな
らないといった、個人保証人を保護す
る規定が設けられました。

民法改正法
３年後の施行に向けて
１ 民法改正法の成立と施行予定
平成 年５月 日、
民法の契約法
（債
権法）
を改正する
「民法の一部を改正す
る法律」
（民法改正法）
が成立しました。
公布後３年以内に改正された新しい民
法が施行されます。
そこで、企業活動に影響があると思
われる改正のうち、新ルールの制定や
明確なルール変更があったところを紹
介します。

３ 個人保証人の保護
法定利率は、契約で利率が定められ
ていない場合や、遅延損害金などに適
用される利率ですが、これまで、民法

２ 定型約款に関する規定の創設

改正法の施行後、取締役など経営者
以外の個人が、事業資金の借入につい
て保証人となる場合には、事前に公正

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

道場店・稲毛店・銀座店

貿易投資相談 Ｑ＆Ａ

25.1才

31.2才

アメリカ

37.2才

40.0才

ド イ ツ

44.3才

48.6才

日

45.0才

52.7才

43

せん。人が多くても、購買力という買
う力がなければ思うほどは売れません。
人が多く、買う力もあるアメリカ市場
の魅力は当分揺るがないものと思われ
ます。

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

人口から見る輸出市場 新
– 興国アメリカ？

イ ン ド

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

カの人口は３千万人も増える計算です。
今は若い中国でも、２０３０年には
先進国でこれだけ人口の増える国はあ
・２才です。アメリカはそれより若
りません。３千万人といえば、他の国
い 才です。
の人口を例に挙げるとオーストラリア
貿易はビジネスであり、
買いたい、
売
百万人、
マレーシア３千万人、
カナダ
りたいという需要と供給の関係で商談
百万人ですから、一国の人口にも匹
は決まります。あらゆる商売と基本は
敵する増加です。トランプ政権の移民
同じです。需要・供給を決める要素は
政策が極めて排他的に遂行された場合
さまざまありますが、人口が多いこと
は、異なる予測値に変じるかも知れず、 は重要です。人が多ければ、テレビも
少し様子を見る必要はありますが、人
パソコンもスマホも、さらには自動車
口増の基調は変わらないものと考えら
も欲しがる人が多くて、たくさん売れ
ることになります。しかし、人口が多
いだけで売れるというものでもありま
43.2才

36 24

れます。次に、
主な国の中位
年令（人口構
成の真中）の
予測を見ると、
アメリカの年
令構成が若い
ことがわかり
ます。

35.2才

福井電機株式会社
http://www.osenbei.co.jp/

10

ビジネス拡大のため海外市場に目を向けています。 新興国が狙い目と思いますが、
アメリカも新興国のひとつと言われて、 えッ！と思っているのですが？

これからの貿易拡大は、
新興国の発展に大きく依
存すると言われて久しい
ですが、世界最大の経済
大国アメリカは、同時に新興国という
説があります。その理由は人口にあり
ます。先進国中、人口増加予想トップ
です。２０１６年世界の国別人口トッ
プ５を見てみましょう。
（ 総 務 省 統 計 局 資 料「 世 界 の 統 計
２０１７」
より。数字は四捨五入）
１位中国 ・８億人、２位インド ・
億人、３位アメリカ３・２億人、４位
インドネシア２・６億人、
５位ブラジル
２・１億人 （日本は 位１・３億人）
２０３０年の予想は次の如くです。
１位インド ・３億人、
２位中国 ・
２億人、３位アメリカ３・５億人、４
位インドネシア３・０億人５位パキス
タン２・４億人
（日本は 位１・２億人）
。
２０１６年と２０３０年の間にアメリ
国

日立特約店
千葉名産

10

2030年

本

13

14

電気とシステムの総合コンサルタント

手みやげに一番

26

22
夢シティちば 2017年₈月号
夢シティちば 2017年₈月号
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10

12

日本貿易振興機構（ジェトロ） 千葉貿易情報センター
☎043-271-4100
043-271-4480
http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/chiba
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1
ワールドビジネスガーデン（WBG）マリブイースト23階

20

2010年

中

13

15

40
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3

中心市街地ＮＥＷＳ

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

〈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

体で積極的に支えていただきたい
と思います。日本の文化の象徴で

これからの加曽利貝塚

曽利貝塚は、縄文文化を解明する

市内の縄文時代の史跡である加
や展示について解説する「学芸員

んな時代？」や、特別史跡の価値

夏休み企画展「縄文時代ってど

いります。

よう、歴史遺産として活用してま

葉市の魅力を発信する拠点となる

的な学習観光施設になること、千

よう、また、縄文を体験する魅力

塚が、縄文時代の研究拠点になる

ています。将来に向け、加曽利貝

グランドデザイン」の策定を進め

館の整備を計画する「加曽利貝塚

ある特別史跡が市内にあることは、 現在、既存の施設の活用と新博物
千葉市の誇りです。

開催中の夏休みイベント
「加曽利貝塚が特別史跡に！」 （８／ ㈭まで）

上で極めて貴重な遺跡であること
ギャラリートーク」を開催中。
「夏休み縄文ひろば」
火おこしや縄文服の試着などが

午前 時～午後３時
雨天中止

加曽利貝塚ＰＲ大使かそりーぬ

千葉商工会議所女性会・
千葉東間税会女性部

合同講演会を開催

外部交流研修委員会活動の一環
として、６月 日㈫千葉商工会議
所女性会・千葉東間税会女性部合
同講演会を開催しました。
当日、会場は櫻木外部交流研修
委員長はじめ女性会員他３５名に

千葉市立加曽利貝塚博物館
アクセス
千葉市若葉区桜木８ - １
-

が国から認められ、平成 年６月
日、特別史跡に指定する答申を

受けました。（正式な指定は今秋頃
の見込み）

日 時

縄文時代の遺跡としては４例目、 体験できます。
貝塚としては全国初の指定です。
加曽利貝塚の特別史跡に向けて
８月 日㈰の土・日曜日

７月 日㈯～

の策定と総括報告書の刊行を行い、
（８月 日・ 日を除く）

は、平成 年度に保存活用計画書
保存活用計画書の策定にあたって
は、中心市街地まちづくり協議会
の竹内会長も集客観光に関する策
定委員として協力をお願いしてお
ります。
加曽利貝塚は、教科書にも取り
上げられ、広く国民に知られ親し
まれていることから、特別史跡に
ふさわしいと評価されました。ま
た、千葉市のアイデンティティの
１つに位置付けられており、市全

大賀ハスまつり視察会＆
食事会を開催
６月 日㈯、地域活性化委員会活動の一環として、大賀

会場には昨年に引き続き、遠藤

ハスまつり視察会千葉公園および食事会を開催しました。
君塚地域活性化委員長はじめ会

商店様、ａｉｒｙ ｃａｒｅ太田
様、榎家様、栗山菓舗様がご出店

員 名で、大賀ハスまつりの視察
会および、京料理京あかりさんに

され、こちらも沢山のお客様で賑
わっていました。

て食事会を行いました。
千葉公園の蓮華亭にて開催され

て食事会をし、「蓮粥御膳」を頂き

その後、京料理京あかりさんに

ご挨拶の後、大賀ハスにまつわる講

ながら意見交換が行われ、和やか

たセレモニーに参加し、熊谷市長
演や、お琴演奏などを楽しみまし

お集まりいただき、次のとおり講

ＪＲ千葉駅
東口９番乗り場より、
京成バス千 「御成台車庫」
行き または つ 「都賀
駅」 行き 「桜木町」
バス停下車、徒歩約 分

33

29

な雰囲気のもと終了しました。

演会を開催しました。
初めに、千葉東税務署統括国税
調査官の黒田壮氏による「改正消
費税について」をテーマに、分か
り易いご説明をいただき、特に軽
減税率について理解を深め合いま
した。続いて、㈱フォルム代表取
締役社長の松本社長による「ＩＲ

02

28

た。お天気にも恵まれ、沢山のお
客様が写真撮影に訪れていました。

31

10 12 27 22

を始めたコメントより抜粋

㈱フォルム 松本有社長 活動

ました。

発な意見交換が行われ親睦を深め

講演会終了後、
茶話会を行い、
活

千葉モノレール
（千城台方面行き）で桜木駅
下車、徒歩 分
午前９時～午後５時
（入館は午後４時 分まで）

今から７年前、３人の経営者が
海浜幕張のＷＢＧ 階での会食時、
暗い浜辺を見ながら「穏やかな海
（東京湾）と砂浜がありながら、
働
く人は、海を感じていない。本来
は、仕事帰りも楽しめて、多くの
人たちで賑わう海辺の街になるは
ず。
」このような会話がきっかけ
となり、働く環境、インバウンド、
大型クルーザー用桟橋、ＭＩＣＥ、
高齢化社会、公共交通、先進医療、
創造教育等々、広範囲な話に広が

動が始まりました。

して「幕張ＭＩＣＥ・ＩＲ」の活

から、民間投資による公共事業と

る為の生み出す仕組みを考える」

し、千葉市や県がより魅力的にな

「海辺を活か
演いただき、大変勉強になりました。 りました。そして、

が千葉の未来を豊かにする」
をご講

㈱フォルム松本社長へ花束贈呈

02

15

16

24
夢シティちば 2017年₈月号
夢シティちば 2017年₈月号
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黒田壮統括国税調査官
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11

まちづくり事業情報

女性会
編集：千葉商工会議所

した大会を開催しサッカーを通じて
千葉県連の仲間との交流を深めるこ
とを目的として行っています。第

今年の９月 日から石川県の七尾
市で行われる第 回商工会議所青年
会に向けて士気を高める非常に有意
義な交流試合となりました。
試合後は千葉みなとのＰＩＥ
Ｒ -にて懇親会を行いさらに交流
を深め、翌年の全国サッカー大会の

ＰＡＲＫ ＨＯＮＤＡ ＦＯＯＴＢＡ

的に交流試合などを行いスポーツを

今後も近隣ＹＥＧのチームと定期

開催地となる柏ＹＥＧのみなさんへ

ＬＬ ＡＲＥＡに集い熱い戦いを繰

通じて様々な交流を深めていきたい

回となる今回は、船橋ＹＥＧ 柏･Ｙ
ＥＧ・千葉ＹＥＧからのサッカーチ

り広げました。猛暑日の真昼に行わ

た柏ＹＥＧチームとの決勝戦では１
０-で見事勝利し、前回の優勝に続き
連覇を達成しました。

ＲＥＤ ＭＩＬＬ ＦＯＲＣＥ 一同

と思います。

げ、千葉ＹＥＧのＲＥＤ ＭＩＬＬ

れた試合では各チーム激戦を繰り広

の激励会も同時に行いました。

2

ームが千葉市美浜区にあるＺＯＺＯ

01

今年の 月からＷＡＫＯカップと題

まりサッカー交流試合を行いました。 部全国サッカー大会いしかわ七尾大

の各ＹＥＧからサッカーチームが集

平成 年 月 日
（土）
に千葉県連
15

ＦＯＲＣＥは 試合目０ ０
-の引き
分け、 試合目２ ０-、 試合目２ ０と勝ち進み、勝ち点 同士となっ
3

7

皆様こんにちは、今年度経営開発委員
会委員長を務めさせて頂いてる田中あす
かです。平成 年 月定例会 経営に関す
6

ション力」
を、 月 日水曜日、千葉商工

る勉強会「すぐに活かせるコミュニケー

29

19

会議所 階の第 ホールで開催させて頂

6

きました。

14

各グループにファシリテーター 名、書

勉強会はディスカッション形式で行い、

1

記 名を立て、付箋紙を用いて各自の意

1

見を発信しながら議論を進めました。
テーマ 「社外の人とのコミュニケー
ション」
とテーマ 「社内の人とのコミュ

1

ニケーション」
の 部構成とし、
各 分ず

2

30

結果として、参加者 名、 人 人がお

と共に結果をグループ毎に発表しました。

つディスカッションを行い、最後に解説

2

1

1

経験を活かし、 月定例会・ 月のオー
2

ご迷惑おかけした点もありました。この

に行ったため、不慣れな進行で皆様には

ーター力を向上させるという試みも同時

今回は当委員会のメンバーのファシリテ

欠な時間を共有出来たと確信しています。

うという、今の青年部にとって必要不可

互いの悩みや報告を色々な表情で語り合

39

うございました。
経営開発委員会 委員長

〈新入会員紹介〉

田中あすか

らも宜しくお願いします。皆様ありがと

定例会を目指していきますので、これか

ビジネススキルが身につくような内容の

プン講演会と、楽しく考えながら教養・

9

グループ発表の様子
ディスカッションの様子②

1

26
夢シティちば 2017年₈月号
夢シティちば 2017年₈月号
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7

1

編 集： 千葉商工会議所 青年部
総務広報委員会
URL
http://www.chiba-yeg.jp
Eメール yeg@chiba-yeg.jp

千葉県連サッカー交流試合を開催しました

開催！

～すぐに活かせるコミュニケーション力～

29

1

2

ディスカッションの様子①
新車・中古車販売、車検、点検
修理、保険代理
イベント企画制作運営、警備業

淳

鵜澤

直樹

横溝

☎043－235－1231

千葉スズキ販売㈱

㈱オールトラスト

☎043－388－0006

（うざわ じゅん）
（よこみぞ なおき）

22

15

6月定例会 経営に関する勉強会
2

青年部通信
千葉商工会議所

バンクーバーとサンフランシスコの
ベイエリアから探る千葉のこれから
千葉商工会議所
バンクーバー・サンフランシスコ視察研修
今年度の当商工会議所の海外視察研修は、７月５日～９
日（３泊５日）の日程でカナダのバンクーバーとアメリカ
合衆国西海岸のサンフランシスコを視察しました。
現地では、千葉市と姉妹都市提携を結ぶノースバンクー
バー市への表敬訪問とジェトロサンフランシスコ事務所で
の現地情勢のブリーフィングや意見交換、両都市の海辺の
街づくりについての視察などを行いました。

や言語が多様なため、人口の

民も多く住んでいます。民族

をはじめとするアジア系の移

例外ではなく、日系や中国系

いわれ、バンクーバーもその

ダは世界有数の移民大国とも

位の人口を擁しています。
カナ

２１０万人とカナダ国内第３

を中心とする都市圏人口は

ビア州最大都市であり、ここ

西部のブリティッシュコロン

バ ン ク ー バ ー は、カ ナ ダ

に再開発が始まりました。工

場所づくりなどをコンセプト

を残すことや市民が楽しめる

ると、この島の歴史の雰囲気

その後、１９７０年代に入

徐々に衰退していきました。

め、グランビルアイランドは

地域に工場を移していったた

以降、多くのテナントが他の

した。しかし、１９５０年代

クーバーの産業を支えてきま

工業の工場が建ち並び、バン

られた埋立地で、製材所や鉄

す。もともとは産業目的で造

される人気の観光スポットで

に必ずといっていいほど紹介

携を結んだ都市でもあります。 いるなど、
環境に配慮しながら

び千葉市が最初に姉妹都市提

ライのアスンシオン市となら

１９７０
（昭和 ）
年で、
パラグ

が姉妹都市提携を結んだのは

葉市とノースバンクーバー市

ー市を表敬訪問しました。千

め９名がノースバンクーバ

生副会頭、堀江副会頭をはじ

今回の視察団を代表し、粟

スポットとなっています。

光客だけでなく市民も集える

事することができるので、観

に面するテラスのベンチで食

道や交通機関の整備を進めて

が散歩やジョギングができる

められています。一方で、
市民

ことができる工場の建設が進

を入れており、
列車が直接入る

ジネスや工場などの誘致に力

発展してきましたが、
現在はビ

市は、
これまで住宅地としては

また、ノースバンクーバー

通点や考え方などの似ている

隣接する衛星都市としての共

たこともあり、
両市が大都市に

葉市にはこれまで６回訪問し

ョップだけでなく、ビール醸

同市の姿勢が表れていました。

たいとおっしゃっていました。

を学び、
同市の開発に取り入れ

点が多いため、
様々な先進事例

およそ ％は第一言語が同州

場だった外観を生かした造り

も、「市民にとっても産業にとっ

このグランビルアイランド

グランビルアイランドは、

造所やアートギャラリー、フ

45

ノースバンクーバー市
表敬訪問

の公用語にあたる英語ではあ

ノースバンクーバー市のムサ

７月９日㈰ ・帰国

や唯一残っているコンクリー

７月８日㈯ ・現地出発

りません。

人種のモザイク
「バンクーバー」

・姉妹都市ノースバンクーバー市表敬訪問
ローンズデルキーマーケット視察
・サンフランシスコへ
・現地経済情勢についてのブリーフィング
７月７日㈮
・市内視察（ピア39）
７月６日㈭

てもいい街でありたい」
という

７月５日㈬ ・現地到着、市内視察(グランビルアイランド)

ット市長は、
姉妹都市である千

■主な行程

ト工場が、現在もこの地が工

ま た、非 常 に 寒 い イ メ ー

り少し北に位置するにもかか

には、広さ約４，０００㎡の

ています。

ジのあるバンクーバーですが、 場地帯であった雰囲気を残し
北緯 度と札幌（北緯 度）よ
わらず、暖流と偏西風の影響

パブリックマーケット内に新
ぐらいだそうです。

の食品店舗が立ち並び、その

バンクーバー国際空港からダ

ァースト・フード店などがあ

他の敷地内にはスーベニアシ

ウンタウンに向かうグランビ

ります。テイクアウトして海

グランビルアイランド視察

鮮な野菜や海産物、精肉など

で冬の感覚は東京とほぼ同じ

45
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49

ル橋の麓にあり、旅行ガイド

ムサット市長（右から５番目）と一緒に

▲グランビルアイランドの様子
▲ブラジル人アーティストによりペインティングされたコンクリ
ート工場のサイロ

特集
特集 バンクーバーとサンフランシスコのベイエリアから探る千葉のこれから／バンクーバー・サンフランシスコ視察研修

特集 バンクーバーとサンフランシスコのベイエリアから探る千葉のこれから／バンクーバー・サンフランシスコ視察研修

視察研修を終えて……

ピア３９視察
ピア はサンフランシスコ

経済情勢ブリーフィング
カリフォルニア州は、面積

市でも有名な観光名所であり、 約 万㎢、人口約３，９００万

スタンフォード・ベイエリ
ア全体に広がるシリコンバレ
ーには起業（スタートアップ）

施設を訪れ、そのうち、３分

１，０００ 万人の観光客が本

げしていた場所でした。年間

りの魚やエビ・カニ類を水揚

シュ以降にできた獲れたばか

は 世紀半ばのゴールドラッ

す。その名の通り、この周辺

にある２階建の複合施設で

ィッシャーマンズワーフ」内

ォーターフロントエリア「フ

「漁師の波止場」を意味するウ

ニケーションテクノロジーが

あげられるように情報コミュ

Ｆａｃｅｂｏｏｋが例として

ンシスコは、Ｇｏｏｇｌｅや

済の中心地域であるサンフラ

します。北カリフォルニア経

世界第６位の経済規模に相当

別ＧＤＰ比較にあてはめると

最大（２０１６年）であり、
国

ルニアの州内総生産は全米で

圏を擁しています。カリフォ

南カリフォルニアの２大経済

の中に、北カリフォルニア・

人、日本列島と同程度の面積

の理由と言えます。

きく、投資が活発である一つ

成長した場合のリターンは大

功するわけではありませんが、

です。必ずしも先行投資が成

関係が出来上がっているため

どの経済的な依存関係、協調

ーなどの場所や環境の提供な

による投資やインキュベータ

ー企業に投資を行う投資家）

投資家（個人資産でベンチャ

している組織）やエンジェル

家から資金を調達して、運用

ャーキャピタル（外部の投資

理由は、起業家に加え、ベンチ

する環境が整っており、その

の がカリフォルニア、３分

主要産業です。

の がアメリカ国内、３分の
が海外と、海外観光客のみ

ならず内陸部の多いアメリカ
国内からの観光客にとっても
「一度は訪れてみたい場所」と
なっています。
また、ピア からは、ゴー

みついた野生のアシカが集ま

コで発生した地震の影響で住

１９８９年にサンフランシス

カトラズ島を臨むことができ、

ルデンゲートブリッジやアル

39

第です。

今回、バンクーバーとサンフラン

と共にスタートアップ（起業家）を支

視察団一同、驚愕の思いを強くする

バン ク ー バ ー 並 び に ノ ー ス バン

の主要産業になるであろうＡＩなど

ように関連づけていくか、また今後

㈱堀江商店
取締役会長

サンフランシスコではＪＥＴＲＯを
訪問し、シリコンバレーの概況を永
松次長に伺った。スタンフォード大
学卒の成功者が設立した投資ファン
ド、同大による学生や卒業生のヴェ
ンチャー企 業への敷地提供、Ｍ＆Ａ

と世界企業の連携で実現される。海

ほどの最先端情報技術が個人の企業

等が有効に作用して、世界を変える
名で２か国の視察研修に行って

に

都市であるノースバンクーバー市を

口である。ここでは、千葉市の姉妹

な自然環境を持つカナダの西の玄関

バンクーバーは天然の良港と豊か

の日本はどうなるのか気が気でない

差を埋めるのは容易ではなく、今後

中で、安定社会の日本を思うとこの

ているのが現状だそうだ。 豊かさの

起業家が来るが、日本は大きく遅れ

きた。

表敬訪問し、市庁舎にムサット市長

両都市とも人の集まる場所を実見

心地がした。
者、隣接のウェストバンクーバー市

したが、地理的位置、地形、後背人

会って頂いた市長は気さくで、バン

非常に好感が持てたし、多忙な中を

しれないと感じた。

わない地への直輸入は難があるかも

程と得心することが多く、条件の整

いくと述べた。「この市長なら」と思

いと語り、今後も千葉市と連携して

その為の住宅や憩いの場を整備した

ないので海外を含め労働人口が必要、

クーバー市は仕事が多く人手が足ら

れた。 市庁舎は簡素・清潔で少人数、 口、競合都市等の条件を考えると成

助役のリームヒュイス女史も同席さ

を訪ねた。トルスタム最高総務責任

外から多くのインド、中国の学生や

７月５日～９日粟生副会頭を団長

堀江 亮介

千葉商工会議所
副会頭

バンクーバー・サンフランシスコ視察記

る波止場「Ｋドック」などが
あります。

千葉商工会議所
副会頭

また、ジェトロサンフランシスコ事
務所でのブリーフィングでは、サンフ
ランシスコ、特にベイエリアでのＩＴ

シスコの２つの都市を視察しました。

える様々な環境が、多くの投資を呼

分野における経済活動の精強さには

千葉市とノースバンクーバーは、

込み、経済規模の拡大を支えている
日本における最先端技術開発への

と感じました。

今回のノースバンクーバー市、ム

クーバーの海辺の街づくりは周囲の

の先端技術の分野に経済界がどれだ
できるか課題をいただいた研修会で

景観と調和が取れており、また後背

ける海辺の街づくりを周辺部とどの

今回の視察を通して、千葉市にお

ました。

いかと不安視せざるを得ないと思い

ける世界との差に結びつくのではな

でこの事実が、日本の技術開発にお

の規模にとどまっているとのこと

投資額は、サンフランシスコの１／

す。

姉妹都市提携を結んで 年となりま

粟生 雄四郎

塚本總業㈱千葉支社
取締役副社長
千葉支社長

海辺の街づくりに役立つと感じた次

はありませんが、地の利を生かした

バンクーバーと
サンフランシスコからみえる千葉の経済

39

サット市長への表敬訪問を通じ、長
きに亘る双方の交流により、両市の
相互理解が構築されていると理解し
ました。
今回の交流を通して、大都市に隣
接する衛星都市のそれぞれがもつ課
題と対策に共通点が多くあると感じ

40

わせる非常に友好的で有意義な訪問
であった。

▲サウサリート（サンフランシスコ）の夕景

19

1

1

1

▲アシカの波止場 Kドッグ
▲ピア39から臨むアルカトラズ島とゴールデンゲートブリッジ

け感心を持ち、世界との競争に対処

ます。

気候や地形が千葉とは異なるため、 ありました。
すべてを取り入れ、参考にする訳で

19

▲▶観光客で賑わうピア39

の山々も自然の豊かさを演出してい

ました。

10

30
夢シティちば 2017年₈月号
夢シティちば 2017年₈月号

31

47

視察研修を終えて……

の一体感が演出されていた。 千葉港
町にもあったら面白いなぁと空想し

気時計は珍しく趣があり、私の住む

胸躍る色鮮やかな街並みと景色

の桟橋整備を受けて、今後、日本サ
へと向かう際も、ショーウィンドウの
オブジェがきれいでつい写真を撮って

したのですが、あたりはまだ青空が

君塚 満子

君塚鉄筋㈱

たり…。ホテルから徒歩で夕食会場

千葉食品コンビナートとの共存をど

イロのイルミネーション装飾を始め、

バンクーバー・サンフランシスコ
視察研修に参加して

㈱幕張メッセ
代表取締役

うあるべきかを検討すべきだろう。

３泊５日のバンクーバー・サンフラ
ひろがり、 時ごろまで明るく不思

サンフランシスコには夕方に到着

しまう魅力的な街です。

れピアごとに特色ある利活用を民間
ンシスコ視察研修に参加させていた

佐藤 忠信
フィシャーマンズワーフは、ピア
千葉市の将来の姿として、東京湾
に提案させ誘導しているように見受

３９だけの視察であったが、それぞ
に残された貴重な海辺の活用とこれ

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

ンクーバーやサンフランシスコで感じ

その点からも、今回の視察先のバ

致するところであろう。

要な視点の一つとなることは衆目の一

と一体となった魅力ある街づくりが重

環境を整えることに注力すべきであ

行政はそうした民間投資を誘導する

進むであろうし、むしろこれからの

用へと繋がって行けば、一層利活用が

民間のアイデアの競争が面白い利活

ら蘇我まで長い海岸線があるわけで、

けられた。千葉市の海岸線は幕張か

ルアイランドへと向かいました。

れいな街並みを眺めながらブランビ

ら緑や花々が輝いており、とてもき

負けない海の深い青。ビルの谷間か

のてっぺんには白い雲、真っ青な雲に

バンクーバーの空気は爽やかで山

た。

まるでテーマパークにいるようでし

が走り、街並みの雰囲気も相まって

落ち着きます。急な坂道に路面電車

はオレンジ色に染まり、なんとなく

の拠点として、積極的に行政が民間

の人々の交流を通じた賑わいづくり

ションの場として、さらには、多く

皆さんに多大な感謝申し上げ、視察

ミュニケーションを通じたメンバーの

いただいた粟生団長さんを始め、ノ

結びに、今回貴重な経験をさせて

まであり、焼き立てパンや野菜、新

トの中には、民芸品から雑貨屋さん

るだけで心が躍りました。マーケッ

交い、活気が溢れていてその場にい

フォーマーがおり、多くの人が行き

港 町は音 楽 が 流れ大 道 芸 やパ

りがとうございました。

重な体験をさせていただき、誠にあ

した。 普段の旅行では味わえない貴

も多く、非常に濃い５日間となりま

今回の視察研修旅行で、得ること

議な感覚でした。夜になると街並み

たことは、海辺を単にオープン利用
ろう。

を誘導して作り上げている点を指摘
報告とさせていただきます。

だきました。

く、ショッピングや飲食・コミュニケー

の市民の憩いの場としてだけではな

20

しておきたい。

辺の利用と工場の共存を可能にして

市では、既存の工場群の中に遊歩道

具体的には、ノースバンクーバー
美味しそうな新鮮な果物が目に留ま

さに驚きました。 陳列がおもしろく

鮮な肉や魚、果物が並び、種類の多

※小•中学生、高校生、県内65歳以上の方、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

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

〒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
観 覧 料： 一般200円（160円）
大学生150円（120円）

夏の特別展「昆虫展２
０１７～

知る！なる？ 学ぶ 昆虫ワールド～」

●期間：７月１５日（土）～９月３日（日）
●時間：９：００～１７：００
●場所：千葉市科学館７階企画展示室
●料金：大人７００円  高校生４５０円  小・中学生２５０円

いた。 セメント工場の壁面には明る

（※常設展示もご観覧できます）

や桟橋を設置することで、市民の海

8月12日（土）14：00〜（13:30開場）／11階講堂にて／先着150名／聴講無料

り、 女 子 ？
( ３
) 人 ホテルで美 味し
くいただきました。

■市民美術講座
「
『うらがわ』
展の裏側」

「千葉の親子三代夏祭り」にあわせた夏休みイベント！ 飴細工など盛りだくさんの
ブースで、大人も子どもも縁日気分をお楽しみください。
8月20日（日）13:00〜17:00／1階さや堂ホールにて／入場無料（ブースによっては有料）

■美術館で縁日気分!!
（金・土曜日10:00～20:00）
※入場は閉館の30分前まで

人気のカブトムシやクワガタムシ、美しいと
いわれるモルフォチョウなど様々な昆虫の標本
（１６００点以上）や、「ヘラクレスオオカブト」
などの大型甲虫の生体も展示。 体力勝負の
「セミになろう」や「昆虫の目」を体験する疑似
体験、マイクロスコープを使った虫トークなど楽
しみながら昆虫のヒミツを知ることができます。
さらに、医療・ファッション・ロボット・宇宙開発などに活用されている昆虫たちの不思
議なすごい能力＝昆虫テクノロジーについて紹介します。この夏、意外と知られてい
ない昆虫の新たな一面を発見してください。世界一大きなカブトムシ「ヘラクレス」と一
緒に写真を撮るコーナーもあります！
Ⓒむさしの自然史研究会

須田悦弘《芙蓉》2012年 作家蔵
（千葉市美術館寄託）

車窓から見かけたガスタウンの蒸

開館時間： 10:00～18:00

【関連イベント】

い色彩のペイントが施され花の街と

【会期中無休】
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期： 開催中〜8月27日
（日）

会

8/27㊐

目に見えないものを指す 「うら」という言葉にか
けて、この世の 「うら」を描いた怪談ものや、
美術作品を裏に表に支えるテクニックやスケッチ
などを紹介する夏の所蔵作品展。
大人気の歌川国芳作品や、怪しい美しさが特
徴的な月岡芳年などの浮世絵作品から、星空
が地上に落ちてきたような宮島達男の 《地の
天》、まるで本物にしか見えない須田悦弘の彫
刻作品といった現代美術まで、夏休みにふさわ
しい作品を詰め込んだ展覧会です。

開催中〜

千葉市美術館蔵
歌川国芳《相馬の古内裏》天保(1830-44)後期

