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青年部通信

今月の表紙
「千葉市の工場夜景」
今回は千葉市の都市アイデンティティの一つである「海辺」を
テーマに、千葉ポートタワーから工場夜景を撮影しました。
千葉ポートタワーから見られる夜景は、日本夜景遺産事務局に
より
「施設型夜景遺産」
として認定を受けています。
「日本夜景遺産」
は、
「すぐれた普遍的価値をもつ夜景」
であり、
「誰もが楽しめる夜景地
（夜景鑑賞地）
」
であることが認定条件です。
これからの寒い季節にはより幻想的な夜景が見られます。
皆さんも千葉ポートタワーから見える魅力的な千葉市の夜景を
ご覧になられてはいかがでしょうか。

撮影／明角和人
（明角写真事務所）
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夢シティちば 2017年₉月号

編集者のひと言
部活などという苦役から離れて十数余年。卒業以来、とんと運
動する習慣がなくなり、最近はよく風邪を引いたりと体調を崩すこ
とが多くなりました。これではいけないと心機一転、会社近くの
ジムに通いはじめ、水泳・ランニングと少しずつやるようになると、
なかなか体の調子が良くなりました。
このまま根気よく続けて筋骨隆々たる日本男子を目指そうではな
いかと欲が出ましたが、運動のお蔭で白米の美味しいこと美味し
いこと。ジムに通う前より体重が増えてしまいました。ままならぬ
ものです。
（企画広報課 Ｍ.Ｉ.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

時代がどんどん変わる中で、
質のいい魚類をお客さまに提供したい

所 在 地 千葉市中央区白旗2−12−15
TEL 043-261-0545
事業内容 主に魚・惣菜・食品の小売業

代表取締役社長

進藤 和美

ますね。

店街であった面影は残してい

みようと決意しました。それ

したのを機に、自分がやって

に行って魚を仕入れ、その後

店に来て、４時になると市場

は、早朝の３時半に自宅から

千葉市内の寒川町で祖父の戸

聞いて育ったのですが、私に

は大変だ」と言っていたのを

創業した祖父が「この仕事

９時か 時まで行います。そ

時。その後に残務整理を午後

開店する。店の閉店は午後７

自動車の整備から
歳で鮮魚店に転身

が 歳の時です。

は月に２回ぐらいです。通常

ことがあり、実際に休めるの

いろいろとやらねばならない

店自体は日曜定休ですが、

有限会社魚権商店

33

33

私は今年 歳ですが、 歳

33

田繁蔵が創業しました。曾祖

うちの店は昭和 年に同じ

曾祖父の名を取り、
祖父が創業して３代目

お客さまに向き合って
おいしい魚を売ることに専念したい

臨海工業地帯が発展していく中で、住宅地や商店街ができていきました。
かつて商店街だった場所にある有限会社魚権商店はまち自体や消費環境が変
化する中で、専門店として高品質の魚類を提供し続けています。３代目、進
藤和美代表取締役社長にお話を伺いました。

〈DATA〉

川にあったこともあって、漁

かもしれませんが、自宅が寒

ていたことも関係しているの

父がお祝いの折詰の製造をし

がこの店を継ぎましたが、子

ていました。祖父の後、叔父

までは自動車の整備に携わっ

でこの店に入りました。それ

的に感じました。

いいということが非常に魅力

とを専門的に追求していけば

客さんにいい魚を提供するこ

取っては、鮮魚店ならば、お

仕事が好きなんだと思います。

全く負担に感じません。この

れだけ長い時間働いていても

ましたが、それでもかつて商

とんど店は姿を消してしまい

った記憶があります。今はほ

にはすごく通りがにぎやかだ

です。私が小学生だった時代

さまに育ててもらった商店街

の場所は川鉄の発展と共に皆

今の場所に移転しました。こ

にありましたが、
独立をして、

最初の店は、雑居ビルの中

て付けたようですね。

名が
「権治郎」
でそこからとっ

店の名前
「魚権」
は曾祖父の

思います。

得られることが大きかったと

仕入れるにあたっては協力が

供がおらず、高齢で体調を崩

10

師の知り合いが大勢いて魚の

47
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3

有限会社魚権商店
自動車整備に携わっていたが、33歳の時に
決意して魚権商店に入社。魚のおろし方を
身に付けるところから始め、社長として専
門店ならではの魚類の提供について日々取
り組んでいる。

33

談話室
Vol.164
〈Profile〉

経営
「魚を仕入れる時によく見るのは魚の腹が締まっているかどうか。新鮮なものは張りがあります。
涼しくなってくると、
サバでもブリでも脂が乗ってきておいしくなってきますよ」
と進藤社長。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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会員情報プラザ

自家栽培した原料をもとに心を込めた
手作り和菓子をどうぞ
創業当時からつくり続けている「落花生焼き」 は今
でも当店の看板商品です。また、はすの実を使った「は

店頭で皮を剥いて３枚におろ
減少しています。当店も幼稚

時代や高齢化でニーズは変化する。
様々な工夫と努力で対応する。

身で買っていって子供を含め

園の給食用など地域の施設に

頃は高価な本鮪よりおいしいと思ってい

すなどのサービスは行ってい

て、少人数の家庭に戻ってい

ているバチマグロが好きですね。小さい

た家族で食べていた人たち

スーパーやコンビニで焼き

る。かつて毎日お店に足を運

☆一番人気はソースのたこやきに九条ネギをかけた「ねぎ盛り」です。
４３０円！

Ｑ 好きな魚は？
Ａ 鮪です。中でも子供の頃から食べ慣れ

納品することもありますが、

魚の惣菜まで売っている昨今

んでくださった方々が足が悪

流しながら、この地で商売を

力を感じます。千葉県内はそんな場所
が多くて、嬉しいです。

ます。そのほか、旬の魚や調

は、鮮魚店で魚を買わなくな

いなどという理由で、姿が見

当店では、鮪を取り扱う会

続けていきたいと思います。

好き。洗練された観光地も好きなのです

が、里山のようなのどかな場所により魅

が、子供たちが独立していっ

ってきている時代です。若い

えなくなることも様々です。

社にご協力いただいて、質の

気の合う仲間、大切な家族、恋人と楽しめる空間です。
各種宴会・結婚式の二次会プランもあり、
最大で50名様まで着席できます。
ランチは11：00～15：00、ディナーは17：00～24：00まで営業。

Ｑ 好きなことは？
Ａ ドライブです。館山など南房総の景色が

高齢者の要望に
できるだけ応える

人たちが店に入ってきて、ス

おいしいものを少しだけ食

いい鮪を仕入れることができ

タコだけじゃない。
粉は大阪、ネギは京都の九条ネギ。
栄町で店を構えて早９年。
これからもお客様に「おいしい」と言ってもらえるたこやきを焼いていきます。

基本的にはお客さまとの対面

ーパーよりも値段が高いこと

べたい。そうした高齢者の

ます。
「鮪はあまり好きでは

栄町のたこやき屋さん 蛸 TAKO

度ここに新しく店ができた」と聞いた所
に食べに行くのは楽しいですね。

理のアドバイスをします。

に驚く光景にも出会います。

方々のニーズにお応えするた

ないけれど、ここの鮪なら食

妻と外食に出掛けます。それほど高価

ます。

昔から当店で買い物をして

めに、魚を小分けにして販売

Ｑ 休みの日は？
Ａ ほぼ仕事をしていますが、気分転換に

鮪の品質には
自信がある

くれているお客さまも高齢化

べられる」と小さい子供が言

Q &A

鮪以外にも、当店の鮭がお

7月に千葉市新町にオープンした本格イタリアン

しています。品揃えも可能な

進藤社長

と思いましたね。

Osteria Tramonto

してきました。以前は鰹を半

正社員募集中
■営業時間 月～土 AM9:00～PM5:30
■定 休 日 日曜日、 祝日
■連 絡 先 〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷１丁目３－５－５０２
TEL 043-275-5421 FAX 043-275-5429

な店に行くわけではありませんが、
「今

イタリアンレストラン

っていると聞いて、この仕事

株式会社 幕張ニッテン

また、アジなどの魚はさす

榎家

■営業時間 月～土 AM8:00～PM6:00
■定 休 日 日曜日
■連 絡 先 〒260-0013 千葉市中央区中央1-10-6
TEL 043-222-1047
FAX 043-222-1165

＜例えば…＞
・書店、食品店、スーパー等の物販店、居酒屋、
・そば屋、レストラン等飲食店、その他事務所、
・倉庫、一般住宅 など

がに刺身にはできませんが、

御菓子司

限り、多様な種類を揃えるよ

いただき、日々のお茶とのお供にお召し上がりください。

をやっていて本当に良かった

和菓子のため少量販売ですが、ぜひお店にお立ち寄り

新規出店やリニューアルを御考えの貴方に高感度で
ローコストな御店造りを提案いたします。

うに頑張っています。

すの実の甘納豆」 などもご用意しております。手作り

店舗の事なら御気軽に御相談ください

ましたね。
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蛸姫

蛸TAKO

■営業時間 １０：００～２０：００
■定 休 日 年中無休、 年末年始も元気に営業！！
■連 絡 先 〒２６０－００１６ 千葉市中央区栄町３７－６
TEL０４３－２２２－０８１８

クエストされた魚を要望に応じたタイミン
グで用意しなければ喜んではいただけな
い。少しでもずれてしまったら意味がな
い。山崎さんの言葉を胸に刻んで仕事
をしています。

夢シティちば 2017年₉月号

いしいと言って、知り合いに

TEL: 043－305－4245

株式会社

送りたいといってくださるお

■営業時間 （ランチ）11:00〜15:00 （ディナー）17:00〜24:00
■定 休 日 年中無休
■連 絡 先 〒260-0028 千葉市中央区新町3-1 グラスボイスビル B1F

客さまもいらっしゃいます。

Osteria Tramonto

千葉市内でも鮮魚専門店が

株式会社 im one

販売を維持したいと考えてい

んがよくおっしゃっていたのは「何事にも

タイミングがある」
ということ。お客様にリ

これからも地域の方々と交

Ｑ 大切にしている言葉は？
Ａ 今年７月まで勤めてくれた番頭の山崎さ

4

汗 の 輝き
創業して10年未満の若い企業をご紹介

生産者・消費者・当社の３者が平等に一体となり、誠実・
努力・信頼の三つの和心で安心・安全なものを届けたい

フーズフロンティア三和

た取引先に迷惑を掛けることになるこ

することとなり、私に付いて来てくれ

残念なことに元いた会社が業務縮小
かであるように思いました。例えばあ

る」
「買ってやる」という思いがどこ

生産者と消費者は互いに「売ってや

代表取締役／島貫秀輝
住
所／千葉市緑区鎌取町2813番地128
電
話／043－307－1700

るホテルの注文で１３５グラムの魚

株式会社

とから、やむを得ず袂を分け起業する

全国には知られていない生産者のあまり流通していない食材がたくさんあ
ります。そうした食材や加工品を消費者現場で使ってもらおうと汗を流す
株式会社フーズフロンティア三和の島貫秀輝代表取締役に伺いました。

ノンバンクに約 年間務め
営業力を培う
私はノンバンクに約 年間勤務して

会社DATA

なけなしのお金で創業したんです。産
ら、そんなにきっちりとは揃わない。

う。けれども工業製品ではないのだか

も数が足りないまま報告もせずにホテ

たせることが必要です。逆に生産者側

１２０～１５０グラムぐらいの幅を持

直会社に入社してから６年７カ月後の

金融の世界から見ると、食の世界は
少し遅れているように感じたので、ノ

ニーズを満たすだけではなく、信頼関

課題があるように見受けられました。

そうした中、食の世界には多くの

肉や野菜も扱うようになったんです。

扱っていたのですが、次第に拡大して

広がっていきました。当初は魚だけを

れて回ってみると、取引先がどんどん

場で求めている食材情報をマッチング

いを込めています。

精神で日本の食に貢献したいという願

なり、誠実・努力・信頼の三つの和の

者・消費者・当社が三者平等に一体と

ア三和」としました。三和とは、生産

んある。そこで、
「フーズフロンティ

が、全国には似た名前の会社がたくさ

フーズ」としようと思っていたのです

社名は当初、簡単に「フロンティア

した。見た目は生のいちごそっくりで栄

でフリーズドライのいちごを開発しま

と、ホテルや結婚式場などの消費者現

や加工品など全国の生産地の食材情報

ロールする。水産物・農産物・畜産物

そこで当社がその間に入ってコント

がうまくいくわけがない。

分の都合だけで向き合っていては取引

か提供しない。そんな風にお互いが自

買わない。生産者はあるだけの品物し

スもあった。消費者は欲しい時にしか

ルに送ってしまいトラブルになるケー

係を築けるものを扱うことが食に携わ

させることを目的に、産地からの直送

養価もほぼそのまま。モンドセレクショ

ンバンク時代に培った営業法を取り入

る者の責任だと強く感じました。

を実施する。３者が上下関係なく信頼

ンの銀賞を受賞した商品で、製法に関す
る特許も申請しました。各地のブラン
ドいちごなどは瓶や箱に詰めて、地方

葉県内にも鶏卵を扱う高齢の生産者が

を抱いて仕事をしている人が多い。千

るわけです。各地の生産者は熱い思い

うすることで、生産者と「仲間」にな

者に会って話を聞き、商品を見る。そ

私たちは必ず現地へ足を運び、生産

しても有効です。そのようにいろいろ

ドライにすれば備蓄もできて非常食と

テーキ、小魚などのおかずをフリーズ

べられて無駄が出ないし、餃子やス

また、枝豆を加工すればさやまで食

かなど他の果物や野菜も加工できます。

す。これと同じ製法で、メロンやすい

のブランド品として土産品にもなりま

いて、私自身、すごくその人の熱意を

無駄をなくして環境にも配慮でき、

と展開ができる事業だと思います。
ハートのない産直は、最初はよくても

地域に貢献できるため、今後この事業

また食材活用の活性化という意味でも
また当社はホテルなどに旬の食材を

を進めていきたいと考えています。

▲生産者の「仲間」達

ります。いちごの生産農家が特殊な製法

次の事業として、エコ事業構想があ

無駄がなく、通年で商売ができ
非常時にも役立つエコ事業

ピーターが増えると思います。

的な料理に、宿泊客や訪問客、そのリ

行ったらいいと思うんですよね。魅力

葉の食材を使う千葉県応援フェアを

葉県内のホテルが連携して、全体で千

海、山の食材の宝庫であることから千

ています。一案ですが、ここ千葉県は

使った全国版地産地消フェアを提案し

いずれ途切れてしまうと思います。

尊敬しています。利益だけを追求した

熱い思いを抱く生産者が多い

こそ、この商売は成立します。

関係を築いて、同じテーブルに就いて

生産者と消費者の
コントロールとマッチングを行う

した。その後、産直で食品を扱ってい

50

ことでした。

26

る会社に入社しました。

早期退職を希望して、 歳で退社しま

おり、営業で全国を回っていましたが、 こととしました。そして平成 年９月、 のフィレを 枚用意して欲しいとい

25

47
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25

の企業への見学受入などを進めること
としており、当会員の方々にもこれら
の取組をお願いしていきます。
８月５日㈯、
６日㈰には、
両大会の開

同協議会は、経営者協会、経済同友
てくる！」をイオンモール幕張新都心

オリンピック・パラリンピックがやっ

Goalball

Sitting Volleyball

Wheelchair Fencing

Taekwondo

Fencing

オリンピック

オリンピック・パラリンピック

パラリンピック

パラリンピック

パラリンピック

レスリング

フェンシング

テコンドー

車いすフェンシング

シッティングバレーボール

ゴールボール

東京五輪・パラリンピックの成功に向けてみんなで応援！
経済界で協議会を設立
７月 日㈮、県内の経済団体が、東
京五輪・パラリンピックの開催に向け
て、「みんなで応援！千葉県経済団体協
議会（会長：石井俊昭千葉県商工会議

会、経済協議会、商工会連合会、中小企
にて開催し、県・市等とともに「オー

催３年前を記念するイベント「千葉に

業団体中央会、商工会議所連合会の６
ル千葉」で一致団結した盛り上げを呼

所連合会会長）
」を設立しました。

団体で構成され、大会の成功に向けた
同会場では、テコンドーやフェンシ

びかけました。

当面の活動としては、声かけ・サ
ングの実演、若手注目選手によるトー

取組を進めていくこととしています。
ポート運動、県内各地でのスポーツ大

取組として県内
の伝統的な芸能

等の文化を多く

の方に知ってい

ただくため、「銚

子大漁節・はね

込み太鼓」「佐原

囃子と手踊り 」

を披露し、千葉

が世界に誇る伝

©World Taekwondo
（提供）
日本レスリング協会

主催：チーム千葉ボランティアネットワーク実行委員会

お問い合わせ：チーム千葉ボランティアネットワーク実行委員会事務局 ☎050-5811-1558［受付時間12時～18時 土・日・祝日は除く］

商工会議所地元チーム応援団

「昨年度、今年度と２回参加させてい
ただいて、個人では観戦できない場所
で観戦できて良かった」
「テレビで見るよりも、球場に足を運
んで観戦すると、臨場感があって楽し
かった」
「スポーツを通じて、普段接すること
のない他の会員さんを身近に感じた」
「来年も是非開催してほしい」
などのお声をいただきました。

参加した会員の声

71

統文化を発信し
Wrestling

オリンピック

○ 月 日㈬
ジェフユナイテッド市原・千葉
湘南ベルマーレ
参加者
名
24

○ 月 日㈫
千葉ロッテマリーンズ
東北楽天ゴールデンイーグルス
参加者
名

16

22

ました。

2020 年に幕張メッセ（千葉市）でオリンピック・パラリンピック競技が開催されます

ロッテ・ジェフが強くなれば千葉が元気になる！

チーム千葉ボランティアネットワーク

検索

メンバー登録は
コチラから

https://chiba-volunteer.com
8

VS

8

VS

髙山
詳しくは同封のチラシをご確認ください。
お問合せ先 ☎043-227-4101 会員事業課

募集締切 10/13（金）

千葉市で活躍するボランティアを募集します

千葉ロッテマリーンズ・ジェフユナ
イテッド市原・千葉、両チームの活躍
は千葉市の知名度向上のみならず、地
域経済の活性化に寄与することが期待
されています。
そこで当所では、地域経済の活性化
と会員交流の両面から、毎年、会員企
業による地元チーム応援事業を行って
います。この度、 月 日㈬及び 月
日㈫に両チームを応援するため、当
所会員の参加により集団観戦に参りま
した。今回は、残念ながら両チーム共
に敗れてしまいましたが、今後も引き
続き多くの会員の参加を得て両チーム
の活躍を盛り上げて参ります。
次回のご参加をよろしくお願いしま
す。

参加者の皆さんと

大会の盛り上げを呼びかける県、市、経済団体等の関係者ら

少しでも多くの方に楽しんでいただけるよう色々
なルールを用いて行います。
三振なし・四球なし・攻撃時間制限 等

※登録が可能な方は15歳以上（中学生不可）
とさせていただきます。
※本登録は、東京2020大会 千葉市 都市ボランティアの正式エントリーではございません。尚、都市ボランティア先行募集は2018年2月開始を予定しております。

8

クショー、ボッチャや車椅子の体験会

参加資格

東京2020大会に向けた都市ボランティアに関する情報や千葉市等で開催される
各種スポーツイベントやその他のボランティア活動の情報を提供していきます。

16

会への応援やスポーツを通じた健康づ

磯辺スポーツセンター

「チーム千葉ボランティアネットワーク」メンバー登録開始
8

くり、海外から来られた外国人選手等

場所

※当日の審判は千葉市ソフトボール協会、市内
女子ソフトボール部に協力を依頼しています。

などのイベントを開催しました。
また、当所の

９時～１６時

11月３日（金・祝）

誰もが楽しめる
１チーム10 人以上の登録をお願い致します。
各チーム女性１人以上の登録をお願いします。
希望チームが１２を超える場合は、抽選とさせて
いただきます。

協議会を立ち上げた県内経済６団体の関係者ら

日時

参加12チーム募集!

会員対抗ソフトボール大会

この 街を世 界に誇れる都市へ。
22

28

世界女子ソフトボール大会2018が
来年8月に千葉で開催されます。 同大会を記念して

8
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トピックス
トピックス

大型スクリーンで紹介されました

千葉県の新しい工業団地 ！
平成 年度造成完了 予 定 ！

5

茂原にいはる工業団地

60

◦茂原北ＩＣから約 分の好立地！

◦成田空港、羽田空港まで約 分でアクセス可！

◦工場立地法の特例に基づき、緑地負担を軽減！

50

◦閑静な周辺環境と豊富な労働力が見込めます！

5

袖ケ浦椎の森工業団地

◦姉崎袖ヶ浦ＩＣから約 分の好立地！

◦羽田空港まで約 分、都心へ約 分でアクセス可！

◦工場立地法の特例に基づき、緑地負担を軽減！

○両工業団 地 の 詳 細 に つ い て は 、
左記へお 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

千葉県 商 工 労 働 部 企 業 立 地 課
工業団 地 整 備 室
☎０４３ ２–２３ ２–７４９

◦右記工業団地以外の産業用地や立地企業補助金等の
お問い合わせは、
千葉県商工労働部企業立地課 企画・誘致推進班
（☎０４３ ２–２３ ２–４４４）までお願いいたします。

30

29

新入会員 のご紹介
中央区

大葉開発㈱

【代 表】 山口 真延
【所在地】 中央区新町

中央区

☎043-246-1000

総合建設業

県外

㈱北原工業

【代 表】 北原 與一 ☎03-6663-8818
【所在地】 東京都江戸川区
土木建設

中央区

㈲ギータンジェリエンタープライズ GEETA

【代 表】 ジナ・ナラヤン・シン ☎043-225-0770
【所在地】 中央区本千葉町
本格インド料理レストラン「GEETA（ギータ）」の経営
インド料理を通してお客様に感動を提供していくこと。
それがGEETAの願いです

●インターネットでお調べの際はこちらから⇩
http://chiba-rich.jp/

千葉

企業立地ナビ

検索

千葉県マスコットキャラクター

チーバくん

県外

リソルライフサポート㈱

【代 表】 多賀 道正 ☎03-3344-8800
【所在地】 東京都新宿区
福利厚生事業

福利厚生サービス、
ライフサポート倶楽部と、県内で真名
CC、
リソル生命の森を運営

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

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

（順不同・敬称略）

㈲ラムダック

【代 表】 目谷 佳弘 ☎043-376-3866
【所在地】 中央区矢作町
電気工事

稲毛区

イオンリテール㈱ イオン稲毛店

【代 表】 赤根 久信 ☎043-251-3211
【所在地】 稲毛区小仲台
総合小売業

中央区

㈱UuCホーム

【代 表】 古賀 正彦
【所在地】 中央区本町

☎043-441-7400

大規模修繕、戸建の修繕（外壁、屋根塗装、防水工事など）

どんな小さな工事でも承ります

若葉区

㈱串焼屋 串焼一番

【代 表】 戸田 裕子 ☎080-8887-8673
【所在地】 若葉区みつわ台
加工食品を業者やお客様に売っています
いろんな物を串にして食べやすく安全に食に興味をもつ
場を作りたいので販売しています

県外

(一社)日本ボランタリーチェーン協会

【代 表】 齋藤 充弘 ☎03-5818-7321
【所在地】 東京都台東区

中小小売サービス業の生産性向上に有用なボラン
タリーチェーンの普及、指導、育成
ボランタリーチェーンは中小小売サービス業者が連携し
て生産性向上を図っています

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

医療法人社団 報徳会

報徳千葉診療所
千葉市中央区本町1−1−13

☎043‑225‑6232
11
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あなたの健康をサポートする…

公益財団法人

ちば県民保健予防財団
特定健診 保健指導 一般健診
出張健診 環境測定 人間ドック
各種がん検診 各種精密検査
千葉市美浜区新港32-14

☎043‑246‑0265
http://www.kenko-chiba.or.jp
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高齢者活用の相談窓口と紹介業務の開始について

当所会員企業の表彰

成 年度・第 回印刷産業環境優良工

日本印刷産業連合会は、
８月 日、
平

のリサイクル率、ノンＶＯＣ・ＵＶイ

【お問い合わせ】
高齢者活用相談窓口
電話：０４３ ２-２７ ４-１０１

【提携会社の役割】
・当所
 の専門窓口の相談員として専任
担当者を派遣します。
・当所
 職員とともに専任担当者が会員
企業を訪問（掘り起こし等）します。
・求職
 者の掘り起こしを行うとともに、
同社の有する求職者のデータベー
スを活用します。
・会員
 企業と求職者のマッチングを行
います。
・当所会員限定のサービスを提供します。

有効求人倍率がバブル期並みの水準になるなど人手不足感が高まっており、
中小企業・小規模事業者にとって、若年層を中心とした人材の確保が難しく
なっております。
こうした傾向は更に進展し、個々の事業経営に支障が出ることが懸念されて
いる中で、中小企業・小規模事業者においても、女性や高齢者、外国人などの
多様な人材の活用を積極的に進めていくことが求められております。
そこで、当所では、そうした多様な人材の活用を支援するための一環として、
十分に活用が図られていない 歳以上の高年齢者の地元中小企業・小規模事業
者への就職を促進するため、総合人材サービス会社（パーソルテンプスタッフ
株式会社）と提携して、専門の相談窓口を設け、紹介業務を開始することとい
たしましたので、ご案内いたします。
【開始日】
平成 年９月１日㈮
※相談
 希望の方は、予めお電話で日程
等をご連絡ください。
【業務内容】
⑴週２日（火曜日・木曜日）
、
専門
 の相談員が求職・求人に関する
相談に対応します。
⑵会員
 企業と求職者のマッチングを行
います。
⑶人材活用セミナー等を開催します。
【対象者】
⑴求職
年齢 歳以上の方で、千葉市内
への就職を希望する方
⑵求人
地元中小企業・小規模事業者
（当所会員）

場の表彰工場を発表した。経済産業省
商務情報政策局長賞には、小規模事業
所振興部門で、当所常議員企業の㈱太
陽堂印刷所第一工場が選ばれた。
工場トップライトの光による照明等
省エネ化や、廃棄物分別等による ％
ンキの使用など、活発な活動が評価さ
れた。また、５Ｓ活動やパトロール
チェックのほか、ＧＰ（グリーンプリ
ンティング）認定、ＩＳＯ１４００１、
ＣＳＲ認定などを取得し、これらを利
用した目標管理・実績管理を行い、活
動のスパイラルアップが図られている。

※会員
 企業が受けられた種々の表彰を会報誌で
もご紹介したいと考えております。そうし
た情報を是非、お寄せください。

合同就職説明会開催のお知らせ

終盤での一つの機会として、ぜひご活用ください。参加費は無料。

機会の一つとして、今年度は高度ポリ

就職を希望する女性とのマッチング

本語やビジネスマナー等を学ぶ外国人

千葉市内にある多数の専門学校で日

■ものづくり女子を対象

大学新卒予定者の８月時点の内定率

月 日㈮

留学生を対象とした就職説明会を開催

【開催日】

テクセンターにご協力いただき、就職

月 日㈭

【時 間】

社

時 分～ 時 分
社

国際交流協会と共催で 月 日（木）

また、外国人雇用セミナーを千葉市

【定 員】

【会 場】 当所 階第２ホール

時 分～ 時 分

は ・２％に達するなど、人材採用に

■大学
 新卒者及び既卒の 才以下の
若年層を対象

99

いたします。

■外国人留学生を対象

当会議所では、その支援策の一つとして、次のとおり、合同就職説明会を開催いたします。今年度

若年層の人材確保が厳しくなっており、中小企業・小規模事業者の人手不足が深刻化しています。

人材採用を継 続 中 の 会 員 の 皆 様 へ

29

説明会を開催いたします。

おいて厳しい状況にありますが、当所
【開催日】

としても、地元大学や県のジョブカ
フェちば、ハローワークを通じて、少

【定 員】

（ 千葉市美浜区若葉３ １- ２-）

【会 場】 高度ポリテクセンター

（企業説明会）

時 分～ 時 分

（見学会）

【時 間】

時 分～ 時 分

月２日㈭

しでも多くの学生等来場者数の確保に
努めます。
【開催日】
【時 間】
社

【会 場】 当所 階第１・第２ホール
【定 員】

※同セ
 ンターで身近な製品を題材とし
て、企画・設計・加工などものづく
りの一連を学ぶ女性

に開催いたします。詳細およびお申込
みにつきましては、当所ホームページ
をご参照ください。

（水）

16

14 00 10

（水）
～

60

【お 申 込 み】 当所ホームページをご参照ください。
【お問い合わせ】 企画広報課 電話：０４３ ２-２７ ４-１０１

道場店・稲毛店・銀座店

30

〒264-0024 千葉市若葉区高品町1590-5
TEL 043-232-2421 FAX 043-232-4517
TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

30

〒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

14

・総合ビル管理業
・ダスキンFC加盟店
本店

15

星商株式会社
福井電機株式会社
http://www.osenbei.co.jp/
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〜おかげさまで55周年〜
電気とシステムの総合コンサルタント

手みやげに一番

60

㈱太陽堂印刷所
第一工場
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日㊍

月 日㊎

エコアクション 普及セミナー

月

地域の中小企業のＩＴ経営力向上

部

当所ではＥＡ の普及セミナーを毎年、
ＥＡ 地域事務局千葉県環境財団、ＮＰ
Ｏ法人環境カウンセラー千葉県協議会と
ともに開催し、中小企業への普及と環境
経営システムの構築に取組んでいる。
今回は冒頭、認証登録を１０年継続さ
れている 事業者へＥＡ 中央事務局安
井至理事長より感謝状と記念品贈呈が行
われた。その後、認証取得に向けた講演、
㈱永光自動車と㈱千葉マツダの事例発表
が行われた。また、既に認証取得された
企業向けの「フォローアップコーナー」
を設け、既認証登録企業に対する活動内
容や運用上の問題解決に取組んだ。

日㊋

食 品

21

会

21

食品部会（森山部会長）は、今年度２
回目となる正副部会長・所属議員会議を
開催した。
今回は、会議に先立ち、千葉市経済農
政局農政部農政課地産地消推進班主査
佐々木教子氏から「千葉市の地産地消の
取り組みについて」と題し、研修会を実
施した。
その後、会議に移り、今年度事業であ
る視察研修会について協議を行った。
視察研修会に関する議事では、日程を
９月 日㈭、視察先は４月にオープンし
たばかりである最新の商業地であるＧＩ
ＮＺＡ ＳＩＸ、下町情緒あふれる浅草、
門前仲町の縁日を卸売部会と合同で、視
察することに決定した。

第２回正副部会長・所属議員会議

視察研修会について協議

７月

13

月 日㊎
６商工会議所合同での
ビジネス情報交流会を開催！

日㊌

ちば産業観光連絡協議会定時総会および講演会

産業観光に関する事業について協議

月

中小企業がＩＴを利活用することによ
当所・浦安・船橋・習志野・八千代の
り競争力を強化することを目的とした
県内５商工会議所と東京商工会議所江戸
川支部は合同で、浦安市民プラザ ウェー 「プラスＩＴセミナー」を開催した。
ブ１０１にて、ビジネス情報交流会を開
大阪商工会議所 経営情報センター 課
長 大迫浩之氏を講師に迎え、
「できるこ
催した。
とからはじめよう！社長さん！ネットで
交流会は、第１部で各参加事業者が自
商談しませんか？」
をテーマに開催し、
己紹介をし、続く第２部で名刺交換・情
名が参加した。講師からは中小企業を取
報交換を行う構成となっており、千葉か
ら 社（ 名）
、全体で 社（１０６名） り巻く環境や販路拡大の方法に関する説
明に加え、商工会議所事業の「ザ・ビジ
が参加する大規模な交流会となった。
ネスモール」についての紹介が行われた。
参加事業者は、会社案内や商品パンフ
レット、独自に持参した展示物などを駆 「ザ・ビジネスモール」は商工会議所会員
企業であれば無料で登録できる商取引支
使して積極的なＰＲを行ったり、普段交
援サイトで、全国の商工会議所会員企業
流がない地域や業種の事業者と軽食を交
等 万社とのビジネスマッチングが可能
えて情報交換を行ったりと、それぞれの
である。講演後は、サービス内容につい
ビジネスチャンスを広げるため活発な交
て活発な質疑応答が行われた。
流が行われた。

ＥＣＯ セミナー

21

プラスＩＴセミナー

21

21

25

挨拶をする森山部会長

月 日㊊
会員増強の取り組み状況について
各部会ワーキングメンバーと協議

7
21

ビジネス情報交流会

11

講演をする大迫講師

14
夢シティちば 2017年₉月号
夢シティちば 2017年₉月号

15

20
26

ちば産業観光連絡協議会 石(井会長 は)、
定時総会を開催し、 年度事業報告及び
収支決算、 年度事業計画（案）及び収
支予算（案）について協議した。協議の
結果、原案どおり承認された。
総会終了後、「おもてなしの心とインフ
ラについて～障害者から見た真のバリア
フリーとは～」をテーマに、（一社）日本
チャレンジドアスリート協会会長の千葉
祇暉氏にご講演いただいた。
講演では、千葉氏の経験談を交えなが
ら、障害者自身の自立への意欲の醸成の
必要性や、地域における障害者の受け入
れ態勢および理解に差がある現状の中で、
受け入れ側と障害者の双方がやれること
をひとつずつ実現していくことの重要性
を強調された。
28

会員増強ワーキング会議

当所 階特別会議室にて各部会の代表
者を交えた会員増強ワーキング会議を開
催した。当会議は本年１月に行われた部
会長会議の決定を受けて組織されたもの
であり、 回目の開催となる。
今回は、入会勧奨に使用する商工会議
所メニューガイドについて意見交換を
行った。
「イラストや会員の声を掲載す
ると分かり易いのでは」
「利用率の高い
サービスを目立たせてはどうか」等の意
見があり、協議の結果、メニューガイド
に反映させた完成版の作成を進めること
となった。
なお、メニューガイドは、今後の各部
会による会員増強活動に活用することと
している。
29

EA21地域事務局千葉県環境財団の服部講師
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議事進行をする斉藤副会長

28
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7
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7・8月
タイムライン

７月

建

日㊎

設 部

会

正副部会長・所属議員会議を開催

国際・情報委員会

８月３日㊍
通信インフラを活用したインバウ
ンド対応について意見交換

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】 月５日㈭
時～ 時
【相談員】 木村 亮（税理士）

■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】 月 日㈭
時～ 時
【相談員】 徳永 康子（社会保険労務士）
日 付

相談員
大矢診断士
榎本弁護士
大矢診断士
石井診断士
大矢診断士
石井診断士
木村税理士
大矢診断士
石井診断士
徳永社労士
大矢診断士
石井診断士
大矢診断士

17

国際・情報合同委員会

小林 正英

正副部会長・所属議員会議

（無料）

弁理士

14

国際委員会（久保委員長）及び情報委員会
（池田委員長）
は、合同委員会を開催した。
当合同委員会では、
「通信インフラを
活用したインバウンド対応について」を
テーマの一つとしている。
会議では、千葉市観光プロモーション
課及び東日本電信電話㈱千葉支店の担当
者から説明を受け、いま一度、市内のイ
ンバウンド動向と公衆無線ＬＡＮについ
て確認した後、通信インフラを活用したイ
ンバウンド対応について意見交換を行った。
これまでの合同委員会の活動を踏まえ、
当所では今後、インバウンド対応の一環と
して、県の補助金を活用した公衆無線ＬＡ
Ｎの整備を進めていくことを予定している。

専門家による経営の相談窓口

小林 正治

■税理士による税務相談窓口

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

所長弁理士

14

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。

■中小企業診断士による
経営の相談窓口

千葉商工会議所会員

分 野
経営全般
法
律
経営全般
経営全般
経営全般
経営全般
税
務
経営全般
経営全般
労
務
経営全般
経営全般
経営全般

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。

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

1.11％

街頭防犯カメラ

10

10

14

※ご相
 談を希望される場合はあらかじめ
お電話で相談日時等をご連絡ください。

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）

実施中

７年以内

９月 日㈮
17 13 12 10 6 5 3 29 26 22

0

融資限度額
返済期間

担保・保証人
利
金

日㈮
日㈫
日㈮
日㈫
日㈭
日㈮
日㈫
日㈭
日㈮
日㈫
20

12

17

（据置１年以内）

運転資金

●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）

９月
９月
９月
月
月
月
月
月
月
月

10 10 10 10 10 10 10

利子補給
.5％

マル経融資とは

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

TEL 03-3866-3327
http://www.ohshima-cp.com
営業センター

17

総合防犯設備・用品
15

10

雄
定

藤

新

原

16
夢シティちば 2017年₉月号
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17

■弁護士による商工法律相談

14 14

月 日㈮
●債権が回収できない
法
律
榎本弁護士
●契約
 に関するトラブルが発生したなど、 ※いずれも 時～ 時
法律上の諸問題の相談に応じます。
【問合せ】 経営支援課
【日 時】 ９月 日㈮
時～ 時
☎０４３―
２２７―
４１０３
月 日㈮
時～ 時
【相談員】 榎本 初雄（弁護士）

17 17

17

20 15

28
17

新たな議員
議員職務執行者の変更

代表取締役

内
二
取締役社長

人

直

田

博
原

千葉支社

千葉支社

木
執行役員千葉支社長

西

久
泰
支社長

鶴
下
代表取締役社長

萩

京葉工管㈱
㈱総武
東日本旅客鉄道㈱
㈱電通東日本
㈱千葉日報社

14

10

11

建設部会（大久保部会長）は、当所特
別会議室で、今年度２回目となる正・副
部会長、所属議員会議を開催し、今年度
事業である視察研修会と研修セミナーに
ついて協議を行った。
視察研修会に関する議事では、日程を
月 日（金）とし、
視察先は㈱竹中工務
店様のご協力により印西市にある竹中技
術研究所と浦安市内の建設工事現場に決
定した。研修セミナーは、来年２月の開
催とし、テーマを「ＡＩ」
「ＢＩＭ」
「外
国人労働者」などの中から決定すること
とした。最後にその他の事項として、会
員増強に関する最新の取り組み状況など
が報告された。

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。

7・8月
タイムライン

＜ちばインフォメーション＞

いきる伝統
つなぐ暖簾

伝統ある老舗の企業をご紹介

海苔の老舗

谷海苔店

〜 戦後まもない創業 〜

安定したおいしさの海苔をお届けし、時代に即した
お客さまの様々なニーズにお応えしていきたい

ても小売りではなく、栄町にある乾物

に決めたんだそうです。ただ店といっ

海苔が獲れることから海苔を扱うこと

り受けて店を始めました。千葉の海で

び始めていて、父もその中で店舗を借

ない状態で、栄町にいろいろな店が並

た。当時の千葉の街は焼け野原で何も

東京から千葉へ来て、商売を始めまし

います。それとともに事業自体が拡大

ですが、だんだん規模が大きくなって

の焼加工の機械も現在のもので５代目

焼海苔を選ぶようになりました。当社

消費者の嗜好がどんどん贅沢になって、

機械を導入しました。その後はやはり

焼海苔の可能性に目を着け、焼加工の

ていたものでした。けれども当社では

りました。

しいと言われます。そうしたニーズに

は半分の大きさや三角の形に切ってほ

ば、回転寿司などで使われる業務用で

合わせて海苔の加工ができます。例え

るようになり、お客様のリクエストに

を付けて、
缶や袋に詰めて、
お店に納め

るようになりました。その影響は絶大

なって、消費者が海苔になじんでくれ

です。おにぎりが手軽に買えるように

ストアで売られているおにぎりの存在

後押ししてくれたのがコンビニエンス

地域の特性とともに、海苔の人気を

と、大勢の人が買いにきてくれます。

した。この機会に会社を組織化し、私

社も一角に入れてもらうことになりま

という自負はあります。

のニーズをとらえる努力を続けてきた

となっています。常にそうしたお客様

で買いやすく食べきりやすい７枚入り

ランド商品として作っています。家庭

に合わず、今では当社のオリジナルブ

て販売していたのですが、それでは間

苔をはねて、それを「はねだし」とし

したものですね。
うちで全部焼いて、
味

今は扱っている海苔の９割が焼加工

お客さまのニーズに
柔軟に応える体制

柔軟にお応えできる体制を整えていま

で、
海苔を普及してくれました。
自宅で

それが当社の商売が軌道に乗り、長く

くカットされた海苔が売れるようにな

家庭でも使いやすいように細く、小さ

います。無理をすると味が落ちる。お

無理した商売をしないことを心掛けて

自分のお店の特徴をきちんと出して、

続けられるようになった理由だと思い

２０１１（平成 ）年から２０１３
（平成 ）
年には千葉市は家庭での海苔
の消費が日本一となり、その後も２位
や３位となっています。

お客様が購入できる状態を維持するこ

ています。味のいいものを年間通して

らないように仕入れに努力して加工し

ともあります。それを味がいつも変わ

状態が固かったり、薄かったりするこ

然の食品なので、仕入れる時の海苔の

客様は味にとても敏感です。海苔は自

りました。

この辺りも昔は海だったんです。だ
から千葉市の人は地元で生産された海
苔を家族で食べ、親戚にも送っていま

とが重要なんです。私の息子が後継者
となる予定ですが、そうしたことを将

味のいい海苔を通年で
提供できる努力を怠らない
納豆・卵・海苔は値段が変わらない

来的にも重視して、会社が継続されれ
ばと思います。

優秀な商品と言われています。当社も
年間値上げをしていなかったので
すが、海苔自体の生産量が下がって

代表取締役／谷 光雄
住所／千葉市中央区問屋町16-6
電話／043-242-4252

きて、生産価格が上がってきたため、
２０１６（平成 ）年 月に少し値上
げさせてもらいましたが、特に売り上
げに影響は出ませんでした。それだけ
消費者の方々に支えていただいている
のだと思います。
現在一番人気の商品は「はねだし」
。
最初は焼加工の時に切れてしまった海

谷海苔店
会社DATA

株式会社

11

コンビニエンスストアの
おにぎりが海苔の消費を後押し

ます。

ださい」というのが当社のモットーで、 海苔を使う人が増えました。そのため、

す。「海苔のことならなんでもご用命く

る卸団地の設置計画が持ち上がり、当

成田市の卸売市場に店を開くようにな

し、兄弟２人の応援を得て、千葉市と

１９６８（昭和 ）
年です。千葉県内の

現在の問屋町に移転したのは

苔専門の卸売業でした。

やお茶を扱う店などに商品を納める海

のまま使ったり、その都度炙ったりし

がほとんどですが、当時は板海苔をそ

とです。
今でこそ、
市販の海苔も焼海苔

一番変わったのは工場を設置したこ

が経営の責任者となったんです。

海苔の消費量が全国でも有数の千葉市で、戦後間もない頃から海苔の卸売業・小売業を手掛けて
きた谷海苔店。時代を超えて嗜好される海苔の魅力と企業努力をうかがいました。

終戦間もない頃、
栄町で創業
月です。終戦間もない頃、私の父が

当社の創業は１９４６（昭和 ）年
21

近代化事業の一環で、卸売業をまとめ

43

23

28

した。海が埋め立てられた今も海苔を

25

18
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1
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食べたり、贈り物にする習慣は残って
います。毎年 月新海苔の時期になる
11

Advice to management

平成

年度税制改正
（法人税以外）
石橋 秀樹

石橋公認会計士事務所
公認会計士・税理士

平成 年度税制改正が４月１日から施行となりました。
新聞報道が多かった所得税関係の配偶者控除の改正他と、資産税関係の自社株評価方法の見直し及び事
業承継税制の要件緩和に関して、解説します。

29

円超１２３万円以下（給与収入換算
ます。配当、利益、純資産の比重も
〈平成 年度税制改正の概要〉
１０３万円超２０１万円以下）
」
へ拡大
１：３：１から、１：１：１となりま
平成 年度の税制改正のうち、法人
されます。配偶者特別控除についても、 す。これにより、社歴の長い会社は評
以外に関しては、新聞報道が多かった
納税者の合計所得金額を３段階に区分
価の上昇が予想されます。一方、上場
のは所得税の配偶者控除の改正、医療
し、区分に応じて控除額が逓減します。 企業の株価上昇局面での評価上昇に配
費控除領収書の提出の改正、資産課税
配偶者の所得制限の緩和により、配偶
慮し、類似業種の株価について、
「課税
関係では、自社株の評価方法の見直し、 者の給与収入１５０万円以下の場合、
時期の属する月以前２年間平均株価」
事業承継税制の要件緩和等の見直しが
最大 万円の配偶者特別控除を受けら
が、加えられました。平成 年１月１
ありました。
れます。
日以後の相続・贈与で取得した財産の
〈医療費控除の添付書類の見直し〉
評価に適用されます。
〈配偶者控除・配偶者特別控除の見直し〉
確定申告の際、医療費の領収書の提
〈事業承継税制の要件緩和〉
平成 年分以後の所得税から適用と
出は不要となり、
「医療費の明細書」
を
なりますが、配偶者控除は、納税者の
提出することとなります。平成 年分
人手不足の状況で雇用の八割維持要
所得の多寡に関わらず、一定の金額で
以後の申告から適用となります。提出
件を満たせるように判定の端数処理を
したが、納税者の合計所得金額を３段
は不要となりますが、税務署長は、５
切り捨てに変更されました。また、相
階に区分し、この区分に応じて控除額
年間、領収書の提示又は提出を求める
続時精算課税制度との併用は認められ
が逓減するように改正されます。合計
ことが出来るとされましたので、５年
ていませんでしたが、併用が可能とな
所得金額１，
０００万円超
（給与収入１， 間領収書を保管する必要があります。
りました。この改正により、贈与税の
２２０万円超）
の納税者は、
配偶者控除
納税有用が取り消された場合に、相続
〈自社株の評価方法の見直し〉
はゼロとなります。住民税も同様の改
税よりも高税率の贈与税の負担が生じ
正となります。
自社株評価方法の類似業種比准方式
るリスクを軽減することが可能となり
配 偶 者 特 別 控 除 は、 配 偶 者 の 所
を見直し、配当、利益、純資産に関し
ます。平成 年１月１日以後の相続ま
得 制 限 が 緩 和 さ れ、
「 万円超 万
ては、連結決算上の数字によることと
たは贈与から適用となります。
円未満（給与収入換算１０３万円超
されます。この見直しにより、大会社
から１４１万円未満 ）
」から、
「 万
及び中会社の対象となる会社は増加し

29

76

29

原産国の表示について
は関税法 条において
「原産地について直接若
しくは間接に偽った表示
又は誤認を生じさせる表示がされてい
る外国貨物については、輸入を許可し
ない。
」
と規定されていますが、無表示
についての規定はありません。よって、
無表示であっても通関は可能です。通
関の際には関税率の確定のために原産
国が確認できるようなＩｎｖｏｉｃｅ
等の船積書類を提出してください。尚、
同法 条の 項には輸入してはならな
い貨物として
「９ 特許権、
実用新案権、
意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、
回路配置利用権又は育成者権を侵害す
る物品」
が規程されています。
商標権等
の侵害の有無にもご注意ください。（関

虚偽、誤認表示あるものや知的財産
を侵害したものについては関税法 条
により留置又は積み戻し等の措置が取
られます。
一方、輸入通関後、国内販売される
際には、以下の国内法令に違反しない
ようにも対処が必要です。
①景品表示法：同法に基づく「商品の
原産国に関する不当な表示」
（昭和
年公正取引委員会告示第 号）によれ
ば、〝
一般消費者が判別することが困
難であると認められるもの〟は不当な
表示となります。よって、中国の生産
者側にて原産国表示をするように依頼
するか、輸入通関後の国内販売の前段

29

29

ので、本年４月１日より所定の関税
が 賦 課 さ れ ま す。
（ 特恵関税の卒業

http://www.caa.go.jp/policies/policy/
representation/household_goods/law/
）
old/law_04_20170330.html
次に、通関時の関税等の賦課につ
いても確認が必要です。下記ＵＲＬ
に記載の通り、中国については特恵
関税の卒業措置がとられております

②家庭用品品質表示法：同法の
「繊維製
品品質表示規程」によれば繊維組成等
につき日本語の指定用語で表示するこ
とになっています。もし当該表示が中
国語の場合は翻訳が必要です。
（ 同 法 の「 繊 維 製 品 品 質 表 示 規 程 」

48

87

中国よりタオルを輸入する予定ですが、 タオルに縫い付けの布タグに素材や洗
濯表記はありますが、Ｍａｄｅ ｉｎ Ｃｈｉｎａ の表記がありません。 今回初めて輸
入し、 国内販売を行いますが通関の際の問題等につき教えてください。

タオルの原産国表示の有無について

貿易投資相談 Ｑ＆Ａ

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

38

38

階で、貴社にて原産国を表示するタグ
及 び 適 用 除 外 措 置： http://www.
を貼付するなどの対処を検討ください。
customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/
（告示第
号：
）
http://www.caa.go.jp/
imtsukan/1506_jr.htm
）
関税率については東京税関相談官室
representation/pdf/100121premiums_14.pdf
にて
（電話：０３ ３
- ５２９ ０
- ７００）
教示頂けますのでご確認してください。

34

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

38

71

税 法 条 文：
http://law.e-gov.go.jp/
）
htmldata/S29/S29HO061.html

34

11

20
夢シティちば 2017年₉月号
夢シティちば 2017年₉月号

21

29

29

30

Ａ Q

69

●対
●内

象 市内の民間事業所、自治会などの10〜30人程度のグループ
容 健康づくりのための運動についての講話と運動実技指導
（例）・肩こり・腰痛予防のためのストレッチ
・手軽にできる筋力アップ体操
・ウォーキング
・ラジオ体操
・ロコモティブシンドローム予防のための運動  など
＊ロコモティブシンドロームとは、骨、関節、筋肉な
どの働きが衰えることでくらしの中の自立度が低下し、
介護が必要になる可能性が高くなる状態をいいます。
土日、
祝日も可能。
●派遣可能日時 年末年始を除く毎日8:30 〜 21:00 。
●派 遣 回 数 各グループ原則１回です。

●所 要 時 間 30〜90分で希望に応じます。
●費
用 無料
●そ の 他 ・会場は、参加者に運動ができる場所を用意していた
だきます。
（事務室、会議室、廊下などでも可能。原則室内。
）
・体操着などは不要です。ただし、内容により要相談。
●申 込 方 法 希望日の１カ月前までに、申込書を
〒261-8755 美浜区幸町1-3-9
千葉市役所健康支援課へ郵送。
FAX 、E メール【下記】も可。
●申込書配布場所 健康支援課、各区保健福祉センター健康課。市ホー
ムページからもダウンロードできます。

〈問い合わせ〉 千葉市保健福祉局健康部健康支援課

電話 238-9968

FAX 238-9946

Eメール health@city.chiba.lg.jp

健やか未来都市をめざして～健診を受けて、生活習慣病の発症・重症化を予防しよう～

市 民 健 康 づ くり大 会

市では市民のみなさまに健康づくりへの関心と意欲を高めていただくため、「市民健康づくり大会」を開催します。今年度
は、会場が変わります！日頃の生活習慣を振り返り、楽しく健康づくりに取り組む機会として、ぜひご参加ください。

○骨密度測定（要事前申込）や血管年齢などの測定

健康づくりウォーク（８ｋｍコース）（申込不要）＊雨天決行
○スタート 新検見川公園 9時集合
○ゴール
イオンモール幕張新都心近く
12時頃解散

○持ち物
○参加費

飲み物、 帽子、 雨具、 健康保険証
100円

※骨密度測定は、 事前の申し込みが必要です。詳しくは、 市政だより9月15日号または千葉市ホームページをご覧ください。

女性向けＤＶ・児童虐待予防セミナー
講師 赤星たみこさん（漫画家・エッセイスト）
演題 「幸せ夫婦リメイク講座
～不幸予防はじめませんか？～」
日時 11月16日（木）11:00～12:00
場所 きぼーる 千葉市子ども交流館（定員255名）
千葉市中央区中央4-5-1
ＪＲ千葉駅より徒歩約15分
京成千葉中央駅より徒歩約5分

男性向けＤＶ・児童虐待予防セミナー
講師 松野真さん（昭和学院短期大学准教授）① 他
演題 「①ＤＶ・児童虐待の概要と助言の留意点」
「②ストレスへの気づきと対処について」
日時 11月17日（金）18:30～19:30
場所 千葉商工会議所14階 第2ホール（定員90名）
千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル２号館
ＪＲ千葉駅より徒歩約10分
京成千葉中央駅より徒歩約8分

結局は、その販路で売れるか否かは、
「メーカー自らの販売努力」
にかかって
いる。

○医療、 心、 歯や薬などの各種健康相談
○心臓マッサージ、 脳トレやＡＥＤ体験
など

３．解決策

健康づくり関連の催し物

「わかりました。じゃ、
ウチの場合はど
うすればいいですか」とＭ社社長は答え
を急いだ。私は「同行販売大作戦」を提
案した。とりあえずＫ社営業所にＭ社製
品を持って行って、昼間は、Ｋ社営業担
当と同行販売で顧客小売店を１件１件回
る。小売店の要請があれば、実地販売支
援も行う。夜は、Ｋ社の営業担当と食事
等で仲良くなる。Ｋ社が許せば、
「週三
日以上、三か月続けてみる」というもの
であった。最初、Ｍ社社長は、そんな人
員を割けないとか接待費が高くつくとか、
難癖をつけていたが、後々それ以上の見
返りがあるからと私は強く勧めた。Ｍ社
社長を中心メンバーとして、実際の現場
に回らせたところ、２週間もしないうち
に、
「先生、私の考え方が間違っていまし
た。現場も知らずして販売できると思っ
ていた私が甘すぎました。
」
とわざわざ連
絡をくれた。その後、順調に販売数は伸
び、２か月目後半には、３００台を突破
し、３か月目には、４００台まで達成し
たのである。Ｍ社社長は、やっと販売と
流通というものはどういったものかを身
をもって知ったのである。

●日時：10月14日（土） 午前10時～午後4時
●会場：イオンモール幕張新都心 グランドモール美浜区豊砂１－１

1

企業診断
小

ナビ
流通業者は売ってくれないものである

職場や地域の仲間と運動をはじめませんか？
事業所や自治会などで、健康づくりのための運動を行っている、またはこれから始めようとしているグループに、健康運動指導
士または健康運動実践指導者を派遣します。
ちょっとした時間を使って身体を動かすコツを覚え、日常生活の中で無理なく体を動かしましょう。

製品のためだけに、精力的に手間と労力
１．事例
をかけて売るようなことはしません」と
私は断言した。Ｍ社社長は、鬼のような
Ｍ社は下請加工業であったが、そこか
形相をしながら黙っていた。私の言うこ
らの脱皮を目指して自社商品を開発し
とが未だ理解できないまま、販売が思う
た。既に先発業者が成功を収めているも
ように振るわない現実があるため、いう
のだけに、大きな期待をかけての開発で
に言い返せないという状況であった。
あった。しかし有望と思われた販路は既
その後、流通網の基本原則についてレク
に競合が厳しく割り込む隙間がない。そ
チャーした。
こで、新しい販売チャネルとして、大手
①卸問屋が忠誠を誓っているのは、代理
卸問屋Ｋ社と、総代理店契約を結んだの
店契約しているメーカーではない。自
である。ところが売上はさっぱりで、契
社の業績に忠誠を誓っている。メー
約後 年で月商１００台がやっと、採算
カーの製品は、その業績アップの数あ
ベースの３００台には程遠い状況であっ
る道具の中の一つでしかない。
た。Ｍ社社長は、「販売は総代理店に任せ
②全国に販売網がある「大手」だから売
てあり、販売促進費まで負担しているの
れるとは決して限らない。
「大手」で
だから、Ｋ社が売るのは当たり前だ。な
あればあるほど、取り扱い製品が多く、
ぜ売ってくれないのだ」と憤慨していた。
営業担当者が目移りして、放っておけ
２．原因と課題
ば「より楽で簡単で、マージンが高く、
インセンティブあるもの」ばかり売っ
自ら販売をやったことのないド素人が
てしまうのである。
「大手」だからと
よく陥りやすい錯覚である。総代理店だ
いう理由で、過大な期待をかけること
から『勝手に売ってくれる』という考え
はしない。むしろ、新規性ある製品は、
方自体が間違っているのである。
「実は、
地域占有率の高い中堅問屋や製品知識
Ｋ社は、総代理店になったからといって
の高い専門問屋の方が、まだ話が早い。
売らなければならない責任など全く感じ
③メーカー側が販売手数料や販促費を負
ていないですよ。もっと言えば、Ｋ社の
担しようが、自動的に販売してくれる
関心事は、自社の業績であって、貴社で
まで期待してはならない。それらの負
はない。総代理店になったのは、貴社製
担は、「販路使用料という賃借料」でし
品がＫ社の業績に貢献してくれるかもし
かない。
れないと思って契約しただけです。貴社

チャレンジ運動講習会

中

外部からのお知らせ

中小企業診断士

野村 忠史

申 込 先 千葉県総合企画部男女共同参画課DV対策班
申込先はFAX（043-222-0904）又はE-mail（kyodo3@mz.pref.chiba.lg.jp）
［問合せ先電話：043-223-2376］
申込期限 平成29年11月9日(木) ※男女ともどちらのセミナーも申込可。応募多数の場合は抽選。
申込方法 ｢どちらかのセミナー名（女性向けセミナー）
（男性向けセミナー）
｣ ｢氏名｣ ｢性別｣ ｢住所｣ ｢電話番号｣「FAX
番号又はE-mailアドレス」｢セミナーを知ったきっかけ｣ をご連絡ください。ご参加いただけない場合はご連絡
します。
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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。

※「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。

会員事業課
【お問い合わせ】千葉商工会議所

当日は、小雨が降る生憎の天気でし

お願いいたします。

産業競争力強化法に基づき、 都道府県ごとに設置されている公正中立な公的

中小企業再生支援協議会は、中小企業再生に向けた取り組みを支援するため、

千葉県中小企業再生支援協議会
３年連続で中小企業再生支援全国本部より表彰

80 歳

機関です。千葉県は、千葉商工会議所を受託機関として、そのもとで活動して
います。

渡御が安全に行わることを目的に、警察

②企業・事業の再生実務経験豊かな専門家が常駐して相談を受けます。

平成 年より事業がスタートして今

どうぞお気軽にご相談ください。電話：０４３ ２-０１ ３-３３１

③地域関係機関（金融機関含む）全体でバックアップします。

統的な文化を大切にするとともに、
こうし

ある文化です。当所としても、千葉市の伝

お祭りであり、千葉市が全国に誇る歴史

「妙見大祭」
は、千葉氏と密接に関係する

と協力しながら交通整理を行いました。

御する際には、交通を円滑に図ることと、 ①相談企業の秘密は厳守します。

また、神輿が中央区中央二丁目を渡

央区内を巡りました。

祭
「妙見大祭」
が行われました。１１２７
たが、地域の方々と一緒に、精いっぱ

いの良い掛け声を出しながら千葉市中

たが、当所職員も商工会議所がある中

御仮屋におさめる宮出しが行われまし

る妙見様をのせた神輿を千葉城近くの

初日である 日には、千葉神社が祀

通整理員として参加しました。

輿の担ぎ手と、神輿渡御順路の自主交

ます。
当所も地元からの要請もあり、
神

的な祭りで、今年で８９１回目となり

間、一度も途切れることなく続く伝統

年に始まって以来、９００年近くもの

８月 日～ 日、千葉神社の夏の例

千葉神社の 「妙見大祭」 に参加

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

た取組などを通して、
引き続き地域社会に

千葉支社 千葉営業所 〒260-0013 千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館12階 TEL 043-224-1262

年で 年目を迎えます。
２次対応完了件数は、平成 年３月
末現在、全国で１２，
０９８件、うち千
葉県では３９２件と数多くの再生計画
策定を支援しており、これまでに 万

当協議会においては、平成 、 年

経済の維持向上に寄与しています。

年度約２，
３００名）が維持され、地域

人（千葉県２・６万人）の雇用（平成

45
28
度に引き続き、平成 年度の活動実績

27

きますようお願い申しあげます。
貢献する取組を積極的に行っていきます。

29

26

も 都道府県の中で上位の実績を認め

28

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
▲神輿を担ぐ当所職員（右から５人目と６人目）

られ、この度、３年連続で中小企業再
生支援全国本部より表彰されました。
今年度も、県内中小企業の再生のた
めに、多くの案件を手掛け、結果とし
て地域雇用維持確保及び地域経済活性
化のために活動していきます。

24
夢シティちば 2017年₉月号
夢シティちば 2017年₉月号

25

15

15

47

施いたします。

央区中央二丁目の担ぎ手として３名が
参加しました。

（左から）
成山センター長
（千葉）
、
木原専務理事
（当所）
、
山本統括
（千葉）
、
大庭氏、
木村氏
（全国本部）

16

47

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
22

TEL : 043-227-4101
▲商工会議所前の道路で交通整理を行う当所職員

秋の『福祉制度キャンペーン』のお知らせ
16

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

中心市街地ＮＥＷＳ
〈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

「ちーバルファームツアー」開催！

ションして、農産物の収穫体験や、

部会では、千葉市とコラボレー
千葉駅ＮＴＴ前集合

午前 時

行 程
  

まちづくり協議会ちーバル特別

採れたての野菜を味わう「ちーバ

である、おいしく・たのしく・し

します。当ツアーは千葉市の取組
「ラッカセイおおまさり収穫体験」

大塚秀農園見学

ルファームツアー」を９月に開催

あわせな地産地消の輪を広げてい
（若葉区東山科）

たべプロジェクト」の活動の一環
（若葉区富田町）

野口農園見学「ネギ収穫体験」

くことを目的とした「千葉市つく
として実施します。

バル」がコラボレーションして、

飲食店と消費者を結ぶため「ちー
地産地消ランチ

ちーバル飲食店による

今回は、
市内の生産者（農家）と

「ちーバルファームツアー」
を開催
（富田さとにわ耕園）

するものです。
生産者・飲食店・消費者交流会
（富田さとにわ耕園）
午後４時 千葉駅ＮＴＴ前解散

イオンモール幕張新都心での
つるし飾り体験会に参加
７月 日㈯、伝統文化委員会活動の一環として、

〈参考〉

つくたべ推進店について

☎２２７‐４１０３

議会事務局
（千葉商工会議所内）

千葉市中心市街地まちづくり協

■ちーバルについて

☎２４５‐５７５８

千葉市経済農政局農政部農政課

■ファ
 ームツアー、つくたべ
プロジェクトについて

問い合わせ先

市内産農産物
を購入したり、
食べられるお店
の情報をわかり
やすくするため、
「千葉市つくたべ推進店」と
して登録する制度を作りまし
た。今年は、第１期として農
産物直売所５店舗、飲食店
店、食品卸売事業者１店を登
録しています。
市民や千葉市を訪れた方に
千葉市地産地消推進店をＰＲ
し、親しみやすく利用してい
ただくため、愛称を「千葉市
つくたべ推進店」としました。
登録された店舗には千葉市つ
くたべロゴマークを使用した
登録証の掲示をしております。
15

「ちーバルちば祭り」開催！
昨年実施した「全エリア同時開
催」の「ちーバル本祭り」を本年
も開催することとなりました。本
年は、千産千消と鎌倉時代を連想
させる、ひしお（醤）を使用した
千葉氏グルメをテーマに千葉の地
産食材を使用したこだわりの料理
をご提供いたします。
※ひし
 お（醤）とは、味噌や醤油
の原形で、なめ味噌にしたり調
味料にしたりする。
開催日

月 日㈰全エリアを対象に開催

として、
「ベイエリアから探る千

外部交流研修委員会活動の一環

只中に、国、州からも支援を受け

年に完成しました。大恐慌の真っ

Ｍで、１９３３年着工、１９３７

フランシスコ視察研修に髙梨会長、 発行して、橋の建設にこぎつけた

葉のこれから」をテーマとした千

い」
、との声がよく聞かれると、イ

ずに、各郡の財産を担保に公債を

当日は、
髙梨会長、
古谷伝統文化

奥山理事、吉田理事が参加しまし

大人から子供まで、大勢のお客様

連携活動を重ね、より多くの方々
に継承していただける様、活動し
て参ります。

バンクーバー・サンフランシ
スコ視察研修に参加して   
奥山絵美
７月５日から９日迄
海外研修に参加致しま
した。カナダのグラン
ビルアイランドは、活
気に溢れた海沿いの街
です。空も海も限りな
く青く湿気が無く、爽
やかな風が心地良い素
敵なエリアでした。最
も憧れていたゴールデ
ンゲートブリッジは金
でなくオレンジ色でし
た。この橋の全長は、
２７３７Ｍ、主塔の高
さは、水面から２２７

出来ました。

麗な吊り橋をじっくり見ることが

しい良いお天気で、世界に誇る綺

めているのに、この日は、素晴ら

を送ります。何時も、霧が立ち込

そうです。人々の心意気にエール

オンリテール㈱の久保様からお聞

当会場の飾り用ブースでは、７

にご参加いただき大盛況でした。

をして頂き、一日平均３００名弱
の方にご覧いただきました。
お客さまから「作ってみたい」
との声や「キットを販売して欲し

今後も、イオンリテール㈱様と

月 日㈭から８月６日㈰まで展示

ずきつるし雛作りに挑戦しました。 きし、大変光栄に感じます。当日も、 た。

委員長、君塚副会長が参加し、ほお

葉商工会議所バンクーバー・サン

バンクーバー
視察研修に参加
サンフランシスコ

29

10

「つるし飾り体験会」
に参加しました。

10

―

―

―

―

―

開催日

平成 年９月 日（土・祝）
23

イオンモール幕張新都心グランドモールにて開催された

15

26
夢シティちば 2017年₉月号
夢シティちば 2017年₉月号

27

29

13

まちづくり事業情報

女性会
編集：千葉商工会議所

称されており、白井地区で発見され
また、千葉市の農産物の６～７割

平成 年 月 日㈰に、 月定例
「俺の蕎麦打ち体験・
会 夏
  季懇親会
俺たちの縁日」を千葉市若葉区川井
が白井地区周辺で生産されている実

名、ＯＢ ＯＧ 名、同伴者 名、 特産について、皆さんにもっと知っ
･
小学生 名、
未就学生 名）
と多数参 て頂きたいと思い、会場とさせて頂

72

定例会にお伺いし、他単会がどのよ
灯に、地元の小中学生が書いた短冊

ょうちんで、大きな鯛の形をした提

ＥＧメンバーが個々に色々と感じ、

コンテストなどを開催し、『青年部ス

や、中央ステージにてキッズダンス

ンバーと商店街が飲食ブースの出店

『フェスタ 会場』
では茂原ＹＥＧメ

のエリアにて活動されていました。

茂原ＹＥＧさんとしては、二か所

なしは、お出かけ事業として訪問の

その中でも茂原ＹＥＧさんのおもて

しながら参加者全員が楽しみました。

気の中、茂原ＹＥＧメンバーと交流

き、千葉市のお祭りとは違った雰囲

ＢＢＱエリアに席を用意していただ

さんのご厚意で、青年部スクエアの

千葉ＹＥＧメンバーは茂原ＹＥＧ

いました。

参加いただき、誠にありがとうござ

と思います。

ロウィン』に活かしていければいい

ります『親子三代夏祭り』
と『ちばハ

今年度の千葉ＹＥＧお祭り事業であ

今回のお出かけ事業で感じた事を、

他単会のお祭り事業の中で千葉Ｙ

クエアエリア』では縁日出店やＢＢ

お願いをさせていただいた時からお

対外交流委員会 委員長

高野大海

お忙しい中、沢山のメンバーにご

Ｑエリア、足水や鯛ちょうちんなど

祭り当日まで、ＹＥＧでつながって

親睦交流委員会

でお声掛けください。

小川広太

たはお近くのＹＥＧメンバーま

歓迎ですのでお気軽に事務局ま

定例会へのオブザーブ参加も

会してみませんか？

方、ぜひ、ぜひ千葉ＹＥＧに入

方・後継者の方・幹部従業員の

盟されている事業所経営者の

す。千葉商工会議所の会員に加

て下さる仲間を絶賛大募集中で

し合い地域社会の発展に協力し

千葉ＹＥＧでは共に自己研鑽

委員長

さらに地域に必要とされる存在へ…。

きました。「白井地区ならではの魅力

うな活動をしているのかを学ぶため
を貼ってもらうことで、短冊が鯛の

させてくれるものでした。

の
「お出かけ事業」
として、千葉ＹＥ

いる
『仲間』
ということを本当に感じ

「千葉在来」
は、まぼろしのそば粉と

す。今回蕎麦打ちで使用した蕎麦粉

魅力が無限大にあると思ったからで

運びづらい
『白井中学区』
地区には、

理由は、同じ千葉市内でも中々足を

今回、若葉区川井町を会場にした

りの演出をして場を盛上げました。

会メンバーで縁日の運営をし、夏祭

「俺たちの縁日」
では親睦交流委員

食べ、皆が満足気な表情でした。

深い などの声を上げておりました。
”
その後、自分が打った
「俺の蕎麦」
を

ったようで、皆一様に 難
“しい、奥が

た。大人でも苦戦しながらの作業だ

ズムよく出来ている姿も見られまし

のし作業を行い、切りの作業ではリ

子供たちは一生懸命に蕎麦粉をこね、

打ちをスタートしました。参加した

を対象とし、講師の指導の下、蕎麦

に子供たちを対象に、二組目は大人

「俺の蕎麦打ち体験」
では、一組目

感謝しております。

加して頂き誠にありがとうございま

11

がここにはある」と感じております。

12

した。親睦交流委員会一同、心より

7

を開催していました。

参加してきました。

ました。

町にある
「蕎麦御休憩処しらい庵」
に

7

績もあります。こういった千葉市の

9

て開催しました。
総勢 名
（現役会員

7

学ぶことが多かったと思いますので、

個人的に面白いと思ったのは鯛ち

29

15

鱗のようになっていました。

平成 年 月 日㈮に、他単会の

27

Ｇメンバー約 名で茂原七夕祭りに

28

20

28
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29

新入会員大募集！

「俺の蕎麦打ち体験・俺たちの縁日」開催
7

夏季懇親会
7月定例会
29

21

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

茂原YEGさんを訪ね「茂原七夕祭り」に参加してきました

青年部通信
千葉商工会議所

●○● お出かけ事業 ●○●

女性が活躍できる機会を創出し、環境を整える
～ものづくり企業を側面から支える人材を育成
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

高度ポリテクセンター
国が推進する働き方改革に則って、独立行政法人高齢・障
害・求職者雇用支援機構高度ポリテクセンターでは平成
年１月に女性が受講しやすい離職者向けの訓練コースを新
設しました。訓練内容だけではなく、受講生が子育てと訓
練の両立ができるよう、託児サービスなど訓練段階から女
性の社会進出をサポートします。
この新コースについて、指導課長の松浦康裕さんにお話を
伺いました。

高度ポリテクセンターとは

高度ポリテクセンター（愛称）
〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
電話043-296-2580
（代表）

で実際の会社勤めをスタート

そうした人材を育成するため

務、設計補助などの仕事に就

た助走期間になっていただけ
れば嬉しいと思いますね。

女性の発想やアイディアは

とても柔軟
このほかパワーマネジメン
ト・システム科（９カ月コー

就職支援アドバイザーが常駐

いています。

就学前の児童を扶養する求

し、再就職に向けて相談や書

に新設しました。

ス・定員 人） でも女性が２
人学んでいます。

「ものづくりアシスト・エ

職活動中の方で、訓練の受講

就職支援室も設置しており、

ア科」
で、ものづくり分野の間

ンジニア科」は６カ月間のコ

類の書き方などの指導を行っ

託児サービスも
活用できる

接的業務への就職を目指す方

と託児サービスの利用が必要

ワークを通して話し合いなが

での流れと知識を、グループ

の企画・設計・試作・評価ま

訓練内容としては、①製品

センターが申込者の居住地や

受けられます。高度ポリテク

本人負担）で託児サービスが

（おむつや食事などの実費は

訓練を受講している間、無料

くて、自分自身が目標を定め

中で、人と比較するのではな

っている受講生と一緒に学ぶ

様々な経験やキャリアを持

とハローワークが認めた方は、 ています。授業の中でも再就

ら習得、②３次元ＣＡＤによ

経路を勘案して、託児サービ

て、どこまで到達できるか。

（定員 人）
が受講中です。

今、女 性 の 社 会 進 出 が 一

るモデリングや、３Ｄプリン

スを利用できる施設を探しま

当センターのコースでも女
基づく図面作成方法、④ＮＣ

ースのいずれも利用すること

４人が利用しています。２コ

ても柔軟で思いがけないもの

性の発想力やアイディアはと

ます。

工作機械等を使用した金属の

原価管理、資材管理――など

方法、⑤生産管理、品質管理、

子供も託児生活に慣れた段階

を経験する人も多く、本人や

受講生の中には初めて託児

ていただきたいと思います。

据えて多くのことを身に付け

を発揮して、自分の将来を見

を生み出します。女性パワー

ができます。

1
切削加工や、機械部品の測定

1

職に向けての講義を設けてい

層加速し、子育てしながら働

タによる試作・検証、③２次

す。 期生は 人、２期生は

を構築しています。

ースで現在は７月から２期生

女性をターゲットとした
ものづくりサポート訓練

です。この期間が就職に向け

習得し、総合製作課題として

この訓練コースを設けるに

きたいという人が増えていま

アルファで、ものづくりの業

あたり、女性に配慮した訓練

できることも大きなポイント

高度ポリテクセンターには
種だったら、図面が読めると

環境も整備しました。

グループワークにより製品を

離職者訓練として「パワーマ

か、ある程度、機械の加工の

すが、一般的な事務だけだと

ネジメント・システム科」
「も

手順など基礎的な知識があれ

開発・製作します。

利用サービス 施(設の貸し出し な)ど、ものづくり分野に関わる専門的知識と技能・技術の高
度化を目指した職業能力の開発と向上のための様々な支援を行っています。

力開発セミナー 短期の研修コース 、技能・技術を習得して再就職を図ることを目的とした
(
)
離職者訓練 ６
９ヶ月の訓練コース）
、社員研修をはじめとした人材育成のサポート、施設
(、

対象は現場の第一線で活躍する在職者や再就職を目指す求職者で、レベルアップを図る能

政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しています。

的教育訓練施設として、平成２年に幕張新都心に設置されました。厚生労働省所管の独立行

高度ポリテクセンターは、ものづくり分野を中心とした高度な人材育成を総合的に行う公

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構千葉支部
千葉職業能力開発促進センター
高度訓練センター

求人も少ない。事務にプラス

のづくりアシスト・エンジニ

ば、企業の方も採用しやすい。 ち、 人が製造補助や製造事

ています。
中でも全国に先駆けた試み

として注目されているのが平
成 年１月に新設された「も

既に修了した１期生のう

ア科」の２コースが設置され

平成 年１月に
新コースを設置

29

（メインは女性）を対象に内容

のづくりアシスト・エンジニ

13

元ＣＡＤを用い、製図規格に

20

についての知識や基礎技術を

▲NC工作機械実習場

30
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夢シティちば 2017年₉月号

31

29

29

15

▲松浦指導課長
▲汎用機械実習場

特集
女性が活躍できる機会を創出し、環境を整える／高度ポリテクセンター

特集

特集
鈴 木 春 信（1725?―70） は、 錦 絵
の創始者の一人として活躍した浮世絵
師です。 若い恋人たち、さりげない日常
の光景、古典主題から発想された見立
絵など、詩的で洗練されたイメージを小
さな画面の中で豊かに表現しました。
本展では、質・量ともに世界第一級の
浮世絵コレクションを誇るボストン美術館
の所蔵品より、春信の活躍をほぼ網羅
する作品を中心に、春信を慕った喜多
川歌麿らの作品を含む約150点を紹介
します。 希少な春信の作品は8割以上
が海外に所在し、日本国内で作品を見
る機会は大変貴重です。 本物と出会う
最高の機会をお楽しみください。

開催中〜

10/23㊊

会
期： 開催中〜10月23日
（月）
開館時間： 10:00～18:00

鈴木春信《寄菊  夜菊を折り取る男女》明和６−７年
Nellie Parney Carter Collection―Bequest of
Nellie Parney Carter, 34.345 Photograph Ⓒ
2017 Museum of Fine Arts, Boston

▲本棚作成による企画・設計・製作実習

▲グループワーク

鈴木春信《見立玉虫 屋島の合戦》明和３−４年
Bequest of Miss Ellen Starkey Bates, 28.195
Photograph Ⓒ2017 Museum of Fine Arts,
Boston

講師：小林忠（岡田美術館館長）
９月10日（日）14：00〜15：30（13：30開場予定）／11階講堂にて／
定員150名／聴講無料

■②講演会「春信の豊饒な色―透明＆不透明な絵具の不思議」（事前申込制）

瀧 原 祥 夫

訓練センター長

のを学び、また託児サービス

置しました。ここで多くのも

の育成という新たな概念で設

いと思っています。

に幅広く活躍していただきた

などを活用して、女性の方々

ものづくりアシスト・エン

○藤記陽子さん

ジニア科受講中

ものづくりアシスト・エン

○石村友香さん

受講生

ジニア科受講中

と早くから働きたかったの

国の方針をいち早くとらえ

したが、自分で何かをつく

ですが保育園に入れず、ハ

て、新たな離職者訓練コース

ったりするのが好きだった

ローワークに相談したとこ

を設置しました。そうした先

ジニア科は、ものづくりの現

ので、ものづくりに関わる

ろ、このセンターを紹介し

導的な役割を果たすことも当

場に女性のパワーを注力する

企業への再就職を希望して

ていただきました。子育て

センターの大きな存在意義だ

ためにはどうしたらいいかと

います。受講期間は日々新

2

と考えています。

構想したもので、これまで自

中は孤独なので、ここで仲

子供が今、 歳半で、
もっ

分自身が機械加工や設計がで

しいことを学んで貴重な時

間と学ぶことはとても楽し

前職は全く異なる業種で

きるようになるのが目的だっ

間です。１歳５カ月の子供

いです。子育て中はどうし

ものづくりアシスト・エン

たコースとは全く異なります。

がいますが、託児サービス

※当日９：００より７階券売機で18：30の回チケットを購入ください。

ものづくり企業には、管理

●日時 ：１０月4日（水）１８：３０～２０：００
７階プラネタリウム集合
先着２００人
大人５１０円、高校生３００円、小・中学生１００円

ても自分の時間が細切れに

●日時：１０月7日（土）
・8日（日） １0：00～16：００
●場所：千葉市科学館・きぼーる内
科
 学実験、工作教室、講演会、サイエンスカフェなどイベントが

間を大切にしています。

１０月4日は十三夜のお月見。望遠鏡を使ってもう一つのお月見をし
てみませんか。悪天候の場合、プラネタリウム投影のみ行ないます。

を利用しているので、訓練

「中秋の名月」

等の間接部門や支援する業務

メインイベント

きぼーる星空観察会

なるので、託児サービスを

「千葉市科学フェスタ２０１7」

や就職活動に集中できるの

〒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

利用して自分と向き合う時

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

も嬉しいです。

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

部門等もあろうかと思います。

所蔵作品展「江戸美術の革命―鈴木春信の時代」

そこに着眼し、ものづくりに

【同時開催】

往復はがきに郵便番号、
住所、
電話番号、
氏名、
参加希望のイベント名、
人数
（２名まで）
を明記のうえ、
〒２６０−８７３３千葉市中央区中央３−１０−８千葉市美術館まで。
１通につき１イベントの申込み、応募多
数の場合は抽選。ホームページからもお申し込みいただけます。
申込締切
（必着）
：①８月３０日
（水）
②９月６日
（水）

直接携わる人材ではなく、周

※(  )内は団体20名以上の方の料金

講師：降旗千賀子（目黒区美術館学芸員）
９月18日（月・祝）14：00〜15：30（13：30開場予定）／11階講堂にて／
定員150名／聴講無料
【申込方法】

辺（間接）業務に携わる人材

※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

夢シティちば 2017年₉月号

▲3Dプリンタによる試作品作成

（事前申込制）
■ ①講演会「ボストン美術館の浮世絵コレクションと鈴木春信」

休 館 日： 10月2日
（月）
観 覧 料： 一般1,200円（960円）
大学生700円（560円）

33

▲3次元CAD実習

【関連イベント】

（金・土曜日10:00～20:00）
※入場は閉館の30分前まで

多数。常設展示とプラネタリウムを無料開放！

女性が活躍できる機会を創出し、環境を整える／高度ポリテクセンター
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