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《新春対談》

年頭所感

千葉商工会議所会頭

みても、昨年１年間の景況感は総
じて低水準のまま横ばいで推移し
ており、厳しい状況が続いていま
す。
いまや経済のグローバル化が進
み、世界の様々な動きがすぐにも
地域経済に影響を及ぼしてきます。
昨年 月の米国の利上げやＯＰＥ
Ｃの石油減産への方針転換などに
より、円安に伴う輸出を中心とし
た業種や企業の好調が期待される
一方、輸入原材料価格や物品の高
騰、さらにはそれに伴う消費低迷
などが、広く中小企業・小規模事
業者へ影響していくことが懸念さ
れます。また、米国や欧州をはじ
め国際政治の大きな動きがどのよ
うな影響をもたらすかを注視して
いく必要があります。
こうした中で、地域経済と共
に歩む中小企業・小規模事業者
は、積極的に地域の有する「人
材」
、
「知恵」
、
「資源」を利活用し、
自らを活性化していく必要があり
ます。このことが地域経済の活力
の維持・発展につながってまいり
ます。

商工会議所としても会員間はも
とより会員以外の様々な方々との
関係づくりを支援し、一体的な取
組を押し進めてまいります。その
ことが正に地方創生であり、総合
コーディネーターとして、その中
心的な役割を担っていかなければ
ならないと考えております。
こうした考えのもとに、地域経
済の振興に責任を持って、つぎの
重点的な取組を中心に各種事業を
展開してまいります。
一つ目は、中小企業・小規模事
業者の持続的な発展を図っていく
ことです。深刻化する人手不足に
対応し、若者はもとより女性や高
齢者などの多様な人材の確保に向
けてマッチング機能を強化すると
ともに、働きやすい環境づくりに
取り組んでまいります。また、大
きな課題である後継者の確保には、
事業承継引継ぎ支援センターの相
談体制を強化してまいります。こ
うした中で、生産性向上のための
ＩＴ活用が改めて注目されていま
す。当所の調査によると、今後の
ＩＴ投資はその多くが自社のホー
ムページに留まっており、生産面
や営業面などでの導入が強く求め
られております。
また、売上の維持・拡大に資す
るよう、会員事業者の紹介・ＰＲ
を強化するとともに、商談会や展
示販売などの機会の増加を図って
まいります。海外展開ではジェト
ロとの連携、会員間のネットワー
クの活用を更に推進していく必要
があります。
二つ目は、まちづくりを着実に
推進していくことです。市外から

多くの方が訪れる街の賑わい創出
の要となるのは、ＪＲ千葉駅を中
心とした中心市街地の活性化だと
考えております。昨年 月には新
駅舎が開業し、更には来年の駅ビ
ルの全面開業に向けて整備がなさ
れていきますが、これに伴う多く
の来訪者を中心市街地に回遊させ
ていくことが極めて重要となって
います。関係商店街や団体などと
共に中心市街地商店街等活性化計
画に基づく諸事業を展開してまい
ります。
千葉パルコや三越千葉店の撤退
など厳しい状況にありますが、千
葉市と連携し「千葉駅周辺の活性
化グランドデザイン」を踏まえた
再開発を着実に促進していかなけ
ればなりません。その取組にあた
っては、拙速にモノゴトを進めず、
どのようなものがこれからの活性
化に真に必要なのかを十分見極め
ていくことが大事だと考えており
ます。
２０２０年東京オリンピック・
パラリンピックの開催まで、あと
三年と迫ってまいりました。７競
技の開催都市として、千葉県・千
葉市をはじめ、関係諸団体とも緊
密に連携してその準備を着実に進
めていく必要があります。
世界から訪れる多くの方々を地
元ならではのおもてなしで迎える
とともに、文化面はもとより産業
面での千葉の魅力を発信し、また
新たなビジネス機会を創出してい
くことで、今後の地域経済の発展
につなげていかなければなりませ
ん。
このため、本年においては、機

運の盛り上げ事業の実施をはじめ、
これらの計画づくりとその具体化
など本格的な準備に取り組んでま
いります。
それらにあたっては、
増
加する訪日外国人観光客への対応
策と重ねてより効果的に進めてい
く必要があります。
現在、この３月の策定を目途に、
来年度からの３カ年にわたる中期
行動計画（仮称）の作成作業を進
めております。これまで述べた重
点的な取組を柱にするとともに、
地方創生への考え方を踏まえ、会
員はもとより市民をはじめ地域で
活動する様々な企業や団体、関係
機関との連携・協働を重視し、オ
ール千葉市での取組をより充実し
ていきたいと考えております。
そのためには、まずは商工会議
所の活動を広く発信し、多くの
方々に理解していただくとともに、
行政等への提言・要望活動をはじ
め商工会議所の各種事業の展開に
あたって、地域の抱える様々な課
題にもきめ細かく配慮していくこ
とが求められております。
そうしたことが、商工会議所の
ファンづくりとなり、多くの方々
の信頼を得て、地域での存在感を
示し、新たな会員の獲得にもつな
がってまいります。組織強化や財
政基盤の確立のためにも、新たな
時代に相応しい商工会議所づくり
が不可欠となっております。
結びに、こうした新たな取組を
約５１００の会員、青年部、女性
会の方々と一体となって全力で推
進してまいります。引き続き皆様
のご支援をよろしくお願いいたし
ます。
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石井俊昭

平成 年の新しい年を迎え、謹
んでご挨拶を申しあげます。
皆様には、日頃より千葉商工会
議所の事業運営に多大なご支援と
ご協力を賜り、心よりお礼申しあ
げます。
昨年 月に改めて千葉商工会議
所会頭に選任いただき、会頭とし
て３期目の重責を担い、心新たに
千葉商工会議所の更なる飛躍を念
願し新年を迎えております。
今回就任された議員の方々をは
じめ副会頭、委員長、そして部会
長などの全体的な若返りがなされ、
この新体制のもとに、変動する経
済社会情勢に柔軟に対応し、時代
の移り変わりが引き起こす様々な
課題に果敢に取り組む商工会議所
を目指してまいります。本年はそ
の第一歩を踏み出す極めて重要な
年だと位置づけております。
さて、我が国の経済状況は、引
き続き緩やかな景気回復基調が続
いていますが、地方や中小企業・
小規模事業者においては、未だそ
の効果を十分に実感できておりま
せん。当所が行う景気動向調査を
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が、
こうした取り組みを加速していか
なければなりません。
そして、
人手不足を解決するもう一
つの方策は、
「生産性向上」です。
中小企業の生産性は、
平均で大企業
の二分の一にとどまっていますが、
中
には大企業の生産性の水準を上回っ
ている中小企業もあり、
そうした企業
に共通するのは、
経営者の成長への意
識が高く、
ＩＴや設備投資などに積極
的であるという点です。
ここに生産性
向上の鍵があると考えます。
生産性向上の有力な手段として、
Ｉ
ＣＴ（情報通信技術）の導入がありま
すが、中小企業の取り組みは、まだわ
ずかにとどまっています。
経営者自身
の気づきを促し、ＩＣＴを超えて、デ
ジタル技術やＡＩの導入、
ロボットの
活用などにより、
工場の生産現場やサ
ービス分野の生産性の向上を図って
いくことが必要です。
人手不足には、
その解決を図る過程
で、
構造改革の中でも最も難しいと言
われている「働き方改革」を加速する
とともに、
若者と女性の活躍する場を
拡大し、さらには、ＩｏＴ、ＡＩ、Ｉ
ＣＴ技術導入の大きなインセンティ
ブにもなるポジティブな面もあると
言えます。
中小企業が直面するもう一つの課
題は、
「後継者の確保」であります。
商工会議所として、事業承継の支
援を積極的に推進するとともに、
事業
承継の大きなハードルとなっている
「事業承継税制の見直し」についても、
提言を続けてまいります。
我が国の付加価値額の約半分は、
三
大都市圏以外の地方で生み出されて
おり、
「地方創生の実現」は、潜在成
長率の引き上げと持続的な経済成長
に不可欠であります。また、
東日本大
震災や熊本地震の本格復興、
福島再生
の早期実現なしに日本経済の再生は
あり得ません。

港の役割はますます増大しており、
こうした成田空港のポテンシャル
を県経済の活性化につなげること
が重要となっています。また、今
後も増大が見込まれる首都圏の航
空需要に対応するため、成田空港
の更なる機能強化が提案されてお
り、県としても、地域の意見を真
摯に受け止め、関係機関と協議を
してまいります。
東京外かく環状道路 外(環道 と)
成田空港を最短で結び地域経済の
活性化に資する北千葉道路のうち、
県が施行している印西市若萩・成
田市北須賀間の４．２キロメート
ルについては、今年、開通いたし
ます。
来年度開通予定の外環道千葉県
区間に加え、北千葉道路、首都圏
中央連絡自動車道（圏央道）の未
開通区間について、１日も早い開
通に向けて取り組んでまいります。
県経済の活性化については、「第
３次ちば中小企業元気戦略」に基
づく中小企業・小規模事業者支援
策の推進や、健康・医療等成長産
業の振興等に取り組みます。
また、整備が進んでいる茂原市
と袖ケ浦市の２つの工業団地につ
いては、今年から順次入札を始め
ることとしており、引き続き戦略
的な企業誘致の推進に取り組んで
まいります。
２０２０年の東京オリンピッ
ク・パラリンピックの開催に向け
た様々な取組もさらに加速してい
きます。
昨年 月には、東京オリンピッ
クのサーフィン競技の会場が一宮
町の釣ヶ崎海岸に正式に選ばれ、

私は、地方創生の実現に向けて、広
域観光振興や農商工連携など、
地域の
資源や強みを最大限に活用した成長
産業を育成し、域外の需要、消費、投
資を取り込むことの重要性を繰り返
し申しあげてまいりました。さらに、
地域で産んだキャッシュは、
地域で消
費する循環を創出することが重要だ
と思います。
観光産業は、
担い手の大半が中小企
業であるとともに、
自動車産業に次ぐ
消費規模を持つ一大産業です。
現在、
全ての商工会議所に観光担当
者が設置され、
ネットワークを活かし
た観光商品の開発が進んでいます。
未
だ見落としている地域の自然や伝統
文化などを掘り起こして磨き上げ、
ス
トーリーをつけて売り出し、
地域を挙
げておもてなしをする持続的な取り
組みを、
一層加速していくことが必要
であると思います。
また、２０２０年オリンピック・
パラリンピックは、我が国の観光、文
化、特産品、技術等を世界的にアピ
ールする絶好の機会です。地方と都
市の広域連携により、国全体のバラ
ンスのとれた成長に繋げていくため、
各地域において、国際交流、ビジネ
スチャンスの拡大、観光振興等に積
極的に取り組んでいただきたいと思
います。
農林水産業も長い年月をかけて
育てられた貴重な地域資源です。大
規模化やコスト削減など、競争力
強化に向けた農業改革が進み、また、
２０２０年に輸出額１兆円を目指し
た政府目標が前倒しで達成される見
込みとなるなど、海外を含めさらな
る市場の拡大が期待できる成長産業
であります。
商工会議所と農林水産業団体との
連携によって付加価値の高い商品を
開発し、海外も視野に入れ、広く販路
を広げていくことが重要です。

合計８競技の県内開催が決定しま
した。
３年後の開催に向けて、各競技
のジュニア選手や障害者アスリー
トの育成強化を図るとともに、大
会に参加する選手・関係者、国内
外からの観光客へのおもてなしの
体制づくりや交通ネットワークの
充実などに「オール千葉」体制で
積極的に取り組むことで、本県の
一層の発展につなげ、その効果を
次世代にしっかりと引き継いでい
きます。
本年も、首都圏、そして日本を
リードし、県民が「くらし満足度
日本一」を実感し、次世代に誇れ
る「日本一の光り輝く千葉県」の
実現に向けて全力で取り組んでま
いります。
結びに商工会議所及び会員事業
所の皆様のますますの御発展と会
員の皆様の御健勝をお祈り申し上
げまして、年頭のあいさつといた
します。

さらに、地方の中小企業には、高い
技術力と競争力を持ち、
世界マーケッ
トを狙えるものづくり企業が数多く
あり、これも地域の重要な財産です。
こうした地方創生の取り組みを支
え、加速するのが、物流・人流の円滑
化を促す社会資本整備であります。
と
りわけ、
地方創生にとって効果が大き
い整備新幹線、高規格幹線道路、大型
クルーズ船に対応した港湾の整備、
コ
ンセッションを活用した空港民営化
などは、観光客の増加、設備投資の促
進、
雇用創出などに大きく寄与するも
のです。
民間投資を喚起するストック効果
を重視しつつ、商工会議所としても、
社会資本整備を強く要望していく必
要があると考えております。
政治的な混乱はあるものの、
欧米の
経済は堅調と言えます。ＯＰＥＣ・
非ＯＰＥＣ諸国の合意により原油の
減産が決まり、原油価格も適正な価
格に向け上昇し始めています。我が
国もまだ大企業の動きではあります
が、
景況感が好転しつつあります。こ
れは私の仮説ですが、我が国は、２～
３年間の時間的な猶予を得られ、時
間と腰を据えた取り組みが必要なサ
プライサイド政策に大きく舵を切る
チャンスを与えられたと言えると思
います。
私達は、
短期的な動きに一喜一憂す
ることなく、
与えられた猶予の大切さ
を認識した上で、
構造改革とイノベー
ションを着実に深化させていかなけ
ればなりません。
成長のトレンドを変
えるため、これから２～３年が、我が
国にとって勝負の年となります。
日本商工会議所としても、５１５
商工会議所、青年部、女性会、海外の
商工会議所等との緊密な連携の下、
企
業、地域、そして、日本経済の持続的
な成長の実現に向け、
全力を尽くして
まいります。
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三村明夫

員、介護従事者などの人材確保の
ための取組も進めてまいります。
県民の「安全と安心」も重要な
課題です。
災害発生時には、県や市町村が
行う「公助」はもとより、自分の
命は自分で守る「自助」
、
自分たち
のまちは自分たちで守る「共助」
が不可欠です。東日本大震災や、
昨年４月に発生した熊本地震の教
訓を決して忘れず、県民、事業者、
自主防災組織、市町村、県などが
一丸となり、地域防災力の向上を
図るための施策を推進し、災害に
強い千葉県づくりに努めてまいり
ます。
また、設置地域で侵入窃盗が約
６割減少するなど大きな効果があ
る防犯ボックスについては、この
春３か所で開設され、県全体で７
か所となります。引き続き、移動
交番車も効果的に活用し、地域防
犯力を一層強化していきます。依
然として多くの高齢者が被害に遭
詐欺」に対
われている「電話
しては、県、県警、市町村、民間
企業が連携した広報啓発活動を展
開して、卑劣な犯罪の撲滅に向け
て、粘り強く取り組みます。加え
て、交通安全については、今年４
月に「自転車の安全で適正な利用
を促進するための条例」を施行し
ます。自転車の安全利用をはじ
め、交通安全県民運動を一層推進
し、交通事故のない「交通安全県
ちば」を目指します。
同時に、本県の発展を支える社
会基盤の整備も重要です。訪日外
国人数が毎年過去最高を更新する
中、我が国の表玄関である成田空
de

％台まで下がってしまった潜在成長
率を引き上げることです。「人手不足」
と「生産性向上の停滞」が潜在成長率
を押し下げるボトルネックとなって
いますので、
サプライサイド政策に力
を入れて取り組むことが必要です。
サプライサイド政策の特徴のひと
つは、
政策の打ち出しから成果がでる
まで時間を要するということです。
ま
た、規制改革等の構造改革は、国全体
の効率化・生産性向上を図る政策で
あり、
一部の人には痛みを伴うことか
ら、
利害の調整という政治本来の役割
が必要となることも特徴です。
従いまして、政府も民間も、アベノ
ミクスのサプライサイド政策には、
時
間と粘り強い取り組みが必要である
ことを自覚するべきです。
こうした中、商工会議所として重
点的に取り組むべき課題は、
「中小企
業の成長の底上げ」と「地方創生の実
現」です。
中小企業が直面している最大の課
題が、
「人手不足への対応」です。
深刻化する人手不足に対して、
女性
や高齢者など多様な人材の活躍を推
進していくことが必要です。
中小企業
は、女性の活躍推進、柔軟な働き方の
導入、
高齢者の積極的な雇用など「働
き方改革」
をいち早く実践しています

千葉県知事
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森田健作

国勢調査によると、全国では人口
が減少している中、本県人口は５
年前と比較して約６千人の増加と
なりました。これは本県の持つポ
テンシャルの表れであると考えら
れます。しかし、 歳以上の人口
が初めて県全体の４分の１を超え
過去最高となる一方で、 歳未満
の人口は最低となり、少子高齢化
の傾向が鮮明になっています。
そこで、県では、高齢者が個性
豊かに安心して暮らし続けられる
よう、地域包括ケアの実現を目指
し、地域で支え合う体制づくりや
認知症施策の推進、介護施設の整
備促進等に積極的に取り組みます。
また、
「子育てサポート日本一」
を目指し、待機児童解消に向けた
保育所などの整備促進や、企業・
地域による支援体制の構築など、
子育て家庭を社会全体で支える取
組の推進を図り、併せて、すべて
の子どもが虐待から守られるよう
「千葉県子どもを虐待から守る条
例」を４月から施行します。
そして、少子高齢化が進む社会
を支える、保育士、医師、看護職
65

明けましておめでとうございます。
平 成 年の新春を迎え、謹んでお
慶び申しあげます。
昨 年 月の臨時会員総会におきま
して、各地商工会議所の皆様のご推
挙をいただき、日本商工会議所の会
頭に再任され、日商会頭として４回
目の新年を迎えました。各地商工会
議所におかれましても新体制のもと、
新たな年を迎えておられることと存
じます。日商としましては、改めて、
５１５商工会議所１２５万会員の皆
様と総力を結集し、商工会議所の使
命である、企業の繁栄、地域の再生、
日本の成長の同時実現に向けて、全
力で取り組んでまいります。
昨年は、世界中で政治的に様々な
サプライズが発生しました。加えて、
地政学的混乱の悪化、余剰マネー等
の動きによる株価や為替の大きな変
動など、振幅の大きい不安定な一年
でした。
本年もおそらく国際政治の大きな
動きが金融市場を揺さぶる場面など
があるかと思いますが、幸いにして
我が国には、世界に誇る安定政権が
ありますので、いたずらに動揺する
ことなく、じっくりと直面する課題
に取り組むことができます。
我が国の最大の課題は、足元で０・２

27

29

11

明けましておめでとうございま
す。
商工会議所及び会員事業所の皆
様におかれましては、輝かしい新
春をお迎えのことと心からお慶び
申し上げます。
皆様には、日ごろから本県経済
の活性化や地域振興に御理解、御
協力をいただいていますことに、
厚く御礼申し上げます。
昨年、３回目となる「ちばアク
アラインマラソン２０１６」を開
催し、今回から正式種目となった
車いすハーフマラソンを含め約
１万６千人のランナー、
そして、
前
回を超える 万人もの沿道応援者
に参加いただき、本県の魅力とお
もてなしの心を、国内外に発信す
ることができました。
また、
８月には台湾を訪問し、
台
湾当局に対し東日本大震災後続い
ている本県産農林水産物の輸入規
制の解除を私自ら訴えるとともに、
桃園市との間で友好交流協定を締
結し、幅広い分野で交流を進めて
いくこととしました。
さて、昨年発表された平成 年
36
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千葉市美術館／千葉市科学館

誇るべき文化を活かした千葉市らし
さが感じられるまちづくりや、東京
２０２０オリンピック・パラリンピ
ック競技大会に向けて、障害のある
人もない人も共にスポーツや交流が
できる共生社会の実現に、積極的に
取り組んでまいります。
地域経済の活性化につきましては、
引き続き「千葉市経済成長アクショ
ンプラン」に基づいて施策を推進し
てまいります。特に、
インバウンド施
策として、訪日外国人観光客のため
の総合検索機能等を有するウェブサ
イトである「千葉おもてなしＳＨＯ
Ｐガイド」や、ムスリム（イスラム
教徒）旅行者向けの「ムスリムおも
てなしマップ ｉｎ 千葉市」を活用し
た環境整備を図ることで、市内への
集客を行ってまいります。また、中
心市街地につきましては、千葉駅周
辺の活性化グランドデザインや千葉
商工会議所ほか４団体からいただい
た、千葉市中心市街地の活性化につ
いての要望内容の実現に向け、将来
のまちづくりの視点に立ち、スピー
ド感を持って取り組んでまいります。
こうした地域経済の活性化に関す
る様々な施策を効果的に推進するた
めには、貴会議所の皆様との連携が
重要であり、皆様のお力添えに期待
するところ、誠に大きなものがあり
ます。
本年も、 万市民の皆様とともに、
千葉市が魅力と活力にあふれた街と
なるよう、市政運営に全力で取り組
んでまいりますので、旧に倍したご
支援・ご協力をお願い申し上げます。
年頭にあたり、千葉商工会議所の
皆様のますますのご健勝・ご多幸を
お祈りいたしまして、ご挨拶といた
します。
97

新年あけましておめでとうございます。
昨年４月から会報誌の担当となり、試行錯誤をしながらですが、なんと
か年を越すことができました。取材では、様々な会員企業の方々から「さ
すが」
というお話から「そうなんだ！」
という意外なお話を伺うことができ、
広報ならではの貴重な経験をさせいただきました。今年も、皆さまが読
みたくなるような誌面作りができるよう取材をしていきたいと思います。
平成29年が素晴らしい年となりますことをご祈念いたします。

（企画広報室 E.M）

編集者のひと言

恒例の新春対談。今回は国立大学法人千葉
大学 学長 徳久剛史氏をお迎えし、石井会頭
とともに国際化が一層加速する中でこれから
の地域を支える人材づくりとは何か、また、
教育が果たす役割とは何かについて熱く語っ
ていただきました。司会は千葉市教育委員会
委員長職務代理者 和田麻理氏。

撮影／明角和人（明角写真事務所）

今月の表紙

青年部通信

特集

11

30 〜

33

国際化社会の中で地域を支える人材づくり
国立大学法人千葉大学 学長 徳久 剛史
千葉商工会議所 会頭 石井 俊昭
司会 千葉市教育委員会 委員長職務代理者 和田 麻理

熊谷俊人

13 〜

千葉県知事

に課題や悩みを抱える市内中小企業
行事に多くの方が千葉市を訪れまし
の販路拡大を支援するため、新規性
た。また、２年目を迎えたレッドブ
や独自性の高い優れた新商品等を市
ル・エアレースにおいては、千葉開
が認定してＰＲなどを行うとともに、 府８９０年を記念し、市民８９０名
その一部を試験的に購入し評価する
をパブリックビューイングに招待す
千葉市長
「千葉市トライアル発注認定事業」
を
るなど、市内外を問わず本市の魅力
導入しました。初回となる今年度は、 やルーツを発信することができただ
応募総数 件の中から、専門家等へ
けではなく、唯一の日本人パイロッ
の意見聴取などの審査を経て、新規
トである室谷選手が初優勝を飾るな
性などを持つ優れた新商品等 件を
ど、国外まで大きな話題となったこ
認定、
９件を準認定いたしました。
今
とは本市の都市ブランド向上に大き
回の認定・準認定商品について、市
く寄与しました。
内外へ積極的に商品を紹介し、販路
さらに、集客プロモーションにお
拡大を支援してまいります。
いては、本市の都市アイデンティ
グランドデザイン」を策定するなど、
加えて、企業立地面においては、
ティの一つである「海辺」の夜の楽
まちづくりの方向性を明確にしたほ
国家戦略特区への指定やグローバル
しみ方として、全国でも希少な観光
か、国家戦略特区の指定を受け、ド
ＭＩＣＥ強化都市に選定されるなど、 資源である「工場夜景」を発信する
ローンによる宅配サービスの実証実
千葉市が各方面から注目され話題を
ため、工場夜景を観光資源として活
験など、先進的なまちづくりの実現
集めている状況を最大限活用するた
用する都市が連携し、地域経済の活
に向けた取り組みを進めることがで
め、「ドローン関連産業」及び「ＭＩ
性化や賑わいの創出につなげていく
きました。また、ＪＲ千葉駅の新駅
ＣＥ関連産業」を補助対象業種に追
「全国工場夜景サミット」に正式加盟
舎開業やモノレール連絡通路の完成、 加するなど、企業立地補助制度を最
しました。
千葉中央港地区の旅客船桟橋等の完
大限活用し、企業の本市への新規進
迎えました本年は、各区役所にワ
成、稲毛海浜公園のシーサイドレス
出や追加投資に対する支援を積極的
ンストップサービスを行う窓口を開
トランのオープン、動物公園のリニ
に実施した結果、補助対象となる事
設するとともに、コンビニ端末での
ューアルオープンなど、これまでの
業計画の認定件数は堅調に推移しま
証明書類の交付を開始するなど市民
取り組みが結実する年でありました。 した。さらに、市内工業団地の分譲
サービスを向上させ、行政手続きに
さらに、
財政健全化については、
市
率も上がり、紹介できる用地が枯渇
かかっていた時間を市民の皆様に大
民の皆様のご理解をいただきながら
しつつある現状があるため、民間と
幅にお返しするための取り組みをス
進めてきた行政改革や財政健全化プ
共同での産業用地の確保に着手しま
タートします。
ランの取り組みにより、将来負担比
した。
また、保育所・子どもルームの待
率の政令市ワーストを脱却するなど
また、雇用・労働面においては、雇
機児童削減対策や、放課後子ども教
主な財政指標の改善が進み、一定の
用・労働環境の向上に国と連携して
室と子どもルームを一体化させたモ
成果が出てまいりました。
取り組み、企業による安定的な人材
デル事業の実施など、子育て・教育
経済産業分野につきましては、千
確保、求職者への「職住近接」の啓
環境を一層充実させるとともに、高
葉市の経済成長を目指すうえで重点
発など、
「働きやすいまち」を実現
齢者の皆様が住み慣れた地域で安心
的に取り組んでいく施策と、各施策
するため、市と千葉労働局との間で
して生活できるよう、地域の支え合
の事業展開の方向性について取りま
「千葉市雇用対策協定」
を締結しまし
いの体制づくりと要支援者などへの
とめた「千葉市経済成長アクション
た。
効果的・効率的な支援体制の確立を
プラン」に基づいた取り組みを進め
一方、市内観光行事においては、
進めてまいります。
てまいりました。
「幕張ビーチ花火フェスタ（千葉市
さらに、日本最大級の貝塚である
特に、産業振興面においては、優
民花火大会）
」や「千葉湊大漁まつり
加曽利貝塚の特別史跡指定を目指す
れた新商品等を有しながら販路拡大
（千葉市民産業まつり）
」などの恒例
など、本市が持つ素晴らしい自然と

教育が人材をつくる
トピックス

千葉商工会議所

景気動向調査
千葉商工会議所
10 〜

日本商工会議所会頭

石井
三村
森田
熊谷

俊昭
明夫
健作
俊人

千葉商工会議所会頭

千葉商工会議所の皆様、明けまし
ておめでとうございます。
希望に満ちた新年を、健やかにお
迎えのことと、お喜び申し上げます。
貴会議所の皆様には、日頃より、
千葉市経済の振興・発展はもとより、
市政各般にわたり、多大なるご支援
とご協力を賜っておりますこと、誠に
ありがたく、厚くお礼申し上げます。
昨年は、リオ２０１６オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会が開催
され、中でも、パラリンピックの自
転車、水泳、ウィルチェアーラグビ
ーの３競技で、本市ゆかりの５人の
選手が見事、メダルを獲得するなど、
市民に夢や感動を与えてくれた年で
ありました。
その一方で、４月に発生した熊本
地震をはじめ、台風や大雨による被
害など、地域における防災・減災対
策の大切さを改めて感じた１年でも
ありました。
市政に関しましては、千葉開府
８９０年を記念して、千葉氏ゆかり
の都市を招いてサミットを開催する
など、 年後の開府９００年に向け
た取り組みを始動するとともに、地
方創生の総合戦略や「千葉駅周辺の
活性化グランドデザイン」
、
「海辺の
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事業所名
㈱千葉銀行

氏

名

役員名

事業所名

役職名

氏

名

石 井 俊 昭

常 議 員

㈱ケーヨー

取締役

川 井 信 夫

常務執行役員・千葉地区副所長

斉 藤 輝 弘

常 議 員

小林公認会計士事務所

所長

小 林 廣 美

取締役副社長千葉支社長

粟生雄四郎

常 議 員

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 千葉支社

支社長

小 林 正 敏

一男

新日本建設株式会社

代表取締役会長

金綱

千葉市美浜区ひび野一ー四ー三
☎〇四三 二-一三ー 一
-一一一

泰伸

本年もよろしくお願い申し上げます

株式会社精美堂

代表取締役

望月

☎〇四三 二-二二 五
-一六一

千葉市中央区中央四 五- 一
-きぼーる二階

洋一

あなたの街のあなたのはんこ屋

株式会社セキネ

代表取締役

関根
千葉市中央区中央四 五- 一☎〇四三 二-二七 七
-四八一

定徳

本年もよろしくお願いいたします

株式会社世広

代表取締役

鈴木

千葉市稲毛区長沼原町七一八 一☎〇四三 二-一五 五
-七三三

本年も宜しくお願い申し上げます

堀 江 亮 介

常 議 員

㈱エム・アイ・エス・インターナショナル 代表取締役

小松美智子

副 会 頭

㈱精美堂

代表取締役

望 月 泰 伸

常 議 員

式田建設工業㈱

代表取締役

式 田 秀 穂

専務理事

千葉商工会議所

専務理事

木 原

稔

常 議 員

新日本建設㈱

代表取締役社長

髙 見 克 司

常務理事

千葉商工会議所

常務理事

河 野

功

常 議 員

東京電力パワーグリッド㈱ 千葉総支社 千葉総支社長

土田鋼太郎

監

事

㈱京葉銀行

取締役頭取

熊 谷 俊 行

常 議 員

東京ガス㈱

東郷康次郎

監

事

㈱千葉興業銀行

取締役頭取

青 柳 俊 一

常 議 員

東日本電信電話㈱ 千葉事業部 千葉事業部長

鳥 越

監

事

税理士法人 千葉中央会計事務所

代表社員・所長

手 島 英 男

常 議 員

㈱千葉測器

代表取締役社長

中 村 卓 見

常 議 員

千葉県酒類販売㈱

代表取締役社長

飯 沼 喜 規

常 議 員

並木木材㈱

代表取締役社長

並 木

常 議 員

㈱電通東日本

支社長

池 田 篤 則

常 議 員

千葉県信用保証協会

会長

名 輪 淑 行

常 議 員

千葉製粉㈱

専務取締役

伊 藤

永

常 議 員

㈱千葉薬品

取締役副社長

根 本 光 男

常 議 員

千葉テレビ放送㈱

代表取締役社長

上 田 誠 也

常 議 員

㈱はせべ

代表取締役社長

長谷部光一

常 議 員

日本通運㈱

千葉支店長

植 森

彰

常 議 員

㈱グリーンタワー

代表取締役社長

林

常 議 員

千葉興行㈱

代表取締役

臼 井 正 人

常 議 員

早野商事㈱

代表取締役

早 野 泰 広

常 議 員

三井不動産㈱

支店長

遠 藤

靖

常 議 員

㈱太陽堂印刷所

代表取締役

日 暮 秀 一

常 議 員

㈱千葉マツダ

代表取締役社長

大 木 康 正

常 議 員

㈲福井商店

代表取締役

福 井 晶 一

常 議 員

二宮産業㈱

専務取締役

大 串

隆

常 議 員

東日本旅客鉄道㈱

執行役員千葉支社長

藤 森 伸 一

常 議 員

旭建設㈱

相談役

大久保隆章

常 議 員

㈱ちばぎん総合研究所

取締役社長

水 野

常 議 員

イオンリテール㈱

代表取締役

岡 崎 双 一

常 議 員

宮川電気通信工業㈱

代表取締役

宮 川 欣 丈

常 議 員

医療法人柏葉会

副院長

柏 戸 孝 一

常 議 員

千葉信用金庫

理事長

宮 澤 英 男

常 議 員

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 千葉支店 千葉支店長

勝 澤

誠

常 議 員

福井電機㈱

代表取締役社長

村 杉 茂 治

常 議 員

勝又自動車㈱

代表取締役社長

勝 又 久 夫

常 議 員

㈱さつま屋

代表取締役

山 口 和 夫

常 議 員

千葉構内タクシー㈱

取締役副社長

加 藤 隆 行

常 議 員

ビィー・トランセホールディングス㈱

代表取締役

吉 田

千葉支社

千葉支店
千葉支店

柏戸病院

千葉支社

千葉支社

支社長

隆
浩

威 樹

創

平

旭建設株式会社

代表取締役

高橋
昌宏

千葉市中央区川崎町一 三-九
☎〇四三 二-六八 七
-一五一

人・街・未来を創造する

紘一

千葉市稲毛区小仲台二 六- 八☎〇四三 二-八七 八
-五九五

株式会社阿部

代表取締役

阿部

代表取締役

孝次

千葉市中央区中央一 一- 三住生・りそな千葉ビル三Ｆ

株式会社エム・アイ・エス・インターナショナル

本年もご指導のほどお願い申し上げます

取締役会長

エースター株式会社

㈱堀江商店

寺門

副 会 頭

千葉支社

☎〇四三 二-〇二 七
-一一一
本年も自販機での地域貢献をします

塚本總業㈱

代表取締役

健

ＪＦＥスチール㈱

副 会 頭

千葉市中央区弁天二 二-三 一☎〇四三 二-五四 四
-七五七

株式会社総武

取締役社長

久保

千葉市美浜区中瀬一 一-〇 二☎〇四三 二-七六 五-一二一

秀一

株式会社太陽堂印刷所

代表取締役

日暮

千葉市中央区末広一 四
- 二
-十七
☎〇四三 二-二二 一-一二二

ハートでつくります つたえます

武光

髙梨武光税理士事務所

所長

髙梨
千葉市中央区中央三 一-七 一☎〇四三 二-三九 七-七五五

株式会社千葉銀行

取締役頭取

佐
佐久
久間
間英
英利
利

千葉市中央区千葉港一 二☎〇四三 二-四五 一-一一一

いっしょがチカラ

副 会 頭

小松 美智子

東日本製鉄所

役職名
顧問

各種研修及び講演を行っております

宏祐

千葉市中央区長洲一 一- 一-〇
☎〇四三 二-二七 六
-三〇〇

京葉コンピューターサービス株式会社

代表取締役

並木

創立 周年のベンチャー企業

彩花

美樹

パーティー・コンパニオン

代表取締役

鈴木
千葉市中央区中央二 七- 一-〇
☎〇四三 三-〇八 〇
-八一〇

心からのおもてなしを目指して！

秀雄

千葉市中央区中央四 一-七 三☎〇四三 二-〇二 八
-六〇〇

株式会社サンケイちば企画

代表取締役

高原

48

社会保険労務士法人ＬＭＣ社労士事務所

代表社員

蒲島
千葉市中央区新宿一 八- 一-一
☎〇四三 二-四二 五-六七七

まかせて安心人事労務相談

久夫

勝又自動車株式会社

代表取締役社長

勝又
千葉市中央区本町二 二- 一-〇
☎〇四三 二-二七 二-一二一

威樹

株式会社グリーンタワー

代表取締役社長

林
千葉市美浜区ひび野二 一-〇 三☎〇四三 二-九六 一-一二二

情報とメディアをつなぐ

ＪＦＥスチール株式会社

輝弘

東日本製鉄所
（千葉地区）
副所長

斉藤
千葉市中央区川崎町一
☎〇四三 二-六二 二
-〇二六

夢シティちば 2017年₁月号

ホテルグリーンタワー幕張

栄男

京葉工管株式会社

代表取締役

内藤
千葉市美浜区新港一三九 二☎〇四三 二-四八 一-四七七

地域の明日を支えます

7

事業所名50音順

本年もよろしく
お願い申し上げます

誌上名刺広告

夢シティちば 2017年₁月号

6

恭一

ちばぎん証券株式会社
取締役社長

花島
千葉市中央区中央二 五
- 一☎〇四三 二-二二 一-一四一

喜規

千葉県酒類販売株式会社
代表取締役社長

飯沼
千葉市中央区要町五 七☎〇四三 二-二七 四-二六一
千葉の地酒から世界の銘酒まで２万種類

正人

千葉興行株式会社
代表取締役社長

臼井
千葉市中央区中央三 八
- 八☎〇四三 二-二二 四-二六五
千葉県・茨城県のシネコンチェーン

内藤事務所
所長

内藤 三地郎
千葉市中央区弁天一 一- 五
- 五-〇一
☎〇四三 四-四一 八-九八九
医療法人の節税・相続対策

保雄

株式会社日本資産総研
代表取締役

鷹野
☎〇三 五
-六八七 〇-九〇〇

東 京 都 千 代 田区神田平河町一 第三東ビル

信頼の総合資産コンサルティング

信一

野村證券株式会社千葉支店
支店長

渡辺
千葉市中央区富士見一 一
-四 一-三
☎〇四三 二-二七 二-一六一

喜樹

それ、野村にきいてみよう

株式会社博全社
代表取締役

松丸

千葉市美浜区新港三二 一☎〇四三 二-四四 七-七〇〇
人を想うセレモニー

俊一

株式会社千葉興業銀行
取締役頭取

青柳
千葉市美浜区幸町二 一- 二☎〇四三 二-四三 二
-一一一

英男

お客さまのＭＹ ＢＡＮＫ

千葉信用金庫
理事長

宮澤
千葉市中央区中央二 四
- 一☎〇四三 二-二五 一
-一一一
ともに歩みともに創る地域の未来

雅典

千葉倉庫株式会社
代表取締役社長

加藤
千葉市中央区出洲港一七 二☎〇四三 二-四二 〇
-四八七
低温倉庫・保税倉庫・検疫指定倉庫

千葉総合卸商業団地協同組合
理事長

石田 一太郎
千葉市中央区問屋町一 五-五
☎〇四三 二-四二 二
-六一六

泰広

早野商亊株式会社
代表取締役

早野
千葉市若葉区桜木六 一九 七-五
☎〇四三 二-三二 〇
-一四四
お客様に愛される店舗を目指します

隆

東日本電信電話株式会社千葉事業部
千葉事業部長

鳥越

千葉市美浜区中瀬一 三幕張テクノガーデンビルＤ棟一三階
☎〇四三 二-七四 二
-四八九

千葉支社長

伸一

東日本旅客鉄道株式会社千葉支社
執行役員

藤森

千葉市中央区弁天二 二-三 三☎〇四三 二-八四 六
-七〇〇
一月にＳＬが勝浦〜館山を走ります

茂治

福井電機株式会社
代表取締役社長

村杉

千葉市中央区問屋町一六 三☎〇四三 二-四一 六
-四〇一

正見

株式会社千葉測器
取締役会長

中村
千葉市中央区都町二 一-九 三☎〇四三 二-三二 二
-五四一
千葉測器は１００年企業を目指します

昌夫

千葉第一監査法人
代表社員

田中
千葉市中央区中央一 二- 一☎〇四三 二-二五 一
-二一二
企業・公益諸団体の会計監査

英男

税理士法人千葉中央会計事務所
所長

手島
千葉市中央区中央一 二- 一☎〇四三 二-二五 一
-二一一
企業・諸団体の会計指導・税務申告

正喜

千葉鉄工業団地協同組合
理事長

熊谷
千葉市花見川区千種町二九五 二☎〇四三 二-五九 〇
-二〇一

浩義

株式会社不二精工
代表取締役社長

清田

千葉市中央区都町一 一八 一-三
☎〇四三 二-三一 一
-〇一一
住宅設備機器・管工機材卸売商社

圭二

株式会社ベイエフエム
代表取締役社長

吉岡

千葉市美浜区中瀬二ー六ー一
ＷＢＧマリブウエスト二七階
☎〇四三 三-五一 七
-八七八
上質な音楽と、楽しいトークのＦＭラジオ

明美

株式会社ベイキューブシー
代表取締役

水上

敦子

千葉市中央区富士見二 七- 五富士見ハイネスビル
☎〇四三 二-二七 三
-三六一
ＩＴで地方創生を

星商株式会社
代表取締役社長

星

千葉市若葉区高品町一五九〇 五☎〇四三 二-三二 二
-四二一
お掃除は、プロにおまかせ！

誠也

千葉テレビ放送株式会社
代表取締役社長

上田
千葉市中央区都町一 一- 二-五
☎〇四三 三
-一一 二-〇五二
千葉県情報はチバテレ３チャンネル

塚本總業株式会社千葉支社
取締役副社長千葉支社長

粟生 雄四郎
千葉市中央区富士見二 三- 一☎〇四三 二-二七 三-三二一

英治

東方エージェンシー株式会社
取締役社長

谷口
千葉市中央区千葉港八 四☎〇四三 二-四一 八-二三一
損害保険・生命保険代理店

克巳

東方地所株式会社
取締役社長

市原

千葉市中央区栄町三九 一-〇
☎〇四三 二-二七 八-〇〇一
豊富な実績、確かな信用力

株式会社堀江商店
代表取締役社長

堀江 秀之介
千葉市中央区神明町三二 一☎〇四三 二-四一 九-一六一
エネルギー事業の事なら当社へ

達夫

株式会社幕張メッセ
代表取締役社長

藤野

千葉市美浜区中瀬二 一☎〇四三 二-九六 〇-〇〇一

欣丈

宮川電気通信工業株式会社
代表取締役

宮川

千葉市中央区院内一 二- 一☎〇四三 二-二五 一-三一一
情報通信設備のトータルサポート

山形屋商事株式会社ホテルスプリングス幕張

代表取締役

佐藤 フジエ
千葉市美浜区ひび野一 一-一
☎〇四三 二-九六 三-一一一
今年は酉年！飛翔する年です！吉日
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事業所名50音順

誌上名刺広告

業種別特徴 （▲はマイナス）

全産業

平成28年11月期

調査結果報告

千葉商工会議所景気動向調査

●建設業
前回調査と比較して、業況DIは2.4ポイント上昇して▲22.0
ント下降して▲18.2となった。業況DI・売上DIは３期ぶりの改
善、採算DIは２期ぶりの悪化となった。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

調査結果のポイント
売上推移

に、売上DIは17.1ポイント上昇して▲14.6に、採算DIは2.4ポイ

の見方になっている。
調査回答企業からは、
「人手不足を深刻に感じる」
「人手不足
がコスト上昇となっている」
「年末を控え多忙となりそうだ」な
どの声があった。

●製造業
前回調査と比較して、業況DIは9.3ポイント上昇して▲13.9に、
下降して▲26.5となった。売上DIは２期ぶり、採算DIは３期連
続の悪化、業況DIは５期ぶりの改善となった。向こう３ヶ月の
先行き見通しは、売上DI・採算DIは現状より上向くものの、業

採算推移

売上DIは7.8ポイント下降して▲24.0に、採算DIは6.8ポイント

況DIは横ばいになるとの見方になっている。

業況DIは３期ぶりに改善したものの、実態はほぼ 調査期間：平成28年11月17日（木）〜11月30日（水）
調査対象：千葉商工会議所法人会員事業所500社
横ばい。
深刻な人手不足が続いている。
〈回答：401社 回答率：80.2％）
先行き見通しでは、
製造業を除き改善が見込まれるも、 100
80
ほぼ横ばいであり、
慎重な見方が続いている。
60
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）

40
20

建設業
82社

製造業
79社

卸売業
80社

小売業
80社

サービス業
80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/

全産業業況推移

調査回答企業からは、
「ドルの状況が掴めず不安」
「大卒・新
卒募集が大苦戦」
「人材採用が思う様にいかず、
人員確保の厳し
さを痛感」などの声があった。

●卸売業
ト上昇して▲26.5となった。売上DIは３期ぶりの悪化、業況DI
は横ばい、採算DIは３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・売上DI・採算DIは全て現状より上

仕入単価推移

前前回調査と比較して、業況DIは0.2ポイント上昇して▲26.3
に、売上DIは3.5ポイント下降して▲24.0に、採算DIは1.2ポイン

向くとの見方になっている。
調査回答企業からは、
「今後の為替の動向が気になる」
「世界
経済の協力の枠組みの動きに注目している」などの声があった。

全体の特徴 （▲はマイナス）

●小売業
前回調査と比較して、業況DIは2.9ポイント下降して▲25.0に、
下降して▲18.8となった。業況DIは４期ぶり、採算DIは３期ぶ
りの悪化、売上DIは３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は現状より上向くものの、採

従業員推移

売上DIは7.0ポイント上昇して▲18.7に、採算DIは0.6ポイント

算DIは現状より下向くとの見方になっている。
調査回答企業からは、
「パート・アルバイトの賃金が上がった
が、
募集しても不足している」
「円安による輸入商材の価格上昇
が心配」などの声があった。

●サービス業
上DIは1.5ポイント下降して▲6.3に、採算DIは0.9ポイント上昇し
て▲12.5となった。売上DIは３期ぶりの悪化、業況DIは２期連
続、採算DIは３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、
「慢性的な人不足が
続いている」
「インバウンドの減少により売上高減少」などの声
があった。

11

夢シティちば 2017年₁月号

資金繰り推移

前回調査と比較して、
業況DIは5.8ポイント上昇して▲7.6に、
売

業況DI（前年同月比ベース、以下同じ）を見ると、前回
調査（平成28年8月、以下同じ）と比較して、小売業が下降
し、建設業・製造業・サービス業が上昇、卸売業が横ばい
となった結果、全産業合計DIは3.0ポイント上昇して▲19.0
となり、３期ぶりの改善となった。
また、向こう３ヶ月（12月～２月、以下同じ）の先行き
見通しは、建設業・卸売業・小売業・サービス業が上昇し、
製造業が横ばいとなる見込みとなっており、全産業合計DI
は現状より5.4ポイント上昇の▲13.6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・
サービス業が下降し、建設業・小売業が上昇した結果、全
産業合計DIは2.2ポイント上昇して▲17.5となり、２期連続
の改善となった。
また、向こう３ヶ月の先行き見通しは、全産業が上昇す
る見込みとなっており、全産業合計DIは現状より5.5ポイン
ト上昇の▲12.0となっている。
採算DIでは、前回調査と比較して、建設業・製造業・小
売業が下降し、卸売業・サービス業が上昇した結果、全産
業合計DIは1.4ポイント下降して▲20.5となり、２期ぶりの

悪化となった。
また、向こう３ヶ月の先行き見通しは、小売業が下
降し、建設業・製造業・卸売業・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2.4ポ
イント上昇の▲18.1となっている。
仕入単価DIは、２期ぶりに悪化。円安による原材料
価格の上昇等によるものと見られる。
従業員DIは、２期連続で上昇しており、深刻な人手
不足が続いている。
資金繰りDIは、２期連続の改善となっているものの、
長期的には横ばいとなっている。
全体を総括すると、業況DIは３期ぶりの改善となっ
たものの、実態はほぼ横ばいである。従業員DIが２
期連続で上昇しており、深刻な人手不足が続いている。
先行き見通しでは、製造業を除く４業種で改善が見込
まれているが、
「悪化」から「不変」への変化が主な要
因である。また、一部にはアメリカ大統領選の影響や
為替動向を懸念する声があった。

夢シティちば 2017年₁月号
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新春対談

当商工会議所は、去る 月２日㈮、リ
オオリンピック・パラリンピック組織委
員会で、サプライチェーン調達部門ディ
レクターを務めたジュアオ・エンリケ・
サラビア氏を招き、意見交換会を開催し
た。
２０２０年東京オリンピック・パラリ
ンピックでは、千葉市の幕張メッセで、
オリンピック３競技、パラリンピック４
競技の開催が予定されており、本意見交
換会は、地元企業の大会への関わり方に
ついて、意見交換を行うことを目的に開
かれた。
サラビア氏からは、リオ大会の概要に
関する説明があったほか、大会組織委員

国際化社会の中で
地域を支える人材づくり

12

サラビア氏(左)と粟生副会頭

会が策定した経済プログラムについて解
説があった。
リオ大会の物品調達にあたっては、予
算を抑える必要があり、ブラジル国内の
市場を発展させる狙いもあったことから、
ブラジル国内の企業を優先した。また、
法律や環境基準の遵守などのガイドライ
ンをウェブサイトで公開し、より多くの
地元企業が参加しやすい環境づくりに留
意したとのことであった。
当商工会議所では、競技開催都市の経
済団体として、千葉県・千葉市と協働し
て、両大会を成功させることはもちろん、
地域経済の発展に繋がるよう取組を検討
している。

県、 市、 千葉大、 東京ガスの代表者らと

千葉商工会議所ビジネススクール

地元企業のオリンピック・パラリンピックへの
関わり方について意見交換

教育が人材をつくる

講座案内

平成29年2月 講座名

日程・対象

受講料

総額人件費をコントロールする！ 貢献社員に報いて、成長企業へ！

2/7・14
（火）
（全2回）

（会員料金）6,480円

業績連動給与制度策定セミナー

13:30〜17:00
経営者、経営幹部

（一般料金）8,640円
教材費・消費税含む

総額人件費管理（適正労働分配率等）の考え方に基づき、月例給与、賞与、退職金の組立方を学習し、社員の努力を適正に評価し給与に繋げます。

そのマナーに自信はありますか？“知っている”と“できる”の違い！

あけましておめでとうございます。
平成 年が幕を開けました。

夢シティちば 2017年₁月号

石井俊昭会頭の新春対談シリーズ
も今年で７回目を迎えました。 今年

13

は「国際化社会の中で地域を支える人
材づくり」をテーマにお届けします。

和田 麻理

２０２０年に東京オリンピック・パ
ラリンピックを控えて、これまで以上
に、真の国際化とは何かが問われてい

会

千葉市教育委員会
委員長職務代理者

ます。そしてそれを担うのは人であり、

司

人を育てるのは教育です。
そこで、今回は千葉大学において、
専門的な知識や技能及び高い課題解
決能力、また高い知性や倫理観と豊

石井 俊昭

かな人間性を備え、国際的に活躍で

千葉商工会議所
会頭

きる人材の育成に取り組まれている、
徳久剛史学長をゲストにお迎えして、
新時代の人材育成について石井会頭と

徳久 剛史

ともに語っていただきました。

国立大学法人 千葉大学
学長

29

今さら聞けない接遇マナー講座

2/21（火）

10:00〜17:00
総務・経理担当者、中堅社員

（会員料金）12,960円
（一般料金）16,200円
教材費・消費税含む

知識と実習の両面から“普段の対応”と“正しいビジネスマナー”のギャップ、
“知っていること”と“できること”の違いを再確認していただきます。

平成29年3月 講座名

日程・対象

新入社員と上司の架け橋になる！
トラブルなく新人を育てるために！

新入社員受入側研修

3/7（火）

10:00〜17:00
管理者、中堅社員、職場リーダー

受講料
（会員料金）12,960円
（一般料金）16,200円
教材費・消費税含む

グループワーク・ロールプレイング及び演習を重視した実践的研修で、今までとは違う意識と役割を身に付け、レベルアップを図ります。

お問い合わせ

千葉商工会議所ビジネススクール

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

夢シティちば 2017年₁月号
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新春対談

グローバル化の中で

の４月からは２期目に入られますが、今
後の抱負をお聞かせください。
徳久 これからは学生たちのグローバル
化は必至です。
この３年間、
齋藤前学長が
敷かれたグローバル路線をさらに発展さ
せるということで取り組んでまいりまし
たが、その究極の形が２０１６年の「国
際教養学部」の新設でした。千葉大学に
とって 年ぶりの新学部です。今までの
概念と全く異なる学部をつくっていきま
す。
また千葉大学の周知をさらに充実させ
るため、広報戦略室を設置して、大学の
情報を外へ流すことを始めました。端
的な例はホームページ（ http://www.
）で、３年前とはがらりと
chiba-u.ac.jp/
変わり、皆さんがご覧になっても非常に
斬新なイメージだと思います。

和田 石井会頭は千葉市のご出身でいら
っしゃいますが、千葉大学にもゆかりが
おありでしたね。
石井 私は県庁近くの大和橋のそばで育
ってね。
小中はずっと千葉大の附属で、
当
時は千葉大学教育学部附属第一小学校・
中学校と言いましたね。
和田 学長が「学」の代表であれば、
石井
会頭は「経済」のトップとして重要な責
務を担ってこられました。昨年 月に
期目の会頭に就任されておりますが、会
頭としての抱負をお聞かせください。
石井 商工会議所の役割は、地域経済の
振興に責任を持つことです。この地域経
済を支えているのは中小企業なんです。
3

国内外の人々と交流を

事ですね。
石井 一方で企業側の課題も多い。中小
企業、特に小規模な企業は人が集まらな
い。このあたりが大学とうまくマッチン
グしていく必要性があると思いますね。
徳久 昔は教授が就職先の企業を学生に
紹介していました。ところが今の学生た
ちはインターネットで企業のエントリー
シートに記入して、自分で就職活動を行
います。千葉市の中小企業がそうしたエ
ントリーシートを出していないと、学生
たちには周知されていないかもしれませ
ん。
学生たちに認知されるようなエントリ
ーシートをつくる。あるいはどんどんイ
ンターンとして学生を企業に受け入れる。
そのようにして学生たちに知られるよう
にして就職先として選ばれるのを待たな
いと難しいと思います。

11

若い人材の確保へ

和田 新年あけましておめでとうござい
ます。今回は千葉大学の学長室にお伺い
していますが、まず、大学の学長とは具
体的にどんなお仕事をされているのでし
ょうか。
徳久 ２００４（平成 ）年に大学が法
人化されまして、それ以前と以後では大
きく異なります。以前は経営を含めて予
算はすべて国から来ていて、教育・研究
のことだけを考えていれば良かったんで
すが、法人化以後、国からの運営費交付
金が毎年減額となり、いかにうまく予算
をアレンジしながら運営していくかとい
う経営能力が大きく問われるようになり
ました。
和田 リーダーシップと経営力とが重要
になってきたわけですね。
石井 千葉大を応援する経済界の会があ
って、私もその事務局長時代には学長室
によく来ましたよ。
和田 学長に就任された時に「これを私
はやりたい」と思われたことはございま
すか。
徳久 私自身この大学の出身者であり、
～ 年過ごしてきて感じたのは、医療
の世界以外では千葉大の存在感がまだま
だ外に伝わっていないということです。
ですから学長になろうと決めた時に、千
葉大の良さが外に伝わるようにすること
と、後輩がいかに元気に羽ばたけるか、
「千葉大を卒業して良かった」
と思える大
学にしたいと思いました。
和田 学長に就任されて１期３年、今年

石井 就職などいろいろな課題はありま
すが、大学で一番大事なのはやはり人間
としての教育だと思います。
ただ、私も就職する時にはいろんなこ
とを考えましたね。卒業年度はちょうど
東京オリンピックの時で、その頃の運動
部員は幸せなことに引く手あまただった
んです。私も大手企業や都市銀行から声
が掛かりましたが、地元の金融機関に決
めました。「自分が都市銀行に負けない銀
行にするんだ」という気持ちで就職した
んです。今の学生はそういうのはあまり
ないですね。
和田 千葉で生まれ育ったことも一つの

22
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中小企業の皆さまと一緒になって千葉の
経済を盛り上げていきたい。そのために
も、その担い手である人材の確保が大き
な課題となっており、特に若い人材の確
保に大変苦慮しています。
和田 千葉市内の年齢別人口の若い層を
見ますと、 ～ 歳のいわゆる大学生世
代の人口は非常に多いのですが、卒業後
の年齢の人口が急激に減ってしまう。千
葉市にはたくさん大学があるので、市外
からもその年代の人口の流入があります
が、卒業後は市外で就職先を求めてしま
うということがあるのではないでしょう
か。
石井 実はそれが一番難しいところなん
です。
千葉市内には大学が多くあり、
それ
だけの数の学生がいるんですが、卒業す
ると市内から流出してしまう。それは地
域としての大きな課題だと思います。こ
れから大学の学長と経済界との懇談の機
会を設けて、対応策を進めていきたいと
思っています。
それと千葉市が非常に東京に近いとい
う立地条件が、いい面にも悪い面にも作
用します。就職の採用については残念な
がら悪い面に作用していると言えるでし
ょう。東京に就職先を決めて、千葉を出
て行ってしまう。千葉が東京の一部にな
っていると言っていいのかもしれません。
徳久 千葉市在住の人をみると、千葉市
内で就職している人が多いそうです。千
葉市に住んでいる人たちは古くからこの
地にいる人が多いので、千葉の良さをよ
く知っている。それで地元企業に就職す
るんだと思います。大学入学で千葉市に
流入した人たちが千葉に定着するために
も、地元に愛着を持ってもらうことが大
18

40

たけし）

徳久 剛史（とくひさ
としあき）

昭和23年、東京都葛飾区生まれ。私立開成
学園高校、千葉大学医学部卒業。千葉大学病
院内科研修医、大学院在籍中に米国スタン
フォード大学留学、昭和55年より千葉大学
医学部助手、昭和58年よりドイツ ケルン大
学留学、昭和62年より神戸大学医学部教授、
平成5年より千葉大学医学部教授、平成17
年より医学部長、平成23年より千葉大学理事、
平成26年より現職。
昭和17年、千葉市中央区生まれ。千葉県立
第一高等学校（現千葉高等学校）
、早稲田大
学商学部卒業。千葉銀行入行後、昭和63年
より総務部長、平成元年よりニューヨーク
支店長、平成 6 年より常務取締役、平成 9 年
より取締役副頭取、平成16年より取締役会
長などを歴任し、平成20年より顧問に就任。
平成22年より千葉商工会議所会頭、千葉県
商工会議所連合会会長。
昭和37年、東京都生まれ。早稲田大学政治
経済学部政治学科卒業。
アナウンサーとしてニッポン放送に入社。出
産を機に退社し、フリーで活動するとともに、
保護者会・地域活動に携わり、平成19～25年、
千葉市青少年相談員連絡協議会会長などを歴
任。平成21年より千葉市教育委員、平成25
～27年教育委員長、現在委員長職務代理者

国立大学法人千葉大学学長
千葉商工会議所会頭

和田 麻理（わだ

まり）

石井 俊昭（いしい

千葉市教育委員会委員長職務代理者

新春対談

理由でしょうか。
石井 そうですね。そうした恩を地元に
お返ししたいという思いもありました。
それから、「自分はトップになる」と新入
社員の頃から言っていました。営業でお
客さんのところを回って預金を勧めるで
しょう。その時も「私と付き合っておい
た方がいい。いずれこの銀行のトップに
なるから」と言っていたんです（笑）
。
和田 そういう野望というか向上心を持
った若い人材は今あまりいないと思うの
ですが、いかがでしょうか。
徳久 最近の千葉大学では、型にはまっ
た勉強だけでは将来に役立たないので、
アントレプレナーシップ（企業家精神）
を植え付けるようにしています。千葉大
学では、それを留学に求めています。そ
のため海外の大学等に留学拠点を か所
設置しており専従のスタッフを配置して、
学生が海外でできるだけ安全に学問に専
念できるルートを準備しています。そし
て、国際教養学部の学生には４年間のう
ち１回は必ず留学することを義務付けて
います。
和田 国際教養学部ができてまもなく１
年となりますが、新設以来、学内で変わ
った点はありますか。
徳久 国際教養学部の学生は非常に熱心
で入試では４倍もの倍率があります。そ
の波及効果なのか分かりませんが、他学
部学生の雰囲気も変わってきました。た
だ、国際的な教養人を育てるというのは
なかなか難しい。
通常、
新たな学部を作る
時にはもともと核になる先生がいて、そ
こから膨らませていきますが、今回は国
際教養という新分野なので核になる先生
があまり多くなく、外部から専門の教員

ップが徳久学長のように、「海外経験を積
ませないといけない」
と考える人で、
いき
なり国内の支店長を海外の支店長に据え
たんですよ。これは当時の行内では画期
的な人事でした。その一環で、私は「英
語が話せないニューヨーク支店長」にな
ったんです（笑）
。
和田 グローバルの先駆けでいらっしゃ
るんですね。徳久学長もドイツとアメリ
カの海外経験がおありですが、いかがで
したでしょうか。
徳久 僕の時代には医療面や研究面でも
やはりアメリカ、
ドイツが進んでいて、
そ
ういうところで自分がどれぐらい通用す
るのか、チャレンジしに行きました。今
は日本にいてもたくさんの情報が手に入
るので、学生たちは海外になぜ行くのか
も理解できないし、日本語で情報が入手
できるのになぜ英語で学ぶ必要があるん
ですかと言うんですよ。論文を書くとき
は英語だぞと言っても、実際に書いてい
ないから実感が湧かないらしい。
和田 行かないとわからない、言葉だけ
ではない現地の人との交流、まさに国際
交流ですけれども、そういったところが
今の学生にモチベーションを与えにくい
となると、大学の中での国際教養学部の
学生が担う役割も大きいのではないでし
ょうか。
徳久 その点について面白い話がありま
す。齋藤前学長の時代に学内にイングリ
ッシュハウスを作ったんです。その部屋
では、英語しか話してはいけないんです
よ。最初の頃は留学生だけが利用してい
ましたが、最近は国際教養学部の学生が
呼び水となり、多くの日本人の学生が利
用するようになり、今では大変な人気

を多く採用していますし、 年以上新し
い学部を創っていなかったので事務的に
も戸惑うことが多々ありました。どうい
う人材育成をするか、何をやったらいい
のか、ノウハウがないところから始めて
います。
石井 これからでしょうね。また、実業
社会とのふれ合いを多くするとお互いに
メリットが出てくると思うんです。それ
に学生にとっては体験が何より大事です。
でもその国に旅行したぐらいではだめで、
住むぐらい、企業で働くぐらいのレベル
でないと分からない。だから留学はそう
いう意味で意義が大きいんですよ。
私の勤務先でも海外に多く支店を持っ
ていたんですが、私の総務部長時代のト
40

スポットになっています。その意味では、
「千葉大は変わった」と言われます。先
日も千葉大への留学経験者が里帰りした
時に、
「どんな学生に尋ねても答えが英
語で返ってくる」と驚いていました。今
ではコミュニケーション程度の英会話は
多くの人ができますから、私は学生たち
に、英会話以外にもう一か国語の会話能
力「英語プラスワン」だと言っています。
石井 若いうちにそういう風に鍛えた方
がいいですね。私は千葉市国際交流協会
の理事長をやっていたから実感するので
すが、海外の人たちとふれ合う機会は本
当に重要だと思います。そういう意味で
は東京オリンピック・パラリンピックは
いいチャンスなんです。
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ニューヨーク支店長時代の石井会頭
（２列目右から３番目）
神戸大学医学部に在籍中の徳久学長
（1990年）

11

新春対談

産学連携で若い世代の
人間形成の支援を行う
和田 千葉市内でもオリンピック３競技、
パラリンピック４競技が開催されること
が決まっています。中小企業を束ねる商
工会議所がこれに向かっての目標などは
ありますでしょうか。
石井 実は私自身が束ね人なんです。
「２０２０年東京オリンピック・パラリ
ンピックＣＨＩＢＡ推進会議」が設置さ
れて、森田健作知事が会長で私が議長を
務めています。マラソン解説でも有名な
増田明美さんなど錚々たるメンバーが会
議に出席されます。
やはりオリンピック・パラリンピック
を盛り上げ、成功させなければなりませ
ん。そのためにも、行政、関係機関、団
体などと連携し、オール千葉で取り組ん
でいく必要があります。これを好機とと
らえて、その成果を域内経済に波及させ
るためにも経済界として知恵を出すこと
が大事です。
和田 大学の若い人材にとってもオリン
ピック・パラリンピックは非常に大きな
刺激になるのではないでしょうか。
徳久 そうですね。千葉大でも教育のチ
ャンスととらえています。オリンピッ
ク・パラリンピックに向け東京都市圏の
大学生が集まって積極的にボランティア
活動を始めています。驚いたのは、この
ボランティア活動をしているオリンピッ
ク学生団体「おりがみ」のリーダーは千
葉大生なんです。
そして、千葉大学としても統一的な組
織をつくったところです。その窓口に外

部から様々な要望がたくさん寄せられる。
そうした要望に的確にそして迅速に対応
できるような組織にしようとしています。
例えば企業などから「オリンピック関連
で参画したいけれど、何か支援してくれ
る人材はいないか」とこの窓口に投げか
けていただければ、その企業の要望にそ
って、こんな分野の研究や学生が役に立
てるのではないかとご紹介できます。
石井 ボランティア団体は数多くつくら
れているんだけれど、それらが束ねられ
ていない。
その束ね方をどうするかが、
難
しいんです。
和田 それは産学のお二方にぜひ手を携
えていただきたいですね。今から始めれ
ばこれから十分に連携がとれて充実した
ものになると思います。
徳久 例えば、祭りの神輿の担ぎ手がい
ない、と地域の方々から連絡が学生支援
課の方にあった時に学生たちに投げかけ
ると、留学生などは喜んで担ぎに行きま
す。以来、毎年参加するようになり、地
域を盛り上げてくれています。これは教
育の一環なんですが、こうした取り組み
をオリンピック・パラリンピックにつな
げていきたいですね。
石井 できることからやろうと声を掛け
ていくのはいいですね。

若い世代へエール
和田 そうした若い世代に望むことはど
んなことでしょうか。
徳久 大学に入る前の学生には他人を思
いやる心を持ってほしいし、大学に入っ
たら、世界の中の日本であることを強く

めて国立大学で第１位となりました。こ
自覚してほしい。そして全部英語でやり
こに至るまでに入試に関してもいろんな
とりできること。さらに、これからはＡ
工夫をしています。そうした中で国際教
Ｉ（人工知能）が急速に進化してくるの
養学部の新設で千葉大の存在を再認識し
で、ＡＩの基本であるデータ・サイエン
ていただいたと思います。
スの考え方を身に付けないと社会の中で
和田 そのほかにも「飛び入学」制度の
生きていけません。このＡＩの進化とグ
ローバル化は、急速に進んでいますので、 導入や、文部科学省の「スーパーグロー
バル大学創成支援」事業に採択されるな
乗り遅れないようにするだけでなく、そ
ど、
いろいろな面で注目を集めますね。
多
の先頭を走ってもらいたい。
石井 私は、好奇心を持ってもらいたい。 岐にわたる取り組みで学生が集まってき
ていますね。
しかし、何よりも大切なことは、人間と
徳久 あとは卒業生がどれぐらい日本を
してどう生きるか、親を含めて、もっと
動かすようになるか。その人たちがどう
教育が必要に感じます。私は終戦の時に
３歳で当時、千葉に疎開していましたが、 育ってくるかでしょう。
石井 いい先輩がたくさんいるというこ
千葉も焼け野原となった。
父の復員後、
千
とはとても心強いんです。それから、私
葉で商売を始めたんだけれど５歳ぐらい
自身は「あの人は頭がいい」とか「勉強
の頃、
母が私にこう言ったんです。
「こん
ができた」というのはあまり信用しない
なに何もなくなってしまって、あとは教
んです。
育しか残っていないと私は思う。だから
徳久 ええ、やはり大学における教育は、
お前が勉強したいと思ったらいくらでも
人間力の育成に尽きると思いますね。
やらせてあげる」
。
石井 あとは勉強の大切さを実感するか
私は長男で跡取りでしたが、あの頃は
でしょうね。私が入行した当時、
「大学
珍しく家庭教師をつけてくれたし、成績
を出ているのに何も知らないな」と言わ
が上がるとお小遣いをくれたので、それ
れたことがあるんです。それが悔しくて、
が楽しみで勉強しましたね（笑）
。
夜学（公認会計士コース）でも勉強しま
した。あの時、自分でお金を払って勉強
国立大学トップの実績
しようと思ったことが一つの財産なの
もしれない。どこでそういう気持ちにな
れるかということが大切だと思いますね。
和田 お二人にこれからますます加速す
る国際化社会に求められる人材はどうあ
るべきか、また、そういった人材の育成
についてお話しいただき、私も改めて教
育、そして人間力の大切さを感じました。
本日はどうもありがとうございました。
和田 教育が一番大事だという基本のと
ころにお話が落ち着きました。徳久学長、
最後に千葉大学のＰＲをお願いします。
徳久 何と言っても千葉大学は協定校へ
の海外派遣学生数が４年連続で国立大学
第１位なんです。留学しやすいように単
位取得も２カ月ごとにタームを変えてい
ます。それから入学志願者数が今年度初
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千葉市へ要望書を提出

10

11

中央公園を中心とした各商店街にお
いては、千葉駅からの来街者を誘引し、
賑わいを波及する役割が期待されてい
るところですが、本年秋にＪＲ千葉駅
新駅舎およびエキナカが一部開業する
ことによる来街者の一極集中化やパル
コ千葉店・三越千葉店閉店等による中
心市街地の空洞化が懸念されておりま
す。
すでに形成されている千葉駅からの
商業・サービス機能の連続性や人の流
れを維持することは中心市街地の活性
化にとって大変重要であり、このほど
千葉市が策定した「千葉駅周辺の活性
化グランドデザイン」で示されている
将来像を実現することが急務であると
捉えております。
この実現に向けて必要となる事項に
ついて、このたび、都市開発・産業政策
委員会の提言書（ 月 日に粟生・飯
沼両委員長から石井会頭へ提出）を基
に千葉市中心市街地の商店街および自
治会と協議し、意見を取りまとめ、
月 日に熊谷俊人千葉市長、鎌田栄経
済農政局長、服部卓也都市局長、永名
淳悟建設局長と面会し、以下の 項目
について要望書を提出いたしました。
11

目の前のお客様を大事にしていますか

10

した。しかし、お客様に対する対応は残
念なものでした。確かに平日の昼間とい
う時間ですので、お迎えする体制は整っ
ていなかったのかもしれませんが……。
実は、業歴が長い会社ほど古くからの
付き合いに慣れてしまい、新規のお客様
への対応ができていないということはよ
くあるのです。これらがよくわかるのは
小売業や飲食店。お客様をお迎えする入
口に段ボール箱などの荷物や、鉢植えの
植物が散乱してないでしょうか。店内に
は何年も放置している商品や備品はあり
ませんか？ポスターやＰＯＰが古びてい
たり、破れていないでしょうか。
昔から同じ土地で商売を行っている会
社は、長年お付き合いしている得意先が
あり、その売上で経営が成り立っている
ケースがよく見られます。価格も言い値
で、いつもある程度決まった量の商品を
届ける、そこには営業努力は何も必要が
ありません。
しかし、その得意先が急に仕入先を変
更することがあるのです。
人口が減り、
企
業が少しずつ淘汰されている中、生き残
るためには古い付き合いを見直す会社は
増えています。

⑴ 再開発の促進に向けた支援・優遇
措置
⑵ 居住人口増加に向けた環境整備
⑶ 中央公園周辺に新しいランドマー
クの創設
⑷ 千葉市中心市街地商店街へのアク
セス強化に向けた交通手段の確保
⑸ 葭川の再整備による中心市街地の
分断状況改善
⑹ 既存物件のリノベーションに対す
る支援
⑺ 新規進出事業所の誘致強化および
長期開業事業所への優遇措置
⑻ エリアマネジメント推進体制の構
築検討
⑼ 市道富士見 号線の道路再整備
⑽ 地域の防犯対策に対する補助・助成

■「客」をどう呼ぶか

29

ながるのです。

は意外と皆さんのことをよく見ていま
す。小さな行動の積み重ねが売上につ

本当にささいなことですが、お客様

ます。さらにお客様に関係のないもの
（備品や私物など）は徹底的に隠します。

お客様にいつみられてもよいように意
識を切り替えます。服装、背筋を伸ば
す、微笑みの表情で顔に緊張感を持たせ

②オンとオフの切り替え
お客様の目の前、店頭に立つときは、

①得意先の呼び方
アルバイトに至るまで「お客様」と
いう呼び方が定着しています。接客中
だけではなく、スタッフミーティング
でも常に「お客様」と呼ぶことで敬意
と感謝を忘れません。

では自身の会社でお客様にどのように
対応しているのでしょうか？売上の好調
な会社は、基本の接客用語やあらかじめ
定められた期日を守るだけではなく、意
識が異なります。

中小企業診断士

25

お客が来ない、売上が上がらないと嘆く経営者に何人もお会いし
ましたが、目の前のお客様にできうる限りの対応ができているので
しょうか？今回は売上を上げるための基本的な意識についてです。

中

■日帰り温泉での出来事
先日、仕事の帰りに近隣の温泉に立ち
寄ったときのことです。旅館が行ってい
る日帰り入浴を利用しようと、最も看板
や建物がきれいな旅館に入りました。平
日の昼間ということもあり、旅館のフロ
ントには誰もいなかったのですが・・・。
①フロントの奥で洗い物の音が聞こえ
る。何回も「すみませ～～ん」と叫ぶが
応答なし。また、呼び鈴もない。
②出てきた主人は、いぶかしそうな表
情。日帰り入浴をしたいと伝えたところ、
事務的にお金や利用に関する注意事項を
伝える。利用したタオルはフロントの箱
に入れるよう指示。
③風呂はこじんまりとしており、お湯
もよい。ただし洗面台に髪の毛がちらほ
ら落ちているのが目立つ。
④帰りのフロントは誰もいない。帰り
際に声をかけたが相変わらず反応なし。

■古い会社ほど要注意
後にインターネットで調べたところ、
この旅館は老舗で地元でも著名な旅館で

稲垣 桃子

左から髙野第３地区町内自治会連絡協議会長、石井会頭、
熊谷千葉市長、竹内千葉市中心市街地まちづくり協議会長、
鈴木第８地区町内自治会連絡協議会長、髙橋千葉市中央地
区商店街協議会長

ナビ

20
夢シティちば 2017年₁月号
夢シティちば 2017年₁月号

21

企業診断
小

手みやげに一番

ＥＧからも 名ほどで参加して参りま
した。私自身としては関東ブロック大
会に参加したのは商工会議所青年部に

月 日 ㈯ に 第 回関東ブロック
大会しずおか藤枝大会が行われ千葉Ｙ
文化と利き茶を通じておいしく健康的
な生活習慣を味わうことが出来ました。
お茶といえば煎茶でも玉露でも熱々で
飲む概念があったのですが、玉露は
度程度のお湯で注ぎ、いただく時には
直ぐに味わえる。こんなことを今まで
知らず生きてきて日本人として恥ずか
しく思い、ＹＥＧ卒業前に気づかせて
頂き本当に感謝致します。
大懇親会では山と海の志太地域の料
理を堪能し、各地域の懐かしい同志と
昔話に花を咲かせることが出来ました。
藤枝ＹＥＧメンバー渾身のおもてなし
を堪能することができ、ここまで要し
た労力を考えると頭が下がります。千
葉ＹＥＧにもこの大会を誘致できる日
が来るよう、私なりに少しずつ努力を
して参りたいと思います。
対外拡大委員会副委員長 渡 邊 圭 介

といえば日本三大玉露のひとつである
朝比奈玉露が有名で、玉露の里にて茶

入会して初めてのことでした。往復バ
スでの遠征ということもありメンバー
同士の交流もでき、恥ずかしながら数
名のメンバーとの名刺交換も車中にて
行いました。
式典会場では往路のバスの中とは違
い、厳粛な雰囲気で身が引き締まる思
いでした。また、式典会場の外では地
産地消の飲食店ブースがたくさん出店
されていて静岡グルメの匂いに誘われ
ブースで食し地元のお酒もたらふく
味わい、大変
「縁楽
（エンジョイ）
」
させ
て頂きました。
この大会で特に印象に残ったのが
分科会です。私は第二分科会の「茶楽

「アゲアゲ」
とは、「ＹＥＧに入会する
と、単会メンバー皆が営業マンで会社
の売上がアゲアゲ、自己研鑽が出来て
人間性もアゲアゲ、全国青年部会員数
万 千人だから人脈数もアゲアゲ」
といった意味で、非会員の方に気軽に
参加してもらいＹＥＧの良さや参加の

月 日
（水）
にＯＢ会員の店舗で
ある
「ペントハウス」
にてＹＥＧの会員
拡大を目的とした事業「ＹＥＧアゲア
ゲ交流会」
を開催しました。

だき、副会長謝辞の後和やかな雰囲気
の中閉会しました。ゲスト参加された
中から複数名が入会の意思を示してお
り、また興味を持った方も多数いたよ

会員からの入会体験談を判り易く等身
大の言葉で伝えました。また会場後方
ではプロジェクターを使い過去の事業
をスライドショーで流し、各会員はス
ライドに映る事業についてのエピソー
ドなどを説明していました。
最後にゲスト参加者より感想をいた

スト参加者へＹＥＧの魅力や過去の事
業内容の説明をしたり、入会のメリッ
トなどを伝えました。その後、会長経
験者によるＹＥＧ紹介スピーチを行い、

対外拡大委員会副委員長 篠 塚 大 三

しやすさをアピールした内容でした。
会長挨拶から始まり続けて担当委員
長から簡単な趣意説明が行われ、今回
千葉ＹＥＧに興味を持って参加して下

藤枝大会大懇親会

うに感じた事業でした。今後も会員拡
大に注力し地域の発展のため千葉ＹＥ

小川会長挨拶

さったゲストの方々からの自己紹介を
頂きました。名刺交換についてはグ

16

Ｇの仲間を増すことを目指して邁進し
ていきます。

11

ループごとに行いました。ご参加して
下さったゲストの方々と会員がお互い
に打ち解けられるように飲食を交え歓
談中心で親交を深めつつ、会員からゲ
長坂直前会長からYEGの紹介説明

〈新入会員紹介〉

ゲスト参加者挨拶
理事会新入会員承認式

36

（ちゃらく）
」
に参加してきました。
藤枝

沙織里

月入会
12

29

3

2
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夢シティちば 2017年₁月号
夢シティちば 2017年₁月号

23

千葉支社

Le Petite Joie

地域情報誌「ちいき新聞」発行事業、
販売促進総合支援事業、その他
洋菓子製造販売

☎043-223-0185

㈱地域新聞社

☎047-485-5880

（しばた さおり）

早川

崇博

柴田

（はやかわ たかひろ）

45

藤枝大会式典

25

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

しずおか藤枝大会参加レポート

第36回 関東ブロック大会

11月定例会 会員拡大に資する事業
〜YEGアゲアゲ交流会〜開催
10

5

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

月 日㊏〜

月

日㊏

創業のノウハウを学ぶ
創業スクール

幕張新都心地区会員交流懇談会

月 日㊎
新都心地区会員の
人脈づくりの一助に
異業種交流会例会

月 日㊍
千葉県商工労働部職員を招聘し
研修会を開催

日㊊〜

日㊌

ホテルニューオータニ幕張において幕
異業種交流会は、千葉県商工労働部経
張新都心地区の会員に限定した幕張新都
済政策課の二川健一郎主幹（同行 数枝木
哲主事）
をお招きし
「地方創生の実現に向
心地区会員交流懇談会を堀江副会頭出席
けて～地域経済の循環と中小企業支援」
のもと開催した。
をテーマに研修を行った。
当交流会は、平成 年からスタートし
平成 年より我国は人口減少時代に突
て６回目となり、今回の講師には、アテ
入。千葉県も同年をピークに人口が減少
ネ・北京オリンピックのフェンシング日
日本フェンシング
するとともに、人口分布では年々、若年
本代表で、現在（公社）
協会 アンチ・ドーピング委員会 副委員
層が減少する一方で高齢者層が増加して
長の池田めぐみ氏をお招きし、「スポーツ
いる。我が国の人口減少と東京一極集中
の未来への投資」というテーマで、熱の
の是正を図るため、地域の特徴を活かし
入ったお話を伺った。
た
「地方創生」
と、
その鍵となる
「地域内総
池田氏からは、フェンシングを始めた
生産」
について解説された。
きっかけや、自身のオリンピック出場時
続いて中小企業支援については、高
の思い出、現在大きな問題になっている
齢化を背景とした廃業の対応
（事業承継）
、
ドーピングの現況・課題などについて、
新陳代謝による創業促進、生産性向上の
ユーモアを交えながら語っていただいた。 ためのＩＴ活用、人材育成・人材確保な
また、東京五輪・パラリンピック開催に
どについて解説された。
向けての次世代選手育成の重要性などに
その後は、質疑応答と東京オリンピッ
ついても熱く語った。
ク・パラリンピックにおけるビジネス
チャンス等について意見交換を行った。
最後に二川主幹よ
り「中小企業の皆様
との情報共有や意見
交換を通じ、真の地
方創生を実現したい
と考えています。お
気軽にご連絡くださ
い」と呼びかけを頂
いた。

月

東京駅ＫＩＴＴＥの千葉県アンテナ
ショップに当所ブースを出展

日㊎

消費者ニーズのキャッチと
伝統の融合

月

総合リスクマネジメントセミナー
販路開拓支援事業

11

21

23

経営講習会

講師に東京海上日動火災保険㈱の横山
お昼の交流会として開催している第５
昌彦氏を招き、総合リスクマネジメント
回定例会員交流会を、当所第１ホールに
セミナーを開催した。
て開催した。
広報危機管理のテーマでは、記者会見
今回の講師には、株式会社千疋屋総
のＮＧワード等を過去の事例を参考に解
本店 代表取締役社長の大島博氏をお招
きし、
「サムライ弁蔵 水くわし売り出し
説。
リコール対応のテーマにおいては、
リ
１８２年」というテーマで、熱の入った
コール実施の判断基準、ＰＬ（製造物責
お話を伺った。
任）
とリコールの違いを語り、
予防措置を
大島氏は、
「初代の弁蔵から、６代目
説明した。
に当たる私まで、戦争を跨いで様々な試
ＢＣＰ
（事業継続計画）
のテーマでは、
ＢＣＰ策定の目的やＢＣＰの対象リスク、 行錯誤を経ながら現在の姿になっている
が、経営というものは、終わりのない旅
休業補償の重要性について講義を行い、
と同じである。永久に続く事業（会社）
ＢＣＭ
（事業継続管理）
構築のプロセスを
はなく、
その時代時代のお客様（消費者）
５段階のステップで説明した。
のニーズに合わせた販売方法・品揃えが
ある反面、どのような時代でも不易な精
神・こだわりはあるはずで、それがいわ
ゆる『伝統』というものではないかと思
う。
」と語っていた。
また、経営者は、常に探究心を忘れて
はならないと語っていた。

当所は 月 日㈪から 日㈬の３日間
に渡り、千葉県が東京駅ＪＰタワー・Ｋ
ＩＴＴＥの地下１階イベントスペースで
実施するアンテナショップ
「ちばＩ・ＣＨ
Ｉ・ＢＡ」の一角にて、千葉商工会議所
ブースを出展した。
「ちばＩ・ＣＨＩ・ＢＡ」
では県内各地
の特産品、工芸品などの販売、市町村等
のＰＲコーナーが設けられ、当所では経
営支援課が取り組んでいる販路開拓支援
事業の一環として、千葉県産の落花生等
の販売と当所のＰＲを行った。
出展場所であるＫＩＴＴＥは東京駅と
地下通路で直結していることから、丸の
内のオフィスに通勤する関東近辺在住の
ビジネスマン・ＯＬや全国から上京した
人々が当アンテナショップに多数訪れ
た。アンテ
ナショップ
には県内各
地から魅力
ある産品が
多数集まり、
千葉県の魅
力を改めて
アピールす
る良い機会
となった。

23

月 日㈯から 月 日㈯の毎週土
曜日（５日間）
、千葉商工会議所創業ス
クールを開催した。
スクールでは、市内を中心に活躍する
経営の専門家を講師陣に迎えるとともに、
市内に拠点を持つ支援機関から講師をお
招きするなど、地域全体が連携して地元
での創業支援に向けての取り組みを行っ
た。また、スクール開校に先駆けて行わ
れた９月３日㈯のプレセミナーでは当所
専門相談センターを利用して市内で実際
に創業した経営者から創業や実際の経営
にまつわる体験談を伺うなど受講生の関
心の高い生身でより実践的な内容が提供
された。
今年度創
業スクール
には市内外
から 名の
受講者が集
まり、起業
への熱い志
を抱く受講
生たちがお
互いに切磋
琢磨しなが
ら、それぞ
れの起業に
向けての準
備を進めた。

11

第５回定例会員交流会

月 日㊌

17

23

21

12
12

11

11

11
11

11

月 日㊍
17

新入社員フォローアップ研修会

入社後の半年を振り返る

11
入社半年を経た新入社員対象のフォ
ローアップ研修会を、三和インターナ
ショナル㈱の加藤栄子氏、木村三起子氏
を講師に迎え開催した。
挨拶・身だしなみ等の基本を振り返り、
社会人としてのマナーを再確認するとと
もに、グループワークの時間を多く設け、
参加者間で悩みを共有、解決案をディス
カッションした。
参加者からは、「お辞儀や挨拶を見直す
機会となった」
「仕事のストレスや悩み
を共有することができた」等の感想があ
り、仕事に対する意欲を新たにしたよう
であった。

24
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Time Line 10・11月
タイムライン

時～ 時
時～ 時

月 日㊋
２つの議案を審議、
承認可決される
第２４７回常議員会

29

月 日㈪には、財務省関東財務局千
月 日㈫、当所第１ホールにて第
葉財務事務所 財務課長 井口剛氏・㈱ち
ばぎん総合研究所 専務取締役 松永哲也
２４７回常議員会を開催した。
氏・㈱帝国データバンク千葉支店 支店
会議開催前に、日本商工会議所総務部
長 小田切宏光氏を講師に迎え、経営セミ
組織・運営課長 松本憲治氏をお招きし
についてご講演い
ナー「県内経済動向」
を開催し、 名が参 「重要政策課題の動向」
ただいた後、会議に入った。
加した。 名の講師からは、それぞれの
常議員会では、石井会頭から平素の活
視点からの県内経済動向の解説が行われ、
動協力に対する謝辞と今後の経済見通し
参加者からは「講師の多様な視点を知れ
などを交えた挨拶があった。その後定款
た」「普段接する事の無い講師のお話が聞
の定めにより、石井会頭が議長席に着き、
けた」
といった声があった。
議事に入った。
なお、
「原点回帰セミナー」
は複数の経
今回は以下の２つの議案が上程され、
営セミナー等をパッケージ化した事業で
議長は議場に諮ったところ、すべての議
あり、今後は 月及び 月に 回の開催
案が原案どおり
を予定しており、参加申込は随時受付中
承認可決された。
である。
議案第１号
～自らの原点に立ち戻り、見つめ直し
「 各委員会の委
てみませんか～
員長、副委員長
及び委員の委嘱
承認に関する
件」
、議 案 第 ２
号「新会員の加
入承認に関する
件」
、また、報告
事項として、当
所主要事業にお
ける上半期の取
組状況に関して
説明が行われた。

は、米大統領選の影響を含む直近の経済
情勢や労働情勢、国の動き方等について
詳細な説明が行われた。
参加者からは
「話
が分かり易くて良かった」「データの分析
が優れている」
といった声があった。

11

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。
）

11

月 日㊋・ 日 ㊎ ・ 日 ㊊
自らの原点に立ち戻り、
見つめ直してみませんか

日㈮
日㈮

2

原点回帰セミナー

伴走型小規模事業者支援推進事業の一
環として、経営セミナー「原点回帰セミ
ナー」を 月に３回にわたり当所にて開
催した。まず 月 日㈫には、㈱ビット
代表取締
役 吉田健司
氏を講師に迎
え、少人数・
討論形式によ
る「討論で学
ぶ経営塾」を
開催し、７名
の経営者・幹
部従業員が参
加した。経営
塾では、経営
学についての講義と参加者が抱える経営
課題について参加者同士で熱心に討論し
合った。
月 日㈮には、みずほ総合研究所㈱
調査本部 理事・主席エコノミスト 矢野
和彦氏を講師
に迎え、「人材
不足と賃金 」
をテーマに経
営セミナーを
開催し、 名
が参加した。
矢野講師から

中小企業診断士による
経営の相談窓口（無料）

月
月

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

1.16％

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。

●債権が回収できない
●手形・小切手の事故が生じた
●連帯債務保証が発生した
●契約に関するトラブルが発生した

時】

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

【日

【会 場】 千葉商工会議所
階 特別会議室

【担 当】 榎本 初雄 弁護士

【相談料】 無料（秘密は厳守します）

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

要
不
（平成28年10月19日現在）

2,000万円以内
設備資金 10年以内
（据置１年以内）

20

3

29

融資限度額
返済期間

担保・保証人
利
金

７年以内

（据置１年以内）

運転資金

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

千葉商工会議所からのお知らせやイベントをはじめ毎月、最新情報を紹介します。詳しくは各お問合せ先へ。

【日 時】
日㈫
日㈮
平成 年
時〜 時
１月
日㈮
日㈮
日㈫
２月
時〜 時
日㈮
日㈫
※日程が変更になる場合があります。
17

弁護士による
商工法律相談（無料）

17

17 17
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Time Line 10・11月
タイムライン

Chiba Information
＜ちばインフォメーション＞

〈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
食品の「小口輸入」に関する手続きおよび規制について

３ 食品の小口輸入
（業務輸入）
には必ず
検疫が必要になります。
【果物・野菜等の場合】
植物防疫法による検疫を受けます。
果物・野菜等などを介して植物の病害
虫が国内に侵入するのを防止します。
（農林水産省）

入される食品に対しては日本の法律に
基づき輸入検査に合格しなければなり
ません。
輸入の手順としては以下の通りです。
商品の到着→輸入申告書＋食品輸入届
け提出→検疫→関税支払い→通関
輸入通関は、輸入申告書・植物検疫
申告書・衛生検査申告書等の作成から
サンプルを検疫所に提出するなどの手
続きが必要です。
輸入手続きは、輸入者
（個人）
が行う
か、輸出入通関業者
（乙仲）
や国際宅配
便業者に委託して行うかいずれでも可
能です。ただ、個人で行うには輸入実
務を知らなければ多少時間がかかるこ
ともあります。

詳細についてはジェトロ千葉までご相
談ください。

４ 一旦輸入通関された商品は国内で販
売することは可能になりますが、国内
販売する際はＪＡＳ法、
食品表示法、
容
器リサイクル法等の法律がありますの
でご注意ください。

食品衛生法による検疫を受けます。
農作物中の残留農薬等食品の安全・
衛生に関して届出書の審査と検査を行
います。
（厚生労働省）
【一般の加工食品の場合】
食品衛生法による検査を行います。
食品添加物・器具容器包装を対象とし
て、食品の安全・衛生に関して届出書
の審査と検査を行います。
（厚生労働
省）
加工食品の場合、原材料、成分また
は製造工程表に関する説明書の提出が
必要です。
また、必要に応じて衛生証明書や試
験成績書を求められる場合もあります。

海外から食品を小口で直接輸入（小口輸入）し、インターネットで販売する際の輸入
手続きおよび規制を知りたい。「小口輸入」と「個人輸入」の違いを知りたい。

「小口輸入」輸入と「個
人輸入」では性質が全く
異なります。

１ 「小口輸入」
とは輸入後に国内で販売
して利益を上げることを目的とした輸
入をさします。少量での輸入とはいえ
法規制の対象となる輸入手続きが必要
です。
一方、
「個人輸入」
は輸入した本人が
自己使用することを目的に輸入するも
のなので、第三者へ販売したり不特定
多数の人に配布したりすることはでき
ません。
「個人が個人事業で輸入するから個
人輸入」と勘違いされる場合がありま
すが、個人が輸入したものを販売する
場合にはたとえ少量といえども業務輸
入ですので、食品輸入に関する法規制
などのルールに従って輸入販売を行う
必要があります。
２ 「小口輸入」
とは、業務輸入というこ
とであり、食の安全という観点から輸

今後は中心市街地商店街等の
活性化に向けた目標や方針、事
業案等を踏まえて、「未来のある
べき姿」に向け、活性化計画の
推進に取り組んでまいります。

（５）一人一人が主役になる街

中心市街地ＮＥＷＳ

１）空き店舗等を活用した賑わいづくりと発信力の強化
２）活性化に向けた調査・研究

各商店街単独の活動（線）を
中心市街地全体（面）へ広げる
べく、「連携」をキーワードとし
ており、活性化の目標を推進し
ていくための具体的な５つの活
性化方針を示しました。これを
実現するための主な方策につい
ては中心市街地全体で連携でき
そうなことをまとめています。

１）美化・防犯活動の強化による美しいまちの実現
２）街の機能の充実
（４）住み心地のよい街

〈問合せ先〉千葉市中心市街地まちづくり協議会（事務局）

右図のとおり抽出された課題を基に
短期的・中長期的・長期的取組を整理。

街頭防犯カメラ

１）歴史を感じさせる景観づくり
２）未来につなげる取り組みの推進
（３）歴史と未来を味わう街

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

12

千葉市の中心市街地では、
周辺環境が大きく変貌しつつ
あり、２０２０年東京オリン
ピック・パラリンピックや千
葉開府９００年を含む「中心
市街地の将来を見据えたまち
づくりの方向性の明確化」が
重要となります。そこで、当
協議会は中心市街地の活性化
を図るため昨年度末から「千
葉市中心市街地商店街等活性
化計画（以下、活性化計画）
」
の策定に取り組んでまいりま
した。
このたび 月 日に開催し
た当協議会臨時総会での承認
を経て活性化計画がまとまり、
去る 月 日に千葉商工会議
所の石井俊昭会頭へ、また
月 日に千葉市の神谷俊一副
市長へ策定の報告をいたしま
した。
活性化計画ではまず現状分
析を行い、課題の整理を行っ
た上で、
「ちばの賑わいの復
活」
、「風格ある街の実現」
、「人
と街のつながりの強化」の３
つを活性化の目標として掲げ
ています。
26
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１）食べ歩きメニューの開発と各種イベントでの定番化
２）人を惹きつける街の演出
（２）そぞろ歩きが楽しい街

【活性化方針を実現するための主な方策】
【活性化方針】

１）外国人観光客の受入体制構築によるインバウンド誘致
２）国内観光客、来街者の持続的な取り組み

➡
➡
➡
➡
➡
（１）おもてなしで迎える街

10

12

千葉貿易情報センター

外部環境

商業・業務機能、文化機能の集積化
交通ネットワークの要衝
市民や市外住民の商業施設の評価の低下
来街者（歩行者及び自転車の交通量）
の減少
祭りやイベントの認知度不足
千葉開府890年及び10年後に千葉開府900年
2020年東京オリンピック・パラリンピックの決定
外国人来訪者の増加
JR千葉駅舎・エキナカのオープンが2016年秋に予定
平成28年11月にパルコ千葉店、
平成29年3月に三越千葉店が閉店
郊外店等の大型商業施設増加による地域間競争の激化

内部環境

12

16

Ａ Q
まちづくり事業情報

「千葉市中心市街地商店街等
活性化計画」 を策定！

26

10

27

21

http://chiba-taisai.com/
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佐原の大祭 佐原囃子と手踊り(香取)
三島の棒術と羯鼓舞(君津)

西ノ下の獅子舞(九十九里)
ばか面おどり(船橋)
銚子ばやし はね込み太鼓(銚子)

ちば大祭

ＪＲ千葉駅新駅舎開業を記念して
「ちば大祭」を開催

どこからでも観覧できる演技スペース
を設け実施した。特に匝瑳市からは総
勢２００人超が駆けつけ「八重垣神社
祇園祭 神輿渡御」が行われた。豪快
なお神輿と、
女性だけで担ぐ「女神輿」
の２基が、「ちば大祭」のフィナーレを
盛り上げるべく、中央公園で神輿渡御
を披露した後、そのまま富士見本通り
に会場を移して渡御を行い、大勢の観
客を動員した。
千葉市からは昭和 年１月に、千葉
市の無形文化財に指定された「八劔神
社の神楽」を披露すべく南生実八劔神
社神楽連が駆けつけた。八劔神社の起
源は、伝説によると７００年とも言わ
れており、今日まで継承されてきたそ
の歴史を垣間見ることができた。
また、
地元の商店街においても、
新し
い千葉駅の開業をチャンスと捉え、ま
ち歩きイベント「ぶらぶら祭り」
（千
葉市中央地区商店街協議会、千葉市中
心市街地まちづくり協議会主催）やち
ば大祭と連携した
「プレゼントフェア」
を実施した結果、いずれのイベントも
用意した景品が早々に無くなる等、好
評であった。
ちば大祭ＨＰ

【商工会】

【その他】

銚 子 商 工 会 議 所
千 葉 商 工 会 議 所
船 橋 商 工 会 議 所
木更津商工会議所
市 川 商 工 会 議 所
松 戸 商 工 会 議 所
佐 原 商 工 会 議 所
茂 原 商 工 会 議 所
野 田 商 工 会 議 所
館 山 商 工 会 議 所
八 街 商 工 会 議 所
東 金 商 工 会 議 所
柏 商 工 会 議 所
市 原 商 工 会 議 所

県内の特産や伝統的なお祭りが一堂に集結！

11

30
夢シティちば 2017年₁月号
夢シティちば 2017年₁月号

31

道の駅 季楽里あさひ
サンライズ九十九里
野田市関宿商工会
富 里 市 商 工 会
白 井 市 商 工 会
栄 町 商 工 会
成 田 市 東 商 工 会
長 生 村 商 工 会

白 子 町 商 工 会
長 南 町 商 工 会
千葉市土気商工会
山 武 市 商 工 会
横 芝 光 町 商 工 会
芝 山 町 商 工 会
神 崎 町 商 工 会
香 取 市 商 工 会
袖 ケ 浦 市 商 工 会
勝 浦 市 商 工 会
大 多 喜 町 商 工 会
習志野商工会議所
成 田 商 工 会 議 所
佐 倉 商 工 会 議 所
八千代商工会議所
浦 安 商 工 会 議 所
君 津 商 工 会 議 所
流 山 商 工 会 議 所

【商工会議所】

八重垣神社祇園祭 神輿渡御(匝瑳)

出店した商工団体一覧

成田祇園祭 佐原囃子と手踊り(成田)

八劔神社の神楽(千葉)

千葉商工会議所では、ＪＲ千葉駅新
駅舎開業を記念し、千葉県商工会議所
連合会、千葉県商工会連合会の共催
で、
「ちば大祭」を 月 日㈯と 日
㈰、千葉駅前大通りと中央公園で開催
した。本イベントは、県内の特産・お
祭りが一堂に集結する初めての取り組
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・パラリンピックでの千葉県の
魅力発信に向けた試みと位置付け実施
した。
千葉駅前大通りには、千葉県内 の
商工会議所と、 の商工会が駆けつけ、
各商工会議所・商工会が設けたテント
ブース内で、各々の会員企業の特産品
や、商工会議所が開発に携わった商品
（
「習志野ソーセージ」や茂原商工会議
所青年部の「星のソース」等）の販売
が行われた。
当所のブースにおいては、千葉市内
の和菓子店６店（榎屋・菊園・栗山菓
舗・しんかね・つる本・虎屋）が出店
し、２日間ともに多くの来場者で賑わ
い、用意したほとんどの商品が完売と
なった。
中央公園では、千葉県内の の伝統
的なお祭りが集結、それらを３６０度
17

茂原七夕まつり もばら阿波おどり(茂原)

北之幸谷の獅子舞(東金)

編集：千葉商工会議所

女性会

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

その日本巡回展である本展では、第１部で歴代参加作品の中から
「日本の絵本の歴史50年」を振り返り、第２部では25回展の受賞
作品及び日本からの出品作品を紹介します。今回は日本からミロコ
マチコが「金のりんご賞」を受賞しました。表現、手法が多彩に
広がる絵本原画の魅力をお楽しみください。

※入場は閉館の30分前まで

休 館 日： 1月16日
（月）、2月6日（月）
観 覧 料：一般1,000円（800円）、大学生700円（560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
親子割引 一般800円（高校生以下のお子様とご一緒にご来館の保護者2名まで）

同時開催：所蔵作品展「春を寿ぐ

所蔵浮世絵名品展」

【出演】 ミロコマチコ
（絵本作家／ BIB2015金のりんご賞受賞）
1月21日（土）14:00〜15:30頃まで／
1階プロジェクトルームにて／観覧無料
時間内の会場への出入りは自由
※「ブラティスラヴァ世界絵本原画展」の観覧券をお持ちの方優先。
来場者多数の場合は入場制限をすることがあります。

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

URL http://www.ccma-net.jp
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日㈰
会議所

今後のつるし雛教室
開催のご案内

１月
13

階

27

29

13

Ｂブロックの当女性会は、 月
日、ホテルスプリングス幕張で同セ
ミナー＆パーティーを開催しました。

17

男性は応募数をオーバーし、抽選と
なりましたが、当日、出席者数は男
性 名、女性 名でした。
３ブロック中唯一、
千葉テレビ放
送の取材を受け、どのような展開に
なるか心配もありましたが、 組の
カップルが成立しました。尚、外の
２ブロックでのカップル成立数は、
Ａブ

ロック 組、Ｃブロック７組でした。

夢シティちば 2017年１月号

丸万寿司２階
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和やかな雰囲気の婚活パーティー会場

日㈰

内容： Ｋ
 ＡＧＡＹＡ撮影による北極圏で見える星空やツンドラに連な
る山々の絶景やオーロラの魅力を紹介。
料金： 大人５１０円 高校生３００円 小・中学生１００円

内容：極北のオーロラ、南極の日食など、夢を追った星空への体験記
日時：１月１４日（土）１４：３０～１５：３０（サイン会１５：４０～終了まで）
場所：７階プラネタリウム
定員：２００人（当日先着順）
料金：大人５１０円 高校生３００円 小・中学生１００円

１月

１/２㈷より上映開始

「世界に星空と夢を求めて」

22 15

婚活セミナー＆パーティーに
参加してハッピーでした♡

「オーロラの調べ～神秘の光を探る～」

ＫＡＧＡＹＡトークショー＆サイン会

17

時です。

プラネタリウム新番組

13

時～

（常設展示もしくはプラネタリウム１回を含む）

※開催時間は

〈パーティー〉

・自己ＰＲ・軽食＆フリートーク・アプローチカード・告白タイム

初めての参加で、最初は緊張しま
した。しかし当日事前セミナーを受

料金：大人５９０円、高校生３４０円、小・中学生１４０円

けさせていただいたこともあり、参
加の多くの男性と色々お話を伺え、
話題も豊富でお話も盛り上がり、出

の不朽の名作をモチーフにしたプラネタリウム番組「銀河鉄道の夜」のアート作
品も展示します。天空に想いをよせた作品たちが、夢の世界にいざないます。

講師の佐藤律子氏

会いの機会を得ることが出来、大変
ＭＳ
感謝しております。 

場所： 千葉市科学館 ７階企画展示室
電話： ０４３－３０８－０５１１
概要： Ｋ
 ＡＧＡＹＡが極北を旅して撮影した神秘的なオーロラの写真とともに、宮沢賢治

事前セミナー
パーティー

※１/２日、
３日のみ１０
：
００～１７
：
００
※休館日 １/２３日(月）
～２５日(水)

13

婚活

会期：１/２
（月祝）～２/１２(日) ９：００～１７：００

おせっかいキューピットも活躍、
カップル 組成立！

～オーロラから銀河鉄道の夜～」

千葉県商工会議所女性会連合会

天空の絶景

（佐藤フジエ会長）は、千葉県、千
葉県商工会議所連合会の後援を頂き、
３ブロック別開催で、婚活事業を展
開しました。

冬の企画展 KAGAYA展

事前セミナーでは、各地で好評を
得ている佐藤律子講師が、婚活必勝

法を伝授。

〒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

伝統・文化委員 竹内 ふじ子

■「出品作家によるライブペインティング」

り作成しました。
毎回種類が増えますので、可愛い
つるし雛に愛着が増します。

関連イベント

開館時間：10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）

私の作品が、どちらに飾られるか、
今から楽しみです。

期：2017年1月4日（水）
〜2月26日（日）

千葉神社敬神婦人会の他、千葉市老人クラブ
名取信子様と吾妻町二丁目町内会安藤美代子
様や室崎恵美子様にご協力いただきました。

会

ローラ・カーリン《あなたがつくる世界》 BIB2015グランプリ ©Laura Carlin

２０２０五輪千葉おもてなしつるし雛の輪！

すべき25回展が開かれ、50周年を迎えました。

市内女性の一針が街の賑わいへ！

20

第二弾
「中心市街地活性化施策」
つるし雛制作活動は、７月 日から
始動し、伝統・文化委員会を中心に、４ヶ月余り経過しました。点か
ら線、面へと支援の輪も徐々に広がり成果も表れ始めました。
先ずは、各地域の商店街や地域機関等と連携を図り、更に、市民パ
ワーの支援も得られ、
「おもてなし雛」に加え、
「五輪千葉記念おもて
なしつるし雛」を飾り、街の賑わいに貢献出来るよう急ピッチで取組
み中です。

スロヴァキア共和国の首都ブラティスラヴァで２年ごとに開催
される「ブラティスラヴァ世界絵本原画展」
。2015年には記念

可愛い雛に感動♡

©mirocomachiko

今回は三回目のつるし雛教室への
参加となり、椿、巾着、ふくろうづ

ミロコマチコ《オレときいろ》 BIB2015金のりんご賞

くりで会話も弾みました。
日頃、針を持つ機会の少ない方々
と共に、一針、一針心を込め、形造

2/26㊐

られながら出来上がった喜びは格別
です。
初回は小花やふくろうにチャレン

ジし、キット 枚余りを家に持ち帰

開催中〜

夢シティちば 2017年₁月号
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