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年頭所感

千葉商工会議所会頭

化や原材料価格の高騰、また個人消
費の伸び悩みなど、中小企業をめぐ
る環境は依然として厳しいものが
あります。
そうした中、今年は、長く続いて
いる景気回復基調の効果が広く地
元経済に及んでいくうえで、変化の
みられる境目となる重要な年だと
捉えており、種々の現象や金融政策
などを注意深く見守ってまいりた
いと考えております。
商工会議所の役割を十全に果た
していくためにも、中小企業が直面
する課題に皆様と共に全力をあげ
て取り組んでまいります。
一つには、深刻化する人手不足
への対応です。若者をはじめ、女
性や高齢者、外国人などの多様な人
材の活用が求められています。種々
の合同就職説明会の開催や高齢者
活用専門相談の機能強化などによ
り、多くの会員が利用できる機会を
増加・充実させてまいります。また、
会員自らもこうした多様な人材が
活躍できるよう、それぞれの企業の
実態に合った「働き方改革」を進め

1 月号（夢シティちば）
ていく必要があります。
二つには、更なる生産性向上に向
けた取組です。ＩｏＴ、ビッグデー
タ、ＡＩ（人工知能）などの新たな
技術の活用が進んでいます。中小企
業においても、それらに適切に対応
していかなくてはなりません。専門
分野の会員の協力を得ながら、まず
は取り組みやすい身近な事例の提
供に努め、会員間の相乗効果による
地域の全体的な推進を図ってまい
ります。
三つには、売上の拡大を図って
いくことです。厳しい状況の中には
ありますが、常に果敢な取組が求め
られています。販路の開拓や新たな
分野への進出などに資する展示販
売・商談会や、企業ＰＲ、多様なビ
ジネスモデルの学習など、年間を通
じた多くの機会の提供に努めてま
いります。
そして、円滑な事業承継の実現へ
の取組が喫緊の課題となっていま
す。今後、団塊世代の経営者が大量
引退期を迎えます。経営者自らはも
とより、周囲の働きかけによる早期
の準備が大事であり、当所が運営す
る千葉県事業引継ぎ支援センター
の機能を十分に活用しながら、経営
指導員を核として全所的な取組を
図ってまいります。
中小企業の活躍の場である地域
を活発化していくためには、着実に
まちづくりを進めていかなければ
なりません。
ＪＲ千葉駅や同駅ビルのリニュ
ーアルにより、利用者はもとより来

※料金は税込。未就学児入場不可。

F a x. 043-224-0468

〒２６０ - ０８５５ 千葉市中央区市場町2-9-302

船橋市民文化ホール
☎047-434-5555

市川市文化会館（小）
☎047-379-5111

地域をあげた取組を更に推進す
る契機となるのが、２年後の東京オ
リンピック・パラリンピックの開催
です。幕張メッセにおいて、オリン
ピック競技３競技、パラリンピック
競技４競技が行われることから、競
技開催都市の商工団体として、独自
の機運の盛り上げ、おもてなし、中
小企業の魅力の発信、ビジネス機会
の創出などに取り組んでまいりま
す。この１月に設置する特別委員
会を中心に検討・準備を進め、会員
の皆様と共に両大会の成功に向けて、
最大限の協力をしてまいりたいと考
えております。
また、今年はその前哨戦ともなる
世界女子ソフトボール選手権大会
が開催されます。その開催地となる
千葉、市原、習志野、成田の４商工
会議所が一体となって、同大会を盛
り上げてまいります。
中小企業を取り巻く課題が複
雑・多様化するとともに、その活動
の場となる地域経済の活性化への
取組内容が厳しく問われている中
で、商工会議所に求められる役割が
質・量ともに大きくなっています。
会員相互の連携・協力関係の強化
をはじめ、商工会議所運営の中核を
担う役議員の主体的な参画意識の
高揚、また事務局職員の能力向上を
図りながら、全体としての総合力を
高め、県都千葉市に相応しい力強い
地域経済を構築し、次代に引き継い
でまいりたいと考えております。引
き続き皆様のご支援をよろしくお
願いいたします。

市川市文化会館（小）
☎047-379-5111

http://www.on-caps.co.jp

/音楽工房キャップス ☎０４３-２２４-１７１０
ご予約
お問合わせ
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二人会

独演会

個性が光る三人の教育的？落語会。 立川志らく、立川談笑、松元ヒロ
コントも必見！
ゲスト／松岡慎太郎、松岡ゆみこ
月 １9：0０開演
金 １8：3０開演
2
4
全席指定
全席指定
3，
6００円
3，
6００円
初の全国ツアーを決行！
天明白浪伝より「稲葉小僧」ほか
金 １9：0０開演
1
全席指定
3，
0００円

志らく・談笑

神田 松之丞

三遊亭 歌武蔵
柳
家 喬太郎
三遊亭 兼
好

第３４回ふなばし市民寄席
落語教育委員会

期待の若き講談師

1/26（金）発売
好評発売中
好評発売中

訪者もこれまで以上に増加してい
ます。その効果を中心市街地全体に
広めていく必要があります。同駅周
辺の再開発の促進を図るとともに、
昨年４月から運行を開始した「Ｃ ｂｕｓ（中心市街地東口エリア循環
バス）
」の効果的な活用、また個店
の新たな魅力の創出や、県内各地で
生産される特産品などを扱うアン
テナショップの設置など、広くその
回遊性を高めてまいります。
さらに、本市を訪れる外国人観
光客が宿泊を中心として増加傾向
にあります。その滞在時間を引き伸
ばし、活発な消費を促進していくた
め、ホテルや商店街、個々の店舗・
施設間などの連携を強化し、昼夜を
問わず多様な日本の魅力を楽しん
でもらえるよう、一元的な情報発信
に努めるとともに、Ｗｉ Ｆ
- ｉの共
通化やキャッシュレス決済への対
応など利便性を高めていく必要が
あります。
人口の減少や少子高齢化の進展
に適切に対応していくことが喫緊
の課題であり、地域の経済活動もこ
れに大きく影響されています。その
ためには、多様な主体との連携を深
め、地域の有する「人材」
、
「知恵」
、
「資源」を積極的に利活用していか
なければなりません。個々の企業へ
の支援やまちづくりの推進にあた
っても、こうした地方創生の観点か
らの取組がますます重要となって
まいります。今後は特に、観光振興
や農水産業との連携などを強化し
ていく必要があります。

夢シティちば 2018年₁月号
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石井俊昭

平成 年の新しい年を迎え、謹ん
でご挨拶を申しあげます。
皆様には、日頃より千葉商工会議
所の事業運営に多大なご支援とご協
力を賜り、心よりお礼申しあげます。
会頭として三期目のスタートを
切ってから、早や２回目の新年を迎
えることになります。
千葉市をめぐる種々の恵まれた
条件や強みを最大限に活かして、会
員の皆様と力を合わせて今期の目
標である「新たな千葉の時代」づく
りに向けて、着実に歩みを進めてま
いりたいと考えております。
さて、我が国の経済状況は、総
じてみれば緩やかな景気回復基調
が続いています。海外に目を向けて
も、堅調な米国経済をはじめ、欧州
や中国の動きが安定化してきてお
り、また、そのことが我が国経済に
も好影響をもたらしています。
一方、その効果は、徐々に中小企
業にも及びつつありますが、業種や
企業規模によって異なり、まだまだ
跛行的であり、全体的に浸透してい
るとは言えません。人手不足の深刻
30

明けましておめでとうございま
す。
平成 年の新春を迎え、謹んで
お喜び申しあげます。

日本商工会議所会頭

阪、神戸の三つの商工会議所が設

新から１５０年、また、東京、大

が問われています。今年は明治維

中で具体的にどう行動するべきか

ともに、ⅠＣＴなどを活用した生

外国人などの多様な人材の活用と
ていく必要がありますので、引き

企業の円滑な事業承継を後押しし

足解消のためには、女性、高齢者、 活用し、わが国経済を支える中小

確実です。わが国における人手不

続き、皆様のご協力をよろしくお

継税制をはじめ、国の施策をフル

立１４０周年を迎える年でもあり、 産性の向上が不可欠です。商工会
議所としては、会員企業への支援
３点目は、
「地方創生」への取

展に多大な貢献を果たした渋沢栄
また外国人材のさらなる活用につ
域・地方の活性化に引き続き取り

内観光を含めた観光振興による地

事業の実施に取り組んでいきます。 およびインバウンドのみならず国

願い申しあげます。

自らの企業経営のあり方を振り返
に必要な施策を政府の各種会議な
り組みです。第一次産業の活性化、

一翁は、「論語と算盤」を著し、「道
いても、時代に応じた抜本的な見
組みます。
さらに、
２０２０年オリ

三村明夫
る好機でありましょう。
どで要請していくとともに、支援

徳経済合一説」という理念の中で
直しを訴えていく所存です。

日本の資本主義と民間企業の発

構造改革の推進とサプライサイド
倫理と利益の両立を掲げておりま
ンピック・パラリンピックは、わ

政策の実行がますます重要になっ
２点目は、「事業承継」への取り
が国の魅力を世界にアピールする

す。その理念は商工会議所の精神
組みです。昨年は、事業承継税制

ております。
一方で、企業を取り巻く環境は、 的な支柱として、現代に受け継が

会議所の皆様におかれましては、

目の新年を迎えました。各地商工
護主義的な政策、ＢＲＥＸＩＴの

あるものの、
北朝鮮問題、
米国の保

量の急速な回復など明るい話題が
ていただきたいと思います。

営にどう活かすのか、改めて考え

是非とも渋沢翁の理念を自らの経
働きかけた結果、平成 年度税制

所の総力を挙げて、政府・与党へ

を開催するなど、全国の商工会議
捉えております。加えて、大阪・

みは、商工会議所の使命の一つと

てきた大会成功に向けての取り組

れております。経営者の皆様には、 の抜本拡充を求める「推進大会」 絶好の機会であり、招致から続け

日頃から当所事業に一方ならぬご
動きなど、先行きの不透明感も大

ＴＰＰ の大筋合意や世界の貿易

支援・ご協力を賜り、年頭にあた
きくなっております。日本国内で

日本商工会議所会頭として５回

り厚くお礼申しあげます。
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さて、大きな時代の変化の中で、 改正において、商工会議所の意見
会の誘致も強力に進めていくこと

関西における２０２５年国際博覧

訪れたこともありましたが、昨年

過去に金融に関わる大きな危機が
齢化、地方経済の疲弊など、経営

くの中小企業における経営者の高

上昇にも影響を及ぼし、また、多

さて、西暦で下一桁が７の年は、 は、人手不足の顕在化が、賃金の

のである」との信念のもと、以下

決が日本経済の成長に直結するも

たしましては、「中小企業の課題解

題は山積しておりますが、私とい

われ商工会議所が取り組むべき課

単なる相続の問題ではなく、世代

改めて税制改正の実現にご協力い

く商工会議所」として、日本商工

あげます。中小企業の事業承継は、 たいと考えております。「未来を拓

ただいた関係各位に厚く御礼申し

会議所では、全国５１５商工会議

継税制の抜本拡充が実現しました。 が重要であります。
年は、上述の課題を解

の世界経済は、米国経済が堅調に
者の悩みは尽きなかったのではな
交代による中小企業の活性化、生

成長率が回復したとはいえまだ１

なりました。わが国経済も、潜在

初の予想を上回る安定した動きと

経営者が「企業は何のために、誰

すます重要となっており、各々の

は、民間企業の経営者の役割がま

変化のスピードが速い時代の中で

６割の企業が人手不足を訴え、こ

に中小企業で顕著であり、およそ

です。深刻化する人手不足は、特

中で、商工会議所として、事業承

する「大事業承継時代」を迎える

世代の経営者 万人が 歳に到達

題であります。今後５年間で団塊

１点目は、
「 人手不足の克服 」 経済の成長に関わる大変重要な課

このように不確実なことが多く、 組んでいきたいと考えております。 産性向上、地方創生など、わが国

に向けて全力で取り組んでまいり

いては日本経済の持続成長の実現

をさらに強化し、企業、地域、ひ

所、青年部、女性会などとの連携

共施設等を活用した取組みなどに

に向けた機運の盛り上がりにつな

ます。

％程度の実力の割には健闘しまし
の先もますます深刻化することが

本県の発展を支える社会基盤の

げてまいります。

成田空港は、昨年、開港以来の

革や女性活躍の推進など「経済の

てまいります。さらに、働き方改

クアラインマラソン２０１８」を

今年は、４回目となる「ちばア

め、第３滑走路の整備などを含む

とともに、地域の活性化を図るた

観光公衆トイレの整備を進めると

しんでいただけるよう、引き続き

また、より一層、千葉の旅を楽

や応援客の皆様に「千葉にまた来

ントを通じて、国内外のランナー

ています。当日までの様々なイベ

するなど、新たな取組みも予定し

軽に参加できる「団体戦」を導入

活性化を支える人づくり」に向け

更なる機能強化の検討が進められ

ともに、本県を訪れていただいた

たい！」と思っていただけるよう、

後とも伸び続ける国際航空需要を

会社及び空港周辺市町と連携して、 方々に、笑顔でおもてなしの気持

ています。県としても、国、空港

ちを伝える取組みをオール千葉で

の大会では、家族や仲間などと気

ど、横断的な視点を持って施策を

地域の皆様の御意見を真摯にお聞

日本一のおもてなしの心でお迎え

た取組みも進めていきます。

展開してまいります。

進め、本県の魅力を一層高めてま

します。
東京外かく環状道路（外環道） れる東京オリンピック・パラリン

飛躍するため、本年も全力で取り

るような光り輝く千葉県へさらに

次世代を担う子どもたちが誇れ
ピックに向け、今年はこれまでの

組んでまいります。

２年後の２０２０年夏に開催さ

きし、空港周辺の地域づくりも含

県民の「安全と安心」の確保も
重要な課題です。
災害発生時には、県や市町村が

の千葉県区間が、
いよいよ、
今年開

取組みをさらに発展させていく年

行う「公助」はもとより、自分の

のまちは自分たちで守る「共助」 通します。これにより、首都圏や

命は自分で守る「自助」
、
自分たち

県北西部の交通混雑の緩和や、地

皆様には、日頃から本県経済の
活性化や地域振興に御理解、御協

が不可欠です。東日本大震災など

域の安全で快適なまちづくりにつ

７競技が実施される幕張メッセ

員の皆様の御健勝をお祈り申し上

所の皆様のますますの御発展と会

結びに商工会議所及び会員事業

力をいただいておりますことに、

の教訓を決して忘れず、県民、事

の大規模改修を、引き続き着実に

などが一丸となって、地域防災力

県では、平成 年度までの４年

の一層の向上を図りながら、「災害 （圏央道）
や北千葉道路の未開通区

オリンピック後の活用も見据えた

げまして、年頭のあいさつといた

間に重点的に取り組む政策・施策

間についても、１日も早い開通に

自然公園の整備を本格化させてま
また、地域防犯力の向上につい

４次ちば中小企業元気戦略」を策

県経済の活性化については、「第

障害者アスリートの育成強化を図

また、各競技のジュニア選手や

また、首都圏中央連絡自動車道

を取りまとめた新総合計画「次世

に強い千葉県づくり」に努めてま

向けて取り組んでまいります。
ては、「防犯ボックス」がこの春新

定し、小規模企業振興を重要な柱

るとともに、カウントダウンイベ

となる一宮町釣ヶ崎海岸において、 します。

代への飛躍 輝け！ちば元気プラ

いります。

この計画のもと、未来の千葉を

たに２か所で開設され、県全体で

と位置付けるなど、中小企業に向

ともに、千葉県ならではの強みを

きるよう、防犯カメラの設置を促

ける子どもの安全確保にも活用で

工業団地への立地促進や、空き公

また、茂原市と袖ケ浦市の２つの

学、競技団体との連携の下、大会

の期待感を、市町村、経済界、大

けた施策の充実を図っていきます。 ントなどを通じて高まった大会へ

いります。

担う次世代を見据え、
人口減少、
少

か所となるほか、通学路等にお

生かした交流基盤・ネットワーク

進してまいります。

子高齢化などの課題に対応すると

た一歩を踏み出しました。

ン」を策定し、更なる飛躍に向け

進めるとともに、サーフィン会場

となります。

厚く御礼申し上げます。

ながると期待しています。

ります。

いります。

取り込み、日本経済を成長させる

月 日に開催いたします。今回

旅客数が 億人を超えました。今

整備も重要です。

より、戦略的な企業誘致を推進し

70

めて、しっかりと取り組んでまい

森田健作

21

千葉県知事

のためにあるのか」を考え、その

決・克服していくための１年にし

平成

推移し、欧州も緩やかに回復、中
のような課題に重点をおいて取り

30

た。しかし持続的な成長に向けて

明けましておめでとうございま
す。
商工会議所及び会員事業所の皆
様におかれましては、輝かしい新
春をお迎えのことと心からお慶び

30

業者、自主防災組織、市町村、県

申し上げます。

10

10

着陸に向かっており、全体的に当

いでしょうか。

平成 年を迎えるにあたり、われ

が多く盛り込まれた形で、事業承

30

国では高成長から安定成長へと軟

30

の整備活用や更なる魅力の発信な

10
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千葉商工会議所の皆様、明けましてお

千葉市長

熊谷俊人

年でもありました。

希望に満ちた新年を、健やかにお迎え
のことと、お喜び申し上げます。

また、雇用・労働面においては、市と

事を行う予定となりました。

整備に向け、本年１月末を目途に造成工

学誉田農場跡地」を活用した産業用地の

Ｒ外房線誉田駅から至近にある「明治大

千葉市らしさマイノート」を発行し、ス

する４つのテーマスポットを訪れる「＃

とコラボし、都市アイデンティティに関

したほか、年末には千葉都市モノレール

もっと『好き♥』になる本」として発信

せた１年となり、その成果は「千葉市が

強化などについても、地元との意見交換

るとともに、中央公園・通町公園の連結

び東口地区の市街地再開発事業を推進す

インの具体化に向け、千葉駅西口地区及

まず、千葉駅周辺活性化グランドデザ

様々な視点から展開してまいります。

千葉労働局との間で締結した「千葉市雇
を重ねながら、地域全体で事業を進めて

る個別支援をスタートするなど、アフタ

人材確保について市とハローワークによ

では、都道府県別のムスリムフレンドリ

構築を推進しました。特に、
ムスリム向け

２０２０年を見据えたおもてなし体制の

通訳観光ガイドの養成を開始するなど、

性向上を図ります。

に移転し、ご利用の皆様のさらなる利便

うビジネス支援センターは、千葉駅周辺

また、本市の産業振興施策を現場で担

まいりたいと考えております。

タンプラリーも開始しました。

ーフォローの充実による企業満足度の向

また、インバウンド集客においては、

用対策協定」に基づき、
企業立地補助制度

上に努めました。このほか、貴会議所と

に応じた開催支援や、企業立地補助制度

を活用して本市に進出した企業等に対し、

ともに、ものづくり女子、若年者、外国
さらに、国際会議等ＭＩＣＥ誘致を推
ーランキング「 Japan Muslim Travel
（ JMTI
） 2017
」において、本市
進するとともに、会議等主催者のニーズ
Index

人留学生を対象とした合同企業説明会・
の拡充及び産業用地の整備に本格的に着

経済産業分野につきましては、
「千葉市
を含む千葉県が全国４位に認められるな

経済成長アクションプラン」に基づく事

めでとうございます。

ど、ブランド力が向上してまいりました。

業を着実に前進させ、市民生活を支える

面接会をそれぞれ開催し、多様な主体に

持続性の高い地域経済の構築やチャレン

対する就労支援を行うとともに、企業の

貴会議所の皆様には、日頃より、千葉
手するほか、深刻な人材不足への対応と

人材確保への支援を行いました。
して「働きやすい街づくり」を目指し、
人

ジ精神に富む人材・企業の輩出を推進し
迎えました本年は、本市が重点的・優先

てまいりました。
的に取り組む具体的な事業を、総合的に明ら

市経済の振興・発展はもとより、市政各般

期の多様な課題に、柔軟かつ効果的に対

特に、創業支援面においては、創業初

ました。恒例の「千葉湊大漁まつり（千

ップし、国内でも有数の花火大会となり

会）
」が、過去最大の２万発にスケールア

張ビーチ花火フェスタ（千葉市民花火大

１００年時代を見据えた健康づくり施策

育環境を一層充実させるとともに、人生

どもの貧困対策の推進など、子育て・教
辺都市との観光プロモーション上の連携

場夜景サミット」の開催も控えており、
周

海辺については、秋から冬に「全国工

市政におきましては、既存事業の見直

古代の宝が認められた年になりました。

代）
」と命名される見通しとなり、千葉の

止することとし、コーディネーターの巡

市産業振興財団のインキュベート室を廃

時における居室支援が可能となり、千葉

千葉都心と幕張新都心においても、創業

ックビューイングを含め、多くの市民の

力を国内外に発信するとともに、パブリ

エアレース千葉２０１７では、本市の魅

した。また、
世界的に有名なレッドブル・

な食と多彩な催しを楽しんでいただきま

業者と創業支援の協定を締結することで、 れ多くの来場者に千葉県と千葉市の豊か

緑・里・農を活かしたグリーンツーリ

さらに、加曽利貝塚や稲毛海浜公園、

に取り組んでまいります。

ケアシステムの構築・強化などを重点的

域で安心して生活できるよう、地域包括

の推進や、高齢者の皆様が住み慣れた地

貴会議所の皆様との連携が重要であり、

様々な施策を効果的に推進するためには、

こうした地域経済の活性化に関する

を一層進めていきたいと考えております。

を実施してまいります。

しなど徹底した行財政改革に取り組んで
回による個別支援など、新しいスタイル
ズムなど、千葉市らしさが感じられる

保育所・子どもルームなどの整備や子

かにする第３次実施計画がスタートします。 材の定着及び採用力の向上を図る取組み

応するため、ハード事業からソフト事業
葉市民産業まつり）
」では、天気にも恵ま

きた結果、
「脱・財政危機」宣言を解除す
皆様にレースを観戦し、応援していただ

具体的には、民間レンタルオフィス事

中心の支援に転換しました。

一方、市内観光行事面においては、
「幕

にわたり、多大なるご支援とご協力を賜
っておりますこと、誠にありがたく、厚
くお礼申し上げます。
昨年は、加曽利貝塚が特別史跡の指定
を受けるとともに、地球の歴史で約 万

ることができました。市民の皆様のご理
の創業支援環境を構築しました。

本年も、 万市民の皆様お一人おひと

大きなものがあります。

皆様のお力添えに期待するところ、誠に

解・ご協力に、改めてお礼申し上げます。

年前からの年代が「チバニアン（千葉時

77

付、母子健康包括支援センターの開設や

ビス窓口の開設や証明書類のコンビニ交

また、各区役所でのワンストップサー
度の活用により本市への新規進出や追加

産業集積の実現に向け、企業立地補助制

企業立地面においては、競争力のある

きく貢献していただきました。

話題となり、本市のブランド力向上に大

が千葉大会２連覇を達成するなど大きな

いた結果、日本人パイロットの室屋選手

をはじめ、共生社会実現に向けた取り組

競技大会に向けて、ボランティアの育成

２０２０オリンピック・パラリンピック

まちづくりを推進するとともに、東京

んでまいります。

発展するよう、市政運営に全力で取り組

魅力と活力にあふれるまちとしてさらに

りが未来に明るい希望を持ち、千葉市が

＜中小企業診断ナビ＞

18 〜

千葉市へ要望書を提出

21

千葉県へ要望書を提出

24

＜ジェトロレポート＞ インド市場への和食レストランの進出について

25 〜

＜タイムライン＞

28

＜ちばインフォメーション＞

29

＜まちづくり事業情報＞ 中心市街地NEWS

30 〜

＜SHINKA 千葉YEG !＞

32

＜なのはなひろば＞

年頭にあたり、千葉商工会議所の皆様

投資に対する積極的な支援を継続してま

千葉商工会議所 女性会の活動

10

のますますのご健勝・ご多幸をお祈りい

※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

みを積極的に進めてまいります。

いりました。

青年部通信

千葉商工会議所

たしまして、ご挨拶といたします。

恒例の新春対談。今回は、イオン新体操クラブ
新年あけましておめでとうございます。
所属でリオデジャネイロオリンピック新体操日本
ようやく本厄年で八方塞な１年を乗り越えることができました。きっと今年から
代表の皆川夏穂さんと、同じくイオン新体操クラ
いい事が起きるのではないかと密かに期待しているところです。さて、年が明けると
ブコーチの村田愛子さんをお迎えし、石井会頭と 「一年の計は元旦にあり」というフレーズをよく耳にしますが、実は前段を含むこと
ともに２年後に迫った東京オリンピック・パラリ
わざで「一日の計は朝にあり、一年の計は元旦にあり」
といいます。何事もはじめに
ンピックに向けて、大会に懸ける想いや千葉の大
計画を立てるのが肝要だそうです。会報誌を担当してからもうすぐ２年を迎えます。
出について熱く語っていただきました。司会は㈱
より一層会員の皆様に読んでいただける会報誌作りを目指したいと思います。
千葉日報社代表取締役萩原博氏。
2018年が皆様にとって素晴らしい年となりますことをご祈念いたします。

撮影／明角和人
（明角写真事務所） 
（企画広報課 E.M.）

観光プロモーション面においては、本

産後ケア事業の開始など、市民サービス

97

を強化するとともに、一昨年来の大型商

2017年11月の動き

22 〜

千葉商工会議所

編集者のひと言
今月の表紙

整理・整頓・掃除だけで業績が変わる！

地域経済の活性化につきましては、市

代表取締役

【司会】千葉日報社

景気動向調査

内経済の更なる拡大を目指した施策を

イオン新体操クラブ 所属選手

博

市来訪者を誘引するコンテンツを「千葉

2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて

市らしさ」のテーマの下で発掘・発展さ

千葉市長

さらに、市内で枯渇しつつある産業用

千葉県知事

地を確保すべく、民間事業者と共同でＪ

世界から千葉へ、千葉から世界へひらけ
皆川 夏穂

村田 愛子
イオンリテール株式会社 イオン新体操クラブ コーチ

石井 俊昭
萩原
会頭
千葉商工会議所

日本商工会議所会頭

石井
三村
森田
熊谷

俊昭
明夫
健作
俊人

千葉商工会議所会頭

業施設閉店の一方で、ＪＲ千葉駅ビルが

もくじ

開業するなど、まちが大きく変わった１
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誌上名刺広告

竜也

社会保険労務士法人ＬＭＣ社労士事務所

代表社員

蒲島

千葉市中央区新宿一︱八︱一一
☎〇四三︱二四二︱五六七七

まかせて安心人事労務相談

康夫

勝又自動車株式会社

代表取締役社長

勝又

千葉市中央区本町二︱二︱一〇
☎〇四三︱二二七︱二一二一

威樹

株式会社グリーンタワー

代表取締役社長

林

宏祐

京葉コンピューターサービス株式会社

代表取締役

並木

☎〇四三︱二二七︱六三〇〇

千葉市中央区長洲一︱一︱一〇 ＫＣＳビル五Ｆ

医学学会システムのパイオニア

秀雄

株式会社サンケイちば企画

代表取締役

高原

千葉市中央区中央四︱一七︱三
☎〇四三︱二〇二︱八六〇〇

情報とメディアをつなぐ

ＪＦＥスチール株式会社

輝弘

東日本製鉄所（千葉地区）副所長

斉藤

恭男

千葉市中央区川崎町一
☎〇四三︱二六二︱二〇二六

芝工業株式会社

代表取締役

野口

千葉市中央区本町三︱三︱一五
☎〇四三︱二二五︱五二二二

素晴らしい地球へ水と空気を

一男

新日本建設株式会社

代表取締役会長

金綱

泰伸

千葉市美浜区ひび野一︱四︱三
☎〇四三︱二一三︱一一一一

株式会社精美堂

代表取締役

望月
千葉市中央区中央四︱五︱一
☎〇四三︱二二二︱五一六一

洋一

あなたの街のあなたのはんこ屋

株式会社セキネ

代表取締役

関根
千葉市中央区中央四︱五︱一
☎〇四三︱二二七︱七四八一

新二

本年もよろしくお願い申しあげます

株式会社総武

取締役社長

木原

千葉市美浜区中瀬一︱一〇︱二
☎〇四三︱二七六︱五一二一

本年もよろしくお願い
申し上げます

役員名
会

頭

事業所名
㈱千葉銀行
東日本製鉄所

役職名

氏

名

役員名

事業所名

役職名

氏

名

顧問

石 井 俊 昭

常 議 員

㈱ケーヨー

取締役

川 井 信 夫

常務執行役員・千葉地区副所長

斉 藤 輝 弘

常 議 員

小林公認会計士事務所

所長

小 林 廣 美

取締役副社長千葉支社長

粟生雄四郎

常 議 員

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 千葉支社

支社長

村 田

副 会 頭

ＪＦＥスチール㈱

副 会 頭

塚本總業㈱

副 会 頭

㈱堀江商店

取締役会長

堀 江 亮 介

常 議 員

㈱エム・アイ・エス・インターナショナル 代表取締役

小松美智子

副 会 頭

㈱精美堂

代表取締役

望 月 泰 伸

常 議 員

式田建設工業㈱

取締役会長

式 田 秀 穂

監

事

㈱京葉銀行

取締役頭取

熊 谷 俊 行

常 議 員

新日本建設㈱

代表取締役社長

髙 見 克 司

監

事

㈱千葉興業銀行

取締役頭取

青 柳 俊 一

常 議 員

東京電力パワーグリッド㈱ 千葉総支社 千葉総支社長

松 﨑 任 宏

監

事

税理士法人千葉中央会計事務所

代表社員・所長

手 島 英 男

常 議 員

東京ガス㈱ 千葉支社

支社長

西 形 進 也

専務理事

千葉商工会議所

専務理事

木 原

稔

常 議 員

㈱千葉測器

代表取締役社長

中 村 卓 見

常務理事

千葉商工会議所

常務理事

河 野

功

常 議 員

並木木材㈱

代表取締役社長

並 木

常 議 員

千葉県酒類販売㈱

代表取締役社長

飯 沼 喜 規

常 議 員

千葉県信用保証協会

会長

床 並 道 昭

常 議 員

千葉製粉㈱

取締役専務執行役員

伊 藤

永

常 議 員

㈱千葉薬品

取締役副社長

根 本 光 男

常 議 員

千葉テレビ放送㈱

代表取締役社長

上 田 誠 也

常 議 員

㈱はせべ

代表取締役社長

長谷部光一

常 議 員

日本通運㈱

千葉支店長

保 坂 斎 夫

常 議 員

㈱グリーンタワー

代表取締役社長

林

常 議 員

千葉興行㈱

代表取締役

臼 井 正 人

常 議 員

早野商事㈱

代表取締役

早 野 泰 広

常 議 員

三井不動産㈱

支店長

各 務

徹

常 議 員

㈱太陽堂印刷所

代表取締役

日 暮 秀 一

常 議 員

㈱千葉マツダ

代表取締役社長

大 木 康 正

常 議 員

㈲福井商店

代表取締役

福 井 晶 一

常 議 員

二宮産業㈱

専務取締役

大 串

隆

常 議 員

㈱ちばぎん総合研究所

取締役社長

水 野

常 議 員

旭建設㈱

相談役

大久保隆章

常 議 員

宮川電気通信工業㈱

代表取締役

宮 川 欣 丈

常 議 員

イオンリテール㈱

代表取締役社長

岡 崎 双 一

常 議 員

千葉信用金庫

理事長

宮 澤 英 男

常 議 員

医療法人柏葉会

副院長

柏 戸 孝 一

常 議 員

福井電機㈱

代表取締役社長

村 杉 茂 治

常 議 員

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 千葉支店

千葉支店長

勝 澤

誠

常 議 員

㈱さつま屋

代表取締役

山 口 和 夫

常 議 員

勝又自動車㈱

代表取締役社長

勝 又 康 夫

常 議 員

ビィー・トランセホールディングス㈱

代表取締役

吉 田

常 議 員

千葉構内タクシー㈱

顧問

斯 波

千葉支社

千葉支店
千葉支店

柏戸病院

忍

浩

威 樹

創

平

愼

旭建設株式会社

代表取締役

高橋
昌宏

千葉市中央区川崎町一︱三九
☎〇四三︱二六八︱七一五一

人・街・未来を創造する

昌浩

アクティブ販売株式会社

代表取締役

髙梨

千葉市中央区南町三︱九︱一五
☎〇四三︱三〇〇︱七八三一

健

食の安心、安全に貢献しております

エースター株式会社

代表取締役

宮島

千葉市中央区中央区一︱一︱三
住生・りそな千葉ビル三Ｆ
☎〇四三︱二〇二︱七一一一

本年も自販機での地域貢献をします

株式会社エム・アイ・エス・インターナショナル

代表取締役

小松 美智子

千葉市中央区弁天二―二三―一
☎〇四三︱二五四︱四七五七

心のこもった研修でお役に立ちます

武光

髙梨武光税理士事務所

所長

髙梨

千葉市中央区中央三︱一七︱一
☎〇四三︱二三九︱七七五五

裕昭

千葉印刷団地協同組合

副理事長

川畑

千葉市緑区古市場町四七四︱二五一
☎〇四三︱二六八︱二六四一

株式会社千葉銀行

取締役頭取

佐久間 英利

千葉市中央区千葉港一︱二
☎〇四三︱二四五︱一一一一

ＷＩＴＨ ＹＯＵＲ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ

恭一

ちばぎん証券株式会社

取締役社長

花島
千葉市中央区中央二︱五︱一
☎〇四三︱二二二︱一一四一

夢シティちば 2018年₁月号

千葉市美浜区ひび野二︱一〇︱三
☎〇四三︱二九六︱三六七六

ホテルグリーンタワー幕張

俊行

株式会社京葉銀行

取締役頭取

熊谷

本店 
千葉市中央区富士見一︱一一︱一一
千葉みなと本部 千葉市中央区千葉港五︱四五
☎〇四三︱三〇六︱二一二一

確かな〝きずな＂を、未来へ
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道昭

千葉県信用保証協会
会長

床並
千葉市中央区中央四︱一七︱八
☎〇四三︱二二一︱八一八一
中小企業のベストパートナー

喜規

千葉県酒類販売株式会社
代表取締役社長

飯沼
千葉市中央区要町五︱七
☎〇四三︱二二七︱四二六一
千葉の地酒から世界の銘酒まで２万種類

正人

千葉興行株式会社
代表取締役

臼井
千葉市中央区中央三︱八︱八
☎〇四三︱二二二︱四二六五
千葉県・茨城県のシネコンチェーン

俊一

株式会社千葉興業銀行
取締役頭取

青柳
千葉市美浜区幸町二︱一︱二
☎〇四三︱二四三︱二一一一
お客さまのＭＹＢＡＮＫ

進也

東京ガス株式会社千葉支社
支社長

西形
千葉市美浜区幸町一︱六︱八
☎〇四三︱二四六︱七七〇五
本年もよろしくお願いいたします

英治

東方エージェンシー株式会社
取締役社長

谷口
千葉市中央区千葉港八︱四
☎〇四三︱二四一︱八二三一
損害保険・生命保険代理店

克巳

東方地所株式会社
取締役社長

市原
千葉市中央区栄町三九︱一〇
☎〇四三︱二二七︱八〇〇一
豊富な実績、確かな信用力

保雄

株式会社日本資産総研
代表取締役

鷹野

末昭

千葉構内タクシー株式会社
代表取締役

加藤
千葉市中央区問屋町五︱四二
☎〇四三︱二四一︱六五三一

英男

お客様に寄り添った配車の提供

千葉信用金庫
理事長

宮澤
千葉市中央区中央二︱四︱一
☎〇四三︱二二五︱一一一一
ともに歩みともに創る地域の未来

浩

株式会社千葉ステーションビル
代表取締役社長

椿
☎〇四三︱二二七︱三〇〇三

千葉市中央区富士見二︱三︱一 塚本大千葉ビル七Ｆ

毎日をもっと楽しく、千葉を元気に

雅典

千葉倉庫株式会社
代表取締役社長

加藤
千葉市中央区出洲港一七︱二
☎〇四三︱二四二︱〇四八七
低温倉庫・保税倉庫・検疫指定倉庫

充隆

野村證券株式会社千葉支店
支店長

北村
千葉市中央区富士見一︱一四︱一三
☎〇四三︱二二七︱二一六一

喜樹

それ、野村にきいてみよう

株式会社博全社
代表取締役

松丸

千葉市美浜区新港三二︱一
☎〇四三︱二四四︱七七〇〇
県内最多直営式場でサポートします

泰広

早野商亊株式会社
代表取締役

早野

千葉市若葉区桜木六︱一九︱七五
☎〇四三︱二三二︱〇一四四
今年も感動の手渡しを

千葉事業部長

池 田

千葉市美浜区中瀬一︱三
幕張テクノガーデンビルＤ棟一三階
☎〇四三︱二七四︱二四八九

敬

東日本電信電話株式会社千葉事業部

!!

千葉総合卸商業団地協同組合
理事長

石田 一太郎
千葉市中央区問屋町一︱五五
☎〇四三︱二四二︱二六一六

卓見

株式会社千葉測器
代表取締役

中村
千葉市中央区都町二︱一九︱三
☎〇四三︱二三二︱二五四一
千葉測器は１００年企業を目指します。

昌夫

千葉第一監査法人
代表社員

田中
千葉市中央区中央一︱二︱一
☎〇四三︱二二五︱一二一一
法定監査、各種法人の会計指導監査

英男

税理士法人千葉中央会計事務所
代表社員・所長

手島
千葉市中央区中央一︱二︱一
☎〇四三︱二二五︱一二一一
税務・会計・経営相談、相続税申告

千葉支社長

直人

東日本旅客鉄道株式会社千葉支社
執行役員

西田

千葉市中央区弁天二︱二三︱三
☎〇四三︱二八四︱六七〇〇
Ｂ．
Ｂ．
ＢＡＳＥ１月から運行開始！

福井電機株式会社

茂治
千葉市中央区問屋町一六︱三
☎〇四三︱二四一︱六四〇一

代表取締役社長

村杉

日立特約店

浩義

株式会社不二精工
代表取締役会長

清田

千葉市中央区都町一︱一八︱一三
☎〇四三︱二三一︱一〇一一
住宅設備機器・管工機材卸売商社

明美

株式会社ベイキューブシー
代表取締役

水上

☎〇四三︱二二七︱三三六一

千葉市中央区富士見二 ︱七 ︱五 富士見ハイネスビル

ＩＴでビジネスをサポート

正喜

千葉鉄工業団地協同組合
理事長

熊谷
千葉市花見川区千種町二九五︱二
☎〇四三︱二五九︱〇二〇一

誠也

千葉テレビ放送株式会社
代表取締役社長

上田
千葉市中央区都町一︱一︱二五
☎〇四三︱三一一︱二〇五二

博

千葉県情報はチバテレ３チャンネル

株式会社千葉日報社
代表取締役

萩 原
千葉市中央区中央四︱一四︱一〇
☎〇四三︱二二二︱九二一一
もっと伝えたい千葉がある

塚本總業株式会社千葉支社
取締役副社長千葉支社長

粟生 雄四郎
千葉市中央区富士見二︱三︱一
☎〇四三︱二二七︱三三二一

星商株式会社

敦 子

代表取締役社長

星

千葉市若葉区高品町一五九〇︱五
☎〇四三︱二三二︱二四二一
お掃除は、プロにおまかせ！

株式会社堀江商店
代表取締役社長

堀江 秀之介
千葉市中央区神明町三二︱一
☎〇四三︱二四一︱九一六一
エネルギー事業の事なら当社へ

達夫

株式会社幕張メッセ
代表取締役社長

藤野

千葉市美浜区中瀬二︱一   
☎〇四三︱二九六︱〇〇〇一
文化が集まる、未来が集まる。

欣丈

宮川電気通信工業株式会社
代表取締役

宮川

千葉市中央区院内一︱二︱一
☎〇四三︱二二五︱一三一一
情報通信設備のトータルサポート
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東京都千代田区神田相生町一
☎〇三︱三五二五︱八三三二
信頼の総合資産コンサルティング

!!
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誌上名刺広告

1

1

世界から千葉へ、千葉から世界へひらけ

会

博
株式会社千葉日報社 代表取締役

司

萩原

上につながっていくのである。

８回目を迎えました。
今年は
「世界から千葉へ、
千葉から世界へひらけ」をテーマにお届けし
ます。
２０２０年東京オリンピック・パラリン
ピックでは、一部競技が千葉市で開催される
ことから、世界中から競技を楽しみに多くの
人が集まります。そして、千葉市が大いに注
目を集めるその時に、千葉市から世界に向け
て花開かんとする方がいらっしゃいます。
今回は、競技開催都市お膝元の千葉市出身
であり、
来たる２０２０年東京オリンピック・
パラリンピックにおいてもメダル獲得を有力
視されている皆川夏穂選手（イオン新体操ク
ラブ所属・リオデジャネイロオリンピック新
体操日本代表）
と村田愛子コーチ
（イオン新体
操クラブ）をゲストにお迎えし、オリンピッ

石井 俊昭
千葉商工会議所

会頭

クに懸ける想いや思い出について語っていた

村田 愛子

だきました。

イオン新体操クラブコーチ

３．解決策

平成 年が幕を開けました。

あけましておめでとうございます。

「わかりました。まず掃除からやって
みます。
」と浮かない顔のＭ社長。掃除
チェックシートを作成し、全員で取り組
むこととなった。
意外だったのは、
スタッ
フである。すぐ取り組み始め、徐々に整
理整頓まで徹底するようになったのであ
る。逆に慌てたのが社長本人だ。社長が
遅刻したり、いい加減な片づけをしてい
ることが明らかになった。要するに、社
長本人の無責任さにスタッフも嫌気がさ
しており「守るだけ損だという風潮」が
生産性を低下させている最大要因だった
訳である。
「あの時、先生がきつく言ってくれな
かったら、今も苦しんでいたかもしれま
せん」と３年前を振り返るＭ社長。今で
は『整理・整頓・掃除』が組織文化と根
付き、スタッフ数の増やさずに少数精鋭
の生産性の高い美容室へ変貌した。「規律
を守り全員で気持ちよく働ける環境づく
りが業績アップに不可欠」という原理原
則を学んだＭ社長。もしかしたら、人間
が一番変わったのがＭ社長だったのかも
しれない。

中小企業診断士

石井俊昭会頭の新春対談シリーズも今年で

30

皆川 夏穂
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野村 忠史
イオン新体操クラブ所属選手

整理・整頓・掃除だけで業績が変わる！

5

中

ナビ

2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて

れてないシャンプー台、髪の毛が散乱し
１．事例
ているフロアー。どう見たって生産性の
高いサービスを提供していると思えない。
Ｍ社は、創業 年の美容業である。ス
更にＭ社が深刻なのは、社長自身が「う
タッフも６人抱えており、地元では知名
ちは、個人の自己裁量で任せている。気
度の高い店の一つとして知られている。
づいた者がやればよい」という考え方の
創業から５年位までは、Ｍ社長の技術力
持ち主であったことである。つまり「人
が評判で業績を伸ばしてきたが、スタッ
間教育」はやらないと宣言しているので
フを抱えるようになった 年前からずっ
ある。システマチックに会社の仕組みが
と業績が伸び悩んでいるという。
「教育
やっているけど、全く成果が上がらない。 整っていて、働く人材も優秀な大企業な
らありかもしれない。しかし、その逆に
即効性があるノウハウを教えてもらえな
なりがちな中小企業で「人間教育」なし
いか？」とＭ社長からの相談である。
で生産性が高まるという考え方が間違っ
「お悩みは、わかりました。ところで
ているのである。
『整理・整頓・掃除』
についてどのように
では、なぜそういう考え方をこの社長
取り組んでおられますか？」
と私。
「色々
が持つかというと、自身がルールを毛嫌
やっているつもりですけど…」と意表を
いしており、業績に関係ないと思って率
突かれた質問に呆気にとられる社長。「貴
先して破っているのだ…。当然、見てい
社の場合、『整理・整頓・掃除』をまず徹
るスタッフは「自分達は守ろうとしてい
底させてください。それがなければ、ノ
るに、なぜ社長は破るのだ…」と内心呆
ウハウなんてものは効き目ありません
れている。こういった歪んだ組織にノウ
よ。
」と断言した。突拍子ない助言に怪
ハウ注入しても、どうせ定着しない。こ
訝な顔をのぞかせるＭ社長は、業績低迷
ういった所は「規律を守ることの効果」
と『整理・整頓・掃除』の因果関係につ
をまず体で覚えさせるのが先決なのであ
いて、レクチャーを聞くこととなった。
る。そしてその訓練として一番効果的に
なのが『整理・整頓・掃除』なのである。
２．原因と課題
これらを徹底することで、 つ つ丁寧
Ｍ社に入った瞬間に、業績低迷の要因、 に仕事をする楽しさや効果を実感できる
のである。これは「人間教育」に他なら
「規律のない組織文化」であることが、
す
ない。それが組織全体に波及し、業績向
ぐわかった。
散らかった雑誌、
拭き掃除さ
10
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皆川 夏穂（みながわ かほ）
としあき）

石井 俊昭（いしい

平成９年、千葉市生まれ。４歳よりイオン新体操スクールマリンピア校
にて新体操を始める。15歳のときに公益財団法人日本体操協会の新体
操特別指定強化選手に選出される（継続中）
。2016年リオデジャネイ
ロオリンピックにおいて個人総合16位、2017年世界新体操選手権で
42年ぶりとなる種目別フープで銅メダルを獲得するなど、数々の大会
で輝かしい成績を収めている。
昭和17年、千葉市中央区生まれ。千葉県立第一高等学校（現千葉高等学
校）
、早稲田大学商学部卒業。千葉銀行入行後、昭和63年より総務部長、
平成元年よりニューヨーク支店長、平成 6 年より常務取締役、平成 9 年
より取締役副頭取、平成16年より取締役会長などを歴任し、平成20年
より顧問に就任。平成22年より千葉商工会議所会頭、千葉県商工会議
所連合会会長。

イオンカップ2017での演技

ことについてお話をお聞かせください。
皆川 昨年はオリンピックの次の年と
らなくてうまくいかない試合もたくさ

いうことなどもあり、気持ちがまとま

萩原 新年あけましておめでとうござ
んありました。それでも諦めずに、自

輝け 新体操の名花、
東京オリンピックへ

います。
リオデジャネイロオリンピック新体操
練習をしていくことができ、その成果

かりとロシアの先生と話し合いながら

今回は、イオン新体操クラブ所属で、 分がやらなければいけないことをしっ
日本代表の皆川夏穂さんと、同じくイ

を世界選手権で全てではないですが見
メダルを獲得出来た時は本当に嬉し

オン新体操クラブコーチの村田愛子さ
皆川さんは、昨年７月にイタリアで

かったです。今までやってきているこ

せることが出来たと思います。

行われた世界新体操選手権において個

とが評価されてきていると感じたし、

んをお迎えしました。

人種目別のフープで、 年ぶりの快挙
めておめでとうございます。そのときの

となる銅メダルを獲得されました。改

た試合になりました。

もっとトップを目指したいと更に感じ

の つが基本形態になっています。こ

はずむ・歩く・走る・跳ぶ・振る、こ

方もされています。

年ぶりに新体操個人として世

が、お気持ちはいかがでしたか。
村田

れはドイツ人のフリードリッヒ・ルー

5

そば近くで見守られていたと思います

萩原 村田さんは、皆川さんの演技を

42

長の岡久留実先生、その他多くの関係

浩子先生や、元日本体操協会審判本部

日本体操協会新体操強化本部長の山崎

められ、１９６３年には Ｍｏｄｅｒｎ Ｇ

した。その４年後に使用する手具が決

手権で女子競技の一つとして行われま

その後、１９５０年に初めて世界選

出したものです。なかでも平行棒など

者の方々による日本新体操界の８年以

ｙｍｎａｓｔｉｃ という名称で第 回世

大きな快挙だったと思います。４年半

上に及ぶ大改革の一つの成果が皆川

界選手権が開かれました。１９７７

の道具を使った器械体操が有名ですね。

のメダル獲得だったと思います。そし

年以降は Ｒｈｙｔｈｍｉｃ Ｓｐｏｒｔｓ

以上に及ぶ、ロシアでの強化策がやっ

てまた、イオンという会社の長年のバ

ＧｙｍｎａｓｔｉｃｓとかＲｈｙｔｈｍｉｃ

彼は、「ドイツ体操」の父とも呼ばれて

ックアップにより、ここにたどり着く

ｓｐｏｒｔｉｖｅ Ｇｙｍｎａｓｔｉｃとさ

と実を結び、非常にうれしく思いまし

ことが出来ました。喜びと共に多くの

れていたので今でも「ＲＳＧ」と略す

います。

方々への感謝の念でいっぱいになりま

た。皆川の努力はもちろんですが、現

界選手権でメダルを獲得できたことは、 トヴィヒ・ヤーンが１８１１年に考え

42

石井 私が学生の頃は新体操の競技は

した。

呼ばれるようになりました。

Ｒｈｙｔｈｍｉｃ Ｇｙｍｎａｓｔｉｃｓ と

ことが多いですが、１９９８年からは

ｔｉｃ（現代体操）といわれています。

ツ発祥とされるＭｏｄｅｒｎ Ｇｙｍｎａｓ

ルになったのは、１９２０年代のドイ

ラシック・バレエの次に新体操のモデ

で、
さまざまな変化を遂げています。
ク

村田 新体操は今のスタイルになるま

うか。

れない「準アクロバット」と呼ばれる

１９７７年の大会では床から手が離

とで付けられたのかもしれませんね。

なかった新しいタイプの体操というこ

生選手権に由来します。これまでには

１９６８年に開かれた全日本新体操学

るようになったのでしょう？それは

が付いていますが、なぜそう呼ばれ

日本では「新体操」という呼び名

現代体操は「ドイツ体操」という言い

新体操はいつ頃から始まったんでしょ

なかったのではないかと思いますが、

1

新体操世界選手権2017 フープ演技
新体操世界選手権2017 個人種目フープで銅メダルを獲得

12
夢シティちば 2018年₁月号
夢シティちば 2018年₁月号
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イオン新体操クラブ所属選手
千葉商工会議所会頭
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学をしに行って、楽しそうだなと感じ
いまから約 数年前、最初は在籍６名

７歳で選手コースに入ってからは、
て、いまはイオンクラブが全国一のク

体操ですが、民間のクラブが伸びてき

ほどスクールから始まりました。それ

本格的に新体操の練習が始まり、たく
ラブとして、全日本新体操選手権で連

て、自分もやりたいという気持ちにな

さんの柔軟など辛いこともありました
覇しています。

まで学校スポーツがメインであった新

が、トップの先輩たちが身近にいたの
萩原 そうなんですか。では、村田さ

りました。

で私もそうなりたいなと思う気持ちが
んがコーチとしてイオンさんの取組み
村田 元々、
私もイオン（元ジャスコ）

強く、どんなことも楽しみながら頑張
同年代の子も当時はたくさんいたの
新体操スクールの生徒でした。 歳の

に関わったキッカケはなんでしょうか。

で、お互いに刺激しあいながら練習を
時に、地域の新聞に載っていたスクー

ることが出来ました。

することが出来ていたと思います。
ルの広告をみて入会しました。その後
すぐに選手クラスの先生から声がかか
り、 年間競技選手生活を送りました。

毎年秋に、イオンカップという国際
うか。新体操という競技は、イオンの

命的なものがあったんではないでしょ

いがあったんですね。やはり、何か運

萩原 身近なところで新体操との出会

石井 イオンさんのように会社をあげ

ました。

れ、後輩たちの指導をすることとなり

部新体操プロジェクトチームへ配属さ

社に入社し、スポーツ＆レジャー事業

早稲田大学卒業とともにイオン株式会

大会が開催され、世界のメダリストが
スクールの核になっていて、イオンが

企業がスポーツを支援、
地域から世界へ

こうして新体操は１９８４年のロサ
日本に集結します。素晴らしい試合で

男子新体操というものもあります。ち
始められたきっかけは何だったんでし

萩原 ところで、皆川さんが新体操を

たらと思います。
の会長になられた渡邊守成さんが、

村 田 い ま Ｆ Ｉ Ｇ（ 国 際 体 操 連 盟 ）

思います。どうでしょうか。
ます。

よね。素晴らしい取組みであると思い

するということは、なかなかないです

新体操競技は、個人・団体とありま
（京葉線）のそばに、
イオンのマリンピ

皆川 家の近くですが、稲毛海岸駅
しいスポーツであると感銘されたそう

ルガリアに留学されて、美しい素晴ら

このような会社も出てきており、また

ているところもありますが、だんだん

を採用して、選手の生活をサポートし

さらに日本オリジナルの競技として
なみに、こちらはオリンピック種目で

す。ロープ・フープ・ボール・クラブ・
です。
そこで、
イオンにこのスポーツを

萩原 いよいよ２年後の２０２０年に

石井 地元の日本で開催され、応援を

ますね。

したから、ますます期待が大きくなり

萩原 容姿はもちろんですが、背が高

のをお持ちのようですね。

爪の先までの動きですとか、天性のも

石井 見た目もそうですが、手の指先、

村田 元々はそこまでなかったと思い

は東京オリンピック・パラリンピック

受けられることは、プラスになると思

オオリンピックを経験されていますが、 萩原 世界選手権でメダルを取られま

が開催されます。皆川さんは、一度リ

いますよ。

く、お顔も小さくて、欧米の人のよう

のときは、日本の皆さんからの応援も

オリンピックという舞台はやはり特別

萩原 そこで、村田さんにお聞きした

な感じがします。

ます。ロシアのコーチに指導を受けこ

明美選手を採用しようと思ったことが

な舞台なのでしょうか。

いのですが、コーチから見た皆川さんの

村田 ナショナルチームでは個人も団

あると思いますので、プレッシャーを

あります。残念ながら条件が揃わずに

皆川 出場している選手はワールドカ

特徴、強みはどのような点でしょうか。

体も、背の高い人を選ぶ傾向があるの

２０２０年が待ち遠しい

ア店があり、幼稚園の友達がたまたま

技１分半、団体は１演技２分半で構成

うになってきていますね。
過去に、私が会社で人事を担当して

諦めましたが、
しかし、
こうした企業が

ップなどと変わらないのですが、日本

村田 身体的に美しいことも特徴です

ですが、柔軟性やしなやかさも大事で、

こ２～３年くらい前から「指ひとつの

スポーツ選手を活用する動きが出てき

を代表して出るという気持ちが強くな

が、特に、リオ大会後にルール改正が

個人でひとりだけで踊るということに

いたときに、マラソンランナーの増田

ているので、商工会議所としても、そ

りますね。リオ大会のときは、結果は

あり、技をたくさん入れていかなけれ

なると、見た目も美しく身体的にも優

昭和29年、東京都台東区生まれ。千葉大学人文学部卒業。千葉日報社
入社後、平成16年より編集局経済部長・論説委員、平成19年より同局
次長・政経部長・論説委員、平成21年より理事東京支社長などを歴任し、
平成25年７月より現職。

そのためにも、金メダルを目指して

じられようになってきました。彼女を
担当しているナーディアコーチのきめ
細かい指導を受け、洗練されてきてい

個性として強く際立ってきました。そ

なやかでエレガントな部分が、彼女の

さんこなしていくのではなく、大変し

ん（笑）
。

んだん近づいてきているかもしれませ

りまして、
肌の色も白くなってきて、
だ

もうロシアに４年半くらい行ってお

ます。

のようなエレガントさを持つ選手は少

に所属して卓球をしていました。卓球

石井 私が大学４年生のときに前回の
と確信しています。

はオリンピック種目になっていなかっ

ないので、審判の目線でも、このエレ

萩原 そのエレガントさは、元々皆川

たので、会場整理などのお手伝いをし

東京大会がありましてね、私も運動部

さんにはあったのですか。あるいは指

らオリンピックに対しては、特別な想

た経験があります。そういった経験か
か。

導を受けられて身につけられたのです

ガントさが彼女の強力な個性になった

日々練習を積んでいます。

動き、爪の先まで動きが美しい」を感

うした企業の取組みを積極的に応援し

目標には届かなかったのですが、普段

ばならないことになりました。そうし

れている人が選ばれますね。

博（はぎわら ひろし）
萩原

います。

なければ、と思っています。

どおりの演技ができました。東京大会

た中で、皆川の演技は、単に技をたく

はねのける力が必要になってくると思

リボンの 種目あります。個人は１演

56

やりたいと投げかけたのが始まりです。 企業がスポーツの分野に力を入れるよ

55

通っていたので、その友達と一緒に見

千葉の小さな会社で、スポーツ選手

ょうか。

１９８０〜８１（昭和 〜 ）年にブ

はありません。

なっていったのです。
ンゼルスオリンピックからオリンピッ
て新しい分野のスポーツで選手を育成

されています。身体能力と共に、芸術

12

応援することで強くなってきていると

新しい演技も出てきました。この頃か

30

すので、ぜひ一度足をお運びいただけ

性を競うところが大きな特徴だと言え

8

クの正式種目となりました。

ら、しだいに今のような高度な手具さ

千葉市生まれ。小学生の頃より器械体操を始め、12歳からイオン新体
操スクールにて新体操を始める。20歳まで現役選手として活躍し、早
稲田大学卒業後、イオンリテール（当時イオン）株式会社に入社。イオ
ン新体操クラブのコーチとして選手育成に従事し現在に至る。世界選手
権などにおいて審判員を務めるほか、日本体操協会審判副本部長として、
オリンピックに向けて世界の新体操の舞台で活躍している。

ると思います。

イオンリテール株式会社
新体操プロジェクト イオン新体操クラブ コーチ

ばき、柔軟性などが求められるように

村田 愛子（むらた あいこ）
千葉日報社代表取締役

14
夢シティちば 2018年₁月号
夢シティちば 2018年₁月号
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いがありまして、大学後はプロの卓球
村田 私の場合は、常にイオンが競技

して千葉どう思われますか。

で非常に恵まれた環境でした。

生活をバックアップしてくれていたの

選手になりたいと思っていました。
日本代表に千葉市出身の皆川さんが
いらっしゃるので、ぜひ応援していか
強い選手を輩出するには、環境が大
切です。その環境を整えるには充実し

なければならないですね。
萩原 そうですね。地元の応援は心強
た資金が必要不可欠です。東京オリン

海浜公園まで遊びにいって遠足のよう

皆川 小学校のときは、学校で千葉の
の皆川さんとしても、今後千葉市がど

界でも注目されていきます。地元出身

萩原 これから千葉市がスポーツの世

スポーツ全体が
千葉市から盛り上がって

ご支援を頂ければと思います。

に、ぜひとも多くの地元企業の方々の

な競技からメダリストを輩出するため

ピックに向けて、千葉市からいろいろ

いですね。

千葉育ち、楽しかった思い出

萩原 皆川さんは中学校まで千葉市で
過ごされたとお聞きしていますが、当
時の思い出はどんなことを覚えていま

なものしたりですとか、学校での思い
んな街になってほしいとお考えでしょ

すか。

出があります。

ショナルの選手は中学生でも学校に通

ロシアは新体操がとても強いため、ナ

皆川 ロシアと日本の大きな違いは、

た日本はどのように映りますか？

に練習されていますよね。海外からみ

めたんです。村田さんは、活動の場と

持ちがあって地元で就職することを決

に負けない銀行にするんだ」という気

銀行へ就職するなか、「自分が都市銀行

は大学卒業後、周囲が大手企業や都市

なりますが、
千葉のご出身ですよね。
私

石井 実は、村田さんは大学の後輩に

楽しみにしている行事のひとつです。

えています。幕張の花火大会もいつも

つも楽しみにしていたことをとても覚

社のお祭りなどに行くことがあり、い

れは大事なことですね。

石井 そうですね、
私も楽しみだし、
そ

を出さないといけませんね。

リンピックのときは、千葉から応援団

萩原 石井会頭、２０２０年の東京オ

のかもしれませんね。

石井 皆川さんは、現在ロシアを拠点

れたらいいなと思います。

子どもたちの夢につながっていってく

ていってほしいなと思います。それが、

スポーツ全体が千葉市から盛り上がっ

と感じています。なので新体操を含め

競技がまだまだ皆さんの身近にはない

その面でまだ日本では、新体操という

はたくさんの観客が集まってきます。

も多く、ワールドカップなどの試合で

皆川 海外では新体操が人気である国

うか。

わず新体操の練習に専念していること

萩原 最後に、皆川さんもオリンピッ

地元である真砂中央公園や検見川神

です。
一人の先生に対して多くても三人の選

皆川 東京でオリンピック開催という

ッセージをいただけますか？

クを目指す選手のお一人として何かメ

手で練習をしているため、細かい所ま

ことで、たくさんの日本の方々がきて

また、指導者がたくさんいるために

で徹底的に見てもらうことが出来るこ

くれるので、そのような中で自分が思
っている新体操の魅力や美しさを自分

とです。
ロシアは国をあげてスポーツに力を

の演技で伝えたいと思っています。
新体操という競技は、 種目の手具

入れているということがとてもよく伝
わってきます。

）年に入社試験を受けた人たちは、

オリンピックのあった１９６４（昭和

を通して、勇気やパワーを届けられる

ーツです。観客の皆さんに私達の演技

スポーツブームになったんです。実は、 しさやしなやかさを表現していくスポ

石井 前回の東京オリンピックの時は、 を使いながらそれぞれ曲に合わせて美

4
ところが、その翌年の１９６５（昭和

は、メダルを獲得したいと思います。

いき、目標である東京オリンピックで

運動部の人は殆どみんな受かっている。 ようにこれからも日々の練習に励んで
）
年はものすごい不況でした。
オリン

ちが、今日の日本を作り上げたんだろ

ちや、その当時に運動をしていた人た

も、でもオリンピックに出ていた人た

れから日本の経済は一時低迷したけど

の半分くらいしか採用しなかった。そ

ピック不況と言ってね。各企業は前年

さんと一緒に実現したいですね。本日

ただきました。ぜひ、皆川さん、村田

萩原 石井会頭から頼もしいお話をい

是非頑張っていただきたい。

議所主催でパレードをやりたいですね。

に狙うべきです。優勝したら、商工会

石井 メダルのチャンスがあれば絶対

した。

は、貴重なお話をありがとうございま

うと、僕はそう思ってます。
やはり、競技は何であれ、そういう
スポーツの精神というのは活きていく

16
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39

40

14歳の皆川選手
演技後笑顔で表彰台へ（15歳）

いただきたい。また併せて、グランド

るため、計画通りに積極的に取組んで

らの新たなまちの魅力向上が期待され

連携して適切に対応いただきたい。

足等の交通諸課題に対して関係機関と

ス増加に起因する交通渋滞や駐車場不

浜、稲毛・幕張海浜公園）へのアクセ

また、初めて来街した方（外国人含

デザインにおける千葉市のまちづくり
に対する考え方・方針や実施内容につ
む）でも理解しやすい交通情報案内シ

⑵空港
 ・主要都市からのアクセス強化
およびバスターミナル設置について

するよう積極的に調整願いたい。

通の充実を図る等、交通利便性が向上

ステムの整備や各拠点間を結ぶ公共交

いて幅広く周知していただきたい。
⑷千葉
 市中心市街地建築物のリノベー
ションについて
千葉市中心市街地における既存施設
ションに対する補助制度の創設や特区

成田・羽田両空港および県内・首都

の性能や価値を高めるためのリノベー
制度を活用した規制緩和等の支援策に

圏の主要都市から中心市街地へのアク

の地域資源・拠点との連携強化を図る

あるまちづくりを推進しているが、こ

都市アイデンティティ確立および魅力

３年と迫る中、千葉市中心市街地・幕

ク・パラリンピック競技大会開催まで

いよいよ２０２０年東京オリンピッ

⑶千葉
 市中心市街地・幕張新都心間を
結ぶ公共交通機関の充実について

地の活性化に繋げていただきたい。

ことで滞留人口を増加させ、中心市街

クともなるバスターミナルを設置する

るとともに、中心市街地にランドマー

口と中心市街地をロングランプで繋げ

セスを容易にするため、高速道路の入

ついて前向きに検討いただきたい。

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
通対策について
千葉市では「加曽利貝塚」
、
「オオガ
ハス」
、
「千葉氏」
、
「海辺」の４つを基

ための公共交通対策について次のとお

張新都心間を結ぶ公共交通機関につい

準に多彩な地域資源・拠点を活用した

り要望する。

ては、先般、ようやく民間企業が乗合
特別史跡に指定された加曽利貝塚や

新都心から千葉市中心市街地への臨時

今後、大規模イベント開催時に幕張

バスの運行を開始したところである。

千葉公園（千葉競輪場）
、海浜エリア

バスを運行するための補助制度を創設

⑴市内拠点間の利便性向上について

（千葉みなと、いなげ・検見川・幕張の

当所では、地域経済社会の代弁者としての役割を果たすため、例年、千
葉市に対して要望活動を行っておりますが、本年度は、去る 月 日、千
28

要望書の概要は次のとおりです。

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
開発の促進について
千葉駅周辺の活性化グランドデザイ
ンでは「西銀座周辺再開発」や「中央

あたっては、千葉市地域防災計画を踏
まえ、大規模災害時等への適切な対応
が図られるよう周辺施設との連携等に
も十分配慮願いたい。

葉駅から来街者を誘引するエリアの整

備プログラムとして示されており、千
心市街地の活性化を考えるうえで極め

滞している栄町の再整備は、今後の中

駅周辺での再開発事業が進む中で停

⑵栄町の再整備について

備が急務であることから、再開発の促
て重要なエリアである。民間資本によ

⑴千葉
 駅東口地区第一種市街地再開発
事業について
主体となり早期に実施していただきた

認といった基礎的データの収集を市が

に、中心市街地への玄関口となる低層

から、事業の計画的推進を図るととも

いる千葉市美術館の拡張および門前町

熊谷千葉市長の３期公約に謳われて

⑶千葉
 市美術館の拡張および門前町構
想について

い。

階部分には賑わい創出の場となる空間

構想については歴史的・文化的側面か

える先導的なプロジェクトであること

利活用を誘導していただきたい。

⑵多様な人材の確保について
生産年齢人口の減少に伴い、中小企
業・小規模事業者は若年層の人材確保
が厳しくなっており、人手不足が深刻
化している。
そのため、新規学卒者はもとより就
業を希望する女性や高齢者、外国人な

強化、③地区内居住者の利便性向上を

性向上、②集客・観光施設のアクセス

①中心市街地商店街の活性化・回遊

とした合同就職説明会などの取組を進

のづくり女子、③外国人留学生を対象

環として、①大学生及び若年層、②も

そこで、当所では、その支援策の一

どの人材確保が必要となってくる。

目的に運行している千葉駅東口エリア

めているが、今後は、これらの取組を
更に充実していく必要がある。
市の取組にあたっても、当所との連
携を緊密化していただきたい。
⑶円滑な事業承継の促進について
当所においては、千葉県事業引継ぎ
支援センターとの連携のもとに、経営

展させていくには、ＩＴの導入などに

人手不足が進む中で、経営を維持・発

でいるところではあるが、それらの大半

る事業承継の相談機能の強化に取り組ん

そこで、市としても、事業引継ぎの

を占める中小企業・小規模事業者の経営
特に小規模事業者においてのＩＴ化

重要性の周知について広報面での取組

よる生産性の向上が不可欠となってい

がまだまだ十分には進んでおらず、業

を強化するとともに、当所との連携を

者の気づきはまだまだ十分ではない。

務の効率化やサービスの向上の余地が

更に進めていただきたい。
取組を充実・強化していただきたい。

市としても、これら促進するための

大きいと考える。

る。

中小企業・小規模事業者においても、 指導員による会員企業などを対象とす

⑴生産性の向上について

３ 中小企業・小規模事業者への
支援について

運行支援について検討願いたい。

循環バス「Ｃ ｂ
」を
-ｕｓ（シーバス）
広く周知いただくとともに、増便等の

⑷中心市街地の循環バスの充実について

併せて検討願いたい。

め、新交通システムの導入についても

また、両都心のアクセス性向上のた

い。

やすための方策を充実していただきた

する等、千葉駅周辺への流入人口を増

「西銀座周辺再開発」
に大きな影響を与

第一種市街地再開発事業」は、今後の

現在進行している「千葉駅東口地区

は土地・建物所有者等の把握、意向確

る栄町の再開発を促すためにも、まず

進について次のとおり要望する。

公園・通町公園の連結強化」が先行整

また、「西銀座周辺再開発」の促進に

頭から熊谷市長に要望書を提出しました。

葉市役所にて石井会頭と斉藤副会頭、粟生副会頭、堀江副会頭、望月副会

11
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千葉市へ要望書を提出

トピックス

▲前列右から石井会頭、熊谷市長、後列右から木原専務理事、望月副会頭、堀江副会頭、栗生副会頭、斉藤副会頭、河野常務理事

⑷健康経営実践の後押しについて
人手不足が進む中で、従業員の平均
年齢の上昇に伴い、体調不良や病気な

機会を創出していくための仕掛けをし

客を街中に回遊させ、飲食や買い物の
化が遅れており、国おいては今後 年

我が国全体をみてもキャッシュレス
の間にそのキャッシュレス決済比率を

⑴Ｗｉ Ｆ-ｉの整備（共通化）について
市においては、既に「千葉おもてな
レス決済の普及による利便性・効率性

まえ、中心市街地を中心にキャッシュ

ていく必要がある。
％に引き上げることとしている。

性の損失につながっていると言われ、
しＳＨＯＰガイド」を設置し、街の情
向上を図っていただきたい。

どが増える傾向にある。

最も重要な経営資源としての従業員の
報を多言語で発信しているところであ

また、そのための環境づくりの一環

透に向けて取り組んでいただきたい。

者における健康経営の定着と更なる浸

市としても、中小企業・小規模事業

るＷｉ Ｆ-ｉの整備（共通化）につい
て、貴市、千葉県警察、東日本電信電

ための一環として、強く求められてい

国人に飲食や買い物を楽しんでもらう

を促進し、中心市街地において訪日外

千葉市においてもこうした状況を踏

健康づくりを進める健康経営の重要性
り、当所においても、同サイトの活用

として、国で検討が進められている受
話株式会社 千葉事業部などと連携し、 ンピック・パラリンピックに向けて積
極的な取組を展開されているところで

市においては、２０２０年東京オリ

５ ２０２０年東京オリンピック・
パラリンピックの開催に向けた
取組について

動喫煙防止対策の強化について、市と
本年 月から飲食店・小売店等への働

り、その後も増加傾向にある。

庁「宿泊旅行統計調査」より）にのぼ

数は、平成 年度には 万人泊（観光

千葉市における外国人の延べ宿泊者

もらうための環境づくりについて

⑵キャッシュレス決済への対応について

通化）を検討していただきたい。

術館、きぼーるなどにおいて整備（共

る千葉市観光情報センター、千葉市美

とともに、
併せて、
貴市の関係施設であ

てこうした各店舗でのＷｉ Ｆ-ｉの整
備（共通化）を更に促進していただく

そこで、市としても、広報等を通じ

結した取組が求められており、市にお

ゆる「オール千葉市」体制での一致団

につながっていく。

導くことが２０２０年の両大会の成功

会が開かれ、同選手権大会を成功裏に

には、世界女子ソフトボール選手権大

に寄与してまいりたいと考えている。

しても最大限の協力をし、大会の成功

あり、民間を代表する地域経済団体と

からみると、外国人観光客の増加が十
中国人をはじめ多くの外国人観光客
いては、民間の各分野の横断的な連携

きかけを開始したところである。

分に実感されておらず、広く街中に
においては、現金を使用せずにクレジ

しかしながら、市内飲食店・小売店

月）
」による）
外国人観光客の消費効果を着実に実

29
進するためにも、それらへの対応が急
務となっている。

合会の石井俊昭会長（当所会頭）及び

千葉県へ要望書を提出
月 日㈮、千葉県商工会議所連合

事前要望として当連合会及び商工会議
所から、千葉県に対し 項目を要望し、

を行うとともに、意見交換を行い、そ

した。
また、
当日要望として６件の要望

これに対して県からの回答が示されま

59

当所からは次の６点の要望を提出し
ました。
■高齢者などの多様な人材の確保に対
する支援について

そのためにも、各分野の連携、いわ

また、その前哨戦として２０１８年

訪れていないことが推測される。
（当
を更に推進していただきたい。

55

現していくためには、より多くの宿泊

決済が普及しており、円滑な消費を促

ットカードなどによるキャッシュレス

４ 外国人観光客に快適に楽しんで

しても取組を進めていただきたい。

そうした従業員の健康リスクが生産

10

が高まっている。

40

所「訪日外国人実態調査（平成 年９

28

会では、会頭・副会頭会議を開催され、 副会長により森田知事へ手渡しました。

17

れら要望を踏まえた「要望書」を当連

■高校性の地元中小企業への就職促進
について
■介護問題に取り組む中小企業の支援
について
■中小企業支援を伴う県機関（産業支
援技術研究所及び高等技術専門校）
の機能強化について
■県内の中心拠点としての発信力の強
化について
■２０２０年東京オリンピック・パラ
リンピックに向けた「オール千葉」
体制での取組について

小林 正英

10

▲右から杉井副会長（館山）
、森田
 県知事、
石井会長、上代副会長（八千代）

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

小林 正治

弁理士

11
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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

トピックス

総合防犯設備・用品

街頭防犯カメラ

千葉商工会議所会員

業種別特徴 （▲はマイナス）

全産業

平成29年11月期

調査結果報告

千葉商工会議所景気動向調査

●建設業

調査結果のポイント

前回調査と比較して、業況DIは5.4ポイント上昇して▲12.5
イント下降して▲28.7となった。向こう３ヶ月の先行き見通
しは、業況DI・売上DI・採算DIは全て現状より上向くとの
見方になっている。

売上推移

に、売上DIは2.6ポイント上昇して▲16.3に、採算DIは12.0ポ

調査回答企業からは、
「東京五輪と建築ラッシュに人・機械
をとられている」
「仕事量はあるが競争が激しい」などの声が
あった。

●製造業
前回調査と比較して、業況DIは1.4ポイント下降して3.6に、
下降して1.2となった。向こう３ヶ月の先行き見通しは、業況
DI・売上DI・採算DIは全て現状より下向くとの見方になっ
ている。

採算推移

売上DIは5.4ポイント上昇して14.1に、採算DIは3.8ポイント

業況ＤＩは２期ぶりに改善した。業況や売上が改
善している一方で、深刻な人手不足、仕入単価の
上昇が続いており、採算は悪化している。先行き
見通しは、慎重な見方が続いている。
DI値（景気動向指数）とは、売上･採算･業況などの項目についての判断
の状況を表す。ゼロを基準としてプラスの値で景気の上向き傾向を表す
回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す
回答の割合が多いことを示す。従って、売上高などの実数値の上昇率を
示すものではなく、強気･弱気などの景況感の相対的な広がりを意味する。
DI値：
（増加･好転などの回答割合）
－
（減少･悪化などの回答割合）

調査期間：平成29年11月13日（月）～ 11月24日（金）
調査対象：千葉商工会議所法人会員事業所500社
〈回答：411社 回答率：82.2％）
100
80
60
40
20

建設業
81社

製造業
85社

卸売業
78社

小売業
81社

サービス業
86社

0

景気動向調査はインターネットで詳細をご覧いただけます。

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

全産業業況推移

調査回答企業からは、
「多少の波はあるが業況は一年を通し、
まずまず良い状態で推移している」
「原材料・燃料費の高騰が
収益を悪化させる」などの声があった。

●卸売業

ポイント上昇して▲19.7となった。向こう３ヶ月の先行き見
通しは、業況DI・売上DI・採算DIは全て現状より下向くと
の見方になっている。

仕入単価推移

前回調査と比較して、業況DIは14.7ポイント上昇して▲
11.8に、売上DIは3.4ポイント上昇して▲17.1に、採算DIは4.4

調査回答企業からは、
「物流費の高騰」
「輸出関連は好調で
も、内需に目を向ける政策が必要と感じる」などの声があっ
た。

全体の特徴 （▲はマイナス）

●小売業
に、売上DIは7.0ポイント上昇して▲16.1に、採算DIは1.1ポ
イント上昇して▲22.3となった。向こう３ヶ月の先行き見通
しは、業況DI・売上DI・採算DIは全て現状より下向くとの
見方になっている。

従業員推移

前回調査と比較して、業況DIは8.5ポイント上昇して▲21.0

調査回答企業からは、
「人件費が増え、消費税が重い」
「人
材確保と研修に力を入れている」などの声があった。

●サービス業
前回調査と比較して、業況DIは5.4ポイント下降して▲13.9
上昇して▲14.1となった。向こう３ヶ月の先行き見通しは、業
況DI・採算DIは横ばい、売上DIは現状より下向くとの見方に
なっている。
調査回答企業からは、
「燃料代の仕入価格は一定せず、先行
きの見通しは計り知れない」
「仕入単価の上昇、人件費の上昇」
などの声があった。
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夢シティちば 2018年₁月号

資金繰り推移

に、売上DIは7.2ポイント上昇して1.2に、採算DIは1.7ポイント

業況DI（前年同月比ベース、以下同じ）を見ると、前回
調査（平成29年８月、
以下同じ）と比較して、
製造業・サー
ビス業が下降し、建設業・卸売業・小売業が上昇した結果、
全産業合計DIは4.5ポイント上昇して▲11.0となり、２期ぶ
りの改善となった。
また、向こう３ヶ月（12月～２月、以下同じ）の先行き
見通しは、製造業・卸売業・小売業が下降し、建設業が上
昇、サービス業が横ばいの見込みとなっており、全産業合
計DIは現状より3.8ポイント下降の▲14.8となっている。
売上DIでは、前回調査と比較して、全業種が上昇した結
果、全産業合計DIは5.6ポイント上昇して▲6.4となり、２
期ぶりの改善となった。
また、
向こう３ヶ月の先行き見通しは、
製造業・卸売業・
小売業・サービス業が下降し、建設業が上昇する見込みと
なっており、全産業合計DIは現状より3.9ポイント下降の
▲10.3となっている。
採算DIでは、前回調査と比較して、建設業・製造業が下
降し、卸売業・小売業・サービス業が上昇した結果、全産
業合計DIは1.5ポイント下降して▲16.5となり、４期ぶりの
悪化となった。

また、向こう３ヶ月の先行き見通しは、製造業・卸
売業・小売業が下降し、建設業が上昇、サービス業が
横ばいの見込みとなっており、全産業合計DIは現状よ
り1.5ポイント下降の▲18.0となっている。
仕入単価DIは、２期ぶりに悪化しており、原材料・
燃料価格の高騰は続いていると見られる。
従業員DIは、２期連続の上昇となっており、深刻な
人手不足の状況が続いている。
資金繰りDIは、２期連続で悪化しているものの、長
期的には横ばいとなっている。
全体を総括すると、業況DIが２期ぶりに改善してい
るものの、深刻な人手不足状況、また原材料や燃料の
価格高騰などにより、採算は悪化している。先行き見
通しも、製造業・卸売業・小売業・サービス業が悪化
するなど、下降すると見込まれており、慎重な見方が
続いている。

夢シティちば 2018年₁月号

22

〈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

インド市場への和食レストランの進出について
日本国内で和食レストランを数店舗経営しています。 現在、経営は順調ですが、人口が減少す

る日本市場の縮小を考えると、余力があるうちに将来性がある海外へ進出したいと考えています。

レストラン経営に重要な食材ですが、
例えば、インドで流通している野菜に
は、強い農薬が使われている場合があ
ります。また道路の未整備等により新
鮮な野菜が産地から迅速に手に入らな
いという面もあります。
レストランで働く人材についてはど
うでしょうか。インドに進出した企業
によると、履歴書の記載が誇張されて
いるというケースも多いことから人づ
てに人を紹介してもらう、という場合
が多いようです。
また、
インド人は家族
を大切にすることから、突然１～２週
間休みを取ることが良くあるため、欠
員に備え常に人員を用意する必要があ
ります。
ジェトロではレストラン開業手続き
等を簡単にまとめていますのでこちら
も併せてご参照ください。
「レストランを開業する場合の手続き ： インド」

https://www.jetro.go.jp/world/
qa/04A-001054.html

月 日㊎
活躍している先輩女性経営者から
塾生へエールを贈る

☎043‑246‑0265
http://www.kenko-chiba.or.jp

☎043‑225‑6232

千葉市美浜区新港32-14

千葉市中央区本町1−1−13

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

報徳千葉診療所

ちば県民保健予防財団
医療法人社団 報徳会

あなたの健康をサポートする…

公益財団法人

内科・消化器科・甲状腺・糖尿病外来
人間ドック・各種健診・マンモグラフィ検診
がん検診・出張健診

人口も多く、親日的だと思われるインド市場への和食レストラン事業展開について教えてください。

日㊋

る形で広がっています。その結果、和
食が身近になりつつあり、日本のカレ
ーライスや、ラーメンのようなスープ
ヌードルが受け入れられるようになっ
てきました。インドでは、ベジタリア
ンが非常に多いため、メニューは「ベ
ジタリアン向け」
、
「ノンベジタリアン
向け」を分けて考える必要があり、店
舗のメニューにも料理ごとに識別マー
クを付ける必要があります。味は、マ
サラ（スパイス）に美味しさを感じる
人が多いため、はっきりとした濃い味
付けが好まれます。一方、しっとりと
してもちもちした食感は苦手な人が多
いようです。
では、和食レストランの進出状況は
どうでしょうか。
和食レストランは、
日
本人居住者数の多いデリーＮＣＲ地域
に集中しています。一方、大都市であ
ってもムンバイ、バンガロール、プネ
では和食レストランの店舗数は限られ
ています。そのため、人口が多く需要
が見込める大都市では、和食レストラ
ンが伸びる余地は十分にあるでしょう。
店舗展開の課題はどうでしょうか。

月

オリパラ特別委員会の設置へ

女性向け現場実習型創業塾「ちばマイプロジェクト発見伝」報告会・交流会

会員企業の女性経営者が支援する女性
「第２５３回 常議員会」
がこのほど開催
され、当所役員により２議案を審議した。 向け「現場実習型」創業塾が開講し、 月
に行われた企業の現場実習において、塾
９月、 月期に入会のあった新会員の
生は現役の女性経営者に１日密着するこ
加入承認のほか、
「オリンピック・パラ
とにより、経営者の心意気を肌で学んだ。
リンピック特別委員会」の設置承認が求
現場実習が終了したことを受け、報告
められ、いずれも満場一致で承認された。
会・交流会を開催し、塾生２名、ご協力
なお、この特別委員会は、両大会の開催
いただいた企業５社に加え、（公財）千葉
に向けた同所をはじめとした民間や行政
市産業振興財団などの関係者にもご参加
等との展開策を検討するねらいで設置さ
いただいた。
れるもので、委員長には堀江副会頭が就
報告会・交流会は、企業紹介や企業経
任する運びとなった。
営について討論が行われ、先輩女性経営
議案審議に先立ち、千葉県職員を講師
者が塾生に対し、経営のアドバイスをす
に招いた、
講演会を実施。オリンピック・
るなど賑わいを見せた。
パラリンピックにおけるボランティアの
平成 年１月には、本創業塾の締めく
重要性や、文化をはじめとした各種プロ
くりとして、元全日本女子ソフトボール
グラムの発信について説明が行われた。
監督 宇津木妙子氏などの特別講師によ
る授業を塾生限定に開催する予定である。

第２５３回常議員会

11

インドは、人口は 億
１０１９万人（２０１１
年 国 勢 調 査 ）と 日 本 と
比 較 し て 膨 大 で あ り、
２０１６年度の実質ＧＤＰの成長率は
７％を超えています（インド統計計画
実行省）
。
またインドに進出した日系企
業は、現地設立後 年以上経過した企
業の黒字化率は、６割～８割を達成し
ています（ジェトロ ２０１６年度ア
ジア・オセアニア進出日系企業実態調
査）
。
数字を見るに有望な市場に映るで
しょう。
それでは和食はインド人にとってど
のように捉えられているのでしょう
か。インド人にとってなじみの深い外
国料理はイタリア料理、中華料理です
が、近年和食のブームが到来しつつあ
ります。ボリウッドスター等の有名人
が、健康に良いという理由で和食を食
べていることがメディアで取り上げら
れて一般のインド人が興味を持つケー
スや、和食がブームになっている欧米
地域に居住経験があるインド人が故国
に戻り、他のインド人に和食を紹介す

月 日㊌
千葉市の魅力を紹介し、
支店長同士の交流を深める
支店長交流会

11

10

12

24
夢シティちば 2018年₁月号
夢シティちば 2018年₁月号

25

24

30

15

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

11

Ａ Q

11

当所は、千葉市に本社を有しない企業
の支店長・工場長等の交流と、千葉市を
知っていただくことを目的とした支店長
交流会を開催した。
今回は、
千葉市の魅力
を知っていただくため、昨年４月にオー
プンしたケーズハーバーを会場とし、第
１部では、千葉港の周遊船に乗船して港
湾内のサンセットクルーズと工場群の夜
景等をガイドの説明を聴きながら視察を
行った。
第２部では、会場を同ハーバー内にあ
るレストランＰＩＥＲ― に移し、石井
会頭の主催者挨拶のもと交流会を開催し
た。千葉市に着任して１年以内の方々に
よる自己紹介や、それぞれの参加者が名
刺交換を行いながら、情報交換や懇親を
深めた。
01

21
10

11月
タイムライン

日㊌

月

日㊌

ミャンマーの〝今〟を知る

月

入社から半年を振り返る

卸 売

部 会

「アジア最後のフロンティア」
とも呼ば
れ、経済成長を有望視されている「ミャ
ンマー（旧ビルマ）
」をテーマにしたセミ
ナーを行った。
講師には、ミャンマーにおける外国人
初の民間エコノミストである㈱大和総研
リサーチ業務部の主席研究員 佐藤清一
郎 氏を迎え、中小企業や金融機関、支援
機関等の 名が参加した。セミナーでは、
ミャンマーの経済情勢から人々のライフ
スタイルまでの幅広いテーマについて扱
われ、第一人者である佐藤講師ならでは
の貴重な話を聞くことが出来た。講演後
は活発な質疑応答が行われ、参加者から
は「ミャンマーに企業として進出する際
の留意点は何か」「ヤンゴンの不動産価格
の動向はどうか」等の質問があった。

ミャンマーの現状と発展の方向性

会

月 日㊍
平成 年度部会活動
中間報告について

月

日㊎

17

「熱海」視察

11

小売部会

視察研修会

小売部会（中島部会長）は、熱海商工
会議所のご協力のもと、熱海らしい魅力
ある地元商品「熱海ブランド」の取組み
について視察研修会を実施した。観光客
で賑わう商店街の様子を普段と違う角度
からみることができた。
また、民間による、中心市街地再生、リ
ノベーションまちづくり等を実践してい
るＮＰＯ法人ａｔａｍｉｓｕｔａ（アタ
ミスタ）の取組みについても設立代表の
市来広一郎 氏から説明を受けた。商店街
の歴史や現在の課題等を伺う機会をいた
だき、参加者からも積極的に質問等がな
された。

道場店・稲毛店・銀座店

新入社員フォローアップ研修会

設 部

入社半年を経た新入社員対象のフォ
ローアップ研修会が㈱エム・アイ・エ
ス・インターナショナルの畠山直美氏を
講師に迎え開催した。
社会人として必要なことを再確認する
とともに、グループワーク主体の研修と
いうこともあり、参加者間での悩みの共有
や解決案のディスカッションなどコミュ
ニケーションを多く取る内容であった。
参加者からは「友達とも職場の同僚
とも違う同年代の受講生と仕事やプライ
ベートの話もできて新鮮だった」
「具体的
に伝えるためのワークで、目隠しした人を
言葉だけで誘導するというものがあり、正
しく伝わる伝え方の難しさを改めて実感
することができた」等の感想があり、仕事
に対する意欲を新たにしたようであった。

建

月 日㊎

浦安市内のホテル建設現場と竹中工務店
の最先端技術研究所を視察！

25

正副部会長・所属議員会議

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/

26
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視察研修会

30

日立特約店
千葉名産

29

29 30

電気とシステムの総合コンサルタント

手みやげに一番

11

11

卸売部会（山口部会長）は、今年度第
２回目となる正副部会長・所属議員会議
を「つれづれ」にて開催し、
「平成 年
度 事業進捗報告」
「平成 年度 事業計画
（案）
」等について協議を行い、両議案と
も原案通り承認された。
今後の主な部会事業としては、各部会
合同のオープンセミナーを平成 年２月
に開催する予定。
その他の報告事項として、当所の会員
増強に関する取り組みや今後の事業活動
について報告が行われた。
その後、同会場にて引き続き懇親会と
なり、今後の部会活動について活発な意
見交換を行った。
29

29

17

建設部会（大久保部会長）は、浦安市
にあるホテル建設現場と印西市にある竹
中技術研究所への視察研修を行った。
浦安市内では東京五輪に向けて工事が
進むホテル建設現場を視察し、臨海地域
ならではの広大な敷地でＰＣ工法を活用
した革新的な建設技術を学んだ。印西市
にある竹中技術研究所では．
大型構造、
耐
火、音響などの基礎技術、緑化やＺＥＢ
（ゼロ・エネルギー・ビルディング）など
の環境技術、「人にやさしい空間」を追求
など日本を代
する Smart Life Office®
表する建設会社が擁する最先端技術の見
学を行った。
これまでにない革新的な建設技術や最
先端の技術が実現する未来の住環境・オ
フィス空間を体験することのできる充実
した研修であった。
30

11

11

11月
タイムライン

＜ちばインフォメーション＞

新たな議員

（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
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

月 日㈮

月 日㈫

月 日㈭

分 野

税

律

務

経営全般

経営全般

経営全般

法

経営全般

2

談窓口を新たに開設します。

時～ 時

17

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】 福眞 優光（税理士）

19

経営全般、法律、税務、労務と幅広く

1 30 26 23

ご相談に対応しておりますので、お困り

1

■社会保険労務士による労務相談窓口

2

のことがありましたら、是非お気軽にご

6

利用ください。

8

■中小企業診断士による

13 9

経営の相談窓口

2

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】 坂本 広人（社会保険労務士）

16

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
福眞税理士
大矢診断士
石井診断士
坂本社労士
大矢診断士
石井診断士
大矢診断士
榎本弁護士

小規模事業者の方に有利な融資制度

マル経融資
商工会議所の推薦で【日本政策金融公
庫】が融資する国の制度です。
ご利用いただける方
①千葉
 市内で最近１年以上事業を継続してい
ること
②当商
 工会議所の経営指導を申込みの６ヶ月
以前から受けていること
（法人税）
、事業税、市・県民税等を
③所得
 税
納期限内に完納していること
④日本
 政策金融公庫の非融資対象業種（金融
業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等）で
ないこと
※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。

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

【第１回】 月８日㈬～ 日㈮ 【第２回】 月 日㈬～ 日㈮

「ちばのいいもの品評会」開催！

千葉都市モノレール千葉駅連絡通路にて

※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。

ジ・パレス、とんかつきみづか、阿
づ満庵本店、スイーツ＆バー・ア

千葉都市モノレール千葉駅の改
札外にある連絡通路にて、県内事
業者の「起業・新規事業・新サービ

６回を予定しており、各回出店６

の品評会企画がスタートした。全

ターの試飲・試食による販売商品

ジスポットとして、一般参加モニ

ムール千葉店）５店舗が参画した。 ス・新産業」を生み出すチャレン
各店舗は、小学生以下を対象
に、おおむね５００円～６００円
の「おこさまランチ」を新たに考
案し、提供する。

今後、事業の反響をみて、店舗、 店舗、モニターを 名募集。 月
メニューの更新を図りながら、次
回以降の実施も検討する。
千葉市中心市街地まちづくり協

0

融資限度額

日 付
月 日㈮

1

●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
1

議員職務執行者の変更

高齢者活用相談窓口

2

月 日㈫

2

1

談に応じます。

2

議会は、参画店舗の募集、チラシ

1.11％

【日 時】 毎週火曜日・金曜日

2

の作成及びきぼーるを中心とした
施設等への広報を行っている。

要
不
（平成29年4月12日現在）

時～ 時

2

実施中
７年以内

（据置１年以内）

多様な人材の活用を支援するための一
環として、十分に活用が図られていない

2

食店（旨いもん食堂かどや、ター

年 月～平成 年２月（土日、祝日限定）

中心市街地における、土日、祝
日のファミリー層の来街誘致及び
回遊性の向上を図るため、域内飲
食店における子供向けメニューの
開発及び情報発信を実施する。
本事業は、中心市街地に来街す
るファミリー層が、
「千葉市科学
館」
、「千葉市こども交流館」
、「千葉
市子育て支援館」等を有する、き
ぼーるの利用が多い一方、来館者
に対する飲食店等の情報発信が不
足していたことから実施するもの。
域内飲食店については、きぼー
るからアクセスしやすい、千葉銀
座商店街、中央銀座商店街内の飲

第３回は 月 日㈬から、第４

家が優勝。

「楽花生パイ」
で出店したオランダ

甘さと、バターの風味が絶妙な

１００％使用し、餡のまろやかな

第２回は千葉県産落花生を

フォーマンスが支持された。

グロのジューシーさとコストパ

店した、ちば食・良品が優勝。マ

だ「本マグロのうま煮弁当」で出

第１回は、千葉の醤油で煮込ん

味・見た目・価格を五段階で評価。

とともに、モニターが試食を行い、

品評は出店者による商品のＰＲ

は第１回および第２回を開催した。

11

歳以上の高年齢者の地元中小企業・小

2

1

利子補給
.5％

マル経融資とは

14

回は 月 日㈬から各３日間同会

12

場にて開催予定。

20

【期間】 平成

土日祝日限定！
「おこさまランチストリート」開催！

【相談員】 榎本 初雄（弁護士）

月 日㈮

16 19

担保・保証人
利
金

24

17 17

8

17

2,000万円以内
設備資金 10年以内
（据置１年以内）

22

1

2

30

14

12

12

運転資金

11

14 14

啓

本

29

返済期間

17

樹
副理事長

松

28
夢シティちば 2018年₁月号
夢シティちば 2018年₁月号

29

10

14

千葉鉄工業団地協同組合

規模事業者への就職を促進するため、専 【相談員】 大矢たかし（中小企業診断士）
月 日㈮ 経営全般
石井 孝昌（中小企業診断士）
門の相談窓口を設けています。
月 日㈫ 経営全般
▼相談対応
月 日㈭ 労
務
、専門の相
・週２
 日（火曜日・木曜日）
■弁護士による商工法律相談
月 日㈮ 経営全般
談員を配置
月 日㈫ 経営全般
・求職・求人に関する相談に対応
●債権が回収できない
経営全般
▼受入企業等の掘り起し（会員企業へ訪問） ●契約に関するトラブルが発生したなど、

月 日㈮
▼会員企業と求職者のマッチンング
法
律
法律上の諸問題の相談に応じます。
▼セミナー等による広報活動
※いずれも 時～ 時
【日 時】 月 日㈮
時～ 時

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

【問合せ】 企画広報課
☎０４３―
２２７―
４１０１

〈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

17

90

60

中心市街地NEWS

14

11

13

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。

まちづくり事業情報

〈お詫びと訂正〉 夢
 シティちば12月号（2017年12月10日発行）27ページの中心市街地ＮＥＷＳでちーバルグランプリ受賞店の記載に誤りがありました。
正しくは Yukai Dining Bar となります。ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。

〜リース作りで仲間の輪を作っちゃいました！〜

2

平成 年 月 日㈬に千葉商工会
15

また参加している女性経営者同士も
懇親を深めていたので、委員会メン
バーも非常に嬉しく思いました。
定例会後の懇親会では、参加者の
作った作品の投票結果発表＆表彰な
どを行いながら、楽しい時間を過ご

したいと多くの方に言っていただき

加者の皆様と青年部会員がコミュニ

スを手作りしていただきました。参

え、参加者全員にクリスマス用リー

弥子君とスタッフの方々を講師に迎

さん
「ｈａｎａｎａ
（ハナナ）
」
の岡田美

当日は青年部会員でもあるお花屋

誠にありがとうございました 。

多くの参加者にお集まりいただき、

青年部連合会のメンバーをはじめ、

議所青年部ＯＧ・千葉県商工会議所

最後になりましたが、千葉商工会

ることが出来れば良いと思います。

くり、多くの方々の出会いを創出す

ましたので、今後も多くの機会をつ

ケーションを図りながら楽しそうに

競技終了後、場所を東京ベイプラ

伊藤 喜郎

中島 悠介

対 外交流委員会副委員長

Ｇ大運動会が木更津市清見台公民館

ザホテルに移して行われた表彰式・

他単会との出会いが千葉ＹＥＧ、

すので、会員の方々は奮ってご参加

付属体育館にて行われました。今年

懇親会では、大いに語り、他単会と

１区、県青連の絆を更に強くしてい

１区委員長

千葉県商工会議所青年部連合会理事

ください。

度は、千葉ＹＥＧ所属の 区
（千葉・

の交流を深め、千葉１区と千葉県各

千葉県青連では来る平成 年 月

日㈰に千葉県会員大会を成田ビュ

1

技が行われましたが、見事 区の優
勝で幕を閉じました。
応援合戦では往年のドリフターズ

30

ーホテルにて開催します。千葉県青

28

1

1

早口言葉に皆で挑戦し、大いに盛り

ができました。

茂原・木更津）
担当事業として、千葉

連の今年度の集大成の事業となりま

作業している姿を見ることができ、

ました。

楽しんで頂ける内容を作り上げてき

委員会のなかで、女性の視点に立ち、 のような機会があれば是非また参加

性会員を増やすということを目標に、 しました。そして、その間にも、こ

今年度の対外交流委員会では、女

おう！」
を開催しました。

～リース作りで仲間の輪を作っちゃ

青年部 月度定例会「異業種交流会

議所 階第１ホールにおきまして、

11

くと思います。

上がりました。

29

14

11

単会との繋がりをより強くすること

平成 年 月 日㈯、第 回ＹＥ
18

県内 単会が所属する各区対抗の競

11

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

第２回YEG大運動会に参加しました！

30
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11月定例会『異業種交流会』を開催！
29

一区（千葉・茂原・木更津）が
見事優勝を飾りました
16

青年部通信
千葉商工会議所

開催中〜

2/25日

編集：千葉商工会議所

女性会

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

佐倉商工会議所女性会

創立 周年記念式典に 名参加

月９日㈭、ウィシュトンホテルユーカリにて佐倉商工会議

157

会員の方々の手作りのお品、この

日のために連日集まり、皆様が心

をこめて私達をおもてなし下さっ

たことが伝わって参りました。

初代会長の吉田とく様が、今は

顧問として皆様を 年間リードな

さってこられたこと、いろいろな

困難の中、支え合い力強く生きて

いる様が伺えました。

素晴らしい活動状況を拝見し、

感動して参りました。

30

30

当日は、比較的作り易い「さや

豆」や「椿」の作品に挑戦され、終始、

和やかな雰囲気の中、懇親を深め

ながら、完成品に満足気でした。

今年度の開催は、１月 日㈰で

終了となりますが、今後のスケジ

ュールが決まり次第、ご案内させ

14

君塚副会長

13

徐々にふえる！

つるし雛支援者

11

ていただきますので、支援者の輪

が更に拡がりますよう願っており

11

11

月 日㈯、当所 階小会議室

にて今回６回目の同教室が開催さ

ます。

17

れ、会員や市民の方々 名がつる

尚、昨年と同様に２月 日から

３月４日まで中心市街地周辺にて

し雛制作に参加されました。

㈱イオン様での千葉市フェアー

「おもてなし雛まつり」
を予定して

夢シティちば 2018年₁月号

小・中学生 100円

や、きぼーるでのつるし雛展示を

33

上映スタート！

高校生 300円

おります。

料金：大人 510円

一足早い春の訪れの雛巡りをお

2018 年1月2 日（火）

楽しみいただきたく存じます。

わたしたちがすむ地球はこんなにもすばらしかった。
美しく迫力のある映像を詰め込んだ全天映像詩。
オーロラ、流星群、雪や雲。
地球を包む大気が起こす美しい現象を
３６０度に広がるドームスクリーンで体感しましょう。
人気声優アーティスト水樹奈々が、
癒しのナレーションで空の物語へと誘います。
巡る季節の星空を壮大で心地よい音楽とともにお楽しみください。

ご覧になり、今回の教室に参加さ

アースシンフォニー ～光と水が奏でる空の物語～

れた方々は、今後も続けてご支援

◆プラネタリウム
冬の新番組

いただく事となりました。

〒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

11

祝

11

30

参加者の感想

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

佐倉の女性会の皆様は、どんなに

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

木々が色づき木枯らしが吹き始

「小沢剛と近代日本美術」

2月10日（土） 14：00〜
（13:30開場）／11階講堂にて／先着150名／聴講無料

か楽しい日々を送っておられると

■市民美術講座

30

めた 月９日、佐倉商工会議所女

※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

性会創立 周年記念式典が行われ

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

「石膏像の歴史、その需要と展開」

ました。

休 館 日： 2月5日
（月）

■シンポジウム

【出演】小沢剛、金井直（近現代彫刻史研究・信州大学人文学部教授）、荒木慎也（美術史
家・多摩美術大学非常勤講師ほか）
「石膏像／石膏デッサン」をテーマとした小沢剛の新作インスタレーションの制作に至る
経緯などを語ります。
2月4日（日） 14:00〜
（13:30開場予定）／11階講堂にて／
先着150名（当日12:00より整理券配布）／参加無料（要展覧会チケット）

にこやかなお迎えで席に着きま

（金・土曜日10:00～20:00）
※入場は閉館の30分前まで

すと、記念誌、記念品、１つ１つ

開館時間： 10:00～18:00

《不完全》2017年
（展示風景：
「東京藝術大学130周年記念 藝大
茶会それゆえに」、東京藝術大学大石膏室）

所女性会創立 周年記念式典及び記念講演会・懇親会が盛大に

《醤油画資料館》1999年
福岡アジア美術館蔵 撮影：四宮佑次

開催されました。

期： 開催中〜2月25日
（日）

当女性会からは、古谷副会長は

会

じめ９名が参加し、皆さんと共に

れて以来、関東では久しぶりの大規模な個展となります。

お祝いさせていただきました。

油で描き再現する架空の 《醤油画資料館》 など、小沢のユ
ニークな作品世界をお楽しみいただけます。2003年に開催さ

記念講演会では、貴乃花部屋・

今や日本特有の美術教育となってしまった石膏デッサンをモチー
フにした最新作 《不完全》 や、日本の著名な美術作品を醤

女将の花田景子氏が講師となり、

兼ね備えた作品を制作してきました。本展では、日本美術史か
らテーマを得て制作した作品を中心に展示します。

「女将として母として妻として」
～

様々な事柄を拾い上げ、笑いを誘うユーモアと鋭い批評性を

輝く女性の生き方～をテーマにご

講演され、好評でした。

現代アーティスト・小沢剛は、身の回りや美術の歴史などから

夢シティちば 2018年₁月号

32

