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ワンランク上のサービスを目指すエステサロン経営者の方に
日本初！４段階に稼働する
“進化系”
よもぎ蒸しベッド

よもぎ蒸しリラックスベッド
特許出願番号2019-148284

2020年11月号 Vol.693
●発行／千葉商工会議所

エステサロンが導入するメリット

●千葉市中央区中央2-5-1
☎043-227-4101

障がい者が能力を発揮できる職場環境を整備し
多様な業務で地域の雇用確保につなげていく

ちばぎんハートフル株式会社 取締役社長

斎藤 千草 氏

【特集】 オリンピック・パラリンピックと千葉のスポーツ史 ③

青木半治が開催に尽力

東京湾岸で埋め立て進む
写真提供：株式会社ニシ・スポーツ

千葉県PRマスコットキャラクター

チーバくん

千葉県許諾第S092号

043-227-4107 【購読料】一部210円（送料込）
会員は会費の中に含まれています。

【経営談話室】

フェイシャルエステやリフレクソロジーと
よもぎ蒸しを組み合わせることで顧客
満足度アップ！ 客単価アップやリピー
ター増加につながります。

よもぎ蒸しリラックスベッド

商品スペック
サ イ ズ：180㎝×70㎝×64㎝
販売価格：180万円（税別）

よもぎ蒸しベッドをお勧めする理由
一度に全身でよもぎの
蒸気を浴びることが
できる

フェイシャルや
リフレクソロジーなどの
サービスと組み合わせ
ることができる

セカンドビューティ代表

ベッドの下で
よもぎ蒸しコンロを
動かせるので
温度調整しやすい

湿気に強く香りのよい
青森ヒバを
ベッドに使用

冨永麻記子

これまでの「よもぎ蒸し」は座るタイプしかなかったので、あったら
いいなをカタチにしました。 来年還暦を迎える私がマイナス10
歳を実現したノウハウをお伝えしたい！ と考えています。

よもぎ蒸しベッド販売記念

よもぎ蒸しベッド体験キャンペーン
プロの方大歓迎！まずは「気持ちいい！」を体験してください！

2時間18,000円

→ キャンペーン特別価格

10,000円（税込）

よもぎ蒸し ＆ エステ よもぎ蒸しベッド販売店

セカンドビューティ
Second beauti

〒260-0013 千葉市中央区中央2-9-4 千葉中央2丁目ビル901
TEL 080-5512-1866 URL https://secondbeauti.com/
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障がい者が能力を発揮できる職場環境を整備し
多様な業務で地域の雇用確保につなげていく

～ダイバーシティを体現する組織でありたい～
6

特集

オリンピック・パラリンピックと千葉のスポーツ史 ③

青木半治が開催に尽力 東京湾岸で埋め立て進む

12

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

「家賃支援給付金」
・
「Go To トラベル・Eat キャンペーン」
22

汗の輝き

日野 千草 氏

行政書士ちぐさ経営法務事務所 代表 特定行政書士 経営心理士

田村 真光 氏

株式会社タムラカントウ

株式会社 ■■■■■■■■■

取締役社長

代表取締役社長

ちばぎんハートフル株式会社

千葉市中央区中央二 五- 一☎二二七 四-一〇一

斎藤 千草 氏

〈見本〉

経営談話室 196

（ＰＲスペースになります）
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千葉 商太郞

会報誌「夢シティちば」令和３年１月号（１月１日発行）
にて年賀用「誌上名刺広告」の掲載を
企画しています。会員企業の皆様の多数のご参加を心よりお待ちしています。

2020/11 Vol.693

2

年賀用
募集
﹁誌上名刺広告﹂
募集要領

【掲載の体裁】 誌面の統一を図るため、「会社名・肩書き・ご芳名」については
左記見本のように活字組で掲載します。
【掲

載

料】

【締

切 日】

5,100円（税込）

〈銀行振込先〉
千葉銀行中央支店 普通預金 No.1382433
千葉商工会議所
※お申込後、
11月30日
（月）
までにお振込願います。
お振込手数料は貴社にてご負担ください。

11月16日（月）

※お申し込みについては、ホームページをご覧ください。 https://www.chiba-cci.or.jp
【お問い合わせ先】 千葉商工会議所
〒260-0013 千葉市中央区中央2-5-1

企画広報課 （担当：児玉）
☎043-227-4103

「街の法律家」として、皆さまの「どうしよう」を解決するお手伝いをしています
24

コロナニモマケズ

取締役社長執行役員

製造部門もテレワークに挑む──コロナ感染防止と経費削減を両立
5

●会員情報プラザ

9

●商工会議所の無料相談窓口

10

●商工会議所の動き ９月の動き

11

●新入会員のご紹介

16

●トレンド通信 釣った魚でお土産が買える観光客向け新サービス

18

●渋沢栄一とその思想に学ぶ⑥

21

●ジェトロレポート 2020年度上半期のベトナム経済と現地日系企業動向

26

●WE ARE THE CHIBA 千葉商工会議所

28

●なのはなひろば 千葉商工会議所 女性会の活動

人材確保

人事担当者の皆様へ
・事業の拡大、欠員発生など要員を
確保したいき
・新規部門に精通した人材を確保し
たいとき
・経験豊富な即戦力の人材を確保し
たいとき

出向・移籍の専門機関

渋沢栄一の包容力

全国ネット

全国ネットを通じて出向・移
籍等についての相談、人材情
報の提供を行っています。

青年部通信

雇用調整

・事業の整理、縮小に伴い人員削減
を検討しているとき
・従業員を関連会社以外の企業へ出
向を検討しているとき
・工場閉鎖等のため従業員の受入れ
先を探しているとき

企業間の出向・移籍をサポートします。
信頼と安心

経済・産業団体と厚生労働省
の協力で設立された公益法人
です。

無

料

情報の提供、ご相談、人材の
紹介等の支援の費用はかかり
ません。

公益財団法人 産業雇用安定センター

1

http://www.sangyokoyo.or.jp/(土・日・祝日は休業)

今月の表紙

編集者のひと言

今回の表紙は、船橋の自社工場で製造されている㈱ニシ・スポーツの投
てき用具
（砲丸・ハンマーなど）
です。
創業60年を超える国内唯一の陸上競技専門メーカーで、
“すべてはアス
リートのために”をスローガンに長年製造されている投てき用具は、オリ
ンピックや国際競技大会に連続で公式採用され、多くのアスリートから絶
大な支持を得ています。また、陸上競技用器具の開発をはじめ、競技記録
計測から大会運営サポートまで幅広く携わることで、日本国内にとどまら
ず世界の陸上競技発展に貢献しています。

いらっしゃいませ。会社に入るとともに大勢の元気な声でお出迎えをいただいたの
は、経営談話室の取材で訪問させていただいた、ちばぎんハートフル㈱の皆さま。ダ
イバーシティ経営に取組んでいる先進事業者で、お話を伺う中では、普段中々考える
ことのないたくさんの気付きの機会をいただきました。日々の業務に従業員の声を積
極的に採り入れられており、皆さまがイキイキと働いているのがとても印象的でした。
さて、残暑も終わり過ごしやすい日々となりました。今年も早や残り２ヵ月という
ことで、やり残したことの無いよう、ラストスパートですね。

（企画広報課 T.K.）

夢シティちば

2020年11月号

※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

千葉事務所
ＴＥＬ. ０４３－２２５－４８５５
〒２６０－００１５ 千葉市中央区富士見２－７－５
富士見ハイネスビル４Ｆ

チーバくん 千葉県許諾番号Ｓ０４１号

夢シティちば

2020年11月号
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Vol.196

ちばぎんハートフル株式会社
取締役社長

▲社員集合写真/広々としたオフィスで、全員集合！
☎043-270-7341

取締役社長

氏

障がい者が能力を発揮できる職場環境を整備し
多様な業務で地域の雇用確保につなげていく
～ダイバーシティを体現する組織でありたい～
Profile
斎藤 千草 氏

さいとう・ちぐさ／1965（昭和40）年、千葉市花見川区生
まれ。1988（昭和63）
年、千葉銀行入行。2014（平成26）
年、
ダイバーシティ推進部長。2016（平成28）
年、
人材育成部長。
2017（平成29）
年、執行役員人材育成部長。2018（平成30）
年、執行役員事務企画部長。2020（令和2）
年₆月、ちばぎ
んハートフル株式会社の取締役社長に就任。

障がい者が働く喜びや生きがいを感じられる雇用機会を提供
すべく設立された、ちばぎんハートフル株式会社。千葉銀行の
特例子会社として、多様な業務を担っているのは障がいのある
社員の皆さんです。今年6月に就任した斎藤千草取締役社長に
お話を伺いました。

当社は２００６（平成 ）年、障が

障がい者雇用の促進をめざし
千葉銀行が設立

千葉銀行は１９８６（昭和 ）年、国

核家族でも子育てと仕事を両立
女性活躍推進のチームリーダーに

力的でした。それがなければ、私は働
き続けてこられなかったと思います。

の認定を受けています。設立以来、働

関する法律」に基づく「特例子会社」

では初めて「障害者の雇用の促進等に

年には地方銀行の１００％出資子会社

葉銀行により設立されました。設立翌

い者雇用の一層の促進を図るため、千

ニックバンキングの推進を担当。その

営業を経験したのち、本部でエレクトロ

年に入行しました。入行後は成田支店で

ことに魅力を感じ、１９８８（昭和 ）

結婚や出産をしても支店長を目指せる

います。就職活動中だった私は、女性が

内銀行で初めて女性支店長を登用して

作っていかないと継続的な雇用は困難

し て い く は ず で あ り、新 た な 仕 事 を

います。当社業務の一部も今後、縮小

社会の変化に対応し
多様な業務を維持したい

く意思と能力を持つ障がい者に安定し

後、柏西口支店でローン・預金役席を、 となってきます。この課題に対して、銀行

社会もペーパーレスが推奨され始めて

近年は銀行でも業務の効率化が進み、

た雇用機会を提供し、個々人が能力を

からの出向者と障がいのある社員が一

切手帳、ノベルティグッズの作成や、

主な業務は名刺やゴム印、手形・小

経験を評価していただいたのか、初代

家族で子育てしながら管理職を務めた

性活躍サポートチーム」が置かれ、核

いかを議論しています。

務をより効率化するにはどうしたらよ

分たちに何ができるか、また現在の業

上げました。顧客ニーズを把握し、自

緒になってプロジェクトチームを立ち

印鑑登録、データ入力など、銀行の事

チームリーダーに任命されました。そ

務指導を行い、社会人マナーや業務スキル

例えば、新入社員には先輩社員が業

上司、同僚、部下に恵まれたおかげだ

役職も女性初のポストでした。これも

月に当社社長となりました。いずれの

役員人材育成部長などを経て、今年６

しまいますし、逆に意外な作業に向い

を把握せずに仕事を任せても混乱して

た仕事を任せていくこと。本人の適性

ため、大切なのはそれぞれ適性にあっ

同じ障がいでも個々の適性は異なる

を「見える化」するスキルチェックシー

と思っています。
に難しいのですが、日常的にそういう

を教えるというのは、健常者でも非常

のみで１年を待たず職場復帰。
幸い、
夫

娘の出産時に育児休業を２カ月とった

家庭と仕事の両立においては、一人

を扱っていることが必須です。

ます。そのためには、多種多様な業務

チャンスを作っていきたいと思ってい

て い る こ と も あ る た め、で き る だ け

トなどを作成しています。誰かに何か

場面を目にして、驚きの連続でした。

ションの高さです。

務を代行しています。社長に就任して

２０１１（平成 ）年、本部に「女

63
の後、ダイバーシティ推進部長、執行

努めています。

小室支店で副支店長を務めました。

61

まず感じたのは、社員たちのモチベー

23

最大限に発揮できる職場環境の整備に

18

が保育園に送っていくなど、非常に協

働く女性のロールモデルから、障がい者雇用のロールモデルへ

斎藤 千草

ちばぎんハートフル株式会社

斎藤 千草

千葉市美浜区真砂4-1-10

▲当社オリジナルのノベルティグッズ
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経営談話室
経営談話室

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

経営談話室

会員情報プラザ

ヘアジーン
ヘアジーンでは、男性かつら・女性ウィッ
グ・医療ウィッグ・子供用かつら等様々な
種類のウィッグをご用意しております。

千葉県貿易協同組合

サテライトオフィスのご案内
景色最高だよ!!

プロの美容師があなたのピッタリのウィッ
グに仕上げます。
薄毛や円形脱毛症、抗がん剤治療によ
る脱毛など、かつら・ウィッグについての
無料相談も行っております。

▲手話などを交えながら、それぞれの業務につく社員

た機会を増やすことでモチベーション

会へ出場した社員もいます。そういっ

に挑戦していて、県代表として全国大

できればものすごく強い組織になりま

トが難しい反面、それぞれの力を発揮

ダイバーシティな組織はマネジメン

す。私も、経営者として社員一人ひと

りが最大限力を発揮できる会社にした

いですし、すべての社員が「入社して

よかった、幸せだな」と心から感じて

ダイバーシティな組織ほど、個々の力を発揮して強くなる

社員の健康や技能の
向上目指して

なっているようです。

社内ではパソコンやビジネスマナー、 が上がり、仕事をするうえでの励みに

コミュニケーション能力を高めるため

のＳＳＴ（生活技能訓練）
、
聴覚障がい

のある社員が講師となる手話の勉強会

のためにも日々、社員一人ひとりをよ

もらいたいという思いがあります。そ

これまで障がい者の雇用を検討する

く見ることを心がけていますし、当社

企業見学を積極的に受け入れ
将来はリモートでも

持のため、保健師による食生活のポイ

企業の視察や、特別支援学校の見学な

などを実施しています。また、健康保

ントや新型コロナウイルス感染予防に

の取り組みや社員たちの働く姿をちば

言って
聞かせて させてみせ ほめてやらねば
人は動かじ」という言葉。日々忘れない
ようにデスクマッ
トに挟んで眺めています。

どを積極的に受け入れてきました。コ

Ｑ 座右の銘は？
Ａ 山本五十六の「やってみせ

関する勉強会を開きました。座りなが

Copyright (c) 1999-2010 COTCA All Rights Reserved

E-mail：info@trade.or.jp

ぎんグループの役職員だけでなく、他

https://www.h-gene.com

☎043-225-8867

でいます。最新刊の「半沢直樹 アル
ルカンと道化師」も読みました。このほ
か、ハンス・ロスリング著「FACTFUL
NESS（ファクトフルネス）10の思い込
みを乗り越え、データを基に世界を正し
く見る習慣」や内永ゆか子著「部下を
好きになってください Ｉ
ＢＭの女性活用
戦略」を愛読しています。

生の声を伝えられる新たなチャンスに

〒261-7123 千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１ ＷＢＧマリブイースト23Ｆ
TEL 043（298）3951 FAX 043（298）3952

なればと考えています。

〒260-0015 千葉市中央区富士見２丁目13－14

Ｑ 愛読書は？
Ａ 池井戸潤が好きで著作はほとんど読ん

ロナ禍のいまはリモートでの職場見学

千葉県貿易協同組合

ライン料理教室に参加しています。最
近は中国の先生に酢豚や小籠包を教
わりました。また、海外旅行を疑似体験
できるオンラインツアーにも参加しました。

らの仕事が多いので、先日は筋膜整体

ヘアジーン

第2ターミナル ちばぼうきょう

Ｑ オフはどう過ごしていますか？
Ａ もともと料理が好き。最近は自宅でオン

の企業の方々にも見ていただけたらう

第1ターミナル 千葉トレードセンター

Q &A

受け入れも検討しています。当社と企

【組合の事業：1.貿易振興事業 2.成田国際空港内2店舗運営 3.外国人技能実習生の受入・派遣・監理など】

斎藤社長

の整体師から筋膜ケアの体操を教えて

・トライアル加入後、 正組合員への移行
・使用料（月額 日割 時間割 可能 要相談）
・Wi-Fi 複合機等の完備

れしいです。

【サテライトオフィスの利用者 募集中です】

業や学校を映像でつなぎ、社員たちの

幕張メッセ・幕張新都心・大商業施設や千葉
県内情報施設の千葉県産業振興センター・
ジェトロ千葉貿易情報センターなどが隣です。

いただきました。

https://www.katurawith.com/

ＡＩ、
ＩＴ、貿易情報の中心地！

このほか、アビリンピック千葉（千

●オーダーメイドかつら................................ 178,000円～
●セミオーダーかつら................................... 128,000円～

葉県障害者技能競技大会）にも積極的

個室で対応します。
是非一度ご相談くださいませ。

▲データ入力など集中力を求められる業務にあたる社員

▲インタビューに応じる斎藤社長

5
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オリンピック・パラリンピックと

青木半治が開催に尽力

リンピック。千葉県内では幕張メッセと釣ヶ崎海岸

ゼルス大会では顧問を務めます。平成

は団長、昭和 （１９８４）年のロサン

まで千葉市内を会場に行われていた「青

（ＪＯＣ）の最年少で組織委員会委員に選

（１９６２）年に日本オリンピック委員会
が実を結び、男子４００㍍リレーでは平

ました。その後も派遣を続け、このこと

見送ってきたリレーの代表選手を派遣し

成 （２０１６）年のリオデジャネイロ
大会の銀メダル獲得につながりました。

んでしたが、引退後は早稲田大学競走

クに選手として出場することはありませ

陸上競技選手権大会で優勝。オリンピッ

百個に上り、いまも大切に保管されてい

を図りました。交換したピンバッジは数

と位置づけ、ピンバッジ交換などで交流

青木はオリンピックを国際親善の場

国際交流を推進

部監督として陸上指導者としても活躍し

ます。昭和 （１９７２）年のミュンヘ

ンピック事件が起き、イスラエルのアス

ン大会では大会期間中にミュンヘンオリ
された」と嘆きました。

木は「２回続けて片肺の大会を余儀なく

トしました。このような状況を憂い、青
指摘していました。

ないものになってしまうでしょう」と

県内で開催される競技などに注目しなが
ら、１９６４年から２０２０年への変化
を見ていきます。

多くの国・都市でオリンピック・パ

京都心部を中心に、埼玉県の朝霞射撃場

１９６４年東京大会の競技会場は、東

７６）年モントリオール大会での反省を

や戸田漕艇場、神奈川県の江ノ島ヨット

インフラ整備を促進

ク選手村がマシンガンによって鮮血に染

ラリンピックが開催され、それぞれ時

より、日本やアメリカなどが大会をボイ

では前年のソ連のアフガニスタン侵攻に

ました。

と考え、選手たちを障害者施設に派遣し

木はミュンヘン市民との交流が意義深い

検討されましたが、
このような中でも、
青

った」と回顧しています。五輪の中止も

り、雷に打たれたような深いショックだ

てにソロバンが優先するシステムには、 京２０２０オリンピック・パラリンピッ

濃くなりました。ただ、青木は「すべ

ようになるなど、協賛企業の優先が色

グッズが、協賛企業なら自由に作れる

それまでは公共団体しか作れなかった

映権料を獲得するようになりました。

使用を独占的に認め、テレビ局からは放

が進みました。協賛企業に五輪マークの

ルス大会からは、オリンピックの商業化

クは、どのような有形・無形のレガシー

た。それから 年以上の年月を経て、東

した新しい日本を世界にアピールしまし

れ、特に東京は大きく変貌し、戦後復興

下鉄などの交通網や競技施設が整備さ

幹線や高速道路、東京では首都高や地

た１９６４年東京大会は、全国では新

てきました。アジアで初の開催となっ

代や地域の特色を反映した大会となっ

感をそそるに充分で、世界最強の選手達

る丘に点在する松の植え込みなどは健康

芝生が広場一面に密生し、ゆるく起伏す

２６，４００平方メートル、やわらかい

場である東大検見川総合運動場を「広さ

ることを伝える千葉市政だよりでは、会

た。市内でクロスカントリーが開催され

代五種のクロスカントリーが行われまし

活かし、東京大学検見川総合運動場で近

た。
県内では、
アップダウンのある地形を

ハーバーなど、 カ所に広がっていまし

昭和 （１９８０）年のモスクワ大会

コットしました。これに対抗するように、 なじめない面も多く、
（中略）ロサンゼ

（遺産）を未来に残すのでしょうか。主

30

な競技会場が集中する東京ベイエリアや、 を迎えても恥ずかしくない場所」と表現

50
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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

東京湾岸で埋め立て進む
コ大会では日本代表選手団副団長、昭

で８競技が開催される予定です。 そこで、日本の

（２０１０）年に亡くなりましたが、昭和

京大会で開発が進んだベイエリアなどについて紹

木半治杯国際千葉駅伝」は、こうした青
木の功績を称えて名づけられたものです。
青木はリレー競技に力を入れました。
「陸上の基本はリレー」の考えの下、昭和
（１９８８）年ソウル大会では、長年、

出されました。ＪＯＣの役員として、昭
成 （２００８）年の北京大会の銅、平

いすみ市出身の青木半治は、昭和

陸上指導者として

介します。

26

59

47

受け、昭和 （１９８４）年のロサンゼ

莫大な赤字を計上した昭和 （１９

28 20

ました。昭和 （１９６８）年のメキシ

砲丸投げの選手だった青木は、日本

としてオリンピック開催に尽力します。

ンピック札幌大会ともに組織委員会委員

47

43

リート 人らが殺害されました。青木自

千葉のスポーツ史 ③

新型コロナウイルスの感染拡大により、２０２１

和 （１９７２）年のミュンヘン大会で

オリンピック・パラリンピックの関わりを振り返り

（１９８８）年から平成 （２０１４）年

年に延期となった東京２０２０オリンピック・パラ

ます。３回目は、青木半治の功績と１９６４年東

47

63

63

和 （１９６４）年のオリンピック東京

37

大会、昭和 （１９７２）年の冬季オリ

39

まるとは、かつてない衝撃的な事件であ

身も「平和の花園といわれたオリンピッ
51

ルスの準備運営方式を踏襲していくと

59

すれば、オリンピックは（中略）味気

▲1964年オリンピック東京大会会場案内（東京都江戸東京博物館蔵）

昭和 （１９８４）
年のロサンゼルス大会

▲1972年ミュンヘン大会開会式の写真（いすみ市教育委員会蔵）

はソ連を中心とした東側諸国がボイコッ

▲1988年ソウル大会男子400メートル競走表彰式（いすみ市教育委員会蔵）

55

59
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11

22
▲2020年オリンピック東京大会会場の分布

▲青木半治が東京オリンピックの際に身に着けた認識票（いすみ市教育委員会蔵）

【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 ③

【特集】オリンピック・パラリンピックと千葉のスポーツ史 ③

とが伝わってきます。

技が開かれることを心から喜んでいるこ

しています。千葉市でオリンピックの競
っていました。当時の国道 号線などは、

東京大会の前までは、遠浅の海岸が広が

立ての時期が比較的遅く、１９６４年

自然を生かした会場
東京２０２０オリンピックでは、一

初雄

事業計画の作成について相談し
たい、国や県、市の公的支援策を
活用したいなど、経営の様々な課
題に関する相談に応じます。
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
律上の諸問題に関する相談に応じ
ます。

就業規則、社会保険、助成金な
ど、企業経営の労務全般に関する
相談に応じます。

▲埋立前の海岸（検見川）
（撮影：林辰雄 千葉県立中央博物館蔵）

7

8
2020年11月号

を相手に競います。海岸の特徴や、
天候
などによって変わる波の状態を知るこ
とが重要になります。また、
ひとつの波
良い波をつかむための選手同士の駆け

には、ひとりの選手しか乗れないため、

なったサーフィンが行われます。
三方を

海岸線ぎりぎりのところを通っています。 宮町の釣ヶ崎海岸で、
初めて正式競技と
千葉市のニュース映像では「埋め立て予

放送技術も進化しました。１９６４年
東京大会では日本で初めてオリンピック
引きも、
勝敗を分ける鍵となるようです。
ンピックでは、
幕張メッセでフェンシン

海に囲まれる千葉県は、
磯と浜が交互に

１９６４年東京大会の前後から、東京
やマリンスポーツに多くの人が訪れて
グなど 競技が行われ、
釣ヶ崎海岸でサ

定地」光景が見えます。

カラーで放映され、カラーテレビの販売
湾岸（千葉県側）の埋立てが一気に進み
います。
中でも九十九里浜の南端に位置
ーフィンが行われます。
今回は建物やイ

がテレビ中継されました。開会式などは
台数も伸びました。競技をＶＴＲで収録
ました。その後、首都高速に繋がる京葉
する釣ヶ崎海岸は、太平洋に面し、年間

東京２０２０オリンピック・パラリ

し、それをスローモーションで再生する
道路や東関東自動車道が整備され、東京
ンフラなどのハード面の整備だけでな

現れる変化に富んだ海岸が続き、
海水浴

新しいテレビ技術も使われるようになっ
を通してコンスタントに良い波が来る

①安藤 和則 氏（税理士）
②髙石 秀夫 氏（税理士）
千葉県税理士会千葉東支部所属

と千葉を最短で結ぶ京葉線も開業しまし

① 11月5日（木）
・②12月3日（木）14時〜17時

○相談員

たほか、マラソンの完全中継が初めて実施

○相談日

①早野
賢 氏（社会保険労務士）
②山根 義道 氏（社会保険労務士）
千葉県社会保険労務士会 千葉支部所属

く、次世代通信網技術の推進、バリアフ

① 11月12日（木）
・② 12月10日（木）14時〜17時

○相談員

ことから、
国内外のサーファーに親しま

▲現在のベイエリア（千葉県側）

ます。

○相談日

た。それまで海の中だったところに、東

榎本

記帳、確定申告など、企業経営
における税務全般に関する相談に
応じます。

されました。オリンピック史上初の衛星

千葉商工会議所IT導入促進チーム

リーや安全・安心への取り組みなど、
ソ

○相談員

れてきました。
これまでにも何度もハイ

外部専門家

中継も行われ、全世界で放送されました。 京ディズニーランドや幕張メッセを中心

○相談員

フト面での充実・発展が期待されてい

随時

レベルな国際大会が開かれています。

○相談日

とした「幕張新都心」と呼ばれる新しい

月曜日〜金曜日 9時〜17時

東京湾岸の習志野市から千葉市幕

○相談日

サーフィン競技は、
“波”という自然

石井 孝昌 氏（中小企業診断士）
大矢たかし 氏（中小企業診断士）
○相談員

※オンライン相談も実施中

街並みが生まれました。

▲幕張メッセ全景 Ⓒ Makuhari Messe

14

自社のホームページをリニュー
アルしたい、 自社の課題に合っ
たITツールを探したいなど、IT導
入に関する相談に応じます。
事業承継の準備を始めたい、事
業を売却したい、廃業の方法がわ
からないなど、事業承継に関する
相談に応じます。

▲1964年当時の東京湾岸部（千葉県側）
（東京都江戸東京博物館蔵）

※あらかじめお電話で相談日時等をご連絡ください。

張・検見川・稲毛にかけての地域は、埋

○相談員
11月20日
（金） 14時〜17時

税理士による税務相談窓口
社会保険労務士による労務相談窓口

火曜日・金曜日 14時〜17時

氏
（弁護士）

○相談日

○相談日

中小企業診断士による経営の相談窓口
弁護士による商工法律相談窓口

IT導入何でも相談窓口
事業承継何でも相談窓口

TEL043-227-4103

商工会議所の無料相談窓口

14時～17時
○相談日：毎週月曜日～金曜日
○相談員：中小企業診断士

夢シティちば
2020年11月号
夢シティちば

9

専門家による経営相談を実施しています。

重要

新型コロナウイルス対策

どなたでも、年齢をとわない珠算塾です

若葉区

(同)泰成

【代 表】 弓島 裕志 ☎043-310-5780
【所在地】 若葉区加曽利町
新築・既存建築物清掃他

市外

Ｃａ
ｌｍ Ｐｉ
ｌ
ａｔｅｓ

土木建築業、空間除菌システムの提供等

中央区

空海

㈲村山産業

管工事業、ガス消費機器設置

花見川区

㈱ＩＫＫＡ

一般家具の卸売、小売販売

牛すじ煮込み、
もつ煮込みをメインにした鉄板焼です。キッ
チンカーで移動販売しています。

家具メーカーとのパイプをいかし小売店で買うよりも手頃
に購入できます。設置まで行う。

緑区

㈱ＳａｔｉｓＦｉｒｓｔ オールドギア千葉店

【代 表】 佐藤 央規 ☎043-208-5100
【所在地】 緑区古市場町

市外

㈱ディーメイク

自動車用タイヤ・ホイールの販売、買取

システム開発事業、
Ｉ
Ｔ導入支援事業

各種内職作業お任せ下さい。大ロットや短納期、
小ロットで
もお気軽にご相談下さい。

不用になった自動車のタイヤ・ホイールを買取します。お気
軽にご相談下さい。

システム事業者として新しい仕組み・サービスを創出し、
違
いや価値を生み出します。

若葉区

㈱ロンド・ベル

美浜区

１２番街

若葉区

㈱斎藤英次商店

店舗や展示会ブースデザイン、
また売場づくりに関する事な
ど、
お気軽にご相談ください。

古紙回収、
機密文書処理他、
軽作業の請負まで多様に展開
中！お気軽にご相談ください。

ＫＤＤＩまとめてオフィス㈱ ソリューション千葉支店

【代 表】 鈴木 裕生 ☎043-375-5331
【所在地】 美浜区中瀬

市外

㈱Ｖｅｎｔｕｓ

【代 表】 村上 翼 ☎03-4405-5233
【所在地】 東京都港区北青山

目的はボクシングを通して、青少年の人格形成及び
一般中高年の健康管理指導

ＫＤＤＩの通信サービス、
ソリューションサービス、オ
フィス機器を法人企業へ販売。

①経営支援（海外進出支援）、②Ｍ＆Ａ支援、③貿易
及び卸売支援

「千葉市習いごと応援キャンペーン」令和２年１０月５日～令
和３年３月８日。

通信サービスに限らず、
オフィスでのお悩み事は弊社にお任
せください。

語学堪能なメンバーで構成しております。海外事業等はご
相談下さい。

市外

錦尚金㈱

【代 表】 宋 莉莉 ☎03-5786-3515
【所在地】 東京都渋谷区神宮前
貿易及び自社ブランド商品製造。中国、香港、アメリ
カとの強いパイプ。
貿易及び自社ブランド商品製造。中国、
香港、
アメリカとの強
いパイプ。

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。
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

9

25

日㊎

【代 表】 赤木 武幸 ☎043-224-7499
【所在地】 中央区長洲

美浜区

月

戸建から集合住宅等の電気設備工事・設計・施工ならおまか
せください！

▲座談会の様子

23

食品部会

古紙卸売、
ＬＥＤ等の環境貢献商品の販売、軽作業や
手作業の請負業務。

食品部会正副部会長会議を開催

空間に関するデザイン、ディレクション及び店舗づく
りのインストラクト

赤城ボクシングスポーツジム

in

【代 表】 櫻井 洋介 ☎090-6479-6011 【代 表】 大藪 洋司 ☎043-255-8704
【所在地】 美浜区打瀬
【所在地】 若葉区愛生町

電気工事業、一般用及び事業用電気工作物、自家用
電気工作物の工事。

中央区

18

【代 表】 中村 彰宏 ☎050-3131-1082
【所在地】 市川市菅野

各種手作業、内職加工業

【代 表】 大塚 健一 ☎043-237-5775
【所在地】 若葉区千城台西

▲「働き方改革関連法案対応セミナー」の様子

【代 表】 木田 修一 ☎080-2092-0458 【代 表】 中臺 顕一 ☎043-301-5351
【所在地】 中央区赤井町
【所在地】 花見川区浪花町
キッチンカーでの移動販売

9

31

【代 表】 宮澤 宏之 ☎043-253-8165
【所在地】 稲毛区宮野木町

日㊌

㈱ｉｘｃｏ 内職市場千葉北インター店

【代 表】 中西 一宏 ☎0877-43-2045
【所在地】 香川県丸亀市富士見町

稲毛区

月

花見川区

【代 表】 嶋川 洋子 ☎043-377-9845
【所在地】 花見川区千種町

中西産業㈱

コンピューターソフトウェアの開発と販売

座談会

リハビリでもあるピラティスを主に、心と身体の
健康を維持するためのお手伝いをする。

市外

㈲サクセスロード

当所は、高度ポリテクセンター及び
食品部会（森山部会長／㈲虎屋 代表
千葉市と共催で「ものづくり女子に聞
取締役）は、正副部会長会議を開催しま
く！ 座談会 高度ポリテクセンター」
した。 新型コロナウイルスの感染拡大防止
を開催しました。本イベントは、もの
対策のため延期となっていた２回目の会議
づくり業界への就職を希望し、当セン
において、改めて令和２年度の事業計画に
ターで職業訓練を受けている受講生（主
ついて協 議 し ま した。 主 な 事 業は、 ①
に女性）と、現在ものづくり現場で活躍
小 売 部 会との合同 事 業、② 他 部 会との
中の女性社員が本音で話しあう場を設
合同勉強会の開催についてであり、事務
けることで、女性のものづくり業界へ
局の説 明に引 き 続 き 意見交換を行いま
の就業促進及び企業の人材確保支援を
した。 その結 果、２部 会 合 同の販 路 開
行うことを目的としています。当日は、 拓 事 業 を 令 和３年３月に実 施 すること
受講生 名と、女性の更なる活用を検
が承認されました。 また、勉強会につい
討している企業２社が参加し、ものづ
てはコロナの状況を見ながら来年２月頃
くり業界で働く面白さややりがい、女
に開 催 する方 向で、今 後 事 務 局で検 討
性ならではの働き方に関する不安など
することとなり ました。 この他、 食 品
についてざっくばらんに語り合うなど、 部会全般に関わる課題や運営方法につい
有益な情報交換の場となりました。
て前向きな意見交換が行われました。

【代 表】 江間 恵 ☎080-3490-4753
【所在地】 埼玉県さいたま市南区白幡

損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務

緑区

【代 表】 岩坪 敦 ☎043-292-1584
【所在地】 緑区おゆみ野

9

日㊌

ほけんプラザエイプス㈱

月

中央区

9

ものづくり女子に聞く！

岩沢珠算塾

【代 表】 伊藤 智恵子 ☎043-251-9407 【代 表】 田切 裕二 ☎043-227-8519
【所在地】 中央区弁天
【所在地】 中央区本町

（順不同・敬称略）

9月
働き方改革関連法案
対応セミナー

中央区

新入会員 のご紹介

商工会議所 の 動き

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

当所は、令和２年９月９日㈬に社会
保険労務士の赤澤将講師をお招きし、
「Ｗｉｔｈ／Ａｆｔｅｒコロナ時代の
働き方改革関連法案対応セミナー」を
開催しました。
有給休暇取得の義務化、時間外労働
上限規制等については、実務上の事例
を挙げて説明し、同一労働同一賃金に
ついては、実際の裁判例を参考に講義
を行いました。また、コロナ禍の現状
に沿った労務管理、今後の対策等も解
説しました。
働き方改革関連法が平成 年４月か
ら（中小企業は令和２年４月から）スタ
ートしており、当所では今後も、ＷＥ
Ｂセミナーの開催等を予定しています。

ご入会いただき
ありがとう
ございました

▲厳粛ムードの中、正副部会長が活発に意見交換を行った。

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

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
11
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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10月15日時点

支
給付金・支援金
助成金・補助金

情

報

一

法
人
個人事業主

持続化給付金
［期間延長］
［要件緩和］

覧
200万円
100万円

持続化給付金事業コールセンター
0120-279-292

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#)

ICT活用変革促進事業

中小企業者、商店街振興組合等
上限額５０万円
助成率１/２〜３/４

千葉市産業振興財団
043-201-9504

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

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

千葉県中小企業再建支援金

Ｉ
Ｔ導入補助金

最大100%
15,000円/1人1日

産業創造課

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）
［期間延長］

小規模事業者等50〜150万円
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

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
13

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11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

──

2020年11月号
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Go To トラベル・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10月15日時点

「Go To トラベル事業」
地域共通クーポン取扱店舗登録のご案内

●Go To トラベルとは
Go To トラベルとは、宿泊・日帰り国内旅行の代金総額の1/2相当額（1人1泊あたり2万円が上限）を国が支援する
事業です。支援額の内、70％は旅行代金の割引、30％は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与されます。
●地域共通クーポンとは
旅行先の都道府県とその隣接都道府県において、旅行期間中に限って、Go To トラベル事務局の登録を受けた地域
共通クーポン取扱店舗で使用できるクーポンです。

ピックアップ！

家賃支援給付金

給付金のもらい忘れは
ありませんか？

新型コロナウイルス感染症を契機とした５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に
直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃（賃料）の負担を軽減することを
目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。

【給付対象者】

テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月～
12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50％以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30％以上減少

【給付額】
●取扱店舗になるには
事業者向け申請サイト
（https://biz.goto.jata-net.or.jp/）
からお申込みください。
※Go To Eatキャンペーン事業の対象となる飲食店が、Go Toトラベル事業共通クーポン
取扱店舗になるためにはGo To Eat事業の登録も必要です。
●お問い合わせ
Go To トラベル事務局コールセンター 電話：0570-017-345、または03-6747-3986
（10:00～19:00 年中無休）

「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

申請時の直近の支払賃料（月額）に基づいて算出される給付額（月額）を基に、6カ月分の給
付額に相当する額を支給。

〈法人〉最大600万円

法

人

個人事業者

〈個人事業者〉最大300万円を一括支給

支払賃料
（月額）
75万円以下
75万円超
37.5万円以下
37.5万円超

●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※11月は土日祝も受付）
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夢シティちば
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※ただし、100万円（月額）が上限

支払賃料X 2/3
25万円＋
［支払賃料の37.5万円の超過分×1/ 3]
※ただし、50万円（月額）が上限

【お問合せ先】
家賃支援給付金 コールセンター
TEL：0120ｰ653ｰ930 時間：8:30～19:00（土・祝日含む）

●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。

●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。

給付額
（月額）
支払賃料×2/3
50万円＋
［支払賃料の75万円の超過分×1/3]

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

健介

お客様から信頼される会計事務所を目指して

夢シティちば

2020年11月号
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マル経融資制度をご利用ください‼ 1.21％
（小規模事業者経営改善資金融資制度）

予算超過／品質・機能不全／稼働期日遅延

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。

所などで地域活性化や名産品開発を支援する講演などを
実施している。

（費用の妥当性は品質チェックにも効果有）

16
2020年11月号
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2020年11月号
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自治体、地域商社やＤＭＯなどを取材、地域に持続的に
稼げるビジネスをつくることをテーマにした著書『地方発ヒッ
トを生む逆算発想のものづくり』がある。全国の商工会議

代表：橋爪和博

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

渡辺和博／わたなべ・かずひろ
１９８６年筑波大学大学院理工学研究科修士課程修了。
同年日本経済新聞社入社。全国各地のものづくり企業、

マイルストーン

ベンダー見積・追加費用の精査も重視

漠然とした不安に

アルな釣りにはまった一人の女性が
考えて、観光協会や自治体に働き掛
けて実現したものです。
この事例には地方のサービス商品
開発を考える上で参考になるポイン
トがいくつもあると思います。まず
釣り客というターゲットをカジュア
ルな層（手ぶらでＯＫ）まで広く捉
え、彼らが参加したくなるような動
機付け（お得感）を設定し、嫌われ
る 点 を 解 決（ 魚 の 処 理 や 料 理 の 代
行）しています。例えば、農業や林
業、ものづくりなどさまざまな分野
で、同じように観光客を巻き込んだ
地域活性化策がつくれるのではない
でしょうか。小さく始めて大きく育
てることもできる面白いモデルだと
思います。

ＩＴシステム導入「リスク管理」 コンサルティング

日経ＢＰ社「日経ビジネス」シニアエディター

渡辺 和博

海では観光客誘致が目的でしたが、
西伊豆ではさらに進めて、後継者不
足に悩む漁業従事者の代わりに観光
客に働いてもらうという狙いもあり
ました。海の資源を町内の経済ベー
スに乗せる役割を観光客に担っても
らう仕組みと捉えています。
観光客からすれば、さおやリール
などの道具も釣り船で貸してもらえ、
釣った魚を処理したり持ち帰ったり
する面倒なことから解放されます。
さらに飲食やお土産を買うためにも
頑張ります。観光客と西伊豆町のコ
ンタクト・ポイントは、釣り船、飲
食店、商業施設と増え、さらに残っ
たポイントを使うために再度訪れる
ことも期待できます。
実はこの「ツッテ〇〇」という仕
組みは、
釣り情報サイト「ツッテ」編
集長の中川めぐみさんというカジュ

相続税対策スタッフ

釣った魚でお土産が買える
観光客向け新サービス

④日本政策金融公庫の融資対象業種である方
（※決算内容等によってはご希望に沿えない場合もございます。
）


据置２年以内

ともでき、
その飲食の支払いも、
釣っ
た魚と交換した地域通貨が使えます。
まちが買い上げて観光客に支払う
の は、 町 内 だ け で 通 用 す る デ ジ タ
ルの地域通貨（
「サンセットコイン」
（単位はユーヒ）
。マイナポイント普
及の事業と連携したもので、コロナ
禍の消費喚起策として全町民にも
万円相当分配られており、今回の
釣果買い取りサービスの「ツッテ西
伊豆」はこの仕組みを利用していま
す。
こうした観光客の釣果を買い取る
サービスを導入したのは、熱海市で
魚市場と観光協会が連動し、市場で
使えるクーポンに換えることができ
る「ツッテ熱海」に次いで２例目で
す。西伊豆では行政が動いたことで、
利用範囲も町内のほとんどの商業施
設が参加する規模となりました。熱

②従業員が20人以下（商業・サービス業は５人以下）の法人、
個人事業主の方（個人事業主、家族従業員、法人企業の役
員の人数は除く）

まずはお気軽にお電話でご相談ください‼
千葉商工会議所 企画経営部 経営支援課
TEL : 043-227-4103
③所得税（法人税)、事業税、市・県民税等を納期限内に完納
している方

年以内

10
設備
資金
据置１年以内

年以内

7

融資の要件

運転
資金
①千葉市内で最近１年以上事業を継続している方

1

融資額

2,000 万円以内

店舗・工場の改装／車両の購入
機械設備･什器設備の購入 など

低金利

融資期間
※新型コロナウイルス対策としての別枠もあります。

設備
資金

9

で融資する制度です。

仕入資金／手形･買掛金の決済費用
諸経費の支払い
無保証人
バックアップするため、 無担保

資金用途
マル経融資とは？

運転
資金
経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々を

令和2年10月1日現在
※利率は変動しますので
ご確認ください

伊豆半島の西にある静岡県西伊豆
町が観光客の誘致を狙って 月から
面白いサービスを始めています。観
光客が釣った魚をまちが買い上げて
地域通貨で支払い、それを利用して
町内でお土産が買えたり食事ができ
たり、コンビニで買い物もできると
いうものです。
まず、ファミリーや個人の観光客
は指定された釣り船を利用して釣り
をします。もちろん自分で食べるた
めに持ち帰ってもいいのですが、食
べきれない釣果は指定の市場へ持っ
て行くと魚の種類や量に応じた金額
で買い取ってもらえます。鮮度を保
つための処理は釣り船のスタッフが
船上で行なってくれるため、品質に
ついて観光客は心配しなくてもいい
仕組みです。魚を指定の料理店や居
酒屋に持ち込んで料理してもらうこ

年利

第六回
作家・
グロービス経営大学院客員教授

淳

こともあるのだ」引用者訳

守屋

守屋

渋沢栄一の包容力

を持ち、目的を達成させてやりたいと

思っている」

目的にしていない者」
「最初から悪人

渋沢栄一は、ご存じのように「論語

と算盤」
「道徳経済合一説」を唱えま

「面会に来た人々や、知人から頼ま

そう、渋沢栄一は「自分の利益しか

した。ビジネスには「論語」に象徴さ

及ぶ範囲で、力を貸すようにしている。 言葉を換えれば、おそらく彼は、行動

であるとわかっている者」でも、結果

力あるやんちゃな人間が嫌いではな

れたことで、道理にかなっていること

ジネスをすべきでないと考えていたの

つまり、道理のあることであれば、み

かったのです。

れる倫理や大義、そして「道徳」が必

か、といえば、そんなことはありませ

ずからすすんで世話をしようとやる気

として吉と出れば、ビジネスに参加し

んでした。
『論語と算盤』の中に、こ

に も な る の だ。と こ ろ が 後 か ら 振 り

る力が合ったからこそ、日本の資本主

があれば、わたしはその人のため、さ

んな一文があります。

返ってみると、

義は現代にいたる深甚な厚みを持つに

要だという意味です。

「わたしが実業界の人間となって以

『あの人は善くなかった』

至ったわけです。

て良い場合があると考えていました。

来、出会う人も年々その数を増してい

『あの事柄は見間違えた』

ひるがえって現代、ネットリンチや

らには国家社会のために、自分の力の

る。それらの人々は、わたしの行いを

という結果がないわけではない。

自粛警察といった言葉に象徴されるよ

では、それらが欠けている人間はビ

見習って、おのおの得意なところで事

しかし、悪人が悪いまま終わるとは

彼のこうした包容力、多様性を認め

業に励んで欲しいと思っている。そう

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

うに、人の罪を見つけては責め立てる

☎043‑246‑0265

限らず、善人が善いまま終わるわけで

千葉市美浜区新港32-14

すれば、たとえその人は自分の利益し

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

風潮が続いています。われわれは、も

ちば県民保健予防財団

もない。悪人を悪人として憎まず、で

公益財団法人

か目的にしていなくても、その事業が

あなたの健康をサポートする…

う少しこの包容力を持ってもいいのか

0120 ‑ 06 ‑ 2771

きればその人を善に導いてやりたいと

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

正しいものである限り結果として国家

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

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

もしれません。

フジセイコー株式会社

考えている。だから、最初から悪人で

http://www.ohshima-cp.com

や社会のためになるだろう。だからわ

街頭防犯カメラ

あることを知りながら世話をしてやる

総合防犯設備・用品

未来の住環境に夢発見。

たしは、そうした志にはなるべく共感

住宅設備機器・管工機材・建築資材の総合商社

淳

──もりや・あつし──
1965年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。現在は作家と
して『孫子』『論語』『韓非子』『老子』『荘子』などの中国古
典や、渋沢栄一などの近代の実業家についての著作を刊行する
かたわら、グロービス経営大学院アルムナイスクールにおいて教鞭
をとる。 著訳書に34万部の『現代語訳 論語と算盤』や『現
代語訳 渋沢栄一自伝』、シリーズで20万部の『最高の戦略教
科書 孫子』『マンガ 最高の戦略教科書 孫子』『組織サバ
イバルの教科書 韓非子』などがある。２０１８年４～９月トロント
大学倫理研究センター客員研究員。

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

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
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夢シティちば

2020年11月号

手みやげに一番
千葉名産

千葉本社 所在ビル

0120-54-5432

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

https://www.osenbei.co.jp/
本店
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/

千葉市中央区新宿1‑20‑5

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416
道場店・稲毛店・銀座店

夢シティちば

2020年11月号
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〈ジェトロレポート〉いま世界に目を向けて

２０２０年度上半期のベトナム経済と現地日系企業動向

■新型
 コロナウイルス感染状況と
経済活動等の制限

ベトナム政府は 月 日より、原則全て

3

降は新規感染が報告されていない。一時は

が 月中旬に実施した「新型コロナウイル
ス後の事業展開に関する緊急アンケート調
査」
によると、新型コロナウイルスによる全
般的な影響について、 ％の企業が
「影響あ
り」
と回答した。具体的なマイナスの影響と
して、
「渡航制限・入国制限」
（ ％）
が最も
回答が多く、
「ベトナム国内での移動制限」
（ ％）
、
「国内市場の低迷」
（ ％）
、
「海外
市場（輸出）の低迷」
（ ％）が影響したとの
回答も 割を超えている。また、 ～ 月

の売り上げについて、 ％の企業が前年同

日に発行されたＥＵベトナム自由貿易協

伸びに停滞感がみられた。その中で、 月

など、２０１０年から続いている貿易額の

ロナウイルスの影響を受けた世界的な需要

した企業の ％を大きく上回った。新型コ

期と比較し「減少」
と回答し、
「増加」
と回答

減によって輸出型の企業を中心に影響があ

航空機、鉄道での同市への乗り入れも大き

定（ＥＶＦＴＡ）は今後に向けた明るいニュ

るとみられる。

に回復する見通しについては、発生時期か
ら約

年を要すると見込む企業が最多（
を目指しており、ポストコロナの両地域間

％）である。一方で、
「影響なし」
（ ％）と
月時点で
「回復」
（ ％）
と回答した企業と
合わせて２０２０年内に回復すると回答し
年同期比 ・ ％減）
、認可額は１２１億６， た企業も 割程度あり、業種やベトナムで

投資は、新規・拡張の合計で１，９４４件
（前

２０２０年上半期（ ～ 月）の対内直接

における貿易促進に向けて期待が高まる。

廃、残りも最長 年の逓減期間を経て撤廃

新型コロナウイルス感染拡大以前の状態

ースといえる。同自由貿易協定では、ベト

予防を実施したうえで、全ての活動の再開
を認められている。
■成長
 率は低水準も周辺国と比較して
低い落ち込み

２０２０年 ～ 月のＧＤＰ成長率は前
年同期比 ・ ％増加であった
（推計値）
。直
近 年間で最低の水準ではあるが、プラス
成長を維持している。第 四半期（ ～

ナム原産品への関税について ％が即時撤

緩和が段階的に進み、 月 日より、感染

く制限されたが、 月 日から上記措置の

6
21

の外国人の入国を停止している。ベトナム

57

～新型コロナウイルスの影響を踏まえて～

12

０９７万ドル
（ ・ ％増）
となっている。一

件数は全体的に低調であった。

の事業形態によっても影響度は異なるよう

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

〈 参考 〉 ジェトロビジネス短信

となるといえるだろう。

回復基調にあるベトナム経済の動向は参考

ェーンの見直しも求められる中、現時点で

部大型案件により認可額は増加しているが、 である。ポストコロナに向けたサプライチ
レーシア、フィリピン、シンガポール、タ

ン日本商工会議所（ＪＣＣＩＤ）とジェトロ

ーチミン日本商工会議所（ＪＣＣＨ）
、ダナ

ベトナム日本商工会議所（ＪＣＣＩ）
、ホ

造拠点としての期待感も

イ、インドネシア、ベトナム）
で唯一、実質
ＧＤＰ成長率がプラス成長であった。
貿易の動向に視点を移すと、２０２０年
～ 月の輸出は１，２２７億８，８５３万

3

政府の承認のもと、専門家、企業管理者、高

89

1

13

1

技能労働者などについては入国が認められ

96

56

65

裕

9

71

6

る場合があるが、医療申告やＰＣＲ検査、

1

■日本
 企業への影響、アフターコロナの製

月）に関しては、ＡＳＥＡＮ主要 カ国（マ

1

日間の隔離などが求められる。一部隔離の

5

4

短縮などの方針も出ているが、現時点で運

6

65

安長

2

8

5

ジェトロ千葉

2

新型コロナウイルスの影響を比較的抑制できていると言われるベトナム。
コロナの影響を踏まえて２０２０年上半期のベトナムの経済状況と日本
１７３億２，６９５万ドル（ ・ ％減）だ
企業へのビジネスへの影響を振り返る。
（以下、統計情報は２０２０年第
った。 月には、輸出が前年同月比 ・
四半期時点、感染情報等は 月上旬本誌面執筆時点で発表されてい
％減、輸入は ・ ％減と大きく落ち込む
る情報に基づく。）
21

7

3

用状況は不明である。
最も流行した 月には、全国規模の社会
隔離が食料等の調達、必需品、必需サービ
スを生産・提供する企業・工場での就業等
に外出を制限する措置が講じられたが、同
月末以降緩和し、現在では解除となってい
る。直近では、ダナン市で 月下旬に第

波が発生し、 月 日から外出制限措置が
適用された。 月末にかけて感染者数が増

6
ドル（前年同期比 ・ ％増）
、輸入は１，
2

20
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夢シティちば
2020年11月号
夢シティちば

21

4
6

17
5

25

2

17

9

5

13

10

9

1

1
81

14
2

6

0

7

10

6

22

加したが、徐々に減少に転じ、 月上旬以
9

1

3

4

28

6
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7

8

▲日野代表を支える２人の敏腕スタッフ

会社DATA

歳で行政書士試験に合格しました。

しいのはお客さまとのコミュニケー

専門職で育児と仕事を両立
顧客の事業発展を支えたい
当事務所の設立は２０１２（平成 ）
年。はじめは私がそれまで勤務してい
た会計事務所に間借りし、
翌年 月、
現
在の場所にオフィスを置きました。
私は大学卒業後、都内の運送会社に
就職し、総務・人事課で働いている時
に、
法律の世界に興味を持ちました。
た
だ、結婚と出産を経て復職するのが難
しかったため、退職。将来的に専門職
に就かないと子育てと仕事の両立は厳
しいと感じ、社会保険労務士を目指す
ことにしました。
しばらく派遣社員として事務職で働
き な が ら、地 元 で 見 つ け た の が 社 労
士・行政書士事務所の求人でした。そ
こでは中小企業、特に建設業者の許認
可申請、労働保険・社会保険の手続き
などの経験と実績を重ねることができ
ました。やがてお客さまの事業ができ
るだけ長く続き、発展していくよう力
になりたいという思いが強くなり、独
立して事務所を持ちたいと考えるよう
になったんです。
いったん仕事を休んで資格取得のた
め勉強に専念したのち、別の税理士・
行政書士事務所にパートで勤務しなが
ら、試験勉強と家事とを両立させまし
た。そして２０１２（平成 ）年、

何年たっても「うちの会社はあの時、

まりません。２年目からは異業種交流

は時間もかかり、人脈がないと何も始

日不安でした。ゼロから１にするまで

ず「いつまで続けられるだろう」と毎

言えば、許可がなくても創業はできま

務所のメイン業務である建設業許可で

段取り力が試される仕事ですね。当事

同時進行で複合的に考えながら進める、 います。また、会社の利益が上がった

多岐にわたり、お客さまの人柄も含め、 から今がある」と言ってくださる方も

許可が取れて、あの仕事を請けられた

会「ＢＮＩ」に参加し、多くのご縁を

すが、請負契約１件５００万円までと

企業は当然増えるはずですが、コロナ

いう状況下では、許可を取ろうとする

され、淘汰されてしまいました。そう

急減し、許可を持たない業者は締め出

リーマンショックの頃は建設現場が

しいといつも願っています。

業績を上げ、経営を継続していってほ

さまそれぞれが、許可取得後も順調に

これからも頑張ろうと思えます。お客

かったなぁ」とうれしい気持ちになり、

と感謝の言葉をいただくたび、「あぁよ

いただいてお客さまも増えていきまし

いう制限があり、建設業許可の取得が
建設業許可を取得した企業は大規模
な工事を請けられるので、当然売上も
伸びます。しかし事業が拡大し人員を
増やしても、新たな規模やスタイルに
なかなかシフトチェンジできないこと

禍の現在でも予想外に新規の依頼が増
悩むお客さまにアドバイスできるよう、 えています。
世の中が不安定になり、
経

もあります。
組織化や、
従業員の育成に

活用・各種契約など生活に密着した問

経営心理士講座を受講しました。人間

事を多く請けている会社なら死活問題

次の登録は最短でも数カ月後。公共工

に合わなければ受け付けてもらえず、

例えば入札の業者登録など期限に間

に迅速に動いてもらいます。そこをど

を取りたい」という気持ちが強いうち

らう書類もたくさんありますし、「許可

てもらうかが鍵。ご自身で用意しても

この仕事は、お客さまにいかに動い

していきたいと思います。

仕事をしていける体制をしっかり維持

これからも事務所のみんなが楽しく

力していくつもりです。

としてはコンサル業務にシフトし、注

を続けさせていただきますが、事務所

とするお客さまには引き続きお手伝い

るでしょう。書類作成など実務を必要

営相談）への注力がますます求められ

事だけではなくコンサルティング（経

レス化も進めば、書類作成など事務仕

今後、
急速にＡＩが浸透し、
ペーパー

いのかもしれません。

営に有利な資格取得をと考える方が多

題や、起業や経営に関わる上で避けて

の心理学と脳科学を学ぶのはとても面

暮らしやビジネスのお困りごとに向き
合う「街の法律家」として、皆さまの
「どうしよう」
を解決するお手伝いをし

です。ミスが権利や利益の失効に直結

う後押ししていくかですね。

ています。

してしまう怖さはありますが、一番難

顧客が業績を伸ばし
経営を継続することが願い

それについての相談に応じることです。 できると思います。

どで官公署へ提出する書類作成や提出、 白いし、あらゆる業種に生かすことが

通れない雇用・会社設立・許可申請な

行政書士の業務は、主に相続・土地

建設業許可申請で
事業拡大をサポート

で忙しい毎日です。

た。今は、お客さまが新たなお客さま

ション。案件ごとに考慮すべきことが

24

39

事業拡大に直結します。

▲オフィスのエントランスで、スタッフと

を紹介してくださるので、おかげさま

開業後すぐは、なかなか仕事も増え

2
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特定行政書士 経営心理士 日野 千草

代表

千葉市若葉区千城台東2−36−7
☎ 043−308−7258
〒264-0002

▶千葉県行政書士会会員章

▲バス通りに面した事務所

日々の暮らしやビジネスの困りごとについて、相談に乗ってくれる「頼れる
街の法律家」
行政書士。2012（平成24）
年に事務所を開業し、建設業許可な
ど許認可申請で実績を重ねている「行政書士ちぐさ経営法務事務所」の日野
千草代表にお話を伺いました。

行政書士ちぐさ経営法務事務所
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汗 の 輝き
汗の輝き／創業して10年未満の若い企業をご紹介
汗の輝き／創業して10年未満の
若い企業をご紹介

「街の法律家」
として、皆さまの「どうしよう」
を
解決するお手伝いをしています

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

場への設備投資と規模拡大を続け、ダ

県内の大型ショッピングセンターや東

に欠かせないダクトを製造しており、

私どもの会社では建物の空調や換気

実習生も受け入れており、技術力で世

えています。ベトナムから８人の技能

した。現在では、従業員１１０人を抱

で売り上げ２位になるまでに成長しま

クト設備工事の工事業者の中では全国

京・渋谷にある商業ビルなど有名な施
界に貢献しています。
ものづくりの現場では、機械の入力

設に空調設備工事をを施工してきまし
た。大きな工場から小さな事務所まで、
や加工作業などで従業員同士のコミュ

ロ事故 に
｣ つながっていると思います。
ですから従業員同士の親睦を創業以来

お客さまのニーズに応え、オーダーメ

械を導入する一方で、手作業に頼る部

大切にしています。同業他社が次々に

ニケーションが不可欠です。その連携

分も多く、同じものを作ることはほと

取りやめる中、いまでも実施する関東

イドで製品を納めています。施工が主

んどありません。コロナ禍で換気の重

各地に一泊する社員旅行や社内運動会

こそが当社のモットーである 完｢全ゼ

要性が叫ばれる今日では、感染症対策

は、毎年恒例の社内行事です。いずれ

な業務ですが、メンテナンスや技術開

としての空調設備工事の相談も数多く

もコロナ禍の影響で今年は開催を断念

発にも力を入れてきました。最新の機

受けています。

を予定しています。

しましたが、収束後は社内行事の再開

行雄会長が創業しました。その後、工

からもテレワークと出社勤務を併用し

会社は１９７０年に先代の現・田村

て、遠距離通勤だった人からは 楽｢にな
った」と好評です。週に数日でもかまい

ていきます。

どの感染防止対策を実施しながら、これ

ませんので、本人の希望があれば今後も

施工現場では工事がコロナ禍で 週

だとパソコンを支給しても割に合い、経

通費を実費で負担しています。遠方から

は止め、必要なときに会社に来る際は交

当する手当を支給しています。通勤手当

テレワークに当たっては、電気代に相

後の都市部での開発計画が大幅に変更

しています。ただ、コロナの影響で、今

売り上げへの影響はあまりないと予想

少が予想されていたので、コロナによる

度はオリンピック開催による工事の減

間ほど止まることはありましたが、本年

進めていきたいですね。

費削減にも役立っています。

されるかもしれません。影響が出るのが

る千葉市と東京・秋葉原、旭市の営業所

リモート会議を採用しました。本社のあ

め、１カ月前からは社内のやりとりでは

による人との接触を少しでも減らすた

緊急事態宣言は終わりましたが、移動

工力で差別化を図り競争力のある会社

質な製品をお客さまに届け、製作力・施

図っていきます。今後も引き続き、高品

ーレス化と電子商取引を進め、合理化を

経営しています。これを踏まえ、ペーパ

化したら、そこをどう乗り切るかを考え

３年後くらいでしょうか。もし状況が悪

の３拠点をネットワーク回線で結ぶシ

を目指します。

オンラインで生産性向上も

ステムを導入。これまでは月２回の会議
のために、旭市から本社に来てもらって
いましたが、往復３時間掛かる社員の移
動がなくなりました。これにより会議後
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製造部門もテレワークに挑む───

建物の空調や換気に欠かせないダクトを製造・施工・販売する美浜区の株式会社タムラカントウ。関東一円で空調設
備工事に携わってきました。これまで、品質を追求し、積極的に設備投資を進め、業界では全国２位の売り上げを誇る

テレワークができる部署は限られてい
ます。それでも緊急事態宣言が発令され
た４月、従業員の感染防止のため、テレ
ワークが可能な部門を検討した結果、営
業部門の積算業務担当を対象にしまし
た。図面を広げて数値を読み取り、数字
を入力して見積もりを出す仕事なので、
パソコンを支給すれば、自宅での作業は
可能です。ただ、図面は取引先との守秘
義務があるため、情報漏えいのリスクを
考慮して、書類のやりとりは宅配便を利
用。テレワークは、親世代と同居など自
宅の住環境といった本人の事情もある
ため、話し合って決めています。
テレワークを求めたパート従業員の
中には、 家｢にこもってしまったら、パ

製造部門は従業員の親睦が大切

がいました。

▲ダクトを製造する千葉工場の内部

が、製造工場での仕事が多い当社では、

出自粛が求められるようになりました

新型コロナウイルスが感染拡大し、外

積算業務でテレワーク定着

会社にまで成長してきました。国内で新型コロナウイルス感染症の影響が広がり始めると、従業員を守るため、製造部
門でありながら、テレワーク導入に挑み、交通費削減や生産性向上などの効
果が出ているといいます。この変革の旗振り役、田村真光社長にお話をうか

▲千葉本社の外観
▲銚子の営業所とつないだリモート会議システム

1
取締役社長執行役員／田村 真光
千葉市美浜区新港２２３－２
電話 043−246−2751

すぐに業務に取りかかることができ、銚
子営業所の生産性向上に貢献している
そうです。現在は取引先とのリモート会
議も増えており、設備が役立っています。
コロナがなければ、在宅勤務やリモー
ト会議なんて検討もしませんでした。や
ってみたら成果は絶大です。工場や現場
では作業の分担により連携を密に取ら
ないと進まない業務もあるので、検温な

会社DATA

ートに出た意味がない と
｣ 当初は難色
を示す人もいましたが、感染防止のため
納得してもらいました。現在では２週間
に一回程度出社し、進捗状況を報告して
もらっています。毎日の出退勤の管理は
日報での報告です。休憩時間などは細か
く設定していませんので、期間を決め
て、それまでに終えてくれれば問題あり
ません。テレワークを導入して半年以上
たちますが、問題なく業務を遂行してい

タムラカントウ
株式会社
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コロナ感染防止と経費削減を両立

タムラカントウ

９月２日㈬、 時より千葉商工会議所第１
ホールにて、９月役員会が開催されました。理

【亀島直輝君の結婚報告】

【次年度会長候補者挨拶】

の検温で会員の渕君【㈱エコクラフト】より、
顔認証

感染防止対策に努めていますが、今回、入室前
ましたが、ぜひ開催したいと思います。その時

亀島君より「コロナ禍により、披露宴は延期し

を代表して田中会長より、お祝いを贈りました。

なって、自社発展、地域振興に取り組んで参り

禍の影響が続く思われますが、皆さんと一丸と

も不正解も無いと考えています。来年もコロナ

度副会長）より、
「青年部の事業や活動は、正解

最後に次年度会長候補者の飯田敬道君（当年

による入退出管理と検温が可能な最新機器を借
はたくさんお祝いしてください！」と挨拶。会
ます。来月の臨時総会で承認いただけましたら

８月 日㈷に結婚された亀島直輝君に青年部

り受け、よりスピーディーな検温を実践し、受
場は笑いに包まれ、盛大な拍手が贈られました。

事会の他にも青年部の会合では、万全を期して

付での密集による感染リスク低減に努めました。
一生懸命やりたいと思いますので宜しくお願い

昨今のコロナ禍で先行きが見えない状況下、自分たちが今できることを考え今回は飲食店以外の
大きく影響があった企業にスポットをあて、思いをもって経営されている企業を応援できるページ
（ダイバーシティ委員会）

─コロナ禍での影響について─
月末より、海外旅行者をはじめとする旅

かったですが、さまざまな対策や宣伝を通じて
日々頑張っております。また、助成金を利用し
ながら雇用を維持して、解雇 人、退職希望者
人を維持しております。

─コロナ対策について─

ります。本来バスには全車両約 分間で空気を

りますが、そのほかにバスには様々な工夫があ

ク着用、手洗い手指消毒、三密回避は行ってお

お客様が衛生的に快適に楽しめるようにマス

0

で連れて行ってくれます。一年中車窓から見え

特定多数の人と接することが少なく、目的地ま

安心・安全に利用できるバスの旅。
移動の際、
不

このような様々な対応をして、コロナ禍でも

沫感染対策シートもご用意しております。

をお迎えしております。ご要望に応じては、飛

クラスターやオゾン脱臭除菌など行い、お客様

レイな空気が循環しています。さらにプラズマ

循環する機能が備えられており、車内は常にキ

5

手配も行っている会社です。

用意させて頂くと共に、全国ネットでのバスの

ご利用の皆様の為に安全で楽しいバスの旅を

迎、旅行を楽しむことができます。

る美しい景色、少人数から団体様まで快適な送

致します。
」との力強い挨拶がありました。

亀島君、末永くお幸せに。おめでとうございま

議、８月定例会の報告、ダイバーシティ委員会
の活動内容変更などの報告が行われました。

す。

理事会では 月定例会（臨時総会）の開催審

10

行者のキャンセルが、相次いで続き影響が大き

2
0

▲亀島さん（右）結婚祝い
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９ 月 理 事 会 （結婚報告、次年度会長候補者挨拶）

WE ARE THE CHIBA

コロナ禍でも安心・安全バス旅行

▲受付での検温

にできたらと思います。 第一弾として今回は観光業より、有限会社武井観光をご紹介します。

【会社概 要 】

有限会社武井観光
住所

14

〒
千葉市若葉区坂月町３２３ ４
ＴＥＬ ０４３ ２
- ３６ ６
- ５１１
ＦＡＸ ０４３ ２
- ３６ ６
- ５１２
設立 平成 年１月
264

WE ARE THE CHIBA
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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

▲挨拶する飯田次年度会長候補

編集：千葉商工会議所

コ ロ ナ 禍 ＆＆ア フ タ ー をを元 気 にに

初初 ＷＥＢ会議 システム をを学学 ぶぶ

当女性会は、９月８日の定例拡大理事会終了後、 当所 階第１
ホールにて、当会議所会員の㈱ベイキューブシー様のご協力により
鬼島秀彦様を講師にお迎えし、コロナ禍で関心の高いＷＥＢ会議シ
ステムについて、 セミナーを開催しました。

では、慣れないながらも積極的に

!

14

!!
ンライン』と挙げられ

ており、参加者は時代

の波に乗るため、興味

を持って自らを変え、

変わる会議システムへ

のチャレンジ意欲も芽

生え、大変有意義なセ

ミナーとなりました。

参加者の声

どこからでも接続・対話・視聴が

可能で、コミュニケーョン不足解

消となるなど理解しました。

会員でＷＥＢ会議の経験は一割

2020年11月号

しか居らず、安全性の質問や危惧の

夢シティちば

意見には、１００％安全とは言い切

29

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

れないそうですが、機能性などメリ

〒260-0013 千葉市中央区中央3‑10‑8
☎043‑221‑2311
043‑221‑2316

ットが多く良いと思いました。

会期：2021年1月5日（火）〜2月28日（日）
「つくりかけラボ02 志村信裕｜影を投げる」
会期：2021年1月5日（火）〜4月4日（日）

早くこのシステムを使いこなせ

宮島達男《地の天》1996年
千葉市美術館蔵 Photo by Nobutada Omote

櫻木副会長

宮島達男《Life (le corps sans organs) – no.18》 2013年
Courtesy of SCAI THE BATHHOUSE Photo by Ken Adlard

るよう、次回、拡大理事会後の、ス

■「ブラチスラバ世界絵本原画展
こんにちは！チェコとスロバキアの新しい絵本」
「田中一村展―千葉市美術館収蔵全作品」

マートフォンを使ったＷＥＢ会議

【次回展予告】

システムの体験会が楽しみです。

講師：宮島達男（現代美術作家）、中野信子（脳科学者）
11月3日（火・祝）14:00〜（13:30開場予定）／
11階講堂にて／先着80名
（当日12:00より1階にて整理券配布）／
聴講無料（要展覧会チケット・半券可）

会議終了後の受講会場では、参

■アーティストトーク「脳科学とアートの出会い」

同セミナーでは最初

【関連イベント】

取組みました。

■4階子どもアトリエ
「つくりかけラボ01 遠藤幹子─おはなしこうえん」

加者は距離を取り、熱心に講師の

数々生み出してきた宮島の多様な展開を広く紹介します。

■5階常設展示室
「千葉市美術館コレクション名品選2020」

に、ＷＥＢ会議システ

「Art in You（アートはあなたの中にある）」を提唱し、社会情勢を反映した作品を

【同時開催】

厚生労働省が公表する「新しい

都圏の美術館では12年ぶりの開催となる大規模な個展です。 2000年代に入り、

体制等のお話があり、

に続く」という3つのコンセプトに基づく作品は、人間にとって普遍的な問題である「生」
と「死」のテーマから高く評価されてきました。 開館25周年記念第2弾の本展は、首

システムの比較ではＺ

※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歳以上の方の料金

ＯＯＭが現在では使い

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

易いとのことです。

島達男。「それは変化し続ける」「それはあらゆるものと関係を結ぶ」「それは永遠

インターネット環境があれば、

LEDのデジタル・カウンターを使用した作品や、パフォーマンス、参加者と協同で
行われるプロジェクトなど、多様な作品表現により世界で活躍する現代美術作家・宮

（金・土曜日10:00～20:00）
※入場は閉館の30分前まで

説明に傾聴し、質問される場もあ

開館時間： 10:00～18:00

ム導入の目的や特徴、

休室日：11月2日㈪、11月16日㈪、12月7日㈪

生活様式」の実践例⑷働き方の新

期： 開催中〜12月13日（日）

運用に関するサポート

会

〒 260-8682 千葉市中央区青葉町
955-2 ( 青葉の森公園内 )

しいスタイルとしても『会議はオ

http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/
TEL: 043-265-3111 FAX: 043-266-2481

りました。

また、各々のスマホ等での実践

鬼島秀彦様

女性会
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