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「国の教育ローン」(日本政策金融公庫）のご案内

10・11月の動き

高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。お子さ
ま１人につき350万円以内を、
固定金利〔年1. 76%（平成29年11月10日現在）
〕で利用でき、

ベトナム進出への背景と特徴

在学期間内は利息のみのご返済とすることができます。

近年の税に関する動向概観

詳しくは、
「国の教育ローン」で検索していただくか、下記のコールセンターへお問い合

時短だけではむしろ弊害が！ 真の働き方改革とは

わせください。

〔教育ローンコールセンター〕 0570-008656
（ナビダイヤル） または
（03）
5321-8656

千葉商工会議所 女性会の活動
ちーバルグランプリ結果発表！
千葉商工会議所

青年部通信

今月の表紙

編集者のひと言

今年最後の表紙を飾るのは都市アイデンティティシ
リーズの「海辺」です。撮影地付近の検見川の浜は長さが
1300mあり、ウィンドサーフィンをはじめとするマリン
スポーツの人気スポットとなっています。休日には千葉の
風を求めて多くの人が集まり賑わっています。夏だけでな
く冬でも楽しめるので、千葉に吹く風を体験してみてはい
かがでしょうか。


今年も残すところあと１ヶ月となりました。昨年から会報誌を担当して、
自分なりにアイデアを出して紙面に反映できたかなと思いつつも、まだ
まだ改善点が多く、反省が尽きません。多くの会員企業、関係機関の
皆様にご協力いただいて発行している会報誌なので、来年は今年以上
に充実した内容をお届けできるように頑張っていきたいと思います。そ
のためにも、まずは無事に年末を迎えられるようにしたいと思います。

（企画広報課 E.M.）

夢シティちば 2017年12月号

※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

心からのおもてなしで
２０２０年の千葉市を盛り上げていく

「今はマラソン大会に出場するとほとんど最高齢者です。でも苦しくても走り続け、完走することはビ
ジネスにつながりますね」と林社主は語る。

来年 周年を迎える株式会社グリーンタワーは、幕張エリアで細やかな配慮を届けるホ
テルとして運営されてきました。２０２０年に向けて利用客のニーズも国際化・多様化が
進んでいます。また、千葉ゆかりのアスリート支援を行い、競技会場となる幕張エリアか
ら地元発信を行う林昇志・株式会社グリーンタワー社主にお話を伺いました。

年 月に鮨・割烹「みどり」

65

千葉市美浜区ひび野2−10−3
TEL 043−296−1122
事業内容：国際観光ホテル、飲食店経営

昇志
林

がありました。そしていつか

るようになるだろうとの直感

ホテルでの結婚式を皆が挙げ

りてくる演出が評判となりま

で新郎新婦がゴンドラから降

９００件を超え、結婚披露宴

ていきたいと思っています。

迎えする体制をしっかり整え

す。国内外からのお客様をお

張エリアも活気づいていま

ックの競技会場ともなり、幕

京オリンピック・パラリンピ

幕張メッセが２０２０年東

社主

した。

として千葉市中央区春日で創

の頂点のように感じましたね。

店を経営していただけに、そ

うになりました。自分が飲食

業しました。来年 周年を迎

が倒産してしまい、悩んだ末

社に勤務しましたがその会社

学せず、高校卒業後は証券会

我が家は貧しかったので進

やかな経験が長らくホテルを

はありませんが、こうした細

け、すべてが成功したわけで

式場など多くの事業を手掛

喫茶店、ビアガーデン、結婚

その後、バーやレストラン

に寿司屋を営むことにしまし

経営してこられた要因だと思

えます。

た。お金がなかったので、初

した。１９８３（昭和 ）年

（平成３）年にオープンしま

ーンタワー幕張」を１９９１

念願かなって「ホテルグリ

２０２０年に向けて
さらなる努力をしたい

います。

間口が２間・５坪の小さな店
でした。長男の私は当時 歳

で、家族一丸となって一生懸
命働きました。

様々な経験を経て
ホテル運営へ
１９６２（昭和 ）年に千

成ホテルは千葉市内に初めて

同で結婚式を挙げました。京

葉市内の京成ホテルで弟と合

した。宴会は最盛期で年間

ど、時代が追い風となりま

に京葉線が全線開通するな

業し、１９９０（平成２）年

に東京ディズニーランドが開

58
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株式会社グリーンタワー
ホテルを経営したいと思うよ

夢だったホテル経営にたどり着いた
歳の時に創業
来年 周年を迎える
28

当社は１９５３（昭和 ）

65

めは平屋の建物を移築して、

65

37

株式会社グリーンタワー
昭和28年、鮨割烹「みどり」創業。千葉に結婚式場「玉姫殿」を立
ち上げるなどした後、平成３年「ホテルグリーンタワー幕張」開業。
昭和31年、有限会社みどり（15年後に株式会社みどりへ改組）代表
取締役社長就任。昭和62年 株式会社グリーンタワーを設立し、代
表取締役社長就任。
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建ったホテルで、これからは
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～ホテル運営とともに地元企業としてアスリート支援〜
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会員情報プラザ

身近な相談相手“社会保険労務士”
の

無 料相談！（人に関するコンサルタント）

助成金

セクハラ・パワハラ

労基署臨検

解雇・懲戒

労使協定

出産・育児・介護

〒260－0015 千葉市中央区富士見2－12－1 虎屋ビル１Ｆ
営業時間／9:00～18:30 定休日／日曜日
TEL／043－222－2469
URL／http://www.c-toraya.jp/

千葉市中央区中央3-3-1フジモト第一生命ビル３階（旧パルコ隣）
TEL

043-202-5400

FAX 043-202-5445
URL: http://sr-misono.jp/

創業昭和４０年

夢シティちば 2017年12月号

民の寄付や支援によって、練

習に打ち込む選手を支える仕

組みをつくりたい。ファンド

を創設したり、選手の就職先

クもまさにそうですよね。

を確保して、生活基盤を支え

夢シティちば 2017年12月号

その一言につきます。今度のオリンピッ

12

15

る方法もある。

5

定休日／日曜日（日、月、連休時は月）
URL／http://www.ashibi.co.jp

の部屋に貼ってあります。サービス業は

50

トライアスロン選手を
支援する仕組み

〒260-0015 中央区富士見2-5-5-B1
営業時間／11:00～24:00
TEL／043-222-3838

千葉市中央区松波2-18-8
営業時間： ランチ 11:45～14:00（ごはんな昼ごはん）
カフェ 14:00～17:00（あまざけカフェ）
居酒屋 18:00～23:00（日本酒バル）
定 休 日： 日曜日
TEL／043-284-3700

Ｑ 好きな言葉は？
Ａ「心からのおもてなし」という言葉を会社

12

トライアスロンはまだメジャ

馬酔木

せんの葉

たいですね。食事には気を付けています。

80

千葉マスターズ陸上競技連

レストラン＆カフェ・バー

７～８％ぐらいなんですが、６％ぐらいにし

ーではありませんが、２０００

・お酒交流会
・日本酒２２分間飲み放題フェアー

盟会長や千葉市トライアスロ

■日本酒普及活動イベントのプロデュース

Ｑ 生活で心掛けていることは？
Ａ ウェイトコントロールです。体脂肪率は今、

千葉商工会議所の会員の

・グルメ vs 味オンチ イベント
・青空星空バルの開催

49

（平成 ）年のシドニー五輪か

■イベントのプロデュース

15

ン協会会長を務めており、主

るのでいいですね。

て、応援していきたい。

市内の名所や景色のいいところを回れ

方々にもぜひ応援していただ

す。旅行に行った先で走っています。

大手企業はトライアスロン

す。長くは休めないので国内がメインで

ければと思います。そして皆

Ｑ 休みの日は？
Ａ マラソン以外では、旅行にも出掛けま

クラブを創設して選手を支え

・米普及活動
・砂糖に替わる麹糖普及活動
・米スイーツ普及活動
・日本酒普及活動 実施中

Q &A

の支援で選手たちが一層活躍

■米→糀→糖→日本酒

林社主

られますが、私が目指してい

（商品、サービスの紹介）

し、メダルを獲ってほしいで

── 忘年会・新年会のご予約承ります。──

豊かな人生は楽しい食から
社会、地域の食イベントを通じて人生をサポートします！

るのは選手ゆかりの地元で支

現在でも創業時からのスタイルを守る手作りケーキをはじめ、カフェ・ランチ
メニューは人気の和牛ハンバーグステーキを中心に多彩なメニューをご用意。
夜の演出を彩るのは落ち着いた雰囲気の中、オリジナルフレンチやおつまみ
など各用途に合わせた使い方の出来る空間が魅力です。
また、各専門スタッフによるワイン、ウィスキーなどのセミナー実施、各種宴
会メニューも人気です。

すね

馬酔木」

お米のおいしさ発進中！
えることです。地域企業や住

老舗
「美味空間

千葉 虎屋

58

歳の時には河口湖マラソン

手作り和菓子専門店

み その

御園 富士夫

で２時間 分 秒を記録して

特定社会保険労務士

14

年代別の部で優勝。 歳の時

御園社労士事務所

老舗 千葉虎屋の暖簾を守り続ける定番商品『朝焼き どら焼き』のほか、
季節限定商品も各種取り揃えております。

に東京マラソンを４時間 分

その

千葉氏の家紋月星（つきぼし）をあしらった月星餅どら

秒で完走しています。今も

み

いちご大福（ゴールデンウィークまで）

歳でマラソンをはじめ
数々の優勝記録を出す

未払残業代

40

事業とともに私が尽力して

就業規則

いるのは千葉のスポーツ振興

無期転換ルール

さくらもち（正月より販売）

らオリンピックの正式種目と

15日㈯
18日㈫

にトライアスロンの選手育成

17日㈯
20日㈫

毎朝約 キロ走っています。

16日㈫
20日㈯

です。私自身、高校時代から

15日㈯
18日㈫

なり、
これまで私たちは上田藍、

18日㈯
21日㈫

の支援を行っています。私も

17日㈫
21日㈯

マラソンは苦しいし、孤独

12月

陸上と柔道をやっていて、ス

11月

加藤友里絵、庭田清美、福井

10月

進学できれば箱根駅伝やオリ

9月

ポーツがとても好きなんです。 で球技のようなゲーム性もな

8月

英郎、中西真知子、細田雄一

7月

40

ンピックにも出られたかもし

16日㈯
19日㈫

い。でも、自分一人の力を頼

15日㈫
19日㈯

両親の手伝いで村の開拓作業

17日㈫
21日㈯

をはじめ、のべ 人の選手を

17日㈯
20日㈫

れません。選手たちが実力を

17日㈯
20日㈫

りに、苦しさに立ち向かって

16日㈫
20日㈯

をしていたので、足腰が鍛え

6月

送りだしてきました。

5月

伸ばすための環境づくりをし

4月

勝てることがいいんです。い

3月

られたんですね。

2月

歳からマラソンを始めて、 い汗をかいてね。

平成30年
1月

創業七十年 大切に伝えられてきた伝統の手づくり製法
そして、時の流れに磨かれ続ける匠の技
それが、虎屋のこだわりです

千葉のスポーツ振興に貢献していきたい

毎月第三 火・土曜日【９：００～１２：００】
秘密厳守します。

「技術」と「素材のおいしさ」を何より大切に

4

わが社の

千葉発、オリンピック出場選手を
目指して邁進する
公営競技のマネジメントを行う日本写真判定株式会社。
その千葉事業所に所属して、自転車競技の選手として活躍
する中村妃智さんにお話を伺いました。

日本写真判定株式会社
千葉事業所 自転車競技選手

き

さと

中村 妃智
いていて、種目は違うけれど、一貫し
て同じ夢を抱き続けています。

山・松坂・広島・京都に事業所を置い

日本写真判定株式会社は、千葉・富
実績を積んでいます。実は千葉経済大

史があり、千葉県内では強豪校として

千葉経済大学付属高校の自転車部は歴

自転車競技は高校時代に始めました。

て、公営競技のトータルマネジメント
学付属高校はこの競輪場のすぐ近くで、
をさせてもらっていて、愛着のある場
所でした。

思い出がたくさんある
西千葉は大好きな場所

でオリンピック選手になりたい」と書

した。幼稚園の冊子では「将来は水泳

スポーツ選手になりたいと思っていま

小さい頃からスポーツが大好きで、

チしたり、皆さんと交流することも私

という企業理念とともに「会社で選手

を提供できる企業であり続けること」

社長に初めてお会いし、「人の成長機会

を掛けていただきました。面接試験で、

就職活動をしていた時に会社から声

月にイアン・メルビン氏をヘッド

たりします。

して、午後は練習したり、ジムに行っ

通常は、午前中は社内で事務の仕事を

技の選手として日々を送っています。

千葉事業所に勤務する傍ら、自転車競

私は入社２年目で、千葉競輪場内の

判定写真撮影業務などを行っています。 高校時代からこのホームバンクで練習

と公営競技及びアマチュア競技の着順

小さい頃から
オリンピック選手を夢見ていた

〒260-0045 千葉市中央区弁天4-1-1
電話 043-441-3443

に入れるとはなんて幸せだろう」と思

した。「自転車と深く関わりのある会社
ある。西千葉エリアは私が千葉市で一

仲間と一緒でしたし、今は勤務地でも

離チームは世界選手権が終了してから

コーチに迎えた事だと思います。中距

ていきたいですね。

らも多くの人に自転車の楽しさを伝え

が楽しみにしている仕事です。これか

２０２０（平成 ）年が近づくにつ
れて「東京オリンピック」という言葉

タートでした。なのでヘッドコーチが

ヘッドコーチがいない状況下でのス

日本体育大学を卒業して、また千葉

付いた時にはとても嬉しかったです。

ら伊豆の合宿でもどんどん環境も変わ

を掛けられることが増えてきました。

そしてイアンが来てからは本格的に

り、練習も厳しくなってくると思いま

アシスタントコーチの元でフォームの

質の高いチームパーシュートのトレー

すが、小さい頃から自分が夢見ていた

現在のチームメンバーがオリンピック

嬉しかったですね。この銅メダルの重

ニングが始まり、結果タイムも 秒縮

矯正、そして体力面に関しては各自で

みを強く感じています。これまでは東

まりました。 現在は毎月、女子 名

選手の候補に近い顔ぶれです。これか

京オリンピックでのメダル獲得という

でナショナルチームの合宿が伊豆の修

らはコーチ、自分たちを信じていかね

とれる可能性が出てきました。ここか

思います。でも、２０２０年メダルが

イムを出せるとは思っていなかったと

外でした。周囲の国々も日本がこのタ

いましたが、メダルがとれるとは想定

たち選手も日本新記録は出ると思って

であると確信が持てました。正直、私

ニングに励んでいます。

チームメイトと一緒に過ごしてトレー

りました。今では家族より誰よりも

て私たちの走り方も今までと大分変わ

うことを重視します。この指導によっ

レース中も声を出して、連携を取り合

ワークが大事。イアンは生活も練習も

時間が増えました。団体種目はチーム

からはチームの人たちと一緒に過ごす

分の事のように喜んでいます。自転車

所メンバー全員が中村さんの活躍を自

ＵＣＩトラックワールドカップでの

頑張っていきたいと思います。

世界で頑張れていることに感謝して、

目標に少し不安がありました。しかし

善寺で行われています。イアンが来て

ばと気を引き締めています。

２０２０年
東京オリンピックに向けて

フォーム、ペダリングなどの基礎的な

ン前半に土台作りとしてポジションや

います。そこで自転車の乗り方をコー

地元の方々がたくさん来場してくださ

ントを開催しており、高校生をはじめ

千葉競輪場では、土日や祝日にイベ

で応援しています。ガンバレ！

のメダル」を見せてください。みんな

ますので、その時はぜひ「一番良い色

でも結果を残してくれると期待してい

らきっと２０２０年東京オリンピック

動じない（ように見える）中村さんな

にも厳しいとは思いますが、何事にも

競技と仕事の両立は時間的にも体力的

位入賞おめでとうございます！事業

所長代理 石塚 達雄

上司からのメッセージ

ヘッドコーチの就任で
環境が大きく変化

箇所の矯正・強化をしたこと、そして

ここまで強くなれたのはオフシーズ

3

に戻り、ここには自転車部が練習して
私たちのチームがＵＣＩトラック

Ｗ杯で銅メダル獲得
という快挙を成し遂げる

番好きな場所です。

校までの道のりはいつも自転車乗りの

千葉事業所

い、迷うことなく入社を決めました。

を養成したい」というお考えを聞きま

日本写真判定株式会社

強化。

32

今回を機にメダル獲得が現実的な目標

7

6

いるので、監督や後輩たちにお会いし
ます。高校時代には西千葉の駅から学
ワールドカップ第 戦女子チームパー
2

シュートで３位入賞した時には本当に

(c)More CADENCE（morecadence.jp）

6
夢シティちば 2017年12月号
夢シティちば 2017年12月号

7

10

イチオシ社員

新日本建設㈱

淺野

勤続３０年以上の被表彰者

裕之

事業所名

修

68

被表彰者名

被表彰者名

新日本建設㈱

高石

㈱阿部商会

阿部

智也

新日本建設㈱

窪

良一

㈱阿部商会

山崎

正昭

㈱阿部商会

中村

陽介

新日本建設㈱

三橋

浩信

㈱植草園

大木

政江

㈱植草園

長谷部雅之

㈱千豊

内山

喜夫

㈱オランダ家

時田

昌浩

㈱環境設備計画

笠原三喜雄

㈱千豊

大井

一宏

㈱オランダ家

川嶋

衛

クリーンスペース㈱

安蔵

愛子

㈱千豊

加藤

健次

㈱オランダ家

清宮

敏雄

クリーンスペース㈱

吉岡

和紀

㈱タムラカントウ

西廣

裕一

㈱オランダ家

佐々木

クリーンスペース㈱

桜井さつき

㈱千葉測器

関口

信之

JFEコンテイナー㈱千葉工場

田邉

昭生

クリーンスペース㈱

吉野

栄治

㈱千葉測器

菅原

嘉一

JFEスチール㈱ 東日本製鉄所（千葉地区）

辻

新滋

斉藤工業㈱

川尻

宏明

㈱千葉測器

田部井敏之

JFEスチール㈱ 東日本製鉄所（千葉地区）

川上

孝一

斉藤工業㈱

奥河潤一郎

千葉トヨタ自動車㈱

秋山

順一

JFEスチール㈱ 東日本製鉄所（千葉地区）

髙田

篤

斉藤工業㈱

野村

政則

千葉トヨタ自動車㈱

横田

昌明

JFEスチール㈱ 東日本製鉄所（千葉地区）

大関

敏文

品川リフラクトリーズ㈱千葉事業所

柳

貴之

千葉三菱コルト自動車販売㈱

池田

友朗

JFE物流㈱東日本事業所

柿崎

雅幸

㈱秀穂`

塩脇

勇太

中央日化サービス㈱

渡邉

直次

式田建設工業㈱

神馬

正己

㈱秀穂`

相馬

陽子

中央日化サービス㈱

持田

幸夫

品川リフラクトリーズ㈱千葉事業所

佐藤

亘幸

㈱セキネ

甫木

宏聡

東亜外業㈱千葉事業所

大野

由尊

新日本建設㈱

積田

顕一

㈱タムラカントウ

泉

博文

東亜外業㈱千葉事業所

石井

伸弥

㈱千葉測器

鈴木

正行

㈱タムラカントウ

山下

修平

東亜外業㈱千葉事業所

鈴木

隆久

㈱千葉測器

小林

芳明

㈱タムラカントウ

熱田

陽彦

トヨタＬ＆Ｆ千葉㈱

山川

貢

㈱千葉測器

佐藤

正俊

千葉倉庫㈱

平川

健治

トヨタＬ＆Ｆ千葉㈱

高橋

剛

㈱千葉測器

川名

聡彦

千葉三菱コルト自動車販売㈱

竹内

絢子

㈱トヨタレンタリース新千葉

佐藤

慎一

㈱千葉測器

高柳

良弘

中央日化サービス㈱

五十嵐裕子

日産部品千葉販売㈱

堀江

利之

中央日化サービス㈱

山﨑

智生

中央日化サービス㈱

大川小百合

日産部品千葉販売㈱

野平

浩司

㈱福井

都竹

一水

㈱トライ・インターナショナル

吉田

治彦

日産部品千葉販売㈱

松丸

哲也

㈱トライ・インターナショナル

高杉

建

日産部品千葉販売㈱

髙野

政宏

㈱トライ・インターナショナル

鈴木

大輔

日産部品千葉販売㈱

久保

吉紀

㈱トライ・インターナショナル

髙橋久美子

日産部品千葉販売㈱

津田

竜一

㈱トライ・インターナショナル

大山

泰弘

日産部品千葉販売㈱

伊藤

弘昭

㈱阿部商会

浦澤

圭子

㈱トライ・インターナショナル

馬場美由紀

日産部品千葉販売㈱

宮原

成彦

㈱奥山

鈴木

伸孝

松原建設㈱

銅冶

祐司

日産部品千葉販売㈱

豊永

泰孝

㈱奥山

小林

明平

水野運輸㈱

井原

誠

日産部品千葉販売㈱

白井

隆

㈱小梛組

清水

一枝

水野運輸㈱

鎌田

茂俊

ネッツトヨタ千葉㈱

伊藤

泰子

京葉臨海鉄道㈱

千葉

利明

水野運輸㈱

中村

雅一

ネッツトヨタ千葉㈱

須川

武

京葉臨海鉄道㈱

長谷部一雄

事業所名

正

式典の様子

代表謝辞 式田建設工業㈱ 神馬正己氏

勤続20年以上の被表彰者
事業所名

祝賀懇親会の様子

被表彰者名

水野運輸㈱

加藤美津世志

㈱福井

河野

恵子

㈱崑崙印刷

田村

久則

社会福祉法人友和会

小出真由美

福井電機㈱

金塚

努

㈱崑崙印刷

岩井

重徳

社会福祉法人友和会

上田

利佳

福井電機㈱

戸田

智文

㈱崑崙印刷

八本

貴之

社会福祉法人友和会

盛合美千子

福井電機㈱

大津

智史

㈱崑崙印刷

野呂瀬安洋

社会福祉法人友和会

杉山由加里

福井電機㈱

渋谷

浩司

㈱崑崙印刷

大野

成久

社会福祉法人友和会

笹ノ間大輔

松原建設㈱

吉野

斉

JFE物流㈱東日本事業所

平賀

己一

社会福祉法人友和会

鈴木

幸太

水野運輸㈱

木村

竜一

品川リフラクトリーズ㈱千葉事業所

荻野

洋司

社会福祉法人友和会

石井

美幸

水野運輸㈱

髙澤

繁

㈱昇和産業

飯島

和幸

㈱ルート14

吉田

大作

水野運輸㈱

吉田

勉

新日本建設㈱

蜂谷

照雄

㈱ルート14

中嶋

智英

㈱ルート14

川島

正好

新日本建設㈱

山口比呂志

中締め ㈱千葉測器 鈴木正行氏

（左欄に続く）

望月副会頭

（敬称略）

堀江副会頭

斉藤副会頭

粟生副会頭

村尾副議長

熊谷市長

篠崎次長

46

30

11

第 回会員優良従業員表彰式

10

を 月８日、三井ガーデンホテ

60

ル千葉において盛大に挙行した。

20

表彰式には、勤続年数 年以上

22

名、 年以上 名、 年以上

名の被表彰者と来賓・事業主等

合わせて１５０余名が出席した。

式典は、堀江副会頭の開式の

ことばで始まり、「君が代」斉唱

68

の後、粟生副会頭から「会員優

良従業員表彰式は、本年で 回

目を数え、本年度も、このよう

に大勢の方々の参加を得て盛大

に開催できることは、大変喜ば

しく、本日表彰を受けられる皆

様におかれては、今後とも健康

に留意され、企業の発展ひいて

は地域経済の振興にご尽力いた

だきたい」とお祝いを交えたあ

いさつがあった。

続いて、千葉県知事（代理＝

千葉県商工労働部次長 篠崎千

、千葉市長 熊谷俊人 氏、
尋 氏）

千葉市議会議長（代理＝千葉市

議会副議長 村尾伊佐夫 氏）か

らそれぞれお祝いのことばをい

ただいた。

20

この後、斉藤表彰委員長（副

10 30

会頭）から表彰審査報告が行わ

れた後、勤続 年以上、勤続

年以上、勤続 年以上表彰が順

次行われ、各代表に同委員長か

らそれぞれ表彰状と記念品が授

与された。

続いて、被表彰者を代表して

式田建設工業㈱ 神馬正己 氏が

「会社の先輩や同僚、
取引先の関

係者や家族の支援と協力があっ

て今日のこの日を迎えることが

できました。今後はこの感激を

忘れることなく、微力ですが後

進の指導と地域社会への貢献に

全力を尽くしていきたい」と謝

辞を述べた。

最後に、堀江副会頭の閉式の

ことばで表彰式を終了した。

表彰式終了後、出席された被

表彰者・事業主及び主催者・来

賓者を交え、記念撮影を実施し

た。（写真参照※２グループに分

かれて撮影）

その後、望月副会頭の乾杯に

夢シティちば 2017年12月号

より、
祝賀懇親会を開会した。
今

回から新たに実施した祝賀懇親

会では、事業主から被表彰者に

対して、普段なかなか伝えるこ

とのできない労いの言葉を送る

姿が見受けられるなど盛会であ

った。

9

永年勤続の功労をたたえ１２８名を表彰

勤続10年以上の被表彰者

第 回会員優良従業員表彰式

トピックス

トピックス

68

夢シティちば 2017年12月号

8

千葉商工会議所 会員交流事業

会議所ニュースに
「千葉おもてなしＷｉ Ｆ-ｉ」 が
紹介されました。

─６で㈱雅の優

を追いつくという手に汗握る接戦とな
りましたが、最後は８

平成 年 月３日㈮に、『会員対抗ソ
フトボール大会』を磯辺スポーツセン
勝、３位決定戦は９

サインボール、豪華果物等が贈られま

子ソフトボール代表チームの寄せ書き

優勝の㈱雅には優勝カップと日本女

─２で㈱京葉銀行

ターにて開催しました。深夜に降り出

参加いただき、計 試合の熱戦が繰り
広げられました。

しんでいただくことができました。各

小学生のお子さんなど幅広い方々に楽
きました。

バーを集めて挑みたい」などの声を頂

開催してほしい」
「次回はベストメン

順位を決定。決勝戦は㈱雅 ＶＳ ㈱吉
野機械製作所、３位決定戦はＪＦＥ物
決勝戦は、初回に㈱雅が４点先制する
銀行・㈱千葉興業銀行・千葉トヨペッ

シーデーシー情報システム㈱・㈱千葉

音順：敬称略

野機械製作所・千葉商工会議所

ト㈱・日本政策金融公庫・㈱雅・㈱吉

も次の回に㈱吉野機械製作所が４点差

流㈱② ＶＳ ㈱京葉銀行となりました。 ㈱京葉銀行・ＪＦＥ物流㈱①、②・

【参加企業】

チーム２試合を戦い、勝数・失点数で

「来年も
三振なし、四球なしのルールで行い、 した。参加者の方々からは、

13

の空のもと チームの会員事業所にご

の勝利となりました。

29

した雨も開会式までには上がり、快晴

11

10

10
夢シティちば 2017年12月号
夢シティちば 2017年12月号

11

会員対抗ソフトボール大会を開催！
！

当所、千葉県警察、東日本電信電話㈱千葉事業部などと連携し、外国人
観光客をターゲットにしたインターネットサービス「千葉おもてなしＷｉ Ｆｉ」が日本商工会議所の会議所ニュースで紹介されました。

50

開催記念
第16回世界女子ソフトボール選手権大会 in 千葉

「㈱雅」チームへの優勝トロフィー授与

10

ご相談ください！

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。
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。

千葉市大型店会視察研修会

月

日㊋

総合防犯設備・用品

街頭防犯カメラ

千葉商工会議所会員
所長弁理士

小林 正治
弁理士

小林 正英

交流深め、
８組がラウンド

10

例年秋の恒例となっている「役員・議
員親睦ゴルフ大会」
がこのほど、
久能カン
トリー倶楽部（富里市）で開催され、参
加者８組 名がコースをラウンドした。
当日は雨が降りしきる中でのゴルフコ
ンペとなったが、全員が ホールをプ
レー。思い思いラウンドを楽しんだ。
その後は、クラブハウス内のコンペ
ルームで、
表彰式と懇親会を開催。
石井会
頭が駆けつける中、参加者は互いに名刺
交換や談笑をするなど、交流を深めてい
た。最後は、当日の成績発表を行い、優
勝には㈱双葉の長谷川誠様が輝いた。

役員・議員親睦ゴルフ大会

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

℡047-365-6007

千葉市のものづくり「松田刀匠」
「㈱オ
ーエックスエンジニアリング」を視察

月 日㊎

●これから事業を始められる方を応援します！

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。

℡043-221-8110
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

松戸支店

本

●金融機関からの資金調達をサポートします！

年度

月 日㊎
第９回ビジネス商談会
船橋 ２０１７を開催！
【主催】
船橋・習志野・八千代・浦安・千葉商工会議所・東京商工会議所江戸川支部

まずは、お気軽にお問い合わせ、

13

当所の役員・議員（元職を含む）
が叙勲・褒章を受賞されましたの
で、心からお祝い申し上げます。

（元副会頭）
二宮産業㈱代表取締役社長

平成

（元監事）
㈱京葉銀行取締役会長

秋の叙勲・褒章受章者

（議員）
㈱原島電機工業代表取締役

猪野 正光氏

年度

（元副会頭）
新日本建設㈱代表取締役会長

林 昇志氏

この度、
千葉商工会議所の推薦により、
会
員企業から２名が千葉県の表彰を受章され
ました。心からお祝い申し上げます。

旭日中綬章

小島 信夫氏
㈱グリーンタワー社主

平成

千葉県の表彰者

第７回定例会員交流会

旭日双光章

金綱 一男氏

文化の日千葉県功労者表彰
（商工労政功労）

TEL 03-3866-3327
千葉市稲毛区宮野木町1664-11
営業センター

旭日双光章

屶網 敏雄氏
福井電機㈱執行役員・施設部部長

藍綬褒章

原島 昌人氏

千葉のちから「中小企業表彰」
（従業員表彰）

29

29

月 日㊎
自身の経験を通し
女性活躍の時代について語る
10

お昼時の交流会として開催している第
７回定例会員交流会を、第１ホールにて
行った。
今回の講師は、ＡＮＡインターコンチ
ネンタルホテル東京前支配人の薄井シン
シア氏をお招きし、「女性活躍の時代（と
き）
、
専業主婦からの挑戦」というテーマ
で熱の入ったお話を伺った。
薄井氏は、専業主婦を一つのスキルと
見做し、自身の経験から専業主婦の素晴
らしい点（観察力）や弱点（自分に自信
が持てていない）
、
今後企業側としてはど
のように専業主婦を活用すべきかを生き
生きと語っていた。
その後、交流会では、参加者による名
刺交換が活発に行われ、盛況の内に閉会
となった。
16

13

12
夢シティちば 2017年12月号
夢シティちば 2017年12月号

13

13

千葉市大型店会（中沢代表幹事）は、
千
船橋・習志野・八千代・浦安・千葉商
葉市のものづくりとして「松田刀匠」と
工会議所の県内５商工会議所および東京
の視
商工会議所江戸川支部は、船橋商工会議 「㈱オーエックスエンジニアリング」
所にて合同でビジネス商談会を開催した。 察研修会を開催した。
松田刀匠は、若葉区の多部田町に位置
当商談会は地域を越えた事業拡大や販路
し、
刀匠の松田次泰氏は、
千葉県の無形文
開拓などを目的としており、今回で第９
化財にも登録されている。視察では、刀
回目を迎える。
商談会は商工会議所の会員企業限定で、 の鍛錬過程見学の他、実際に出来上がっ
た刀に触れる機会をいただいた。
参加申し込みのあった事業者から事前に
㈱オーエックスエンジニアリングは、
商談希望先をヒアリングした上で、事務
スポーツ用車いすの製造を行っており、
局が相手企業とのマッチング調整を行い
車いすの製造ラインと会社の取り組みに
商談スケジュールを組むものである。
ついての説明のあと、実際に試乗体験も
今回は、 の事業者から参加申し込み
させていただいた。
があり、当日は の事業所が参加し、計
今回の視察では、ものづくり現場の視
組の商談が行われた。
察を通して、本業である小売業を見つめ
県内・都内の各地から集まった参加者
なおすきっかけとなったとともに、大型
たちは、自社の事業発展に向けたヒント
店各社とつながることができた。
を求めて熱心に商談を行った。
39

http://www.ohshima-cp.com
18

10

in

17

17

32

10・11月
タイムライン

月 日㊍
最近の金融経済情勢等について
意見交換
日本銀行との意見交換会

日㊍

月 日㊍・ 月２日㊍・ 日㊎

女性・若年層・外国人留学生を対象に開催

月

資金繰りの安定に向けて！
合同就職説明会・面接会

当所経営安定特別相談室は、「プロが教
える㊙の資金調達術！」をテーマに今年
度１回目となるセミナーを開催した。
今回のセミナーは企業経営にとって生
命線ともいえる資金繰りの中でも資金調
達をテーマとし、融資をする側の金融機
関の考え方や、最新の金融動向について
学び円滑な資金調達を実現していくこと
で、今後の経営安定に役立ててもらうこ
とを目的としたものであった。
セミナーには金融機関出身で中小企業
診断士として活躍する落藤伸夫氏を講師
に招き、最新の金融政策動向などを踏ま
え、今後金融機関が力を入れるだろうと
予想される「事業性評価融資」などにつ
いて講義がなされた。
10

27

若年層を対象に開催し、参加企業 社が
来場した 名の求職者に対し企業説明及
び面接を行った。
第三回目は、 月 日に当所において、
市内専門学校等に通う外国人留学生を対
象に開催し、参加企業８社が来場した
名の外国人留学生に対し企業説明を行っ
た。企業によっては、説明会終了後個別
に試験を行うなど、積極的に採用活動を
行っていた。
本説明会・面接会終了後、参加企業に
アンケート調査を実施したところ、「この
ような企業説明会をたくさん開催してほ
しい」
、
「採用を検討したい人材と出会え
た」等のお声をいただいた。
当商工会議所は、今後も企業と多様な
人材との出会いの場の提供を積極的に
行っていく予定である。

第１回 経営安定特別セミナー

10

当商工会議所は、
千葉市、
千葉公共職業
安定所及び独立行政法人高齢・障害・求
職者雇用支援機構高度ポリテクセンター
と共催で、合同就職説明会・面接会を開
催した。
本説明会・面接会は、生産年齢人口の
減少により、中小企業・小規模事業者に
おいて若年層の人材確保が厳しくなって
いる状況の中で、企業の採用活動支援を
目的として、女性、若年層、外国人留学
生を対象に開催した。
第一回目は、 月 日に高度ポリテク
センターにおいて開催し、参加企業５社
が同センターの事業概要の説明及び施設
見学をした後、製造業への再就職を希望
している女性を中心とした 名の受講生
を対象に企業説明を行った。
第二回目は、 月２日に当所において、

親睦ゴルフ大会を開催
地元チーム応援企画

ジェフユナイテッド

月５日㊐

千葉市大型店会・ 月例会

ＦＣ町田ゼルビア

29

晴天の中、多くの皆様がジェフユナイ
テッド市原・千葉
ＦＣ町田ゼルビア
戦をホームコーナー自由席で観戦した。
結果は、ジェフユナテッド市原・千葉
が２対１で勝利。前半 分に町田選手が
右サイドからダイレクトでクロスを出す
と、為田選手がファーサイドで右足を振
り抜きゴール。前半 分にも相手がバッ
クパスの処理を誤り、船山選手がボール
を奪うと、無人のゴールへ流し込みゴー
ル。
後半には、
相手にゴールネットをゆら
され１点取られるが、そのまま時間が流
れ、球場内にホイッスルが鳴り響きゲー
ム終了となった。
スポーツを通じて会員交流ができ、参
加者には大好評であった。

公益財団法人

当所は、日本銀行との金融経済情勢等
に関する意見交換会を開催した。
本会は、日本銀行の金融政策の決定に
あたり、判断材料収集の一環として、各
地の商工会議所等と開催しているもので、
同行の金融政策の内容や意図等について
説明するとともに、各業界の動向や、金
融政策に対する意見・要望を聴取するこ
とを目的としている。
会議では、日本銀行調査統計局の片桐
企画役（調査主幹・千葉県総括）から、
最
近の金融経済情勢等について説明があり、
その後、各出席者から最近の地域・業界
の動向や自社の経営状況等について説明
があった。

11

▲当所にて外国人留学生を対象に開催

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

日㊌

39

☎043‑246‑0265

☎043‑225‑6232

千葉市美浜区新港32-14

千葉市中央区本町1−1−13

月

11

特定健診 保健指導 一般健診
出張健診 環境測定 人間ドック
各種がん検診 各種精密検査

報徳千葉診療所

千葉市大型店会は東急セブンハンド
レッドクラブ（緑区小山町３５９―６）
にて 月例会として、会員の親睦を深め
るためゴルフ大会を開催した。
当日は晴天に恵まれ、参加者全員が楽
しんでプレーを行った。プレー終了後は
懇親会を兼ねて表彰式を開催し、和やか
な雰囲気の中で閉会となった。
【競技結果は次のとおり】
優 勝 ㈱そごう西武・そごう千葉店
上田 善久氏

準優勝 ㈱千葉ショッピングセンター
太田 敏男氏

第３位 ㈱千葉薬品  根本 光男氏

34

ちば県民保健予防財団

医療法人社団 報徳会

あなたの健康をサポートする…

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

10

月 日㊎
「改定ＩＳＯ１４００１への対応
及び実践」についてセミナー開催

26

▲当所にて若年層を対象に開催

26

VS

21

11

14
夢シティちば 2017年12月号
夢シティちば 2017年12月号

15

10
11

10

11

VS

第 回企業環境セミナー

当所とＮＰＯ法人環境カウンセラー
千葉県協議会との共催で、
「改定ＩＳＯ
１４００１への対応及び実践」
と題し、
第
回企業環境セミナーを開催した。
第一部の基調講演では、日本環境管理
監査人協会（ＪＥＭＡＳ）理事の齋藤喜
孝氏が、
「ＩＳＯ１４００１：２０１５改
定版への対応」について解説をした。
第二部では、大平興産㈱取締役総務部
長の平澤 雅彦氏並びに総務部次長の川
上 郁夫氏より「廃棄物処理業のＩＳＯ
１４００１への取り組み」について、そ
の後、富士石油㈱ 袖ヶ浦製油所 ＴＰＭ
推進室課長の鈴木 勝美氏による「ＩＳ
Ｏ ２０１５年版移行審査を終えて」と題
した事例発表や取組事例を聴講した。

▲業界動向等について説明する斉藤副会頭（左から３番目）

26
1

19

27

10
11
11

10

20

10

20

10・11月
タイムライン

都市開発・産業政策合同委員会

月７日㊋

年度提言書を提出

月 日㊎・

平成

都市開発委員会（飯沼委員長）および
産業政策委員会（佐藤委員長）は、 月
日に「千葉市総合交通政策と施策への
取組み」をテーマに合同委員会を開催し、
千葉市交通政策課課長の佐々野氏から公
共交通の現状等についてご説明いただい
た。
平成 年に策定された千葉市総合交通
政策の具体的な推進計画を伺ったほか、
鉄道・バス・モノレールの利用状況や移
動手段の構成比、交通バリアフリーに関
する整備状況等を確認した上で意見交換
を行った後、前回の委員意見を基に作成
した提言案について、取り纏めを行った。
取り纏めた「千葉市全体のまちづくり
を踏まえた再開発の促進および公共交通

都市開発・産業政策合同委員会

対策」
の提言書では、
①千葉駅周辺の活性
化グランドデザインの具体化に向けた再
開発の促進、②中心市街地の活性化と市
内各拠点との連携強化を図る公共交通対
策の主に２点について言及しており、両
委員長から千葉商工会議所に提出した。
月 日には当提言内容を盛り込ん
だ要望書が石井会頭から熊谷千葉市長へ
手渡された。

（無料）

■税理士による税務相談窓口

専門家による経営の相談窓口
千葉商工会議所では、千葉県税理士会
記帳、確定申告等、企業経営における
税務相談全般に応じます。
【日 時】 月 日㈭
時～ 時
【相談員】 毛呂 博（税理士）

日 付
月 日㈮

月 日㈮

分 野
経営全般
法
律
経営全般
経営全般
経営全般
税
務
経営全般
経営全般
労
務
経営全般
経営全般
経営全般
法
律

※いずれも 時～ 時

相談員
大矢診断士
榎本弁護士
石井診断士
大矢診断士
石井診断士
毛呂税理士
大矢診断士
石井診断士
三代川社労士
大矢診断士
石井診断士
大矢診断士
榎本弁護士

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

国際・情報合同委員会

小規模事業者の方に有利な融資制度

ご利用いただける方

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。

マル経融資

国際委員会（久保委員長）及び情報委
員会（池田委員長）は、合同委員会を開
催した。
合同委員会でまとめた意見を踏まえな
がら、飲食店・小売店を対象にしたアン
ケート調査や、外国人観光客が使いや
すいＷｉ Ｆ-ｉ「千葉おもてなしＷｉ Ｆｉ」の整備促進などを進めてきたところ
である。
会議では、これらの取組について事務
局から報告を申しあげ、その後、各委員
から意見を頂戴した。
今後は、合同委員会においてあげられ
た意見を参考に千葉市への要望を作成し、
月下旬に石井会頭から熊谷市長あてに
提出する予定である。

国際・情報合同委員会

月 日㊋
当所インバウンド対応事業に
ついて意見交換
10

①千葉
 市内で最近１年以上事業を継続してい
ること
②当商
 工会議所の経営指導を申込みの６ヶ月
以前から受けていること
（法人税）
、事業税、市・県民税等を
③所得
 税
納期限内に完納していること
④日本
 政策金融公庫の非融資対象業種（金融
業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等）で
ないこと
※決算
 内容等によってはご
希望にそえない場合もご
ざいます。

▲当所の取組について意見を交換

佐藤委員長
飯沼委員長

就業規則、労働保険、助成金等、企業
経営における労務相談全般に応じます。
【日 時】 月 日㈭
時～ 時
【相談員】 三代川 保（社会保険労務士）

■社会保険労務士による労務相談窓口

4

千葉東支部、千葉県社会保険労務士会千
葉支部のご協力により、税務・労務の相
談窓口を新たに開設します。
経営全般、法律、税務、労務と幅広く
ご相談に対応しておりますので、お困り

17

17

のことがありましたら、是非お気軽にご

14

14

利用ください。

■中小企業診断士による
経営の相談窓口

●事業計画の作成について相談したい

●国や
 県の公的支援策を活用したいなど、
経営に関する様々な課題について相
談に応じます。

【日 時】 毎週火曜日・金曜日

1

11

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

1.11％

時～ 時

15

日㈫
日㈮
日㈫
日㈭
日㈮
日㈫
日㈭
日㈮
日㈫
16 12 11 9 5 4 26 22 19

月
月
月
月
月
月
月
月
月

19

※ご相
 談を希望される場合はあらかじめ
お電話で相談日時等をご連絡ください。

要
不
（平成29年4月12日現在）

担保・保証人
利
金

2,000万円以内
設備資金 10年以内
（据置１年以内）

融資限度額
返済期間

【相談員】 大矢たかし（中小企業診断士）

時～ 時

12

31

0

マル経融資とは

実施中

７年以内

（据置１年以内）

運転資金

石井 孝昌（中小企業診断士）

■弁護士による商工法律相談

●債権が回収できない

月 日㈮

1 1 1 1 1 1 12 12 12

11

17

利子補給
.5％

11

1

1

10

●契約
 に関するトラブルが発生したなど、
法律上の諸問題の相談に応じます。

【日 時】

時～ 時

【相談員】 榎本 初雄（弁護士）

月 日㈮

17 17

9

自由業部会

正副部会長・所属議員・常任委員会議

月 日㊍
来年度に向けて
活発な意見を交換
11

自由業部会（水野部会長）は、正副部
会長・所属議員・常任委員会議をペリエ
ホールにて開催した。今年度の事業進捗
報告では、来年２月に開催を予定の「千
葉駅周辺の新しいまちづくり」をテーマ
としたオープン講演会について意見交換
をした。
また、平成３０年度の事業計画 案( に)
ついて検討し、視察研修会や親睦ゴルフ
大会、セミナーを中心とした事業を実施
することとした。
会議終了後には会場を移し、親睦懇親
会を開催した。懇親会では、水野部会長
のピアノの演奏に合わせて「上を向いて
歩こう」などを合唱し、部会員同士によ
る交流を深めた。

16
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14 14

28

29 20

24
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20

11
17

19 15

14

14
1 12

10・11月
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。

タイムライン

＜ちばインフォメーション＞

▲水野部会長による議事進行

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〜

㈲サン・フット企画
代表

久保 巳郎さん

40

それで 年ほど前に立ち上げたのが

名将・本田総監督がついて
チームがスタートした

の時に退職しました。

う希望を持っていました。それで 歳

㈲サン・フット企画

１９６０年代、 年代の日本では

サッカーで遊んでもらっていました。

教育大学で、そこのお兄さんたちに
通経済大学付属柏高等学校サッカー部

分野では「名称」と呼ばれ、現在は流

習志野サッカークラブです。サッカー

時日本の大学サッカーでは一番の東京

て、自分が通っている中学校の隣が当

私は小学校からサッカーをやってい

自らのサッカー経験を生かして
チームを創設した

に、サッカーを通じて子供たちに伝えたいことや
サッカー指導について伺いました。

自身もサッカー選手の経験をもち、サッカーク
ラブを持つことが長年の夢であった久保巳郎代表

強いサッカーチームを目指しながら、スポーツを
通じて、子供たちに人間形成につながるような
多くのことを経験してもらうよう努力しています。

ウィングスとして
スタートするまで
しばらくすると、習志野高校でグラ
ウンドを借りることが難しくなり、千
葉工業大学のグラウンドを借りました。
この時、東京ヴェルディの支部となり、

〒262-0021 千葉市花見川区花園町1534－8
☎０４３－273－3046

がら頑張っていた時代です。

レ選手の活躍を見たり、遠い夢を見な

ちは「サッカーの王様」と呼ばれるペ

ではなくて、サッカーに携わる少年た

サッカーはそれほど一般的なスポーツ

当初は習志野高校のグラウンドを借り

が高くて、初年度は 人集まりました。

た。本田総監督効果、習志野高校効果

督、私が監督ということで創設しまし

の総監督である本田裕一郎さんが総監

分のサッカーチームを持ちたい」とい

人として働き始めましたが、「いつか自

送った経験があります。その後、社会

京ヴェルディの前身）で選手生活を

私も読売サッカークラブ（現在の東

こと求心力があったと思います。

野高校もサッカーが強いので、なおの

どで、選手も多く集まりました。習志

時としても千葉県内では３本に入るほ

て練習をしていました。チーム力は当

本代表は５人、Ｊ１．Ｊ２入りする選

これまで、チームから育った年代別日

しょう。子供たちにも「きみだけがよ

いうことは社会人となっても役立つで

それにチームワークで勝負をすると

全県エリアや東京からも通ってきます。 思います。

手が９人育っています。

と」を考えさせています。

いというのではなく、みんながよいこ

スポーツを通じて
子供たちの人間形成を

に「ウィングス」としてスタート）
。

としてスタートしました（２００８年

持ちを伝えたいと思っています。試合

にサッカーをする楽しさや悔しさの気

子もそうでない子もいます。でも全員

と思っており、３年ほど前にようやく

つか自分たちのグラウンドを持ちたい

ずっとグラウンドを借りていて、い

自分たちのグラウンドを
３年前に持った

結成して３年目の時にジュニアユー

に勝ったから、あるいはうまくなった

今のチームには将来、プロを目指す

ス全国大会で３位になったことで注目

ていきました。今は選手を選抜するセ

書くなどして選手を集め、徐々に増え

ともありましたが、一人一人に手紙を

ことで、そうした感動や楽しさを味わ

ではなく、本気でサッカーに向き合う

習い事のつもりや単なる技術の習得

あり、１００台用の駐車場もあります。

公式戦ができるような施設。観客席も

ナイター設備があって、フルピッチで

いるところはほとんどないと思います。

U-15担当の吉田コーチ（左から２番目）と生徒達

第32回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会
全国ベスト32のメンバー

です。

世界へ羽ばたく選手を育てていきたい

リーグなどで通用するチームとなり、

そうして強いチームを作り、関東

スタイルを作っていきたいですね。

がっているんです。そうしたサッカー

そうしたことがチームの一体感につな

サッカーが日本よりも密着しています。

だと、サッカーだけではなく、生活と

ゲームをしたりします。海外のチーム

も含めて皆でバーべキューをやったり

試合が終わった後、選手と保護者

い、スポーツを通じて人間形成につな

になりました。千葉市内だけではなく、 がる芯の部分を作っていってほしいと

レクションに２００人以上集まるよう

途中チームのメンバーが減少したこ

されました。

実現しました。人工芝を敷いています

「ウィングス習志野」

●会社データ●

50

から嬉しいとか楽しいとか。そういう

―

20

が、私たちのレベルで人工芝を持って

チームはＵ

70

気持ちが育つことが大事なんです。

12
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19

小学５年生 U-15コースの練習風景
久保代表

7

2

1

6

1

12

78
4

3

見方を変えると、所得の向上は賃金
上昇の結果とも言うことができます。
ハノイ市、ホーチミン市を含む地域の
最低賃金は、２０１３年からの 年間
で１１１・７ＵＳＤからへと１６７・４
ＵＳＤと約１・５倍に上昇し、
ジェトロ
が実施した「アジア・オセアニア進出
日系企業実態調査」
（２０１６年）では、
・ ％ものベトナム進出日系企業が
従業員の賃金上昇を経営上の問題点と
回答しています。ベトナムへの進出が
加速した２０００年代後半と比較して
賃金をめぐる状況は変化しており、ベ
トナム進出を検討するにあたり注視す
るべき重要な項目のひとつと言えるで
しょう。ベトナムを含むアジア・大洋
州地域に進出している日系企業の活動
実態の詳細については、以下のページ
もご参照ください。

「アジア・オセアニア進出日系企業実
態調査」

https://www.jetro.go.jp/world/re
ports/2016/01/6f26fd5b57ac7b26.
html

75
5

5

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

であるホーチミン市では、一人当たり
３１８ＵＳＤ（２０１５
ＧＤＰ が５，
年）と同年のタイの５，７９９ＵＳＤ
に逼迫しています。また、ベトナム全
国の小売市場規模は、２０１８年には
タイを凌ぐという試算もあります。
日本からも消費市場としてのベトナ
ムに焦点を当てた進出傾向が見られる
ようになりました。コンビニエンスス
トア、百貨店等は代表的な事例です。
２００９年に 号店を開いたファミ
リーマートはホーチミン市内に１２５
店舗（２０１６年 月時点）
、
２０１６
年 月には高島屋が同市に店舗を開店
しました。今年 月にはセブンイレブ
ンが同市内に 号店を開店し、 年間
で１００店舗の展開を目指すと報道さ
れています。日本貿易振興機構（ジェ
トロ）が２０１６年に実施した調査で
は、ベトナムで卸売業・小売業を展開
する日系企業のうち、 ・ ％が今後
～ 年で事業規模を拡大すると回答
しており、ベトナムを消費マーケット
として捉える動きは今後も続いていく
と考えられます。
1

貿易投資相談 Ｑ＆Ａ

22

日本企業の進出先としてベトナムが注目を集めていると聞きました。 その背景と
現在のベトナム進出の特徴を教えてください。

52

ベトナム進出への背景と特徴

日本企業の中国進出が、
以前と比較すると下火に
なっていることをご存知
の方は多いでしょう。人
件費の高騰、政情不安などのリスク要
因の分散のため、中国以外の進出先い
わゆる「チャイナ・プラスワン」
を求め
る動きが２０１０年代前半にかけて進
みました。その筆頭候補として挙げら
れたのが、中国と比較して人件費が低
く労働集約型産業に優位性があり、日
本人と類似した国民性を持つとも言わ
れるベトナムです。当時は中国に代わ
る製造拠点設立としての進出が目立ち
ました。２０１１年の日本からベトナ
ムへの投資新規許可件数を業種別でみ
ると、製造業が ％と約半数を占めて
います（２０１６年は ％）
。
しかし、この数年は消費市場として
の期待からベトナムに進出するケー
スがより見られるようになりました。
ベトナム全国の一人当たりＧＤＰは
２０１０年に１，２７３ＵＳＤである
のに対して、２０１６年には２，
２１５
ＵＳＤに増加しています。最大の商都

Ａ Q

新入会員 のご紹介
中央区

㈱翔商事

【代 表】 盧 翔 ☎043-216-5582
【所在地】 中央区中央
日用品卸売業

緑区

塗装工事、建物リフォーム

緑区

一般住宅塗装

花見川区

解体・土木業、コンサルタント業

千葉名産

http://www.osenbei.co.jp/
本店

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

21

夢シティちば 2017年12月号

〒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

【代 表】 平出 郁彦 ☎043-275-4742
【所在地】 花見川区花園
新聞の個別配達

(同)ユリシマ

【代 表】 志磨 力 ☎090-7131-4043
【所在地】 稲毛区小中台町
貸家貸間業

若葉区

居宅介護支援事業

㈱壱琉建設

市外

JF TRADING (同)

表】 チョウルリ・ジャビト・イクヴァル
☎070-4290-0001
【所在地】 八街市沖

中央区

総合免税店型店舗やファッションを取り扱う店舗
も構え、物販のみならずサービスを提供

㈱吉企画

美浜区

【代 表】 吉満 啓三 ☎043-273-6398
【所在地】 花見川区幕張町

取引先から委託を受け、飲食店や旅館を対象にお
土産用お菓子等の営業を行う販売代行業

幕張ブルワリー㈱

【代 表】 富木 毅 ☎043-307-1962
【所在地】 美浜区若葉
クラフトビール醸造と飲食店経営

千葉市発のクラフトビール醸造所を2018年春に開設予定

㈱愛サービス愛運転代行

花見川区

㈱美浜トータルサポート

☎090-9235-2498 【代 表】 小川 勲 ☎043-274-5015
【所在地】 花見川区幕張町
ハウスクリーニング

運転代行業（愛運転代行）を経営。是非ご利用ください。
（080－8860－0011）

稲毛区

ラオックス㈱千葉ポートタウン店

【代 表】 荒川 博司 ☎043-307-6810
【所在地】 中央区問屋町

車、スクラップ輸入輸出

花見川区

☎043-488-6689

建設工事業

【代

司法書士やまゆり総合法務事務所

【代 表】 西尾 浩一 ☎043-306-7815
【所在地】 稲毛区稲毛東

自動車販売業

2017年7月に千葉市若葉区若松町・みどりの湯の近く
で自動車販売会社を始めました。

県外

㈱キューシーキュー企画

【代 表】 宮本 太一 ☎03-5431-5730
【所在地】 東京都世田谷区池尻

機密文書保管業務、機密文書廃棄処理、物流業務、
書類電子化、発送代行
倉庫保管業で書類保管並びに関連サービスに特化し安全
確実で信頼性の高いサービスを提供している

㈱プラス・イー

【代 表】 鵜澤 栄二 ☎043-312-4387
【所在地】 稲毛区小深町

㈱キーペックス

【代 表】 齊藤 進 ☎043-241-6891
【所在地】 中央区中央港

ハウスクリーニング専業

稲毛区

ひとりで悩む必要はありません！解決方法を一緒に考え
ましょう。

中央区

福井電機株式会社

㈱平出新聞店

【代 表】 田中 伸一 ☎050-3125-0141 【代 表】 田中 大輔
【所在地】 若葉区大宮台
【所在地】 若葉区貝塚

運転代行業

日立特約店

花見川区

(同) ChitChat

【代 表】 中村 力哉
【所在地】 中央区長洲

電気とシステムの総合コンサルタント

TUKASATECHNO㈱

空調機の搬入据付工事

稲毛区

司法書士業務

手みやげに一番

緑区

【代 表】 伊藤 侑司 ☎043-312-1951
【所在地】 緑区大金沢町

㈱HIT

【代 表】 濱田 大介 ☎043-274-8321
【所在地】 花見川区幕張本郷

若葉区

ソフトウェア業

大曽根塗装

【代 表】 大曽根 知 ☎043-268-6275
【所在地】 緑区古市場町

グローバル情報マネージメント㈱

【代 表】 小山 七央 ☎043-441-8638
【所在地】 中央区問屋町

㈱ アークス

【代 表】 市原 正八 ☎0436-74-8838
【所在地】 緑区おゆみ野

中央区

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

中央区

無線従事者資格取得のための支援事業、書籍の編
集・企画、マーケティングリサーチ全般
仕事で無線を活用したい方、趣味で無線を楽しみたい方
はお気軽にご相談下さい。

中央区

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

（順不同・敬称略）

㈱しんわ

【代 表】 田制 和道
【所在地】 中央区中央

☎043-223-1368

補償コンサルタント（建物等再建築費積算業務）

緑区

㈱プレイスクリエーション

【代 表】 浅尾 剛史
【所在地】 緑区誉田町

☎090-6340-6868

太陽光発電所の施工

花見川区

眞通信

【代 表】 髙井 真吾 ☎043-286-8020
【所在地】 花見川区こてはし台
電気通信工事

稲毛区

㈱ネクスト

【代 表】 柴田 超 ☎043-290-6080
【所在地】 稲毛区小仲台
イベントの企画、製作

市外

希望建設㈱

【代 表】 伊藤 幸男 ☎0479-73-5662
【所在地】 匝瑳市上谷中
造園土木、緑地管理

中央区

社会福祉法人千葉県福祉援護会

【代 表】 武石 直人 ☎043-305-0100
【所在地】 中央区南生実町

老人福祉事業、障害福祉事業、保育事業、住宅事業、
各種相談事業等社会福祉全般

緑区

日暮ホームプール

【代 表】 日暮 成博 ☎043-292-3026
【所在地】 緑区平川町
自宅用プールの施行

自宅用プール施工販売しております。
気軽にご相談下さい。

市外

㈱フレンズトレーディング

【代 表】 バット シェハザート ☎0476-80-9125
【所在地】 印西市小林北
車の解体、中古車の輸出等

中古車買取り、重機買取り、解体買取り

緑区

板倉商店

【代 表】 板倉 利治
【所在地】 緑区誉田町

☎043-308-3618

はちみつ輸入・販売

フランス各地のオーガニック蜂蜜を集めました。オリジ
ナルパッケージも対応します。

県外

㈱いーふらんおたからや

【代 表】 渡辺 喜久男 ☎045-342-5618
【所在地】 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町
エコロジーへの志を生かす各事業のフランチャイズ展開

エコロジーへの志をいかす買取専門「おたからや」フラ
ンチャイズ加盟店募集！

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
https://www.chiba-cci.or.jp/ 検索
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近年の税に関する動向概観
石橋 秀樹

石橋公認会計士事務所
公認会計士・税理士

シリーズで、各年の税制改正を中心に、若干、専門的な解説をしてきました。
今回は、近年の税に関する動向を概観してみたいと思います。法人税・相続税・税務調査の様々な視点で
概観してみます。

ました。
年６，
５１４億円）
、被相続人一人当た
〈法人税黒字申告割合の増加〉
新規発生の滞納額は６千億円あまり
りの税額は２，３６４万円（平成 年
国税庁より公表された「平成 年事
で、前年度比９％の減少となりました。 ３，
５０１万円）
となりました。相続税
務年度 法人税等の申告
（課税）
事績の
国税庁の厳正・的確な滞納整理が進ん
が、広く浅い課税であることが、判り
概要」
によれば、
黒字申告法人の割合は
でいるということが出来ます。
ます。
６年連続で上昇し、 ％に達しました。
相続財産の構成比は、土地 ・１％
〈平成 年分相続税の課税割合〉
申告所得金額は７年連続で増加し、過
（平成 年 ・７％）
、現金預貯金等
去最高となりました。申告税額も増加
平成 年度税制改正により、平成
・９％（平成 年 ・４％）
、有価
しており、アベノミクスは成果を上げ
年１月１日以降の相続等について、基
証券 ・０％（平成 年 ・３％）と
ていると言うことが出来ます。
礎控除額の引き下げが行われました。
なっています。都市部では、地価が下
一方、赤字申告ですが、申告欠損金
平成 年分と比較し、どのように変化
げ止まった地域もありますが、全国的
額の総額は減少し、赤字申告をした法
したかを見ると、被相続人数は、約
には地価は上昇に転じたとは言い難く、
人１件あたりの欠損金額も前年比 ％
万３千人と約４千人増加し、この
超低金利からマイナス金利へ推移して
減少しており、企業の業績が回復して
うち相続税の課税対象となった被相
おり、それが、相続財産の構成比にも、
いると判断して問題無いと思います。
続人数は約３万２千人と、前年比約
現れているということも出来ます。
１万３千人増加し、課税割合は平成
〈滞納残高の減少〉
〈ふるさと納税の控除適用者〉
年の７・５％から、 ・７％へと、５・
２ポイント増加しました。
総務省は、ふるさと納税の現況調査
課税価格の合計は、
５兆１，
２７３億
の概要をホームページに公表しました。
円（平成 年４兆３，８５３億円）です。 適用者数は約２２５万人と前年度の約
被相続人一人あたりの課税価格では、
１・７倍となりました。
寄付金控除額も、
１億６，０５９万円（平成 年２億３， 約１・８倍となり、
いずれも大きく伸び
５６７万円）
となりました。
ています。都道府県別に見ると大都市
税額の合計は７，
６１５億円
（平成
部から住民税が流出しております。
国税庁のホームページで、
「平成
年度租税滞納状況について」を公表し
ました。滞納整理中の滞納残高は、８，
９７１億円と前年度比８％減少し、平
成 年度以降、 年連続で減少し、平
成 年度に、２兆８千億円あまりあっ
たピーク時の、約３分の１まで減少し
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中

■ 形だけの制度導入で現場力は落ちる
仕事量そのものが減っていないのに、
勤務時間だけ減らすような取り組みをし
ている会社が出てきています。
短絡的なノー残業デーを設けた結果、
現場でどんなことが起きるのでしょうか。
１ 顧客に十分な対応ができず、場合に
よっては顧客離れが発生する。
２ 仕事が終わらない社員は会社の外の
カフェなどで仕事を行う。守秘義務
などのコンプライアンス違反に抵
触する可能性が高まる。
３ 時間がないため、最後まで仕事が終
わらせられず、社員の焦り、ストレス
が増大する。

社員のために、ということで導入した
制度ですが、結局、社員にとってはマイ
ナスになるのです。制度を導入する前に
いままでの業務のやり方を見直して、改
善していかないと意味がありません。

■会社の改善推進にかくれた事情
とはいえなかなか昔のやり方を変える
ことができない会社も多々あります。こ
の理由を突き詰めていくと「年配の上位
者が対応できないから」話がよく聞かれ
るのです。

そんな時のオススメは、経営陣、社員
を集めて、それぞれが、現在職場で発生
している問題を一つ上げます。そして、
問題に対して「なぜ？」を問いかけます。
答えが出たら、その答えに対して「な
ぜ？」これを何回も「なぜ、なぜ、なぜ
……？」と繰り返して深く掘り下げてい
きます。
実は社員がそれぞれ異なる問題を出し
ても、最終的な理由は絞り込まれること
がほとんどです。そしてこの結果は前か
ら気が付いています。
すぐ答えは出そうですが、ここはあえ
て最初からなぜなぜ……を繰り返します。

■業務改善への第一歩

実は、この理由、若手の社員の方はよ
く理解しているのです。けど口に出せな
い。やりにくいなあ、と思っても何も言
えません。
このような会社風土の中で、経営者と
して取り組むべきは、現場の意見を聞い
て、管理職がボトルネックになっている
のなら、そのことを経営者が直接本人に
毅然と伝えることです。
とはいえ、社長も言いにくいこともあ
りますし、場合によって社長自身がボト
ルネックになっていることもあります。

26 25

14

働き方改革の上で、社長に求められる
ことは、「社員がワクワクして働く仕掛け
づくり」です。会社を成長させるのもダ
メにさせるのも人間です。モチベーショ
ン一つで業務効率は大きく左右されます。
また、長年同じ仕事をコツコツ行うこ
とを好む社員もいますが、何かしら新し
いことを手掛けたいと考える社員もいま
す。社員の個性に応じて、どんな業務を
与えるのか。これを考えるのが社長なの
です。
極論ですが、モチベーションが高い社
員は、自分の仕事で長時間労働になった
としても文句は出ません。仕事が楽しく
て夢中になっているからです（とはいえ
残業を進めるわけではないですが）
。
社員
が働くことが楽しいと思わせるような職
場づくりが「働き方改革」の神髄ではな
いでしょうか。

して働く仕掛けづくり

■ 社長の行うことは社員がワクワク

実は、このワークは、全員で検討して可
視化する「なぜ？」プロセスが重要です。
いきなり結論を出すよりも、全員で時間
をかけて出した回答は、次の改善行動へ
のアクションにつながります。

働き方改革として、社員の働き方を見直そうとする動きが盛んになっております。
ノー残業デーを設ける会社も増えているようです。
しかし、そもそもの会社の問題が解決していない中で「ノー残業」をやっても意味がありません。

時短だけではむしろ弊害が！
真の働き方改革とは
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庄司 桃子
中小企業診断士
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それから株式会社
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Advice to management
企業診断
小

平成

年４月まであと４か月！

はじまります、
「無期転換ルール」
有期労働契約で働く人の約３割が通算５年を超えて有期労働契約を繰り返し
更新している実態にあり、それによって生じる雇止めの不安の解消が課題と
なっています。また、有期労働契約であることを理由として不合理な労働条件
が定められることのないようにしていく必要もあります。
無期転換ルールはこうした問題に対処し、働く人が安心して働き続けること
ができる社会を実現するためのものです。
無期転換ルールとは

満了前に使用者が更新年限や更新回数

はありません。また、有期労働契約の

約法の趣旨に照らして望ましいもので
いにもかかわらず、無期転換後の労働

あたり、職務の内容などが変更されな

必要があります。ただし、無期転換に

円滑に定める観点から望ましいもので

の条件などを一方的に設けたとしても、 条件を低下させることは、無期転換を
雇止めをすることは許されない場合も
ありますので、慎重な対応が必要です。 はありません。
また、特に定年など、有期契約労働
を適用する必要がある場合には、適切

者には通常定められていない労働条件

無期転換ルールをスムーズに導入す
に設定の上、あらかじめ明確化してお

無期転換ルールの導入手順

るためには、次の４つのステップに分
く必要があります。

〈 無期契約労働者の無期転換ポータルサイト〉

無期契約労働者の無期転換に
関する情報・お問合せ

けて検討していくことをお勧めしてい
ます。
■ＳＴＥＰ１ 雇用している有期労働
■ＳＴＥＰ２ 社内の仕事を整理し、
無期転換ルールの概要や厚生労働省

契約者の就労実態を把握する

を超えたときは、労働者の申込みによ
無期転換後に任せる仕事を検討する

有期労働契約が更新されて通算５年
り、
期間の定めのない労働契約
（無期労
で行なっている支援策、先進的な取組
を行っている企業事例の他、無期転換

■ＳＴＥＰ３ 適用する労働条件を検
討し、就業規則を作成する

働契約）
に転換できるルールです。
通算
５年のカウントは平成 年４月１日以
後の受け皿の１つとなる「多様な正社

「有期労働契約」
が同一の会社で通算５

原則として、契約期間に定めがある

対象となる労働者

業規則等で別段の定めがある部分を除

期転換後の給与などの労働条件は、就

は有期から無期に転換されますが、無

無期転換ルールによって、契約期間

無期転換後の労働条件について

遣労働者などの労働者の、企業内での

有期契約労働者、短時間労働者、派

降に開始した有期労働契約が対象です。 ■ＳＴＥＰ４ 運用と改善を行う

年を超える全ての方が対象です。契約
き、直前の有期労働契約と同一の労働

キャリアアップなどを促進するため、

員」の導入の際に参考となるモデル就

社員やパートタイマー、
アルバイト、
派
条件となります。
したがって、
無期労働

正社員化、人材育成、処遇改善の取組

〈キャリアアップ助成金〉

muki.mhlw.go.jp/

業規則などを掲載しています。 http://

遣社員などの名称は問いません。
契約に転換された労働者に対して、ど

を実施した事業主に対する助成金制度

雇止めについて
のような労働条件を適用するかを検討

したうえで別段に定めをする場合には、 としてキャリアアップ助成金を設けて

無期転換ルールの適用を避けること
を目的として、無期転換申込権が発生
適用する就業規則にその旨を規定する

また今回の出店者の中から、特に反

中小企業のための働き方改革セミナー

モノづくりフェア２ ステージとして

第１弾

「内容」 宿泊業の働き方改革を題材に
「自 社にとっての最適な働き方
改革とは何か」を考え、解決策
の糸口を見つけ出します。
「講師」 ㈱リクルートホールディングス
リクルートワークス研究所
研究員 城倉 亮 氏

第２弾
「落ち着け！ 経営者」
その働き方改革、間違ってます
「日時」 平成 年２月 日㈭
「会場」 千葉商工会議所 第１ホール
「内容」 中小
 企業にとって働き方改革と
は何なのか。残業削減で伸びる
会社の事例を基に経営者が古い
ビジネスモデルを改める必要が
ある等についてお教えします。
「講師」 少子
 化ジャーナリスト・作家・
相模女子大学客員教授

昨今人手不足を経営課題としてあげる企業が多くなっています。
人手不足解消の解決策の一つとして、
「働き方改革」
の推進が求められてお
りますが、そもそも、中小企業・小規模事業者にとっての
「働き方改革」
とは
何なのか、なぜ取り組む必要があるのか、経営者の皆様が自らの事業経営に
とっての必要性を判断できるようにワークショップも交えながら、自社がど
のように
「働き方改革」
に取り組むべきかを考えます。

じめとした小規模事業者によるハンド

「働き方改革」 のキーワード

持続的な経営を実現する

1

27

28 nd

います。

する前に雇止めをすることは、労働契

りに子供から大人まで没頭していまし

ちばモノづくりフェア
ａｕｔｕｍｎ展示・販売会を開催
当所では、 月４日㈯・５日㈰の２
「ちばモノづくりフェア」
を開催しまし
響が良かった 事業者を対象に、ちば

た。

た。本イベントでは、アート作家をは

日間に渡り、きぼーるアトリウムにて

25

平成 年 月 日、 日の両日、千葉

10

メイド作品の販売を行いました。会場
30

そごうにて開催を予定しています。

「日時」 平成 年１月 日㈬
24

お問合せ 企画広報課

白河 桃子 氏

15

10

「会場」 千葉商工会議所 第１ホール

30

となったきぼーるは児童向け施設、子
育て支援施設、ビジネス支援施設など
が併設されている市民が広く交流、集
まる場で、三連休の中日にも関わらず、
両日での来場者数が１，０００名超と
なり大盛況でした。
出店者は千葉市内で活躍している人
気アート作家をはじめ、 の小規模事
業者が集結し、かわいくて上質なオリ
ジナルハンドメイド作品を販売しまし
た。当日は日頃馴染みの深い生活雑
貨やアクセサリー小物などの分野で、
アート作家が作る華やかでデザイン性
あふれるこだわりの作品群が主婦層を
中心とする来場者たちに好評でした。
「何も作ったことの無い自分でもハ
ンドメイド作品を作ってみたい」とい
う声に応え、今回から新たにワーク
ショップブースを新たに設置。想定以

ＴＥＬ ０４３ │ ２２７ │ ４１０１

〈プロフィール〉 内閣官房「働き方改革
実現会議」有識者議員も務め、仕事と結婚、
出産との両立といった女性のワークライフバ
ランスを中心に、少子化問題、働き方改革、
ダイバーシティなどをテーマに出張授業や講
演、テレビ出演など多数行っている。

42

上の申込があり、自分だけの作品づく

30

11

24
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〈プロフィール〉 ２０１２年㈱リクルート（現
㈱リクルートホールディングス）入社。グルー
プ人事労務を担当する部門のマネージャー
としてグループ各社の人事業務を支援。そ
の後、ITベンチャー企業での人事を経て、
２０１５年リクルートへ復帰し、現職。

30

第 回

北海道全国大会
全商女連 ２，
７００名参加

月６日㈮～８日㈰全国商工会議所女性会連合会北海道全国大会

に、
髙梨会長はじめ８名が参加しました。
千葉県からは 単会１３７

イオリンとピアノによるミニコン

プニングアトラクションでは、バ
沢山の北海道土産を手に、無事

での経済効果にも貢献出来ました。

はんでのお買い物を楽しみ、北海道

園でのジンギスカン、地元の人々

日㈪と

月

日㈯の２

【コスパ部門】

あった、千葉銀座商店街、栄町商

実施いたしました。対象は申請の

もと、各商店街の方々と、行政職

Ｙｕｋａｉ Ｄａｉｎｉｎｇ Ｂａｒ

【料理部門】

会ちーバル特別部会において、今

店街、中央一番街です。
両日とも、晴天に恵まれ、普段

（ユカイダイニングバー）篤～Ａｔｓｕ～

を開催いたしました。

から気になっていた、小さい落書
きから大きい落書きまで、多くの

Ｙｕｋａｉ Ｄａｉｎｉｎｇ Ｂａｒ

にお得にお楽しみいただくために、 （ユカイダイニングバー）篤～Ａｔｓｕ～

個所を消すことができました。

参加ながら思いもよらない現実に

る感覚を味わえるお店づくりをし

総合グランプリを受賞したＹｕ

びっくりしています。数多い店舗

ました。そのアプリ内で、お客様

ｋａｉ Ｄａｉｎｉｎｇ Ｂａｒ（ユ

様の中で選んでいただいた喜びと

なくてはと強く感じました。ちー

カイダイニングバー） 篤～Ａｔ

共に日々の努力を重ねていこう！

からの評価を基に、各部門のグラ

ｓｕ～の伊藤篤美氏は「今年２月

と気持ち新たに引き締まる思いで

バルグランプリ第１回開催で、初

にオープンした当店は、今回の

す。
来年もまた、
皆様との一期一会
店舗としてだけではなく利用者と

とお話されていました。

舗づくりに励みたいと思います」

くわくする気持ち、空間に癒され

で『食べ飲み歩き』の楽しさやわ

する側、される側を体験したこと

しても参加させていただき、提供

不安が入り混じった気持ちでした。 を大切にし、喜んでいただける店

ちーバルが初参加となり、期待と

ンプリを決定しました。

ちーバル公式アプリを制作いたし

今回は、ちーバルをもっと便利

【サービス部門】

年度も 月の約１か月間ちーバル

員合同で、落書きクリーン活動を

ヲル興業株式会社さんのご協力の

り協議会住み心地部会主催で、カ

日間、千葉市中心市街地まちづく

月

落書きクリーン活動実施！

千葉市中心市街地まちづくり協議会

帰路につきました。

サートが行われ、美しい音色に癒
されました。その後、各表彰式が
行われ、会場は全国会員の皆様の
熱気に包まれました。
大会終了後、
「定山渓グランド
ホテル瑞苑」にて懇親会が行われ、

１００名全員が手を繋ぎ、一つの

カラオケや踊りで大変盛り上がり、

夕食は、「札幌プリンスホテル国
輪となって踊り、絆を更に深め合

への地元愛に溢れる皆様方の、努

名が参加し、全国３１８単会２，７０２名が集結しました。

到着日、６日㈮には「ホテルモ
会員が参加した昼食会を行い、そ
際館パミール」にて懇親会が開催
いました。

最後は参加した千葉県単会会員

の後、恵庭商工会議所の経営支援
され、札幌よさこいなど地元の伝

力の賜であると感じました。

課長、梅根裕一氏による「恵みの

ントレー札幌」にて、千葉県単会

庭のかぼちゃプリンが生まれるま

統文化と、北海道産の食材を贅沢
最終日のエキスカーションでは、
に使用したお料理を楽しみました。 洞爺湖の紅葉や、サッポロビール
翌日７日㈯には、「北海きたえー
からも好評である、スーパーうお

で」をテーマとした講演会を拝聴
しました。幾多の困難を乗り越え、
る」
にて全国大会が開催され、
オー

千葉葡萄酒食堂Ｈｕｉｔｒｅ

【雰囲気部門】

（ユカイダイニングバー）篤～Ａｔｓｕ～

Ｙｕｋａｉ Ｄａｉｎｉｎｇ Ｂａｒ

【総合グランプリ】

商品化を実現出来たことは、恵庭

中心市街地ＮＥＷＳ
〈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 千葉商工会議所産業振興課内
電 話 ０４３︱２２７︱４１０３ ＦＡＸ ０４３︱２２７︱４１０７

25

ビストロイヴローニュ

（ちばワイン食堂ユイットル）

11

49

10

ちーバルグランプリ結果発表！

20

18

千葉市中心市街地町づくり協議

11

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

まちづくり事業情報
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10

女性会
編集：千葉商工会議所

１０月第２定例会

29

い」
「ゆるキャラとの撮影会」
もとて

子供達も多く、
室内で行った
「千葉笑

回目となる
「ちばハロウィン」
を、生
も賑わいました。
が関連団体との交流を
「深化」
させ、

今回の事業を通して、千葉ＹＥＧ

「ちーバル」や千葉開府の「Ｒｏａ
昨年よりも更に会員一人一人がＹＥ

コーナー、縁日コーナー、甲冑体験

リーダンスや仮装メイク・ペイント
地域に必要とされる存在へ
「進化」
す

Ｇとして真の価値
「真価」
を自覚し、

最後になりますが、雨の中、ご参

ることに繋がったと思います。

プラリーや仮装コンテストを中心に

ました。
地域振興委員会 一同

だいた皆様、大変ありがとうござい

加していただいた皆様、ご協力いた

ＹＥＧのＯＢと現役メンバーにご

喜んでいただきました。

開催し、市内の子供達やご家族にも

などが中止となりましたが、スタン

ｄ

９００」
とのコラボで行い、ベ

とができました。

憎の雨となりましたが、開催するこ

昨年に引き続き、 月 日㈰に、
２
10

協力いただいたスタンプラリーも全

月

日㈬千葉商工会議所

階

14

半期も千葉ＹＥＧは多くの事業を計
画しています。
そして、
さらに地域に
必要とされる存在になるために、会
思っていますので、ご期待ください。

員一丸となって活動していきたいと

臨時総会は、はじめに中村武弘会

こと、
またスムーズな議事の進行、
懇

最後になりますが、今回の臨時総

として、同常務理事河野功様よりご
親会の準備や後片付けにご協力頂き

長の挨拶から始まり、来賓として千

挨拶を頂きました。ご多用のところ

議長を務め、
「第１号議案 平成 年

そして、規約により中村武弘会長が

山慎太郎委員より報告されました。

会が有効に成立したことが司会の秋

22

なお、平成 年度青年部役員人事

となりました。

で原案通り可決され臨時総会は閉会

ところ、慎重審議の結果、全会一致

度役員人事に関する件」が諮られた

30

会長が指名され、留任理事 名、新

は、次年度会長予定者に岡田義輝副

30

任理事 名、監事 名が選任されま

29

さて、いよいよ中村武弘会長年度

思っています。

して地域経済に貢献していきたいと

度も千葉ＹＥＧは、様々な事業を通

した。新たな役員人事のもと、次年

2

総務広報委員会 一同

ます。ありがとうございました。

ましたことに、改めて御礼申し上げ

席 名委任状行使 名により臨時総

議事に先立ち、会員１０１名中出

り御礼申し上げます。

ご臨席賜りましたことに改めて心よ

会に多くの会員にご参加頂きました

29

葉商工会議所会頭石井俊昭様の代理

れました。

青年部平成 年度臨時総会が開催さ

第 ホールにおいて千葉商工会議所

18
2

も残すところ半年となりました。下

〈新入会員紹介〉

承認式
人材派遣、業務請負、非破壊検査
飲食店

〜来年度理事が承認されました〜

つのスタンプをコンプリートする

2 10

37
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Growth Ship㈱

☎080－5685－9709

学

伊藤

亀島

☎043－306－2870

なんちゃってBaｒ 油

（いとう まなぶ）

直輝

（かめしま なおき）

10月定例会『臨時総会』が終了
to

7

編 集： 千葉商工会議所 青年部
総務広報委員会
URL
http://www.chiba-yeg.jp
Eメール yeg@chiba-yeg.jp

～「ちばハロウィン2017」を開催しました！～

青年部通信
千葉商工会議所

ナスパ・スタジアム、秋津野球場、ゼットエーボールパーク

ナスパ・スタジアム、秋津野球場、ゼットエーボールパーク

ナスパ・スタジアム、秋津野球場、ゼットエーボールパーク

ゼットエー
ボールパーク
（市原市）
ナスパ・スタジアム、秋津野球場
ＺＯＺＯマリンスタジアム

ＺＯＺＯマリンスタジアム

オール千葉で臨む
世界女子ソフトボール選手権大会
第 回世界女子ソフトボール選手権

世界女子ソフトボール選手権大会
平成 年８月２日㈭から 日㈰までの 日間にわたり、第 回世界女子
11

16

め

た。１９７０年の第２回大会から２００６年の第 回大会までは４年に一度開

戦で、第１回大会は１９６５年にオーストラリアのメルボルンで開催されまし

世界野球ソフトボール連盟
（ＷＢＣＳ）
が主催するソフトボールの世界一決定

〈世界女子ソフトボール選手権大会とは〉

にお話を伺いました。

２０１７年の女子日本代表選手で、千葉経済大学付属高校の切石結女選手

ゆ

の世界選手権大会の主幹でもある千葉県ソフトボール協会の扇原会長と、

と進むなか、千葉県をあげて大会の機運の盛り上げが期待されます。今回

４会場で開催されます。大会直前の出場国キャンプ地の市町村誘致が着々

ソフトボール選手権大会
（以下、世界選手権大会）
が、千葉市を含め県内の

12

催されていましたが、２０１０年の第 回大会から２年ごとの開催となってい
ます。これまで日本での開催は、第２回大会の大阪府、第９回
（１９９８年）
静
岡県を会場としてそれぞれ行われて以来、 年ぶりの日本での開催となります。
予選を勝ち上がってきた チームに、２０１７年現在世界ランキング１位であ

２０１８年に千葉県で開催される本世界選手権大会には、世界５大陸から地区

20

といわれるスポーツです。世代を問わ
ず愛されているスポーツですが、この
ソフトボールを知っている人はどのく
らいいるのだろうかという課題があり
ます。私たちはもっと知ってもらう活
動を広めていかなくてはいけないと思

トはできないので、千葉県に相談した

の協会だけではそういう大きなイベン

たんです。私どもとしては、自分たち

件が揃わず再度候補を募ることになっ

富士宮が立候補していたのですが、条

手は、時速１１５キロくらいをあの距

スピードは別格です。例えば、上野投

といってもトップ選手が投げる技術と

ベルの技術の高さが魅力的です。なん

るスポーツであると同時に、トップレ

ソフトボールの魅力は、身近にでき

い、それが成功につながっていくと考

ところ、森田県知事のお耳に届き、千

では、ア
離から投げますからね。簡単なようで、 行われた
「ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ」

日から 日にかけて群馬県の高崎で

大会の告知活動を行っています。８月

様々なイベントに出向いて世界選手権

手権大会告知用のラッピングカーで、

ト株式会社が作っていただいた世界選

えています。そのため、千葉トヨペッ

葉県が後押ししていただけることにな

皆様からラッピングカーにサインをい

市に相談し、各市長様にもご了解をい

葉市、習志野市、成田市、市原市の４

葉市だけではできません。そこで、千

アムですが、大きなイベントなので千

に活躍をしていて、一昨年のインター

だいているんです。特に高校生を中心

に非常に優れているという評価をいた

に、千葉県は選手の育成の面で技術的

実は、千葉県が選ばれた理由の一つ

やはり難しいんです。

ただきまして、４市合せて「オール千

ハイでは木更津総合高校、昨年の選抜

ただきました。記念撮影をしていただ

葉」という形で立候補することになり

では千葉経済大学附属高校が優勝し、

けでなく日本中が今でも鮮明に覚えて

ピックで金メダルを取った時のあの感

いといけないと思います。北京オリン

いますので、地道な努力もしていかな

して少しずつ認知が広がっていくと思

いただいたり、こうした取り組みを通

いたり、実際にラッピングカーを見て

ました。それが２０１５年９月のこと

ソフトボールの競技人口は、小学生

大会へのモチベーションを高め
感動を再び

すね。

をみなさんと分かち合えると嬉しいで

国に千葉県から選手を輩出しています。 いると思います。またそういった感動

良い指導者から選手が指導を受け、全

県内高校が優秀な成績を収めています。 動というのは、ソフトボール愛好者だ

これからどうしていいかわからないと

決まったときは非常に嬉しかった反面、

なって千葉県が開催地に決まりました。

葉」というイメージが大きな決め手と

３県でのプレゼンとなり、
「オール千

最終的に千葉県、静岡県、愛知県の

です。

メイン会場はＺＯＺＯマリンスタジ

高度な技術が要求されるということで、 メリカ、カナダなどの各国女子代表の

ソフトボールの魅力と
千葉県の実力

ると感じています。

ては、大変幸せなことでやりがいがあ

ソフトボールに携わっている人間とし

世界選手権大会が千葉県で開催という

いうような心配もありました。しかし、 からシニアまで合せて推定４６１万人

かけた予選大会を兼ねた大会となっています。

る開催国の日本を加えた チームが参加し、２０２０オリンピックの出場権を

16 15

りました。

協会に立候補を募り、当初は静岡県の

フトボール協会から全国の都道府県の

たのは、
２０１５年の７月です。
日本ソ

大会が日本で開催されることが決まっ

16

30

２０１８年、
世界女子ソフトボール選手権大会が千葉県で開幕

ＺＯＺＯマリンスタジアム

11

27

ZOZOマリン
スタジアム
（千葉市）
ナスパ・スタジアム、秋津野球場、ゼットエーボールパーク
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31

ナスパ・スタジアム（成田市）
ナスパ・スタジアム（開幕日本戦）

12

25

秋津野球場
（習志野市）
ナスパ・スタジアム、秋津野球場、ゼットエーボールパーク

特
集
場
会

日 程
試 合
8/2 木 予選リーグ１
8/3 金 予選リーグ２
8/4 土 予選リーグ３
8/5 日 予選リーグ４
8/6 月 予選リーグ５
8/7 火 予選リーグ６
8/8 水 予選リーグ７
8/9 木
予備日
8/10 金 決勝トーナメント
8/11 土 決勝トーナメント
8/12 日 ３位決定戦、決勝戦

開催地
第16回世界女子ソフトボール選手権大会スケジュール

特集

開催中〜

2018年、世界女子ソフトボール選手権大会が千葉県で開幕

12/17日

北野恒富（1880―1947）は、東京の鏑木清方、京都の上村
松園と並び、明治から昭和にかけて活躍した大阪の美人画家
です。「画壇の悪魔派」と呼ばれた耽美的な作風から、人物の
心理に深く切り込む内面的な表現まで、多彩な女性像を展開し、
近年再評価が進んでいます。
本展では、主要展覧会で発表された名品を中心に、周辺資料や
門下の作品も加えた約180点を紹介する大回顧展となります。

会

期： 開催中〜12月17日
（日）

開館時間： 10:00～18:00

―ソフトボールを
ありキャッチャーをすることにな

ということもあり、先生の勧めも

練習して感じたことは？

―日本代表の選手と一緒に

日本代表のメンバーはトップ

私が日本代表に選ばれた時は

野球より距離が近いのもあって

レベルで試合をしている方々な

りました。

スピードも全然違うし、ボール

ので、自分で修正したり、後輩

驚きが大きく、頑張らないとい

を取ってから投げるまでだった

に教えたり、みなさんの視野の

けないなと思いました。

り、ピッチャーの球の速さだった

広さに驚きました。同じポジシ

―ソフトボールの魅力は？

り、そういうのはソフトボールで

ョンの選手３人と一緒に話をし

考えているので、勉強になりま

しか見れないと思います。

ポジションだと思いますか？

した。

始めるきっかけは？

まで野球をしていました。ポジシ

キャッチャーは１人だけ反対を

ていると、それぞれ自分とは違

ョンはファーストです。まわりは

向いているので、ピッチャーを引

小学生の頃、近くの公園で友達

男の子ばかりでしたが、毎週土日

っ張ったり、
野手を動かしたり、
試

―来年
 千葉で世界女子ソフトボ
ール選手権大会が開催されま

う視点でもっと深いところまで

だけでなく平日もがむしゃらに野

合を読んだりするのは、キャッチ

すが、切石選手にとってどん

―キャッチャーはどんな

球をしていました。

ャーしかできないことだと思いま

が野球をやっていたので、６年生

中学で女子の野球部があるとこ

講師：竝木則行 （国立天文台

な大会ですか？

名誉教授）

す。そして、チームワークを意識

宙
（国立天文台

ろがなく、進学した中学校で女子

天文シリーズ⑤「重力波」

講師：木下

千葉でやる、地元でやる、とい

（３）大人が楽しむ科学教室
時間：15：００～１６：３０

講師：野田公俊
（千葉大学大学院名誉教授）

（２） 大人が楽しむ科学教室 天文シリーズ⑥
「生命の謎に迫る惑星探査」
時間：１３：００～１４：３０

するポジションですね。所属する

天文シリーズ④「小惑星と恐竜絶滅」

ソフトボール部があったので、そ

祥子
（かずさDNA研究所 研究室 室長)

（１） 大人が楽しむ科学教室 健康と科学シリーズ⑨
「ミクロの世界の微小な生き物たちへの対処法」
時間：１０：３０～１２：００

うことは特別なことですし、そ

講師：磯部

（２）大人が楽しむ科学教室
時間：１３：００～１４：３０

２０１８年１月７日（日）イベント 場所：９階科学工作室

高校では、グランドで何でも言い

（１）大人が楽しむ科学教室 ＤＮＡシリーズ⑦「DNAとたどるイチゴの謎」
時間：１０：３０～１２：００

こでソフトボールを始めました。

２０１７年１２月１７日（日）イベント 場所：８階科学実験室Ｂ

こでいろいろな方々にソフトボ

概要：対象：現在、
高等学校に在学している生徒
※生徒手帳など高等学校に在学されていることを証明できるものを科学館７階の受付にてご提示ください。

合える雰囲気なので、試合に出れ

会期：１
２月17日（日）および2018年１月7日（日）の2日間
〈常設展示フロア ／プラネタリウム※一般番組１日１回〉

って感じてほしいと思います。

高校生無料開放日

©SOHO(ESA&NASA)

入部したときは、ファーストを守

※休館日 １２月１８日（月）、
２９日（金）
～平成３０年１月１日（月・祝）
概要：太陽を初めて望遠鏡で観測したのはガリレオ・ガリレイ。
今から約４００年前、
太陽の黒点を詳しく観測しました。現在でも太陽の謎を解き明かすために、
天文学者たちは目に見
える光のみならず、様々な電磁波を用いて調べています。今回の企画展では、
ＪＡＸＡの太陽観測衛星「ひので」
をはじ
めとする最新鋭の観測装置によって次々と明らかにされてきた太陽の知られざる姿を写真やイラストパネルで展示。
ま
た、
３年ぶりに日本で見られる皆既月食の観測方法についても紹介します。

ールの魅力が伝えられる場所だ

会期：１
２月９日（土）～平成３０年１月２１日（日）３９日間 時間：１０：００～１６：００
場所：千葉市科学館 ７階企画展示室

ば先輩後輩は関係なく自分の意見

冬のミニ企画展「太陽のふしぎ」

りたいと思っていましたが、キャ

〒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

と思います。日本のソフトボー

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

を伝えるということをみんなでや

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

ッチャーをやりたいということは

小沢剛 不完全―パラレルな美術史

会期：2019年 1 月 6 日（土）～ 2 月25日（日）

ルのレベルの高さを知ってもら

【次回展予告】

所蔵作品展
「近代美女競べ」

るようにしています。

★ごひいき割引… 本展チケット（有料）半券のご提示で、
会期中2回目以降の観覧料2割引

【同時開催】

あまり考えていませんでした。た

※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

北野恒富《墨染》大正後期
川浦真樹氏蔵
（全期間展示）

またまキャッチャーがいなかった

北野恒富《願いの糸》大正３年(1914)
公益財団法人木下美術館蔵
（全期間展示）

観 覧 料： 一般1,200円（960円）
大学生700円（560円）

２０１７年の女子日本代表選手で、千葉県の特別強化指定選手の
ゆ め
千葉経済大学付属高校の切石結女選手にお話を伺いました。

（金・土曜日10:00～20:00）
※入場は閉館の30分前まで

教授）

講師：花輪知幸
（千葉大学大学院教授）
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