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今月の表紙

編集者のひと言

今月の表紙は、
オリンピックや世界選手権でオフィシャル・サプライヤー
を務める卓球台の専門メーカー ㈱三英（流山市）の卓球台です。
（同社に
ついては、今月号の特集でも紹介されているので是非ご覧ください。
）
世界トップクラスの戦いともなると、わずかでもイレギュラーする場所
があれば選手に狙われて戦況に影響してしまうため、卓球台の天板には、
どの部分でも均一なバウンドが求められます。世界で選ばれるのは、微妙
なキズ、わずかな反り、塗装のむらなどに関する厳しい条件にとどまらず、
摩擦や光沢、バウンドの音などへの細かな配慮があるからこそ。
写真はそんな同社のこだわりと技術が結集した新商品
「MOTIF」
です。

９月号から掲載している
「オリ・パラと千葉のスポーツ史」
特集も今月号で最終回を迎
えました。最終回は、各競技が繰り広げられるのを、優れた技術力でサポートしている
千葉の事業者４社を紹介しています。いずれも日本を代表する世界的なものづくり企業
ばかりです。
オリ・パラなどの競技大会でその用具が使用されているのを見つけると、千葉の隠れ
た代表選手たちが出場しているようで嬉しい気持ちになります。スポーツ観戦の新たな
楽しみが増え、得した気分です。各社には、誌面で伝えきれない物語も多くありますの
で、気になった方はＷＥＢなどで調べてみては如何でしょうか。 （企画広報課 T.K.）

夢シティちば

2020年12月号

※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
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商工会議所と協力し、
会員事業所の各種ニーズ
（弔慰金・見舞金制度、
退職金制度、
リスク対策や事業承継など）
を共済制度／福祉制度
でサポー卜しています。
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株式会社橋本電業社
取締役社長

氏

当社は１９４２（昭和 ）年に、私

戦時下の混乱期に創業
前例ない試行錯誤続ける

ろう」というお客さまに恵まれたこと
も大きかったと思います。

Profile
淳氏
橋本

はしもと・じゅん／1968（昭和43）年、千葉市花見川区
生まれ。学生時代、家業である同社のシステム配線工場で
のアルバイトを経て93（平成５）年に入社。95（平成７）
年にインドネシア駐在、97（平成９）年に五井・鹿島出張
所勤務、99年公共事業を経て、2007（平成19）年に３
代目社長就任。

創業78年、産業用の制御盤や配電盤製作と、工場や施設の
電気設備工事で、世界と戦う顧客と手を携え、前例のない技術
革新に挑んできた株式会社橋本電業社。働き方改革に力を注ぎ、
ダイバーシティな人材確保にも努める３代目の橋本淳取締役社
長にお話を伺いました。

私はここ千葉で生まれ、幼い頃から

電気工事部門と制御盤・配電盤製作部

Ｑの監視をかいくぐって旭硝子（現・

に必要な部材をリヤカーに積み、ＧＨ

いた頃。祖父は闇市を回って電気工事

業で十分な部材が揃えられず苦心して

しました。まだ配給制度下、多くの産

で列盤を組める広さの工場と技術を持

戦後は旭硝子千葉工場の建設に携わり、 「列盤」
のニーズが急増しました。国内

ＡＧＣ）さんに納めていたそうです。

つ同業者は少なく、工場を大きくした

よりはるかに大きく、十数ｍにもなる

替わり始め、
制御盤は従来の「自立盤」

ウン管の生産設備が液晶画面へと切り

当時、当社が数多く携わってきたブラ

壊の直後に工場の増設をしています。

父である先代は、ちょうどバブル崩

で学び生活する力や他文化とのコミュ

州、海外で過ごした学生時代は、一人

に語学留学しました。親元を離れて九

工学部へ。卒業後は２年間、アメリカ

気工事と全く関係のない九州共立大学

はそこで止まる」と言われ、大学は電

間がトップになったら、会社の技術力

前は技術者には向かない、そういう人

験しています。しかし祖父からは「お

には当社の配線工場でアルバイトを経

父や祖父の背中を見て育ち、学生時代

門が当社の二本柱となりました。

当社へ一気に列盤の注文が舞い込んで

高度経済成長期を迎えてからは、民

制御盤・配電盤製作が半々です。今も

ました。現在の売上比率は電気工事と

施設などの電気設備工事も手がけてき

ションコントローラー（シーケンサー

場の舞台装置といった動力を担うモー

国各地の開閉式ドームや、東京宝塚劇

その後はトヨタスタジアムはじめ全

災が起こりました。震災後は津波被害

２０１１（平成 ）年には東日本大震

の 翌 年 に は リ ー マ ン シ ョ ッ ク が、

間企業の工場内電気工事に加え、公共

受注の半数を占めるＡＧＣさんなど世

設備）なども手がけるようになりまし

を受けた顧客の復旧作業を支援し、計

歳 の 時。 そ

界市場と戦う企業は、常に最新の技術

た。 年前に終わるといわれながら長

社長に就任したのは

を用いて、前例のない仕事を「一緒に

れが当社の強みかもしれません。「ここ

えし、
ひたすら試行錯誤を繰り返す。
そ

どんな状況でも「やります！」とお答

事業に携わっていきたいですね。

実現し、お客さまと一緒に新たな開発

る顧客からの要望に応えて設備投資を

収束期です。今後は、すでに届いてい

やらないか」とお声がけくださいます。 く続いた液晶バブルも、さすがにもう

認めてくれた時はうれしかったですね。

「ちゃんと経営者なんだなと思った」
と

子」という認識だったベテラン社員が

日。昔から私に対して「社長のバカ息

画停電への対応に追われ不眠不休の毎

23

38

な時間でしたね。

ニケーション能力を体得できた有意義

先代の勇断で工場増設
バブル後の受注増へ

～次世代を見据え、１００年企業を目指したい～

三代目社長として
震災後の対応に奔走

制御盤・工場電気工事・公共電気工事を三本柱に

制御盤など産業用設備の製作と電気工事で
顧客とともに新技術を開拓し続ける
きたのが２０００年頃です。

の祖父が東京都浅草区（当時）で創業

17

でしか作れない、いいものを一緒に作

10

▲大きな配電盤や制御盤が並ぶ工場に従業員の皆さんが集合
☎043-259-8411

取締役社長
▲本社社屋
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年。当 社 は 今 年 で 創 業

働き方改革
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なって
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世代、またその次の世代のために、今か
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「ガラスの天井」を破り
女性の力を生かしたい

6月

10

力を出して動いています。年齢、性別、 社を作ったり、ただ単に大きくするこ

5月

30

商工会議所さんと高度ポリテクセン

4月

こそ、
社長の役目として、
次の世代に会

3月

社をいい形でしっかりつないでいけた

2月

らと思っています。駅伝のように、で

1月

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。

とはある程度できる。しかし続けてい

2021年

しゃのきょうえき）」。顧客・会社・社
員・社員の家族・地域社会の5者がそ
れぞれ益するという意味です。自分自
身では「カラ元気も元気のうち」です
ね。

国籍、学歴、職歴も関係ないですし、理

毎月第三 火・土曜日【９：００～１２：００】
秘密厳守します！ TEL 202-5400

パパの晩酌
お子様のおやつに

Ｑ 座右の銘は？
Ａ 先代が掲げた社是「五者の共益（ご

１００年企業を目指し
次世代にタスキをつなぐ

労務相談のセカンドオピニオンに…
“社会保険労務士”の 無料相談！

大変な時代を乗り越えてきた創業者、 きるだけいいタイムで、いい状況で次

support@satoru-inc.com

んの著書「決断力」や「大局観 自
分と闘って負けない心」は、企業の経
営に必要な部分と共通点があって、好
きですね。

ターさんの合同就職説明会「ものづく
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施工販売代理店

くのは非常に難しいことだ」
。これは、



Ｑ 愛読書は？
Ａ ビジネス書をよく読みます。羽生善治さ

系出身である必要もありません。とに
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り女子」に参加したり、近年は女性技
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ご成約

私が幼稚園児くらいの頃に祖父から言

急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚一次刺激性試験、皮膚感作性試験、加工製品には皮膚貼付試
験を課し、安全性試験にも満たした加工剤のみが認定を取得できます。

現調調査
お見積もり

かく社内で力をつけて、技術力と人間

SEKマークは使用する加工剤と製品の両面から安全性を評価しています。

お問い合わせ

20

術者の雇用にも力を入れています。

ルス）で十分な効果を示すと定められており、（一社）繊維評価技術協議会の抗ウイルス加工マーク
では、この数値を評価基準としています。

われた言葉です。技術者ではないから

は、この坑ウイルス活性値が3.0以上（試験対象ウイルス“特定インフルエンザウイルス”“特定ノロウイ

力を高めてほしいと思っています。

   

繊維製品の抗ウイルス性試験方法が日本基準のJIS規格ではなく、国際基準になりました。ISO18184で

年、 年、 年先を考えた時、女性の

種を認定取得。 国内で初となるオールインワン加工液の開発に成功しました。

優秀な力は、企業の幹部や技術者とし

DEOFACTOR®加工液は繊維評価技術協議会が認証する SEK制菌加工を２種と抗ウイルス/抗かびの２

ても重要な存在になり得るはずですし、

＜一般社団法人繊維技術評議会＞

妻につきあってアウトレットモールを巡る
ドライブです。買うよりもウィンドウショッ
ピングを楽しみ、関東エリアはほぼ全制
覇しています。

きっとその先に進む大きな力になりま

お見積りは全国無料で実施中！ FAXまたはWEBフォームより、まずはお問い合わせください！

す。正直、今はまだ、この業界では女性

経済産業省の厳しい
試験に合格しています

Ｑ オフはどう過ごしていますか？
Ａ 休日はゴルフ、と言いたいところですが、

世代にタスキを渡したい。これが一番

換気ができない場所でも、空気中の酸素と水
＋ DEOFACTOR® の抗ウイルス・制菌防臭加工は、
⃞
■
だけで常に効果を発揮！
繊維加工品において SEK マークを取得しています。
お見積りは全国無料で実施中！ FAXまたはWEBフォームより、まずはお問い合わせください！
光が当たらない場所でも問題なし！

先見の明で他社との差別化に成功した

だけで常に効果を発揮！
光が当たらない場所でも問題なし！

技術者の絶対数が少なく、いわゆる「ガ

防カビ
換気ができない場所でも、空気中の酸素と水

Q &A

の目標です。代替わりして 代後半に

橋本社長



ȐǔȐǕȐ

先代、そこに最新技術力をコツコツ積



ȐǔȐǕȐ

ÖȐ

ラスの天井」を破るのは難しいといわざ

ÖȐ
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なった自分が、１００周年記念行事に

 

½33lǒŔ ǓȐ

防汚





み上げてきた社員の努力があって、今

  

  

るを得ませんが、求人は将来への投資で



抗
   消臭
 
ウイルス



     

▲広々としたオフィス

呼んでもらう日を夢見ています。

ウイルス試験 ( プラーク測定 )
２時間後減少率結果

  

▲工場内で配電盤や制御盤を製作する社員の皆さん

  

が あ る と い え る で し ょ う。経 営 者 と




抗菌は菌の増殖を抑えるだけです。時
が経てば、また臭ってきます。

A 型インフルエンザ ノロウイルス ( ネコカリシウイルス )
   
ウイルス試験 ( プラーク測定法 )
２時間後減少率結果

抗菌は菌の増殖を抑えるだけです。時
が経てば、また臭ってきます。

す。私の代では間に合わなくとも、次の



99.98% 99.93%


抗菌で満足できていますか？？

夢シティちば

2020年12月号

4

オリンピック・パラリンピックと
千葉のスポーツ史 ④

技術力で競技に貢献

いたハンドメイドの車いすを称賛され、

た際に、現地記者に石井氏が使用して

Ａ（自動二輪車・自転車展）を視察し

そんな中、ドイツで開催されたＩＦＭ

を制作し、その改良を重ね続けました。

機に青色の天板の台が世界に広がりま

たのも同社で、世界選手権での採用を

板の色をモスグリーンから青に変更し

ます。卓球のイメージを変えようと天

に取り組む東北の思いが込められてい

産材を使い、東日本大震災からの復興

専門メーカーで、卓球台についての研
究・開発から製造まで手がけています。
オリンピックでは平成４（１９９２）
年 の バ ル セ ロ ナ 大 会 に 続 き、平 成

（２０１６）
年のリオデジャネイロ大会
でも採用されました。卓球台の命とも
いえる天板の平坦さや均質性は、選手
からも高い評価を得ています。長年培
ったものづくりのノウハウや技術が結
実したリオデジャネイロ大会の卓球台

6
2020年12月号

千葉県広報／環境生活部 オリンピック・パラリンピック推進局
千葉県立中央博物館

スポーツ支える「千葉の匠」
新型コロナウイルスの感染拡大により、２０２１年
に延期となった東京２０２０オリンピック・パラリン
ピック。 千 葉 県 内では 幕 張メッセ と 釣ヶ崎 海 岸で
８ 競技が開催される予定です。 これまで、 日本の
オリンピック・パラリンピックの関わりを振り返って
きましたが、最終回となる今回は、世界のスポーツを
支える「千葉の匠」として注目される、千葉県発の
素晴らしい技術についてご紹介します。

東京２０２０オリンピック・パラリンピックでは、
世界のさまざまな国や地域から集まるアスリートた
ちが、磨き抜かれた技でそれぞれの競技に挑むこと
でしょう。一方で、競技を支えるスポーツ器具も、
職人による精巧な「技」によって製作されています。
スポーツ器具は、まず安全で使いやすくなければな
らず、時にはアスリートからの細かなリクエストに
応える柔軟さが必要であり、また国際大会で使用さ
れる場合などでは、ルールや規格を守る厳格さも要
求されるというように、さまざまな特質が求められ
る器具だといえます。
千葉県内には、
オリンピック・
パラリンピックに代表される世界のスポーツ競技を
支える、一流の技術を持った企業があります。その
中の４社を紹介します。

事業化を決意。平成元（１９８９）年

した。海外市場の販売拡大に向け、台

じバウンドをする」と選手から絶賛さ

に車いす開発・製造メーカーとしての

の色が緑、青双方の利用者に受け入れ

卓球界に新風巻き起こす

歩みを始めます。以来、長年培ったモ

られるよう「青い瞳」を意味するレジ

の機能・デザインに飽き足らず、石井

ータースポーツのノウハウを活かした

ュブルーという色を考案し、出荷数を

技術を車いすへ

競技用車いすは、テニス、バスケット

増やしています。また、老人ホームや

れました。台を支える脚部には岩手県

ボール、陸上などの各種目で活用され

介護施設、ヘルスケア施設などレクリ

三英

ており、同社製の車いすを使った選手

エーション向け卓球台「レクタク」も

氏の個人的プロジェクトとして車いす

が１００を超えるメダルを獲得するな

開発。だれでも安全で楽しく卓球が楽

オーエックスエンジニアリング

ど、大きな成果を発揮しました。その

しめる環境づくりに挑戦しています。
株式会社三英は流山市に本社を置く、
昭和 （１９６２）年創業の卓球台の

技術は日常用車いすなどにも応用され

〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL 043
（228）
0777

千葉市若葉区の株式会社オーエック
ています。

株式会社オーエックスエンジニアリング

スエンジニアリングは、既存の車いす
の概念を超えた製品を生み出している
企業です。創業者の石井重行氏が昭和
（１９７６）年に自動二輪車を販売する
スポーツショップイシイを開店したの

37

は「天板のどこにボールが落ちても同

三英

が始まりです。スポーツショップイシイ
はレーシングチームも抱えており、アル
ミニウムやカーボンといった軽量素材
の加工に関するノウハウを豊富に持っ
ていました。昭和 （１９８４）年、石
で脊髄を損傷し、車いすを必要とする身
体障害を負ってしまいます。オーダー
メイド車いすを何台も使用するも、そ

〒270-0119 千葉県流山市おおたかの森北1丁目8番地の6
TEL 04
（7153）
1511

株式会社

28

51

井氏はオートバイ試乗中に不慮の事故

59

夢シティちば
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【特集】

【特集】オリンピック・パラリンピックと千葉のスポーツ史 ④

【特集】オリンピック・パラリンピックと千葉のスポーツ史 ④

らの全てが、船橋市の自社工場で製造。

金メダリストに選ばれています。これ

セノー

体操ニッポン支え一世紀
ん馬などの器具を開発しています。体

きるだけ高い性能が得られるよう、あ

を経験豊富なスタッフとともにサポー

会などの陸上競技記録計測、大会運営

の開発のほか、全国各地のマラソン大

計をする陸上競技用器具 電･子機器や
スポーツアパレル、トレーニング器具

います。さらに記録の計測・表示・集

アスリートのさまざまな要望に応えて

「保守管理」
を特に重視。製品を安全に

ます。またスポーツ用具は寿命が長く、

納めるなど、競技の普及に貢献してい

開催されるホームアリーナへゴールを

プロバスケットボール「Ｂリーグ」が

競技器具の国際認定を受け、世界各国

ントン連盟、国際パラバレー連盟から

しています。

8
2020年12月号

投てき競技者から支持

ニシ・スポーツ

ト。
“すべてはアスリートのために”を
使い続けてもらうため、全国８拠点に

操以外にも国際バレーボール連盟、国

スローガンに、他の競技スポーツやト
保守要員を配置し事故の未然防止に取

一つ一つ細部にまでこだわりながら丹

レーニング分野・健康・生涯スポーツ
り組んでいます。最近では新型コロナ

際バスケットボール連盟、国際バドミ

までを視野に入れた事業を展開し、ス
ウイルス感染拡大防止のための「飛沫

精込めて、加工から組み立てまで行い、

ポーツの喜びや幸せを届けられる企業
感染予防対策パーテーション」も販売

姿はすでに存在感を放っています。こ

14

で開かれる大会に器具を提供。近年は

を目指しています。
セノー株式会社は、松戸市に本社を
置く、
明治 （１９０８）年創業の歴史

式には、佐久間会頭、粟生副会頭、堀

れからすくすくと元気に成長し、千葉

https://www.osenbei.co.jp/

のあるスポーツ器具メーカーです。農
作機器の個人商店として東京都内で創
業し、昭和に入り体育設備メーカーに

江副会頭、望月副会頭、岩山副会頭が

市中心市街地のオアシスである中央

千葉名産

株式会社ニシ・スポーツは、昭和
（１９５１）年創業の国内唯一の陸上
競技用器具専門のメーカーです。日本
転換。オリンピック東京大会を控えた
昭和 （１９６２）年に松戸工場が完
成し、翌年、製品が国際体操連盟（Ｆ
ＩＧ）から東京五輪の公式器具に認定
されました。以後、体操器具において
は、同連盟が認定する国内のメーカー
として「体操ニッポン」を一世紀にわ
たり支えてきました。実際に使う選手
の意見を取り入れながら、規格内でで

出席し、来賓として千葉市の鈴木達也

公園のシンボルツリーとして、地域の

12

セノー株式会社

陸上競技連盟（ＪＡＡＦ）検定品や世
界陸上競技連盟（ＷＡ）承認品として
認定された公式競技用器具は、オリン
ピックや世界陸上といった国際競技会
でも使用されています。砲丸投げや円
盤投げなど投てき種目の競技者などか
ら絶大な支持を得ており、特に砲丸は
オリンピックでは平成 （２００８）
年の北京大会から３大会連続で男女の

した。会員及び関係者の皆様方のこれ
副市長、青柳太都市局長にご臨席いた
ヒマラヤスギは、マツ科ヒマラヤス

以来、今年 月 日で 周年を迎えま
までのご支援に心から感謝を申し上
た、来年１月１日に市制施行１００周

ギ属の常緑針葉樹で、千葉市の気候や

催される第 回千葉都心イルミネー

皆様や来街者に愛される存在になる

年を迎える千葉市のさらなる発展を

都市環境への適応性が高いとのこと

ションでは、このヒマラヤスギにも装

ことを願っております。

願い、千葉市中央公園にヒマラヤスギ

です。現在、高さは５・５メートルほ

飾が施され、クリスマスから年末年始

30

月 日から来年２月３日まで開

を植樹し、千葉市に寄贈させていただ

どで、公園内の周りのケヤキの木と比

きました。

にかけて中央公園を華やかに彩りま

手みやげに一番

41

周年記念植樹式を行いました

〒274-0053 千葉県船橋市豊富町1483-3
TEL 03
（6369）
9000
（本社）

だきました。

月５日に、千葉商工会議所創立

株式会社ニシ・スポーツ 船橋工場

げます。この節目の年を記念して、ま

千葉商工会議所は、昭和 年の創立

80

べるとまだ小ぶりですが、ケヤキの葉

月５日の午後のひととき、爽やか

道場店・稲毛店・銀座店

37

26

す。ぜひお越しください。

▲記念樹を囲んで記念撮影

〒270-2214 千葉県松戸市松飛台250番地
TEL 047
（385）
1111

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

20

80
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9

千葉市中央区新宿1‑20‑5
本店

28

が色づき始めるなかで、緑をたたえた

▲ヒマラヤスギの美しい樹形

11
な晩秋の晴天のもとで行われた植樹

▲会頭・副会頭による植樹

10

15

11

月

日㊊

月

日㊍〜

日㊎

伴走型小規模事業者支援推進事業
合同記者発表会に向け
個別相談会を実施

月

福祉環境委員会
月 日㊋
近況報告および
今後の運営方針について

10
2020年12月号

日㊋〜 日㊌

27

28

新入社員フォローアップ研修
グループワークを中心とした
カリキュラムで開催

10

入 社３年以内の新 入 社 員を対 象に、
ビジネスマナーのフォローアップ、職場への
定着率向上に向けたカリキュラムを取り
入れたフォローアップ研修を行いました。
グループワークが中 心 となった今 回の
カリキュラムでは、１日目は三和インター
ナショナル㈱の加藤栄子氏、竹内恵氏を
講師に迎え、基礎編としてビジネスマナ
ー等 を 振 り 返るとともに、仕 事の効 率
化について、２日目は㈱エム・アイ・エス・
インターナショナルの畠 山 直 美 氏を講 師
に迎 え、展 開 編としてワークライフバラ
ンスや生産性向上のためにできることな
どについてグループ討議をしました。
両日を通じて、参 加 者は仕 事に向 き
合う姿勢を整える場となりました。

10

福祉環境委員会（日暮委員長／㈱太
陽堂印刷所 代表取締役）を開催しま
した。
今 期 初めての開 催であるため、 各 委
員より自己紹介および近況報告を行って
いただ き、 その後、 事 務 局 から 今 後の
活 動 方 針と当 期 研 究テーマについての説
明を行いました。
事 前アンケートを 通して、「２０２５
年問題」、「ＳＤＧｓへの対応について」 等
の案も挙がりましたが、賛成多数によっ
て、「テレワークの推 進 」 を、研 究テー
マとすることが決定しました。
今 後は、働 き 方 改 革 を 進めていく う
えで、テレワークをどのように活 用して
いくか、専 門 家を招 聘し、勉 強 会を行
うこととなりました。

▲今期の研究テーマついて意見交換

経営講習会
若手社員に求め ら れ る
成果につながる 仕 事 力 を 学 ぶ

今年度の販路開拓支援事業の一環とし
て、９月９日に「 お 金 をかけ ずに広 報
費０円 プレスリリースセミナー」 を開
催しました。 今 回その参 加 企 業から８
社を厳選し、合同記者発表会に向けた
個別相談会を実施しました。
講 師に、㈱マジックマイスター・コーポ
レーション 代表取締役 大谷芳弘氏を招
き、８社の企 業に対 し、マスコミへ情 報
発信を行う手法やプレスリリース作成に
おけるポイント等について個 別 対 応での
支援を行いました。
また、昨 年 度に引 き 続 き、第２回 目
の合同記者発表会（ 月 日㈬）に向
けた今後の取組みについても指導が行わ
れました。

商業流通委員会
月 日㊊

11

ＳＤＧｓについて理解を深める

未来の住環境に夢発見。

若手社員が自身で価値を生み出す戦
力 となるための基 礎 を 学ぶことを 目 的
として、「入社３年目までに押さえてお
きたい若手社員の基本」 をテーマとした
講座を開催しました。
講師に㈱エム・イー・エル 取締役で中
小企業診断士の佐藤康二氏を迎え、①
仕 事の基 本、② 職 場の基 本、③ 仕 事の
成果をテーマにプロ人材として仕事で貢
献することの重要性や仕事におけるコミ
ュニケーションや 準 備、 段 取 り などの効
果 的な仕 事の進め方について解 説してい
ただきました。 参加者は、グループワーク
を通じて自 身が仕 事で貢 献し、組 織 全
体の成 果につなげていくためには、何が
必要であるかを話し合い、今後の仕事への
取組み方について考える場となりました。

日㊋

都市開発・産業政策合同委員会
月

今期の研究テー マ に つ い て 協 議

▲個別相談会の様子
▲田島先生からＳＤＧｓについて解説

夢シティちば
2020年12月号
夢シティちば

11

11

６

住宅設備機器・管工機材・建築資材の総合商社

16

都市開発委員会（塩入委員長／東京
商業流通委員会（清田委員長／フジセ
ガス㈱ 千 葉 支 社 千 葉 支 社 長 ）および
イコー㈱ 代表取締役会長）を開催し
産業政策委員会（大木委員長／㈱幕張
ました。
メッセ 代表取締役専務）は、合同委員
当 委 員 会では、向こう３年 間の大 き
会を開催しました。 議員改選後、初め
な研究テーマとして、ＳＤＧｓ
（持続可能
ての会 合であ り、各 委 員から自 己 紹 介
な開発目標）について調査研究していく
および新 型コロナウイルス感 染 症の影 響
こととしています。
を含む各社の状況について情報交換を行
当日は、千葉大学大学院国際学術研究
った 後、 事 務 局 から 今 後の委 員 会の進
院の田島翔太先生をお招きし、ＳＤＧｓ
め方について説明しました。 今期の研究
に関 する基 本 的な事 柄や、企 業が取 組
テーマについて、事 務 局 案である① まち
む意義、ＳＤＧｓに取組む際の考え方な
なかウォーカブル推 進プログラム、 ② 千
どについて解説していただきました。
葉市次期基本計画に関する勉強会の他、
次回は、企業の具体的な取組み方につ
委 員から千 葉 駅 周 辺の再 開 発や海 辺の
いて理 解 を 深めるため、ＳＤＧｓに取 組
活性化に関する事項等、多くのテーマ案
む企業から、ＳＤＧｓに関連する取組み
が挙げ られたため、次 回以降、具 体 的
をご紹介いただく予定となっています。
な調査研究を行うこととしました。

▲三密対策を取りながら研究テーマについて協議

〒260‑0001 千葉市中央区都町1‑18‑13
TEL 043‑231‑1011 FAX 043‑231‑9181

フジセイコー株式会社

http://www.fujiseiko-net.co.jp/

▲講師の㈱エム・イー・エル佐藤康二氏
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19

5

13

10
10

10
10

10月
商工会議所 の 動き
商工会議所の動き

▲グループワークの様子（１日目）

（3）行った経営上の対策【複数回答可】

48.6％

持続化給付金

千葉県中小企業
再建支援金
（県）

41.0％

金融機関からの資金調達

41.0％

一時休業や営業時間の短縮

31.3％
33.3％

家賃支援給付金

35.4％
29.2％
31.3％

雇用調整助成金

22.2％
25.0％

セーフティネット保証等を利用した民間金融
機関からの融資（実質無利子・無担保含む）

補助金・助成金・
給付金の申請

20.7％

調査結果の詳細はこちらから→
ご覧ください。

12.9％
3.6％

18.1％

20.8％
12.5％
16.0％

千葉市テナント支援
協力金制度
（市）

新たな給付金・補助金・
支援金の追加
43.6％

助成金の要件緩和や
手続きの迅速化
迅速かつ正確でわかりやすい
情報の提供

20.8％

9.0％

千葉市テナント支援金
（市）

64.7％

税負担軽減措置の実施

10.4％

千葉市中小企業者事業
継続給付金
（市）

40.6％

35.3％

低金利融資などの金融支援

5.6％
10.4％

29.3％

風評被害拡大
防止のための対策

12.5％

21.1％

テレワークや
在宅勤務導入支援

11.1％
活用した支援策
継続してほしい支援策

専門家による個別相談
その他

⃝部会員の声をみると、
「支援策を事業者側にも消費者側にも分かり
やすいものにしてほしい」
（ホテル）
という声や、
「給付金などの手続
きが複雑すぎて困っている」
（不動産代理業・仲介業）
といった、
情報
発信の強化や手続きの簡素化を求める声が多かった。

25.6％

設備投資や販路開拓支援

4.2％

⃝約７割で新型コロナウイルス感染症によってマイナスの影響を受け
ている。
特に、
宿泊業、
飲食業、
イベント関連業では９割以上でマイナ
スの影響を受けている。
⃝行政への要望事項は、
「新たな給付金等の追加
（64.7％）
」が最も多く、
「税負担軽減措置の実施
（43.6％）
」、
「助成金の要件緩和
（40.6％）
」、
「迅速な情報提供
（39.8％）
」が続く。

39.8％

消費喚起策

18.8％

2.8％

調査結果のポイント

（5）行政（国・県・市）等に対する
要望事項【複数回答可】

17.4％

新型コロナウイルス感染症
特別貸付（日本政策金融公庫）

新型コロナウイルス感染症
特別貸付
（商工中金）

12.8％
6.0％
2.3％

（1）自社への影響の有無

9

▲挨拶をする臼井部会長

夢シティちば

2020年12月号

千葉市経済農政局との意見交換

月 日㈪、当アンケート調査結果を千
葉市経済農政局に報告に行き、その際、意
見交換を行いました。
千葉市から支援策の利用状況について説
明を受けた後、当部会が取りまとめたアン
ケート調査結果について報告しました。
正副部会長から、コロナ禍で特に大きな
影響を受けている飲食業や宿泊業、イベン
ト関連業等の現状を伝えるとともに、今後
も感染拡大の状況に応じた支援策の実施や
継続、新型コロナウイルス感染症に関する
情報発信の強化等について意見を交わしま
した。
11

13

1,068事業所

18.1％

GoToトラベルキャンペーン

宿泊施設利用促進事業
（Stay CHIBAキャンペーン）
（市）

23.6％

新商品・新サービスの開発

象：観光・サービス部会員

●回 答 数（回答率）：144事業所（13.5％）

27.1％

21.4％

●対

●調 査 方 法：WEB及びFAXによるアンケート調査

41.4％

社外イベントの中止

その他

持続化補助金

42.9％

営業活動・打合せの
オンライン化

特になし

●調 査 期 間：令和２年９月10日（木）〜９月25日（金）
67.1％

商品・サービスの
提供方法の見直し

Topics

観光・サービス部会

（4）活用した支援策（予定・検討含む）と
継続してほしい支援策【複数回答可】

アンケート調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響に関する
アンケート調査結果

観光・サービス部会

プラスの影響あり
0.0％

（2）8月・9月〜12月の売上の影響
影響は無い
8.3％

22.5％
23.1％

10％未満減
19.4％
19.2％

10〜20％未満減
9.3％

20〜30％未満減
30〜40％未満減
40〜50％未満減

13.1％
4.7％

8月
9〜12月
（見込み）

9.2％
8.5％

12.4％

50％以上減
経済活動の停滞が
長期化すると
マイナスの影響がある
19.4％

マイナスの影響あり
72.2％

その他

20.8％

24.0％

7.8％
6.2％

夢シティちば

2020年12月号
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新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報のご案内
2020年11月15日時点

支
給付金・支援金
助成金・補助金

情

報

一

覧

持続化給付金

法
人
個人事業主

千葉県中小企業再建支援金

中小企業１０〜４０万円

千葉県中小企業再建支援金相談センター
0570-044894

千葉市中小企業者事業継続給付金

２０万円/１事業者

千葉市中小企業者事業継続給付金事務局
043-202-1821

地代・家賃負担軽減のための
給付金が欲しい

家賃支援給付金

法
人 上限額600万円（100万円/月）
個人事業者 上限額300万円（50万円/月）

家賃支援給付金コールセンター
0120-653-930

雇用を維持したい

雇用調整助成金の特例措置

助成率
上限額

雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999
千葉労働局職業安定部職業対策課
043-221-4393
千葉ハローワーク
043-242-1181(32#)

売上が減少したので給付金が欲しい

Ｉ
Ｔでテレワークや業務効率化等を
行いたい

Ｉ
Ｔ導入補助金

200万円
100万円

最大100%
15,000円/1人1日

持続化給付金事業コールセンター
0120-279-292

中小企業・小規模事業者等30～450万円
補助率1/2～3/4

千葉商工会議所 043-227-4103
サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
0570-666-424

販路開拓等の取組みを行いたい

持続化補助金
（一般型）

小規模事業者等50〜150万円
補助率2/3

千葉商工会議所

043-227-4103

新型コロナウイルス感染症対策のための
販路開拓等の取組みを行いたい

持続化補助金
（コロナ特別対応型）

小規模事業者等100〜200万円
補助率2/3〜3/4

千葉商工会議所

043-227-4103

革新的サービス開発・試作品開発・
生産プロセスの改善等を行いたい

ものづくり・商業・サービス補助金
（一般型）

中小企業者等 上限額1,000万円
補助率1/2～3/4

ものづくり補助金事務局サポートセンター
050-8880-4053

新型コロナウイルス感染症特別貸付

融資限度額(別枠)
中小企業事業6億円／国民生活事業8,000万円

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
0120-154-505（平日）、0120-112476（土曜日）

新型コロナウイルス対策マル経融資

融資限度額(別枠)

千葉商工会議所
043-227-4103

セーフティネット保証４号・５号

保証枠(別枠)

納税猶予・納付期限の延長
（国税）

国税の納税猶予

国税局猶予相談センター
（東京国税局）
0120-948-271

納税猶予・納付期限の延長
（地方税）

地方税の納税猶予

中央県税事務所
千葉西県税事務所
千葉市税事務所各税目担当課

融
資
保証
納税猶予
15

援

資金を調達したい

資金を調達したい

最大2.8億円

納税を後にしたい

夢シティちば

2020年12月号

1,000万円

取引のある金融機関
千葉県信用保証協会新型コロナウイルスに関する
経営相談窓口 043-221-8111

043-231-0161（代表）
043-279-7111（代表）
043-245-5111（代表）

夢シティちば
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給付金

Go To 商店街・Eat キャンペーン

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報のご案内
2020年11月15日時点

「Go To 商店街事業」応募団体募集のご案内
●Go To 商店街とは
Go To 商店街とは、３密対策等の感染拡大防止対策を徹底しながら、商店街がイベント等を実施することにより、
周辺地域で暮らす消費者や生産者等が
「地元」
や
「商店街」
の良さを再認識するきっかけとなる取組を支援するものです。
●応募対象者
特定の商店街等
（商店街その他の商業の集積）
の活性化につながる取組を実施できる商店街組織等

●応募するには
郵送・宅配便等またはWEBからご応募いただけます。
詳細は事業者向け申請サイト
（https://gotoentry.meti.go.jp/）
をご覧ください。
●お問い合わせ
Go To 商店街事務局 電話：0120-304-060（10:00～18:00）
※2020年12月以降の土日祝日・年末年始
（12月29日～1月3日）
除く

「Go To Eat事業（食事券発行事業）」 加盟店申請のご案内

●Go To Eatとは
Go To Eatとは、ポイント還元やプレミアム付き食事券を発行することで感染予防対策に取り組む飲食店の需要を
喚起し、同時に食材を供給する農林漁業者を支援するキャンペーンです。
●キャンペーンのポイント
・地域の飲食店で使える食事券
（例：1セット12,500円を10,000円で購入）
の発行
・オンライン飲食予約で、昼食時間帯は500円分、夕食時間帯
（15:00～）
は1,000円分のポイントを付与

あなたの健康をサポートする…

公益財団法人

ちば県民保健予防財団

特定健診 保健指導 一般健診
出張健診 環境測定 人間ドック
各種がん検診 各種精密検査
禁煙外来 骨粗しょう症検査
千葉市美浜区新港32-14

☎043‑246‑0265
https://www.kenko-chiba.or.jp
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総合防犯設備・用品
街頭防犯カメラ

●取扱店舗になるには
事業者向け申請サイト(https://www.chiba-gte.jp/member_store/)からお申込みください。

http://www.ohshima-cp.com

営業センター

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

0120 ‑ 06 ‑ 2771

●お問い合わせ
事業者向けコールセンター 電話：0570-052-080（平日10:00～19:00 平日のみ）

●その他
オンライン飲食予約によるポイント付与は、各オンライン飲食予約サイトへの登録が必要になります。
詳細は農林水産省ホームページ
（https://gotoeat.maff.go.jp/）
をご覧ください。

夢シティちば
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まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください！
本店 ＴＥＬ043-221-8110
支店 ＴＥＬ047-365-6007
ホームページ http：//www.chiba-cgc.or.jp/

【中小企業・小規模事業者の皆さまを全力でサポートします！
！】

〝千葉発 医療技術、
世界へ

●事業を始める方を創業支援でサポートします！

お客さま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。

当協会主催イベント等、
最新情報を配信しています！

創業計画から資金調達にいたるまで、事業を始められるお客さまの夢の実現に向け、サポートいたします。

●お客さまに合わせた経営支援でサポートします！

ジェトロ千葉

■医療
 機器分野での 千葉発 製品創出・海外

佐藤

拓

ルデバイス海外展開・国際連携プロジェク

ヘルスケア産業の中でも医療機器は、世

外展開・国際連携プロジェクト」
開始～

することとなった。

医療関連機器の海外展開、国際連携を支援

アップ企業の取り扱う、優れた“千葉県発”

る企業、技術があることがわかった」
「デ

ドイツ側から「千葉県には世界的に通用す

国内外から約 名の参加者が耳を傾け、

ト」
を新たに開始、県内中小企業・スタート

産業とは何か。様々な定義はなされてい

界で４，２３８億ドルの市場規模があり、医

展開の可能性～「千葉メディカルデバイス海

るが、健康の保持および増進に資する商

セミナー・オンライン商談会を開催

切りに、ジェトロ千葉では、 月 日まで

た」
等のコメントがあった。本セミナーを皮

ジタル技術を活かした製品に可能性を感じ

去る 月 日㈬、その第一弾として、世界

ると、国立がん研究センター東病院、国立

されるなど、医療機器産業が集積するドイ

最大の医療機器展示会ＭＥＤＩＣＡが開催

（ 社）とドイツ企業とのオンライン商談を

商談アレンジプログラム」
として、県内企業

「千葉ドイツ医療機器国際連携オンライン

者の住まい・病気予防・未病改善・健康

業と、医療機器・福祉用具・介護用品・医

ツを対象国に選定、同国随一のヘルスケア

（いずれも柏市）
、千葉大学
（千葉市、柏市等）
、 葉ドイツ医療機器国際連携ＷＥＢ セミナ

アレンジし、医療関連機器における千葉ド
イツ間の国際ビジネス具体化をサポートす

予防医学センター長等からご講演をいた

本セミナーでは、千葉大学 森 千里

Ｄ -などの感染症、糖尿病などの生活習慣

外ビジネスの獲得だけでなく、ＣＯＶＩ

“千葉発”医療関連製品、サービスが海

る。

方、京葉工業地域を初めとする国内トップ

だいたほか、千葉県を代表する医療機器関

病、難治性の病気など国内外の健康課題解

ー」
をオンラインで開催した。

クラスの工業集積が県内にあり、ヘルスケ

連企業（全４社）が海外参加者に向け自社製

千葉県がんセンター（千葉市）
などヘルスケ

アと“ものづくり技術”を組み合わせること

https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/chiba/info/
medtech_bizmatch_online.html
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（ 出 所： The Business Research Company ア関連の研究機関・大学が集積している。他

が広がり、その予防、治療のための新たなソ

決に貢献することを期待してやまない。

そこで、ジェトロ千葉では、２０２０年

創出する素地が千葉県にはある。

果として、ヘルスケア製品、サービス、さ

度より地方創生に寄与する「地域貢献プロ
ジェクト」のひとつとして、
「千葉メディカ

らに新しい技術、アイディアへの需要は増
している。

〈 参考 〉 ジェトロ・プレスリリース

品・サービスのＰＲを実施した。

割を占め、年平均成長率は７％を超える

兆ドル（２０１８年）と世界のＧＤＰの約

研究開発法人産業技術総合研究所柏センタ

30

薬品・健 康 食 品 な ど の 製 造 業 を 含 む（出

11

で世界に通用する技術、製品、サービスを

）
。
“Healthcare Global Market 2019”
また、世界各地でＣＯＶＩＤ -の感染

6

増進などを一続きの分野としたサービス

70
産業団体
「メディカルバレー」
と共催し、
「千

28

ー、東京大学大学院新領域創成科学研究科

）
。千葉県内に目を向け
Global Market 2019”

Business Research Company “Healthcare

■ドイ
 ツとのオンライン医療機器ＷＥＢ

④ 内視鏡下外科手術機器の平田
精機［鎌ケ谷市］

薬品などと並び、今後の成長が期待される分

③ ウェアラブル生体センサーの
アイ・メデックス［千葉市］

品の生産もしくは販売または役務の提供

② 手術トレーニングシステムの
ファソテック［千葉市］

を行う産業であり、医療や介護から高齢

① 国立がん研究センター東病院
［柏市］発のスタートアップ
企業で内視鏡手術映像データ
ベースを用いマーケティング
等行うSurg storage

野のひとつである（２０１８年 出所： The

■拡大
 する世界のヘルスケア市場と新型
コロナウイルス感染症
（ＣＯＶＩＤ -）
”

所：経済産業省）
。 その世界市場は約 ・

10

成長分野として注目されるヘルスケア

“

～拡大する世界のヘルスケア市場と
「千葉メディカルデバイス海外展開・国際連携プロジェクト」～

信用保証協会がお客さま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。

LINE
公式アカウント
●金融機関からの資金調達をサポートします！

当協会 LINE 公式アカウントは検索もしくは
下記QRコードからご登録できます。

〈ジェトロレポート〉いま世界に目を向けて

相続税対策スタッフ

19

リューションの開発、そして 日も早い収

19

束が求められているのが現状であるが、結

1

18
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中心市街地NEWS

まちづくり事業情報

〈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

2

10
18

19

大道芸フェスティバル

10

【開催日】
令和 年 月 日㈰

3

【会場】
千葉市中心市街地
・中央公園
・千葉銀座通り
・きぼーるアトリウム

【概要】
例年、 月に実施されていた
大道芸フェスティバルですが、
本年は 月の開催を計画するも
のの、新型コロナウイルスの影
響を受け、 月に開催すること
となりました。
例年と比べ、規模をやや縮小
しての開催となりましたが、
中心
市街地に ヵ所の大道芸を披露
するポイントを設け、総勢 組
のパフォーマーが出演しました。
全てのパフォーマーが長い自
粛期間の中でも自身の技術を磨
き続け、アクロバットやジャグ
リング、パントマイムなどの珠
玉のネタを披露しました。
当日は大道芸フェスティバル
のほか、中央公園では、ガール
スカウト等によるバザーイベン
ト、千葉銀座通りでは、フリー
マーケット及びファーマーズマ
ーケットイベントも同日に開催
され、賑わいを見せていました。
5

5

公認会計士・税理士

手島 英男

公認会計士・税理士

田中 昌夫

公認会計士・税理士

本橋 雄一

公 認 会 計 士

岸

お客様から信頼される会計事務所を目指して

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

パフォーマンスの様子

ちば ２０２０ 開催

in

暗い海を照らす灯台の光のよう

に、このイルミネーションが少し

でも世の中を照らす希望の光とな

ればという想いからシンボルオブ

ジェ「青の灯台」を中央公園に設

置し、青色のイルミネーションで

街を彩ります。日常と異なる空間

をお楽しみください。

なお、新型コロナウイルス感染

予防および拡大防止のため、ご来

場の際は、検温等による十分な健

第 回千葉都心イルミネーション開催

千葉市中心市街地の冬の風物詩

である「千葉都心イルミネーショ

ン」を開催します。

今回は「新型コロナウイルス感

染症患者の治療に尽力する医療従

事 者 」 や「 感 染 拡 大 防 止 に 日 々

奮 闘 さ れ て い る 事 業 者・ 市 民 の

方々」に対し、「感謝」
「応援」
「早

期収束」の願いを込めて、千葉駅

前大通り、千葉市中央公園、通町

14

康チェック、マスク着用等による

咳エチケットの徹底にご協力くだ

さいますようお願いします。

2020年12月号

千葉都心イルミネーション実行委

夢シティちば

員会の公式フェイスブックでもイル

21

ミネーションの点灯の様子等をお知

←Facebookはこちらから

らせしますので是非ご覧ください。

通町公園には12/26～提灯を飾ります。

12

公園の樹木等を装飾します。

シンボルオブジェ「青の灯台」
（イメージ図）

点灯期間は令和２年 月 日か

26

ら令和３年２月３日（通町公園は

令和２年 月 日から）です。

12

30

健介

医療法人社団 報徳会

報徳千葉診療所
千葉市中央区本町1−1−13

☎043‑225‑6232

東京都千代田区岩本町3-4-5
（秋葉原駅 5 分）
https : //kobaipo.jp/
https://kobaipo.jp/

1983年創業

信頼と実績の総合調査
問題解決へのお手伝い。
企業関係調査

千葉県弁護士協同組合特約店
東京都弁護士協同組合特約店
神奈川県弁護士協同組合特約店
埼玉弁護士協同組合特約店
山梨県弁護士協同組合特約店
長野県弁護士協同組合特約店
群馬弁護士協同組合特約店

社員採用前調査・社員の素行調査・企業信用調査 など

法曹関係特殊調査

0120-54-5432

不貞行為調査・詐害行為調査・隠匿資産調査 など

個人関係調査

不貞関係調査・結婚前調査・盗聴・盗撮器調査 など
◎差別につながる調査はお受けいたしません。◎秘密厳守

千葉本社 所在ビル

代表取締役 金子和男 千葉市中央区中央2丁目8番5号 ジュピタービル8階
警視庁を退職後、調査業
の改革を実践すべく開業。

調査のアイコウ

検索

ＩＴシステム導入「リスク管理」 コンサルティング
予算超過／品質・機能不全／稼働期日遅延

漠然とした不安に

リスク管理と予兆監視 で ダメージ回避・低減施策 を提言致します。
ベンダー見積・追加費用の精査も重視
（費用の妥当性は品質チェックにも効果有）

貴社の相談窓口としても、どうぞお気軽にご相談ください。

マイルストーン

代表：橋爪和博

TEL/FAX：043-372-0794
E-Mail：info@chiba-milestone.jp
http://chiba-milestone.jp/

夢シティちば

2020年12月号
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エンドユーザーのニーズに応えるために
完璧主義でこだわりのものづくりを貫く
アスファルトやコンクリートの性能評価に欠かせない試験機器メーカーとして、社会インフラや
産業の下支えを続けてきた小笠原製作所。夫婦二人三脚で、エンドユーザーの要望に応え続ける
小笠原誠代表に、ものづくりへの思いをお伺いしました。

を製作し、道路舗装材のメーカーに納
品しています。製造コストを下げ、い
地球温暖化が進めばアスファルトやコ

かに品質の良い道路を作れるか。今後、

私の父である先代が、幕張町で開業
ンクリートにこれまでと違う機能が求

舗装性能評価などの
試験機器を手がけて半世紀

したのが１９６３（昭和 ）年。父は

こからさらに独立したのが、小笠原製

で独立して会社を立ち上げました。そ

いましたが、電子関係に強い仲間３人

もともとＮＥＣでサラリーマンをして

試験が繰り返されています。

んの機器を使い、費用もかけ、多くの

ている道路ができるまでには、たくさ

しょう。私たちが普段、何気なく歩い

められ、新素材の開発も求められるで

中心で、検査機器などを大学の研究室
や高校の実験室に納めていました。同
乾燥機や恒温水槽など、主にアスファ
１９７７（昭和 ）年。その３年後、

現在の場所に工場を移したのが

時に、当時から手がけてきたのは恒温
ルトやコンクリートの性能評価試験に

建設ブームの技術進歩とともに
新たな規格に対応する試験機器を

作所です。当初は理化学機器の製作が

38

あった方が便利な機能なら、先回りし

ておきましたよ」と言いたいんです。

ないよね？」と言われた時に、
「つけ

と直接話す際「こういう機能はついて

この仕事しかできないと実感しました。 時、私が同行してエンドユーザーさん

社さんがお客さまのところに納品する

妻に言わせると、私は完璧主義。商

キサー）
、熱風循環式恒温乾燥機など

機（コンパクター）
、
多機能混合機（ミ

は、その強度を分析する試験用の転圧

よりも高品質な素材を使います。当所

ファルトはかなり特殊で、一般の道路

例えば空港内の高速道路に使うアス

必要な負荷環境を作り出す装置です。

応えられるよう、特に若い世代に技術

じような商品がほしいと言われた時に

ります。いずれ当所が製造したのと同

ください」と言っていただくこともあ

は「興味があればいつでもうちへ来て

ません。取り引きのある商社さんから

し、今のところ工場を継ぐ予定はあり

目前にして、２人の息子はすでに独立

ぱり自分にはそれまでずっと見てきた

には父の工場に入って働き始め、やっ

にかく難しくて苦労しました。２年後

みると機器の設計から計算式から、と

子関係の業者さんでしたが、入社して

た。もともと当所に出入りしていた電

私は株式会社東洋製作所に入社しまし

んどん造っていた頃。しかし次々に完

高速道路や堤防といったインフラをど

設ブームで、田中角栄元総理の号令で

売上の７割が利益でした。日本中が建

父の頃は材料費が安く、今と違って

てつけてしまう。エンドユーザーさん

的なことを教えられる機会は今後、必

今後、年齢的には重いものの取り扱

は喜びますが、商社さんは苦笑い。し

成した黎明期のトンネルや橋げたから

守点検（オーバーホール）も依頼され

いはさらに難しくなっていくし、外注

要なことと考えてはいます。しかし父

ます。家電製品などのように大量に出

やアルバイトなどサポートを頼みなが

かし、それが評価されて少しずつお客

コンクリートが剥がれて落下する事故

回るものではなく、産業用の限られた

ら、まずは納期をしっかり守ること。

のことを思うと、何らかの形で小笠原

マニアックな分野の試験にしか使われ

夫婦２人で対応できるだけの仕事を、

さまと信頼関係を築いてこられたのも

が相次ぎ、社会問題となりました。そ

ず、ニーズもそれほどたくさんありま

うまくバランスをとって続けていきた

製作所という名前も残していければと

せんが、性能としては業界トップクラ

事実。商社さんには、口コミで当所の

の原因究明のためアルカリ反応試験機
で検査するようになったそうです。技
術が進歩して規格が変わる時は、必ず
機械も変わるので、その変わり目にな
るとまた新たな機器が求められ、私ど
もは忙しくなる。逆に、規格がずっと
同じであれば、仕事が来なくなってし
まいますね。

いと思います。

代表 小笠原 誠
住所／〒262-0012 千葉市花見川区千種町188-4
電話／043-250-8744

ことはありがたいと思っています。

年の間にバブル崩壊や

「影の仕事」に 年
技術と屋号の承継を目指す
入所から

リーマンショック、東日本大震災…い
ろいろありましたが、私どもが続けて
はほとんどない機器を作り、産業の下
支えをしていながら、あまり日が当

小笠原製作所

エンドユーザーの声に応える
こだわりが高評価へ直結
２０１５（平成 ）年、私が父から
当所を承継し、代表に就任しました。
現在は私と妻と、最近ではサラリーマ
ンの次男が休日に時々手伝ってくれま

専門家にヒアリングを行いながらアド
バイスいただき、設計など部分的に外

たることはない「影の仕事」
。 歳を

会社DATA

スだと、顧客からご指名を受けられる

考えています。

52

製品がほしいと声がかかり、機器の保

▲工場外観・奥様と

て省力化。難しい案件を手がける際も、 いるのは、一般の方の目に触れること

すが、手が足りない部分は機械を入れ

38

〜社会インフラをものづくりで支える〜
▲当所が製造する
熱風循環式恒温乾燥機
▲愛用の電動ドリルで作業

22
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注に依頼しています。

60

夢シティちば
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38

いきる伝統
つなぐ暖簾
いきる伝統 つなぐ暖簾

伝統ある老舗の企業をご紹介

小笠原製作所

試験機器メーカーの老舗

コロナニモマケズ

コロナニモマケズ

コロナ禍で頑張る企業をご紹介

たが、要望があればそれに応える形で、

関係を構築するところからのスタート

１９９３年に当社に入社し、地元の人間
の看板も全滅で、上半期はかなり苦戦し

テルの会場看板、花火大会などイベント

や季節行事が中止になりました。市内ホ

型商業施設のイルミネーション、地元プ

貼り付けるラッピング広告、県内外の大

み、路線バスやモノレールにフィルムを

ようにしました。キャラクターの着ぐる

社員が断ってきた仕事を、すべて受ける

ィルムを簡単に交換できるのも好評で

料もそろっているし、マグネット式でフ

フィルム、アクリル板、薄い塩ビなど材

付していました。社内には軽くて透明な

の端材で自作し、初めは千葉市役所へ寄

るためのパーテーションを看板用資材

検定など幅広い分野に挑戦してもらっ

時代が大きく動き、当社も企業として

待っていても仕事は減っていくだけな

あえて設備投資に踏みきりました。ただ

い＝商売が成り立たない。既存のホーム

にはじかれ、検索画面で上位に上がれな

開していかなければ、ＡＩ（人工知能）

の時代にあった方向に向いていけるよ

社して一緒に頑張っています。当社が今

害でも看板の破損事例が多かったです

てきました。昨年、県内を襲った台風被

は耐久性が足りず、危険が伴う恐れも出

屋外看板については特に、従来の設計で

ん。皮肉にも、
このコロナ禍で

きいので大手は手を出せませ

まわる地道な仕事で、
負担が大

ります。
土地所有者に交渉して

入が難しい分野もまだまだあ

のと同時に、 歳になった私の息子が入
27

24
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コロナ禍に、あえて新たな分野とニーズを開拓していく───

人材育成、設備投資…逆転の発想で、今を変革のチャンスに

リジナルグッズ制作など、初めて取り組

当社は１９６５年、私の父である先代
多彩な分野へと業態を拡大していきま

む業態はチャレンジと苦労の連続でし

が創業しました。看板など屋外広告の制
した。最近ではドローンでの空撮や動画

創業 年、屋外看板で礎を築く

作会社で働いていた仲間４人で独立し
制作のニーズにも対応しています。

コロナ禍に必須のグッズを手作り
新型コロナウイルスの感染拡大で、今

でしたが、ＪＣ（青年会議所）やロータ
ました。
しかし、コロナ禍だからこそ必要なグ
ッズもたくさんあります。当社ではロゴ

ロスポーツチームのプロモーション、オ

安全な看板を望む顧客向けの商いにシ

新しい生活様式に必要不可欠とはい

ています。これからの時代、経験や技術

さらに生まれ変わっていく時期かもし

す。それを見た方から「うちも作ってほ

え、人と人を遮る商品の注文が増えるの

だけではダメ。ベテランも改めて学び直

れ」の中にいる間は、大きな変革はでき

は複雑な気持ちですし、大量生産もでき

コロナ禍をきっかけに、インターネッ

ませんが、世の中が閉塞気味だからこそ

れません。何もかもうまくいき「いい流

にお応えできます。最近では、広い場所

ト上で独自運営の商品販売を行う自社

逆転の発想で、今までの実績を振りかざ

すような社内風土にしたいですね。

で大きな面積を区切るなど新たなニー

ＥＣサイトを始める企業も増えていま

ませんが、個々のリクエストには細やか

ズにもその都度対応するように努めて

すのではなく、あらゆるものを変えてい

います。

ので、とにかく新しい分野を切り開こう

ページにネットショップ機能を追加し

うな流れを作り、次世代へスムーズにバ

また、国の補助金制度などを活用して、 化）に対応した表現やアピール方法を展

とまずは新しい機械を導入し、以前は外

たいという企業は多く、ＷＥＢの引き合

トンタッチしたいですね。

ね。近隣にご迷惑をかけてからでは遅い

野立て看板のニーズが一番安

当社は今年６月、創業 周年を迎えた

注していたＴシャツやタオル、缶バッジ

いは今後も増えていくと思います。

るようにしました。

資格取得で幅広い分野に挑戦を

誘導に欠かせない昔ながら

ので、社員には屋外広告士、建築士、施

定しているとわかりました。
費

代表取締役／鈴木 定徳
千葉市稲毛区長沼原町７１８－１
電話 043-215-5733 https://www.sekoh.co.jp

コロナ禍は人材育成の好機ととらえ、
毎月のように社員をセミナーや講習会

工管理技士などの資格を取得させ、根拠

用は上がってもしっかりした

世広
株式会社

他からの参
に参加させています。近年の異常気象で、 の野立て看板など、

ある図面のもとに看板を製作させてい

55

会社DATA

今がすべてを変えていく
チャンス

などの名入れ商品をすべて自社で作れ

くチャンスです。

す。いわゆるＳＥＯ（検索エンジン最適

風後の新たな認識です。

ます。他にもマーケティング検定やネッ

２００６年。それまで屋外広告に専念し、 入り布マスクや、オフィスで飛沫を避け

２代目として社長を継いだのは

仲間が増えていきました。

リークラブに参加することで、異業種の

景気の真っ只中を忙しく過ごしました。 年はあらゆるキャンペーン、お祝いごと

り、不動産広告の営業マンとしてバブル

めてから転職して㈱リクルートに入

私 は 大 学 卒 業 後、 教 師 を ６ 年 間 務

たと聞いています。

55

フトしていくべきというのが、昨年の台

55

しい」とお声がかかるようになりました。 トショップ実務士、ウェブデザイン技能

▲本社正門前で、従業員の皆さんが集合！

２０２０年６月に創業 周年を迎えた株式会社世広は、看板など屋外広告からオリジナルグッズ制作まで幅広い分野
に業態を拡大し、コロナ禍の中、資格取得など人材育成と設備投資に力を注いでいます。
「今が変革の好機」と、次世
代への事業承継を見据える鈴木定徳代表取締役にお話を伺いました。

▲コロナ禍以降に取り扱うようになった商品はアクリル板、マスク、 ▲広告デザインの制作現場。
「みんなで試行錯誤して完成させたものが公の目にふれる結果として残り、
フェースシールド、ドローン、手指消毒器など多岐にわたる
大きなやりがいがあります」と製作担当者

夢シティちば
2020年12月号
夢シティちば
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世広
株式会社

WE ARE THE CHIBA

月 日㈬、 時より千葉商工会議所 階第

ホールにて、
「 月定例会 令和 年度第 回

開会後に報告事項として、３月に結婚された並
木一雅君に、当青年部を代表し田中会長よりお祝
いが贈られました。
大変遅くなりましたが、
並木
君、おめでとうございます。末永くお幸せに

新入会員の紹介
ようこそＹＥＧへ

─コロナ対策について─
当初は他校に先んじて休校措置をとり、徐々
にオンライン学習に切り替えました。受け入れ
態勢ができてから徐々に分散登校を開始、後期
にはようやく通常登校が可能になっています。
またコロナ前からＩＴ化していた為、オンライ
ン学習やテレワークに抵抗感なくスライドする
事が出来ました。
その他、学生に対してアルバイト紹介、生活
資金面のフォロー、食事などの提供を行いまし
た。コロナの影響を受けた地域の飲食店にお願
いして、お弁当を学生に提供しました。

─職員はどのような活動をしているか─
学園の方針として、常に自ら考え、職員には
行動するように伝えています。そのせいもあっ
てか、行政や同業者の動向を待つのではなく先
手先手で対処できました。大きなトラブルもな
く運営することができたのもそんな日頃からの
備えが実を結んだと考えます。職員たちは現在
も日々学生達と密に連絡を取り、支援を行って
います。
後藤理事長は、困難が起きても何が肝心なの
かを常に考え、学園だけでなく地域社会と共に
成長する事を大事にしていると話していました。

26
2020年12月号
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次年度役員選任・事業計画・収支予算を変更

結婚報告

それに伴い「第 号議案 令和２年度収支補正予
算案」にて収支予算の修正が、それぞれ審議さ
れ全会一致で決議されました。令和 年度も前
後半に向けて、また、次年度に向けて、千葉Ｙ
ＥＧの団結と青年経済人としての気概を改めて
確認する機会となりました。

昨今のコロナ禍で先行きが見えない状況下において、地元千葉市内の企業がどの様に影響を感じ
（ダイバーシティ委員会）

─コロナ禍での影響について─
月頃から徐々に影響が出始めました。他国
から入学予定であった学生が入国できず、学生

!!
▲結婚報告

臨時総会」が感染防止策を徹底し開催されまし

▲臨時総会 決議

活動しているかを紹介し応援したいと思います。今回は学校法人瀧澤学園をご紹介します。

【法人概 要 】

を登校させることができなくなりました。例年
行っている学校行事などが開催できない状況は

☎043－345－3888

14

1

た。議事では「第１号議案 令和 年度役員人事
2

千葉市若葉区西都賀３ ３- ２ＴＥＬ ０４３ ２
- ８７ ２
- ７２５

学校法人 瀧澤学園
住所

今も続いています。来年以降も専門学校入学者
数の減少が予測されるなど、来年以降も対策を
講じ続ける必要性を感じています。

総合建築・産業廃棄物収集運搬・各種清掃業

2

3

案」にて次年度の理事 名と監事 名が決議さ
26

【業務内容】 “Amazing School”
を標榜する本学園は、専門
学校、専修学校高等課程、日本語学校、日本語教師養成講座
を運営している学校法人です。ＥＱの概念を取り入れ、社会
で活躍できる自律した社会人の育成を目指しています。現在
か国以上、約５００名の留学生が在籍しております。

2

㈱富士総業

10 19

コロナ禍でも学生や地域の為にスピーディーに行動する

れました。

続いてコロナ禍の影響により当初計画した事
業などの中止等が続き、また、この状況の長期
化が見込まれるため、
「第２号議案 令和 年度

▲臨時総会 議長

事業計画変更案」により当初事業計画を修正し、

2

半を終え、今回の 月例会・臨時総会は今年度

2

1

21

臨時 総 会 開 催

WE ARE THE CHIBA

10
10
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10

いくま）

岡本 惟久馬
（おかもと

3

U R L ：http : //www. chiba-yeg. jp
Email ： yeg @ chiba-yeg. jp

私たち全ての力が千葉になる

集 ： 千葉商工会議所 青年部
広報拡大委員会
編

青年部通信
千葉商工会議所

オンライン開催！

全国商工会議所女性会連合会

倉敷総会

ｂｅ配信になる事とともに、女性

また、倉敷総会が、ＹｏｕＴｕ

が発表され大変勉強になりました。 ど、ニューノーマルなコンテンツ
会のネットワーク力や、当日ご参

かね氏によるオンライン講演会な
を多く含み、倉敷総会は、スムー
加の皆様に一体感を感じてもらう

さらに、ドローン等を駆使した
ズに進行いたしました。

を通じて、各受賞単会等の諸活動

会で４，
３００名が参加し、ネット

当日は、全国各地から３３６単

力を映像から感じ取れました。

女性の柔軟かつ自由な発想と実行

継続して開催されるということに、

当女性会は、 月 日㈮ 時 分より、 当所 階研修室Ａにて、
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、初のオンライン開催とな
る、 全女連第 回倉敷総会に参加いたしました。
ここから広げようＳＤＧｓの取り
組みを～歴史の薫る文化と産業の
街倉敷から～のテーマと共にオー
プニング映像がスタートされ、倉
敷大会が盛大に開催されました。
全商女連の皆様と、倉敷の地に
て交流叶わず大変残念ではありま

30

映像や、大原美術館理事長大原あ
ため、総会の冒頭で各地女性会の
皆様を映像で流したいというご依
頼を事前に全商女連事務局からい
ただきました。
撮影は、９月８日の拡大理事会

げました。

様とともに、大会を大いに盛り上

され、オンラインでつながった皆

ープニングで放映（＝右上写真）

完成した映像は、倉敷総会のオ

した。

手に撮影（＝右下写真）を行いま

大会用の黄色いハンカチ及び鈴を

出席後、当女性会ハッピを着用し、

▲９月８日 理事会出席者での写真撮影

〒260−0013 千葉市中央区中央2−5−1 千葉中央ツインビル２号館��Ｆ
TEL ���−���−����

アクサ生命保険株式会社
千葉支社 千葉営業所

したが、インターネットを利用さ
れた活動の場となるこの大会が、

大原あかね氏

28
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主催：公益財団法人
千葉県教育振興財団

14

52回
第

ノスタルジック
ポストカード

12

1 月 9 日 土 ～2 月 14 日 日
令和 3 年

千葉県立中央博物館
第２企画展示室

23

初
令和 3 年 1 月 9 日（土）
〜3 月 7 日（日）

10

52

女性会
編集：千葉商工会議所

令和２年度

秋の展示

令和２年度出土遺物公開事業

