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千葉市では、千葉のまちの礎を築いた「千葉氏」の活躍を紹介するＰＲ映像を制作しました。
映像には、全編（２分）とダイジェスト（３０秒）があります。ホームページで公開していますので、
ぜひご覧ください。

平成29年度税制改正

【映像の紹介】
・源頼朝を助け、鎌倉幕府の成立に大きく貢献
・元寇でも奮戦

千葉商工会議所 女性会の活動
千葉商工会議所

など、千葉一族の武勇伝を紹介するほか、新渡戸稲造、江藤新平などの
子孫も登場、「今まで千葉氏を知らなかった」という方にも興味を持ってい
ただける内容です。

青年部通信

【映像活用のお願い】

今月の表紙

編集者のひと言

6月3日（土）
・4日（日）に今年で 3 回目
となる「レッドブル・エアレース千葉大会
2017」が開催されました(写真は2016年開
催時)。このレッドブル・エアレースは、時
速350キロ、最大加速度10Gのモータース
ポーツで「空のF1」とも呼ばれています。昨
年の千葉大会では、2日間で延べ9万人を動
員しました。浜辺から間近でレースの迫力を
感じたり、少し離れたところからレース全体
を観戦したり、エアレースの楽しみ方はさま
ざま。多くの方が観戦できるのも、総延長約
4.3kmの人工海浜を有する千葉市ならでは
です。

高校生の時分、ワンダーフォーゲル部に所属しており、夏の八ヶ岳連峰にはよく足を
運んだものである。道が整備されており、比較的登り易い山とは言え、1泊～2泊の山
行では、部員10名前後のテントや食料、装備品等を合計すると、1人当たりの装備重
量は20キロを超えた。これを80リットル以上のザックにしこたま詰め込むのだが、部員
達の間ではこの厄介な荷物を如何に軽くするかが腕の見せ所であった。それぞれが着
替えや不要な私物を減らすなどの工夫を凝らす中で、減らしようがない上に重い荷物が
テントと食料である。部では、テントを持つ担当と食料を持つ担当を複数人に振り分け
ていたが、とりわけ私は食料担当を率先して引き受けていた覚えがある。テントは食料
よりも些か軽く、楽なように思えるが、山の上では高い確率で雨や朝露を吸ってかなり
の重量になる。一方で食料は消費すればするだけ軽くなっていくのだ。
梅雨時になるといつも思い出す学生時代の一コマである。
（企画広報課 M. I.）

夢シティちば 2017年₆月号

※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

店舗でのお客様の待ち時間や、イベント開始前の会場などでも放映し、
お楽しみいただける内容となっていますので、ぜひ、千葉氏のＰＲにご協
力ください。
ご協力いただける企業様には、データやＤＶＤを
ご提供いたしますので、お気軽にご連絡ください。

千葉氏

映像

検索

千葉市政策調整課
電話：245-5058

メール：chosei.POC@city.chiba.lg.jp

負債を抱えながらも人手に渡った会社を取り戻し、東
京や仙台、千葉などで自社物件を展開させるまでに再
生させた。

東原産業株式会社
代表取締役

塙 良太郎

庫を建設していきました。昭

の後、稲毛区にいくつもの倉

新町で設立した会社です。そ

の華やかな暮らしはすべて消

てしまったんです。それまで

んですが、父の会社が破綻し

「慶応ボーイ」の一人だった

たんですが、父に言われて４

た。私は慶応大学の学生だっ

ルバーなどが入っていまし

ー・カラオケスナック・プー

しました。居酒屋・カフェバ

で飲食店のビルの経営に成功

一方で、私の父は千葉銀座

事業を大きくしてきました。

書、夜は飲食店で１日 時間

げなかった。昼間は政治家秘

金がなかったんです。でも逃

と決心しました。とにかくお

すする覚悟で生きていこう」

「ゴキブリになって、泥水を

００万円近くありました。

金。毎月金利の支払いだけ４

え、残ったのは８億円の借

年にやっと新規の借入金がで

そうするうちに人手に渡っ

と板金工場をやって朝から晩

とがでました。今度は居酒屋

として、現在会社と工場があ
き、２号店の「村さ来」を出

た東原産業を、２００７（平

まで働くことになりました。

ていくうちに、仕事がどんど

人と人の絆を大切に、
社員と企業を成長させる

どんなに辛くても逃げない。
逃げたら次の壁を乗り越えられない

父のおかげで贅沢な暮らし

泥水をすする覚悟で
働き続ける

東原産業は１９７０（昭和

もできましたし、いわゆる

学生時代から
飲食店店長を経験

）年に父の塙鐵夫が中央区

和 年に板金加工業をはじめ

つの店の店長をやっていたん

３６４日働く生活に変わりま
飲食店とビル管理の会社だ

です。学校・遊び・仕事その
卒業後は公認会計士を目指

けは何とか残せて必死に働く

した。
していましたが、千葉市内選

うちに、２００１（平成 ）

どれもが忙しい時代でしたね。

出の県議会議員のもとで、途
中からは秘書として５年半働

店することできました。そこ

成 ）年に新会社の東原産業

ん面白くなっていったんです。 る出洲港で再スタートするこ
きました。

から３店目、４店目を開店し
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〈DATA〉

数々の苦難を乗り越えながら、企業を再生させ、成長させて
きた東原産業。
「信頼と貢献」を理念に地域№１のものづくり企業を目指す塙
良太郎代表取締役にお話を伺いました。

秘書を勤める。父親の飲食の事業を引き継ぎ、多額の

45
50

本社／千葉市中央区出州港15-27
☎043-241-3888 FAX043-241-3889
中央港工場／千葉市中央区中央港2-5-7
事業内容：レーザー加工・シャーリング・ベンディング・各種
溶接などの板金加工

県立千葉高校、慶応義塾大学を卒業後、県議会議員の

談話室
Vol.161
はなわ・りょうたろう／1967年、千葉市中央区出身。

経営
「大切なのは考えること。いろんなものを見ながら考えて、いいアイディアを浮かべて、それをみんなでかたちにする。
だから社長は考えて獲りにいく戦闘力が必要なんです。 今はまだ勉強ですが、55歳くらいからは本当の勝負を
したいと思っています」
と塙社長は語ります。
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■
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■
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

会員情報プラザ

Ｑ 趣味は？
Ａ 釣りです。日曜の朝は千葉マリー

千葉県文化会館開館50周年
「記念シンポジウム」開催！
！

信用を資産に変えて、資産を信用に変える。
経営はその繰り返し

夢シティちば 2017年₆月号

さらに、今年の４月には東京

て一部の「部品」をつくるだ

営業部もつくりました。今は

それを、目標を立ててミー

けではなく、「製品」により近

攻めの姿勢でいます。

会社や店に対する信用を資産

ティングをしながら勉強会を

事業内容も、板金加工とし

に変えている。その資産を利

しています。完成品を自社で

行う。研修制度などをはじめ、 いものを手掛けることを目指

皆で成長していける体制をつ

用して次の店舗や大型設備に

投資して信用に変える。それ

フローの商売と
ストックの商売を持つ

現在では、飲食業のバンズ

つくっているという社員の自

負にもつながります。いずれ

くりました。

そして様々な人に共に仕事

は自社で開発や設計をしてい

を繰り返しているんです。

をしてもらう。ベトナムから

きたいですね。

ダイニングと東原産業、不動

産業のバンズエステートの３

本柱で経営を展開しています。

実習生を受け入れ、新卒も採

齢者にも働いていただく。家

バンズダイニングは東京と千

新生・東原産業で何が最も

庭の仕事がある女性もパート

用しますが、実力があれば高

変わったかというと、人と人

できていただいています。

大切にしているのは「たら

ていると、全部自分に返って

私自身、人が大好きだから

通常、町工場はその日その

が、
自分たちで計画をたて、
ビ

自分も苦しいことを乗り越え

くる。

ジョンをもって、仕事をやっ

られてきました。これからも、

日の受注がメインになります

ていく。そのために組織力を

会社も自身もそうやって成長

株式会社 オーケー光学
〒262-0003
千葉市花見川区宇那谷町1504-9
TEL：043-215-0830 FAX：043-215-0831
URL：ｈｔ
ｔｐ//www.ohkei.co.jp

していきたいと思っています。

偏光膜が自然光だけを通し、
紫外線やギラツキの元とな
る反射光をカッ
トします。

つけていく。

オーバーグラス
フレーム側面の視野も確保する、日本人の顔形状にあわせた、
立方形の優美な
デザイン。軽量で耐衝撃に優れた偏光レンズがクリアな視界を確保します。

当社の組織もこれまでは製

偏光サングラスに早変わり !!

造部だけでしたが、
技術部、
設

メガネの上から簡単装着！紫外線や反射光をカット。

計部、営業部も設置しました。

クリックリーダー
使わないときには、
オシャレに首に掛けられるので、
出し入れの手間もなく、
外出先
でも重宝します。磁石を
「カチッ」
とするだけ、
簡単装着。置き忘れも防げます。
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町工場を
組織に改革する

とのつながりです。それ以前

ベテランの技術にはかなわ

いの理論」です。自分の方に

老眼鏡のイメージ一新！

葉で 店を経営、東原産業は

長らく生き残っている企業

は各自、真面目に仕事に取り

ないが、いろんな人に働いて

引くと全部水が逃げるけれど、

「どこ？」と探す必要なし、 首に掛けるアクセ感覚。

昨年第２工場を増設し、大型

を見ると、フローの商売とス

組みながらも会議もやったこ

いただき、皆でキャリアを積

サッカーのレギュラーを外された。そう
したら先生が「だったら一人で練習す
ればいい」と教えてくれて、一人で必
死で練習していたら、レギュラーに返
り咲くことができた。それからずっと努
力することを大切にしています。

大切にしているのは
たらいの理論

トックの商売を両立させ、互

とがありませんでした。社内

人の方に押してやると自分の

Ｑ 好きな言葉は？
Ａ 「努力」でしょうか。小学生の時に

設備を導入しました。

いの商売を強くしながら信用

む。キャリアの不足は高度な

館

〒260-8661 千葉市中央区市場町11-2
TEL 043-222-0201 (9時～17時・月曜日休館)
HP http://www.cbs.or.jp/

夢シティちば 2017年₆月号

のコミュニケーションはあま

好きです。あの時、こうだったら、こう
いう世の中になっただろうなとか、こう
だったから今こうなっているんだと考え
るのが好きです。教科書に書いてい
ることの先がまた面白い。知識を探求
していくのが好き。そういうことが分か
るとものの見方が変わってきます。
夢はトルコからイスタンブールに抜け
て、ギリシャ、南イタリア、フランス、ス
ペインを回って歴史廻りをすることです。

（公益財団法人千葉県文化振興財団）

5

や資産を増やしています。東

会

もとに返ってくる。利他の心

化

機械を導入して補う。仕事は

文

原産業とバンズダイニングも、 りとれていなかったんです。

県

で他人に喜ばれるようにやっ

Ｑ 好きな本は？
Ａ 日本史から世界史まで歴史の本が

ロビーイベントとして、ACSLのドローンや県内大学の展示ブー
スなど見所満載です。ぜひご来場ください。
日
時 ７月９日
（日） 12時～17時
入場無料 （電話またはホームページからお申し込みください。）

葉

チームだと思っています。

ナからボートを出してアクアラインまで
いきます。釣りは商売の勉強にもなっ
ています。ボートで魚がいるところを
探して行く。商売もお客さまの要望
があるところにいって、喜んでいただ
けるサービスをするということです。

千葉県文化会館を様々な角度からご紹介します。
§現在の文化会館をドローンで撮影した映像による紹介。
§ホール建築の有識者を招いたパネルディスカッション。
§普段見ることのできない舞台設備や照明効果の紹介。
§ホールの響きについて解説を交えたミニ演奏会。

千

Q &A

塙社長

4

明日に架ける橋

〜過去、現在、未来をつなぐ
モノ、サービスをご紹介〜

有限会社 泉水造船
代表取締役

東京湾内で船を作り続けて 年。

今では千葉市内で唯一の造船業を営む有限会社泉水造船。
千葉市の移り変わりと船需要について代表取締役の泉水行夫

有限会社 泉水造船

〒260-0822 千葉市中央区蘇我町2-955
☎043-264-9831

蘇我で造船業を始めて、１９６７（昭
しい木を見立てて伐採して買って運ん

車を運転して山に行く。そこでふさわ

そのような中で造船所を構えた父は、

だったんです。

みに現在の蘇我陸橋のすぐ近くまで海

りやあさりなどが獲れたんです。ちな

●会社データ●

和 ）年に正式に法人化しました。も

当社は父が１９４９（昭和 ）年に

戦後まもなく造船所を開業

さんにお話を伺いました。

ががらりと変わるにつれて、造船所の
需要も変化しました。かつて千葉市内

24

湾内のあちこちにあった造船会社で修

ともと父は木船の職人で、当時は東京
いうふうに材料を自分でつくるところ

で帰ってくる。そして木を切って、と

かつては東京湾内には数々の造船会
根っこの部分までちゃんと使っていた

なるべく廃棄のないようにする。木の

から手掛けていたんです。工夫して、

社がありました。大きな本船が港付近
そうです。当時の造船所はみなそう

行を重ねて独立したんです。

に着いても、河岸に直接船を着けるこ
だったらしいですね。

木船から鋼船の製造へ

とができなかったため、船を沖に停泊
させて、艀で荷物などを各倉庫に運搬
していました。そうした艀もつくって
いました。今は大型船が着けるよう港
が整備されているので、艀も需要が少

昭和 年代に入って、蘇我も重工業

どが働いていました。２００７（平成

手漕ぎの木船で漁に出ていました。の

また、
この蘇我近辺は漁村で、
漁師が

の曲線をつくる部分です。かつては工

製造工程の中で特に難しいのは鉄板

た。遠浅の海は埋め立てられて、様相

が盛んになり、近代化されていきまし

なくなってきました。

）年に父から社長職を引き継ぎ、現

30

持ちが落ち着きますし、仕事が好きで

ので、やはり職場で船を見ていると気

います。生まれた時から船を見ている

在は弟と私の息子と４人で仕事をして

ているのですが、それでもこうした特

した。今は職人がかなり減ってしまっ

たちがそれをまとめる役目をしていま

程のそれぞれに専門の職人がいて、私

メンテナンスで重要なのは船艇の清

に難しい部分はお願いしています。

現在は主として、海上汚染防止、防

掃や塗装。船艇から海水を船内に取り

すね。
災関係の業務を行う防災船艇の製作や

なので、船底にフジツボやカラス貝が

入れ、エンジンを海水で冷却する構造
当社で製作する防災船艇はほとんど

付いてしまうと、冷却水がうまく船内

メンテナンスを手掛けています。
は トン以下の小型船。コンビナート

は変わるのだと実感しますね。

します。時代とともに必要とされる船

災時には放水やオイルフェンスを展張

ないよう、
オイルフェンスを積載し、
防

が多いので海上にオイルなどが拡散し

たため、生物が住みやすくなり、こう

東京湾の水はかつてよりきれいになっ

るため、生物が付着しやすくなります。

してしまう。エンジン付近は水が温ま

に入らず、エンジンがオーバーヒート

したことが起こりやすくなっているの
です。当社では、生物の付着を防止す
るため、塗装でも材料や塗り方に工夫

学では船舶工学を学びました。そして

私自身、
家業が造船業だったので、
大

ようになりました。

ンや機材を導入して、鉄船を製造する

べて手作業だった製造工程も、クレー

要もなくなり、かつては上屋だけです

強くなければならない。そこで船底か

役割もあるので、水切りがよく横波に

すが、この防災船艇は本船を曳航する

底。通常の船は丸みを帯びたラインで

の設計。特にこだわっている部分は船

ましたが、ベースとなっているのは兄

月ほどを要します。今は現場を引退し

防災船艇は一艘を製作するのに３カ

て、千葉市内でただ１軒の造船所を守

仕事は丁寧に。ただそれだけを守っ

寧に使っているのだなと思います。

がメンテナンスで入渠してきます。丁

年当社にも製造から 年ほど経った船

ほうが長く使うことができますね。毎

り１年に 回は上架のうえ整備をした

十年使用することができますが、やは

船はメンテナンスをしながらだと数

を凝らします。

他社で３年ほど勤めて、泉水造船に入

らせりあがったようなラインとなって

メンテナンスをすると
年使える

社しました。
兄も弟もここに勤め、
最も

にも造船会社が３軒ありましたが、現

20

います。
10

り続けています。

50

1

在は当社だけとなりました。木船の需

42

19

50
社員が多かった昭和 年代には 人ほ
30
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68

千葉市の近代化に伴って変化する船艇ニーズに応えて、

泉水社長

「千葉の海」で必要とされる船をつくる

泉水行夫さん

市内緑区、中央区を中心に地域の足として、日夜安全、
快適な輸送に取り組んでいます。

新入会員を募集しております。

お問合せ／お申込みは、千葉商工会議所総務部総務課までご連絡ください。
お待ちしております。
Tel.043－227－4101 Fax. 043－227－4107 http://www.chiba-cci.or.jp/ 検索
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7

第 回全日本広告連盟神戸大会に
石井会頭が参加

千葉広告協会からは石井俊昭会長（当

した。

2

は、地域活性化に貢献する広告の将来

36

像を語り合いました。神戸市での開催

は、 年ぶり 回目。

オープニングでは、スーパーキッズ

オーケストラがホルスト、チャイコフ

スキーの楽曲を演奏し会場を盛り上げ

ました。大会組織委員会の高志薫実行

委員長
（神戸新聞社社長）
が開会宣言を

行い、家次恒大会会長（神戸商工会議

3

所会頭）が「神戸港開港１５０年、震

災と絆、広告の未来の つの柱で多彩

なプログラムを構成しました。港を起

点に独自の進化を遂げた神戸のポテン

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

シャルを発信してほしい」と歓迎のあ

☎043‑246‑0265

いさつ。
来賓の井戸敏三兵庫県知事、
久

夢シティちば 2017年₆月号

千葉市美浜区新港32-14

元喜造神戸市長から祝辞が送られ、地

9

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

域活性化に貢献し優れた広告活動をた

☎043‑225‑6232

ちば県民保健予防財団

たえる「鈴木三郎助地域キャンペーン

千葉市中央区本町1−1−13

公益財団法人

大賞」には、京都広告協会の「京都の

報徳千葉診療所

あなたの健康をサポートする…

ＤＮＡ ─受け継ぎつたえるもの ─」に

医療法人社団 報徳会

●京成西登戸駅より徒歩5分

贈られました。

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

●JR西千葉駅より徒歩5分

17

全国の新聞社や広告会社、広告主な

☎ （043）247‑3821
FAX（043）247‑5843

5

所会頭）をはじめ会員 人が参加しま

千葉市中央区春日1−16−5

ど広告関係者が一堂に会する「第 回

〒260 ‑ 0033

全日本広告連盟（全広連）
」の神戸大会

内科・外科・胃腸科・肛門科・整形外科・皮フ科・泌尿器科

千葉県商工会議所連合会、全国健康保険協会
千葉支部及び千葉大学との連携協定 調印式

一般乗合貸切旅客自動車運送事業、不動産賃貸業
旅行業

県内企業の健康経営を志向した包括協定

凹凸のある素材に液体で表面加工できる唯一の会社です。
表面強度・ＵＶ光カット出来ます。

☎043-300-2310

11

～健康経営を通じて、千葉を元気に～

液体ラミネート機の製造・販売、ラミネート液の
製造・販売、カラー出力、カーラップ

千葉中央バス㈱

【代 表】 須藤 隆哉
【所在地】 緑区鎌取町

『いざ出航、
広告の未来へ！～次世代

緑区

☎043-293-7660

（主催・同組織委員会、公益社団法人

自社製品の海外マーケットへの販路拡大（ＥＣ、実店舗）
のサポートを致します。

WEB広告の煩わしさが一気に解消！ムダムラムリを無く
すサイトを作りました！

動など各分野での連携を図り、社員の健

製品輸出入及び輸出入コンサルティング

梅田集客代行オフィス

【代 表】 金田 千秋
【所在地】 緑区平山町

地域ポータルWEBサービス運営

５月 日㈭、県内企業の健康経営促

緑区

☎043-202-3215

▲左から全国健康保険協会千葉支部 鶴岡茂樹支部長、千葉県商工会議所
連合会 石井俊昭会長、国立大学法人 千葉大学徳久剛史学長

につなぐ、
「絆」とともに～』をテー

ケータリングや屋台出店でイベント業をしています。各
種イベント等あればよんで下さい。

☎043-221-5320

全日本広告連盟）が、 月 日㈬、神

㈱VERENA

ケータリング

【代 表】 越渕 大輔
【所在地】 中央区中央

康意識を高め、労働力の確保や生産性の

中央区

【代 表】 菊池 俊成
【所在地】 中央区中央

【代 表】 河面 リカ ☎080-6736-0428
【所在地】 美浜区高洲

㈱ Implement

進・普及のため、地域を挙げて健康経営

先端医療や予防医療に力をいれています。

中央区

は、
「大学の知的資源が県内企業の健康

クリニック経営のサポート・医療コンサルタント

Paprika

経営の促進に役立てれば」としている。

【代 表】 内野 善裕 ☎043-216-2525
【所在地】 美浜区高洲

美浜区

戸市の神戸ポートピアホテルで開かれ、 マに集まった広告関係者１，５００人

㈱健康畑カトリ 美浜ホームクリニック

一時預かり保育

向上につなげていく。

美浜区

ドローンの販売と、それに伴うサービスの提供

一時預かり保育ペピーハウスにしかわ

【代 表】 西川 美紀 ☎043-291-9369
【所在地】 緑区おゆみ野

の意識向上への取り組みを実践するこ

企業の海外展開、貿易に関するコンサルティング
を中心に経営戦略等の相談対応

【代 表】 猪俣 敏一 ☎043-306-5860
【所在地】 中央区松波

緑区

締結式で、同連合会の石井俊昭会長

☎043-205-5767

㈱アークステーション DroneTechnica

とを目指し、千葉県商工会議所連合会、

【代 表】 小髙 一男
【所在地】 中央区中央

中央区

外構工事

は、
「若手社員中心に予防の大切さに気

小髙コンサルティングオフィス

飲食店の経営、食品及び販売業務、日用品雑貨など販売

誠工業

【代 表】 斉藤 誠 ☎090-1033-3712
【所在地】 若葉区若松町

全国健康保険協会（協会けんぽ）千葉支

中央区

☎043-235-3666

付くきっかけにしてもらい、中小企業の

住宅アルミサッシ総合販売、住宅リフォーム

【代 表】 増田 照子
【所在地】 若葉区都賀

若葉区

部及び千葉大学による連携協定を結ん

【代 表】 大石 浩二 ☎043-286-0641
【所在地】 花見川区内山町

㈱Ｊ＆Ｃ 和唐

健康経営に対する意識が高まることを

若葉区

だ。今後、三者間で健康経営のノウハウ

㈱横戸建装

期待したい」
。また、同大学の徳久学長

花見川区

（順不同・敬称略）

の提供や健康に関する情報提供、啓発活

新入会員 のご紹介

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント
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夢シティちば 2017年₆月号

8

Q4 訪問した企業数

「定年まで勤めたい」
が昨年同様１位で、平成19年
から11年連続となり、２位は「とにかく様子をみて
みる」となった。３位は女性参加者が多かったこと
もあり
「結婚・出産まで勤めたい」
で、昨年と同位と
なった。

１位は
「１社」
、２
位は
「２社」
、
３位
「４
社」
となった。
その他、 5社（8％）
最 高 訪 問 数 は「10
社」と回答した参加
者が2名おり、20社 4社（10％）
以上を訪問した参加
3社（2％）
者はいなかった。

わからない
（12％）

その他
（3％）

6社（3％）

10社（5％）

１社（47％）

2社（25％）

独立するまで
勤めたい
（5％）

結婚・出産まで
勤めたい
（14％）
結婚・出産後も
勤めたい
（2％）

Q8 勤務するうえで、
最も不安に思っていること
１位は昨年３位の「生活環境の変化に対応できる
かどうか」
で40％、次いで
「仕事をうまくやっていけ
るかどうか」が36％で２位。
「不安などない」と回答
した参加者も１％いた。

「仕事が面白そ
う」
が昨年と同様1
位、
次いで
「会社が
堅実で安定性があ
る」
と
「自分の能力
や個性が活かせる
と思った」が同率
で２位となった。
その他の理由と
しては「会社に将
来性がある」
、
「通
勤に便利」
、
「技術
が覚えられる」な
どがあった

先輩や知人が
勤めている
（5％）

福利厚生施設が
良い（4％）
その他
（3％）

給料が良い
（5％）

仕事が
おもしろそう
（14％）

労働時間が短
く休日が多い
（5％）

会社が堅実で
安定性がある
（13％）

経営者に魅力を感じた
（7％）

自分の能力や
個性が活かせる
と思った
（13％）

技術が覚えられる
（9％）
会社の将来性
がある
（10％）

通勤に便利
（12％）

平成29年４月４日（火）
、５日（水）

◆調査対象

平成29年度の新規学卒・中途就職者

◆調査方法

 記調査日に開催した新入社員研修に
上
おいて、参加者に調査票を配布し、そ
の場で回収した。

◆回答者数

基本的なマナーや
常識が不足してい
るのではないか
（13％）
上司、先輩、同僚
との人間関係
（10％）

生活環境の変化に
対応できるかどうか
（40％）

仕事がうまくやっ
ていけるかどうか
（36％）

楽しい生活が
したい
（29％）

その他（5％）

自分の能力をためす
生き方をしたい
（20％）

経済的に豊かな
生活を送りたい
（24％）

社会のために
役に立ちたい
（12％）

夢シティちば 2017年₆月号

男性25名、女性17名

Q3 今の会社を知った方法
その他（7％）

昨年同様、1位が
「楽 専門的知識を
身につけたい
しい生活がしたい」
、
２
（10％）
位は「経済的に豊かな
生活を送りたい」
、
３位
は昨年同様「自分の能
力をためす生き方をし
たい」
となった。

1

◆調査内容 「会社を選んだ理由」や「不安に思う

こと」など、新入社員の意識に関する
もの。
（調査結果の項参照）

Q6 働く目的

不安などない
（1％）

11

◆調 査 日

自分で探した
（10％）

求人情報サイト
（15％）

計42名

11

Q2 就職活動で苦労したこと Q1 就職活動について
説明会・面接等の
日程調整
（10％）
その他
（12％）

会社の情報
の入手
（15％）

先輩や知人が
勤めている
（2％）

やや厳しかった
（2％）

就職活動の期間が
長かったこと
（19％）

厳しかった
（18％）
順調だった
（40％）

学校就職課
（56％）

親・知人
（10％）

2

新規学卒社員の傾向を知ること
は、社員管理に必要かつ有用です。
アンケートの結果を今後の採用等
にご活用ください。

ほかに良い仕事が
あれば転職する
（7％）

Q5 今の会社を選んだ理由

勤続意欲は
「定年まで勤めたい」
が 年
連続 位となり、「とにかく様子をみてみ
る」
は２位となった。
会社を選んだ理由の
１位は
「仕事がおもしろそう」
、 位は
「会
社が堅実で安定性がある」
、
「自分の能力
や個性が活かせると思った」
であり、
積極
的な勤続意欲が意識として表れた。

とにかく様子を
みてみる
（24％）

定年まで勤めたい
（33％）

仕事に対する意識とは……

Q7 勤続意欲

新入社員職業意識調査結果

トピックス

競争が
厳しかった
（6％）

会社の選定
（38％）

ほぼ順調だった
（40％）

「順調だった」
「ほぼ順調だった」とも
に40％であわせて８割となり比較的順
調だったことがうかがえる。

夢シティちば 2017年₆月号

10

13

夢シティちば 2017年₆月号

夢シティちば 2017年₆月号

12

月

日㊎

千葉市大型店会新年度事業に向けて
千葉市大型店会・第 回定時総会

千葉市大型店会（豊田代表幹事）は、
第
回定時総会を開催した。平成 年度事
業報告および収支決算、平成 年度事業
計画（案）および収支予算（案）につい
て原案どおり承認され、その後、新年度
役員選任を行った。
今年度はイオンリテール㈱イオンマリ
ンピア店が代表幹事、㈱かねたや家具が
会計監事、㈱イトーヨーカ堂アリオ蘇我
が幹事に決定し、大型店に関する諸問題
の対応、会員相互の情報交換を適宜行う
こととした。
会議終了後は懇親会を開催し、千葉商
工会議所石井会頭、木原専務理事を迎え、
活発な意見交換が行われた。

都市開発・産業政策委員会

４月 日㊋
提言の回答に対する意見交換
および本年度計画について協議

小

売 部

４月 日㊌
平成 年度の
事業計画について協議

会

正副部会長・所属議員・常任委員会議

設 部

会

小売部会（中島部会長）は、正副部会
長・所属議員・常任委員会議を開催し、
平
成 年度の事業計画について協議した。
小売部会セミナーは８月に実施するこ
ととし、講師も決定した。また、視察会
は 月に開催することで合意し、今後の
会議で詳細を計画することとした。
会議後、平成 年度事業計画概要につ
いて説明した。また、会員増強について
部会の支援を依頼した。

建

４月 日㊌
正副部会長、所属議員および
常任委員会議を開催

４月

金 融

日㊍

部

新金融部会長を選任

部

会

会

全体会議

年度部会運営について協議

日㊌

卸 売

金融部会（勝澤部会長代行）では、４
月の人事異動により空席となった金融部
会長を新たに選任すべく、部会員を招集
し、金融部会全体会議を開催した。
会議で、新部会長の選任について協議
したところ、千葉県信用保証協会の会長
である床並道昭氏が全会一致で選任され
た。
その後、新たに新部会長となった床並
部会長のもと、新年度事業計画について
協議し、原案どおり承認された。
会議終了後、昼食を兼ねた意見交換会
を開催し、和やかな雰囲気のなか終了し
た。

４月
平成

正・副部会長、所属議員および常任委員会議

４月

医療・介護部会

日㊎

新入部会員の歓迎会を開催
新入部会員歓迎会

医療・介護部会（藤本部会長）では、
新
規事業である「新入部会員歓迎会」を開
催した。
今回は部会の結束を高めるために開催
し、
前年度入会された新入部会員の他、
初
めて部会事業に参加された方も含め活発
な歓迎会となった。
藤本部会長、河野常務理事の挨拶の後
柏戸相談役の乾杯で懇親が始まった。懇
親においては自己紹介の時間を設け、各
出席者から自社の現状や事業内容につい
てのＰＲ、会議所に対する意見などが述
べられ、出席者相互の交流を深めた。

道場店・稲毛店・銀座店

正・副部会長、所属議員および常任委員会議

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

14
夢シティちば 2017年₆月号
夢シティちば 2017年₆月号

15

21

電気とシステムの総合コンサルタント

手みやげに一番

20

卸売部会（山口部会長）は、正副部会
長・所属議員および常任委員会議を開催
し、
「平成 年度 事業報告」
「平成 年度
事業計画（案）
」などについて協議を行
い、両議案とも原案通り承認された。
今年度の主な事業としては、「３部会合
同親睦ゴルフ大会」
「視察研修会」
「研修
セミナー」を開催する予定。親睦ゴルフ
大会は建設部会および工業部会と合同で
５月 日㈮に開催することとなっている。
その他の報告事項として、当所の今年
度の事業計画や会員増強に関する取り組
みなどが説明された。
29

都市開発・産業政策合同委員会

29

29

28

42

建設部会（大久保部会長）は、正副部
都市開発委員会（飯沼委員長）および
会長、所属議員および常任委員会議を開
産業政策委員会（佐藤委員長）は、本年
催し、
「平成 年度事業報告」
「平成 年
度１回目の合同委員会を開催した。
」
「３部会合同親睦ゴル
度 事業計画（案）
前年度提出した提言に対する千葉市の
回答について、意見交換を実施したうえ、 フ大会」などについて協議を行った。
当部会の今年度の主な事業としては
本年度はテーマを絞って提言活動を行う
「３部会合同親睦ゴルフ大会」
「視察研修
こととした。
会」
「研修セミナー」を予定している。
具体的なテーマとして、
「バスターミ
親睦ゴルフ大会は、今年度も建設・工
ナルの設置を含めた公共交通対策につい
業・卸売の３部会合同での実施とし、準
て」
「再開発の促進について」
「ＩＲの誘
備を進めている。
致に関する研究」で決定した。
その他の報告事項として、当所の今年
度の事業計画や会員増強に関する取り組
みなどが部会員向けに説明がなされた。

28

29

28

29 26
26

26

4
42

29 19

29

11

28

25

4・5月
タイムライン

運

日㊍

輸 部

会

自 由 業 部 会

工 業

部

会

日㊍
年度事業報告・
年度事業計画 案( を)協議

月 日㈮

時～ 時

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

【日 時】

時～ 時

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

1.11％

月 日㈮

階 特別会議室

【会 場】 千葉商工会議所

【担 当】 榎本 初雄 弁
  護士
【相談料】 無料（秘密は厳守します）
【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

要
不
（平成29年4月12日現在）

担保・保証人
利
金

４月

５月
平成
平成

小林 正英

４月 日㊎
平成 年度の事業について
常任委員を交えて協議

弁理士
（据置１年以内）

10年以内

2,000万円以内
設備資金

融資限度額
返済期間

平成 年度の事業報告（案）、平成 年
度の事業の進め方について協議

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

小林 正治

正副部会長・所属議員および常任委員会議

千葉商工会議所会員
小規模事業者の方に有利な融資制度

総合防犯設備・用品

マル経融資とは

正副部会長・所属議員および常任委員会議

自由業部会（水野部会長）は、
正副部会
工業部会（長谷部部会長）は今年度第
一回目となる正副部会長・所属議員及び
長・所属議員および常任委員会議を開催
した。開催に先立ち、水野部会長は「今
常任委員会議を開催した。「平成 年度事
回初めて常任委員の方々にも、ご出席い
業報告」
「平成 年度事業計画（案）
」に
ただいた。部会運営について忌憚ないご
ついて協議を行い、両議案とも原案どお
り承認となった。
意見をいただきたい」とした。
今年度の工業部会の事業については、
「平成 年度事業報告」
「平成 年度事
業計画（案）
」について協議を行い、
両議
例 年 行 っ て い る「 視 察 研 修 会 」
「セミ
案とも原案どおり承認となった。
ナー」
「３部会合同親睦ゴルフ大会」に加
今年度の自由業部会の事業については、 え、今年度から新たに「新入部会員歓迎
「視察研修会」
「セミナー」
「他部会との親
会」を開催する予定となっている。
睦ゴルフ大会」を開催する予定となって
その後、当所の今年度の事業計画等に
いる。
ついて説明するとともに、千葉職業能力
その後、当所の今年度の事業計画、会
開発促進センター・千葉市経済企画課の
員増強等について説明があった。
担当者からそれぞれの事業について紹介
があった。

弁護士による
商工法律相談（無料）

28

17 17

中小企業診断士による
経営の相談窓口（無料）

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

所長弁理士

29 28 11

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

街頭防犯カメラ

７年以内

（据置１年以内）

運転資金

14 14

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

29

21 16

13

など、経営に関する様々な課題につい
て相談に応じます。是非お気軽にご利用
ください。
ご相談を希望される場合はあらかじめ
お電話にて相談日時をご連絡ください。

時〜 時

時〜 時

17

6

今年度の事業について意見交換が行われた

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

日㈫
日㈮
日㈮
日㈮

17

【日 時】
平成 年
月

日㈮
日㈮
日㈫
日㈫

14

7

29

13

14

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

月

14 7 30 20

※日程が変更になる場合があります。

11 4 23 16

正副部会長・所属議員・常任委員会議

29

29 28

28

29

運輸部会（植森部会長）は、正副部会
長・所属議員・常任委員会議を開催し、
平
成 年度の事業報告、平成 年度の事業
の進め方について事務局から説明、協議
した結果原案どおり承認された。
正副部会長・所属議員・常任委員会議
では研修を折り込んでの開催、視察会は
他部会と合同で行うこととした。なお視
察地は協議の結果「築地・神楽坂の食文
化と大人の町並み散策」で計画を進める
こととした。

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。

16
夢シティちば 2017年₆月号
夢シティちば 2017年₆月号

17

6

29

昭
道

会

長

並

床
也
進

支社長

形

西
隆
充

支店長

村

北
愼
問
顧

夫
康
又

千葉県信用保証協会
東京ガス㈱千葉支社
野村證券㈱千葉支店
千葉構内タクシー㈱
勝又自動車㈱

波
斯
代表取締役社長

勝

7

28 27

28

新たな議員
議員職務執行者の変更

4・5月
タイムライン

Chiba Information
＜ちばインフォメーション＞

わが社の

イチオシ社員

千葉市若葉区上泉町424-17
電話／043-239-8171
FAX ／043-239-8170

太田洋一
代表取締役社長

成 ）年、私は 歳でした。会社とし

スに晴れて入社したのは２００７（平

ハローワークで紹介され、太田プレ

太田プレス株式会社
てもベテランが多く社員が高齢化して
いたので、世代交代をはかっていた時
会社からまず言われたのは「募集し

期です。

私はトルコ出身で、自国の学校で日

テロなどで観光客が激減し、２００４
私は日本語を話すことはできたけれど、

日本では、それまでも好きだったモ
らったのに、会社の期待に応えられる

るかもしれない。せっかく雇っても

とはできないので、もっと時間がかか

ノづくりの仕事に就きたいと思い、製

のか、また外国籍の従業員は私一人な

従業員の８割が外国人だったのですが、

多かった。また人間関係も派閥などが

けれども入社してみると、同年代も

かったですね。

とも聞くことができ、仕事を覚えやす

がしたかったんです。

トカットをはかっています。

を扱っているのですが、私が担当して

を製造しています。約２００アイテム

当社は主に自動車部品であるナット

人や後輩は質問がしたくても遠慮して

の作業に専念し没頭しているので、新

といってくれるのですが、誰もが自分

気。先輩方は「なんでも聞いてくれ」

輩の背中を見て自分がついていく雰囲

はこうした現場はどちらかというと先

それと、会社に入った頃に感じたの

分が使っている機械が壊れた時には自

なせるようになって、将来的には、自

しかったですね。機械もさらに使いこ

る」
と褒められたんです。
それが一番嬉

すが、先日、部署を「うまく回してい

分がやらなければいけなくなったので

た。組織改革もあり、先輩の役割を自

区から若葉区の新工場に越してきまし

去年の３月に旧工場があった花見川

いるのは、その第一工程の圧造という

しまいがちなんです。最近では製造マ

分で修理できるようになりたい。

台あり、 人が仕事をしています。

作業です。圧造関連の機械は全部で
圧造部門では、機械で鉄製のワイ

ニュアルができたので、私たちも後輩

最近すごく嬉しかったのは、私が使

言われたこと。これは私の技術を認め
てもらえたということですよね。まさ
に現場は腕と技を磨く職人の世界なん
です。
私が担当する段階で精密さを追究し
ておかないと、
次の工程、
その次の工程
に影響がでてしまう。各段階でそれぞ
れの担当が緻密な仕事をしてこそ、高
い品質の製品づくりにつながる。自動
車部品はとても高い品質が要求される
のでそこは配慮しつつ、消耗品などは
できるだけぎりぎりまで使用し、コス

イルディズタッシュ君は、太田プ
レスに入社して 年になります。他
国での文化の違いや言葉の壁を乗り
越え、人一倍努力して製造技術を習
得したと思います。今後は、機械の
構造の仕組みを学んで、技術をさら
に磨いてほしいですね。

古川吉三製造部長からのメッセージ

らも頑張っていきたいです。

えているという責任感を持ってこれか

思っています。会社の活躍は現場が支

用していただいき、本当に幸せだと

グローバルな会社に正社員として雇

ヤーをまずカットして、それを変形さ

い。また、朝と夕方と同じ品質に仕上

この仕事に就いて、手作業ではなくて

り、微調整したりしなくてはならない。 んですが、それでも仕上がりがいいと

用している機械はほかよりも少し古い

会社のグローバルな活躍は
現場が支えている

に教えやすくなりました。

とを実感しました。

もモノづくりには勘所が重要であるこ

私は正社員として腰を落ち着けて仕事

に子供もいて、家も購入していたので、 ないのでなじみやすく、分からないこ

正社員にはなれないという。
その時、
既

た会社はゴムの成形を主に行っており、 ので周囲に溶け込めるかも不安でした。

造業の世界に入りました。最初に勤め

した。

仕事の説明書など文章を読みこなすこ

るまでに５年はかかる」ということ。

ている圧造の機械操作を一人前にでき

たが、２００１（平成 ）年の９・

本語を学び、観光ガイドをしていまし

トルコから日本へ
モノづくりの仕事を希望

イルディズタッシュ・イブラヒムさんにお話を聞きました。

アメリカや中国をはじめ、日系自動車メーカーの世界各地の
生産拠点に製品を供給している太田プレス株式会社。千葉市発
でグローバルに活躍する企業で、約 年製造工程を支えてきた

モノづくりの会社で自分の腕を磨き、
高品質の製品をつくりたい

太田プレス株式会社

イルディズタッシュ
・イブラヒム

19

（平成 ）
年に妻の国である日本に来ま

11

せるのですが、カットや変形のため

ばらつきのない製品をつくるには
勘所が必要

13

製造部

10

16

げるには、消耗品である金型を変えた

わってしまう。その調整がとても難し

も、ちょっとした具合で仕上がりが変

い。製造マニュアル通りにセットして

に金型をセットするのがとても難し

22

18
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19

29

10

11

平成 年度税制改正
（法人課税設備投資関係）
平成 年度税制改正が４月１日から施行となりました。

shien.CFC@city.chiba.lg.jp

されました。従来の投資促進税制は見

が創設され、固定資産税の特例も拡充

して、いわゆる中小企業経営強化税制

に関しては、中小企業の設備投資に関

平成 年度の税制改正は、法人課税

〈平成 年度税制改正の概要〉

石橋 秀樹

石橋公認会計士事務所事務所
公認会計士・税理士

対象資産から器具備品を除外し、平成
年３月 日まで２年延長されました。
〈商業サービス業活性化税制の延長〉

従来の産業競争力強化法に基づく上

特別償却又は７％税額控除は平成 年

び建物付属設備を取得した場合の ％

経営改善指導に基づき、器具備品及

乗せ措置に代わり、中小企業経営強化

３月 日まで２年延長されました。

産があります。対象資産は、改正前と

と、収益力強化設備
（Ｂ類型）
の対象資

法に規定する生産性向上設備
（Ａ類型）

％の税額控除を受けることができます。

の即時償却、又は取得価額の７％又は

を取得した場合には、取得価額１００％

から平成 年３月 日までに対象資産

ることが出来ますが、平成 年４月１日

新聞報道が多い所得税関係の配偶者控除の改正他に関しては、次回以後で、取り上げます。

商工会議所会員の皆様に活用を検討頂きたい法人税改正の設備投資関係を今回、取り上げます。

Ｅメール

手続きとしては、経営力を向上させ

〈固定資産税の特例〉
最低賃金が全国平均以上の千葉県

年３月 日までに取得した生産性を

５％以上となることが見込まれる経済

型）
の場合には、
年平均の投資利益率が

の認定を受ける必要があります。（Ｂ類

計画
（事業計画）
を作成し、中小企業庁

で、法人税の申告だけでなく、所在す

税制との併用が認められておりますの

年間減額されます。中小企業経営強化

高める機械装置等の固定資産税が、三

ります。

償却方法が年割から月割に変更等があ

器に関する特別償却の延長、営業権の

その他設備投資関連では、医療用機

る市町村役場に申請をされて下さい。

中小企業投資促進税制に関しては、

〈中小企業投資促進税制の見直し〉

なります。

産業大臣の確認を受けることが必要と

る取り組み内容を記載した経営力向上

店・宿泊業等の業種のみですが、平成

属設備 万円以上が、追加されました。 は、労働生産性が全国平均未満の飲食

比較し、器具備品 万円以上、建物付

31

直しされ、特別償却の期間等は延長さ
相続税等の資産課税は、自社株評価
方法の見直し、事業承継税制の要件緩
和等がされました。

31

31

個人所得税は、平成 年分からの適

31

31

用ですが、
納税者の給与収入に応じ、
配
偶者
（特別）
控除の拡大と制限、積立Ｎ
ＩＳＡの創設等がされました。
今回は、法人課税の中小企業の設備
投資関連に関して、解説いたします。
〈中小企業経営強化税制の創設〉
平成 年７月１日より、中小企業経営
強化法が施行されました。経営力向上計
画の認定を受けた事業者は、機械及び装

31

30

31 30

千葉市では、男性の育児休業取得を推進するため、市内の中小企業等に勤務する男性と雇用主に対し、
奨励金を支給します。

置の固定資産税の軽減や金融支援を受け

31

60

れました。

FAX 245-5629

☎245-5105

●これから事業を始められる方を応援します！

ホームページ http://www.chiba-cgc.or.jp/

●お客様に合わせた経営支援でサポートします！

創業サポートチームによる創業相談窓口･
中小企業診断士による夜間相談窓口は、
当協会ＨＰからご予約いただけます。
創業に関する基本的なことから創業時の資金調達にいたるまで、
お客様の夢の実現に向け、
サポートいたします。
ライフステージごとの経営課題解決に向け、経営相談や外部機関と連携した専門家派
遣等でサポートいたします。

℡043-221-8110
松戸支店

℡047-365-6007
信用保証協会がお客様の保証人となることで、金融機関からの資金調達力が高まります。

店
本

●金融機関からの資金調達をサポートします！

検索

詳しくは、 千葉市 男性の育児休業

【支給要件】
下記支給要件のすべてに該当することが必要です。
＜支給対象事業主＞
①常時雇用する労働者が300人以下の企業、法人等の中小企業
であること
②千葉市内に事務所を有すること
③雇用保険の適用事業主であること

＜男性の育児休業取得者＞
①上記支給対象事業主に雇用されている千葉市在住の男性労働者
であること
②平成26年4月1日以降、その養育する3歳未満の子に対して勤
務を要しない日を除いて連続する10日以上の育児休業を取得
し、職場復帰後１か月以上勤務していること
③市税の未納付がないこと

10

20
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千葉市こども未来局こども未来部幼保支援課
申請・お問合せ先

④労働協約または就業規則により育児休業制度を設けていること
⑤市やマスメディアの取材等広報に協力すること
⑥市税の未納付がないこと
【対象者と支給額】
（1）10日以上育児休業を取得した男性労働者：5万円
（2）上記労働者を雇用する事業主
（１人につき）
：20万円
※常用雇用者100人ごとに育児休業取得者1人までとする。
（最大300人以下3人まで）

29

29

30

29

男性の育児休業取得促進奨励金をご活用ください
29 29

28

外部からのお知らせ
Advice to management

まずは、お気軽にお問い合わせ、
ご相談ください！

〈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

英文契約書の裏面約款の留意点について

https://www.jetro.go.jp/world/
qa/04A-000A42.html
自社に有利に契約書を作成すること
は相手との交渉事ゆえ簡単ではありま
せんが、取引遂行上リスク回避の為に
は粘り強く進めてください。

は削除を申し入れる、②相手が修正に
応じない場合、裏面約款は承諾しない
旨を文書で申し入れる、又は不同意箇
所に斜線を引く、
等が考えられます。
尚、
表面約款と裏面約款の同じ項目で記載
内容に差異があった場合は表面約款が
優先されます。
今後、取引が継続拡大していく場合
は、弁護士等とも相談して自社で契約
書を作成し、裏面約款についても自社
が不利にならないように準備すること
が重要です。貿易取引では、契約書式
を巡っては、下記ＵＲＬに記載のよう
な「書式の戦い（Ｂａｔｔｌｅ ｏｆ
Ｆｏｒｍｓ）
」が起こります。

ガーデニング機材の販売事業を行っています。この度オランダより小型運搬機を
輸入することになりました。 契約書が送られてきましたが、当該契約書には裏面に
も文言が記載されております。内容チェックに際しての留意点につき教えてください。

英文契約書には通常、
（イ）増加費用、（ロ）保険、（ハ）検査、
その表面には当該取引に （ニ）品質保証、
（ホ）クレーム、
（へ）
おける個別の取引条件に
不可抗力、
（ト）製造物責任、
（チ）仲
ついて記載されています
裁、（リ）準拠法等などがあげられます。
（表面約款）
。一方、裏面
上記各項目で注意する点として、
（イ）
契約日以降の事情変更で輸送費その他
には取引全般に関する一般的な条件が
費用の増額分が買主負担とならないか、
記載されています（裏面約款）
。因み
付保範囲や保険費用の負担者は明
に表面約款の内容は、当該取引を特定 （ロ）
（ハ）検査時期は現地出荷前で
すべき①売主・買主等の契約当事者名、 確か、
なく本邦到着後となっているか、
（ニ）
②商品、③品質、④数量、⑤価格、⑥
品質保証期間は製品の特性からみて十
保険、⑦支払条件、⑧船積み時期、⑨
分な期間か、
（ホ）クレーム事項が発
仕向地、⑩検査、⑪梱包などの事項で
生した場合には提起の期間に余裕があ
す。これらは契約交渉の中で双方が合
るか、
（へ）不可抗力範囲が相手方自
意したものであり、契約当事者間の確
（ト）
認項目とも言えます。
一方、
裏面約款は、 身の責任にまで及んでいないか、
製造物責任は相手側の免責となってい
交渉過程では協議されていない事項が
ないか、（チ）仲裁地はどこの国か（相
多く、契約書作成者は予め自社にとっ
手国より日本が望ましい）
、
（リ）係争
て有利なことを印刷しています（印刷
となった場合の準拠法はどこの国の法
条項とも呼ばれる）
。従って、
内容を確
律となるか（相手国の法律の場合は不
認しないで契約書にサインすることは
利となる）等があげられます。
避けるべきです。
裏面約款の条件に合意できない場合
裏面約款の記載内容の中で今回の取
の対処方法としては①相手方に修正又
引遂行上の主な注意事項としては

コンサルタントを活用する方法

ることも大切ですが、第三者の意見を
聴くことで、自社の置かれている立場
を俯瞰し、視野が広がります。
私の事例で恐縮ですが、ある社長が
新規事業について私に語ってくれたこ
とがありました。しかし、顧客に対する
考え方や提供するサービス内容がちぐ
はぐで一貫性を持っていないと感じま
した。ご本人はそのことに気が付かず、
どのようにすれば受注を伸ばすことが
できるのか、その手段について熱っぽ
く語っています。社長の話をじっくり
と聴いた上で、私は事業の一貫性がな
いことと、本当に社長がやりたいこと
なのかどうか質問しました。
結果、
本当
は別にやりたいことがあるのだが、体
制が整っていない。しかし、売上を伸
ばすためにできそうなことを検討して
いる、といったことを語りました。話
を聴いて、私は社長のやりたいことに
焦点を当てたコンサルティングに主軸
を移し、社長は満足しています。
第三者として私がじっくりとヒアリ
ングして、疑問に思ったことを投げ掛
けたからこそ、この社長は意識が変わ
りました。おそらく一人で考えている

経営する上での不安を払しょくする
ため、何人ものコンサルタントから話を
聴いたり、多くのセミナーに参加する社
長がいます。ただし、あれこれと人数を
増やすのは要注意。会社の状況を中途半
端に理解したままの助言や、社長の話
を聴かず、自身の体験や考えを伝える
だけのコンサルタントは表面的なある
べき論しか伝えることができません。
先ほどの事例の社長がまさにその状
況でした。異業種交流会で知り合った
コンサルタントから売上を伸ばす手法
を聞いて、それを実践しようとしてい
たのです。売上に結びつかないという
焦りが生んだ結果です。
まずは、何人ものコンサルタントと
出会い、
しっかりと社長の話を聴き、
か
つ会社の置かれた状況を理解してくれ
る人を見つけ出して、じっくりと向き
合うことをお勧めします。

■コンサルタントへの依存に要注意

だけではあらゆる手段を講じても収益
に結びつかずに苦労していたかもしれ
ません。

コンサルタントは、税理士などと異なり業務範囲が明確ではありません。その
ためお金を出してコンサルティング契約を締結するまでに至らない会社が多いの
が実情。ただし、コンサルタントは自社を伸ばす起爆剤となることがあります。

中

■コンサルタントと契約する意味
コンサルタントが活躍するのは大き
く分けて二つと考えています。
①外部
 （公的機関や金融機関）への申
請や交渉において必要
②自社内部の改善活動において必要
①は「ものづくり補助金」の申請書
や、金融機関に提示する返済計画を含
めた事業計画書が該当します。ゴール
が明確なため、企業も頼みやすいとい
うメリットがあります。②は、企業の
内部に入り込んで、会社を改善してい
くコンサルタントです。外部の力を借
りることで更なる革新を遂げる可能性
が高くなります。
ただし、②は、コンサルタントが何
をするのかがわかりにくく、かつその
効果測定が難しいため顧問契約まで踏
み切る会社が少ないようです。

■ コンサルタントが最も役に立つときは
コンサルタントの活用で最も重要な
ことは、外部の視点を取り入れるとい
う点につきます。一人でじっくり考え

中小企業診断士
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ナビ

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
http://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

稲垣 桃子

Ａ Q

企業診断
小
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「ちーバル」は、過去５年にわ
たり、皆様より多大なご支援をい
ただき、また多くの市民の皆様に
支えられ、参加店舗数においても
日本有数の街バル（食べ歩き・飲
み歩き）イベントに成長し、千葉
中心市街地を盛り上げる役割を
果たしてまいりました。
今年も何より千葉を楽しくす
るべく、新たな楽しい仕掛けを携
えて開催することといたしまし
た。
「ちーバル２０１７」を通し
て参加者が千葉の魅力を再発見
するとともに、千葉中心市街地が
「もっと人が集まる、魅力ある地
域」になるための一助となれば幸
甚と存じます。
ちーバル特別部会長

中島 悠介

山本 俊子

千葉市中心市街地まちづくり協議会

ちーバルは本年で６回目を迎
えますが、イベント運営会社等に
企画を依頼せず、地域に関わる個
人・団体・企業が企画し、運営を
行うことにより自ら街づくりを
していくという目的を実現させ
ています。今後も、皆様とともに
「ちーバル」を創ってまいりたい
と存じますので、ご支援、ご鞭撻
をいただきますようお願い申し
あげます。

ちーバル実行委員長

月

日㈮です。協賛も募集し

ちーバル参加店舗の募集が開始されます。
申込締切は

写真を撮る等、観賞していただき
ました。

のお問い合わせをいただく程の大
盛況でした。
出店ブースには、当会員㈱プチ
ボナムの丹波さんによる「木のお
もちゃのアナログゲーム」＆「ロ
ーズウィンドウペーパークラフ
ト」の体験講座が出店され、こち
らも沢山のお子様で賑わっていま
した。
市内の多くの皆様に、江戸時代
から伝わる伝統文化の「つるし
雛」の良さを広めて戴く機会とな

今年で２回目の参加となり、開

拶の後、古谷伝統文化委員長と共

オンリテール㈱関副支社長のご挨

市長ご挨拶に続き、髙梨会長、イ

ります。今後、市民活動に広く展

の年間スケジュールを掲載してお

先月５月号に「つるし雛教室」

りました。

催記念セレモニー会場には当女性

につるしびな教室に参加しました。 開させて戴けることが会員の願い

開催記念セレモニーでは、熊谷

会で作製しました「つるし雛」を

教室は満席となり、受付には「他

です。

イオン様特製のショーケースに展

関東商工会議所女性会連合会第
千葉大会 盛会裏に終了

回総会

場：幕張海浜公園（千葉市美浜区美浜1）
催：千葉市民花火大会実行委員会

【問い合せ先】
会
主

Tel．043-222-0300 E-mail：keieik-g@chibacity-ta.or.jp

77

８００名を超える皆様にご参加い
ただき、大会を盛会裏に終了でき
ましたこと、心より感謝申しあげ

ので、今後とも引き続きご指導賜

会長 髙梨 園子

千葉商工会議所女性会

田千葉県知事、熊谷千葉市長など、 りますようお願い申しあげます。

として藤井関東経済産業局長、森

献に努めて参る所存でございます

皆様のご支援を糧に、ますます

ます。

千葉市民花火大会実行員会事務局
千葉市、千葉商工会議所、公益社団法人千葉市観光協会、
株式会社幕張メッセ、 幕張新都心ホテル協議会、株式会社ベイエフエム

時：8月5日（土）19時30分～20時30分

なり、関東商工会議所女性会連合

６月２日㈮、当女性会が主管と

※荒天または強風の場合は中止。

日

女性会活動に精進し、社会への貢

会第

れ、関東管内 の女性会、ご来賓

32

参加しました。

千葉市民花火大会実行委員会では、日本一の長さを誇る人工海浜の特徴を生かした
国内有数の花火大会になるよう“国内最大級”
２万発の花火打ち上げを企画し、地元企
業の協賛を募集しております。
ご協賛いただいた方には特典として、プログラムに御社（団体）名を掲載するとともに、
協賛金額に応じて協賛者席入場券をプレゼントいたします。詳細につきましては、実行
委員会事務局へお問い合わせください。

の会場でも開催していないか」と

フェアｉｎイオンスタイル鎌取に

統文化委員長と事務局とで千葉市

４月 日㈯、髙梨会長、古谷伝

当女性会は、伝統文化委員会活動の一環として、千葉
市フェアｉｎイオンスタイル鎌取にて開催された体験企
画つるし雛教室等に参加しました。

つるし雛！ 千葉市フェアに参加
「展示＆教室」（イオンスタイル鎌取）

ておりますので、詳細はお問合せください。

7

（公益社団法人千葉市観光協会内）
アクセス：JR京葉線「海浜幕張駅」より徒歩15分
つるし雛教室に参加

［協賛企業募集中 締切6月30日（金）まで］
回総会千葉大会が開催さ

当女性会が作製したつるし雛の展示

32

7

示していただき、多くのお客様が

熊谷市長ごあいさつ

千葉商工会議所産業振興課内 電話 043-227-4103 FAX043-227-4107

URL:http://www.chiba-cci.or.jp/joseikai/
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 （事務局）千葉市中央区中央2-5-1
〈問合せ先〉千葉市中心市街地まちづくり協議会

女性会
編集：千葉商工会議所

中心市街地NEWS
まちづくり事業情報

平成29年度千葉YEG

総務広報委員会 委員長
株式会 社 ケ ー ズ ネ ッ ト ワ ー ク

瀬戸秀明

親睦交流委員会 委員長
株式会 社 広 絆

小川広太

本年度、総務広報委員会の委員長を務
めさせていただきます、瀬戸秀明と申し
ます。
千葉ＹＥＧの更なる連帯を高められる
ように、そして地域の発展に少しでも貢
献できるように委員一同、力の限り行動
いたします。
また、各委員長と共に会員全員が充実
した一年を過ごせるように緻密な計画を
実行して参りたいと思います。
一年間、様々お世話になりますが宜し
くお願い致します。

田中あすか

４月 日
（水）
に、千葉商工会議
所 階第２ホールにて第 回定時
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・第１
 号議案
平成 年度事業報告書承認に関

もに、今年度さらに進化した千葉
する件

平成 年度収支決算書承認に関

する件

ＹＥＧとして、深化させた活動を
・第３号議案

総会が開催されました。定時総会

行うための計画を決定する重要な

・第２号議案

28

は、前年度の活動を総括するとと

42

会議です。会場には来賓に千葉商
認に関する件

平成 年度事業計画書（案）承

平成 年度収支予算書（案）承

・第４号議案

千葉市長の代理として千葉市経済
認に関する件
平成 年度役員選任・変更に関

・第５号議案

て、厳粛な雰囲気の中で総会は執
する件
・第６号議案

議案の審議に入り、副会長が議案

中村会長が議長席に着いてからは、
くださいました来賓の皆様には、

事終了となりました。今回ご臨席

このようにして、定時総会は無

規約改正に関する件

内容の説明を行った上で会員によ
ここで改めてお礼を申し上げます。

なお、定足数については、会員総

ーガンのもとに、さらに地域に必

う！

〈新入会員紹介〉

総務広報委員会 一同

葉ＹＥＧの真価を発揮しましょ

要とされる存在になるために、千

今回審議した議案は次の６件で、 のご協力にも感謝申し上げます。
全ての議案が可決承認されました。 そして、
「ＳＨＩＮＫＡ！」
のスロ

また、参加されたすべての会員

る質疑・採決が行われました。

しのお言葉を頂きました。そして、

続き、来賓よりご挨拶として励ま

開会すると、中村会長の挨拶に

り行われることとなりました。

議所常務理事河野功様をお迎えし

農政局長今井克己様、千葉商工会

工会議所女性会会長髙梨園子様、

工会議所会頭石井俊昭様、千葉商
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数 名中、出席 名、委任状行使
た。

者 名で総会は有効に成立しまし
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今年度、経営開発委員会の
経営開発委員会 委員長
委員長を務めさせて頂く田中
Ｂａｒそらのかけら
あすかです。委員長三年目の
積み重ねてきた経験を活かせ
るよう努めますので宜しくお
願いします。
今年の経営開発委員会テー
マを「愛」
と掲げました。この
テーマを決めたのは、商工会
議所青年部の指針「国際社会
の一員であるべき、国際人と
しての教養を高めよう」と言
う部分をピックアップしよ
うと考えました。国際社会の中での教養を高めるには様々な愛の
カタチを知ることが必要と考えました。皆様の色々な愛のカタチ、
家族、仕事、仲間、地域、世界など、どの様なカタチで普段「愛」
を表現しているか、感じているかを一年間通して考え実行できる
ようにして行きたいと考えています。このテーマ「愛」を皆様と共
有したいと思っているので、愛を感じ合う御付き合い宜しくお願
いします。
私は、青年部の皆様を愛しています。

横山輝男

日立製電気機械器具販売
並びに関連諸設備の設計、施工管理

平成 年度、親睦交流委員会の委員長
を仰せつかった小川広太です。
本年度は
「夏季懇親会」「冬季懇親会」「新
年懇親会」
と三つの事業を担当致します。
日頃のＹＥＧ活動を支えてくれている
家族、従業員により一層の協力と理解を得
られるように、会員同士はもちろん、ＯＢ、
ＯＧや会議所職員と交流を深められるよう
に、さらに関係来賓や友好団体と情報交換
や交流の出来る場を目的とした懇親会の場
を作っていけるよう、委員会一同、精一杯
設えさせていただきますので、一年間どう
ぞよろしくお願いいたします。

福井電機株式会社

☎043－241－6221

対外拡大委員会 委員長

智広

髙山

〜平成29年度事業計画・収支予算を承認〜

有限会 社 リ ク ラ イ ム
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今井経済農政局長
髙梨女性会会長
石井会頭
中村会長

本年度、地域振興委員会
地域振興委員会 委員長
委員長の横山輝男と申します。
株式会社富士印刷
ＹＥＧの綱領や指針に
「地域を支える青年経済人」
「新しい文化的創造」とある
ように、地域振興委員会は
千葉の皆様と実際に交流し、
千葉を盛り上げていく委員
会です。私たちＹＥＧのメ
ンバーがさらに地域に必要
とされるよう一人一人自覚
を持ち、千葉の経済的発展
の支えとなり、豊かで住み
よい郷土づくりに貢献していけるよう取り組んでまいります。
地域振興員会の年間の事業としては、
・ 月 日㈰ 「千葉の親子三代夏祭り」
・ 月 日㈰ 「ちばハロウィン！」（予定）
・ 月中旬「提言活動」
の つです。
この事業を通して、自己を成長させ、頼りがいのある、皆
様に必要とされる千葉ＹＥＧにＳＨＩＮＫＡ！していきます。

（たかやま ともひろ）

第42回定時総会開催！
髙野大海

本年度、対外交流委員会の委員長を仰
せつかりました髙野大海です。
対外交流委員会は「会員拡大事業の企
画・運営」
、
「全国大会等の各大会の取り
纏め」
、「他単会へのお出かけ事業の企画」
が主な事業です。
その中で本年度は「女性会員の増加」
をテーマとして活動していきます。
各委員会と提携して、同じ志を持った
仲間を集め、今まで以上に充実した事業
活動を展開していけるよう、委員会メン
バ ー と 共 に「 千 葉 Ｙ Ｅ Ｇ の Ｓ Ｈ Ｉ Ｎ Ｋ
Ａ！」の１年にしていきたいと考えてお
ります。１年間、宜しくお願い致します。
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委員長あいさつ

青年部通信
千葉商工会議所

中小企業のものづくり産業を技術的に支援し、
新事業や新産業の創出、地域産業の活性化をはかる

超高速液体クロマトグラフ・質量分析装置について説明する森所長

～研究や試験を通して開発技術をサポート
千葉県産業支援技術研究所
限られた人数や機器で取り組む、中小企業における技術
開発や製品開発の過程では、小さな問題が大きな障壁とな
ります。そうした際に、技術面で相談・サポートできる機関
があれば、事業のスムーズな振興と大きな発展につながりま
す。県内産業の振興をはかる千葉県産業支援技術研究所の
森文彦所長にお話を伺いました。

千葉県産業支援技術研究所とは

＜DATE＞

千葉県産業支援技術研究所
加曽利庁舎

〒264-0017 千葉市若葉区加曽利町889番地
TEL: 043-231-4325

天台庁舎

〒263-0016 千葉市稲毛区天台₆丁目13番₁号
TEL: 043-252-2101

37

拠点としています。

験場を前身とする天台庁舎を

曽利庁舎と千葉県機械金属試

県工業試験場を前身とする加

研究所の組織としては千葉

機械・金属分野の天台庁舎

食品・化学分野の加曽利庁舎
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11

15

調査などを実施、
「材料技術
室」では金属材料や複合材料
の成分分析や物性試験、研究
などを実施しています。

や事業化支援を行います。「技

る共同研究のコーディネート

クト研究また産学官連携によ

研究や組織横断的なプロジェ

共同研究の窓口となり、試験

す。
「プロジェクト推進室」
は

「食品・化学技術室」がありま

ェクト推進室」
「技術支援室」

ります。企業からのファース

における「研究」が主軸とな

ビスを行っています。各分野

か。当研究所では４つのサー

の成長をどのように支援する

中小企業のものづくり分野で

企業のうち ％以上を占める

技術を生かして、千葉県内の

では、こうした専門知識や

ものづくりを支援する
サービス

術支援室」は技術相談の窓口

トコンタクトとしてはまず
「技術相談」を受け、研究員

99
開発・製造技術また品質管理

育種、化学分野における製品

発支援、有用微生物の探索や

加工食品や発酵食品の製品開

場合、当研究所が試験を行い、

ました。技術的な課題がある

１４００件以上の相談があり

な問題について、昨年度は

術開発をはじめ技術上の様々

天台庁舎には「 生産技術

６６００件の依頼を受けてい

します（
「依頼試験」
）
。年間約

その結果を成績書でお知らせ
室」
「材料技術室」があり、「生

共同研究の事例としては三

ます。
デザインや電子・電気技術・

産技術室」は機械、
計測、
産業

っています。

に関する試験研究や調査を行

「食品・化学技術室」では、 が対応します。製品開発や技

支援を実施しています。

であり、横断的な試験研究や

加曽利庁舎には、
「プロジ

電子機器に関する試験研究や

千葉県産業支援技術研究所は千葉県が設置した公設試験研究機関で、ものづくり産
業を技術的に支援し、新事業・新産業の創出、地域産業の活性化を図っています。
成り立ちは、１９３４
（昭和 ）
年に千葉県工業試験場
（現・加曽利庁舎）
が発足し、軽
工業を主体に必要な技術の試験・研究及び相談・指導を実施してきました。１９５４
（昭和 ）
年には千葉県機械金属試験場
（現・天台庁舎）
が船橋市に設置され、１９６８
（昭和 ）
年千葉市天台町に庁舎を移転。機械金属分野である金属製品製造業を始めと
し、精密機械、電気、鉄鋼業等の県内中小企業の技術支援や技術の振興指導につとめ
てきました。２００３
（平成 ）
年に両所が組織統合し、千葉県産業支援技術研究所と
なりました。
現在は加曽利庁舎・天台庁舎合わせて 人
（技術系 名、事務職５人）
。具体的な事
業としては、技術力向上による中小企業の活性化、ベンチャー企業の創出・育成、産
学官連携による新産業の創出等を目指し、そのニーズに応えるため、研究・開発、技
術相談・支援、依頼試験、技術情報の提供、人材育成等の支援を行っています。
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非接触三次元形状測定機による高解像の3Dスキャンが可能
低真空機能付き走査型電子顕微鏡による観察評価

特集
中小企業のものづくり産業を技術的に支援し、新事業や新産業の創出、地域産業の活性化をはかる／千葉県産業支援技術研究所

特集

特集

開催中〜

中小企業のものづくり産業を技術的に支援し、新事業や新産業の創出、地域産業の活性化をはかる／千葉県産業支援技術研究所

7/30㊐

大正から昭和にかけて活動した、
房総ゆかりの画家として著名な椿貞雄（18961957）の没後60年を記念した回顧展。今回は、全国の美術館が所蔵する代表
的な油彩画をはじめ、師である岸田劉生（1891-1929）の作品や次女・夏子
（1926-2004）の型紙絵など約150点を紹介します。
会

期： 開催中〜7月30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

▲▼インクジェット式積層造形装置で作製

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

【関連イベント】

■講演会「愛情の画家

椿貞雄」

【講師】花田美穂（伝国の杜 米沢市上杉博物館 学芸主査）

6月17日
（土）14：00〜（13:30開場）／11階講堂にて／
定員150名（当日12:00より11階にて整理券配布）／聴講無料

■市民美術講座「岸田劉生は何を描きたかったのか」

まだ存在を知らないという経

近年導入した機械や装置の

面観察だけではなく成分まで

営者の方も多いようです。

井電気精機・千葉県産業振興

国の戦略的基盤技術高度化支

分かる低真空機能付き走査型

頻繁に機器設備を利用いた

センター・当研究所が連携し、 一例を挙げると、対象物の表

援事業の一環として行ったの

電子顕微鏡、機械の内部まで

ミュニケーションをとり、そ

が、超音波ホモジナイザーの

速液体クロマトグラフ質量分

こから共同研究につながる可

だくことで、次の開発のヒン

部品を当研究所のパルス通電

析装置など先端の機器を揃え

能性も大いにあります。

撮影できる高精細Ｘ線ＣＴ装

加圧焼結装置を使用して作製

ています。さらに、一昨年導

企業の方々は技術開発・研

開発です。超音波で粒子を粉

し、摩耗による消耗を抑制し

入した非接触三次元形状測定

究などを行う過程で分から

トを見つけたり、研究者とコ

た部品を開発しました。

機は、接触せずに三次元の物

ないことが出てきた場合に、

置、赤外分光分析装置や超高

また当研究所は醸造の免許

体の形状を測定し、図面を作

砕したり、混ぜる作業を行う

を持っており、
味噌や醤油、
酒

できれば嬉しいですね。小さ

我々はその解決のお手伝いを

単なる機器の利用だけでは

なことでも構わないので、ぜ

製します。

所から地域おこしにつながる

なく、企業がデザイン設計し

の試作もできるので、県内各

商品開発あるいはその前段の

ひ、気軽に相談していただき

また、研究所がどんなこと

たものを３次元の形状測定機

を用いて構造計算し、３Ｄプ

をしているのかを詳細に知り

試験などの依頼も持ち込まれ

リンタや３Ｄ切削ＲＰマシン

たい、機械設備などを実際に

たいと思います。

で試作品を作って検証してい

ご覧になりたい場合には個別

で形をとり、ＣＡＤやＣＡＥ

ただいて、製品にする。こう

の見学会も行います。

ます。

した一連の作業が可能な設備

私たち産業支援技術研究所

先端の機器を

もう一つのサービスとして

を整えているので、ぜひシス

では、今後も技術ニーズ・シー

システムとして活用する

は「機器設備の利用」がありま

テムとして活用していただき

場 所： ８階科学実験室A
定 員： 各回20名
参加費： 常設展示入館料のみ
申込み： 電話（043－308－0516）で事前予約。

す。
企業の方ご自身が当研究所

10：00～11：00（小学１・２年生※要保護者同伴）
13：00～14：00（小学３・４年生）
14：30～15：30（小学５・６年生）

ズを的確にとらえ、
技術支援機

時： ７月１日（土）

たいですね。

日

技術開発の過程での課題を

ふしぎの芽が出る夏休み関連講座
「自由研究のテーマを決めてみよう！」

このように当研究所は中小

●夏休み自由研究相談会

相談してほしい

〒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

の機器設備を利用し、
試験や調

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

査を実施することもできます。

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

こちらは年間約１５００件の

【同時開催】
所蔵作品展
「椿貞雄をめぐって―千葉ゆかりの美術」

利用があります。
初回は研究員

7月15日
（土）14：00〜（13:30開場）／11階講堂にて／
先着150名／聴講無料

岸田劉生《狗をひく童女》1924
（大正13）
年
ポーラ美術館蔵

が立ち合い、
使用方法を分かり

■市民美術講座「椿貞雄は何を描いたか」

インクジェット式積層造形装置
椿貞雄《朝子像》1927
（昭和2）
年
平塚市美術館蔵

やすく説明・指導いたします。

6月24日
（土）14：00〜（13:30開場）／11階講堂にて／
先着150名／聴講無料

先着順で定員になり次第、受付終了。
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込：不要 直接会場へお越し下さい。先着順にご案内いたします。

夢シティちば 2017年₆月号

夢シティちば 2017年₆月号

企業の発展の裏方として支援

申

する役割を担っておりますが、

所：10階探究実験室

参加費：常設展示入館料のみ必要

関として、
技術を仲立ちとした

場

人や企業との結びつきを大切

間：７月24日（月）～８月６日（日）
13：00～15：30（最終受付 １５：００）

にし、
千葉県内で地域に根差し

期

て活動する中小企業のお役に

ふしぎの芽が出る夏休み
「テーマを決めたい！」
「調べ方や実験方法のヒントを教え
て！」「上手に工作したい！」「研究テーマをもっと深めた
い！」など、ボランティアが皆様にアドバイスします。

立てるよう努力していきます。

●ボランティアによる夏休み自由研究相談会
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