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《特集》

WEBなら
いつでもどこでも
お申込みいただけます！

ご利用できます！

ちば 興 銀

ビジネスローン

ALLDAY
（ オールデイ）

担保・保証 人は

所得証明が不要
なので、
お手続きがカンタン！

必要ありません！

ご融資金額

ご融資利率 固定金利

A 年

4.3 %

B 年

■商品概要説明書
ご利用
いただける方

8.9 % 14.5 %
C 年

ご融資利率

次の条件を満たし、
個人事業を営んでいる方

10万円以上
ご融資期間

6ヶ月以上

500
10年

（2）
当行営業エリア内にて居住または事業をされている方
（3）安定継続した収入がある方、
または安定継続した収入が見込める方
（4）
保証会社の保証が得られる方
（5）
お借入時当行にお借入取引の無い方（住宅ローン・消費性ローン含む）

年4.3％・年8.9％・年14.5％ （固定金利）

ご返済方法

元利均等毎月返済（毎月5千円以上）
※ご返済金額の試算につきましては、店頭にお問い合わせください。

ご返済日

毎月6日
（休日の場合は翌営業日となります。）

担保・保証人

不要
ご本人さまの証明になるもの
（運転免許証・パスポート等）

お使いみち

事業性資金
（運転・設備） ※借換含む

ご用意
いただくもの

ご融資金額

10万円以上500万円以内
（1万円単位）

取扱手数料

1,080円
（税込）※お借入時

ご融資期間

6ヶ月以上10年以内
（1ヶ月単位）

保証会社

株式会社 クレディセゾン

ロ

ー

ン

は

チ

バ

コ

ウ

0120-608-785

携帯電話からは
こちら

043-245-7700

（通話料はお客さま負担）

※ただし、祝日および1月1日～3日、5月3日～5日、12月31日は受付しておりません。

以内

（1ヶ月単位）

※ご融資利率は審査の上決定させていただきます。

（1）
お申込時年齢満20歳以上、
完済時81歳未満の方

ちば興銀テレフォンセンター 9:00～21:00（土、日、祝日を除きます）

万円以内

（1万円単位）

返済口座の届出印

ちば興銀ホームページ
ちば興 銀

検索

※くわしくは、当行本支店窓口に
おたずねいただくか、
ホームページをご覧ください

友だち登録は
こちら！

●お申込みにあたりましては、
当行所定の審査がございます。審査の結果、
ご希望に沿えない場合もございますので、
あらかじめご了承ください。
●金利情勢によってご返済中に金利が変わる場合もございますので、
あらかじめご了承ください。●くわしくは店頭または当行ホームページ上の説明書をご覧ください。
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今月の表紙 「加曽利貝塚」

昨年は、千葉駅新駅舎開業にあわせて駅と商店街を中心に表紙を飾っ
てまいりましたが、本年は、現在千葉市で取り組んでいる「都市アイデ
ンティティ」
をシリーズとしてお届けします。
千葉市の都市アイデンティ
ティ推進室のご協力のもと、千葉市らしさを形成する４つの地域資源
『加曽利貝塚』
『オオガハス』
『千葉氏』
『海辺』の様々な表情をお届けす
る予定です。初回を飾るのは加曽利貝塚です。その名の通り、貝塚が多
く発見されている史跡なのですが、その規模は日本最大級です。千葉市
では、加曽利貝塚の特別史跡化を目指しています。撮影当日は、家族連
れが縄文服を着て、火おこしなどの縄文体験が行われていました。

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₂月号

編集者のひと言

本年の干支は
「丁酉
（ひのととり）
」
です。酉
は、
「取り込む」に繋がるとされ、商売繁盛
に繋がると考えられているそうです。運気も
人も取り込んで明るい一年にしたいですね。
ちなみに年女の私、今年は本厄で八方塞り
なんだそうです。今年一年どうしたものかと
少々気が重いのですが、酉年にちなんで“コ
ケ”ても“ケッコー”、“トリ”あえず頑張ります。

（企画広報室 E.M.）

ビィー・トランセホールディングス株式会社は利用者のニーズを常に
考え、先進的に公共交通のビジネスモデルを構築してきました。今
でこそ増えてきましたが、全国に先駆けて、女性のバス乗務員を登
用しています。そうした発想を含め、事業の展開を代表取締役の
吉田平氏に伺いました。

よしだ・たいら／1959
（昭和34）
年千葉県生まれ。
東北大学工学部卒業。
リク ＜DATA＞
ルートに入社し、
12年間のサラリーマン生活を経て、
35歳の時に父が創業した 〒261-8501 千葉市美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデンD棟10階
バス・タクシー会社3社に入社。
☎043-445-7111
2007
（平成19）
年には代表取締役に就任。
第三セクターいすみ鉄道社長公
事業内容： バス・タクシーを輸送手段とした
募に応募し、
2008
（平成20）
年4月より2009
（平成21）
年2月までは代表取締役。
旅客サービス

ビィー・トランセ
ホールディングス株式会社
代表取締役

吉田 平

の９割が売掛。銀行からお金

売するのがメインで売り上げ

に対する遠洋漁業の物資を販

んでいました。漁師さんたち

房総半島の南端で雑貨屋を営

父（現ビィー ト･ランセグ
ループ会長の吉田裕成氏）は

約 年前に
タクシー５台で創業

間には路線バスが運行されて

地です。幸町団地～西千葉駅

千葉市で最も大規模な住宅団

目したのが、幸町団地という

しか入れなかった。そこで着

おり、父の会社は西千葉駅に

きるタクシー会社は決まって

当時、駅構内に乗り入れで

乗り合いタクシーの
ビジネスモデルを構築

ニーズによって規制の枠を飛

こうしたケースはなく、住民

した。鉄道系の会社以外では

の免許をもらうことになりま

て、タクシー会社が路線バス

した。結果として全国で初め

バスを運行することになりま

可するという特例を利用して、

なったため、貸切バスなら認

した。

を借りていたので、金利だけ

いましたが、労働組合との兼

び越えて認可されたわけです。

それを補完していたのですが

違法の乗り合いタクシーが

ーは 人以下であるところに

とらわれず免許制ではタクシ

タクシーだという固定観念に

５人乗りのセダン車だけが

えタクシーでは運びきれなく

この利用者があまりにも増

回って、利益はあまりなかっ

ね合いで運行本数や時間帯な

１９６５（昭和 ）年、千葉
市内でタクシー５台で創業し
現 在 は グ ル ー プ（ 西 岬 観

ーズを合法的にとらえられる

そこで父はどうしたらこのニ

タクシーを運行することにし
たい住民は幸町団地自治会に
加盟し、自治会が貸切料金で
当社と契約するという合法的
なビジネスモデルをつくりま

ての特質だと思います。

これも免許停止となりました。 目を付けた発想が経営者とし
光・あすか交通・平和交通）

かを考え、 人乗りのワゴン

たのが西岬観光です。

でバスが中心だが、保有する
バス・タクシー約１８０台を

10

運行。従業員数は約３５０人。 たんです。タクシーを利用し
今期の売り上げは約 億円に
成長しました。

30

10

40

タクシーに乗る。それを見て、 なかったんです。

を館山で接待して、帰りは皆、 ど、乗客ニーズと合致してい

たそうです。ある日、お客様

50

固定観念にとらわれない柔軟な発想

～利用者ニーズを常に考えて、次なる事業を展開～

あきらめずに交通事業を
徹底的に広げていく

談話室
Vol.157
「
『人を信じ
「挨拶」
を大切にする日本の心を働く人々の幸せとともに広げ、
地域に、
そして社会に貢献します』
をグループ
ビジョンに交通事業を展開していきたい。
幕張エリアにＬＲＴ
（先進的な路面電車システム）
を走らせることが目標です」
と語る吉田代表取締役。
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会員情報プラザ

千葉県の許認可はお任せください

国土交通省創設
『下請債権保全支援事業』のご案内
（債権支払保証事業）

時代の流れの中で需要を創造する

からは都内～成田空港間も高

の路線バスから高速バスに展

２番目のターニングポイン

速バスを走らせています。当

事を増やそうということで、

24

開することができたんです。

トは東京からの深夜急行バス

社は１０００円に価格設定し

毎日運行できる業態は何かを

２０１２（平成 ）年８月

を運行したことです。バブル

ており、ＬＣＣなどの運行で

考え、２つ見出しました。一

都内～千葉市内の
深夜特急バスを運行

期に深夜、東京都内から乗客

需要が膨らんできました。ス

35

歳で入社し、貸切バスの仕

です。もう一つは、住宅団地

を乗せたタクシーが千葉市内

人しか乗らなかった。現在は

～ショッピングセンター間に

30
つは葬儀会社と提携すること

て、父はここにもニーズがあ

ＪＲと共同運航して、１日約

無料バスを出すこと。買物客

タート時では全 便、１日

ると思ったそうです。

１３０便、利用者３５００～

の増加が見込めればショッピ

にどんどんやってくるのを見

そこで都内から千葉市内ま

４０００人となっています。
ングセンターが契約する。高

での深夜特急バスを関東運輸

局に提案したら、これは面白

齢者や駐車場が込み合うのを

１番大事なのは利用者が何

を求めていて、時代の流れの

中で何をすれば需要を創造で

きるかを考えることだと思い

ます。企業の経営は、最初は

父もそうだったと思います

が、儲けたいとかから始まり

ますが、何のために会社をや

っているかを考えるようにな

る。当社は今後も事業を通じ

て、徹底的に人の移動をサポ

Ｅ-Ｍａｉｌ sinsei-denki.6491@nifty.com

いと認可され、
有楽町駅前、
東

千葉市若葉区若松台１-５-１

043-231-6491 FAX 043-231-4207

20

広島市内を走るLRT

ートし徹底的にやっていこう

TEL

避ける家族連れなどが利用し

〒264-0027

京駅前から千葉市内までの深

仕様

最大吊り荷重： 200㎏

吉、家康の時代や近代も興味があり
ます。意外だと思われるかもしれませ
んが『古事記』も好きですね。
古事記には神様がたくさん登場し
ますが、その名前の一音一音に意
味があること知ってますます関心が深
くなりました。
構成としては、宇宙が成り立ち、
地球が成り立ち、日本が成り立ち、
様々な神様が登場するんですが、ま
ず志の神様が現れて、その後に火の
神様とか水の神様とか生活の神様が
出てくるんです。日本人の原点はやっ
ぱり心根の部分、思いが大事でそこ
から実生活に入ってくるんですよね。

と思っています。

・ハンドルを挟んで吊るから安心
・広がり防止ロック機能
・安全設計

回転数： 20回転/分
外 寸： W1320×H1100×D650mm

有限会社 真世電機

型式ＪＴ171

てくれるようになりました。

ＪＣ専用吊り具

型式ＪＣ2901

Ｑ 趣味は？
Ａ 歴史の本を読むこと。信長、秀

貸切バスの業態を
新規に開拓

ＫＪクリン

ので、体を動かすことが好きです。２
カ月に１度ぐらい、友人と登山に行き
ます。今は百名山を中心に登ってい
て、先日行った鳥海山はすごくよかっ
たですね。

夜特急バスを運行することに

特許出願済み

千葉市若葉区桜木３丁目22番12号

夢シティちば 2017年₂月号

１９９０（平

5

手作業から機械化へ！

ジャッキはただ置くだけでセット完了！

仕様

URL：http://www.tochin.co.jp

なりました。全国に４０００

グリスアップも簡単
これからのケレン作業は

・機械化により疲労軽減
・作業効率が格段と向上
・メンテナンスが簡単
・設置は省スペース

TEL：０４３－２３２－３２３２（代） FAX：０４３－２３２－５１０６

成２）年、京葉

会社の幹事様必見!! 社員行事のお供に
“おつまみ”
はいかがですか？
ご予算に関しては是非ご相談下さい。

東京ちん味食品株式会社

以上あるバス会社の中で東京

当社は昭和４４年創業以来、おつまみ、佃煮、漬物等の製造・卸売業とし
て地域の皆様と共に歩んでまいりました。添加物やパッケージなどにも配
慮し、大人から子供まで安心して食べられる食生活づくりに励んでおります。

〒264-0028

Q &A

Ｑ 休みの日は？
Ａ もともとバレーボールをやっていた

～地球に優しく 人に優しい 安心できる食品の提供を～

【取扱商品】
■高級珍味
（数の子・キャビア…）
□海産珍味
（さきいか・いかくん・かわはぎ…）
■豆菓子
（アーモンド・カシューナッツ…）
□佃煮
（甘口昆布・小女子・ピー味噌…）
■漬物
（野沢菜・たくあん・福神漬…）
□煮豆
（丹波黒豆・金時豆・昆布豆…）

線が開通したこ

「パパの晩酌お子様のおやつに」

駅と有楽町駅にバス停を設置

吉田社長

とで、幸町団地

URL http://www.yuasa-gyosei.jp

しているのは京成バス、都営

東日本建設業保証(株) ～100%出資小会社～
株式会社 建設経営サービス 首都圏本部
（貸金業登録番号関東財務局長
（3）
第01480号）
TEL 03-5540-6066 URL http://www.kks-21.com

～西千葉駅のバ

ＫＫＳ保証ファクタリングに関するお問合せ先

〒２６６-００３１ 千葉市緑区おゆみ野３－２４－２ ASAJIビル2Ｆ
TEL：043-292-8890 AM9:00〜 PM6:00

バス、リムジンバス、当社の

TEL 043-241-6101 FAX 0120-027-346
〒260-0024 千葉市中央区中央港1-13-1 千葉県建設業センター6F

スの乗客が一気

公共工事の前払金保証・契約保証

東日本建設業保証株式会社 千葉支店

４社しかありません。

代表 湯浅賢太郎

制度に関するお問合せ先

に４割減となり、

行政書士湯浅法務事務所

108,000円～

ここから派生して、朝座っ

産廃収集
運搬業許可

会社としても危

宅建業免許 108,000円～

風俗営業許可 162,000円～

て通勤したいというニーズも

建設業許可 108,000円～

① 債権の保全（保証限度内で債権を支払期日まで保証します）
。
② 国の助成金により保証料率が減免されます。
③ 保証した手形の割引による早期資金化にも対応します。

機を迎えました。

【ご利用のメリット】

起こり、他ルートで通勤特急

債権保全には「ＫＫＳ保証ファクタリング」をご利用ください。
『KKS 保証ファクタリング』は、国土交通省が創設した“下請債権保全支
援事業”に基づき、お客様がお取引先(建設企業)に対して有する債権(売掛
金･手形)を保証するサービスです。

ちょうど私が

下請建設企業等が元請建設企業に対して有する債権について、ファクタリ
ング会社が支払保証を行うことにより、下請建設企業等の債権保全を支援
します。
●債務者が経営事項審査を受けているなどの一定の要件を満たせば、下請
次数に関係なく支払保証を受けられます。
●国の助成金により、ファクタリング会社に支払う保証料の一部が軽減さ
れます。詳細は国土交通省ホームページ等をご覧いただくか東日本建設
業保証(株)へお問合せください。

バスも運行しています。地域

相談
無料

当事務所では、以下の許認可をメインに古物
営業許可や飲食店営業許可など各種許認可の
取得をサポートしております。許認可のご相
談はぜひ行政書士湯浅法務事務所に！まずは
一度お問い合わせください。

建設資材会社、下請建設会社の皆様へ

富山市内を走るLRT

夢シティちば 2017年₂月号
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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〜

株式会社永光自動車工業
CEO／代表取締役  社長

木俣 博光さん

お客様のあらゆるニーズに専門スタッフたちが
迅速に、そして全力で対応して、
自動車の高度医療総合病院を目指します

会社が経営難の時代に
代表取締役として入社

株式会社永光自動車工業
本社・工場：千葉市若葉区小倉町1301
TEL 043-231-8211

事 業 内 容：特種車両設計製作・修理・車検
法定点検など

つ勉強を重ね、そうしたハードル
を徐々に乗り越えてきました。そ
れが一つの強みとなり、今では全
国から特種車製作依頼や強度計算
依頼をいただいております。

大学院を卒業してシンクタンク
に勤めた後独立してビジネスを始
めていましたが、２００７（平成
）年に父が創業した当社に入社
しました。代表権なくしては何ら
の改革も進まないと考え、異業種
からの転進でしたが、いきなり代
表取締役ＣＥＯとして入社させて
もらいました。
当社は大型車を扱えることが特
徴の車検や修理を扱う一般的な自
動車整備工場でしたが、当時は会
社の業績は悪化の一途で、毎年大
きな損失に悩まされ私の給料もま
まならない。さらに自動車のこと
を何も知らない素人にはついてい
けないと、半年ほどで古参社員は
ほとんど退職しました。その頃の
私は、必死にどんな小さな仕事で
も受けるとともに、不眠不休で飛

営業は恋愛と同じで
熱く伝えること

当社の経営理念は、ものづくり
で社会貢献することにあります。
さまざまな働くクルマづくりも、
遊具づくりも、実は同じ情熱がベ
ースになっています。

自動車整備は究極のストックビ
ジネスで自動車保有台数以上の仕
事は絶対にない。人口減少、超高
齢社会、若者の車離れで保有台数
は減少の一途。しかも当社所在地
は自動車整備工場も多く、他社と
同じやり方では立ち行かない。そ
こで当社の経営リソースを存分に
活用して展開できることは何かを
必死で考え、たどりついたのが特
種車両（特種用途の自動車）の設
計製作でした。
まずレントゲン車から手掛けま
した。一般的にレントゲン車製作
はコストの点から定型パターンか
らの選択が多いのですが、当社は使
用する技師の利き手、クセや身長、
どう仕事をしているかなどを考慮

徹底したヒアリングを
実施して設計する

び込み営業やポスティングに駆け
ずり回っていました。

●会社データ●

ものづくりで社会貢献

19

そのほか、千葉工業大学や千葉
以前はいかにも町工場という男
大学との産学連携で科学的に考え
らしい雰囲気の職人気質の会社で
抜かれた選挙カーを開発しました。 したが、お客様からすれば、それ
幸いにもこれまで８人の候補者が
が必ずしもいいわけではない。明
利用して全員が当選しています。
るく、やさしい会社づくりを目指
また弊社はキッチンカーやケータ
しています。お客様に対するだけ
リングカー等の移動販売車も数多
でなく社員同士もきちんと挨拶す
く製作させていただいております。 るとともに密なコミュニケーショ
この延長線でバンコク（タイ）で
ンを図るようにしています。女性
焼きそばカーのフランチャイズ本
の採用にも積極的です。この業界
部を手掛けています。
は若い子たちの出会いの場が少な
自動車整備工場からものづくり
いので、社内恋愛は大歓迎ですし、
の現場へ。毎年小さくない設備投
お見合いパーティー等の参加費も
資を重ね、さまざまな最新鋭の設
会社が負担するほどです。早く家
備を導入し改革に次ぐ改革を実践
庭を築いて、さらなる責任と自覚
し、入社当時の売上は、この 年
を持って会社に長く勤めてほしい。
間で大きく伸びました。
営業の若い男性には、
「まず彼女
つい最近では、千葉大学教育学
を口説いてこい」と言っています。
部・工学部と産学連携で次世代型
好きな女の子にすら思いも伝えら
学校遊具の開発・製作も手掛けて
れないようでは、百戦錬磨の社長
います。学校遊具が枯渇化してい
たちに自社の商品やサービスを熱
る中で、子どもたちが安全に楽し
く語れるわけがない。
みながら、それでいて積極性・挑
私たちが目指すのは近江商人。
戦意欲・身体能力・社会性を伸ば 「客よし・店よし・世間よし」の三
していけるような遊具で校庭をい
方よしの心意気でこれからも邁進
っぱいにするのが私たちの夢です。 していきたいと思います。
9
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中小企業だからこそできる、迅速かつきめ細やかなサービスで、
「ものづくり」を 行っている 株 式 会 社 永 光 自 動 車 工 業のＣＥＯ／
代表取締役 社長の木俣博光さんにお話を伺いました。

して動線を考え、使いやすい車に
仕上げます。ヒアリングに時間を
かける。工期が カ月だとすると、
一般的にはヒアリング１カ月、設
計２カ月、残りを製作に費やしま
すが、当社はヒアリングに４カ月。
営業担当が直接話を聞いて直接図
面を描くので、お客様の意向を十
分に汲み取りながらも設計と製作
は短縮できます。細やかさや迅速
さは中小企業ならではなんです。
こうした特種車両を設計製作す
る上で職人の技術と同様に重要な
のがドキュメント類の作成です。
新たな自動車を製作しても、登録
のためには図面や強度計算書類等
の各種計算書が必要になりますし、
またレントゲン車などではＸ線量の
漏洩計算書類等も必要になります。
この計算やドキュメント類がで
きる会社が少ない。私は専門とし
ていた情報処理スキルを活かしつ
10

トピックス

千葉市へ要望書を提出
当所では、地域経済社会の代弁者としての役割を果たすため、例年、
千葉市に対して要望活動を行っておりますが、本年度は、去る 月
日、千葉市役所にて石井会頭と斉藤副会頭、粟生副会頭、堀江副会頭、

千葉市は、成田空港からのアクセスの
良さやＭＩＣＥの誘致などにより、街中
で外国人観光客を目にする機会が増えて
きています。東京大会の開催もあり、外
国人観光客の更なる増加が期待されてい
ます。
当所では、これまで外国人観光客を対
象にした「まち歩きガイド」
、
「ホテルと
商店街の意見交換会」などの取組を進め
てまいりましたが、その中で外国人観光
客に地元商店等の情報を適切に提供すれ
ば、消費活動に結びつくことが分かりま
した。
情報提供の手段として、
千葉市では、
ウ
ェブサイト「千葉おもてなしＳＨＯＰガ
イド」を開設し、外国人観光客の誘客と
消費喚起を図っていますが、閲覧するた
めには、公衆無線ＬＡＮなどの通信イン
フラが必要となります。
千葉市におかれては、ＪＲ海浜幕張駅
周辺の整備のほか、飲食店などでのＷｉ Ｆｉ整備費用の助成を始めているところ
ですが、ＪＲ千葉駅を含む中心市街地に
おいては、海浜幕張地区と比較すると十
分とは言い難い状況にあります。
つきましては、同中心市街地において
も、既存のＷｉ Ｆ-ｉ環境の規格に留意し
つつ、公衆無線ＬＡＮ環境の整備につい
て行政が主導し、強力に推進されるよう
要望します。

環境）の整備について

４ 通信インフラ（公衆無線ＬＡＮ

もに、それら事業への支援を行っていた
だくよう要望します。

の土地・建物の地権者把握から、登記上
と実態の所有状況の整理、現利用者の今
後の意向把握など段階を踏んだ実態調査
について、市が主導して組織的に早期実
施していただくよう要望します。
実態調査の結果を検討し、民間ディベ
ロッパーの介在による再開発促進が可能
であれば、民間ディベロッパーを介在さ
せながら、再開発の推進に向けた青写真
の作成や実際のアクションにつながるス
ケジュールの整理などに対する支援をし
ていただくよう要望します。

ピックの開催に向けた取組について

２ ２０
 ２０年東京オリンピック・パラリン

①組織
 的なボランティア活動の準備・展
速・観光バスターミナルを集約・設置し、
開について
公共駐車場および県内の特産品（農産
東京大会では、幕張メッセにおいてオ
物・水産物）を取り扱う店舗を含む商業
リンピック３競技、パラリンピック４競
施設を併設した複合施設を創設すること
技が開催されます。その開催にあたって
が一案として挙げられます。
は、官民が一体となり、国内外から訪れ
る観光客を効果的に歓迎・おもてなしす
③千葉
る取組が必要です。既に千葉市でも、「東
 都心と幕張新都心の導線の整備に
ついて
京オリンピック・パラリンピック プロ
２０２０年東京オリンピック・パラリ
ジェクト推進本部」において「千葉市行
ンピック（以下、東京大会）開催を契機
動計画」を策定するなど、その準備が進
として、幕張新都心への来街者を千葉都
められているところです。
心に引き込むため、中心市街地への移動
それらの中で、東京大会を成功させる
状況やニーズの把握を行い、利便性が高
には、様々なボランティアの役割が重要
い交通網の確立に向け、国・県および関
だとされています。特に千葉市において
係者とソフト・ハード両面からの協議を
は、大会ボランティアはもちろんのこと、
進め、東京大会に間に合うよう整備を行
大会を機に訪れる内外からの来訪者に、
っていただくよう要望します。
駅や観光地などで交通・観光案内を行う
都市ボランティアの活躍が求められてお
ります。市内には、公益財団法人千葉市
国際交流協会、公益社団法人千葉市観光
④栄町の実態把握から再開発の着手について
栄町の実態を明らかにすべく、登記上

望月副会頭から熊谷市長に要望書を提出しました。
要望書の概要は次のとおりです。

１ 中心市街地活性化について
①再開
 発地区の促進に向けた支援・優遇
措置の促進について
再開発の経済効果を最大限に高めるた
め、民間ディベロッパーの取り組みを後
押しするような規制緩和（容積率緩和、
駐車場・駐輪場附置義務の緩和、法人
税・固定資産税の優遇措置）など、特区
も視野に入れつつスピード感を持って推
進していただくよう要望します。
②中央
 公園周辺の新しいランドマークの
創設について
中央公園周辺に安定的な集客力が見込
め中心市街地の核となるランドマークを
創設するなど各商店街の集客力強化につ
なげるための方策について調査・研究を
進めていただくよう要望します。
例えば、市内各地に点在している高

も大きな経営課題は人材確保だといって
も過言ではありません。我が国における
雇用環境の改善が進む中で、中小企業・
小規模事業者は、量的にも質的にも人材
不足に直面している状況であり、とりわ
け専門人材が多岐に渡る分野で不足して
います。
そこで当所では、大学生・高校生のイ
ンターンシップ事業、県内３商工会議所
による高等学校進路指導担当教諭と企業
採用担当者との就職情報交換会、工科系
短期大学校との会社説明会など、中小企
業・小規模事業者の人材確保の支援を行
っております。
今後、高齢者、外国人など、これまで
と異なる、人材の新たな供給源も視野に
入れ、更なる人材確保の支援を積極的に
展開していくこととしており、千葉市に
おかれても、それら事業への支援並びに
当所との連携強化を図っていただくよう
要望します。
②販路開拓の支援について
中小企業・小規模事業者において、販
路拡大は大きな経営課題であり、既存市
場もさることながら、新たな市場の開拓
は、人員や資金などの制限もあって非常
に難しい状況にあります。
そこで当所では、県内５商工会議所
（千葉、船橋、習志野、八千代、浦安）合
同のビジネス交流会、東京駅や「ＣＥＡ
ＴＥＣ ＪＡＰＡＮ（幕張）
」でのパネル
展示による企業ＰＲなど、中小企業・小
規模事業者の販路開拓支援を行っており
ます。引き続き販路開拓支援を積極的に
展開していくこととしており、千葉市に
おかれても当所との連携強化を図るとと

手みやげに一番

協会、各大学など数多くの団体が、それ
らの育成・確保に努めております。
広く市内のそうした団体間の連携を図
り組織化した上で、効率的・効果的なボ
ランティアの活動の展開がなされるよう
要望します。
②文化プログラムの推進について
文化プログラムの開催は、千葉市の文
化を世界に発信する絶好の機会であり、
気運盛り上げの重要な要素となるばかり
か、訪日外国人の増加にも大いに寄与す
ると思われます。
市内の各団体が主体的且つ積極的に千
葉市の魅力を発信できるよう、千葉市が
関係団体を主導して推進するよう要望し
ます。
③市内
 中小企業・小規模事業者の受注機
会の拡大について
昨年度、当所では千葉市に対して「市
内事業者の受注機会の拡大」について要
望書を提出しました。
東京大会等を契機としたビジネスチャ
ンスを千葉市内の中小企業・小規模事業
者に波及させるためにも、千葉市が東京
大会等に関連する入札・調達を行う際に
は、引き続き、業者選定等にあたって留
意していただくなど、市内中小企業・小
規模事業者が受注しやすい工夫に努めて
いただくよう要望します。

支援について

３ 中小企業・小規模事業者への
①人材確保の支援について
中小企業・小規模事業者において、最
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外部からのお知らせ

新入会員 のご紹介
中央区

㈲千早

中央区

【代 表】 秋廣  良久 ☎043-246-4206
【所在地】 中央区神明町
不動産賃貸・管理

中央区

㈱モリケン

建設工事全般

中央区

㈱トランス・ブリッジ

【代 表】 宋 憶萍 ☎043-400-2601
【所在地】 中央区中央

翻訳、通訳、多言語コンテンツ制作、インバウンド支援など

中央区

里見恒平

【代 表】 里見 恒平
【所在地】 中央区椿森

㈱タイズ

㈱エスケーワイ

【代 表】 喜志 和史 ☎043-205-7879
【所在地】 緑区あすみが丘
石、タイルを木造住宅へ施工

㈲新田防災

消防用設備の保守・設計・施工・販売

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。

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

●お客様に合わせた経営支援でサポートします！
ライフステージごとの経営課題解決に向け、経営相談や
外部機関と連携した専門家派遣等でサポートいたします。

まずは、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください！
本

店

℡043-221-8110

松戸支店

℡047-365-6007

ホームページ http://www.chiba-cgc.or.jp/
創業サポートチームによる創業相談窓口･中小企業診断士
による夜間相談窓口は、当協会ＨＰからご予約いただけます。
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消防設備の点検・工事なら千葉県千葉市の新田防災へ気
軽にご相談ください。

稲毛区

㈱喜産 テトランゼ幕張稲毛海岸ホテル

【代 表】 川島 肇 ☎043-243-7111
【所在地】 稲毛区稲毛町
不動産賃貸・管理業・ホテル業

稲毛海岸駅前にあるビジネスホテルです。幕張メッセ、
TDR、東京にも交通至便です。

中央区

㈱アントレ・ラボコーポレーション

【代 表】 仲津 定宏
【所在地】 中央区都町

☎043-235-1612

法人向け研修やセミナー、新規事業立ち上げの
コンサルティングサービスの提供

ユニークでかつ、実用的なオンリーワンの企業研修を提
供しています。

若葉区

税務業務

中央区

島田孝司税理士事務所

【代 表】 島田 孝司
【所在地】 中央区港町

☎043-222-5358

税理士

☎043-224-1405

㈱IKKEN工業

【代 表】 石坂 政治 ☎043-301-6027
【所在地】 若葉区愛生町
一般住宅及びアパート等の外壁
（サイディング工事）
・屋根工事の請負施工

首都圏を中心とした外壁・屋根工事の専門店。若手の人
材育成にも努めております。

斉木税務会計事務所

【代 表】 斉木 央光 ☎043-252-0013
【所在地】 稲毛区園生町
税理士・行政書士を行っております。

緑区

松永塗装

【代 表】 松永 充義 ☎043-292-6798
【所在地】 緑区おゆみ野
塗装

Office ウイルウエイ

【代 表】 永井 良一 ☎090-1056-0000
【所在地】 稲毛区小仲台

セルフ・キャリアドック制度等のキャリアコンサ
ルタント、それに準ずる一切の業務

緑区

中央区

㈱寿々家コーポレーション

【代 表】 鈴木 良夫 ☎043-308-3329
【所在地】 緑区おゆみ野

一般建築（住宅・店舗）の内外装、リフォーム工事

Ｎ・Ｔ・Ｓ㈱

【代 表】 鈴木  芳雄 ☎043-227-6663
【所在地】 中央区富士見
美容室の経営

中央区

アイリスオーヤマ㈱ 千葉支店

【代 表】 池田 泰輔
【所在地】 中央区新町

☎03-3817-1028

生活用品の企画、製造、販売

中央区

ジャパンライフ㈱ 千葉支社

【代 表】 吾 海松 ☎043-241-0505
【所在地】 中央区新町

中央区

斉藤工業㈱

㈲東菱機工

【代 表】 髙木 功 ☎043-234-6188
【所在地】 中央区都町
重量物の搬入据付及び撤去工事一式

美浜区

㈱加悦

【代 表】 加悦 征爾
【所在地】 美浜区新港

☎043-302-2301

冷蔵・冷凍食品の運送

若葉区

㈱iXIO ユーポス千葉

【代 表】 金田 徹 ☎043-377-6012
【所在地】 若葉区中田町
車買取、販売

若葉区

㈲山川サイディング

【代 表】 山川  弘 ☎043-206-1915
【所在地】 若葉区愛生町
建物の内装及び外装の施工

屋根、外装、塗装工事を承ります。気軽にご相談下さい。

中央区

マニュライフ生命保険 千葉支社

【代 表】 山本 隆志
【所在地】 中央区新町

☎043-382-6010

お客様のニーズに合った生命保険の販売

健やかな暮らしを育んでいくために大切な「おうち」の
あり方を提案させて頂きます。

中央区

（順不同・敬称略）

家庭用永久磁石磁気治療器の製造・卸・販売

添田会計事務所

【代 表】 添田 正美
【所在地】 中央区中央

稲毛区

【代 表】 新田 隆吉 ☎043-264-5299
【所在地】 中央区川戸町

●金融機関からの資金調達をサポートします！

【代 表】 大塚 理之 ☎043-301-5365
【所在地】 中央区新田町

稲毛区

家具組立

中央区

タックスパートナー税理士法人

税務監査

【代 表】 五十嵐 桂子 ☎043-216-9341
【所在地】 花見川区作新台

緑区

学習塾、エステ、飲食業、ゴルフスクール

中央区

☎090-1051-5021

競輪選手

花見川区

【代 表】 吉井  邦博 ☎043-244-7155
【所在地】 中央区新宿

中央区

【代 表】 森 和規 ☎043-266-5100
【所在地】 中央区蘇我

㈱All For One

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

母体はカナダ世界6位の金融機関。お客様と共にライフ
プランをコンサルします。

中央区

㈱hanohano

【代 表】 斉藤  信太郎 ☎043-300-8122
【所在地】 中央区星久喜町

【代 表】 羽野 祐一 ☎090-8345-2133
【所在地】 中央区富士見

とび工事、足場工事から鉄骨工事まで全般的に対応でき
ます。ぜひご相談下さい。

飲食店・スパと地域密着で営業しております。よろしく
お願いいたします。

鉄骨建方、本締、足場組、太陽光架台パネル設置
プラント各種工事

稲毛区

ローストビーフ居酒屋、ハワイアンカフェ &
スパの運営

㈱iMEx

【代 表】 田畑 俊介 ☎043-301-4844
【所在地】 稲毛区園生町
インターネットを利用した個人向け輸出並びに
越境ECサポート・コンサルティング

県外

㈱トミザワ オフィスレスキュー119Happy佐倉店

【代 表】 青山 哲也
【所在地】 佐倉市生谷

手作業で作る１点物から既製品まで、あなたの日本を世
界に届けませんか？

☎043-464-7090

オフィス家具のリサイクル販売、その他オフィス
で使うものすべて取りあつかっています

オフィス家具の中古販売ならHappy ！ビジネスホン・
複合機等、何でも揃います！

新入会員を募集しております。

お問合せ／お申込みは、千葉商工会議所総務部総務課までご連絡ください。
お待ちしております。
Tel.043－227－4101 Fax. 043－227－4107 http://www.chiba-cci.or.jp/ 検索
夢シティちば 2017年₂月号
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１月４日㊌
積極的な交流が行われる
年賀名刺交換会
新春恒例の年賀名刺交換会を京成ホテ
ルミラマーレにおいて開催し、市内各界
代表の約１，０００人にご参加いただい
た。
国歌斉唱、市歌斉唱に始まり、熊谷千
葉市長の挨拶後、熊谷市長、当所石井会
頭、向後千葉市議会議長、徳久千葉大学
学長の４名による鏡開きが行われ、石井
会頭の祝杯の音頭により祝宴に移った。
熊谷市長はＪＲ千葉駅の駅ビル開業に
ふれ、「この大きな動きを駅周辺にとどめ
ず、広範囲に広め、千葉市の活性化につ
なげたい」
と語った。

月６日㊎

石井会頭は地域経済について、
「今年、
世界の景気はよくなっていくと言われて
いるが、地方経済や中小企業の景況につ
いては別に考えた方がいい。中小企業は、
昨年に続き大変な１年になるかもしれな
いが、
だからこそ頑張りどころである」
と
述べた。
参加者は終始和やかな雰囲気の中、新
年の挨拶を交わしつつ、千葉市の今後に
ついて語り合った。

月 日㊍
経営計画を作成して、 補助金を
獲得しよう！
第２回 経営安定特別セミナー
当所経営安定特別相談室は、今年度２
回目となる経営安定特別セミナーを開催
した。
今回のセミナーテーマは
「経営計画
作成実践セミナー」
と題し、
税理士の中島
由雅先生
（中央税務会計事務所）
による講
義が行われた。
講義では、現在募集を行っている小規
模事業者持続化補助金の申請方法を例に
経営計画の作成意義、計画作成に必要な
経営分析の方法、申請書類の作成にあ
たってのポイントなどについて、ワーク
を交えながらの説明が行われた。
また、
セ
ミナー終了後には、希望者に対して講師
と当所経営指導員による個別相談会が実
施された。
セミナーは３時間にわたる内容であっ
たが、持
続化補助
金の公募
中という
こともあ
り、補助
金申請に
意欲のあ
る事業者
が多く集
まり、先
生の講義
を真剣に
聞き入っ
ていた。

自由業部会
月 日㊋
新体制のもと
来年度に向けた事業（案）を計画
正副部会長・所属議員会議・親睦懇親会

左から水野部会長、
手島前部会長

正副部会長・常任委員会議

13

月自由業部会が新しくなって始め
ての会議であったため部会員並びに事務
局の紹介を行った後、部会規約により水
野部会長の議事進行で協議を行った。
通常、正副部会長・所属議員会議で会
議を開催しているが、これから常任委員
も招集し年度初め会議を開く主旨を説明
したところ、４月は常任委員も招集し、
以降は必要に応じ対応することとした。
事業については、
親睦ゴルフ大会１回、
視
察研修会１回、セミナー１回を行うこと
となった。
また、河野常務理事から、現状の中心
市街地の動向についてＪＲ千葉駅舎の建
替えが完了し、 月のパルコ千葉店撤退
後の跡地について、現在、一定の建築制
限等を設けるべく千葉市にて協定等の策
定を行う方向であること、中心市街地の
活性化策についての取組等についての説
明をした。
会議終了後、手島前部会長をお招きし、
長年の功労について表彰し、楽しく談笑
し和やかな雰囲気の中閉会した。
11

15

三井ガーデンホテル内の日本料理 汐
菜において、本年度 第４回の医療・介護
部会の正副部会長・常任委員会議を開催
した。
今回の会議は、藤本部会長に代わられ
て初めての会議であり、新たに副部会長
や常任委員に選出された方も出席され、
顔合わせを兼ねた会議となった。
最初に本年度の部会事業の中間報告を
行った後、今後の部会事業や当部会のメ
イン事業である
「医療・介護無料相談会」
の在り方について協議した。
また、新規事業として、 年５月には、
年度中に入会した医療・介護部会員を
対象に「新入部会員歓迎会」を開催する
ことも決まった。
会議の後、引
き続き同会場に
て柏戸前部会長
の慰労会を兼ね
た懇親会を行い、
和やかな雰囲気
の中で、交流を
深めた。
29

12

11

12

12

28

新年の幕開けを祝い、
大いに賑わう

向後市議会議長

続いて、来賓の森田県知事、熊谷市長、
医療・介護部会
徳久千葉大学学長から挨拶があり、向後
月６日㊋
千葉市議会議長の音頭で乾杯となった。
藤本新部会長の下、
参加者は、
新年の挨拶を交わしつつ、
親
新体制スタート
睦を深めあった。

徳久学長

平成 年役員・議員新年会
毎年恒例の役員・議員新年会を三井
ガーデンホテル千葉において開催し、
県・
市の幹部や当所役員・議員ら１１４名が
参加し、大いに賑わいをみせた。
斉藤副会頭による開会の挨拶後、主催
者を代表して、
石井会頭より
「今年は政治
面で動きの多い年になるだろう。世界政
治の動きに伴って経済も多少の上げ下げ
があるだろうが、年間を通してはあまり
変わらない一年になるのではないか。た
だ、中小企業については大変な年になる
だろう。だからこそ、心して取り組んで
いかなければならない」
と挨拶があった。

森田知事

29
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熊谷市長

1

12・1月
Time Line
タイムライン

観光・サービス部会

金融部会

建設部会（大久保部会長）は、福酔
（中央区中央）にて今年度４回目（最後）
となる「正・副部会長、所属議員会議」
を開催した。今回は、昨年 月末の任期
満了を経て新たに就任した正・副部会長、
所属議員による初めての会議となった。
会議では「平成 年度事業（中間）報
告」「平成 年度の事業計画（案）
」
「２月
開催予定の視察研修会」について協議を
行った。
平成 年度のこれまでに実施した事業
には「正・副部会長、
所属議員会議」
「全
体部会」
「建設・卸売・工業３部会合同
ゴルフ大会」
「研修セミナー（テーマ：
社会保険未加入問題について、講師：社
会保険労務士法人ハーモニー 代表社員
徳永康子氏）
」があり、
今後の予定事業と
しては２月 日㈭に開催される「視察研
修（㈱日立ビルシステムのエレベーター研
修施設である日立ソリューションＬＡＢ．
（東京都足立区）
、Ｇ１タワー（茨城県ひた
ちなか市）への視察）
」が予定されている。
来年度の事業計画（案）については、
「正・副部会長、所属議員会議」
「常任委
員会」
「３部会合同ゴルフ大会」
「研修セ
ミナー」
「視察研修会」の実施を検討する
こととした。
会議終了後には懇親会が開かれ、新た
なメンバーが多数参加する中、にぎやか
な交流が行われた。

弁護士による
商工法律相談（無料）

正副部会長・所属議員会議・親睦懇親会

正副部会長・所属議員会議

29

金融部会（名輪部会長）は、 月の当
当所の議員改選に合わせ、観光・サー
所の議員改選により、新体制となってか
ビス部会（臼井部会長）は新体制で初め
ら初めての正副部会長・所属議員会議を
ての正副部会長・所属議員会議をすし波
開催した。本年度事業の中間報告と来年
奈にて開催した。
度事業計画について協議した。
今年度の中間事業報告および、来年度
また、金融部会の本年度最後の事業と
の事業計画案について協議を行った。
して、自由業部会及び観光・サービス部
オープンセミナーは、トランプ大統領
会等と合同で、３月上旬にオープンセミ
の就任による
「アメリカ経済の展望と、
日
ナーを開催することとした。オープンセ
本経済の動向」について自由業・金融部
ミナーでは、新しく自由業部会長となっ
会と３月に合同開催することが可決され
た㈱ちばぎん総合研究所の水野取締役社
た。
また、来年度の視察研修会については、 長を講師に招き、トランプ大統領の就任
による「アメリカ経済の展望と、日本経
観光と名の付く当部会が中心となって提
済の動向（仮）
」をテーマにご講演いただ
案していく事が重要との意見があり、今
くこととなった。
後検討することとした。
続いて、平成 年度の事業計画（案）
会議後、これまでご尽力いただいた江
についても検討し、常任委員会の開催数
澤前部会長へ慰労と感謝の意を込めて記
を増やし、正副部会長所属議員会議と合
念品と花束を贈呈。慰労会を兼ねた懇親
同で年度初めに開催するをなどの、活発
会を開催し、和やかな雰囲気の中閉会し
な部会活動を行うこととした。
た。
その後また、常任委員の追加について
協議し、㈱京葉銀行を新たに追加するこ
とが承認された。
会議終了後は会場を移し、親睦会を兼
ねた新年会を開催した。新年会では、金
融業の力を併せて千葉を元気にしていこ
うとの声もあがり、部会員同士の結束を
深め、和やかな雰囲気のまま終了した。

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。
）

29
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正副部会長・所属議員会議・新年会

建設部会

当所の議員改選に併せ、小売部会（中
島部会長）は新体制で初めての正副部会
長・所属議員会議を開催した。
小売部会では今年度最後の事業として
２月 日㈫に青年部と共催でオープン講
演会を開催することとし、講師としては
テレビ番組「マネーの虎」や「しくじり
先生」に出演している株式会社ＬＵＦＴ
ホールディングス代表取締役社長の南原
竜樹氏に登壇いただく予定である。
また、平成 年度の事業計画（案）に
ついても検討し、今年度に引き続き活発
な部会活動を行うこととした。
会議後の親睦懇親会に先立ち、３期９
年に渡り部会長を務められた㈱精美堂の
望月前部会長へ慰労と感謝の意を込めて
記念品と花
束を贈呈し、
和やかな雰
囲気のなか
新たなメン
バーととも
に親睦を深
めた。

中小企業診断士による
経営の相談窓口（無料）

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

時～ 時
時～ 時

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

月 日㈮
月 日㈮

【会 場】 千葉商工会議所
階 特別会議室
【担 当】 榎本 初雄 弁護士

17 17

22

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％

10

14 14

【相談料】 無料（秘密は厳守します）

要
不
（平成28年10月19日現在）

担保・保証人
利
金

2,000万円以内
設備資金 10年以内
（据置１年以内）

16

29

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

７年以内

（据置１年以内）

運転資金

融資限度額
返済期間

28

17 17

13

●資金
 繰りを改善するための方策を検討
したい
●経営
 革新計画の申請書を作成したが内
容をチェックしてほしい
●融資
 申込みにあたり事業計画の作成に
ついて相談したい
●国や
 県の公的支援策の活用を検討したい

時〜 時

時〜 時

17

28

正副部会長・所属議員会議・親睦懇親会

小売部会
11

１月 日㊌
新体制となって初の会議！
平成 年度計画案等について協議

16

月 日㊍
新体制のもと
来年度に向けた事業（案）を計画

12

月 日㊎
新正・副部会長、所属議員による
一回目の会議を開催！
12

マル経融資とは

など、経営に関する様々な課題につい
て相談に応じます。是非お気軽にご利用
ください。
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。

日㈫
日㈫

17

※日程が変更になる場合があります。

日㈮

14

日㈫

28 21

13

14

日㈮

7

日㈫

14

日㈮

日㈮

24 17

【日 時】
平成 年
月
3

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

月

10

3 2

29

【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。

月 日㊍
メンバーを新たに！
新年度に向けた事業（案）を計画
15

14

29
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夢シティちば 2017年₂月号
夢シティちば 2017年₂月号

15

12

2

3

12・1月
Time Line
タイムライン

Chiba Information
＜ちばインフォメーション＞

●審査が完了すると、ご登録いただいたメールアドレスに「登録完了」
をお知らせします。

中小企業の力を国内外に広め、
ビジネスチャンスを創出する

●登録申請後、事務局で審査を行います。審査は、約10営業日程度
かかります。

東京２０２０オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会がいよいよ３年後に迫っています。
大規模な国際イベントを機に様々なビジネス
チャンスが見込まれており、中小企業にもそ
の機会を提供しようというプロジェクトが誕
生しています。公益財団法人東京都中小企業
振興公社・事業戦略部中小企業世界発信プロ
ジェクト事務局の二瓶伸次長に概要について
伺いました。

●ご登録は、インターネットから直接ユーザー登録（事前登録）を行
うことができます。
➡https://www.sekai2020.tokyo/bcn/

＜中小企業世界発信プロジェクト2020とは＞
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会などの開催を契機に創出される中長期的なビ
ジネスチャンスを、全国の中小企業に提供するとともに、その優れた製品やサービスを世界に発信
するプロジェクト。東京都・東京商工会議所・東京都商工会議所連合会・東京都商工会連合会・東
京都中小企業団体中央会・東京都中小企業振興公社が
「中小企業世界発信プロジェクト推進協議会」
を組成。2015（平成27）年度から６年間の事業。

ロンドン五輪の例をみても、建設、
にわたる仕事の入札・調達が行われ

各企業のステージも上がるのではな
いでしょうか。ぜひこのサイトを活用
してビジネスチャンスをつかんでい
ただきたいと思います。
組織委員会だけではなく、国や東京
、また都内区市
（平成 ）年４月に官民の入札情報や調 都（外郭団体も含む）

受注機会拡大を目指して２０１６

ポータルサイト

■入札・調達情報を一元化した

の事業で構成されています。

サービスの開発促進」を目的とした３つ パラ大会を成功させることで、同時に

「販路の開拓に向けた取組」「新製品・新 高い優れた仕事をしていただき、オリ

本プロジェクトは「受注機会の拡大」 ていました。企業が切磋琢磨し、質の

す。

興公社の事業戦略部に設置されていま 製造、流通、印刷、教育など実に多岐

２０２０の事務局は東京都中小企業振

現在、中小企業世界発信プロジェクト 決まります。

■中小
 企業のビジネスチャンスを拡大 「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」
させる３つの事業
から入札に参加することで落札者が

「ビジネスチャンス・ナビ2020」をご利用いただくには
ユーザー登録（事前登録）が必要です

なっています。

月から活用されることが決まり

こうしたサイトを活用する企業は、

ーが厳選した案件も掲載します。

ました。組織委員会からの調達案件は、

トが

委員会の入札手続きについて、このサイ

掲載していましたが、一歩進んで、組織 いと考えています。

ック競技大会組織委員会が入札情報を 活用されるようなサイトを目指した

までも東京オリンピック・パラリンピ 様々なイベントが開催される際にも

特に注目していただきたいのは、これ ていただき、２０２０年大会のほか、

くの企業の皆さんがユーザー登録し

１月 日現在、登録は１万１８３１件と ＰＲすることが重要となります。多

「自社ＰＲ情報を登録」に自社情報を
検索でき、すべて無料で活用できます。

セスできるほか、ビジネスパートナーを に選ばれるためには、サイトの中の

いただくことで入札・調達案件にアク 受注先や他企業との共同開発先など

者が活用できます。ユーザー登録をして 受注することに目が向きがちですが、

東京都内の企業に限らず、全国の事業

２０２０」を開設しました。

タルサイト「ビジネス・チャンスナビ の案件は５人の発注コーディネータ

達情報を一元化して提供する情報ポー 町村の案件も閲覧できます。民間企業

28

23

4

16
夢シティちば 2017年₂月号
夢シティちば 2017年₂月号

17

「ビジネスチャンス・ナビ2020」のユーザー登録

～中小企業世界発信プロジェクト２０２０～

東京2020組織委員会の入札手続における活用が決定‼

■販路開拓をサポートする

募も可能です。

販路開拓に関しては、中小企業が新
ートするのびのびマークの製造技術」
。

コーマークの「スポーツウェアをサポ

賞」を受賞したのは㈱エヌエスケーエ

ちなみに「東京都ベンチャー技術大

たに開発した創意あふれる製品やサ

展示会や商談会

ービスの展示・商談会「ビジネスフロ

また、
「東京都革新的サービス大賞」

ができます。

ェアの意匠性や機能性を高めること

め、アスリートが着用するスポーツウ

っており、マーク地自身が伸縮するた

ンティア・フェア」を実施しています。 「伸びて・戻る」マークの製造技術で、
高い伸張回復率と優れた諸耐性を持
２０１６（平成 ）年は都が主催する
産業交流展２０１６と同時開催しま
した。
また協議会の構成団体もコンペや
展示会、マッチング商談会、ビジネス
交流会などを個別に開催して、中小企
都内の企業向け制度として、ビジネ
ソリューション『ＱＲ Ｔｒａｎｓｌ

を言語バリアフリーにする多言語化

を受賞したのは㈱ＰＩＪＩＮの「世界

スナビゲーターが商談や取引をサポ
ａｔｏｒ』
」
。駅や空港施設の案内板、

業の取組を支援しています。

ートする「マーケットサポート」があ
観光地の案内看板のＱＲコードをス
リを使わずにスマホの使用言語で翻

ります。
■革新的で将来性がある製品や
訳が表示されるサービスです。音声で

マートフォンで読み取ると、専用アプ
サービスにはコンペで奨励金
の読み上げも可能ですので、視覚障害
者向けにも対応できます。

さらに、
「世界発信コンペティショ
ン」では新たに開発された新製品や
ンチャー技術）部門」
「サービス部門」
に自社の製品やサービスを各所で役

業を活用して、全国の中小企業の方々

中小企業世界発信プロジェクト事

1日につき
8,000円

1日につき
12,000円
4万円

8万円

12万円
2万円

4万円

6万円
10万円

20万円

30万円

入院・治療

＊

に分けてコンペを実施し、革新的で将

立ててもらい地域経済を活性化させ

1日につき
4,000円

保障内容例

＊

来性があるという評価を受けて選定

るとともに、２０２０年大会を成功に

新サービスに対して、
「製品技術（ベ

されたものに対して開発・販売等奨

300万円

６大生活習慣病で１日以上の入院をしたとき
〈６大生活習慣病入院一時金〉（１年に1回限度）

28

励金を交付します。

200万円

ガンの治療を直接の目的とした先進医療による療養を受けたとき
〈ガン先進医療一時金〉

給付内容

【基本コース】

事故通院見舞金（５日以上、年１回限度）

一律 9,000円 一律 19,000円 一律 31,000円

病気入院見舞金（10日以上、年１回限度）

一律 9,000円 一律 19,000円 一律 31,000円

４口

配偶者死亡見舞金（１年以上加入者）

9,000円

19,000円

31,000円

結婚祝金（１年以上加入者）

9,000円

19,000円

31,000円

出産祝金（１年以上加入者）

9,000円

19,000円

31,000円

成人祝金（１年以上加入者）

9,000円

19,000円

31,000円
千葉商工会議所独自の給付金制度の内容

２口

利用事業者さんの

０４３−２６８−７８２１

☎０４３−２６８−７８２０

貝畑ビル１０５

千葉市中央区星久喜町７７４−

有限会社食工房 マルシェ

相談していきたいです。

できる仲なので、これからも安心して

くれます。共済推進員とは気軽に相談

保険はいざという時に会社を助けて

掛金が安いことが魅力的ですね。

ているという安心感と団体扱いなので

ひまわり共済は、商工会議所が行っ

まわり共済に加入しています。

なっています。そこからのご縁で、ひ

用保険の代行や経営相談などお世話に

千葉商工会議所には、かねてから雇

想からヒントを得ました。

ルシェ」は、
「食べ物」
「市場」への連

リバリーをしています。会社名の「マ

外房や銚子方面、南は鴨川付近までデ

わった高級弁当を千葉市近郊を中心に、

ェフが作る「手作り」
「産地」にこだ

私どもの会社は、元一流ホテルのシ

声
1

1,500円
健康診断受診料補助金（法定健診対象、年１回限度）

６口

つなげたいと思っています。千葉市内

100万円

こちらも原則として、都内に主たる

傷害または疾病により高度障害状態のいずれかになったとき
〈高度障害保険金〉

の企業の方々にもぜひ、この事業を活用

1,500万円

事業所を持つ中小企業が対象になり

1,000万円

していただいて、世界で活躍する企業

500万円

ますが、代表企業が都内に主たる事務

不慮の事故により高度障害状態のいずれかになったとき
〈高度障害保険金＋災害高度障害保険金〉

に成長していただきたいと思います。

300万円

所を有する中小企業グループでの応

200万円

従業員のみなさまの福利厚生をバックアップ

100万円

ひまわり共済のご案内

上記以外の事由により死亡したとき
〈死亡保険金〉

日帰り入院
から保障

1,500万円

高度障害

1,000万円
死亡

500万円

ガンで１日以上の入院をしたとき
〈ガン入院一時金〉（１年に1回限度）

ひまわり共済は、
千葉商工会議所が、
ア
クサ生命保険株式会社と締結した定期保
険（団体型）
（入院給付金付災害割増特
約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特
約付）と当商工会議所独自の給付金制度
を会員の皆さまにご利用いただくもので
す。※ご加入に当たってはパンフレット、
重要事項説明書（注意喚起情報）を必ず
ご覧ください。
【特 徴】
■役員及び従業員の福利厚生制度にご
利用いただけます。
■病気・災害による死亡から事故によ
る入院まで、業務上・業務外を問わ
ず 時間保障されます。
■医師による審査は不要です。（告知の
みでお申込いただけます。
）
■１年ごとに収支計算を行って剰余金
が生じた場合には、配当金としてお
返しいたします。
■商工会議所独自の給付制度（見舞
金・祝金等）が付加されています。
【お問合せ先】
千葉商工会議所 会員事業課
☎０４３‐２２７‐４１０１
【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社 千葉営業所
☎０４３‐２２４‐１２６２

不慮の事故により死亡したとき
〈死亡保険金＋災害保険金＞

不慮の事故により１日以上の入院をしたとき
〈入院給付金〉

６口
２口

４口
【基本コース】

お支払い事由

18
夢シティちば 2017年₂月号
夢シティちば 2017年₂月号
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24

公益財団法人産業雇用安定センター
より徒歩５分程度の利便性の良い商業

当センター千葉事務所は、ＪＲ千葉駅
地区にあり、所長、参与 名、コーディ

経済・産業団体、千葉労働局との緊密

ています。

これまでに当センターは、経済・産業
な連携や情報交換のために定期的な訪
に訪問させていただいております。

「失業なき労働移動」の課題に取り組み、 問と、県内の企業を人材情報交換のため
全国ネットワークで出向・移籍の斡旋
て、事務所以外でも遠方のハローワー

一方、
「失業なき労働移動」を目指し

さらに、平成 年に「雇用再生集中支
ク、行政機関等の会議室をお借りした集

等に努力を重ねてまいりました。
援事業」
、平成 年に「緊急就職支援基
金事業」などの事業について、その中核
さんとの面談の機会を設けています。

中面談会を積極的に開催し、求職者の皆
また、事務所主催の人事労務管理セミ

事業の事業運営を担うなど、大きな社会
的役割を果たしてまいりました。
社員教育を希望する企業向けに、要望に

ナーと、企業と社員を元気にするための

が健康で意欲と能力がある限り年齢に
沿ったカリキュラムで「出張セミナー」

最 近 で は、 平 成 年度から高年齢者
かかわりなく働き続けることができる

皆さま方のご支援とご協力をお願い申

ク良く活動して参りますので、引き続き

今後も、所員一丸となってフットワー

を開催しています。

年度から、出向・移籍の

斡旋機能を強化するため、民間教育訓
し上げます。

☆人材
 に余剰感がある。雇用調整を検討
中の企業の方
・事業
 の整理・縮小に伴い人員削減を
検討しているとき
向を検討しているとき

・従業
 員を関係会社以外の企業への出
・会社
 清算・工場閉鎖のため従業員の
受入先を探しているとき
・定年
 退職予定者等が他企業への再就
職を希望するとき
☆人材
 が不足しており、補充を検討中
の企業の方
・事業
 の拡大、欠員発生などにより、
必要な要員を確保したいとき
・新規
 部門に精通した人材を雇いたい
とき
・経験
 豊富な即戦力の人材を確保した
いとき

料です。

※登録
 ・相談・斡旋については、一切無

弁護士法人リバーシティ法律事務所

次郎さんは、漬物店の経営が苦しく、太郎さ

越川 芙紗子

んが借金を重ねながら家業を守ってきたこと

所属弁護士

そこで、売却準備のために登記を取り寄せ

充てることについて、同意してくれました。

れば借金を返済することができそうでした。

登記あれこれ

練機関などを活用した訓練や円滑な出
など、政府の日本再興戦略に盛り込まれ
た「失業なき労働移動」をさらに推進す
ることとしております。

放 置 は危 険

１ 実家の登記はどうなってますか？

一方、叔父の妻は「法律で決まった相続分

をよくわかっていたので、売却代金を返済に

…父の相続の
（全部事項証明）を見たことがあるはずです。 「あれ？親父の名義じゃない！」

のお金をもらわなければ、売却には同意しま

たところ、意外な事実が明らかになりました。
際、太郎さんは登記をそのままにしていたの

せん」と言い出しました。相続分のお金を渡

家や土地を買ったときに登記をしない、とい

で、登記は父の名義のままであると思ってい

そこからが大変でした。

話し合いが難しい状況になってしまいました。

の子３人も、それぞれが自己の権利を主張し、

人で土地建物の売却手続きを進めることはで
きません。代々長男が漬物店を継ぐ、という
口約束はあったのですが、これだけでは太郎
さん名義に登記の変更をすることは困難なの
です。
土地建物について権利を有する相続人全員

太郎さんは、登記が放置されていたがため
に、思わぬトラブルに巻き込まれることに

重ね、後の世代になるにつれ、親戚づきあい

を得ることは難しくなります。特に、相続を

相続人が増えれば増えるほど、全員の同意

なってしまいました。
ないのですが、祖父の代、父の代の二代にわ

も疎遠になっていることが多いので、「遠慮は
いらない、もらえるものはきっちりもらいま

ぐってトラブルが起こってしまった場合、解

このように、登記が放置された不動産をめ
決にはかなりの時間と費用がかかってしまい

しょう」となってしまう可能性があるのです。
す。一方、叔父は十数年前に亡くなっており、

くなり、太郎さんと弟の次郎さんが相続人で
相続人は叔父の妻と子３人（太郎さんのいと

大きなリスクを伴うものといえるでしょう。

相続のあとも登記をそのままにしておくのは、

放置しておいても罰則がないからといって、

ます。

太郎さんはまず次郎さんに連絡しました。

ます。

続人全員から売却の同意をもらう必要があり

遠になっていました。太郎さんは、これら相

こ）でしたが、太郎さんとは叔父の死後、疎

（太郎さんの叔父）でした。父は５年前に亡

祖父の相続人は、太郎さんの父とその弟

ほか増えていました。

たる相続があったため、相続人の数が思いの

の同意を得なければ、売却手続きを進められ

３ 登記を放置する危険性

まず、大前提として、このまま太郎さん一

くら説明しても、聞く耳を持ちません。叔父

たのですが、太郎さんの父も同じように登記

う人はいませんが、先祖代々の実家の土地や
建物についてはどうでしょうか？亡くなった
祖父や父の名義のまま…という方もいらっ
平成 年度の国土交通省調査報告によると、

しゃるのではないでしょうか。
全国４市町村を対象に行った調査において、
最後に所有権登記がされたのが１９６４年よ
り古い、すなわち 年以上も所有者の変更の
登記がされていない土地が、全体の ・ ％を

い、店舗は駅近くにあり、土地建物を売却す

んは、漬物店を廃業する決断をしました。幸

を売って、借金を返すしかないか…」太郎さ

れば続けるほど損失が出ている状況です。「店

近年は売り上げも落ちてしまい、営業を続け

祖父の代から漬物店を営んでいる太郎さん。

か。

のようなトラブルが起きてしまうのでしょう

では、登記がそのままになっていると、ど

２ よくあるケースと問題点

ります。

ケースが相当数存在する、ということがわか

らず、登記がそのままになっている」という

記名義人がすでに死亡しているのにもかかわ

占めていた、とのことでした。ここから、
「登

8

父のままになっていたのです。

すと借金が返済できないことを太郎さんがい

不動産を所有している人なら、一度は登記

⁈

向・移籍を支援する講習等を実施する

事 業、 平 成

「生涯現役社会」の実現に向けたモデル

25

【この様なとき、早めにご相談ください】

産業雇用安定センターは、 都道府県で人材の確保、
従業員の再就職の支援をしています

は、昭和 年３月、政府の“ 万人雇用
開発プログラム”の一環として、労働省
ネーター 名、支援員 名の 名体制
12

で、県内を四つのエリアに分けて活動し

1

団体、厚生労働省との緊密な連携の下に

しました。

出向・移籍支援の専門機関として発足

（当時）と経済・産業団体の協力により

30

19

http://www.sangyokoyo.or.jp
URL

26

ＦＡＸ 043-225-4855
ＴＥＬ 043-225-4855

21 15

50

20
夢シティちば 2017年₂月号
夢シティちば 2017年₂月号

21

26

富士見ハイネスビル４Ｆ
千葉市中央区富士見２−７−５
〒260-0015

47

1 10

62

を放置していたらしく、土地建物の名義は祖

Advice to management

【公益財団法人産業雇用安定センター千葉事務所】

動が加速していき、良いスパイラルとな

んだん面白くなってきて、次の学びと行

ば少しずつ成果が表れ、成果が出ればだ

「書くこと」から始まる「究極の経営戦略」

スにチャレンジしたい」ということで、 規顧客を獲得するに至った。つまり「謙

もっと簡単に儲かりそうな新しいビジネ
虚に『行動と学び』を繰り返して変わり
ってより成功していく。

しながらＤＭを配布し続けたことで、新

個別相談の約束をしたものの、当日連絡
ゆく環境に適合していったこと」が成果
②「成功するための原理原則」とは
「成功者には、メモ魔が多い」という
のは誰しも聞いたことがあるのでないで

考えていた計画を具体化して確実な成果
ンです。さて、Ａさん、Ｂさんどちら方

これは同時期にあったノンフィクショ

①「書
から始まる「究極の経営戦
 くこと」
略」とは
氏、アメリカ産業界の英雄のリー・アイ

谷正寿氏、イトーヨーカー堂の伊藤正俊

３ 解決策
しょうか？実業家では、商工会議所を設

に結びつけるために私のところに相談が
もし「究極の経営戦略」をあげるとす

立した渋沢栄一氏をはじめ、ＧＭＯの熊

きました。今まで口コミ一本だったため、 が今後生き残っていけるでしょう？言う
アコッカ氏など、実にたくさんいらっし

ないわけがないかもしれません。至極単

るならば、私は「謙虚な学びと大量の行

その一歩として、「自分がやろうとして
純なことだけど、最も大事な原理原則は

までもありませんよね。
「同じ業界・キャ

きることをまず書いてみること」
。
これは

ここあるように思われます。まず騙され

新規集客知識は、
ほぼゼロの状態。
マーケ

得手不得手の関係はありません。書いて

たと思ってメモでも日記でも書き始めて

ゃいます。逆に、書いて考えて多くを学

そもそもＡさんも書くことは苦手でし
みると自分で具体的に考えるようになる

ください。次にできるだけ毎日続けてみ

動を愚直に繰り返す」ことに勝るものな

した。そして初めての新規ＤＭ発送スタ
た。ただＡさんはそれで終わらせなかっ
し、第三者から客観的なアドバイスが貰

てください。そして事業計画まで発展さ

リアでもその人その考え方でここまで差

ート。約二か月目から反応が徐々に上が
た。まず、粘り強く経営相談員に教えを
いやすくなるし協力も得られやすい、そ

せてみてください。いずれその絶大な効

ティング戦略から具体的な集客戦術手順

っていき、ついに三か月目に新規集客に
請い、念がこもった事業計画でみごと補
して何よりも自分の潜在意識が働き、そ

果は実感できるはずです。

び、多く行動する習慣があれば、成功し

一方、Ｂさんは、事業計画セミナーに、 助金を獲得しました。次に、それを実現

よる成約を獲得しました。
すべく専門家に相談しようする行動にま
れに関係する情報（学び）も自然に集ま

いと信じています。

一度は参加するものの、紙に書くのが苦
で出ました。そして今まで無知だった新
ってくるものです。だから自然と行動の

が出るものなのか…。
」
改めて考えさせら

手という理由で、複数回の実践セミナー
規集客手法を謙虚に学んだ。さらに、自

まで丁寧にアドバイスを受けながら、考

は途中から不参加。
「競争環境が厳しく
一歩が踏み出せるようになる。行動すれ

〈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

ＨＳコード２０１７について

貿易対象品目を数字で表

ＨＳコードはあらゆる

握向上のため、一部化学物質につ

されている化学物質の貿易動向把

条約などの国際条約で管理・規制

② 化学兵器禁止条約やロッテルダム

いて、低い税率の特恵関税を適用するた

（ＥＰＡ）
、自由貿易協定（ＦＴＡ）にお

と、そうとも限りません。経済連携協定

最新版があれば古いものは不要かという

見ることができます。
なお、
ＨＳコードは

ＨＳコードが２０１７年から改訂されたと聞きました。 今までと何が変わったのでしょうか。

した品目分類コードで、

いて号レベルへの変更。

り、自国の関税率表や統計品目表に適合

動車」に含まれていた、ハイブリ

した変更。「乗用自動車その他の自

③ 経済動向の変化や技術革新に対応

定を締結した時点のＨＳコードに限定さ

すが、そこに使用するＨＳコードは、協

めには特定原産地証明書が必要になりま

上６桁 注(１）の数字はＨ
Ｓ条約締約国（注２）共通に使われてお

させています。ＨＳコードは５年ごとに
）より公表さ
Customs Organization
れます。前回改訂は２０１２年であり、

設、など。

新設。ノンアルコールビールの新

ッド自動車、電気自動車について

ましたが、協定上の規則は２００２年版

本とタイのＥＰＡは２００７年に発効し

れている場合があります。たとえば、日

見直しされ世界税関機構ＷＣＯ（ World

２０１７年改訂版が１月１日より適用さ

き作成されており、原産地証明書の表記

（２００２～２００６）
ＨＳコードに基づ
Ｒ

④ 国際竹・籐ネットワークＩＮＢＡ

回の改訂は２４２箇所あります。ＨＳコ

う必要があります。５年ごとの改訂は一

れています。ＷＣＯのサイトによると今
ードは上６桁の分類全体で約５０００あ

）からの要
Bamboo and Rattan
請により貿易動向把握向上のため、

部に限られ大半は変更なしとは言うもの

（注１）６桁
）
、類
 のうち、上２桁を類（ Chapter
）
、項を含
を含む上４桁を項（ Heading
）という。
む上６桁を号（ Sub-heading
（注２）１５３か国・地域‐２０１６年７月時点。

の、念のため留意ください。

は２００２年版ＨＳコードに基づいて行

ると言われているので、全体をガラリと

一部竹及び籐製品の新設。

(International Network for

変えるような変更ではなく部分的な修正

⑤ 貿易額の少ない品目の統廃合（例
２０１７年版はＷＣＯのＷｅｂサイ

タイプライターの廃止）
。

にとどまっています。今回改訂の主だっ
① 国連食料農業機関（ＦＡＯ）の提案

トで見ることができます。また日本の

たところは以下のとおりです。
で、より広範に国際貿易動向を把握

税率表が掲載されているので最新版を

し食の安全管理強化に役立てるため、 税関のＷｅｂサイトには毎年の実行関
魚介類品目の新設と変更。

街頭防犯カメラ

なったエステ業界に先行きが不安だし、 分にいる業界の可能性に賭けて試行錯誤

れる事例でした。

２ 原因と課題

なしにドタキャン……。その後音沙汰な

野村 忠史

に結びついたということです。

中小企業診断士

しの状態。

千葉貿易情報センター

え抜き、試行錯誤で１つ１つ具現化しま

があったものの、努力が実って無事採択。

商工会議所に通い続け、何度も書き直し

Ａさんは、早々と補助金の事業計画で

談です。

サロンを十数年経営されている方から相

ＡさんとＢさん共に、お一人でエステ

１ 事例

中

ナビ

Ａ Q
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夢シティちば 2017年₂月号
夢シティちば 2017年₂月号
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企業診断
小

平成29年度各種検定試験の施行日が決まりました！
検定試験名
簿記検定

【１級７，
７１０円 ２級４，
６３０円 ３級２，
８００円】

第１４６回簿記検定試験（１・２・３級）

６月１１日（日）

第１４７回簿記検定試験（１・２・３級）

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）
【１級７，
７１０円 ２級５，
６６０円 ３級４，
１２０円】

第８０回リテールマーケティング（販売士）検定試験（２・３級）
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）
珠算検定

６月２５日（日）

第２１１回珠算能力検定試験

１０月２２日（日）

第212回珠算能力検定試験

２月１１日（日）

【１級９，
４４０円 ２級７，
３４０円 ３級５，
２５０円】

第４２回カラーコーディネーター検定試験（２・３級）

６月１８日（日）

第４３回カラーコーディネーター検定試験（１・２・３級）

１２月３日（日）

【１級１０，
８００円 ２級６，
４８０円 ３級４，
３２０円】

第４１回ビジネス実務法務検定試験（２・３級）

◦平成28年度分所得税・消費税の確定申告の…「個別相談」及び「申告書の仮受付」を行います。
個人の小規模事業者の皆様どうぞお気軽にお越しください。
所得税・消費税確定申告相談

時】 	 ３月６日(月)・７日(火)・８日(水)

【会

場】 千葉商工会議所

各日とも午前10時～12時、午後１時～４時

13階

小会議室

【相談員】 千葉県税理士会所属税理士〈千葉東支部・西支部・南支部〉
【相談料】 無料
【問合せ】 産業振興課

第４２回ビジネス実務法務検定試験（１・２・３級）
福祉住環境コーディネーター検定

TEL ０４３－２２７－４１０３

第３８回福祉住環境コーディネーター検定試験（２・３級）

７月９日（日）
１１月２６日（日）

第３３回ＢＡＴ
ＩＣ（国際会計検定）

７月２３日（日）

第３４回ＢＡＴ
ＩＣ（国際会計検定）

１２月１７日（日）

環境社会検定（eco検定）*ＢＡＴ
ＩＣと同日施行（午後のみ） 【５，
４００円】
第２２回環境社会検定試験（eco検定）

７月２３日（日）

第２３回環境社会検定試験（eco検定）

１２月１７日（日）

【６，
４８０円】

第５回ビジネスマネジャー検定

７月１６日（日）

第6回ビジネスマネジャー検定

１１月１２日（日）

メンタルヘルス・マネジメント検定

【Ⅰ種１０，
８００円 Ⅱ種６，
４８０円 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）
第２４回メンタルヘルス・マネジメント検定（Ⅱ・Ⅲ）

お問い合わせ先
千葉商工会議所
夢シティちば 2017年₂月号

１２月１０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】

ビジネスマネジャー検定

25

７月２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）

【日

２月２１日（水）

第２１０回珠算能力検定試験

ビジネス実務法務検定

無料

７月８日（土）

【１級２，
３００円 ２級１，
７００円 ３級１，
５００円 ４～６級１，
０００円】

カラーコーディネーター検定

千葉県税理士会所属税理士による所得税・消費税確定申告相談

施行日

会員事業課

１１月施行予定
３月施行予定

ＴＥＬ０４３－２２７－４１０１
夢シティちば 2017年₂月号
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の店舗等で「おもてなし雛飾

市のご支援により中心市街地

今年も、昨年に続き、勝浦

千葉神社敬神婦人会様、千葉

もとより、御宿商工会婦人部、

に、会員の皆さまのご尽力は

古谷伝統文化委員長を中心

ＪＲ千葉駅・駅前観光案内

定事業所等は、
次のとおりです。

主なつるし雛の飾り付け予

ようご案内申し上げます。

わせの上、お楽しみ頂きます

千葉開府９００年に向けた年であ
ることから、千葉神社に隣接する通
町公園に月星紋をあしらった提灯を
１００個飾り付け、年末年始に千葉
神社に訪れた人たちを暖かい灯りで
迎えました。
地元周辺からは「とても良い試み
なので継続して欲しい。
」
と好評を得
ました。
今回飾り
付けした提
灯は、中心
市街地で開
催するイベ
ントにも活
用していく
予定です。

飲食業
千葉市中央区富士見

日本料理店
千葉市中央区道場北

印刷業
千葉市中央区都町

飲食業
千葉市中央区中央

イルミネーション点灯期間中、中
央公園にて開催しました。
昨年よりも暖かい演出を施し、多
くの方々に来店いただきました。

損害保険業
千葉市中央区新千葉

〈問合せ先〉千葉市中心市街地まちづくり協議会（事務局）

り」が展開されます。

市老人クラブ様、吾妻町２丁

所・千葉市庁・きぼーる・三

（割烹）をざわ

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

また、この「なのはなひろ

目町内会様、その他、各地か

井ガーデンホテル千葉・千葉

小澤 京子

㈱正文社

月１日から 日間、千葉市中心
市街地を明るく彩ってきました、千
葉都心イルミネーション「ルミラー
ジュちば２０１６」も２月 日で今
年も閉幕いたします。
多くの市民、来街者の方々にも楽
しんでいただき、無事開催できたの
も多くの方々にご協力によるもので
す。厚く御礼申し上げます。
今年は初の試みとして、①中央公
園噴水モニュメントへの電飾②クリ
スマススペシャルイベントの昼間開
催③通町公園への月星紋をあしらっ
た提灯の飾り付けなど実施してきま
した。皆さまからのご意見など今後
のイルミネーションへ反映させてい
きたいと思います。

ば」でも、「つるし雛」制作活

らご支援頂いた皆さま方の御

長谷部 佳子

㈱花長

いよいよ「つるし雛」デビュー！

中心市街地で〝おもてなし〟
月５日までの 日間「おもて

なお、「同おもてなしつるし
雛飾り」店舗マップも配布さ
れます。早めの春の訪れを市

動」状況を掲載させて頂きま

蔭と心から感謝申し上げます。 銀行中央支店・千葉信用金

中心市街地で皆さまお誘い合

したが、この春、実施同時開

ました。

いよ街ナカ店舗等で、華やかにデビューさせて頂くことになり

五輪記念「千葉おもてなしつるし雛」制作を進めており、いよ

なし雛」まつりが開催されま
者の目を楽しませて頂きました。
また、今年の春は更に第二弾、中心市街地活性化施策として、 す。

昨年、
「おもてなし雛人形」が市内中心市街地に飾られ、来街

24

庫・千葉銀座および中央銀座

長谷川 順子

㈲か・らん

76

千葉市中心市街地への飾り

商店街等。

髙梨 洋子

中心市街地ＮＥＷＳ

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

12

付け期間は、２月 日から３

吉田 正子

東京海上日動火災保険㈱
千葉支店



14

まちづくり事業情報

「ルミラージュちば２０１６」閉幕

女性会
編集：千葉商工会議所

26
夢シティちば 2017年₂月号
夢シティちば 2017年₂月号

27

岩崎 眞弓

岩崎社会保険労務士事務所

千葉市中央区栄町

催させて頂くこととなりまし
た。

10

千葉都心イルミネーション

新入会員のご紹介

ご参加される皆様へ実りのある講演
会になるよう準備をしております。沢
山のご参加をお待ちしております。
経営開発委員会

［講演内容］
この度千葉商工会議所青年部・千葉
・人生
商工会議所小売部会共催にて、
 のどん底から這い上がるため
に必要なこと
「借金１００億から年商１０００億
・ゼロ
へ」～しくじり先生が語る“経験した
 からビジネスを大きくするた
めの成長戦略
からわかる経営学”～と題して、
・失敗から学んだ人との接し方
株式会社ＬＵＦＴホールディングス
・魅力
代表取締役社長南原竜樹氏をお招きし
 的なリーダーになるために必
要なこと
て講演会を開催することとなりました。
［お問い合わせ］
千葉商工会議所青年部
経営開発委員会
ＴＥＬ：０４３ ２-２７ ４-１０１

2

【 講演会概要 】
［日時］
平成 年 月 日（火）
時～ 時 受付 時 分～
［場所］
千葉商工会議所 階 第１ホール
［参加費］
無料（名刺交換会４０００円）
30

月定例会冬季懇親会が 月 日
㈫に Ｌｏｕｎｇｅ Ｈａｎｇ Ｏｖｅｒ で行
われました。当日は、現役会員 名、
ＯＢ・ＯＧ 名、同伴者 名、事務局
職員 名の計 名の方々に参加して頂
きました。沢山のご参加ありがとうご
ざいます。
今回も年末に相応しいクリスマス感
満載な冬季懇親会を行うことが出来ま
した。会の途中の催し物は、青年部ウ
ルトラクイズと題して各テーブルから
代表者を選出して
競っていただきま
した。クイズでは、
まずゲームに挑戦
して、その勝者が
クイズに回答でき
るというルールで
行いました。ゲー
ムは、箸を使って
の豆移し、炭酸一
気飲み、その場で
握るタバスコ入
り「丸万ロシアン
寿司」などを用意
して、楽しんでい
ただきました。肝
心のクイズは難問
が多かったようで、
なかなか正解が出
ませんでしたが、
お寿司が出る度に

プレゼント交換

では、受け取った皆様の久々に童心に
返るような表情が印象的でした。
今回の定例会では、普段あまりお話
ができない事務局の職員さんをはじめ、
沢山の先輩方にもご参加頂いて、親睦
交流委員会一同感謝しております。ま
だまだ、至らない点がありますがこれ
からも御支援宜しくお願いします。
本当にありがとうございました。
親睦交流委員会
委員長 田中 あすか

新入会員承認式

歓声が湧き大変盛
り上がりました。

〈新入会員紹介〉

葬儀一式およびそれに付帯するもの、
墓石販売・施工

第 回全国会長研修会
かこがわ会議に参加
平成 年 月 日㈭～ 月 日㈯に
兵庫県加古川市にて行われた日本商工
会議所青年部第 回全国会長研修会か
こがわ会議に千葉ＹＥＧからも 名で
参加して来ました。全国から千人を超
える各地のＹＥＧメンバーが集まり、
次年度会長予定者や担当事務局の研修
会を中心に行われ、熱意があり将来各
地のＹＥＧのリーダーとなる会員向け
の分科会なども行われました。私個人
としては会長研修会に参加するのは初
めてで、全国大会やブロック大会など
とはまた違う雰囲気を感じ今後のＹＥ
Ｇ活動のために大変勉強になりました。
これからもＹＥＧの一員として活動に
励んで参りますのでご指導ご鞭撻の程
よろしくお願い致します。

有限会社サントク

20

総務広報委員会委員長 秋元 美沙

☎043-228-3304

5

11

参加者持ち寄りのプレゼント交換

英之

12

39

26

10

24

34

丸万ロシアン寿司
（きのした ひでゆき）

13

66

11

小川会長挨拶

12

9

28

28
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29

18

青年部ウルトラクイズ

木下

14

14

34

冬季懇親会開催
29

21

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

オープン講演会のご案内

千葉商工会議所青年部・千葉商工会議所小売部会共催

12月定例会
19

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

地域の中小企業が元気になることで
地域全体が活性化する
～地域企業のニーズに応え、成長をサポート～ 千葉県産業振興センター
中小企業の経営者または起業を目指す方々は資金調達や相続・事業承継、営業・販
売、ＰＲなど日々、様々な課題に直面しています。公益財団法人千葉県産業振興セン
ターは、そうした中小企業の相談窓口としてニーズに対応した様々なメニューを揃え、
支援体制を整えてきました。
地域の中小企業はどのようにして「稼ぐ力」をつけて成長・発展していくべきなの
か。具体的な事例とともに、公益財団法人千葉県産業振興センターの庄司英実理事長
にお話を伺いました。

〈千葉県産業振興センターとは〉

千葉県産業振興センター

千葉県内には４０５（２０１
６ 年 月現在）
に及ぶ県が認定
した地域資源があります。八街
市の落花生、千葉市のサツマイ
モ、船橋市の梨など農産物をは
じめ、
ドローンなどの技術や、
幕
張メッセのある幕張新都心など
の観光資源も含まれています。
こうした地域資源を活用した
商品やサービスを提供する新事
業を支援しています。民間企業

千葉県のポテンシャルを
生かした地域産業活性化事業

10

23

17

24

と 人のコーディネーターがお
中小企業の「稼ぐ力」を
り、
「経営」
「創業」
「ＩＴ」
「デ
鍛えていく
ザイン」
「税務」
「ＰＲ」など専
千葉県内の中小企業の数は
門的知識・経験を有する人や中
万８９００社で、全企業の
小企業診断士の資格を持った人
・８％を占めています。この
など、それぞれが得意分野を持
数値は全国平均よりも ％高
って支援にあたります。
0.1
く、都心に近い割には中小企業
主な支援としては売り上げの
の数が多い上、成田空港に関連
拡大に重点を置いてはいますが、
する企業をはじめ、ものづくり 「よろず」の名の通り、
それ以外
企業やＩＴなど、業種が多岐に
になんでも相談に乗ります。
わたっているのが特徴です。
事例としては、和菓子の製造
県内情勢（２０１６年 月末
卸と小売りを行っている茶房さ
時点）については、千葉県の月
かした／坂下製菓（香取市）は
例経済報告によると、「県内の経
東日本大震災後に売上低迷して
済情勢は緩やかな回復基調が続
いました。そこで、セールスポ
き、企業倒産件数は低い水準に
イントとターゲットを明確にし
抑えられて雇用情勢は堅調に推
て広報を拡大するという支援を
移している」とされ、内閣府や
行ったのです。
日銀なども経済見通しを上方修
佐原を訪れ、地元の美味いも
正していますが、私たちの生活
の求める観光客をターゲットに、
実感とすればそんなに上向いた
地元産コシヒカリを杵で搗いた
感じはしない。特にローカルや 「みのり団子」
をセールスポイン
中小企業はそうではないでしょ
トにしました。
うか。
そして店のホームページを制
そうした中で中小企業の「稼
作し、「みのり団子」の魅力発信
ぐ力」を鍛えていくために、よ
をしたのです。すると、支援後
り具体的で現実的な支援を実施
半年弱で、みのり団子の売り上
しています。
げは約 ％増となり、全社売上
も約 ％増加しました。
このほかにもたくさん事例が
よろず拠点支援開設で
あり、業種、事業規模を問わず、
地域の事業者の力をつける
支援しています。事業者と一緒
平成 年６月に「よろず支援
になって伴走型の支援を行って
拠点」を開設し、
「打って出る」 いくというのが一つの大きな特
積極的な支援を展開しています。 色です。
１人のチーフコーディネーター
さらに、事業者の身近な場所

で相談できるよう、地元自治体、
商工会議所、金融機関と連携し
てサテライト相談所を設け、千
葉県下 カ所で定期的に開催し
ています。地域のニーズに応え
たセミナー、相談会の開催も行
っています。
相談件数は、平成 年度は
カ月で２４００件弱でしたが、昨
年度は６３００件近くにも上っ
ています。何よりも相談者の満
足度が ・５％から ・２％に
上がっています。事業者の方に
相談して良かったと思っていた
だくのが私たちの使命です。
県内各地域の事業者が相談に
来られて、売り上げが改善され
れば、その地域の力が上がって
いく。そして千葉県経済全体が
より活性化して産業振興につな
がっていく、そんな支援をして
いきたいと思います。

公益財団法人千葉県産業振興センターは、
財団法人千葉県中小企業振興公社
（１９７２
年設立）
と財団法人千葉県工業技術振興センター
（１９８６年設立）
が統合され、
２０００
年に誕生し、
千葉県知事から千葉県中小企業支援センターの指定を受け、
事業を実施して
きました。翌年には千葉県中小企業総合指導所の廃止に伴って機能を拡大し、２０１１
（平成 ）年に公益財団法人に移行しました。
２００５（平成 ）年には千葉県の中核的支援機関として千葉県知事から認定を受け、
２０１２（平成 ）年には経営革新等支援機関として経済産業大臣から認定を受けてい
ます。
「経営力向上や創業に関するアドバイスを受けたい」
「取引の拡大を図りたい」
「新製品
やサービスを開発し新分野に進出したい」
「ベンチャー企業として支援を受けたい」
「地
域資源を活用した新商品・新サービスの事業化やイベントを開催したい」などといった
地域企業のニーズに応えた各種事業を実施し、国や県の中小企業振興施策の実施機関と
して様々な支援事業に取り組んでいます。

公益財団法人 千葉県産業振興センター
千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト23Ｆ
TEL 043-299-2901
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89

12

82

11

よろず支援拠点（個別相談）
よろず支援拠点（セミナー開催）
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特集
地域の中小企業が元気になることで地域全体が活性化する／千葉県産業振興センター

特集

特集

開催中〜

2/26㊐
ミロコマチコ《オレときいろ》 BIB2015金のりんご賞

©mirocomachiko

ジョブカフェ（ものづくり出会いツアー）

される「ブラティスラヴァ世界絵本原画展」
。2015年には記念
すべき25回展が開かれ、50周年を迎えました。
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

27

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

■えほんのじかん

2月18日（土）13:30〜、14:30〜／7階ロビーにて／
各回10名程度（子ども優先）／参加無料
当館ボランティアスタッフが出品作品の中から絵本を選び紹介します。

次回展予告：
「第48回 千葉市美民美術展覧会」
3月4日（土）
〜3月23日（金）

〒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

〒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

７階サイエンスアート広場

33

夢シティちば 2017年₂月号

★プラネタリウムスペシャル番組アストロトーク
「地球外生命探査と春の星空
～最新のアストロバイオロジーと講談で春の星空案内～」
内容：土 星の衛星や火星など地球外生命の可能性は？研究最前線の
話題と講談師真打桃川鶴丸さんの星空案内。
講師：関根康人さん
（東京大学大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 准教授）
日時：3月12日(日)13:00～14:00
場所：７階プラネタリウム
定員：200名（当日先着順、未就学児不可）
料金：大人510円 高校生300円 小・中学生100円
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用し連携をとって、企業の方々
に喜ばれるような効果的な支援
を実施していきます。
２０２０年のオリパラは大き
なビジネスチャンスとなります
ので、
サービス業をはじめ、
様々
な企業に積極的に支援を行って
いきたい。
Ｉ Ｔやロボット、ビ
ッグデータの活用など新技術の
相談はもちろんのこと、細かな
支援事業も実施しており、お力
になれると思うので、中小企業
の方々は是非相談にいらして頂
きたいと思います。希望を持っ
ている人こそ未来が切り開かれ
る。希望は高く持ちながら、足
元をしっかり見ることが肝心だ
と思います。 世紀のキーワー
ドは「多様性」と「持続可能性」
そして「連携」です。個別では
なくて、地域の企業・団体と連
携して、各地域、そして千葉県
を活性化していきたいと思って
います。

・2月18日(土) 会場：8階講義室
「スクラッチを使ったコンピュータープログラミング講座」
（入門編）10：30～12：00
対象：小学4年生以上でパソコンの基本的な操作が出来る方、12名
（基礎編）13：30～15：00
対象：小学4年生以上のスクラッチ経験者12名
・3月4日(土) 会場：8階科学実験室A
「キラキラ☆万華鏡つくり！」
①10：30～12：00 ②13：30～15：00 対象：小学生以上、
各回20名 材料費500円
・3月5日（日） 会場：8階講義室
「ロボットカー（mBot）をプログラムして動かしてみよう」
①10：30～12：00 ②13：30～15：00
対象：小学4年生以上でパソコンの基本的な操作が出来る方、各回6名
・3月11日(土) 会場：8階科学実験室A
「スクラッチを使ったコンピュータープログラミング講座」（ゲーム編）
①10：30～12：00 ②13：30～15：00
対象：小学4年生以上のスクラッチ経験者の方、各回12名
・3月12日(日） 会場：8階科学実験室A
「ドライアイスでふしぎ体験」
①11：00～12：00 ②14：00～15：00
対象：小学生以上（3年生以下は保護者同伴）の方、各回20名

日時：3月11日(土)
13:00～14:50
場所：７階プラネタリウム
定員：200名
料金：無料
申込：電話（043-308-0518）
による事前予約

は大企業志向が依然として強く、
千葉県内の中小企業は深刻な人
手不足に直面しています。人材
確保は最も大きな経営課題です。
若い優秀な人材にぜひ県内の
中小企業で働いていただきたい。
同様に、経験豊富な専門人材
の確保を通して、県内中小企業
の成長戦略を具現化し、攻めの
経営を目指して、地域の金融機
関、中小企業の支援機関、民間
ビジネス事業者と連携して、企
業と人材のマッチングを目的に
「プロフェッショナル人材戦
略拠点事業」を行っています。
全国 道府県で実施している
制度で当センターでは平成 年
月にスタートしました。既に
相談件数が２００件以上あり、
成約も１０件を数えます。

★同時開催：パネル展示「ボランティア活動紹介」

第一部 講演会「地震の国に暮らす」
第二部 プラネタリウム震災特別番組
「星空とともに」上映

希望を高く持ちながら
足元をしっかりと見る

2月17日（金）～3月12日（日）

★天文講演会

そのほか、ちば中小企業元気
づくり基金による「新商品・新
技術開発」
「展示会出展」
「創業
者」
「地域イベントや研修」など
多岐にわたる助成金メニューを
ご用意しています。
地方創生、オリパラ、第４次
産業革命など中小企業をめぐる
環境が大きく変化している中で
当センターは相談窓口を有する
機関として他の中小企業支援機
関と連携しながら、産官学金の
幅広いネットワークを有効に活

★「ボランティアによるイベント月間」
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ク・パラリンピックに向けて、
魅力のある取り組みを実施して
いくことで、観光客の誘致につ
ながれば、と考えています。

所蔵浮世絵名品展」

2月11日（土・祝）14:00〜（13:30開場）／11階講堂にて
／先着150名／聴講無料
講師：山根佳奈（当館学芸員）

中小企業と優秀な人材との
マッチングをサポート

※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）

■市民美術講座「BIBを振り返る」

若年者採用活動支援として
「ジョブカフェ事業」を平成
年から実施しています。若者の
就職支援とともに若者の採用や
育成に対する企業側の採用支援
（ノウハウの提供）
を行っていま
す。
求職者に向けてはキャリアカ
ウンセリングやセミナー、適職
診断、
企業との交流イベント、
学
校等への出張サービスを、そし
て企業に向けては求人情報の登
録や発信、職場見学ツアー、雇
用・人材育成に関するアドバイ
スやセミナーの開催などを行っ
ています。定着支援セミナーな
どを行い、中小企業の受け入れ
態勢を整えるように支援してい
ます。
企業と求職者が互いの理解を
深めることが非常に重要だと考
えており、ざっくばらんな出会
いの場を提供する「ＪＯＢマッ
チ」
「ＪＯＢステップ」
「企業が
やってくるＤＡＹ！」などの交
流イベントも積極的に行ってい
ます。
雇用情勢は改善してきたと言
われていますが、新卒者の間で

観 覧 料：一般1,000円（800円）、大学生700円（560円）

同時開催：所蔵作品展「春を寿ぐ

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

関連イベント

期：開催中〜2月26日（日）

開館時間：10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）

ジョブカフェ（企業がやってくる DAY！）

での商品開発やマーケティング
活動の経験を有する人などをア
ドバイザーとして配置し、新商
品の企画から開発、事業化に至
るまでサポートします。
平 成
年度の相談件数は
１０２８件、専門家の派遣は１
３０日と着々と実績を重ねてい
ます。
事例としては、飲食業・食品
製造販売の金田屋（ 印旛郡栄
町）が製造しているどらまめ
（黒大豆）
を使った生カステラの
パッケージを百貨店向けにデザ
インしました。短かった賞味期
限を延ばすために温度管理にし
っかり対応でき、かつ百貨店の
売り場にふさわしい品格あるデ
ザインのパッケージを開発しま
した。
また菓子製造販売の辰野本店
（旭市）
では道の駅開業に合わせ
て、地元産さつまいもでスイー
トポテトを開発。地元のストー
リーを反映して新たな名産品を
目指してのスイーツ開発となり
ました。
ホテルを運営するさぶろや
（長生郡白子町）
と白子町旅館ホ
テル組合では外国人旅行客誘致
のプロモーションです。主要タ
ーゲットを台湾にしぼり、英語
版ホームページの作成や世界ホ
テル予約システム「ブッキング
ドットコム」へのホテル情報登
録を行いました。
２０２０年の東京オリンピッ

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

会

地域の中小企業が元気になることで地域全体が活性化する／千葉県産業振興センター

o

管理運営している東葛テクノプラザ
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