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今月の表紙

編集者のひと言

今回は、
株式会社大坂屋さんにある「やき蛤」を手焼きする焼き台です。
大坂屋さんは仙台から行商で千葉にやってきた初代が昭和8年に創業
しました。皆さんにもお馴染みの千葉の名産「やき蛤」は、毎朝ここで
千本弱が手焼きされます。
普段は焼き器の上で、創業当時から継ぎ足してきた秘伝のタレを漬け
込んだ新鮮な蛤の串刺しを二列に並べ、二人がかりで手際良く焼いてい
くのですが、撮影のため特別にお一人で作業を行って頂きました。
炭からガスに代わったものの、焼き方は創業当時から変わっていない
とのこと。撮影時には、食欲をくすぐる甘いタレの香りが辺りにたちこ
め、撮影スタッフ一同は思わず生唾を飲み込みました。
撮影／明角和人（明角写真事務所）

自室の畳を入れ替えることになり、久方ぶりに大掃除を行
いました。不要なものを処分するためガラクタを仕分けてい
ると、
何故かそこには大学図書館の本が。
そう言えば在学中に、
大学図書館の除籍本を貰って読んだ覚えが、などと思い出し
つつ本を改めると除籍印が見当たらない。除籍本には必ず除
籍印が在るはずで、これはすぐに謝って返さねばならぬと知
り合いがしたり顔で脅してくる。卒業を取り消されてはかな
わぬと、慌てて問い合わせて回答を待っていましたが、最近
になってようやく問題が無いことが分かりました。
畳の入れ替えも終わり、新しいい草の匂いにつつまれて
スッキリとした気持ちです。
（企画広報課 M.I）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

《経営談話室》

進化を続ける千葉駅周辺で、魅力的な街の
一端を担うテナントビルを維持したい
有限会社大昌産業 代表取締役

大津 公男

《特集》

産学官連携で千葉県内のサイバーセキュリティを強化
サイバーセキュリティパートナーシップ協定
大賀ハス通りから撮影

まの森ビッグサンを創業（個人創業）する。

代表取締役
所 在 地
1997年有限会社ビッグサン設立、1999年国道126号（東金街道）大草
に本社移転、2006年レンタカー事業開始、2013年運輸認証工場になる。

事業内容

経験もないまま中古車
販売の会社を創業
「中古車販売をやってみな

代表取締役

んです。よく聞いたら、それ

だんかみ合わなくなってきた

て話を合わせていたら、だん

った自分に向かって「お前な

ところですが、毎朝、鏡に映

来ないものは出来ないとなる

らないものは分からない、出

精神だけです。普通なら分か

私にあったのはチャレンジ

いを新たにしました。

羽ばたいていきたいという思

酒井 洋子

有限会社ビッグサン

良い車を安く販売、レンタルする基本姿勢で
お客さまに接する
～自動車利用のあり方を拡大する中古車販売〜

外資系化粧品会社や
娯楽施設での経験も
私の職歴を遡ると、最初は

た。責任者として、セールス

ネジャーに就いたことでし

系化粧品メーカーでゾーンマ

族にも周囲にも相談せずに始

るのが分かっていたので、家

２）年のことです。反対され

けられたのは１９９０（平成

わっていきました。

らお客さんに様々なことを教

そんな失敗を繰り返しなが

ら出来る、絶対出来る。大丈

レディたちの増員や育成、売

めました。
そして１９９１（平

沿いにあるのですが、やはり

号のことだったんですよ。

上強化に励んでいました。一

成３）年４月３日に「くるま

１９９７（平成９）年には

地の利は大きいですね。交通

いか」と知り合いから声を掛

番多い時で約２００人のセー

の森ビッグサン」を個人創業

会社組織にして、有限会社ビ

量も多いですし、遠方からも

く知らない世界に飛び込みま

会の企画や開催準備です。全

さんも参加できるカラオケ大

人を呼んだイベントや、お客

部に入りました。仕事は芸能

駆けのような施設の営業企画

ンは？」
とやって来たんです。

ある日、お客さんが「ワイサ

いことが何度もありました。

っている意味が全く分からな

は大変でした。お客さんが言

扱った経験がないので、それ

中古車だけではなく、車を

若葉区大草町に本社を移転

そして１９９９（平成 ）

ていました。

夫、大丈夫。
」と言い聞かせ

ルスレディがいました。ここ

しました。当時は私を含めて

ッグサンを設立しました。こ

したが、どうしたら集客でき

「Ｙさん」という人とこの店

てオープンしたんです。

るか、来場者に喜んでもらえ

で待ち合わせをしているのか
なと思って「そろそろ来るん

るかを考えることはやりがい
がありましたね。

じゃないでしょうか」と言っ

会社を設立し、

には１９８２（昭和 ）年ま

女性３人で若葉区谷当町に約

お客さんが来てくださいます。

でいました。

れからも一層、中古車業界で

１９７５（昭和 ）年に外資

は車の「Ｙ 」という型式番

自動車の知識はありませんでしたが、
お客さまに教えられて自分も会社も成長してきました

長年に亘って「良いクルマを安く販売する」という基本を大切にしながら事業を続け、
顧客からの信頼と信用を培ってきた有限会社ビッグサン。中古車販売をベースに、レン
タカーやメンテナンス、また今年度からは新車も扱います。常に前向きの姿勢で仕事に
打ち込んできた代表取締役の酒井洋子さんにお話を伺いました。

有限会社ビッグサン
余暇企業の営業企画部に勤務したのち、1991年本人含め女性3名でくる

2018年新車販売「新車市場」オープン。
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１５０坪の敷地に 台程並べ

その後、１９８６（昭和 ）

61

年には当時、健康ランドの先

10

57

た。国道１２６号（東金街道）

大草町に本社を移転しまし

年に現在の場所である若葉区

11
▲酒井社長のライフワークにもなっている支援活動
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酒井 洋子
〒264-0011
千葉市若葉区大草町293
TEL 043-236-4133
中古車販売、レンタカー
修理業

1975年外資系化粧品メーカーでゾーンマネジャーに就任、1986年健康

談話室
Vol.171
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経営
「車の良さをお客さまにご理解いただくのが私たちの仕事。私自身、人と接することが大好きなんです。
明るい性格なので、失敗はクヨクヨせずに武勇伝と考えるようにしています」と酒井社長は語ります。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
掲載無料 ■ ■■ ■■■■
■■ ■■■■■■ ■
■
■■■■■
■ ■■ ■■
■■■■■■
■
■■■■■■■
貴社のニュースやPR（宣伝）にご利用ください。
■■■ ■
■
■■ ■ ■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

会員情報プラザ

来たれ ! アクティブシニア

足にやさしいパンプス専門店

朝日カルチャーセンター千葉教室

ます。特に当社の２級整備士

すべてに感謝を忘れずに、お

これからも、周囲に感謝、

けます。

すね。車好きで多くの車種に

はすごく腕が良くて、
「ゴッ

客様に喜んでいただける商売

なり、信頼度も格段に向上し

乗ってみたいという方もいら

ドハンド」と呼ばれて評判が

務用に利用される方が多いで

っしゃいます。５台で始めま

を続けていければ最高ですね。

85

新規事業の導入を契機に、
お客さまに自動車を様々な形で利用してほしい

台を用意した
レンタカー事業も

２００６（平成 ）年には

いいんです。インターネット

の書き込みも高評価をいただ

18

85

したが現在は 台あります。

いろいろとご希望に合わせて

いています。購入して終わり

レンタカー事業を開始しまし

た。若い人が車を持たない時

対応できますので、ぜひお気

担当 中津 nakatsu@vca.or.jp

代になったので、車を利用し

TEL 03-5818-7321 FAX 03-5818-8200

http;//www.vca.or.jp

4

ではなくて、アフターメンテ

〒110-0015 東京都台東区東上野１－２－１３
カーニープレイス新御徒町3Ｆ

30

軽にご相談ください。

夢シティちば 2018年₅月号

一般社団法人 日本ボランタリーチェーン協会

楽しみを常にもつこと。仕事だけを追いか
けるのではなくて、自分の楽しみも追って
いきたい。ゆとりを持っていきたいです。

てもらおうと思ったんです。

5

千葉市中央区生実町2498-8
TEL 043-300-8661（代 )
FAX 043-300-8665

お申し込みは弊協会ホームページ（http://vca.or.jp/liquor/）から

Ｑ 好きな言葉は？
Ａ 人生何時でも今が旬。どんなに辛くても

ナンスにも力を入れています。

経営本部
千葉支社

集 賛 舎

₅月11日
（金）14階第1ホール
（定員96名）
₆月₈日
（金）12階研修室A
（定員70名）
₇月₆日
（金）14階第1ホール
（定員96名）
₈月₉日
（木）12階研修室A
（定員70名）
₉月₇日
（金）12階研修室A
（定員70名）
10月₅日
（金）12階研修室A
（定員70名）

バーボンなんかを飲みながら陽気なカント
リー音楽を聴くなんていうのもすごくいい
ですね。

通常のレンタカー形式もあり

創業明治16年 株式会社

今後の開催予定

Ｑ 好きな食べ物は？
Ａ 食べ物よりも飲み物が好きなんですよ。

２０１８（平成 ）年 月

意図を伝えるデザインを導き出します。
デザインのみを行う制作会社には無い、印刷に関する専門
知識に基づいたご提案が出来るのも私たちの強みです。印刷
物のことなら是非弊社にご用命ください。

平成28年5月の酒税法等改正により全ての酒販店において3年
ごとの酒類販売管理研修の定期受講が義務付けとなり、 受講を怠
ると酒類販売業免許が取り消しとなりますのでご注意下さい。 当
協会は千葉商工会議所研修室等においても酒類販売管理研修を
開催していますのでぜひご利用下さい。どなたでも受講可能です。

中には新車販売「新車市場」

印刷物はビジネスチャ
ンスを広げる重要なファ
クターです。お客さまと
のコミュニケーションか
ら生まれたアイデアを具
体化するのは最も難しい
作業ですが、当社スタッ
フは、コンセプト、ビジュ
アル、コピーなど、全て
の要素を調和させ、ター
ゲットに向けて効果的に

（一社）日本ボランタリーチェーン協会は国税庁の
指定を受け酒類販売管理研修を行っています。

25

がオープンします。国産車は

コミュニケーションから生まれる
新しい発想。

たり、学生時代の友人を訪ねて、旧交
を温めたりしています。弟がセミプロの
カントリーバンドをやっているので、私も
カントリー音楽でダンスを踊るのも好きで
す。汗を流すのはすごく楽しいです。ア
メリカンドリームに胸をときめかせた世代
なんですよ。ファッションもウェスタン調
が好きです。

ますが、月極めでもお貸して

https://www.asahiculture.jp/chiba

TEL 043-261-2334

営業時間 12:00～20:00 定休日 毎週月曜日
お問い合わせ：chicago.fit.shoes@gmail.com

事業を拡大して
信頼度が向上していった

℡ 043-227-0131

Ｑ 休日の過ごし方は？
Ａ 友人とランチでおしゃべりに花を咲かせ

います。月額３万円という格

〒260-0013 千葉市中央区中央1-11-1 三井ガーデンホテル千葉5階

千葉市中央区仁戸名町558-8（千葉銀行松ヶ丘支店徒歩₂分）

２０１３（平成 年）には

シカゴ靴店
〒260-0801

安のものもありますし、２ト

詳しくは 朝カル千葉
https://www.asahiculture.jp/chibaで検索

運輸局認証工場となりました。 お値引きしますし、リース方

半額（3年間有効）

※入会と同時に千葉教室の講座を千葉教室で申し込まれた場合に限ります。

ントラックなども用意してい

→

式をとっているので、新車を

無料

この認定があると、整備点

70歳以上と18歳未満の方は
入会金 通常5,000円（税別）→
体験講座を受講後、入会と常設講座の同時申込で

エジプトのシナイ山でご来光を仰いだり、
バリの夕陽も素敵でした。インドは女性
のサリーが美しいですね。インドにはは
まって10回以上行きました。クロアチ
アのドブロブニクの景色には目を奪われ
ました。非日常が味わえる旅は心身とも
にリフレッシュできます。次は南国とか、
明るいところがいいですね。いつ、
誰と、
どこへ出掛けるかを想像するだけでワク
ワクします。

ますので、例えば塗装業の方

上級シューフィッターが足を計測します
長さ・幅・高さなど足のサイズをチェック。
足と靴のお悩みについてカウンセリングします。
相性の良い靴をおすすめします。

リーズナブルにご利用いただ

Ｑ 趣味は？
Ａ 旅行です。今までの旅で印象的なのは、

検・車検整備ができるように

仕事に子育て、ローンも残る……私たちはいろいろな理由で、自分のやりた
いことを封印してきました。でも、人生100年時代。今から新しいこと、始め
てみませんか。朝日カルチャーセンターは、あなたの小さな勇気を応援します。
教養講座を中心に、暮らし、趣味、外国語など、約400講座を開講していま
す。体験・見学も可能です(一部講座を除く)。

Q &A

が足場の機材を運ぶとか、業

酒井社長

夢シティちば 2018年₅月号
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世界へ伸びる

海外で事業展開する企業

みかど協和株式会社

〒267-0056 千葉市緑区大野台1丁目4番11号
TEL：043−311−6600

ワン・ユニットという形態で 社が協

広めることを目指し、ダブルブランド、

ルモランのブランドをみかどを通じて

●会社データ●

当社は小さい会社ではありますが、

人を軸に置いた
海外企業との連携

力して発展を目指しています。

2

明治期に入って東京を拠点に会社を設
の参画を行ってきました。ユニットを

様々な国の企業との連携や国際機関へ

市内に拠点を据えて、以後、経営して
きましたが、２００７（平成 ）年

に社長とご家族が当社に来て以来、仕
事をご縁としてきていたことからはじ

資本提携しています。みかどのブラン

た。現在はフランスのヴィルモランと

現在のみかど協和株式会社となりまし

け入れてきた関係があったからです。

社が日本で中国からの研修生を長年受

資の会社を設立しましたが、これも当

ていたら海外企業と連携をやっていた

かった、会社を成長させることを考え

す。これをどれだけ短くできるかでコ

までに何世代か繰り返す必要がありま

品種改良の研究を行い、商品化する

すが、こうした新品種が生まれること

ない。農家は後継者問題を抱えていま

ですが、これに挑戦している企業は少

という方が近いと思います。現在は
カ国の企業と取引をしています。

感じることがあります。味覚が気候風

はあまり甘くないスイカがおいしいと

意外なことですが、私自身も暑い国で

甘過ぎると言われることがあります。

われるスイカは海外、特に暑い国では

ません。たとえば日本でおいしいと言

で受け入れられることはほとんどあり

けれども日本の種苗がそのまま海外

とができる植物なんです。ですから途

は畑の土から成長に必要な水を得るこ

いという場所も多いのですが、スイカ

培のために水を撒くなんてとんでもな

です。途上国では水がとても貴重で栽

るとヒット商品となります。中国で日

い品種をつくること、それを乗り越え

いうリスクが高いものです。病気に強

ひとたび入ればすべてがダメになると

なんです。でもハウスの中に病原菌が

いいと実はそれだけの価値を持つ商品

同じものもあります。収量性、品質が

培の品種は重さで換算すると金とほぼ

マト、キュウリなどのようにハウス栽

なものではないかもしれませんが、ト

種は消費者にとってはそれほど高価

こに立ちはだかるのは病気の問題です。

利益を出していく必要がある。またそ

ども世界に出ていくには、ある程度の

小さい会社でもチャンスはある。けれ

ていますが、相手に興味を持っている

と話ができるセミナーを開いて勉強し

当社でも異文化や思考が異なる人々

にやってみるしかないんです。

ないかと恐れることなく、売れるよう

自社の商品が海外では売れないのでは

を使ってグローバルに展開していく。

築いてくださったものです。その優位

世代の先輩方が大変な努力をしながら

も高いこと、これは私たちより以前の

いう国や日本人への信用と信頼はとて

様々な国へ行って感じたのは日本と

最初に海外で扱ったのはスイカの種

土に影響されるんです。その場所ごと

本とヨーロッパの品種を良い部分を掛

ことが伝わらないといい商売はできな

これから海外進出を目指す
企業へのアドバイス

ていきたいですね。

で栽培しやすく、おいしいとされる野

け合わせたニンジンがヒットし、シェ

い。それらを体得しながら、こんなに
なので、新品種を出し続けなければい

らそのうち３％ぐらい当たればいい方

す。品質向上と商品化のスピードアッ

て、高価な機械も臆せず導入していま

当社の利益の ・２％は研究費にあ

ても重要なことだと考えています。

ネスをしてみないかと話す。それがと

上国では人気ですね。

菜や果物をつくらなければ売れない。

アの２割を越えました。

けない。失敗をして、その失敗をなく

プには惜しみなく投資しています。

いい商品があるからそれを使ってビジ

しながら新商品を開発する。だからこ

14

この業界は１００新しい種をつくった

するんです。いい商品をつくることは、 ます。そうした部分もこれからは考え

で、いくらかは改善できる部分もあり

らを同時に叶えるのがとても難しいの

い」などいくつもの要素があり、これ

「病気に強い」
「早く育つ」
「栽培しやす

品種を育成する時に、
「 おいしい 」

そのような人・企業の絆から海外企業

そ大変だし、面白い仕事なんですよね。

ドをヴィルモランを通じて広め、ヴィ

農場と協和種苗株式会社とが合併して、 まりました。中国の大連に１００％出

月 日に私たちの株式会社みかど育種

1

構成しているヴィルモランも明治時代

立し、昭和 年代に農場があった千葉

代から代々、種苗業を営んできました。 早期の段階から海外市場に目を向けて

ですが、当社もそのようにして江戸時

選定が上手な農家が種苗業を始めたの

の種を残すかを選ぶのが非常に重要で、

培のために一部を残していました。ど

もともと野菜の種は農家が翌年の栽

栽培農家がいい種を残すことから
始まった種苗業

おいしさや収量など条件のいい農作物を栽培するための種苗を開発する。 気候
風土や文化が異なる海外に向けた商品を開発して販売するみかど協和株式会社
の代表取締役会長（兼広報担当本部長）
の越部圓さんにお話を伺いました。

とのパートナーシップを築いてきまし

19

スト削減ができ、ビジネスとして成立

そうしなければ生き残ることはできな

越 部
圓
ロドルフ・ミレ
代表取締役会長
代表取締役社長

各国の事情に合わせた
農作物種苗の開発を目指す

◀越部圓会長

30

品質向上と商品開発の
「海外進出をする」
という意識よりも、
スピードアップには投資を惜しまない

た。

1

6
夢シティちば 2018年₅月号
夢シティちば 2018年₅月号

7

56

30

12

会用のラッピングカーで、ＰＲ活動が

行なわれ各地で本大会への機運を盛り

場

8/2

木

予選リーグ１

ナスパ・スタジアム（開会式、 開幕日本戦）

8/3

金

予選リーグ２

ナスパ・スタジアム、ゼットエーボールパーク、 第一カッター球場 〔秋津野球場〕

8/4

土

予選リーグ３

ナスパ・スタジアム、ゼットエーボールパーク、 第一カッター球場 〔秋津野球場〕

8/5

日

予選リーグ４

ナスパ・スタジアム、ゼットエーボールパーク、 第一カッター球場 〔秋津野球場〕

8/6

月

予選リーグ５

ナスパ・スタジアム、ゼットエーボールパーク

8/7

火

予選リーグ６

ナスパ・スタジアム、ゼットエーボールパーク、 第一カッター球場 〔秋津野球場〕

8/8

水

予選リーグ７

ナスパ・スタジアム、 第一カッター球場 〔秋津野球場〕

8/9

木

予備日

8/10

金

決勝トーナメント

ＺＯＺＯマリンスタジアム／ナスパ・スタジアム、ゼットエーボールパークで順位決定戦

8/11

土

決勝トーナメント

ＺＯＺＯマリンスタジアム／第一カッター球場 〔秋津野球場〕 で順位決定戦

8/12

日

３位決定戦、 決勝戦

夢シティちば 2018年₅月号

第 回ＷＢＳＣ世界女子ソフトボール選手権大会
２０１８千葉 ８月に開幕

16

平成 年８月２日㈭から 日㈭まで

の 日間に亘り、第 回ＷＢＳＣ世界女

上げてきました。

北京オリンピックでの金メダル獲得

10

子ソフトボール選手権大会が、千葉市

をはじめ県内４会場（成田市、習志野市、

会

から 年、あの感動を再び千葉で体感

合

市原市）で開催され、各大陸の予選を勝

試

するとともに、来たる２０２０年に向

スケジュール
9

程

ち抜いた合計 チームでソフトボール

日

けて千葉から世界へソフトボールの魅

力を発信しましょう

〈お問い合わせ〉
大会組織委員会事務局 ＴＥＬ０４３-３０７-９３３３

の頂点を目指します。

昨年は、各国の女子代表選手の皆様

からサインをいただいた世界選手権大

‼

16

11

16

‼

ＺＯＺＯマリンスタジアム

夢シティちば 2018年₅月号

8

トピックス

平成30年度事務局組織
部

署

主な事業内容

部会・委員会等

平成30年度

会議関係（常議員会、議員総会、正副会頭会議）、諸規定管理（定款、登記、

千葉商工会議所

事務局組織

その他諸規定の管理）、儀礼・慶弔・表彰、会員管理（会員データの管理、

総

総

務

務

課

特定商工業者法定台帳の管理、会員名簿作成）、80周年事業、所内情報ネッ

建設部会、総務委員会
専務理事

トワークの管理運営、セキュリティー管理、組織強化、収益強化、その他

部

財務（資産管理・運用、一般会計・特別会計の経理処理・管理、収支決算
書作成）、会館管理（貸室・貸会議室の貸し出し）

企画広報課

新規事業の企画立案、会報誌発行、ホームページ管理、ザ・ビジネスモー

自由業部会、情報委員会

ル管理、調査（景気動向調査、大型店売上等）
観光振興、Wi-Fiの共通化、誘客（インバウンド含む）キャッシュレス環

〈観光・
国際展開室〉

境整備、エリア免税、ちば産業観光連絡協議会、オリンピック関係（オリ
ンピック・パラリンピック特別委員会、関連会議への参画）、ソフトボー

観光・サービス部会、国際
委員会

ル選手権大会歓迎・交流事業、海外進出支援、海外ミッション
人材確保・人材活用（インターンシップ、新卒者向け企業説明会、人材採

〈人材活用・女性
事業支援室〉

と会員との情報交換会）、女性事業者支援（女性経営者のネットワーク強

販路開拓（アンテナショップ、ビジネス交流会、バイヤー商談会、異業種
交流会）、企業PR（企業PR支援、新商品・新サービスの情報発信）

経営支援課

労働保険事務、発達支援事業、創業支援事業、事業承継支援、生産性向上
支援、優良従業員表彰

務

部

鈴木
総

丸

課

（旧産業振興課）

まちづくり（中心市街地まちづくり協議会、中心市街地活性協議会、三者
会談）
、イベント（花火大会、さくら祭り、大道芸、イルミネーション）
、
地域振興（商店街振興、循環バス事業）
、消費税軽減税率対策窓口相談事業

大内

光明

企画広報課

経営支援課

副参事 佐原 恵一
副主査 中村 大輔
主 事 笠井 優衣
主 事 川村 海月

課 長 瀬田 直也
副主査 松尾英里子
副主査 伊藤 真人
主 事 佐藤 亜子

副参事 長谷川正廣
副主査 児玉 拓也
主 事 原田 泰輝
主 事 飯田 浩宇

（財務管理室）

（観光・国際展開室）

大型店会

食品部会、卸売部会、工業
部会、金融・税制委員会

敬
智也

副参事 大塚 泰祥
主 査 薮﨑 敦志
（人材活用・女性事業支援室）

主
主

幹
事

上田
山本

稀惠
彩奈

（販路開拓・企業PR室）

副主幹
主 事

宍倉 豊明
秋谷有加里

（巡回マネジメント班）巡回マネジメント、巡回相談・指導

地域振興課

地域交流部

部長兼会員交流課長

部長兼経営支援課長

浩之

務

功

企画経営部（中小企業相談所）

部長兼総務課長

室 長 秋葉
副主査 横田

経営・金融相談（マル経資金、ビジネスローン、県・市融資）、マル経審査会、
新入社員教育、セーフティー共済、小規模企業共済、JANコード、業者紹介、

総

河野

（巡回マネジメント班）

用セミナー、高齢者人材活用事業、女性、外国人向け企業説明会、高校等
化、女性向け起業セミナー、女性経営者向けセミナー）

〈販路開拓・
企業PR室〉

常務理事・事務局長

金融部会

記者懇談会、行政等への提言・要望書作成、事業計画・事業報告書作成、

小売部会、運輸部会、産業
政策委員会、都市開発委員
会、商業流通委員会

班長・
主任主査

副主査

中川ひろみ
小島 和也

寿夫

地域振興課
課 長
主 査
副主査
主 事
嘱 託

会員交流課

本吉 哲也
山田摩理勢
芝入 好美
山崎 貴也
笠川久美子

主任主査
主 査
主 査
副主査
副主査

砂金 康弘
江川 園美
飯島
豊
中澤くめ子
高山 洋平

市に出向

主任主査 板倉

大

千葉県商工会議所連合会へ出向

主

査

中川

有香

国・日本商工会議所等受託事業
１．千葉県中小企業再生支援協議会
２．千葉県産業復興相談センター
３．千葉県経営改善支援センター（主事 池原夏奈江）
４．千葉県事業引継ぎ支援センター（副主査 相模 忠幸）
５．千葉県地域ジョブ・カードセンター（センター長 北見

一男）

新しい職員から一言

各種検定試験、貿易証明（特定原産地証明、非特恵原産地証明等）
、パソコ

地域交流部

ン教室、観戦チケット、CLUB CCI、ETCコーポレートカード、汚染負荷

会員交流課

（旧会員事業課）

量賦課金徴収、容器包装リサイクル、リサイクリーンちば、機密文書裁断、
ISO内部監査員講座、働き方改革、会員交流事業（新入会員の集い、支店
長交流会、幕張新都心地区会員懇談会、バス視察研修）、保険・共済事業、

医療・介護部会、福祉環境
委員会、青年部、女性会、
販売士会、駐車場協会、ラ
イセンスクラブ

健康経営推進、生活習慣病健診、郵送健診、電子認証

総務部（TEL：043-227-4101）

11

稔

庶務全般（人事労務、文書収受、事務用品管理、所内環境整備等）

〈財務管理室〉

企画経営部
（中小企業
相談所）

木原

夢シティちば 2018年₅月号

企画広報課
佐藤 亜子

主事

経営支援課
飯田 浩宇

主事

千葉で働くことが夢だったので、とてもわ

まだ業務に慣れない新人ではありますが、

くわくしています。これから明るい笑顔で、

皆さまのお役に立てるよう、努力して参りま

元気に頑張ります。

す。よろしくお願いいたします

企画経営部、地域交流部（TEL：043-227-4103）

夢シティちば 2018年₅月号

10

正社員
29.7%

短時間労働者
57.4%

（役員を除く）

あり 98.7%

51％以上 6.5%

0～10％
71.4%

歳以上の従業員の比率

歳以上の従業員の比率

11～20％
15.2%

41～50％
4.7%
31～40％
5.9%

39.1％

40

（複数回答可）

60

35.8％

35

35.1％

30

23.8％

25
20
15

9.3％

10
5
0
高

報

情

者

準

水

与

給

資

38.8％
31.3％
25.6％

25

23.8％

23.1％

20

・60歳以上の従業員の職種は、
「作業/製造」が40.0％と最も高く、次点は「専門職種の事務職」が
38.8％、
「役員/管理部門」
が31.3％と続いた。
（複数回答）
・高齢者活用の課題としては、
「体力面」が62.1％と最も高く、次点は「年齢層のバランス」と「労
働意欲の低さ」
が同率の17.4％と続いた。
（複数回答）

15
10
5
0

造

/製

業

作

職

門

専

職

務

事

の

種

門

部

理

/管
員
役

ア
ニ
ジ
ン
/エ

他

者

の
そ

格

資

有

術

技

門

専

・高齢者の活用を進めるにあたって必要な情報としては、
「高齢者の情報」が39.1％で最も高く、
次点は
「活用事例」
が35.8％、
「給与水準」
が35.1％と続いた。
（複数回答）

50

①定年制度の有無

62.1％

60

その他
4.4%
65歳 17.7%

40
30
17.4％

20

17.4％

14.3％

10
0

ス
ラン
バ

面

力

体

年

齢

層

夢シティちば 2018年₅月号

意

働

労

い

低

が

欲

当

担

保

確

務

業

13.0％

12.4％

他

の
そ

担
負
費

人

件

11.2％

間

期

用

雇

回 答 率：21.1％

・60歳以上の従業員の比率は、
「０～10％」が55.9％と最も高く、次点は
「11～20％」
が18.2％、
「21
～30％」
が8.8％と続いた。

30

の
そ

答：172社

・継続雇用時の雇用形態は、
「短時間労働者」が57.4％、
「正社員」が29.7％、
「どちらもあり」が
12.9％。

35

他

無

有

格

回

・定年後の継続雇用制度を
「設けている」
企業は98.7％、
「設けていない」
企業は1.3％。

40.0％

40

調査対象：当所会員中小企業
（従業員20名以上）817社

・定年年齢を「60歳」としている企業は77.8％、
「65歳」としている企業は17.7％、
「その他」として
いる企業は4.4％。

②定年年齢

（複数回答可）

⑨高齢者活用の課題

70

活

例

事

用

45

調査期間：平成29年11月₉日
～平成30年₂月28日

■結果概要

21～30％
8.8%

⑦ 歳以上の従業員の職種

（複数回答可）

⑧高齢者活用のための情報

45

当所では、昨年９月から多様な人材の活用を図るため
の一環として、専門の相談窓口を設置し、十分な活用が
図られていない60歳以上の中小企業への就職の促進を
図っております。
今後、こうした高年齢者の活用を更に進めていくにあ
たっての参考とするため、会員企業の「高齢者活用に関
する実態調査」を実施いたしました。

0～10％
55.9%

11～20％
18.2%

齢

13

高齢者活用に関する実態調査集計結果

60

21～30％
13.4%

千葉市内中小企業対象

⑤

（ ⑤で回答した 歳以上の従業員のうち）

⑥

65

60

③定年後の継続雇用制度有無

④継続雇用時の雇用形態

どちらも有
12.9%

なし
1.3%

11.2％

9.9％

性

産

生

の

年

壮

若

下

低

欲

意

8.1％
備

整

入

受

8.1％
法

77.8%

あり
93.0%

方

用

活

60歳

なし 7.0%

夢シティちば 2018年₅月号

12

月

日㊍

千葉市大型店会新旧合同幹事会

月

日㊎、 月 日㊍

女性経営者に学ぶ経営戦略セミナー

15

日㊋・ 日㊌

当所は、中小企業が生き残るための戦
略を、注目されている女性経営者から学
び、今後の事業経営に活かしていただく
ことを目的に、女性経営者や管理職等を
対象とした少人数制セミナーを開催した。
１回目の２月 日㈮には、㈱ナビット
代表取締役 福井泰代氏をお招きし、
「私
の起業家としての生き方」をテーマにご
講演いただいた。創業時は、少し頑張れ
ば達成できる目標を作り、社員全員で取
り組むことで強い組織になったという。
新ビジネスを生み出すためには、「日常の
中で嫌だと感じたことはそのままにせず、
チャンスへと変えること」
、また、
「仕事
を楽しみながら出来る人が一流であり、
面白いと感じたことは積極的に取り組む
よう社員に伝えている」とのお話を伺っ
た。

月

新入社員教育を開催

部

会

２回目の３月 日㈭には、ホッピービ
バレッジ㈱ 代表取締役社長 石渡美奈氏
をお招きし、
「ホッピー３代目の共育奮闘
記」をテーマにご講演いただいた。事業承
継のテーマは永続性で、継承という概念
と革新、変わらないものと変わるものが
ある。先代から「共に組織を立ち上げてく
れる社員を育て、自身が思う組織にしな
さい」と助言され、また、顧客からは「社
長の人柄が良いと、人柄の良い社員が集
まり、人柄の良い商品が生まれる。
」
と言
われ、第三創業の主戦略を人財共育とし
たという。「自分を知る。他人を知る。心
を磨き。
」
を肝に、組織全体を成長させて
いく体制づくりについてお話を伺った。
参加者からは、「参加者同士の距離が近
くてよかった」「経営者にとって大切な話
を聞けた」などのお声をいただいた。

建 設

15

月 日㊍
建設業界
外国人活用セミナーを開催

15

千葉市大型店会は、旧幹事と新幹事予
定者出席のもと、新旧合同幹事会を開催
した。
中沢代表幹事の挨拶後、４月の総会に
上程する議案を確認した。その後、新た
に㈱イトーヨーカ堂アリオ蘇我店の支配
人に就任された堤支配人の挨拶後、懇親
会に移った。懇親会では今年度の振り返
りや、来年度の活動内容について活発な
意見交換が行われた。特に視察先につ
いては、今年度に引き続きコト体験や普
段の店舗運営のみでは知ることができな
い情報を得られるものが良いとの意見が
あった。その他「オリパラに対する各個
店の取り組み内容の検討」
「店舗へのＡ
Ｉ導入」等の話題があった。次期代表幹
事予定の大川常務取締役の中締めにより、
盛会のうちに閉会となった。

月 日㊍
新会員相互の交流と
会議所の活用を紹介
28

48

30

23

月 日㈪
経営力向上を目指す
「社長の仕事」
3

19

当所経営安定特別相談室は、本年度第
３回目となるセミナーを開催した。今回
のセミナーは㈱ライフプロデュース 代
表の振田仁氏を講師に招き、「経営力向上
を目指す 社長の仕事」をテーマに、企
業のかじ取りを行う経営者が会社の継続
的な発展のために為すべき仕事について
講義が行われた。講義では講師の体験
談をベースに経営者の心構え、経営理念、
経営目標、事業計画、自社の強み・弱み
の把握、計数管理の重要性やポイントな
どについての説明がなされた。
年度末の忙しい中、時間を割いてセミ
ナーに参加した経営者たちは、普段、振
り返ることの少ない自身の仕事内容につ
いて考えながら、会社の発展のためのヒ
ントを得ようと熱心に講義に聴き入って
いた。

14
夢シティちば 2018年₅月号
夢シティちば 2018年₅月号

15

3

3

16

4

当所は、平成 年度と 年度に入会さ
当所は、４月３日・４日の２日間にわ
建設部会（大久保部会長）は、建設事
れた会員を対象に会員同士の交流を深め
たり、「平成 年度 新入社員教育」を開
業者を対象に「外国人活用」をテーマと
るとともに、商工会議所の各事業につい
催した。
するオープンセミナーを開催した。
ての理解度を高めるため、三井ガーデン
講師には、三和インターナショナル㈱
Ｉ Ｓ.
インター
第１部では、外国人技能実習機構 東京
ホテル千葉にて新会員の集いを開催した。 から加藤 栄子 氏、㈱Ｍ．
ナショナルから畠山 直美 氏をお招きし、 事務所から講師をお招きし、発展途上国へ
第１部では、粟生副会頭の挨拶後、当
の技能・技術・知識の移転など国際貢献を
所役議員の紹介、商工会議所事業の紹介、 千葉の企業等 社 名の参加をいただい
た。
目的とする「外国人技能実習制度につい
参加した新入会員の中から希望者による
本研修では、新入社員の即戦力化を目
て」の講義を行った。第２部では、国土交
「 秒自社ＰＲ」
を行った。自社ＰＲでは、
指し「職場のルールとエチケット」
、
「社
通省 土地・建設産業局から講師をお招き
テンポよくわかりやすいＰＲが多く、出
し、２０２０年東京オリンピック・パラリ
会人の言葉づかい」
、
「接遇応対」
、
「企業
席者は熱心に聴き入っていた。
ンピック大会に向けた建設関連需要の増加
人としての意識と行動」
、
「仕事の基本的
第２部では、名刺交換や情報交換など
に対応するために制定された「外国人建設
な進め方」
、
「ビジネス文書の基本」など
が行われ、活気に満ちた雰囲気のなか、
就労者受入事業について」
の講義を行った。
について研修を行った。参加者は、明る
異業種間の交流を深めるとともに新たな
労働人口の減少が進む中、特に厳しい
く和やかな雰囲気のなか、社会人として
ネットワークやビジネスチャンスにつな
人手不足状態に陥っている建設業界に
の基本を熱心に学んでいた。
げるきっかけの場となった。
あって、国の制度などを利用して解決を
していこうと多数の参加者が集まった。
29

16
3

15
22

2
4

3
3

60

2〜4月
タイムライン

医療・介護部会

月 日㊍
正副部会長・所属議員・
常任委員会議を開催

金融・税制委員会

月 日㊍
平成 年度
税制改正の概要について情報共有

医療・介護部会（藤本部会長）は、今
金融・税制委員会（鷹野委員長）は今
年度最後となる４回目の正副部会長・常
年度２回目となる委員会を開催した。
任委員会を開催した。
この度、
「 平成 年度税制改正大綱 」
藤本部会長の挨拶の後、同部会長が議
が決定されたことから、日本商工会議所
長となり「平成 年度事業計画（案）
」「新
産業政策第一部の宮澤課長を講師に招き、
入部会員歓迎会の開催」
「常任委員」
「会 「平成 年度税制改正の概要」について
員増強の取組み」について協議した。
説明を受けた。特に事業承継税制は、抜
「平成 年度事業計画について」では、 本的な改正が行われ、２０１８年（平成
医療・ケア相談会について、対象をこれ
年） 月から２０２７年 月までの
までの一般市民向けから、会員向けにす
年間の時限措置として、今後 年以内に
ることも踏まえ、次回の部会で議案にあ
事業承継計画を都道府県に提出し、 年
げることとした。
以内に承継を行うことにより、株式の贈
「常任委員について」では、
今年度新入
与・相続にかかる税負担がゼロになるな
部会員及び、推薦のあった部会員を新た
どの情報を共有した。
に追加することとし、他２議案について
説明後、税制による中小企業支援策に
は、原案どおり承認された。
ついて活発な意見交換が行われ、盛況の
ままに閉会した。

専門家による経営の相談窓口
（無料）

5

日

19

15

14

12

8

7

5

1

29

25

22

新たな議員

5

■弁護士による商工法律相談
●債権が回収できない
●契約
 に関するトラブルが発生したなど、
法律上の諸問題の相談に応じます。
【日 時】 月 日㈮
時～ 時
【相談員】 榎本 初雄（弁護士）

■税理士による税務相談窓口
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 日㈭
時～ 時
【相談員】 衛藤 秀樹（税理士）

月

月

月

月

月

日㈫
日㈮
日㈫
日㈮
日㈫
日㈭
日㈮
日㈫
日㈭
日㈮
日㈫

野
経営全般
経営全般
経営全般
経営全般

務

経営全般
税

経営全般

労

律

務

経営全般

法

経営全般
経営全般

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

※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。
※状況
 により相談日以外の相談も対応しており
ますのでご連絡ください。

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

月

分

千葉商工会議所では、経営全般、法律、
■社会保険労務士による労務相談窓口
税務、労務の問題について専門家による
相談窓口を開設しています。
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。

月

5

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】 山根 義道（社会保険労務士）

月

6

付

■中小企業診断士による
経営の相談窓口

月

6

月

●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）

月

6

議員職務執行者の変更

高齢者活用相談窓口
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、専
門の相談窓口を設けています。
▼相談対応
、専門の相
・週２
 日（火曜日・木曜日）
談員を配置

6

30

・求職・求人に関する相談に対応
▼受入企業等の掘り起し（会員企業へ訪問）
▼会員企業と求職者のマッチンング
▼セミナー等による広報活動

道場店・稲毛店・銀座店

15

30

【問合せ】 企画広報課
☎０４３―
２２７―
４１０３

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％

実施中

17

電気とシステムの総合コンサルタント
6

16
夢シティちば 2018年₅月号
夢シティちば 2018年₅月号

17

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）

担保・保証人
利
金

７年以内

（据置１年以内）

運転資金

0

返済期間

融資限度額

利子補給
.5％

マル経融資とは

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

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

14

福井電機 株式会社
http://www.osenbei.co.jp/

30 22

30

1

6

14

10

10

第2回金融・税制委員会

日立特約店
千葉名産

3

6

17

17

6

5

12

14

14

恵

田

吉

30

17

15

7

一
千葉総支社長

30

6

14

6

6

東京電力パワーグリッド㈱
千葉総支社

手みやげに一番

3

60

2〜4月
タイムライン

＜ちばインフォメーション＞
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。

わが社の

イチオシ社員

「どの地でも三井ガーデンホテルに泊まりたい」と
言われる接客がしたい

３施設（大手町・五反田・日本橋）
、金

千葉市中心部に位置する三井ガーデンホテル千葉はビジネス・宿泊・ウェディング・会議
など多岐にわたって利用されています。入社して２年目を迎えた小酒井美紀さんにお話を
伺いました。

三井ガーデンホテル千葉
き

いました。三井ガーデンホテルズは場

を心がけています。お客さまに安心と

み

私自身は２０１７（平成 ）年度４

観光やビジネス、会議や集会など多様

所によって施設の雰囲気が異なるので、

さまに「他の場所に行った時にも三井

快適を感じながら過ごしていただくた

い

ングルからファミリータイプまで多種
月に新卒で入社し、ホテルで働く一員

なご利用をされており、また近年では

一つのブランドでも様々なホテルに宿

研修制度もしっかりとしていて、多く

ガーデンホテルに泊まりたい」と言っ

ざか

沢や福岡にも予定されており、三井
ガーデンホテルズ自体が活気に満ちた
状況となっています。

「人」と向き合うことに

となっています。ＪＲ千葉駅や京成電
として１年が過ぎたところです。就職

魅力を感じてホテル勤務を志す

鉄千葉中央駅、千葉都市モノレール霞
活動は、やはり「人」と向き合う仕事

インバウンド利用も増加しています。

泊したような気持ちになれるのも大き
な魅力だと思っています。
同期はグループで 人ほどでしたが、

のことが身につきましたし、千葉に配

トがメインの業務となりますが、ご予

経って、リピートされるお客さまに覚

お客さまも多いんですね。私も１年

そのため、長く使っていただいている

いです。私は語学が堪能ではないので、

るレストランなどを聞かれることが多

ル周辺の見どころ、団体で食事ができ

ンドのお客さまからは千葉県内やホテ

まだ２年目ですが、フロント業務
は接客のほかに防災の知識なども必
要でかなり責任重大な仕事です。そ
れをよくこなしてくれていると思い
ます。
また、笑顔が爽やかでお客さまに
も好感度が高く、宿泊者アンケート
の良いと思った社員としてよく名前
が記載されています。２年目になっ
て後輩が入ってきて、どのように成
長するかが楽しみです。どんなこと
でも吸収する素直さを生かして、こ
れからも頑張ってほしいですね。

池 田 雅 之 さん

宿泊支配人 オペレーション担当

います。

めに、毎日緊張感を持って仕事をして

私自身の趣味の一つが旅行なのです

ていただけるよう頑張りたいと思いま

務されている方が多いので、それぞれ

が、プライベートで他の宿泊施設に

属されてみると、とても働きやすい職

のお仕事がとても丁寧ですし、優しく

行った時にもサービスやおもてなしに

す。

指導してくださり、気軽に聞きやすい

目が向くようになりました。

緊張感を常に持つ

些細なことが大事につながるという

環境ができています。また長く働いて
いる方が多いというのはそれだけいい
職場なのだと思いました。

今、私が就いているのはフロント業

ホテルの仕事はお客さまをお迎えし

約をみて、それぞれのお客さまのご希

務です。チェックインとチェックアウ

てお見送りするところまでであり、お

望に沿ったお部屋や備品、タクシーの

お迎えからお見送りまで
満足していただけるサービスを

客さまが満足していただけると、自分

責任を持って細かいチェックをします。

手配など、お迎えするための準備にも

三井ガーデンホテル千葉は開業して

また、フロントではお客さまから

自身も達成感や満足感を感じます。
から 年と、三井ガーデンホテルズの

えていただき、少し距離が近づいたこ

どうやったら伝わるかと一生懸命考え

中では３番目に歴史があるホテルです。 様々なことを尋ねられます。インバウ

とをとても嬉しく思っています。特に

自分には些細なことに思えても、お

ながらお伝えしていますが、語学の習
本当に嬉しいですね。日々の業務の中

客さまにとっては大切なことだったと

連泊された方から「あ、今日もいてく

でたくさんの方にお会いして、刺激を

いうこともあります。お客さまの気持

得も自分の課題の一つですね。

いただいています。私が働いているの

ちを常に考え、ご満足いただける対応

れたんだ」と声を掛けてくださるのは

は千葉ですが、ここに宿泊されたお客

上司のコメント

場であることが分かりました。長く勤

後開業が予定されているのは東京都内

業しているホテルが ありますが、今

三井ガーデンホテルズでは国内で開

クセスが良く、利便性が高いことから、 に魅力を感じて接客業を中心に行って

29

宿泊（フロント）

こ

小酒井 美紀
観光・ビジネス・イベントなど
多様に利用されているホテル
三井ガーデンホテル千葉は大小の宴
会場等を揃えており、ウェディングや
会議でご利用されるほか、シックで落

〒260-8626 千葉市中央区中央1-11-1
☎ 043-224-1131

川公園駅など公共交通の拠点からもア

ち着いたデザインの２０８の客室はシ

三井ガーデンホテル千葉
30

20
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29

たばこが体に与える影響や禁煙方法について、
展示しています。

日時：₅月31日㈭～₆月₆日㈬
会場：千葉市生涯学習センター1F
        
（中央区弁天3）

13:30～15:30
10:00～12:00
《禁煙相談》
日時：₅月31日㈭
₆月₁日㈮

●平成30年６月16日（土）10時00分～15時30分
①千葉市文化センター ５階 セミナー室 （ＪＲ千葉駅から徒歩10分）
②サンロード津田沼 ６階 大会議室
（京成津田沼駅から徒歩１分）
③八千代市役所 第2別館1階		
（東葉高速線八千代中央駅から徒歩10分）

中
他社で解決できない基礎実験を行い、
製作を

業である。各種機械の製缶・配管など、
同業

び組立、溶接や、冶具の製作を行っている企

残業で対応しなければならないため、
生産効

術の修行中であり、
業務増加にはどうしても

また、
現在２人の若手職人の見習いが溶接技

外注費が増加していることに起因していた。

間内に、
息子さんを含めた若い従業員の教育

また、業務の効率化により、本来の就業時

費削減により黒字を達成することができた。

がり、外注業者へ依頼する案件が減少、外注

同時に、
現在の人的資源を活用する幅も広

の加工案件を外注に頼らざるをえないため、 プにより売上が増加した。

行っている。
加工技術には定評があったものの、
リーマ

を行う時間的余裕もできた。

メージを受けていた。

ト配管等における需要が増加している。
プラ

により建設需要が高まり、
その影響でプラン

ロットの生産体制を構築し、
職人の技術を更

プレス金型技術を組み合わせた短納期・小

ため、創業以来培った固定冶具ノウハウと

増加する短納期への対応が急務であった

絡する迅速な見積もり返信は発注元からは

ではあるが、
見積依頼を受けてから翌日に連

の工程そのものではない引合い段階の作業

注目すべきは、機械の導入とは別に、発注

ント工事に使用される鋼材には長穴加工を

に付加価値の高い加工分野へシフトさせる

しかしながら、
東京オリンピック開催決定

施したものが多いが、
加工工程が複雑なため

ことによる受注拡大が課題であった。

を実践している点だ。製作

ク溶接ロボットを導入し、
短納期・小ロット

困難となっている長穴加工に、
最新のアー

業は

のものが不要になった訳ではなく、
多くの企

に備え工場を拡張したいところだが、
調整区

黒字化を実現し、
本来ならば今後の需要増

ことも少なくなかった。

非常に評判がよく、
新たな案件受注に繋がる

短納期見積

元からの見積依頼に対して即時に返信する

製造コストが嵩んでしまい、
撤退する事業者
ていた。
当該企業は手作業であるものの、
創業以来
定評があり、
受注は後を絶たない。今後数年

の生産体制を実現した。
導入には国のものづ

培った固定冶具ノウハウと、
丁寧な仕上げに
は、東京オリンピック準備工事、ライフライ

くり補助金並びにマル経融資を活用した。

優秀な 外注先を求めている。要望

町工場の廃業が叫ばれているが、
町工場そ

域のため実現できないのが残念だ。

ンの老朽化対策に伴う公共工事関連の加工

しかしながら、
手作業に依存した環境及び

ト部門という２つの部門で事業を展開した。

を中心とする多品種小ロット対応のロボッ

が必要となる加工を行う職人部門と、長穴加工

機械の導入により当該企業は、高度な職人技

企業になるのだと学ばせてもらった。

が付加価値となり、
発注元に選んでもらえる

手間を省くちょっとした工夫があれば、
それ

を忠実に実現できる確かな技術力と、
顧客の

予想される。

需要と合わせて、
短納期対応の要求は増加が

３ 解決策

が増加、
長穴加工を得意とする業者は減少し

あり、残業させるにも気を使っていた。

率は低く、人件費も増加していた。また、最

受注を強化することが可能となり、
単価アッ

とで、
職人技を必要とするより高度な案件の

この２つの部門で効率的な経営を行うこ

長田 義弘

中小企業診断士

各会場では、千葉地方裁判所と千葉家庭裁判所の調停委員
（弁護士を含む）
が金銭の貸し借り・土地
建物等をめくる民事紛争や、夫婦親子関係・相続等の家事紛争について調停手続きの相談に応じます。
（但し、現在、訴訟・調停係属中の案件や電話での相談には応じかねます。）

近の風潮から、
若い人が残業を嫌がる傾向も

労働生産性の低さは、
現状の設備では一部

２ 原因と課題

〝短納期見積もり〟が付加価値に
確かな技術力と合わせて受注が増加

たばこをやめられないのは「意思が弱いから」ではありません。
たばこに含まれるニコチンには依存性があり、たばこをやめにくく
させています。
禁煙治療や禁煙補助剤を利用すると、ニコチン切れの症状を抑え
ることができるので、比較的楽に禁煙に取り組むことができます。
千葉市では、たばこをやめたい方に、その方に合った効果的な禁煙
の方法をアドバイスする「禁煙サポート」を無料で実施しています。
◆実施場所 各保健福祉センター健康課

ンショック時には、受注減により売上にダ

県内でアルミ材、
ニッケル材などの加工及

１ 事例

たばこの煙には、約5,300種類の化学物質が、その中には約70種類の発がん性物質が含まれ、たばこを吸っている本人は、
がんをはじめさまざまな病気になりやすくなります。日本では、喫煙が原因で年間約13万人が亡くなっており、これは、
全死亡数の約1割を占めています。
禁煙は確実に健康改善につながり、何歳になっても遅すぎることはありません、
「いつかたばこをやめたい」と思って
いる方、この機会に禁煙にチャレンジしてみませんか？

従業員の技術の習熟が不十分なため、
生産性

千葉商工会議所会員

千葉家庭裁判所（総務課庶務係）☎043-333-5302
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

世界保健機関（ＷＨＯ）により、
「世界禁煙デー」からの1週間は「禁煙週間」です。
厚生労働省、各自治体、協力機関等が連携して、たばこ対策の推進を図ります。

が低く短納期に対応できていなかった。

街頭防犯カメラ

禁煙週間パネル展
禁煙サポート～応援します！あなたの禁煙～

☎043-238-9926
健康支援課
千葉市保健福祉局健康部
お問合せ先

千葉地方裁判所（総務課庶務係）☎043-333-5236
千葉市稲毛区宮野木町1664-11

小林 正英

お問合せ先

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

営業センター

小林 正治

費用等：相談は無料です。予約不要、当日、先着順で受け付けます。
主 催：千葉民事調停協会・千葉家事調停協会
後 援：最高裁判所、千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所、千葉県、千葉市、
習志野市、市原市、八千代市
弁理士

相談無料、予約不要、当日先着順で受付いたします。
”

”

●平成30年６月23日（土）10時00分～15時30分
①サンプラザ市原 ９階 研修室
（JR内房線五井駅から徒歩１分）

総合防犯設備・用品

５月31日（木）は
「世界禁煙デー」
５月31日（木）～６月６日（水）は
「禁煙週間」
ナビ
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“

所長弁理士

「調停相談」の開催
“

外部からのお知らせ
企業診断
小

Advice to management

民法（債権法）
の改正で
保証制度が変わりま す
塩野

かなで法律事務所
弁護士

大介

法改正後には、公正証書の作成手続を踏まな

を押せば保証契約が成立していましたが、民

民法改正前は、契約書にサインしてハンコ

ので、注意が必要です。

理解できるような記載をする必要があります

するのではなく、保証人が自己の保証内容が

の債務」といった抽象的な保証の内容を記載

そのため、契約書には、上記のように
「一切

明治時代から続く民法（債権法）が改正さ
ければ保証契約は無効となりますので、ここ

る意思を公正証書で残すことになります。

れ、１２０年ぶりに大きく変わります。改正
は大きな改正点です。

１ はじめに

された民法は、東京オリンピックが開催され
立法担当者の解説では、契約書に保証の内

る２０２０年の４月１日から施行されること
改正項目は多岐にわたりますが、
今回は、
身
で共同して事業を行う者や主債務者の配偶者

書の作成は求められません。また、個人事業

取締役、執行役等や一定の株主などは公正証
うな記載が必要ですから、
「賃料の○箇月分」

す。保証人が自己の保証内容が理解できるよ

するのでは足りない場合があるとされていま

ただし、主債務者が法人である場合、理事、 容として、
「極度額は賃料の○箇月分」
と記載

近であり且つ重要である保証制度の改正につ
では足りず、賃料の１箇月分が具体的にいく

になりました。

いて解説いたします。
も公正証書の作成は求められません。
なければ、保証契約が無効となり得ます。

らなのかが同じ書面でわかるようにしておか

３ アパートなどの
賃貸借契約の保証

２ 金融機関から事業資金を
借り入れる際の保証

れた民法のもとで新たに保証人をつける場合

アパートなどを賃貸している方も、改正さ

４ 弁護士に相談しましょう

民法改正前から経営者以外の第三者の保証を
には、従来の契約書を見直す必要があります。 項は多岐にわたります。また、改正される前

中小企業庁や金融庁は、金融機関等に対し、
自粛するよう求めてきましたが、今回の民法

場合には、契約書に、保証の内容として、
「本

人の債務について第三者に連帯保証を求める

これまで、
アパートなどを賃貸する際、
賃借
面もあります。

法が適用されるのか、必ずしも明確でない場

の民法が適用されるのか、改正された後の民

今回解説したもの以外にも、改正される事

改正では、個人保証を制限することを法律で
民法改正によって保証制度がどう変わる
賃貸借契約に基づき賃借人が賃貸人に対して

定めました。
かといいますと、事業のための借入資金等の
相談してみましょう。中小企業向けの弁護士

もし悩まれた場合は、お近くの弁護士に

保証をする際などには、原則として、契約締
結の日前１ヵ月以内に作成された公正証書で、 負担する賃料支払債務、原状回復債務、損害
との面談予約サービスである「ひまわりほっ

業資金の借入等について個人が保証する場合

そのため、改正された民法のもとでは、事

などで記載しておかなければ保証契約が無効

約を結ぶ時点で極度額
（保証の上限額）
を書面

の債務」
を内容とする保証の場合でも、
保証契

しかし、民法改正により、このような
「一切

ができますので、ご活用ください。

して、折り返しの電話で弁護士との面談予約

地域の弁護士会の専用窓口でお電話をお受け

とダイヤル」
は、全国共通電話番号
「０５７０

賠償債務その他一切の債務」などと網羅的に

保証するという意思を表さない限り、保証自

には、保証人が公証役場へ行き、公証人の目

体が無効になります
（改正民法４６５条の６）
。 定めることが多かったと思います。

の前で、
自分が保証する内容
（主債務の元金額
になります
（改正民法４６５条の２第２項）
。

―００１ ―２４０」に電話をしていただくと、

や利息、損害金など）
を確認した上で、保証す

〈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

インドネシアの健康事情

の大都市ジャカルタで働

人口約１，０００万人

社後に利用する人が多く、一日に延

フィス街にある店舗では、出勤前や退

０００名の会員を有しています。オ

ことでも話題になりました。

わい、ジャカルタの副知事が参加した

１万６，０００名を越える参加者で賑

目を迎えたジャカルタ・マラソンは、

インドネシアの首都ジャカルタは、 交通渋滞で有名だそうですが、 地元の人々は
車社会でどのように健康維持に取り組んでいるのでしょうか？

く人たちは、バイク・バ

べ７００名前後が利用しているそう

ジェトロでは、２０１８年 月に日

ス・ 電 車 な ど で 郊 外 か

万ルピア（約

との往復で１日が終わってしまう人が

勤しています。そのため、平日は職場

１００円）の約２割に及びますが、そ

タ」を開催し、ジャカルタの事業者と

賃金である約３６５万ルピア（約２８， 介する「健康長寿広報展

５，４００円）で、ジャカルタの最低

の商談マッチングを実施しました。健

です。月額料金は約

多いですが、休日は散歩がてら家族

れでも利用者が増えているのは、生活

康に関する課題への対策として、日本

ら、片道１時間～２時間近くかけて通

でショッピングモールに出かけます。

水準が高まっているといえます。

ウショッピング）目的でショッピング

査では、約６割の人が散歩（ウィンド

６１７名を対象に行ったアンケート調

がジョギング、体操、サイクリングを

約７㎞が歩行者天国となり、多くの人

るタムリン通り～スディルマン通りの

また、日曜の午前は目抜き通りであ

インドネシアに関するさらなる情報

れます。

関心は、今後ますます高まると考えら

の健康関連製品や健康長寿の秘訣への

ジャカル

系企業の健康関連製品やサービスを紹

ジェトロがジャカルタ首都圏の会社員

モールを利用していることが分かって

楽しんでいます。日が高くなる前の午

asia/idn/

https://www.jetro.go.jp/world/

ください。

います。

気軽に参加できる運動として人気を博
しています。体操以外にはジョギング
も人気が高まっており、昨年で５回

☎043‑246‑0265

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

☎043‑225‑6232

千葉市美浜区新港32-14

千葉市中央区本町1−1−13

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

報徳千葉診療所

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
https://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

3

in

は、ジェトロのウェブページもご参考

るフィットネスクラブでは、 万８，
17

ちば県民保健予防財団

医療法人社団 報徳会

70

前６時から午前 時頃が最も混雑する

一方、健康意識の高まりから、最近

10

はジム通いをする人も増えてきました。 時間帯であり、中でも体操は、誰でも
インドネシアに か所（うち、ジャカ
ルタ首都圏 か所）の店舗を有するあ

36
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23

あなたの健康をサポートする…

公益財団法人

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

Ａ Q

平成 年５月１日㈫～６月 日㈫必着
観光プロモーション課、区役所地域振興課で配布
（市ホームページから印刷も可）

も可。
promotion.EAE@city.chiba.lg.jp

６月 日㈫必着。申請書を
千葉市役所 観光プロモーション課へ郵送。ＦＡＸ、
メール

検索

書類及び面接審査の上、７月上旬頃通知します。

千葉市 特区民泊 補助金

春の
『 福祉制度キャンペーン』
のお知らせ
ベストウイズクラブでは、
「春季福祉制度キャンペーン」を４月 日から６
月 日まで実施しております。

回

【時間】
時～ 時
【会場】

お問い合わせ

千葉市亥鼻公園
（千葉市中央区亥鼻１丁目）
【概要】
第 回千葉城さくら祭りが千葉市
亥鼻公園で開催され、８万人を超える
来場がありました。
今年は千葉常胤生誕９００年記念
にちなみ「歩いて知ろう千葉のまちの
始まりガイドツアー」や「伝統芸能の
ライブ」
「千葉氏歴史クイズツアー」
等
が実施され、市民が千葉氏について理
解を深めるきっかけとなりました。
また２０２６年の千葉開府９００
年に向け、亥鼻公園が後世に名を残す
桜の名所となるよう、さくら祭りの開
催にあわせて千葉城さくら祭り実行
委員会が「千葉城さくら植樹基金」の
募金活動を行っております。千葉市と
連携し亥鼻公園に桜を植樹する予定

会員交流課
☎２２７ ︱ ４１０３

【会場の様子】

電話０４３ ２
- ４２ ０
- ００７

千葉城さくら祭り実行委員会事

務局
（公社）
千葉市観光協会

【問い合わせ先】

ですので、是非ご協力ください。

千葉城さくら祭りを開催！

平成 年３月 日㈭～４月８日㈰

【開催日時】

第

千葉常胤生誕９００年記念

https://www.axa-assistance.co.jp/ja/lp_security_assistance_cci

制度の詳細やお申込みにつきましては、左記ＵＲＬをご確認ください。

目的とした「海外危機対策プラン」を開始しました。

所の会員（中小企業等）を対象に中小企業の海外進出支援をサポートすることを

４月２日よりアクサ生命保険、アクサ・アシスタンス・ジャパンは、商工会議

商工会議所の海外危機対策プランの開始について

●日商ニュースより
商工会議所会員対象

※
「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。

ますので、ご協力お願いいたします。

併せて、生命共済（ひまわり共済）の加入強化キャンペーンも行っており

是非ご協力いただきますようお願い申しあげます。

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、

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。

「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

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。

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、

16

特区民泊施設の受け入れ環境を
整える経費の一部を補助します！

対象経費の１／２
（上限 万円）

または、これら特定認定を受けようとする事業者

市内の特区民泊施設における特定認定を受けた事業者

自然豊かな観光資源を有効に活用し、滞在型余暇活動の提供を促進する
とともに、市内滞在時間の増加による地域経済の活性化を目的して、若葉
区・緑区の一部の地域で特区民泊を実施しています。
この特区民泊の促進を図るため、施設の案内表示の多言語対応など、受
け入れ環境を整えるための経費の一部を補助します。
●対 象 者

●補 助 額
●申請期間
●申 請 書

●申請方法

●結果通知

経費など詳しくは、

ちば

【会場の様子】

大道芸フェスティバル
２０１８を開催！

・中央公園
・千葉銀座通り
・きぼーるアトリウム
・京成千葉中央駅
【概要】
「大道芸フェスティバル
ちば
２０１８」が千葉市中心市街地の
各会場にて開催されました。今年
はアクロバット、 ジャグリング、
マジック等の多岐にわたる出演パ

29

in

29

（まちづくり千葉）
電話：043-201-5515    MAIL：info@daidogei.org
http://www.daidogei.org/    Twitter:chibaddg

30

26

in

17
30

21

【開催日時】
平成 年３月 日㈰
【時間】
時～ 時

25

・ＪＲ千葉駅南口周辺

【会場】

11
フォーマー 組の参加がありまし
た。各会場ではパフォーマーの信
念や熱意、お客さんを楽しませた
いという気持ちが自身の大道芸に
表れ、観客からも盛大な拍手や歓
声が挙がり、各会場で賑わいを見
せました。

【問い合わせ先】 大道芸フェスティバルちば実行委員会事務局

30

26

問い合わせ 観光プロモーション課
☎２５４ ︱５６１９ ＦＡＸ ２４５ ︱ ５３３４

〈問合せ先〉千葉市中心市街地まちづくり協議会
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中心市街地NEWS
まちづくり事業情報

平成30年度会長就任のご挨拶

この度平成 年度千葉商工会議所青年部

（千葉ＹＥＧ）
の会長職をお預かりすること
となりました、岡田義輝と申します。千葉
市の商工活動の発達を図る千葉商工会議所
の一組織として、千葉ＹＥＧも貢献できる
活動を進めるよう今年度努めていきたいと
思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

平成 年 月 日㈬、
「千葉ＹＥＧ 平成
29

た。しばらくの歓談後、ＯＢ会会長市原様よ
り卒業会員の皆さまへお祝いの言葉とＯＢ会
続けて現役会員による余興では、卒業生へ

入会のご案内を頂きました。

はまず「式典」にて卒業証書授与式などを執り

総勢１１７名の方々にご参加頂きました。ご

方もいらっしゃいましたが、卒業会員も含め

り、残念ながら当日ご出席いただけなかった

される先輩方の千葉ＹＥＧで活動されていた

きました。エンディングロールでは、ご卒業

や現役会員へ向けてのメッセージを語って頂

卒業会員お一人お一人からＹＥＧでの思い出

して卒業会員への花束と記念品の贈呈に続き、

多忙のところご臨席頂きましたご来賓、日本
記録写真などをムービーにまとめて上映致し
ました。近年の活動写真だけでなく長年在籍

全国の他単会の皆様、ＯＢ・ＯＧ・現役会員
の皆さまに深く御礼申し上げます。

方へ、メッセージを添えて卒業証書が授与さ

書授与では、中村会長からご卒業される先輩

望月泰伸様からご祝辞を賜りました。卒業証

会長の挨拶、続けて千葉商工会議所副会頭の

べての皆さまによるお手製のアーチにてご卒

たように感じました。最後はご参加されたす

卒業会員だけでなく会場全体で楽しんで頂け

での集合写真なども盛り込み、色々な場面で

Ｇの皆さまとの思い出の写真、卒業会員同士

されていた先輩の入会当初の写真やＯＢ Ｏ･

れました。続く特別功労賞授与は、千葉ＹＥ
業される先輩方を華やかにお見送りしました。

式典では卒業会員の入場から始まり、中村

Ｇ在籍 年の中村武弘君、在籍 年の根本正
なお、今回ご卒業された会員の皆さまは以

の言葉と数々の思い出を詰め込んだ送辞、続

次年度会長からご卒業される先輩方へお祝い
伊藤喜郎、金子秀樹、秋山慎太郎、

根本正人、篠塚大三、田中聖宣、

中村武弘、大野淳史、草場克之、

下の通りです（敬称略 順･不同）

けて卒業会員を代表して根本正人君より千葉

幕張新都心拡大地区新駅設置に係る基本調

様々な事業を通じて地域貢献、
自己研鑽、
親

加いただける組織として活動しております。

平成 年度 総務広報委員会一同

どうぞよろしくお願い致します。

ＯＧとして、現役会員へのご指導ご鞭撻の程

で本当にお世話になりました。今後ともＯＢ ･

最後になりますがご卒業された先輩方、今ま

小林裕一、嶋田雄二、相澤千佳

を行いました。
卒業会員を送る会では河野常務理事よりご
祝辞を賜り、乾杯のご発声は千葉商工会議所
女性会会長の髙梨園子様より頂戴いたしまし

き起業家集団として、会員の資質向上を図
り日々活動しております。千葉ＹＥＧの活
動の中で会員が得た知識と経験は千葉市の
近年の環境変化に適応すべく、地域社会の
発展に直接的、間接的に活かされるものと
なることを期待しております。
さて、平成 年度の当青年部のスローガ
ンですが、

「輝け！千葉ＹＥＧ！」
～継往開来 伝統を引継ぎ
輝かしい未来へ～
と掲げさせていただきました。
千葉ＹＥＧも今年度で 年目を迎えます。
これまで多くの先輩方が守り繋いできた千

査も進み、東京オリンピック・パラリンピ

睦交流を図り、かつ会員自企業の糧となる

し、千葉エキナカの全面開業を控えており、 葉ＹＥＧは、現在１００名近くの会員に参

ックの千葉開催も控えていることなどを象

べく活動して参りました。しかし、ＡＩ等
達も変化に適応できる組織でいなければな

の発達により環境変化が加速する昨今、私

徴として、大きな環境変化の中にあると感
じております。
一方で千葉市は商工農水といった産業が

守るべきものを守り、変えるべきものを

りません。
として、自然環境に恵まれ、公共交通機関

変え、会員そして千葉ＹＥＧ自体が輝かし

バランス良く発達した千葉県の県庁所在地
も発達した魅力的な都市であると感じてお

千葉ＹＥＧが輝きを放つ存在として活動で

い存在となり、ひいては千葉市の皆様から
このような魅力ある千葉市において、千

きるよう邁進したいと考えております。ど

29

セージを込めた答辞を頂き、送辞答辞の交換

ＹＥＧでの思い出と現役会員への激励のメッ

授与されました。式典は穏やかに進み、岡田

人君、日本ＹＥＧ出向の田中聖宣君の 名に

7

葉ＹＥＧは会員の地域貢献、自己研鑽、親

ります。

ルブラックス風にエールを送りました。そ

感謝と今後の更なるご活躍を御祈念してオー

今回ご卒業される会員の皆さまは 名とな

業会員の皆さまを盛大にお祝いしました。

行い、続けて「卒業会員を送る会」にて、卒

ーデンホテルにて開催いたしました。今年度

年度 月定例会 卒業会員を送る会」を三井ガ

14

うぞ宜しくお願いいたします。

オリーブオイル、ワイン、
シャンパンなどの輸入卸販売
仕出し料理、冠婚葬祭、法要
等の料理の配達、配膳

☎03－5575－2207

藤

丸

㈱

真

山

﨑

㈱Traders Maket

☎043－256－7701

理
（みやま まり）

将

寛

深
（ふじさき まさひろ）

藤

千葉商工会議所 青年部
平成30年度 会長

睦交流を目的として様々な事業を通じ、若

ようこそ！ 千葉YEGへ！

新入会員紹介

43
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さて千葉市は近年、パルコ、三越が閉店

12
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3月定例会 卒業会員を送る会開催!!
伝統を引継ぎ
輝かしい未来へ〜
〜継往開来

千葉YEG‼
輝け‼

中心市街地でつるし雛巡り

る「太巻き祭りずし」をはじめ、
「さんが焼き」等、
約 種類それぞ

究会様、㈱ネスコ様主催による

自然学校様、千葉伝統郷土料理研

当女性会共催、ＮＰＯ法人千葉

葉伝統郷土料理研究会主宰）が

タイムがあり、龍崎英子さん（千

ランチタイムの前には、トーク

い交流の輪が広がったようです。

提げ重パーティー開催

今年で３回目となる
「千葉おもてなしひな祭り」
は、２月
「提げ重パーティー」を、
２月 日

れのいわれを学びながら、美味し

日㈯から３月４日㈰まで 日間、展示店舗数も拡大され

「千葉おもてなしひな祭り」開催

30

賑やかに開催されました
千葉市中心市街地等の各商店街
や公共施設等、 ヶ所余りにご協
力戴き、
７段飾り、
親王飾りをはじ
め、当女性会会員や市民の皆さま
と手づくりさせていただいた、つ
るし雛を飾り付け、お客様に季節
感あるおもてなしを楽しんでいた

放送のご支援を戴き広くＰＲする
ことが出来ました。

㈫に千葉県文化会館内カフェテリ
一さん（嶺岡牧調査委員）は、「チ

「千葉の海藻」を解説、又、日暮晃
ッコカタメターノ」を紹介されま

ア・フォーラムにて開催され、延
べ１２５名参加されました。
した。
の地とは知らなかった」
「性学も

参加者からは、「千葉が酪農発祥

かつて、１００万都市江戸の食
ちの草餅がおふくろの味のように

窓の外には満開の梅の花。

年の東京オリンピック・パラリン
を支えた千葉は、今も全国屈指の

なお、
つるし雛飾りは、
２０２０
ピック開催に向け、盛り上げ等と
かした数多くの郷土料理が伝えら
を手間ひまかけて作る千葉の郷土

声が飛び交いました。身近な食材

なつかしくておかわりしたい」等、

街中の回遊や賑やかしの一助とし
れています。房総では花見や祭り
料理。おもてなし観光振興へのヒ

して、又、日本の伝統文化ＰＲと、 農漁業県であり、豊富な食材を活
て、今後も同特別委員会や、同実
などの集まりには料理を重箱に詰
ントは見つけられたでしょうか。

〈女性活躍推進の背景となる社会的現状〉
日本の総人口は２０５３年に１億人を、生産年齢人口は２０５６年に５０００万人を下回ると
予想されています。また、日本商工会議所による「人手不足等への対応に関する調査」では、
「人
手不足」と回答した割合が３年連続で上昇し、直近の調査では６割に達するなど、人口減少によ
る人手不足問題はかつてないほどの危機に直面し、今後さらに深刻となることが予想されます。
こうした社会情勢を背景に多様な人材の活躍が期待されています。
特に女性の就業率
（ 歳～
歳）は、１９８７年から２０１７年までの 年間に ・ ポイント上昇し、女性の労働参画は着
実に進んではいますが、女性の非労働力人口２８０３万人（２０１７年）のうち就業希望者（在
学中を除く）は２３１万人いることから、さらなる労働参画が期待されています。
政府は女性活躍推進法を２０１６年４月に全面施行し、大企業などに一般事業主行動計画の策
定・届出・周知・公表および女性の活躍に関する情報公表を義務付けましたが、日本商工会議所
の調査では８割の企業が女性の活躍を推進している一方で、そのうち６割の企業が様々な課題を
抱えており、今後も促進すべき取組は多いととらえています。
特に、保育の受け皿整備について、政府は２０１７年６月に「子育て安心プラン」を公表しま
したが、女性の就業率と保育利用率は年々上昇し、待機児童対策は喫緊の課題となっています。

44

だきました。
行委員会の皆さまと共に活動させ
めて、手に提げて持ち寄る「提げ

様やＮＨＫ千葉放送局様等、放映、 ていただきます。
重」という
風習があり
ました。今
回の「提げ
重」の料理
は、千葉伝
統・郷土料
理研究会
（ 杉崎幸子
会長）の皆
さんの、手
づくりによ

日本商工会議所

東京都千代田区丸の内2－5－1
丸の内二丁目ビル
TEL：03−3283−7940
FAX：03−3213−8716

25

今年の活動模様は、千葉テレビ

16

～実態と対応策を掲げた意見書〜

３月 日、日本商工会議所と東京商工会議所は「女性の活躍推
進に向けた意見書～女性のさらなる労働参画と活躍推進に向けた
環境整備について～」を政府に提出しました。女性の活躍推進に向
けた環境を整備し、多くの企業が自社の実情に応じて社内体制を
構築していくことは、女性が持てる能力を最大限に発揮することに
29

つながり、ひいては女性ならではの発想や視点に基づくイノベーシ
ョンの創出や企業価値・業績の向上を通じて、わが国経済・社会の成長・発展に寄与します。
女性が活躍する社会には何が必要なのか、
日本商工会議所の産業政策第二部課長である高
野晶子さんにお話を伺いました。

▲３月29日 野田聖子女性活躍担当大臣に意見書を交手

30

16

28
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日本商工会議所

60

27

6
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さらなる女性の社会参加と躍進に向けて
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企業主導型保育事業の周知と
マッチングの実施
保育事業に関しては企業側の関心も
高く、
企業主導型保育事業は、
設置主体
の６割が中小企業であり、共同設置・
共同利用が４割を占めています。しか
し、制度の認知が進んでいないとの指
摘もあり、中小企業がより利用しやす

15~24歳 25~34歳 35~44歳 45~54歳 55~64歳 65歳以上

健康上の理由のため

適当な仕事がありそうにない
その他
出典：総務省

適切な遊びや生活の場を提供する放課

共働き家庭等の小学生に放課後等の

保育受け皿の整備と連動した
放課後児童クラブの拡充

介護・看護のため

で働く女性がメンバーとなり、女性活
躍推進に関する討議を行ってきました

ますが、就業を希望しながらも働けな

女性の活躍は目覚ましいものがあり
多くありました。待機児童を早期に解

皿整備が最も重要」であるとの意見が

ていくには「保育所・学童保育の受け

が、その中では出産後も就業を継続し

い人は２３１万人いると言われていま
消し、女性就業率 ％に対応できる

独自の調査を行い
それに基づいた意見書

す。当所でも各地の会議所にヒアリン
グをして、浮かび上がった課題を国へ
の要望として意見書という形でとりま

万人分の受け皿を２０２０年度末ま

でに着実に整備すべきと考えています。

推進を挙げています。政府は「待機児

まず、待機児童解消に向けた取組の
確保にも鋭意取り組んでいく必要があ

じて、保育の受け皿拡大を支える人材

る際の課題として、処遇改善などを通

また、地方自治体が保育所を整備す

童解消加速化プラン」
に基づき、
地方自
るとしています。

らには２０１６年度から企業主導型保
育事業も導入し、２０１７年度までの
５年間で約 ・３万人分の保育の受け
皿を確保しました。しかし、それを上

一方、保育の受け皿は政府の掲げ
る 万人分を大きく上回る 万人分

育て安心プラン」を策定し、またその

されず、政府は２０１７年６月に「子
に関わる極めて重要な要素であるこ

受け皿整備量は待機児童解消の根幹

が必要との民間試算がある。必要な

た、 入 園 申 込 み 自 体 を 断 念 し て い
る保護者が少なくないためいわゆ

門委員会、東京商工会議所・多様な人

日本商工会議所・女性等活躍推進専

定義に基づき保育ニーズの実態を

から全面適用される待機児童の新

いるとの指摘があり、２０１８年度

る「隠れ待機児童」が多く存在して

材活躍委員会（前田新造委員長 資生

より詳細に把握すべきとしています。

業への周知に加え、一般事業主行動計

「意識の壁」
を各企業が打破し女性の活

取組の推進や、男女それぞれが持つ
躍推進に向けた職場風土を醸成するに
は、経営トップによる情報発信や管理
職に対する意識啓発が重要であり、経

要ですが、保育の受け皿が整備される

人分の新たな受け皿を着実に整備が必

年度までに放課後児童クラブの約 万

子ども総合プラン」
に基づき、
２０１８

２０１４年７月に公表された「放課後

ことから「小１の壁」と言われます。

機児童数は約１万７千人に達している

性活躍推進の重要な基盤ですがこの待

進など働き方改革の導入により、仕事

可欠であり、多様で柔軟な働き方の推

護と仕事の両立ができる環境整備が不

女性の活躍推進には子育てや介護・看

働時間が長い」「労働時間ではなく成果

て、企業の現場からは「残業を含め労

仕事と家庭の両立が難しい要因とし

じ、企業にも有効な取り組みを行うこ

に関するハラスメントの防止措置を講

ラスメントや妊娠・出産・育児休業等

ほしい」との声が多く上がっています。 ています。そのほかにはセクシャルハ

や能力を重視した人事評価が導入して

とが必要としています。

を取得しやすい雰囲気作りが重要とし

国民的な機運の醸成、男性が育児休業

男性の家事・育児の参画促進に向けた

女性の登用促進も重要です。さらには、

済界を挙げて機運を高めること、また、

ことに連動して、これについても受け

と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ

限立法）により、大企業等を対象に

ラインの周知やテレワーク相談センタ

り札になり得る可能性がある。ガイド

ワークは特に地方の人手不足解消の切

ライトオフィスでも仕事ができるテレ

きと考えています。また、自宅やサテ

する取組や各種支援を強化していくべ

から、国や地方自治体は機運醸成に資

ツール エ(クセルファイル を)無料で提
供しています。また、そのサイトにて

法に基づく一般事業主行動計画の策定

推進ハンドブック」や、女性活躍推進

を設け、
「中小企業のための女性活躍

「若者・女性活躍推進」ポータルサイト

日本商工会議所のホームページ内に

日本商工会議所の取り組み

皿量の精査、また新たな「放課後子ど

２０１６年４月から女性活躍推進のた

ーにおける導入支援、セミナーの開催

政府は女性活躍推進法（ 年間の時

女性活躍推進法の周知と
インセンティブの拡充

めの一般事業主行動計画の策定・届

など、特に中小企業におけるテレワー

を超える企業事例を紹介しています。
出・公表等を義務付けていますが、常
努力義務となっています。女性のさら
なる活躍推進にはやはり中小企業が自
発的に対応を進めていくことが期待さ

建設業や運輸業における女性活躍の

女性の活躍を可能にする
職場風土の醸成

クの普及促進を図るべきとしています。 ていただければ幸いです。

30

用労働者数３００人以下の中小企業は

ていくことが必要と思われます。

ンス）を推進していく必要があること

仕事と家庭の両立が可能な
環境整備が必要

られます。

画策定のインセンティブの拡充が求め

性のための検討会」では企業の第一線

堂相談役）のもとに設置した「働く女

た。

皿を整備していくことが表明されまし

２０２０年度末までに 万人分の受け

いて、「子育て安心プラン」を前倒しし、 とから、精査すべきと考えます。ま

後、「新しい経済政策パッケージ」にお

回る保育ニーズにより待機児童は解消

精査により受け皿量・保育ニーズを
詳細に把握すべき

治体の保育所開設や保育士の確保、さ

とめました。

80

も総合プラン」の策定など着実に進め

後児童クラブは、保育施設と同様に女

89

6

れます。また、そのためには、中小企

youthandwoman/

https://www.jcci.or.jp/sme/labor/

ぜひ、企業でのお取り組みに参考にし

50

いよう、助成内容を含めた制度概要や
事例の周知を徹底する必要があり、ま
た設置を検討している中小企業同士、
さらには中小企業と保育所の運営を担
う保育事業者とのマッチングに取り組
んでいただければと思います。また、
「待機児童緊急対策地域」
制度の積極的

32
32

10
10

59

37
20

4
4

4
0

出産・育児のため

10

年齢別・非求職理由別、非労働力人口のうち
就業を希望する女性の数（2017年）
な運用も望まれます。

32

40

20
27
43
30
女性・非在学中
231万人（63％）

42
50
▲産業政策第二部 高野晶子課長

70

男性・非在学中
68万人（18％）

55
60
非労働力人口
男性・在学中
のうち
39万人（11％）
就業希望者数
369万人

77
（万人：※合計231万人）
80
女性・在学中
31万人（8％）
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さらなる女性の社会参加と躍進に向けて／日本商工会議所
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開催中〜

5/20日

江戸時代中後期に北海道から長崎まで、各地で活躍した知られざる実力派絵師達の作品約
190点を一堂紹介します。博物学の興隆や明清絵画の流入、そして画人達の活発な交流に
よって豊かに広がるその世界は、まさに百花繚乱！ 各地いちおしの絵師（うまいもん）と
の出会いを通して、江戸絵画の豊穣を体感してください。
会
期： 開催中〜5月20日（日）
開館時間： 10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）※入場は閉館の30分前まで
観 覧 料： 一 般 1,200円（960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

菅井梅関《梅月図》
仙台市博物館蔵

【次回展予告】
夭折の日本画家・岡本神草が京都画壇において発表した神秘的な
女性像の作品を中心に約100点を紹介します。

【関連イベント】
会

期：5月30日（水）
〜7月8日（日）

休 館 日：6月4日（月）、18日（月）、7月2日（月）
開館時間：10:00～18:00（金・土曜日 10:00～20:00）
※入場は閉館の30分前まで

観 覧 料：一般 1,000円（800円）、
大学生 700円（560円）
岡本神草《口紅》大正7年(1918)
京都市立芸術大学芸術資料館蔵

※小•中学生、高校生、障害者手帳をお持ちの方と
その介護者1名は無料
※ (  )内は前売、千葉市在住65歳以上の方、
団体20名以上の方の料金

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

■講演会「岡本神草の夢と現」
【講師】上薗四郎（笠岡市立竹喬美術館館長）
6月2日(土)14:00〜
（13:30開場予定）／11階講堂にて／
先着150名（当日12:00より整理券配布）／参加無料
■市民美術講座「東京画壇と京都画壇」
【講師】河合正朝（千葉市美術館館長）
6月9日(土)14:00〜
（13:30開場予定）／11階講堂にて／
先着150名（当日12:00より整理券配布）／参加無料
■担当学芸員によるギャラリートーク
5月30日(水)14:00〜／8・7階展示室にて

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

●月のプラネタリウム番組のご案内
料金：プラネタリウム通常料金 大人５１０円 高校生３００円
小・中学生１００円
※上映時間は日によって異なります。月間投影スケジュールをご確認ください。

●「30分で星空散歩」 ※投影時間：約35分間

●｢アースシンフォニー」好評上映中
わたしたちがすむ地球はこんなにもすばらしかった。美しく迫力のある映像を詰め込んだ
全天映像詩。人気声優アーティストの水樹奈々による癒やしのナレーションで空の物
語へと誘います。 ※当日の星空解説あり

今夜の夜空の見どころや星や星座の見つけ方を、
スタッフよる定番の
生解説プログラムです。

●「星空散歩～南十字のいざない～」 (5月限定)
南天へと誘う南十字星、
マゼラン銀河。プラネタリウムで少しだけ、海
外旅行に出かけましょう。

●「ゼウス ～その恋の遍歴～」
千葉の空から神話の世界へ・
・
・。神々の恋の物語、
いつもよりも少しく
わしく、
のんびりとご紹介しましょう。夜限定、大人のための生解説プロ
グラムです。
【今月の神話：おおぐま座】
※神話特有の猟奇的表現にご注意ください。
また、
お子様のご入場は
おすすめいたしません。

●「リフレッシュタイム」
朝からがんばるあなたへ。満天の星の下で、
リフレッシュしませんか？
投影時間 12:25～12:45 料金300円
※未就学児は入場できません。

●「フィールアロマ ～アロマを感じる星空～」
日時：5月１８日
（金）
・１９日
（土）
１９
：
００～１９
：
４５
料金：高校生以上８００円 小・中学生３００円

●｢ティラノサウルス」好評上映中
“史上最強の恐竜”
と呼ばれるティラノサウルス。謎に包まれていた真の姿が、世界各
地で相次ぐ化石の新発見と、最先端の科学解析技術から明らかになってきた。一億年
に及ぶ壮大な進化の秘密を読み解いていく。※当日の星空解説あり ⒸNHK

