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《経営談話室》

ITで、お客様の未来をつくるお手伝い
千葉県を中心に３１拠点でお客様安心サポート
自前主義でスピード対応、ローコスト対応、
安全・安心対応致します。
■オフィスビジネスソリューション■ i - コンストラクション■ ITソリューション
■ヘルスケア（宅配ミネラルウォーター、AED、高気圧酸素カプセル、パーキングシステム、出張細断）
□販売

□リース

□レンタル

□リユース

□サービス＆サポート

グループ

100 年 企 業 を 目 指 し ま す
取締役会長

中村正見

代表取締役

千葉県千葉市中央区都町2-19-3 ひまわり都町ビル

中村卓見

電話 043（231）2351（大代表）

東京都千代田区神田淡路町1-7-1 ひまわり神田ビル4F 電話 03（6206）0731（大代表）

埼玉県さいたま市南区太田窪5-27-3 石川ビル１０２号

株式
会社

電話 048（753）9372（大代表）

千葉測器・ITソリューションズ

（ホームページ）ｗｗｗ .chibasokki.co.jp/

お客様相談室 0800-12-365-24
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幕張ビーチ花火フェスタ2018 （第40回記念千葉市民花火大会）
★有料観覧席情報★

有料観覧席は、臨場感満点の花火観覧席です。

名

5・6月の動き

称

ビーチ席A
ビーチ席B

中国におけるスマホ決済の普及状況について

青年部通信

徴

・協賛者席
・海上花火が目の前に見える海岸沿い中央に位置する観覧エリア

シーサイド席

1,500円

・ビーチ席Cとなりの観覧エリア

球場サイド席

市民優待席 ・ZOZOマリンスタジアム横に位置する観覧エリア

（ZOZO
マリンスタジアム内）

千葉商工会議所 女性会の活動

特

・花火が正面から見えて、打上場所から近い臨場感抜群の花火観
覧エリア。

3,000円

スタジアム席

千葉商工会議所

販売額
4,000円

2,500円

・全席指定席
・大型スクリーンで海上花火を放映。
（音楽花火の演出、海上花火は大型スクリーンでご覧ください。
）
・ビール等の立ち売りがあります。

※ビーチ席、シーサイド席、球場サ
イド席は、入場の際、チケット１枚
につきレジャーシートを１つ差し上
げます。差し上げたレジャーシート
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夢シティちば 2018年₇月号

以外での場所取りはご遠慮くださ

今月の表紙

編集者のひと言

今回は、有限会社稲毛園さんにある
「茶葉」
に関係する道具です。
写っているのは、左から茶葉をブレンドするための茶箕（ちゃみ）
、
茶葉を量るための秤、抹茶をふるうための茶篩（ちゃふるい）
。い
ずれも数十年に亘り活躍している現役の道具で、
「自分の生まれた
時には既にあった」
とは3代目海宝周一社長の談。
撮影した場所は、京成稲毛駅前にある同店舗内の一角であり、
背景の棚の柱には1935（昭和10）年に創業した当時の建物の建
材が使われており、昔の雰囲気を残した趣き深い作りとなってい
ます。稲毛浅間神社大祭を控えて忙しい中、3時間にも亘って撮
影にご協力頂きましたが、その間にも常連客とみられる地域の方々
が絶え間なく来店し、地域に愛されている様子がみてとれました。
撮影／明角和人（明角写真事務所）

少し前に社内旅行があり、浅草寺と帝釈天に寄りました。
浅草寺は、外国人観光客でごった返しており、御神籤の場所
も例に漏れず賑わっておりました。浅草寺の御神籤は、筒から
棒を引き、棒の番号の引き出しから御神籤の紙を受取るという
至ってシンプルなシステム。ところが外国人の方には棒に書いて
ある漢数字の番号が読めず、どの引き出しか分からない。さっ
さと引き終わって御神籤を読んでいる私に、棒を突きつけて引き
出しはどれだと聞いてくるので、代わりに紙を出すとなんと「凶」
。
なぜか紙にはしっかりと英訳の記載があり、
「サンキュー」と言
われつつも申し訳ない気持ちに。さらに、その後の帝釈天では、
会社の仲間の2名に御神籤を強引に勧めたら2人とも「凶」
。私
は吉を引けて良かったです。
（企画広報課 M.I.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

い。レジャーシートは75㎝×75㎝
の正方形です。
※有 料観覧席エリアへの入場は、
17時00分より開始します。

＜公式ホームページ＞
＜お問い合わせ先＞

http://chiba-hanabi.jp/
■花火大会に関して：NTTハローダイヤル
■チケットに関して：チケットよしもと予約問合せダイヤル

TEL：050-5548-8686（全日8：00 ～22：00）
TEL：0570-550-100（全日10：00 ～19：00）

かつての千葉・蓮池エリアで日本髪用の椿油を販売することから
始まった
「コスメティックハウスなかはら」
。地元商店に押し寄せる
時代の波の中でお客さまに愛される店づくりで売り上げを伸ばして
います。有限会社なかはらの中原浩社長にお話を伺いました。

昨年はパルコも三越もなくな

ルが徐々に姿を消していき、

売するようになり、さらには

販店が化粧品を値引きして販

また、ドラッグストアや量

商品を売るより
アドバイスをして売り上げアップ
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～従業員・販売員の意識を変革～

りましたね。 年前と比べる
行量がこの 年で半減しまし

と、うちの店の前の通りも通

るようになりました。当店も

インターネットで通販がされ
た。通勤の人はいますが、買

一時はお客様が減ってしまい

りまとめていく能力はなく、

段がまちまちで粗悪品も多か

しました。当時は化粧品も値

トラルプラザというファッシ

を建てた当時は店の前にセン

し寄せてきていました。ビル

になってしまったと思います。

しての当店が懐かしく思い出

代の方には高級化粧品店と

浩
中原

ました。

方には商品が足りなくてまた

量り売りで、一升瓶に椿油を

継ぐつもりは当初はなかった

借金を返済していかなければ

ったので、資生堂とかコーセ

ョンビルがあり、千葉の文化
20

千葉市中央区中央3－18－6
TEL：043-224-5500
事業内容：化粧品小売店頭販売

有限会社なかはら
コスメティックハウス なかはら

されるのではないでしょうか。 物客はおそらく４分の１ほど
当時は朝一番で汽車に乗っ

れ以前には、１９１９（大正

仕入れに行くぐらいの人気で

て東京に仕入れに行って、夕

８）年生まれの父が１９３７

私個人は、お客さまも従業

「売れている店」に
パソコン通信で質問

した。

るがある辺りで椿油を売る店
「なかはら油屋」を始めまし
た。この周辺は蓮池という花
街で、芸者さんの髪を整える

入れて売っていまして、なか

んです。けれどもこのビルを

のに椿油が使われていました。 員も女性が多い化粧品店をと

なか人気があったんです。
として千葉銀座通りに開店し

ならない。私自身も覚悟を決

建てて間もなく父が亡くなり、

ました。場所はパルコがあっ

めました。

戦後、
「なかはら化粧品店」

た辺りでしたね。１９５９

ーとか価格も品質も守られた

の中心地でもありました。

また、大きな時代の波が押

ブランド化粧品を扱うように

年ぐらい前から周辺の商業ビ

（昭和 ）
年に今の場所に移転

20

20

千葉の街と共に
時代の変化の中で生きる
花街の芸者を対象に
父親が椿油を販売
当社が会社設立をしたのは
１９４８（昭和 ）
年です。そ

80

（昭和 ）年に現在のきぼー

23

しました。おそらく今の ～

70

有限会社なかはら
コスメティックハウス なかはら
なかはら・ひろし／1959（昭和34）年、千葉市生まれ。
大学で機械工学を学び、就職したが、1995（平成7）年
に父の後を継いで２代目社長に就任。現在、千葉県化粧
品小売協同組合副理事長、千葉中央銀座商店街 理事長を
務める。
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経営
「あくまでもプラスアルファですが、
早期の段階で免税をして、
訪日外国人のお客さまも増加しています。当店のネット検索
でのアクセス数は東京・新宿や大阪・梅田のデパートよりも
多いんですよ」
と語る中原社長。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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

「パパの晩酌お子様のおやつに」
～地球に優しく 人に優しい 安心できる食品の提供を～

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。

るはずなんです。

それから期間限定で１００

夢シティちば 2018年₇月号

ていったんです。
ネットや量販

店・ドラッグストアでの販売

などより安い品を揃えています。

期間限定の「まちゼミ」
「１０

０円商店街」は全国の商店街

円の商品を売る「１００円商

で取り組みが始まっています

はセルフなので、
お客さんは知

が、まだまだ商店主の理解が

千葉の街と共に
時代の変化の中で生きる

得られていない部分もありま

店街」での集客も注目されてい

イザーとしてお話をしている

を取り入れて「まちゼミ」を

の肌の状態を見てあげた上で、 はなく、他の業種もこの手法

んです。
基礎化粧品でもお客様

行ったら大成功だった。今度、 す。実は当店では毎日「まちゼ

識やアドバイスを欲しくなる

けれども、そこから売り上

「肌をゴシゴシこすり過ぎてい

ミ」
「１００円商店街」を単店舗

て、当店でもドラッグストア

げを５倍に増やしたんです。

ますよ」とか「睡眠時間が少な

私たちも千葉駅周辺からきぼ

で実践して成功してきました。

んですね。

んで、
売り上げをぐんぐん伸ば

いと角質が育たないからこう

ーる周辺まで７つの商店街が

ういう色が似合うのか、
どうい

していた津田沼の化粧品店の

いうお手入れをした方がいい

儲けは少ないようにみえるけ

うリップラインの書き方があ

経営者の方に恥も外聞もなく

ですよ」とかアドバイスする。 合同で、千葉商工会議所に協

ど、それで親身なアドバイス

るのか。
メイクアップのアドバ

お話を伺いました。
インターネ

力してもらいながら「まちゼ

をすれば、お客さんにとって

逆境の中で
売上５倍に伸ばす

ットがない時代でしたが、
私も

そうすると、お客さまは、信頼

ミ」を行います。品揃えや価

は大きな魅力となる。そうい

「まちゼミ」や
「１００円商店街」の実践

その人もパソコン通信ができ

してくれるようになる。
店はそ

格では他に敵わなくても、商

岡崎市では化粧品店だけで

て、
いろいろと質問に答えてい

うした従業員を評価してボー

どうしたらいいかと思い悩

ただいたのです。
その方の考え

稲浜ショップ内

043-278-5891

う店と販売員のファンづくり

ワ

品の選び方や使い方などすべ

〒261-0003 千葉市美浜区高浜4-12-2
TEL&FAX

カ

ナスを出す。

夢シティちば 2018年₇月号

ナ

中川守和匠店）

方を伺って、
店の経営に対する
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（革工房

をして、これからも固定客を

若葉区みつわ台4-1-12 ベルアメニティ102
営業時間：10：00〜18：00 定休日：木曜日
http://www.j-faml.com

有限会社

ての業種において商店主なら

「金歯もOK!」 みつわ台の貴金属買取専門店

当店でもその方法を取り入

らめずに続けること。分からないこと
は恥をしのんで何度も尋ねた。では
「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の
恥」とでもしておきましょうか（笑）

大丈夫です‼

ジュエル☆ファミリー【みつわ台店】
TEL.043-254-5356

Ｑ 座右の銘は？
Ａ 特別な座右の銘はないけれど、あき

考え方がガラリと変わりまし

壊れてる？錆びてる？
見積もりだけでも…

の競技をやっていました。今までで気
に入っていたのはジムニーです。今は
911ターボとベンツに乗っています。

増やしていきたいと思います。

が自信をもって販売しています。

Ｑ 好きなものは？
Ａ 学生時代から車が好きだった。ラリー

ではのテクニックを持ってい

ナル商品は店内工房で作り、そのまま店頭へ。作り手

うな星を明るいレンズや大きな望遠
鏡で撮影して、現像して映っていると
感動する。ニュージーランドでも撮影
しました。学生時代は作品がよく雑
誌にも掲載されました。

れると、
固定客がどんどん増え

革小物の仕入・製作・販売をしています。またオリジ

Ｑ 趣味は？
Ａ 天体写真です。肉眼では見えないよ

た。

当店では長年の革製品制作の技術と経験を活かし、
小さいながらも手ごろな価格でしっかりとした作りの

Q &A

通常、店の従業員はお客さ

革小物制作 45 年

まに商品の説明を行い、
店は商

専門店だから査定に差がでます！

こだわりの革小物あります。

品をいくら売るかで従業員を

貴金属・ジュエリーはジュエル☆ファミリーにおまかせ下さい！

千葉県千葉市稲毛区天台3-1-23

評価していました。
ところがそ

URL：http://www.tochin.co.jp

〒263-0016

TEL 043-307-2525 FAX 043-307-2323
mail：office@hands-e.com
HP：http://www.hands-e.com

のお店ではそういう評価をし

TEL：０４３－２３２－３２３２（代） FAX：０４３－２３２－５１０６

中原社長

株式会社ハンズ

なかったんです。

千葉市若葉区桜木３丁目22番12号

例えばリップを探している

〒264-0028

水滴が上って行くように見える演出やガラス面を水が流れる等イ
ンテリア性の高い高品質なデザイン施工もお任せください。

お客さまに、
普通だったら「こ

東京ちん味食品株式会社

泡の出るパネルや泡で文字が浮かぶパネルのご提案も可能です。

んな色が似合いますよ」
と言っ

【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…）

熱帯魚をはじめとし海水魚やクラゲの癒し水槽のレンタル活魚水
槽の設計・施工・維持管理を行っております。

て売る。けれどもそこでは、
ど

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。

癒し創造提案企業の
株式会社ハンズ

4

喜規

飯沼

代表取締役社長

千葉県ブランドの
酒類を世界へ浸透させるために

千葉県酒類販売株式会社
〒260-8586 千葉県千葉市中央区要町５番７号
TEL043-227-4261

当社は基本的には酒類の卸業を行っ
内メーカー４社と蒸留酒大手メーカー

拠率が高いのが特徴で、ビール大手国

は酒類の市場は大手酒造メーカーの占

売り業者に卸す形をとっています。実

カーと契約を結び、販売免許がある小

●会社データ●

ています。１９４１（昭和 ）年 月

千葉県内の酒造メーカーや
酒販売店などが出資

前身から数えると 年以上、現在の組織としては 年の歴史を持つ千葉県酒類販売
株式会社。 酒類卸売事業者として、１年前より販路を海外にも拡大しています。 千葉
県ブランドの酒類を世界へ――。 その意気込みと努力を取締役専務執行役員管理部長
兼 物流部長の髙山和夫さんと営業部 営業課課長の伊能康彦さんに伺いました。
65

す。戦後は酒類配給公団千葉支所、千

いく中で酒類は配給制だったからで

しました。戦争の気配が色濃くなって

に千葉県酒類販売株式会社として発足

当社もそれぞれの企業と信頼関係を築

きることが非常に大きなポイントで、

そうした大手メーカーと直接取引がで

２社で全体の約８割を占めています。

連）と組織形態が変わりましたが、酒
類の流通自由化で千葉県内の清酒メー

「ニューイノベーション 」がスター

保していくためには低迷する日本の市

おり、実際に輸出した先は、タイ（バ

ム、中国向けの輸出にチャレンジして

当社は大卸として、全国の酒造メー

いなども大きく影響します。現地の企

また言葉の壁やビジネスの慣習の違

進出です。今後も売り上げと利益を確

への導入やＳＭなどの店頭の売り場提

場だけでは先行きが厳しく、その一方

成田空港や羽田空港をはじめ、出国

こうした流れに日本の酒類の周知もで

のも強みです。

海外の嗜好をある程度リサーチできる

的には大手の卸会社やメーカーが進出
していますが、中小規模の企業の進出
はあまりなく、大手メーカーとは切り
口を変えた販売方法をとっていけば可

日本国内では大手酒造メーカーは卸

です。時には飲食店に足を運んで直接
商談をすることもあります。そのよう
な地道なプロモーション活動や信頼の
構築が実はとても重要なことだと考え
ています。

商談会に積極的に参加して、取引先を

が開催する海外の企業とのマッチング

どに出展したり、ＪＥＴＲＯや千葉県

当社も昨年５月から海外の見本市な

たいと思いますし、それをチャンスに

味でも一国でも多くルートを確立させ

げていく必要があります。そういう意

め、当社としては別の商品で販路を広

社の関連ルートで販売を行っているた

いことには可能性が広がらない。ちょ

ありますが、やはり自らがでていなか

て、
今は力を尽くしています。
大変では

にかかります。けれども将来性を考え

海外展開は手間もコストも想定以上

手間もコストもかかるが
将来性を考えてすすめる

探して、
実際に供給を始めました。
現在

して千葉県ブランドの酒類を売って

うど１年が過ぎたばかりですが、２年

売を通して販売しますが、海外では自

はタイ、シンガポール、香港、ベトナ

いくのが大きな目標です。酒々井で

産の野菜や果物を原料にした「千葉の

当社のオリジナルブランドで、千葉県

てもらうのは難しく、ターゲットはど

とはいえ、日本の食文化を真に理解し

また海外で日本食が注目されている

らないので、事務作業から荷物を船に

すが、直接輸出の場合には、商社も入

また、直接輸出と間接輸出がありま

に日本の酒を浸透させるべく、頑張っ

たワインを飲んでいる。ワインのよう

現地で浸透し、地元の人々も輸入され

なります。一方で、ワインは圧倒的に

うしても海外に駐在している日本人に

乗せるまですべて責任をもって行わな

ていきたいと思います。
もないので苦労しました。

くてはならない。最初の頃はノウハウ

飲んでいただきたいですね。

めぐ実」シリーズなども海外の方にも

子正宗をはじめとする県内の日本酒や、 躍できるようにしていきたい。

後を一区切りとして、次なる段階に飛

能性は大きいと思います。

千葉県産ブランドを
海外で周知したい

きるのではないかと考えました。先駆

提供する飲食店がどんどん増えている。 エリアの売店に商品を卸しているので、 案は自分たちで活動する必要があるの

外での評価が高まり、各国に日本食を

ンコク）と中国の２ルートとなります。 業は取引はしてくれるものの、飲食店

トしました。この中の柱の一つが海外

10

で日本食が世界の文化遺産となり、海

ました。

全国にこうした卸売の会社がつくられ

都道府県とまではいきませんが、当時、 活動を行っていますが、今年度から

打ち立て、その実現を目指して企業

10

カーや酒販店が出資するような形で、

当社は 年ごとに新たなビジョンを

今年スタートした新ビジョンでも
海外展開は柱の一つ

きながらここに至りました。

11

葉県酒類商工業協同組合連合会（県酒

16

１９５３（昭和 ）年 月に千葉県酒
12

類販売株式会社が設立されました。全

28
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75

３００年以上続く蔵元・飯沼本家の甲
▲タイ向けPOP

世界へ伸びる
取締役専務執行役員 管理部長 兼 物流部長 ▶
髙山和夫さん（左）
営業部 営業課 課長
伊能康彦さん（右）

海外で事業展開する企業

回通常議員総会

員・議員 年）をそれぞれ受賞し、粟

第２５７回常議員会・第

また、この議員総会をもって退任と
常議員会・議員総会終了後は、隣の

生副会頭から表彰状が手渡された。

事から挨拶があり、在任時の各方面から
会場へ移動し、懇親会を開催。来賓と

なった斉藤輝弘副会頭、木原稔専務理
の厚情に対する御礼が述べられた。さら
や熊谷俊人千葉市長をはじめ多くの来

に、後任を務める岩山眞士・新副会頭、 して、髙橋昌伸千葉県商工労働部次長
石渡安博・新専務理事が、商工会議所

堀江亮介副会頭が主催者挨拶を務め、

席者が懇親を深めた。

議員なども含め、１００名を超える出

運営に対するこれからの抱負を語った。 賓が出席。当所の顧問、相談役、名誉
なお、今回の常議員会・議員総会開
会に先立ち、表彰式を実施。㈱さつま
屋の代表取締役・山口和夫氏が関東経

ナルの代表取締役・小松美智子氏、㈾

㈱エム・アイ・エス・インターナショ

中、定刻を迎え、望月泰伸副会頭の中

経済部長が務め、祝宴となり、盛会の

杯の発声を柗戸利一千葉市経済農政局

済産業局長表彰を、また同じく山口氏、 髙橋次長、
熊谷市長から祝辞を拝受。
乾

藤間シート装飾の代表社員・藤間健史

千葉商工会議所（石井俊昭会頭）で
は第２５７回常議員会・第 回通常議

会議では、議案第１号「平成 年度
事業報告承認に関する件」
、議案第２
号「平成 年度一般会計、特別会計収

なった三井ガーデンホテル（千葉市中

支決算承認に関する件」
、
議案第３号

どが参加し、平成 年度の事業報告や

る件」
、議案第４号「専務理事の選任

「副会頭の選任について同意を求め

員総会を６月 日㈫に開催。会場と

29

央区）には、 名の当所役員・議員な

29

交流を深めていただきたい」とのコメ

にお集まりいただいたので、積極的に

会後の懇親会では、せっかくみなさま

なさんにはお願いしたいとともに、総

セージを放映。「会議での慎重審議をみ

井会頭からのビデオレターによるメッ

常議員会・議員総会では、冒頭、石

問の委嘱について、また管内の景気動向調

説明。このほど新たに設置された特別顧

議案審議後は、事務局から報告事項を

案とも全会一致で、承認可決された。

関する件」の７つの議案を審議。各議

件」
、
議案第７号「新会員の加入承認に

案第６号「相談役の委嘱承認に関する

号「常議員の補欠選任に関する件」
、
議

祝辞を述べる熊谷市長

粟生副会頭から表彰状を手渡し（左から粟生副会頭・山口和夫
氏・藤間健史氏・小松美智子氏）

して粟生雄四郎副会頭が挨拶を行った。 査の結果概要について説明があった。

ントを伝えた。その後、主催者を代表

収支決算などの審議、承認がなされた。 について同意を求める件」
、議案第５

29

85

新たに選任された役員

眞士
岩山

20

締めにより閉会した。

常務執行役員・東日本製鉄所副所長

安博
石渡
真一郎
千葉支店長

恵一

水越
千葉総支社長

吉田

80

氏の３名が日本商工会議所表彰（役

19

80

ＪＦＥスチール株式会社
損害保険ジャパン日本興亜㈱ 千葉支店
東京電力パワーグリッド㈱ 千葉総支社

【副会頭】
【専務理事】
【常議員】
【常議員】

就任挨拶をする岩山眞士・新副会頭
就任挨拶をする石渡安博・新専務理事

退任挨拶をする斉藤輝弘副会頭
退任挨拶をする木原稔専務理事

8
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トピックス
トピックス

会員の状況

特別会計

1,221,867,388

231,730,566
千葉県産業復興相談センター

215,863,949
特定退職金共済事業

614,282,234

重点事業

っせんなどの商工会議所の基本的な業務

個々の事業者に対する経営相談や金融あ

取り巻く厳しい経済社会情勢が続く中、

依然として中小企業・小規模事業者を

１．中小企業の持続的発展

Ⅲ

り、 年連続の増加となった。

事業所）と比較し、 事業所の増加とな

所であり、
前年度末の会員数（５，
１２２

平成 年度末の会員数は５，
１５４事業

Ⅱ

914,653,807

を遂行したほか、商談会や展示会の開催、

動の発展に努めた。

中小企業・小規模事業者の多様な事業活

ネスや販路開拓機会の創出を図るなど、

補助金の積極的な活用により新たなビジ

※内訳では会計間の繰入・繰出金等を除いております。

等様々な活動主体と連携しながら、多様

個々の事業者をはじめグループや団体

３． 域内の経済活動の活発化

8

とともに、千葉県及び千葉市並びに関係
団体等との緊密な連携を図った。

提供や企業説明会などの開催により企業

会員や教育機関等の協力を得て、情報

ク・パラリンピックの開催を見据え、海

進した。
また、
２０２０年東京オリンピッ

できる魅力づくり・受入体制づくりを推

の視点に立って、誰もがその滞在を満喫

望活動を展開した。

集約し、国・県・市等に対する提言・要

委員会活動等を通じて、会員の意見等を

地域経済社会の代弁者として、部会・

５ 意見・要望・政策提言活動の着実な展開

と人材のマッチングを行うとともに、会

６ 堅牢な組織基盤の確立と財政基盤の強化

外からの来訪者にとっても滞在しやすい

役議員・職員の日々の業務活動での

ンピックの成功に向けて、特別委員会を

２０２０年東京オリンピック・パラリ

ットワークを最大限に活用して、独自の

また、当所の担う支援機能や会員のネ

域において計画的な増強活動を展開した。

めるとともに、会員の協力も得て、域内全

様々な機会を捉え、新たな会員の獲得に努

設置し、機運の盛り上げ、おもてなし体

４ 東京オリンピック・パラリンピックへの取組

員の事業活動を支える従業員等の資質向

進した。

る「働き方改革」
「健康経営」の普及を推

ひいては業績や企業価値の向上につなげ

りを経営的な視点で捉え、生産性の向上、

環境づくりを進めた。

な魅力の創出を図るとともに、観光振興

機会の創出などの独自の取組を検討する

会の開催、さらには、若年層のみならず
Ⅰ 総括的概要
女性、外国人などの多様な人材の確保に
向けた合同就職説明会の開催や高齢者活
用相談窓口の設置など、経営力の向上に
平成 年度の我が国経済は、世界経済
努めた。
の堅調な成長による輸出業の好調などに
域内経済の活性化においては、中心市
支えられ、大企業を中心に緩やかな回復
街地まちづくり協議会を中軸に、千葉駅
基調が続いた。しかしながら、未だその
駅ビルの開業を契機に増加した来訪者の
効果は地方や中小企業・小規模事業者に
回遊性向上に向けた中心市街地の魅力発
十分に浸透しているとは言い難い状況に
信や、中心市街地東口エリア循環バス
ある。当所による景気動向調査の結果を
みても、業況ＤＩは低水準のまま横ばい （Ｃ ｂ-ｕｓ）の運行など種々の取組を展
開した。また、市内に宿泊する訪日外国
で推移している。とりわけ従業員の過不
人観光客の消費を促進するため、共通規
足を示す従業員ＤＩは、 月、 月、
格による公衆無線ＬＡＮ（千葉おもてな
月と過去最高値を記録しており、深刻な
商店街とホテル
しＷｉ Ｆ-ｉ）の整備や、
人手不足の状況が続いている。
の連携を強化するなど、中心市街地の活
そうした中で、
当商工会議所では、
石井
性化並びに魅力あるまちづくりを目指し
会頭 期目の新体制の発足に伴う今後の
て、各種事業に取り組んだ。
年間の施策・事業の方向性を示す「中
また、２０２０年東京オリンピック・
期行動計画」
（２０１７ ２
- ０１９年度）
を策定したところであり、平成 年度は
パラリンピックの成功に向けて、特別委
同計画に基づく初年度の取り組みとなっ
員会を設置し、機運の盛り上げ、おもて
た。また、同計画では「新たな千葉の時
なし体制づくり、様々な魅力の発信、ビ
代を拓く総合力の展開」をテーマに、地
ジネス機会の創出など独自の取組の検討
方創生の取組の中で、そのコーディネー
を進めた。
ト役としての役割を担うこととしている。
さらに、当所事業の一翼を担う青年部、
そうしたことを踏まえ、地域経済の振
女性会の活動を後押しするとともに、ま
興に責任を持つ当商工会議所は、中小企
た定例会員交流会をはじめ各種の交流会
業・小規模事業者の多様な事業活動の発
や、会員対抗ソフトボール大会など会員
展を図るとともに、その活動の基盤とな
相互の交流の機会を増加・充実させ、会
る地域の活性化に向けて、様々な主体と
員個々の商工会議所活動への積極的な参
連携・協働し、中小企業・小規模事業者
加を促進した。
や地域経済の抱える様々な課題等に取り
これらの展開にあたっては、会員はも
組んだ。
とより市民をはじめ地域社会での商工会
具体的には、中小企業・小規模事業者
議所の存在価値を高めるため広報機能の
の支援においては、職員・専門家による
強化を図った。
巡回・窓口相談、多様な商談会・展示販
以上の事業を含め、重点事業を中心に
売会等の開催、ＩＴ導入セミナー・展示
総合的・計画的な事業推進に努めた。
29

3

上を支援した。また、従業員の健康づく

２．人材の確保と育成

3

制づくり、様々な魅力の発信、ビジネス

市に要望を提出

2,136,521,195
合計

10
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2

オリンピック・パラリンピック特別委員会

11

29

ビル
県・市等
交付金
586,366

事業費
808,627
事業収入等
380,293

159,990,639

収入合計
1,496,219

会計別決算総括表（円）
一般会計・特別会計収支内訳（千円）
32

平成29年度 事業報告の概要
中心市街地東口エリア循環バス「C-bus（シーバス）
」

3

支出合計
1,496,220

中小企業相談事業
人件費
288,834
繰越金
294,715

一般会計
積立金等
104,044
会費収入
109,061
積立金
取崩金等
105,307

収支決算の概要
平成29年度
29

繰越金
315,192
高等学校と企業との就職情報交換会

トピックス
トピックス

安定的な財源の確保に努め、収益力の強
化を図った。

Ⅳ

その他（受託事業）

計画などの策定支援を行うことにより、
中小企業の経営改善を促進した。

してもらうため、金融機関関係者・公認

地域の中小企業に元気と活力を取り戻

なアドバイス、情報提供及びマッチング

が引継ぎに係る課題の解決に向けた適切

中小企業に対して、事業引継ぎの専門家

している中小企業や、引継ぐ意欲のある

後継者不在などで事業の引継ぎを検討

⑷千葉県事業引継ぎ支援センター

会員が求める情報を的確に把握・収集
会計士・税理士・中小企業診断士等の専

⑴千葉県中小企業再生支援協議会

し、当所の広報媒体等を通じて、適切に
門家スタッフが常駐し、中小企業の事業

７ 広報機能の積極的活用

情報発信することにより、会員・市民な
支援を行った。
ジョブ・カードを取得した求職者を有

⑸千葉県地域ジョブ・カードセンター
期雇用し、正社員化を検討する企業の開

⑵千葉県産業復興相談センター
東日本大震災により被害を受けた事業

小林 正英

ど地域社会からの理解・協力を求めた。

ノースバンクーバー市表敬訪問

者の迅速な事業展開を通じて被災地域の
拓を行うとともに、企業における訓練計
画の作成、各種助成金の申請等に係る支
援を行った。

小林 正治
弁理士

また、メディアへの露出を高めることで、 再生に向けた取組を支援した。
商工会議所の認知度・存在意義の向上を
図った。
８ 会員交流等の促進                                                        
復興を図った。

自ら経営改善計画等を策定することが

⑶千葉県経営改善支援センター

の活動を活発に展開するとともに、多様
難しい中小企業に対し、金融支援を受け

当所事業の一翼を担う青年部、女性会
な会員交流の場を設けて、会員相互の交
るために金融機関が必要とする経営改善

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

所長弁理士

12
夢シティちば 2018年₇月号
夢シティちば 2018年₇月号

13

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

0120 ‑ 06 ‑ 2771

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

流を促進し、会員の結束力を高めた。

「ちばマイプロジェクト発見伝」特別授業
（中央：講師 元女子ソフトボール日本代表監督 宇津木妙子氏）

会員対抗ソフトボール大会

総合防犯設備・用品

街頭防犯カメラ

千葉商工会議所会員

業種別特徴 （▲はマイナス）

全産業

平成30年5月期

調査結果報告

千葉商工会議所景気動向調査

●建設業

調査結果のポイント

前回調査と比較して、業況DIは15.0ポイント下降して▲
は7.0ポイント下降して▲16.3となった。向こう３ヶ月の先
行き見通しは、業況DI・採算DIは下向くものの、売上DI
は上向くとの見方になっている。

売上推移

15.0に、売上DIは13.7ポイント下降して▲15.0に、採算DI

「建設業の人手不足は、
深刻な状況に追い込まれている」

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。

「例年に比べて、公共工事の案件がかなり少ない」などの
声があった。

●製造業

DI値：
（増加･好転などの回答割合）
－
（減少･悪化などの回答割合）

前回調査と比較して、業況DIは11.8ポイント上昇して
ポイント上昇して2.3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は全て現状より下向く

採算推移

5.8に、売上DIは2.5ポイント下降して4.7に、採算DIは13.1

業況DIは２期ぶりに改善したもののほぼ横ばいで推移。
従業員DIが４期連続で過去最高値を更新し、慢性的な人手不
足が続いている。
先行き見通しは、慎重な見方となっている。

調査期間：平成30年₅月10日（木）～ ₅月25日（金）
調査対象：千葉商工会議所法人会員事業所500社
〈回答：421社 回答率：84.2％）
100
80
60
40
20

建設業
81社

製造業
87社

卸売業
85社

小売業
82社

サービス業
86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。

https://www.chiba-cci.or.jp/

全産業業況推移

との見方になっている。
「人員募集を行っているが応募が無い」
「取引先の大企業
の設備投資があり、好調」
「受注は旺盛、人材は不足」な
どの声があった。

前回調査と比較して、業況DIは4.7ポイント上昇して▲
9.5に、売上DIは14.4ポイント上昇して▲2.3に、採算DIは
4.9ポイント上昇して▲10.6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は全て現状より下

仕入単価推移

●卸売業

向くとの見方になっている。
「物流費の値上が利益を圧迫している」
「正社員の定着が

全体の特徴 （▲はマイナス）

なかなかできない」などの声があった。

●小売業

0.9ポイント上昇して▲19.5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

従業員推移

前回調査と比較して、業況DIは0.9ポイント上昇して▲
24.4に、売上DIは4.7ポイント上昇して▲14.6に、採算DIは

向くとの見方になっている。
「材料の値上が相次いでいる」
「残業時間をいかに減らし
ていくかが課題となっている」などの声があった。

●サービス業
11.6に、売上DIは1.8ポイント上昇して▲12.8に、採算DIは
9.5ポイント上昇して▲12.7となった。向こう３ヶ月の先
行き見通しは、業況DI・売上DIは採算DIは上向くものの、
採算DIは横ばいとの見方になっている。
「慢性的人材不足」
「募集を出してもほとんど応募者が居
ない状況が続いている」などの声があった。

15

夢シティちば 2018年₇月号

資金繰り推移

前回調査と比較して、業況DIは0.5ポイント下降して▲

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30年２月、以下同じ）と比較して、建設業・サー
ビス業が下降し、製造業・卸売業が上昇、小売業が横ばいと
なった結果、全産業合計DIは0.7ポイント上昇して▲10.8とな
り、横ばいとなった。
また、向こう３ヶ月（６月～８月、以下同じ）の先行き見
通しは、建設業・製造業・卸売業は下降し、小売業・サービ
ス業が上昇となっており、
全産業合計DIは現状より3.1ポイン
ト下降の▲13.9となっている。
売上DIでは、前回調査と比較して、建設業・製造業が下降
し、卸売業・小売業・サービス業が上昇となった結果、全産
業合計DIは1.2ポイント上昇して▲7.9となり、２期ぶりの改
善となった。
また、向こう３ヶ月の先行き見通しは、製造業・卸売業が
下降し、建設業・小売業・サービス業が上昇の見込みとなっ
ており、全産業合計DIは現状より2.7ポイント下降の▲10.6と
なっている。
採算DIでは、前回調査と比較して、建設業が下降し、製造
業・卸売業・サービス業が上昇、小売業が横ばいとなった結
果、全産業合計DIは4.5ポイント上昇して▲11.2となり、２期

連続で改善となった。
また、
向こう３ヶ月の先行き見通しは、
建設業・製造業・卸
売業が下降し、小売業・サービス業が横ばいの見込みとなっ
ており、全産業合計DIは現状より4.5ポイント下降の▲15.7と
なっている。
仕入単価DIは、３期ぶりに改善しているものの、低水準で
推移しており、原材料・燃料価格の高騰が続いている。
従業員DIは、４期連続で過去最高値を更新しており、深刻
な人手不足の状況が続いている。
資金繰りDIは、４期ぶりに改善しているものの、長期的に
は横ばいで推移している。
全体を総括すると、業況DIは２期ぶりに改善したもののほ
ぼ横ばいで推移している。また、人手不足の深刻化や原材料
価格の高騰が続いている。特に、人材不足については、従業
員DIが４期連続で過去最高値を更新した。先行き見通しは、
小売業・サービス業が上昇すると見込まれているものの、慎
重な見方が続いている。

夢シティちば 2018年₇月号

14

日㊌

総務委員会

月 日㊊
21

9

5
第 回 定例会員交流会

道場店・稲毛店・銀座店

月 日㊋
特別顧問の委嘱等を承認
第２５６回常議員会

14

「第２５６回常議員会」
が開催され、当
今回は初めて夕刻に開催し、株式会
日は、常議員をはじめ 名が出席。特別
社紀伊國屋書店 代表取締役会長 兼 社
長の高井昌史氏を講師としてお招きし、
顧問の委嘱承認、４月期に入会のあった
新入会員の加入承認に関して審議が行わ 「紀伊國屋書店のこれまで、これから～
本の力を信じて～」をテーマにご講演頂
れ、承認可決された。さらに、新たに委
いた。高井氏は、
「活字離れと言われて
嘱された各委員会の副委員長・委員につ
いるが、決してそうでは無い。これから
いて報告が行われた他、６月 日オープ
も電子書籍は拡大していくだろうが、印
ンの当所が運営するアンテナショップの
刷された書籍が無くなることは無い。人
事業概要について説明がなされた。
生は人との出会い、本との出会いである。
また、議案審議後には、千葉市総合政
それゆえ書店も無くならない。書店員は、
策局総合政策部より講師を招いての講演
」
と
会を開催。
「千葉市のめざすまちづくり」 その出会いを演出する演出家である。
語った。これからも書店として本の魅力
をメーンテーマに、平成 年度施策のポ
を伝えていこうという矜持を感じさせら
イントに関して解説があった。
れる講演であった。

月

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

福井電機 株式会社
http://www.osenbei.co.jp/

日立特約店
千葉名産

22

30

総務委員会
（斉藤輝弘委員長）
では、今
年度第１回目となる協議を行った。
当日は、６月の総会に上程される議案
（平成 年度事業報告、一般会計・特別会
計収支決算について）内容を協議。事業
報告に関しては、事業計画に基づいて実
施した８つの重点事業について説明が行
われ、中小企業の持続的発展や人材の確
保と育成等に向けた当所の取り組みを報
告した。
また、一般会計・特別会計収支決算に
関しては、一般会計ほか４つの特別会計
の詳細について協議を行った。
こうした協議を経て、この２つの議案
については、原案通り、第２５７回常議
員会・第 回通常議員総会に上程するこ
ととした。

総会議案を協議

6

電気とシステムの総合コンサルタント

手みやげに一番

5

6

月 日㊋
平成 年度 第１回会員優良従業員
表彰委員会を開催

国際委員会（久保委員長）及び情報委
員会（池田委員長）は、合同委員会を開
催した。
会議では、千葉市観光プロモーション
課から、市内のインバウンド動向や市の
施策等に関する説明があった後、当所か
ら、昨年度の合同委員会の活動実績や、
「千葉おもてなしＷｉ Ｆ-ｉ」の概要、今
年度の活動計画について説明し、それら
の取組に関する意見を交換した。
その後、「通信インフラを活用したイン
バウンド対応」
の調査・研究活動の一環と
して、㈱ジャンガ・テックから、キャッ
シュレス決済の最新事情等について、実
際にタブレットやスマートフォンを用い
たデモンストレーションも交え、紹介が
あった。

決済の最新事情について調査・研究

市のインバウンド動向やキャッシュレス

月 日㊎

国際・情報委員会

事務局の司会により開会。
司会から委員の紹介を行った後、委員
の中から互選によりＪＦＥスチール㈱東
日本製鉄所専務執行役員・東日本製鉄所
長の斉藤委員（当所副会頭）が委員長に
選出された。
斉藤委員長の挨拶後、同委員長が議長
となり、議事を行った。
議事①平成 年度会員優良従業員表彰
式の実施要領について事務局から実施要
領案について説明し、協議した結果、原
案どおり承認された。
今年度の会員優良従業員表彰式は、
月 日㈬ 時から三井ガーデンホテル千
葉４階天平で挙行することとなった。
11
▲QR決済についてのデモンストレーション
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5・6月
Time Line
タイムライン

市外

ティアライド㈱

17

14

10

9

7

3

2

31

27

24

日 付

月 日㈫

分 野

経営全般

9

14

相談員

石井診断士

大矢診断士

17

夢シティちば 2018年₇月号

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

実施中

経営全般

0

月 日㈮

要

利子補給
.5％

※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。

不

石井診断士

担保・保証人

経営全般

1.11％

（平成30年５月16日現在）

2,000万円以内

月 日㈫

利

齋木 税理士

設備資金 10年以内
（据置２年以内）
金

融資限度額

７年以内

（据置１年以内）

務

大矢診断士

運転資金

税

経営全般

返済期間

月 日㈭

月 日㈮

マル経融資とは

8

（無料）

7

石井診断士

夢シティちば 2018年₇月号

7

中臺社労士

19

7

務

【対 象 者】 資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受け
た者（発行済株式の総数の２分の１以上が同一の大規模法人により所有されている法人等を除く）
【対象設備】 商品の生産・販売又は役務の提供に供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％
以上向上する一定の機械及び装置等
【適用期間】 平
 成30年度～平成32年度に取得した償却資産に係る固定資産税について、最初の3年間
【固定資産税免除までの手続き】
１ 経営革新等支援機関（※1）の確認を受けた先端設備等導入計画を市に提出
２ 先端設備等導入計画の市の認定を取得
３ 先端設備等導入計画に基づく設備を取得後、償却資産の申告時に併せて届け出る
※1：千葉商工会議所、（公財）千葉市産業振興財団、金融機関等
■制度の詳細・様式については、次のホームページをご確認ください。
【お問合せ先】
千葉市産業支援課
中小企業庁 生産性向上
検索
★中小企業庁ホームページ
Tel：043－245－5284
千葉市 生産性向上
検索
★千葉市産業支援課ホームページ

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

中小企業が新たに取得する設備について固定資産税（償却資産）をゼロにします！

8

大矢診断士

お問合せ／お申込みは、千葉商工会議所総務部総務課まで
お待ちしております。 Tel.043－227－4101 Fax. 043－227－4107
https://www.chiba-cci.or.jp/ 検索

8

石井診断士

新入会員を募集しております。
みなさまのお知り合いをぜひご紹介ください。

8

経営全般

いつでもそばにいる。
どこにいても支える。すべての人生を
守り続けたい。

8

労

保険業

創業29年、
プロの技術とサービスでオンリーワンのおしゃ
れを提供いたします。

8

経営全般

洋服の仕立、
リフォーム、
リペア等

8

17

月 日㈫

【代 表】 靏川 はる子 ☎043-214-3789 【代 表】 町田 健 ☎043-306-3616
【所在地】 若葉区小倉町
【所在地】 中央区新田町

8

月 日㈭

㈱かんぽ生命保険 千葉支店

榎本弁護士

婚礼美容、
撮影、
衣装取り扱い、
ウェディングのプランニング

中央区

大矢診断士

美容業、婚礼美容、着付師派遣、美容室経営

アトリエ桜子

経営全般

(同)ｊｏ
ｌ
ｉＬ
ｉ
ｂｒｅ Ｗｅｄｄ
ｉ
ｎｇ

【代 表】 櫻井 美和 ☎043-497-2711
【所在地】 中央区星久喜町

若葉区

介護事業

律

中央区

マンション管理業、ビル商業施設等管理業

㈱若葉

【代 表】 小澤 英次 ☎043-309-8550
【所在地】 佐倉市王子台

法

ハラール認証を取得された食品を取扱うネットスーパーで
す。お気軽にご相談下さい。

☎047-435-5571

14

17

17

経営全般

ハラール認証を取得された食品を販売するネット
スーパー

大和ライフネクスト㈱ 東関東支社

【代 表】 岡崎 洋輔
【所在地】 船橋市本町

市外

14

月 日㈮

【代 表】 松本 範昭 ☎043-305-5022
【所在地】 中央区松波

市外

倉庫業

14

月 日㈫

Hayabusa International㈱ My HALAL

法律サービスの提供

【代 表】 小林 亘代 ☎043-256-4788
【所在地】 若葉区西都賀

17

月 日㈮

中央区

☎043-307-1391

ＦＦＤ開発㈱

※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。

塗装、リフォーム全般

【代 表】 塩野 大介
【所在地】 中央区中央

若葉区

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

【代 表】 小川 智明 ☎043-371-1523
【所在地】 四街道市もねの里

かなで法律事務所

2

8

専門家による経営の相談窓口

環境コンサルタント

中央区

法律サービス業

8

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、労務等の問題について、専門家に
就業規則、社会保険、助成金等、企業
よる相談窓口を開設しております。相談
経営における労務相談全般に応じます。
は無料、秘密厳守いたしますので、お困
時～ 時
りのことがありましたら、是非お気軽に 【日 時】 月 日㈭
【相談員】 中臺 修（社会保険労務士）
ご利用ください。

【代 表】 倉岡 保 ☎043-356-4425
【所在地】 中央区都町

美容一般、ヘナ、石けんの卸、販売

弁護士法人リーガルプラス 千葉法律事務所

■中小企業診断士による
経営の相談窓口

地球環境テクノロジー㈱

中央区

【代 表】 谷 靖介 ☎043-301-6761
【所在地】 中央区富士見

●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）

中央区

ｈａ
ｉ
ｒｇｅｎｅ

■弁護士による商工法律相談

不動産土地造成業、戸建建築

中央区

【代 表】 兼子 知典 ☎043-225-8867
【所在地】 中央区富士見

●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）

㈱拓匠開発

■税理士による税務相談窓口

中央区

【代 表】 工藤  英之 ☎043-309-2011
【所在地】 中央区弁天

（順不同・敬称略）

＜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。

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】 齋木 央光（税理士）

新入会員 のご紹介

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント
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わが社の
2・
3月

イチオシ社員

個々の子供たちと向き合い、
地域の子育てをサポートしていきたい
はまの幼稚園
〒260-0824 千葉市中央区浜野町1252−4
☎ 043−261−0725

今年で 年目をむかえ、
「保護者や

育成に日々、努力を重ねています。

思いやりのある、心豊かな子ども」の

認定こども園

歳児 人という規模でしたが、その

地域から信頼される幼稚園」をめざし、

また、
２０１７（平成 ）年より認定

現在は定員２８５人（年長３クラス／

を超える卒園生を送り出しています。

こども園（幼稚園と保育所の両方の良

年中３クラス／年少３クラス）となっ
ています。
教育目標としては、①毎日の保育活
動を通して、運動機能を高め、たくま
しい心身を育てる。②豊かな自然の中
で優しく明るい心を育てる。③ひとり

す。

若い先生でも
自分の意見が言いやすい環境
私は母親も同じような仕事をしてい

園後もずっと年賀状の交換をしていま

す。
クラス全員に話すというよりも、
子

的な保育をできるように心がけていま

――という３つの項目を掲げ、「健康で

てきているという現状の中で、保育士

だった人もいます。保育士の数が減っ

頃から担任の先生のことが大好きで卒

ちも自分の意見が言いやすい環境にあ

ことは日常の仕事の中でおおくありま

いてもらえないとか、うまくいかない

保育があるので、自分が基準にならな

時には「この子たちに関われてよかっ

てきます。その子たちが卒園していく

事だけではなく、毎日、そうした感動

くれるのですが、園に通っていた子も

野 純 子 さん

実央先生は初年度から私の隣のクラ
スの担任となりました。新任の頃から
落ち着いていて、素直な性格でまずは
聞き入れてみることが備わっていまし
た。人を敬う気持ちも持っていました
ね。それに、自分のやりたい保育があ
り、
「私、こんなことをしてみたい」
と
意見を出してくれるので、うまく進め
ていけました。
年の間に社会が大きく変化し、親
も子供たちも変わってきました。保育
者も自分が経験したことを後輩に教え
るだけではいけない世の中になってい
ます。実央先生はそうした中で自発的
に研修にも出掛けるなどして、とても
熱心に取り組んでいます。未知のもの
に対して、大らかに受け入れる姿勢は
これからの子育て支援に向いているし、
頼りになる存在で期待しています。

副園長 海

います。

した。幼稚園の先生になることをずっ

ラスの子供をみる、という体制でした

になりたい人が増えるように、この仕

「すごい世界なんだ」と感動して、
短大

が、今は多くの先生が一人一人の子供

ると思います。今は主幹保育教諭とし

す。でも、
子供たちは素直なので、
時間

いように、それぞれの個性を活かしな

たな」としみじみ思います。
運動会など行事などはプレッシャー
を感じながら準備していくのですが、
本番は子供たちが喜んでくれて想像し
昨年度、認定こども園として開園し

があります。そういう中で日々過ごせ

ていた以上のイベントになります。行
てからの変化と言えば、夕方以降や土

ているのはありがたい仕事だと思いま
すね。
ですが、やはり働いているお母さんの

時々いて、再会できるとすごく嬉しい

また、職場体験などで中学生が来て
子供を預かるケースが増え、家庭内で

です。若い先生の中にはここの卒園生

保育内容自体は変わってはいないの

なったことです。

曜日など子供たちを預かる時間が長く

クラスをみることから
個々の子供たちをみる体制へ

すね。

がらどうやっていけるかを考えていま

10

上司のコメント

供ごとに接し方や声の掛け方を変えて

に進み、保育者資格を取得しました。

て、担任を持たず、各クラスを回って

をかけて一生懸命やれば、反応が返っ

自分がやりたいことを子供たちに聞

子供たちと関わることは
日々、感動がある

いると思います。

に関わっているといった体制になって

勤務して今年で 年目になります。

ここで働きたいと思い、就職しました。

供たちも元気でのびのびしているので、

園に来てみたら先生たちも優しく、子

短大の先生のご紹介もあって、この

と夢見ていて、高校生の時にインターン

に適応する基礎的な習慣を身につける。 ましたし、自分が幼稚園に通っていた

ひとりの個性を大切にして、社会生活

り一層、地域の子育てを支援していま

さを併せ持ち、就学前の教育 保･育を
一体的に行う施設）として開園し、よ

後、 年以上の歴史の中で６１００人

て、その役割を担ってまいりました。

年に開園しました。当時は 歳児 人、 地域における幼児教育の中核施設とし

はまの幼稚園は１９５５（昭和 ）

昨年度から
認定こども園として開園

年以上の歴史を持ち、また昨年度認定こども園として開園したはまの幼稚園。
副園長の海野純子さんと現場で子供たちに向き合う主幹保育教諭の小澤実央さんに
伺いました。

学校法人畠山学園

はまの幼稚園

認定こども園

64

事の素晴らしさを伝えていけたらと思

主幹保育教諭

5

シップで公立保育園で仕事を経験して、 います。また、以前は担任の先生がク

小澤 実央

50 30

学校法人畠山学園
29

20

60

4
います。 人の先生がいれば 通りの

とても働きやすい職場で若い先生た

11

過ごす時間が少ない子供に対して家庭

10

10

20
夢シティちば 2018年₇月号
夢シティちば 2018年₇月号

21

60

補助金の原資は＂国民の税金＂
自助努力こそが採択へのパスポート

中
５月 日に「小規模事業者持続化補助
あ具体的には何をするのか」という詳細
金」
（以下、持続化補助金）の申請が締め
を、様式３の２で説明していくわけです。
切られました。今回、ご縁があって持続
「何を記載したらよいかわからない」と
化補助金の相談会を担当させていただき
いう事業者様は、申請書を書き始める前
ました。事業者様のお話をお伺いします
に、
「現状がこうだから、自社の強みを活
と、
「何を書いていいのかわかりません」 かして新しいことを行う。具体的な計画
「業績がよくないのですが、申請しても大
はこれです。その結果、
売上はこのように
丈夫でしょうか」というお声を多く耳に
上がります」というストーリーをまとめ
します。
てみてはいかがでしょうか。骨子ができ
その原因は、補助金制度や申請書の本
れば、あとは具体的な数字や根拠に基づ
質がうまく伝わっていないからではと思
き、情報を肉付けしていくだけです。も
い、今回は持続化補助金を例に、補助金
しお一人で作成するのが難しいようでし
に関してお話させていただきます。
たら、商工会議所さんにご相談され、自
社の強みや財務状況、今後のビジョンを
客観的な視点も加えながら考えていくこ
１ 持続化補助金の申請書の構造
とをお薦めいたします。
持続化補助金の申請書でよくみられる
２ 申請書の本質は「事業計画書」
のは、様式２は十分記載されているのに、
ある事業者様の申請書を拝見したとこ
様式３が尻すぼみに終わっているケース
ろ、淀みなく具体的に記載されているの
です。様式３の「補助事業の内容」が、
事
に驚きました。お話を伺うと、
以前も持続
業者様が実際に行う「計画」であり、
申請
化補助金を申請し、採択されたとのこと。
書の肝になります。それに対し、
様式２は
そこで気付いたのは、
「採択される事業
その計画を立てるに至った背景、理由で
者様は、普段から事業計画を考え、補助
あり、
メインのお話の 前フリ＂です。様
式２の１、
２にて、それぞれ企業概要、顧
金があればその内容にふさわしいように
客ニーズ・市場の動向を記載し、
「こうい
計画を切り取り、アレンジしている」こ
う状況なので○○○を行います、と４で
とでした。普段から「売上が下がってい
述べていく構造になっています。様式２
る原因は何か」
「お客様のニーズは何か」
の４は全体的な方向性を打ち出し、
「じゃ 「ニーズを捉えるには何をすべきか」を考

中小企業診断士

長田 義弘

えていれば、補助金申請の度にゼロから
考える必要もなく、迅速に申請書に落と
し込めます。
そういう意味で、 補助金の申請書の本
質は事業計画書である＂といえます。実
際、持続化補助金の申請書・様式２の上
部には、
「経営計画書」と記載があります。

３ 国からのメッセージ
似た例でいうと、金融機関様の融資が
決定する事業者様は、金融機関様に提
出する事業計画書が、実に具体的に記載
されています。客観的に第三者を納得さ
せられる事業計画書を作成するためには、
自社の事業内容と向き合い、売上の数字
や具体的な施策を、根拠に基づき客観的
な視点で考えなければなりません。
もちろん初めて作成される方は大変か
もしれませんが、生みの苦しみを経た事
業計画書は、金融機関様を含めた外部か
ら見れば、
「ご自身の事業について具体的
に考えていらっしゃるな」という評価に
つながります。融資や補助金の原資は
「預
金」
「税金」ですので、 自助努力＂をす
る企業様にこそ使っていただきたい、と
いうのが根底にあるメッセージだと思い
ます。補助金申請を機会に、会社の将来
を見据える意味でも、一度事業計画を作
成してみてはいかがでしょうか。

での風景や生活は著しく

経 済 成 長 に よ り、都 市 部

中国では持続的な高い

はや日本人出張者のみ」と言う方もいます。 然現金決済が主流です。

居酒屋で現金で割り勘している人は、も

の日本人駐在員の中には、
「市内の日本風

せず、スマホのみで外出可能です。当地

中国に比べてニセ札の流通が少なく、依

ることも要因の一つかも知れませんが、

港では、経済及び社会制度が中国と異な

報道されたためか、日本からの出張者か

蓄積し、市場や消費者の動向などについ

利用者の決済記録をビックデータとして

微信の運営会社であるテンセントでは、

ら、
「中国では現金で決済できないという

て、様々な分析を行っていると言われま

こうした現状が日本国内で誇張されて

中国における代表的なスマホ決済用の

のは本当ですか」と問い合わせを受けるこ

ホ決済が急激に浸透しました。
アプリケーション（アプリ）としては、支

中国で個人情報保護が重視されるよう

す。よって、中国のアプリを使うことで、

になったのは近年のことであり、当地で

とがありますが、若者向けの一部店舗を

今後中国では、スマホ決済がさらに浸

はプライバシー保護よりも利便性を優先

付宝（アリペイ）と微信支付（ウィーチャッ

透して行くと思われますが、中国が国際

自身の日々の行動がさらされることを懸念

とで、コンビニエンスストアやスーパー

化を推進して行く上で、スマホ決済アプ

する香港の人々も多いと言われています。

マーケットでの支払時は勿論、タクシー

させている感があります。プライバシー

除き、依然現金決済は可能ですので、ご

やシェア自転車の利用時にも、ＱＲコー

リを利用できない外国からの訪問者が、

に対する意識の違いも、スマホ決済の普

安心ください。

ドにスマホをかざすだけで簡単に決済す

支払に困らない仕組作りも必要と考えら

トペイ、微信は中国版Ｌｉｎｅ）の２種

ることができます。また、他人のスマホ

マホ上でお金を受け取る分にはニセ札を

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

ジェトロのウェブサイトもご活用ください。

さらなる中国に関する情報については、

及に大きく影響するのかも知れません。
中国でスマホ決済が普及した背景とし

れます。

スマホ決済を利用するには、中国国内

掴まされる心配が無いためです。現に広

ては、ニセ札の横行が挙げられます。ス

に銀行口座を開設する必要があります。

幣や小銭が不要となり大変便利です。

士で飲食代を割り勘する際も、少額の紙

への送金も可能であるため、知り合い同

類が挙げられます。これらを利用するこ

２０１６年以降、当地の人々の間でスマ

変化しています。中でも、

広州市をはじめ中国では、スマートフォン
（スマホ）
による決済が一般的であり、 街
中では現金決済が難しいと聞きました。スマホ決済の普及状況と急激に浸透した要
因について、 教えてください。

中国におけるスマホ決済の普及状況について

貿易投資相談 Ｑ＆Ａ

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

“

州市内から鉄道で２時間の距離にある香

http://www.kenko-chiba.or.jp
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口座に預金があれば、現金や財布を携行

相続税対策スタッフ

☎043‑246‑0265

☎043‑225‑6232

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

22
夢シティちば 2018年₇月号
夢シティちば 2018年₇月号

23

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

ちば県民保健予防財団

医療法人社団 報徳会

あなたの健康をサポートする…

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

“

ナビ

Ａ Q

“

企業診断
小

千葉市ビジネス支援センターが
リニューアルオープンしました！

共同販売拠点

起業支援

福利厚生
サービス

中小企業支援

起業支援

■
「まだあ～るちば」
名前の由来について

千葉県の産品というと「落花生」の

イメージがある一方で、実は、県内の

農業産出額は全国４位、海面漁業漁獲

量全国 位、食料品の製造品出荷額全

国６位と食の宝庫であるにもかかわら

ず、県民にも知られていない商品がま

だまだたくさんあります。そんな商品

を少しでも知ってもらいたいという願

いをこめて名づけました。

■オープンニングセレモニー

11

「まだあ〜るちば」

││││オープン

■共同販売拠点
「まだあ～るちば」とは

当商工会議所では、千葉県商工会連

合会の協力を得て、国の広域型販路開

拓環境整備事業を活用し、県内の中小

６月 日㈭正午に、関係者一同が店

舗正面入り口でオープンニングセレモ

14

企業・小規模事業者が生産する特産品

の販路拡大と情報発信を目的に、共同

販売拠点「まだあ～るちば」をツイン

ビル１Ｆに開設する運びとなりました。 ニーを執り行いました。

千葉商工会議所の粟生雄四郎副会頭、

あった後、千葉県の吉田和彦商工労働

まだ知名度が低く安定した販路ルー

会議所）を通じて商品を収集し、広く

部長、千葉市の柗戸利一経済部長、千

21

トを確保できていない特産品を中心に、 協力者である千葉県商工会連合会の一

県内の中小企業・小規模事業者が一体

葉市中心市街地まちづくり協議会の竹

40

法師雅巳専務理事からそれぞれ挨拶が

となって取り組むことにより、それぞ

内惠智郎会長から来賓挨拶を賜り、テ

県内 の商工団体（ 商工会・ 商工

れの商品展開力・販売力の向上を図ろ

●店舗の情報●

夢シティちば 2018年₇月号

千葉中央ツインビル２号館１階

00

名
称 まだあ～るちば
所 在 地 千葉市中央区中央２ ５- １-

http://madarchiba.com/

（旧パルコ千葉店前のビル）
電話番号 ０４３ ２-２５ ５-１６１
営業時間
： ～ ：
（水曜定休日）

Ｕ Ｒ Ｌ

19

ープカット後に開店となりました。

■出品条件について

県内の中小企業・小規模事業者が生

●問い合わせ●

企画広報課 販路開拓・企業ＰＲ室
０４３ ２
-２７ ４
-１０３

00

うとするものです。

取扱商品は１，２００品目（現在

４００品程度）を予定しており、冷凍

品、冷蔵品、加工食品、菓子類、飲料

る特産品は除く）
。商品は、
千葉県内で製

等を中心に品ぞろえを図っていきます。 産する食品及び非食品（土産を主とす

また、店舗でのイベントも定期的に開

造加工したもの、または原材料が千葉県

産を使っているものが対象となります。

催し、皆様に何度も来ていただけるよ

うなお店を目指します。

25

10

61

中小企業支援

７月に
千葉中央ツインビル
２号館に移転！

【経営相談】
豊富な支援経験を持つコーディネーターが、
相談者の皆さまの課題解決に向けて、
全力でサポー
トします。売上・取引拡大、新規事業、資金調達、事業承継、ビジネスプラン策定、知的財産（特
許等の活用戦略）など、幅広くご相談いただけます。
（主な相談例）
「新商品開発など創意工夫を行っているが、売り上げが伸び悩んでいる。どうしたら良いか？」
（小売業）
・コーディネーターが現地に赴き、経営者と面談。
①競合状況を把握し、売上高増加は可能と分析。
②商品の販売動向をアイテム毎に集計・分析し、価格設定の見直しや、セット販売価格の設
定を提案。
③併せて顧客単価向上に備え、現金のみでなく、カード決済に対応できるよう提案。
⇒提案内容を実施したことにより、顧客単価が増加し、売上高5%向上！
さらに
新規顧客獲得に向けて、国の補助金を活用した設備投資を提案。
このような経営上の課題解決に向けて総合的かつ継続的な支援を行います。
【人材育成】
企業を支える人材の育成に主眼を置いたセミナーを、グループワークや少人数・個別指導など
を取り入れて行います。
（セミナー例）
・起業
経
 営知識の習得から事業計画書の作成まで、起業・独立開業に関するエッセンスを学ぶ全5
回の実践的な研修。
・経営力向上
ビ
 ジネスリーダーとしてのスキル向上を目的とした研修や、知的財産の活用を学ぶセミナー
など。
これから皆さんの知りたい！学びたい！に応える多くのセミナーを開催します！
女性の方や若い世代の方もぜひご参加ください。お仕事帰りの時間もセミナー開催予定です。
既に事業を営んでいる事業者の方だけでなく、趣味をビジネスにしてみたいなど、これからビジ
ネスを始めたいと考えている方のご参加もお待ちしております。
※開催日程については、
（公財）千葉市産業振興財団HPをご覧ください。
【連携・交流】
経営者⇔研究者⇔技術者とのネットワークづくりを
お手伝いします。
①産学連携等による、新規性の高い製品・サービス
開発の促進。
②企業間マッチングによる販路開拓の支援。
③科学技術や経営に関する旬なトピックをテーマに、
経営者や研究者といった様々な方が一堂に会する
交流会。

【CHIBA-LABO】
（オープンスペース型起業家支援施設）
千葉中央ツインビル2号館７階にある［CHIBA-LABO］では、会員制サー
ビスにより、起業を志す方のビジネスアイデアの事業化を支援しています。
当財団のコーディネーターによるバックアップを通じて、経営者としての
知識・ノウハウ・能力を身につけ、一人前の起業家として輩出します。
カフェスペースのような空間で気軽にご利用でき（時間帯指定でのご利用も
できます）
、法人化する際には、本店として登記することもできます。

福利厚生サービス

【勤労者福祉】
１人1,000円／月で、慶弔金、契約施設利用助成、宿泊助成、スポーツ観戦チケッ
トあっせんなど、市内中小企業にお勤めの皆様に、充実の福利厚生サービスを提供し
ます。
現在、
勤労者福祉サービスセンターは全国に201団体あり、120万人以上の方がサー
ビスセンターの趣旨に賛同し、会員として福利厚生サービスを受けています。
事業者の皆様のご利用を心からお待ちしております。

【お問合せ先】

（公財）千葉市産業振興財団
所在地：千葉市中央区中央2-5-1

千葉中央ツインビル2号館8階

中小企業支援・起業支援について
福利厚生サービスについて

☎043-201-9501
☎043-216-3838
夢シティちば 2018年₇月号
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千葉市中心市街地まちづくり協議会理事会・
第 回定時総会・懇親会

別部会から飲み・食べ歩きイベ

会を開催しました。ちーバル特

木原専務理事をお迎えし、懇親

くり協議会住み心地部会の声掛

ー」に、
千葉市中心市街地まちづ

共催する「ごみゼロクリーンデ

役所と千葉市を美しくする会が

ました。
平成 年度事業報告および収支
決算、平成 年度事業計画（案）

総会終了後、大木戸孝也千葉市

総会は無事終了致しました。

街での清掃活動を通じて、改め
てごみ問題について考えるきか
っけとなりました。

整備等を詳細にご説明頂き、皆様
熱心にメモを取りながら拝聴して
いました。
講演終了後、
会場を丸万寿司さん

その後、平成 年度新入部会員

ご歓談に入りました。

年部会長から乾杯のご挨拶を頂き、

堀江副会頭ご挨拶の後、岡田青

審議し、原案どおり全て承認され、 へ移し、懇親会を開催致しました。

第 回 定時総会開催 ＆
講 演 会「 千 葉 都 心の活 性 化について 」実 施
当女性会は、５月９日㈬当所 階
を開催。

都心の活性化について」ご講演い

髙梨会長挨拶の後、粟生副会頭、 都心整備課課長補佐による「千葉
今井千葉市経済農政局長、竹内千

の紹介を行い、会場は、美味しい
お料理と会話を楽しみながら、終

ただきました。
千葉駅周辺のグランドデザイン

始和やかな雰囲気で交流を深めま

終了しました。

最後に、望月副会頭のご挨拶で

した。

について、ＪＲ千葉駅舎・駅ビル

葉市中心市街地まちづくり協議会
会長のご挨拶を賜りました。
議案は、
役員選任に関する件、
平

街地再開発、
中央区役所の移転、
千

成 年度事業報告および収支決算、 の建替え、千葉駅東口・西口の市
平成 年度事業計画（案）および

葉市美術館の拡張、千葉公園の再

千葉市国際交流協会共催
つるし雛教室開催

「ごみゼロクリーンデー」に参加！

日㈰に、千葉市中央区

ントの開催案内があった他、参
けにより、千葉銀座商店街振興

５月

ンホテル千葉において、千葉市

加者の活発な意見交換により親
組合、富士見商店街協同組合、中

総会終了後は熊谷市長、当所

中心市街地まちづくり協議会理

睦を深めることができました。
央一番街商店会、中央一丁目親

去る６月４日㈪、三井ガーデ

回定時総会が開かれ

また、特別会員として新たに

事会・第

および収支予算（案）について審
和会が参加しました。

20
30

第一ホールにて、定時総会と講演会

14

当日は晴天に恵まれ、各商店

議し、原案どおり承認されました。 千葉県がご入会されました。

27

20

29

収支予算（案）
、
規約改定について

３月 日㈫、伝統文化委員会活動

20
的に活動して参ります。

２０２０オリ・パラに向け、精力

大 を 展 開 す る と と も に、 東 京

今後も、更なるご支援者の拡

完成させる事が出来ました。

懸命に取り組まれ、全員が作品を

代の方にもご参加頂き、皆様一生

裁縫自体が初めてという若い世

の方にご参加頂きました。

が出席し、諸外国の方含め、 名

梨会長、古谷副会長、櫻木副会長

開催いたしました。当会からは、髙

様との共催による、つるし雛教室を

の一環として、千葉市国際交流協会

20

29

女性会

26
夢シティちば 2018年₇月号
夢シティちば 2018年₇月号

27

粟生副会頭
市の今井局長
竹内まち協会長

中心市街地NEWS
編集：千葉商工会議所

43

29

30

〈問合せ先〉千葉市中心市街地まちづくり協議会（事務局）千葉市中央区中央2-5-1

千葉商工会議所地域振興課内 電話 043-227-4103 FAX043-227-4107

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

まちづくり事業情報

千葉県商工会議所青年部連合会

平成 年 月 日㈬ 千葉商工会議所
30

5

まず第一部として「商工会議所とは」と
員会に分かれて役割分担を中心にスケジュ

田会長より発表して頂きました。また各委

第二部では今年度の事業概要の説明を岡

題し、田中副会長から商工会議所という組
ールを再確認いたしました。平成 年度の

新入会員だけでなく現役会員として在籍

▲懇親会にて千葉をPRさせて頂きました

織の成り立ちや仕組み、親会と青年部の関

員会を執り行いました。

二部では今年度の事業内容の説明と合同委

利用方法を共有し、理解を深めました。第

あるＡＴ（エンジェルタッチ）の利用目的、

たＡＴ講習と題し、ＹＥＧの公式ツールで

で事業を進めるにあたっての準備 実･行方
法などを勉強する説明会を行いました。ま

動に関しての説明や歴史、ＹＥＧ活動の中

制で実施し、第一部ではＹＥＧの組織や活

エンテーションを開催いたしました。二部

階第 ホールにて 月定例会 ＹＥＧオリ

16

5

14

係性、商工会議所の一員としてのメリット、

各事業に於いて「継往開来」を実践すべく

強し考えることでこの組織への理解がさら
に深まり、今後も活発にＹＥＧ活動を行っ
ていく糧となるような内容でした。
続いて「事業の進め方とは」と題し千葉
ＹＥＧの委員会 執･行部などの組織につい
て、委員会 理･事会 執･行部会議など諸会議
の重要性、定例会を開催するまでの流れな

どを説明して頂きました。こちらも基本的
な事ではありますが改めて組織の形を共有
することによって今後のＹＥＧ活動にすぐ

多数のご来賓が参加するなか無事滞りなく

ました。その後の総会は流山市長をはじめ

あり、無事に議長の役を務めることができ

副会長や理事の方々のやさしいサポートが

まったりした部分がありましたが、周りの

らしいことだと思います。千葉ＹＥＧを背

と出会える機会があることは、本当に素晴

発展を考えている県下の青年経済人の仲間

り、この千葉の経済、地元の発展、自社の

あります。しかしそれ以上に同じ青年であ

仕事以外の時間が潰れ、大変なことも実際

担当副会長 瀬戸

終わりました。次の懇親会では、千葉県下

負っている覚悟で今年一年間、県連副会長
仲間に恥をかかせないよう頑張りますので、

からきた青年部の多くの仲間達と懇親を深
千葉県連に出向させて頂き思うことは、

今後とも、どうぞよろしくお願い致します。

を全うする所存でおります。千葉ＹＥＧの

県下様々なところで会議が行われますので

めることができました。

に活かせるような内容となりました。

総務広報委員会

より一層、千葉商工会議所青年部は邁進し

と思います。
皆さんは、流山市に行かれたことがありま
すか？同じ千葉県ですが、千葉市から流山市
は、なかなか遠く、車で約 時間近くかけて
会場に向かいました。今年度、中村県連会長
になって初めての役員会ということもあり中
村会長をはじめ我々執行部も少し緊張してお
りました。
また、私は、副会長になって初めての役員
会で議長の大役を仰せつかり、最初、慣れな
い議長役のためか途中間違えたり、言葉が詰

秀明

我々にできることの可能性などを、スライ

23

が長いメンバーも、基本的な事を改めて勉

て参ります。

30

ドを使いながら詳しく紹介して頂きました。

皆さん、
こんにちは。今年度、
千葉商工会議
所青年部（千葉ＹＥＧ）より、千葉県商工会
議所青年部連合会に副会長として出向させて
頂いております鷲見隆仁（すみ たかひと）
です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
平成 年 月 日（水 に)流山市のロイヤ
ルガーデンパレス柏日本閣にて行われました、
5

千葉県商工会議所青年部連合会 平成 年度

30

第 回役員会及び通常総会のご報告をしたい

30

鷲見 隆仁
副会長

1

1

5月定例会 YEGオリエンテーション開催！
千葉県商工会議所青年部連合会

28
夢シティちば 2018年₇月号
夢シティちば 2018年₇月号
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2

第１回役員会及び通常総会

平成30年度

特集

経営上の様々なリスクをファイナンス面で支援する／商工会議所会員向け損害保険制度

事業活動における賠償リスク、事業休業リスク、財物損壊リスクを総合的に補償するなら

病気やケガによる休業時の所得減に備えるなら

ビジネス総合保険制度

休業補償プラン

【保険の概要】

【保険の概要】

賠償責任（PL 、リコール、情報漏えい、サイバー、施設、業務遂行等）リスクの補償、事
業休業の補償、財産・工事に関わる補償を一本化して加入できます。
「補償内容の重複や漏れがないか心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」「保険ごとの
契約手続きが面倒」等の保険に関する不安や疑問を解決することができます。

経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償
の差額をカバーする（生活水準を落とすことなく、
安心して療養に専念できるように設計した）ものです。
本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者本人の万一の備えにも利用できる
内容となっており、公的な社会保障制度（政府労災保険の休業補償給付など）というセーフティー
ネッ
トのない自営業者も加入できます。

製造物のPLリスク、リコールリスクに備えるなら

輸出製品などの海外におけるPLリスク、リコールリスクに備えるなら

中小企業PL保険制度〈生産物賠償責任保険（中小企業製造物責任制度対策協議会用）〉
全国商工会議所PL団体保険制度〈生産物賠償責任保険（中堅・大企業向）〉

中小企業海外PL保険制度

【保険の概要】

【保険の概要】

製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、日本国内において他人の生命や身
体を害する人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故に対して、保険加入期間中に
損害賠償請求がなされたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合
に保険金をお支払いします。

輸出製品に起因して第三者に対する身体障害事故または財物損壊事故が発生した場合に、被
保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金としてお支払いします。
引受保険会社は弁護士の選定や訴訟対応、示談代行等のサポートも行います。

個人・法人の情報漏えいリスクに備えるなら

海外取引先の債権回収不能リスクに備えるなら

情報漏えい賠償責任保険制度~サイバーリスク補償型

輸出取引信用保険制度

【保険の概要】

【保険の概要】

事業者（規模の大小は問いません）において、外部からの攻撃（不正アクセス、ウイルス等）
、
過失（セキュリティ設定ミス、廃棄ミス、単純ミス）
、委託先（委託先での情報漏えい）
、内部犯罪
（従業員、派遣社員、アルバイト等）などによる情報の漏えいの結果、または情報漏えいのおそ
れが生じた場合、加入者が被った経済的損害に対して保険金をお支払いします。

海外取引先の破産等の法的整理事由の発生または取引先国の為替取引制限、戦争、天災（カ
ントリーリスク、非常危険）の発生などにより、取引に基づく売掛金などの営業上の債権が回収で
きない場合に被る損害の一定部分について保険金をお支払いします。

海外での知財訴訟リスクに備えるなら

労災事故とそれによる企業の賠償リスクに備えるなら

海外知財訴訟費用保険制度

業務災害補償プラン

【保険の概要】

【保険の概要】

貴社または貴社の現地法人等の製品やサービスの提供等によって、海外において（日本、北朝
鮮を除く）
、第三者の知的財産権を侵害したことまたは侵害するおそれがあることを理由として保険
期間中に貴社または貫社の現地法人等が、その権利者から損害賠償請求等の訴訟の提起等を
受けた場合に、それ以降に貴社が負担した必要かつ有益な費用について保険金をお支払いします。

労災事故が発生した際の従業員に対する補償および労災事故の発生が企業の責任と法律上
判断された（例えば、
安全配慮義務違反を問われた等）場合に発生する企業の損害賠償責任（賠
償金の支払いなど事業者負担の費用）を補償します。

中小企業・小規模事業者をとりまく社会環境は大きく

変化しています。その中で生じる経営リスクは、企業の事

業継続に大きな影響を与えます。

企業としてリスクマネジメントは重要であり、商工会議

所では、そうしたリスクをファイナンス面から支援するた

め、会員限定の保険制度を創設し、運営しています。日本

商工会議所総務部の林健太主査にお話を伺いました。

〈商工会議所会員向け保険制度とは〉

17

商工会議所の役割の一つに中小企業の活力強化があり、創業、事業承継、
ＩＴ活用等の中小企業の新たな成長に向けた挑戦を支援しています。
企業が事業を実施していく中で、事業活動リスクを必ず伴っており、そ
のリスクマネジメントは重要な経営課題の一つです。ひとたび大きな損害
が起こると経営に大きな影響を与えます。それを保険制度により担保でき
れば、本来は企業自身で支払うべき費用を保険に移転できます。
そこで、商工会議所ではこうした事業活動リスクの担保のために会員企
業のニーズにあった保険制度を運営しています。
ただ、特に小規模企業にとっては保険料も大きな負担となります。保険
料については、商工会議所のスケールメリットを活かし、低廉な保険料で
加入できるようにしています。
日本商工会議所が損害保険会社と包括契約を結び、各地商工会議所の協
力のもと運営していることから「会員のみ」が加入できる制度となって
います。

以降、２００５（平成 ）年の個人

情報保護法の施行にあわせて創設した

業補償プラン」など、多様化するリス

商工会議所の保険制度の背景

商工会議所の保険制度の始まりは

クと会員企業のニーズにあった様々な

「情報漏えい賠償責任保険制度」
や従業

１９９５（平成７）
年に遡ります。この

保険制度を創設し、現在では８つの保

員の福利厚生の充実を目的とした「休

年に施行された製造物責任（ＰＬ）法

険制度を運営しています。

企業のニーズを捉え、
様々なリスクに対応した保険制度を運営

に伴い、中小企業への「配慮」や「負

担軽減」を目的とする「中小企業に対

活動リスクを総合的にカバーする「ビ

するＰＬ総合対策」の強化が叫ばれる

小企業団体中央会）は中小企業製造物

ジネス総合保険」をスタートしました。

経営者ニーズを包括した
ビジネス総合保険と
業務災害補償プラン

責任制度対策協議会を設立し、ＰＬ事

前述のとおり、
昨今、
企業の事業活動

ようになりました。そこで、中小企業

故が発生し、損害賠償請求を受けた場

リスク、特に賠償責任のリスクは多様

28

庁の指導のもと、商工３団体（日本商

合の中小企業の補償能力を補填するた

化しており、これまでのＰＬ、情報漏

２０１６（平成 ）年、
新たに、
事業

め、「中小企業ＰＬ保険制度」を創設し

えいといった範囲だけではなく、総合

工会議所、全国商工会連合会、全国中

ました。
的な賠償責任への備えが必要になって

きています。また、日本各地で集中豪

雨、台風など、自然災害が頻発してお

り、被災地域の事業所は事業の継続が

夢シティちば 2018年₇月号

困難になるケースもでているなど、自

然災害によるリスクにも備える必要が

あります。

こうした背景の中、多様化したリス

クを つの保険で幅広くカバーする保

険制度の立ち上げを求める声が寄せら

れるようになったことから本保険制度

は創設されました。

31

1

日本商工会議所

経営上の様々なリスクをファイナンス面で支援する

～商工会議所会員向け損害保険制度

特集

【各種保険プランと概要】

総務部

（問い合わせ先）

千葉商工会議所

会員交流課

TEL 043-227-4103

夢シティちば 2018年₇月号
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特集

本保険制度は、賠償責任リスクの補
３万件を突破し、商工会議所の損害保
りました。

本保険制度は、従来型の負傷型労災

おわりに

千葉商工会議所の管内でも加入率は

償（ＰＬ賠償、リコール、情報漏えい、 険制度の中で売れ筋商品の一つとなっ

といわれる業務中のケガに加え、労働

ています。

年々増加傾向にあり、現在は会員の約

12

サイバー、施設賠償・業務遂行賠償な

災害の責任が企業にあると法律上判断

判決容認額：約1億3,500万円

もう一つの売れ筋商品は２０１０

医療業
研修医が過労により急性心筋梗塞を発症し
死亡。

ど）
、事業休業の補償、財産・工事に関

夢シティちば 2018年₇月号

内容：科学館ボランティアが自由研究についてアドバイスします！
期間：７月２３日（月）～ ８月５日（日）
時間：１３：００～１５：３０（最終受付１５：００）
場所：千葉市科学館１０階探究実験室
料金：常設展示入館料のみ

22

％が「業務災害補償プラン」を利用

33

７月２１日（土）～９月２日（日）
９：００～１７：００
千葉市科学館７階企画展示室
大人７００円、 高校生４５０円、 小・中学生２５０円 （常設展示含む）

された場合に発生する企業の損害賠償

期間
時間
場所
料金

判決容認額：約1億9,400万円

（平成 ）
年にスタートした労災リスク

●ボランティアによる夏休み自由研究相談会
「ふしぎの芽がでる夏休み」

飲食業
過重労働が原因で、脳に重篤な障害を負い、
寝たきりになった。

わる補償を一本化して加入できる保険

内容：光を反射させると模様を映すことができる鏡を作ります。
日時：８月７日（火）、８日（水）、２４日（金）、２５日（土）
１１：００～１２：００、１４：００～１５：００
場所：千葉市科学館９階科学工作室
対象：小学生以上（小学３年生以下は保護者同伴）
定員：各回２０人（要・特別展券）
申込：７月２１日 9：00より電話受付開始

事故例

しています。ＢＣＰ対策などリスクマ

●夏の特別展関連イベント「魔鏡作りに挑戦！」

業務災害補償プランの
事故例

責任にも対応しています。

講師：杉原厚吉（明治大学特任教授）
内容：	メディアでも取り上げられ注目されている鏡に映ると違う形に変身する立
体を、 設計者の杉原先生と一緒に作ります。変身する秘密について楽し
く学ぼう。
日時：８月１２日（日） １０：３０～１２：００、１３：３０～１５：００
場所：千葉市科学館８階科学実験室Ｂ
対象：特別展チケットをお持ちの小学生以上（小学３年生以下は保護者同伴）
定員：各回１８人
申込：７月２１日 9：00より電話受付開始

に対応する「業務災害補償プラン」で

内容：千葉市科学館が鏡の魔法にかけられた！
？ どこにいるかわからな
くなる鏡の迷路、まるで壁に登っているかのように見える仕掛けな
ど驚きの世界が君を待っています。
この夏は、 鏡の作り出す不思議な世界を楽しもう。

です。

「ミラーマジック～鏡の世界は不思議がいっぱい～」

損害額：約1,350万円

●夏の特別展関連イベント
「鏡で変身！？不思議な立体を作ろう」

ネジメントの重要性が高まる中、ファ

●夏の特別展

本保険制度も制度開始から加入者は

〒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

12

す。

●事業休業の補償
飲食業
厨房から出火し店舗が半焼。店舗復旧まで
105日間を要し、その間の売上がゼ口に
なった。

27

その特長の一つに事業休業の補償が

損害額：約7,990万円

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

イナンス面でのマネジメントとして本

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

平塚運一《平等院池畔》昭和35年
千葉市美術館寄託

増加しており、現在は７万件を突破し

平塚運一《雲崗瑞雲、蒙疆》昭和32年
千葉市美術館寄託

●賠償責任の補償
設備工事
マンションのスプリンクラー設備から漏水
し、戸室に水ぬれ被害が発生。
設置業者が訴えられた。

昨今、過労死をめぐる裁判では、従

事故例

あります。店舗や事業所などの火災を

建設工事、組立工事、土木工事

保険制度をご活用いただければ幸いで

工
事
の 補 償

ています。

7月30日(月) 10:00〜18:00
ベビーカーや小さなお子さま連れの観覧がもっと楽しくなる
しかけをご用意してお待ちしています。作品をめぐるおしゃ
べりも歓迎！親子に限らずどなたでもご参加いただけます。

建物、屋外設備・装置、設備・什器等、
商品・製品等

来にも増して企業や経営者の責任を

■わくわく親子デー

財
産
の 補 償

例にとると、一般の火災保険では建て

【講師】
西山純子（千葉市美術館上席学芸員）
8月4日(土) 14:00〜（13:30開場予定）／11階講堂にて／
先着150名／参加無料

火災、落雷、爆発、食中毒、風災、
水災、雪災など、地震

す。

■市民美術講座「木版画の神様：平塚運一の人と作品」

事業休業
の 補 償

「ビジネス総合保険」と「業務災害補

7月28日(土)10:30〜12:00・13:30〜15:00／
7階ロビーにて／先着80名／参加無料

PL、リコール、情報漏えい、サイバー、
施設、業務遂行、受託物

明確にする判決が増加しています。

■美術館ボランティアによる立ち寄りワークショップ

賠償責任
の 補 償

替え費用などが主な補償内容となりま

【関連イベント】

償プラン」で、幅広い事業活動リスク

〈補償の範囲〉

※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

7月18日(水)14:00〜／展示室にて

「ビジネス総合保険制度」の
補償の範囲と事故例

２０１５（平成 ）年 月に「改正労

約300点を紹介する20年ぶりの大回顧展です

80年の長きにわたる平塚運一の版業を振り返り、

すが、この保険制度では事業を休業し

観 覧 料： 一 般 1,200円（960円）
大学生 700円（560円）

※入場は閉館の30分前まで

をカバーできることから、この２つの

開館時間： 10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）

をみせた力強い黒白版画、繊細な木口木版まで、

働安全衛生法」が施行されるなど、従

本展は、初期の温雅な多色摺から戦後に新展開

期： 7月14日
（土）
〜9月9日
（日）

■担当学芸員によるギャラリートーク

草津白根山噴火

ている間の売り上げや人件費などの休

育てました。

保険は特に会員事業者にお勧めしてお

会

も類稀な才能を発揮し、棟方志功ら多くの後進を

業員の労務管理について、企業側の対

7/14土〜 9/9日

熊本地震
東北地方での台風10号風水害
鳥取県中部地震
九州北部豪雨

業損失が補償されます。

版画の神様」と称されました。また、指導者として

2016年₄月14日
2016年₈月30日
2016年10月21日
2017年₇月₅日
2018年₁月23日

ります。

画家たちのなかでも、ひときわ高い技術を持ち「木

【近年の大規模な自然災害】

応がこれまで以上に問われるようにな

版画家です。自ら下絵、彫り、摺りを行う創作版

本制度は、開始２年目で加入者数

平塚運一(1895-1997)は、近代日本を代表する

経営上の様々なリスクをファイナンス面で支援する／商工会議所会員向け損害保険制度

夢シティちば 2018年₇月号
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