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夢シティちば 2018年₄月号

今月の表紙

編集者のひと言

今回は、有限会社福井商店 与三郎の豆本店にある「ばんじゅう」
です。
「番重」などの漢字にあてられることもあります。昔は、躯体
は漆を塗り、内側はブリキを被せていましたが、現在は水性塗料とス
テンレスを用いて使い続けられています。なかでも重要なのが、ばん
じゅうの蓋。実は見た目以上に重く、厚みのあるガラスが使われてい
ます。蓋に重さがないと密閉性が弱く、中の商品が湿気ってしまうか
らです。福井社長は、
「当店では、開店以来量り売りを続けていますが、
昔はどこもそれが主流でした。今や量り売りは一番贅沢な売り方なん
です。
『お好きなものをお好きなだけ』がコンセプトですから。今は
どこも袋入りで売られていますが、ちょっとだけ欲しいという方に
とって量り売りはちょうどいいんですよ。
」とおっしゃっていました。
撮影／明角和人（明角写真事務所）

このところすっかり春めいて千葉市内の桜も一気
に見ごろを迎えました。年明けの1月末に４年ぶり
の大雪に見舞われたことがずいぶん前の出来事のよ
うです。とはいえ、朝晩と日中の温度差があり、体
調を崩しやすい時期でもあります。何においても健
康が一番！4月は入社や異動等による環境の変化が
大きいので、精神的にも疲れが溜まってしまいます。
そんなときは、しっかりと休んでリフレッシュするの
が大事です。オンとオフを上手に切り替えて、この
時期を乗り切りたいと思います。

（企画広報課 E.M）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

千葉名産
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

TEL 03-3866-3327
東京都千代田区岩本町3−4−5（秋葉原駅５分）
http://www.kipo.jp/

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

「患者第一」の歯科医療を
祖父から息子へつなぐ

千葉市中央区長洲2-20-17
☎043-225-2030
事業内容：歯科医院（虫歯治療、入れ歯をはじめ矯正治療、
予防歯科など、歯と口内の総合治療）

38

患者から信頼される父を
みて、歯科医を目指した

藤本歯科長洲医院

央区新宿にあります。大学院

歯、咬み合わせ、歯周病治療

当医院では虫歯治療、入れ

寄り付かなくなってしまうで

いと口臭がしたりして、人が

病に関係しますし、体調が悪

院長

そういう意味でも口は基本
となり大切なんです。脳疾患
も心臓疾患も糖尿病もリュー

時代は研究の合間に少し手伝

をはじめ矯正治療、インプラ

マチもほとんどの病気が歯周

いなどをして、卒業した年に

しょう。やはり、健康や生活

この長洲で開業しました。ち

を皆さんに意識していただき

創業は１９８０（昭和 ）

美治療 、)予防に至るまで、歯
と口中の治療を総合的に行っ

たいですね。

のスタートは口だということ

戸にも親類が院長を務める歯

ています。

なみに千葉市内には中央区登

目を迎えます。藤本歯科は祖

科医院があります。

今、医科の検診の受診率が

の出口」
ということです。呼吸

うのは「口は命の入り口、心

す。
今、
私が患者さんによく言

頃、父によく言われた言葉で

算をつけていますので近くの

ら千葉市は歯と口の検診に予

ができる可能性があることか

らいしかない。口中にもガン

歯周病検診の受診率は７％ぐ

「良い歯でよく噛み良い身

たので、成田、一宮や茂原か

もするし、食べるし、飲むのも

歯科医院でぜひ定期的に検診

私が開業した当時、千葉県

らなど各地から通院される方

口からですし、溜息をつくの

を受けていただきたいと思い

空襲で焼け野原になった中で、

％以上であるのに対して、

がいらっしゃいました。

も、笑うのも、話をするのも

ます。

体」っていうのは私が子供の

私の専門は入れ歯や冠を被

歌うのも口を使うからです。

治療をしていた時代もあった

外でも困っている人がいたら

せるといった補綴治療が専門

患者の話を優しく聞く。時間

分が大きい歯科医師でした。

けていて、職人とも言える部

父は患者本位の治療を心掛

そうです。

診療する。地域内で頼りにさ

なので高齢の患者が多く来院

門歯科医の「時には癒し、し

ですよね。大先輩で歯周病専
そんな父の姿を身近に見て

ばし軽減せしめ、
常に慰める」
小学校の時の作文には「何で

います。とにかく痛みを癒し、

慰めるということが大事です。

それができなければ話を聞いて

すぐには治らなくても軽減し、
私の父と兄の歯科医院が中

書いていました。

も治せる医者になりたい」と

歯科医になろうと思いました。 という言葉を私も大切にして

いたので自分も医師あるいは

私もよく言われました。

口は命の入り口であり
心の出口でもある

れる町医者的な存在であるこ

します。口の中のことは不安

内に歯科医院も多くはなかっ

25

とを父自身が守っていたし、

40

6

空き缶をコップ代わりにして

父が始めました。父は千葉が

38 55

年 月 日で、もうすぐ 年

ント治療、ホワイトニング 審(

健康や生活は
口から始まることを意識していただきたい

藤本 俊男

今年で開業 年目を迎える藤本歯科長洲医院ですが、藤本歯科としては戦前
から続き、長い間、千葉市の歯科医として市民の健康生活に貢献してきました。
歯は健康のベースであることや千葉市の歯科を中心とする医療の理想形について、
藤本歯科長洲医院の藤本俊男院長に伺いました。

藤本歯科長洲医院
ふじもと・としお／
昭和26年12月1日生まれ。
1976年、日本大学歯学部卒業。
1980年6月25日、藤本歯科長洲医院開業。
2009年、千葉市歯科医師会会長に就任。

談話室
Vol.170
「
『感動』
とは漢字で感じて動くと書きます。
センシティブに感じることは素晴らしいことですので、
そこから行動を起こして
いくことが大事なんです。楽しい時には大いに笑う。口も含めて、
身体全体の五感でたくさんのものを感じてください」
と
藤本院長は語ります。

2
夢シティちば 2018年₄月号
夢シティちば 2018年₄月号

3

～親族で４代続く歯科医院～

経営

昔から千葉市は医療のまち

分かるようになってきました。
ります。
千葉市はさらに素晴ら

くりや地域の活性化につなが

高齢者への対応や連携をキーワードに地域医療を

他の分野と連携しながら

しい医療都市になるのではな

きています。
個人病院にも総合
また個々の市民の方々には、

として全国から患者がやって

これからの医療のキーワー
病院にも優秀な医師がたくさ
できるだけかかりつけの医院、

地域で一人の患者を診る時代

ドは「連携」だと思います。私
んいらっしゃいます。
個人でで

いかと期待しています。

自身は歯科ですが他の内科、
外

い人を訪問診療する時代です。 す。
これもまたある先生の言葉

歯科医院、薬局を持って、気軽

ですが、
「歯科医師である前に

科、皮膚科、耳鼻咽喉科など、 きることには限りがあるので

たり前の時代になると思いま
歯科として私も実施していま
人間たれ」
。医者と患者は基本

に相談してほしい。私自身も

す。
おくすり手帳などもその一
すが、
訪問を専門で行う歯科医
的には人と人。
偽りのない中で、

共存共栄できればいいですね。

つですよね。例えば、
骨粗しょ
もいます。介護施設も含め、
分
自分に正直でありながら治療

地域の中で一人の患者さんを

う症の薬を飲んでいる人は顎
野を超えた連携や通院・訪問
に当たっていきたいですね。

そういう医院を目指していま

骨壊死を起こすことがありま
など多様性を持つ医療のあり

また、高齢で通院ができな

す。
思わぬ病気が歯科とつなが
方で連携していくことは、
千葉

診て、サポートすることが当

っているんです。
今は医療が進

会」。人から学ぶ、人との出会いか
ら学ぶことは多いですね。

市民の健康につながるし、
街づ

視察団来葉の目的は①幕張メッセで
開催される「ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ
２０１８」を視察し、
広く食品業界の状
況を見聞し、今後の展開の参考にするこ

に肉も食べます。昨日はステーキを
食べました。納豆も身体にいいので
毎日とっています。

Ｑ 座右の銘
Ａ やはり「出会いを大切に」「一期一

はベトナムにも工場を構える「㈱シェフ

あり、海外展開に積極的に取組み、現在

した。その翌日には、当所の会員企業で

を学ぶとともに、研究所の見学を行いま

Ｑ 好きな食べ物は？
Ａ 魚が好きですが、筋肉をつけるため

ートルで商談会を実施しており、昨年９

内企業を帯同してモンゴルのウランバ

ＡＮ ２０１８」に参加。９日の午前中

際食品・飲料展「ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰ

張メッセで開催されたアジア最大級の国

日㈪午前中には、モンゴル商工会議

交歓交流会

飛び交いました。

高く、どの視察見学先でも多くの質問が

ました。視察したモンゴル企業の関心が

学。その後、
「アリオ蘇我店」を見学し

取店」の食品売り場やバックヤードを見

午後には、市内大型商業施設「イオン鎌

と、②食品検査の国際認証機関に訪問し、 ミートチグサ」の食品工場を見学。同日
日本の食品輸入の現状を学ぶこと、③ス
ーパーの食品売場や食品工場の製造現
場を視察し、衛生管理の理解を深めるこ
と、④千葉商工会議所及び千葉銀行関連
の企業との商談会を行うこと等です。

市内視察研修

月、当会議所の役員がモンゴルを訪問し

には、食品検査の国際認証機関である

３月８日㈭、９日㈮の２日間は、幕

た際のモンゴル商工会議所との意見交換

部」を訪問し、日本の食品衛生法の概要

「千葉県薬剤師会検査センター食品薬品

した。

心掛けています。スーパーで買物でも
いいんですよ。ドライブがてら買い物
に行くことも多いです。

歩しているので、
様々な情報が

来葉

Ｑ 休みの日は？
Ａ 仕事が屋内なので、外に出ることを
モンゴルセミナーの様子

モンゴル商工会議所視察団
ＦＯＯＤＥＸと市内企業を視察
来葉の経緯と目的
モンゴル商工会議所視察団 名が来
日し、３月７日㈬から 日㈬まで千葉に
来葉しました。
千葉とモンゴル商工会議所との関係

たな発見があります。今では、気軽
に出かけることができる世の中になり
ました。時間を見つけては楽しい旅
行をしています。また、健康管理に
週2～3回ジムに通っています。水
泳やヨガなどで足腰が弱らないように
気を付けたいですね。

がきっかけとなり、今回の来訪となりま

は、千葉銀行が過去に５回にわたって県

Q &A
藤本院長

所視察団を歓迎すべく、交歓交流会を当
所にて開催。複数のメディアの取材も入
るなか開催され、冒頭、当所石井会頭か
ら「今後もモンゴルとの交流を深めてい
きたい。
」との歓迎の挨拶があり、続い
て、視察団団長の国際課投資担当ホソバ
ヤル氏から「日本への輸出に必要な品質
管理や検疫について勉強できた。
」と感
謝の言葉が述べられました。その後、記
念撮影を挟んで、お互いの商工会議所で
の取組みを紹介し、活発な意見交換が行
われました。
同日午後には、モンゴルセミナーと
商談交流会が行われ、終了後には、視察
団の方々と親しく懇親交流会も行い、
千
葉での思い出話や両国の話題で盛り上
がり、親善を深めることができました。
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19

Ｑ 趣味は？
Ａ 旅行です。いろいろな所に行くと新
（株）シェフミートチグサ視察

12

14

挨拶する石井会頭

いきる伝統
つなぐ暖簾

伝統ある老舗の企業をご紹介

金物の老舗

マツヤ

〜 地域貢献が基本 〜

労したようですね。

あります。商品の仕入れにはだいぶ苦

て帰ってきたという話を聞いたことが

いて、学校帰りに仕入れた物を背負っ

個々のお客様の話を聞いて、
求めているものを誠意をもって提供する
明治期に創業し、お客さまの生活を守ってきた株式会社マツヤ。
４代目代表取締役 鈴木 卓さんにお話をうかがいました。

農業や漁業の道具を
仕入れて販売
当社は１８９３（明治 ）年 月
私は約 年前に、 歳でこの店に入

を揃えれば地域に貢献できるかと曾祖

う金物の道具を買っていただけるもの

ました。漁業や農業の方々が仕事に使

の辺りは漁師町であり、農地でもあり

いたのですが、高いところが苦手なが

扱っている品物の取り付け工事をして

物件では職人さんに同行していました。

りました。入社後間もなくの頃は工事

運で栄え、検見川のこの辺りが宿場町

さらに時代を遡れば、江戸時代は海
に２級建築士の資格も取得したんです。

ます。それでも作業が順調に進むよう

と怒られながら下見をしたこともあり

前は千葉街道ですし、検見川１丁目が
「上町」や「上宿」
、２丁目が「中町」

お客様は、昔から買ってくれている

「中宿」
、
３丁目が「下町」
「下宿」と呼
ぶ風習が今もお年寄りの間では残って

年配の方が多いですね。それでもお客
様のニーズがどんどん変化しているこ

昔は建築関係の銅板とかトタン板、

した。

物などもどんどん多岐にわたってきま

ターが競合相手になる。当店が扱う品

ショッピングセンターやホームセン

いでに家庭雑貨を買う時代。大きな

その品には価値があり、結局は経済的

は捨てて、一時的には高価と感じても

「安ければ良い」
というような考え方

ちを常に持ち努力をしています。

お客さんの話をよく聞こうという気持

し過ぎると自分が後になって苦労する

安売り合戦には乗りたくない。値下げ

向きがちですが、値段のたたき合い、

お客様が必要としているものは何かと、 折りたたむことができるヘルメットの

は個々のお客様と話ができることです。 ようです。また、東日本大震災以降は

とを実感します。今は食材を買うつ

襖の取手とかをメインに扱っていまし

のは業界としてもよくないと思います。

地域の方々には雑貨、工場関係に軍手

買って良かった」と言われることが最

いと思っています。「勧められた商品を

届けられるか。どれだけ喜んでいただ

品物を丁寧にどれだけ早くお客さんに

を納めています。

室で使う雑貨（洗剤やスポンジ）など

保育所で使用する道具や工具類、給食

ているこの時代には即座に手に入れた

のですが、どんどんスピードアップし

せ」で品物を注文される方が多かった

また、以前は「店になければ取り寄

事にしています。メーカーやお客様と

と考えています。一度築いたご縁を大

カーとは徹底的にお付き合いをしたい

当店は、一度お付き合いをしたメー

けるか。地域の店舗としてはそれが一

大規模な商業施設にはとても適いま

いという欲求に変化している。これに

のつながりを大切にして、地域の皆様

番ではないでしょうか。

せんが、個人商店ならではのメリット

どうお応えするかが課題です。やはり

に貢献できる店でありたいと思ってい
明治時代から店が続いてきたのはそれ

代表取締役／鈴木 卓
住所／千葉市花見川区検見川町1-495
電話／043-273-2121

に他なりません。

地域の方々とのつながりを
大切にしたい
ネットショップ（ヤフーショッピン
グ）などにも品物を出しています。隙

会社DATA

株式会社

間的なニーズを狙って、雨樋など他で
扱っていなさそうなものを出していま
すね。工務店などが補修工事などで必
要となった時にあまり扱っている店舗
がなくて、ネットで当店にたどり着く

マ ツヤ

お客様とお約束した納期や販売価格は

います。
また千葉市内の小学校、
中学校、 も嬉しいですね。

などの消耗品や機械部品などを卸して

どうしても値段の安いものに関心が

注文が多かったですね。

たが、現在は電動工具に変わりました。 だったというような商品を取り扱いた

戦後、父が学生時代は電車通学して

営んでいたらしいです。

います。金物店の前は旅館や材木業を

少し高価でも質の高い品は
結果的には経済的

として賑わっていました。うちの店の

れは現在の理念にもつながっています。 上り、職人さんに「何やってるんだ」

らへっぴり腰でお客さんの家の屋根に

日に曾祖父が創業しました。当時、こ

1

父は思ったのではないでしょうか。そ

30

10
ます。

▲鈴木社長

6
夢シティちば 2018年₄月号
夢シティちば 2018年₄月号
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30

26

何としても守りたいと思っています。

▲店内には様々なニーズに応えるため豊富な商品が並ぶ

30

〜信頼され、期待される商工会議所へ〜

第２５５回常議員会・第 回通常議員総会
平成 年度事業計画、収支予算を承認

総会を当所 階第１ホールで開催した。

第２５５回常議員会・第 回通常議員
79

開会に先立ち、石井会頭があいさつ。
「日本全体の景気は若干上向きだという
ことは間違いないでしょうが、千葉県の
経済、特に中小企業の景気はあまり良く
ない。景気回復も賃上げが進まなければ
上手くいかない」と話した。
議事では、
堀江副会頭が議長を務め、
議
案の審議に入った。今回の常議員・総会
では、次の議案が上程され、すべての議
案が原案通り承認可決された。
■議案第１号
平成 年度一般会計、特別会計収支補
■議案第２号
平成 年度事業計画（案）承認に関す
る件
■議案第３号
平成 年度一般会計、特別会計収支予
算（案）承認に関する件
■議案第４号
常議員の補欠選任に関する件
■議案第５号
新会員の加入承認に関する件

基本方針

しかしながら、その効果は、徐々に地方や中小

めて重要となっている。そうしたプラットフォー

性化に取り組むという地方創生の観点からも、極

恵」
「資源」
を利活用して、自ら主体的に地域の活

そうした強みを自らの地域における経済活動の

企業にも及びつつあるものの、業種や企業規模に

ム
（情報共用・関係構築の場）
づくりとしての商工
こうした中で、
２０２０年東京オリンピック・パ

会議所の機能強化が喫緊の課題である。
ラリンピックの開催は、まさに域内の様々な方々
の連携・協働を実践する
「オール千葉市」
体制づく

足の中での人材の確保、②消費が低迷する中での

そのような状況にあって、①深刻化する人手不

に取り込んでいくための取組が求められている。

を世界に発信するとともに、新たなビジネス創出

機運の醸成やおもてなしに加え、会員企業の魅力

全所をあげた取組を行っていくこととしており、

特別委員会を中心として、両大会の成功に向けて、

当所としても、オリンピック・パラリンピック

りの好機となるものである。

売上の維持・拡大、③生産性向上を図る身近な手

さらには、東京オリンピック・パラリンピック

の機会として活用していく必要がある。
後をにらむと、ＪＲ千葉駅及び同駅ビルの整備を
これらの課題は、相互に関連し多面的な対応が

影響してくることから、再開発促進の環境づくり

のまちづくりや今後の地域経済の在り様に大きく

踏まえた同駅周辺の再開発の進捗が、中心市街地
求められており、個々の中小企業自らが取り組む

開にあたっては、当所の恵まれた多くの様々な強み

これらの様々な課題への対応や今後の取組の展

が一層重要となってくる。
地域の実態に即した総合的な取組が必要とされて

した様々な業種や規模の企業が、多様な活動を展

の業績を伸ばしている企業も見受けられる。こう

積地であり、
今回の景気回復の好影響を捉えて、
そ

と、約３万事業所数が立地する県内最大の産業集

こうした中にあって、当所の域内に目を向ける

推進していくものである。

待される商工会議所」
を目指して、
以下の諸事業を

力を得て、全所的な取組のもとで、
「信頼され、期

な年であり、役議員・職員をはじめ広く会員の協

として、同計画を着実に達成していくために重要

く総合力の展開（２０１７ ︱２０１９）
」の中間年

本年度は、
中期行動計画
「新たな千葉の時代を拓

（総合力）
をフルに発揮していかなければならない。

開していることが当所の強みである。

会議所の役割がますます重要となっている。

いる。まさにそのコーディネート役として、商工

て大学や専門家などの緊密な連携・協働のもとに、

ことだけではなく、行政や関係機関・団体、そし

然として厳しい状況が続いている。

の実現など、
中小企業が直面する課題は山積し、
依

者が大量引退期を迎える中での円滑な事業引継ぎ

段
（ＩＴ活用）
への迅速な対応、④団塊世代の経営

きにわたる景気回復の効果をそれぞれの地域経済

団体である商工会議所は、全国的にも、今回の長

こうした中で、地域経済社会を支える総合経済

その水準も低迷している。

景況感は
「改善」
と
「悪化」
が交互にみられ、いまだ

当所によるこの１年間の景気動向調査をみても、

しているとは言い難い。

よって異なる跛行的なものであり、全体的に浸透

活発化に結びつけていくためには、商工会議所と

※内訳では会計間の繰入・繰出金等を除いております。

我が国の経済状況は、戦後最長の景気拡大にな

管理費 177,821（13.5%）

いう共通基盤を利用して、元気で活力ある企業を

前年度繰越金 45,323（3.4%）

るものと見込まれ、大企業を中心に総じてみれば

事業収入 346,256（26.3%）

積極的に取り込み、多様な異業種の交流を通じて、

予備費 15,980（1.2%）

緩やかな景気回復基調が続いている。堅調な米国

基金積立金他 21,128（1.6%）
人件費 271,548（20.6%）

経済をはじめ欧州や中国などの回復基調が続くな

事業費 830,200（63.1%）
積立金取崩収入 82,240（6.2%）

その関係を強化し相乗化を図っていくことが不可

国・県・市等交付金 720,055（54.7%）
法定台帳負担金 5,260（0.4%）

欠となっている。また、地域の有する
「人材」
「知

会費収入 117,543（8.9%）

ど好調な世界経済の成長を背景に、輸出が順調な

【一般会計・特別会計】

伸びを示していることが大きく影響している。

第一

（単位：千円）

（単位：千円）

1,316,677

1,316,677

支出合計
収入合計

予算の概要
平成30年度

14

正予算（案）承認に関する件

29

30

30

8
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事業計画（概要）
平成30年度

トピックス

通常議員総会
第77回

平成30年度の事業計画と収支予算
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第二 重点事業
他に、各種講演会・セミナーの開催、中小企

報発信
④会員の協力による現場実習型創業塾の開催

③女性経営者の動向調査（経営分野等）の実施

⑤女子高校・大学生等を対象とした女性経営企

他に、各種講演会・セミナーの開催、関係機
関が開催する各種商談会への参加等
業見学会の開催
⑻ 連携による支援体制の強化
上記⑴～⑺の一連の取組を具体的・効果的に

域内での事業者数の増加や経済活動範囲の拡

⑸ 新たな事業展開の推進

行うため、当所が中心的役割を担って、行政を

１ 中小企業の持続的発展
大に向けて、新たに創業する者や第二創業を行

業再生支援の実施等
う者に対し、専門家、金融機関等やまた会員の
はじめ専門家や研究機関等との緊密な連携によ

⑶ 生産性向上に向けた全所的活動の展開
協力をも得て、広く経営戦略の学習機会の創出

⑴ 経済情勢、需要動向の把握と提供
ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ
（人工知能）
など

①関係支援機関や大学、専門家等による連携支

る支援体制を強化する。

の新たな技術の活用が普及し、中小企業におい
①会員や金融機関などの協力による実践型創業

など多様な支援を展開していく。

会員の業況をはじめ、経済情勢・需要動向等

ても、適切に対応していくことが求められてお

を定期的・計画的に把握し、迅速に提供してい

り、専門分野の会員の協力を得ながら、取り組

２ 人材の確保と育成

援に関わる研究会の開催

※強化していく事業及び新たに取り組む事業の

③先進事例企業視察会の開催

の開催

②多様なビジネスモデルを学ぶワークショップ

塾の開催

く。

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いく。

例示（以下同じ）
①国内外の需要動向に関する情報提供
①生産性向上に向けた講習会（シリーズ）の開

討、準備に入れるよう働きかけを強化するなど、

き継がれていくために、経営者などが早期の検

事業承継時代」
にあって、
多くの事業が円滑に引

団塊世代の経営者が大量引退期を迎える「大

入環境づくりを推進する。

多様なマッチングの機会を設けるとともに、受

専門事業者などとの連携を強化し、情報交換や

人などの多様な人材確保へ向けて、教育機関や

はもとより就業を希望する女性や高齢者、外国

人材不足の状況を的確に把握し、新規学卒者

⑴ 人材不足への対応と多様な人材の活用

当所が運営する千葉県事業引継ぎ支援センター

⑹ 円滑な事業承継の実現

や県内の商工団体と連携して、取組体制の整備
①高校生への中小企業の理解促進のためのイン

②身近な取組の事例紹介（先駆的企業のセミナ

催（手引の活用等）

②県内の経済動向に関する説明会の開催（千葉
財務事務所、民間調査機関等）

多様な展示販売会や商談会の開催に努めると
を図る。

③関係機関等による定期的な調査結果の一元的

ともに、需要動向を踏まえたテーマのもとに会

握と情報提供

展開（相談、対処手法等）

③企業と高校進路指導教諭との就職情報交換会

⑷ ビジネスチャンスの創出と販路拡大

②新規学卒者、若年者向け企業説明会・現場見

（２エリア）の開催

⑵ 中小企業に寄り添っての支援

ー、現場視察等）

生産性やサービス力の向上をはじめ、事業展

員企業の特長をとりまとめ一括した発信（企業
①広報活動の強化（巡回時等での聞き取り、講

③関係会員からなるＩＴ導入促進チームによる

開上の様々な課題について、専門家・関係機関・

ＰＲ）
などにより、
新たなビジネスや販路拡大の

な提供（ホームページ）

大学等の一体的な協力を得て、経営者とともに

機会を創出していく。更に、ジェトロ等と連携

④域内の産業分野ごとの活発な企業の動向の把

継続して取り組んでいく。また、その支援体制
学会の開催（６月、 月）

（研修会、専門家の指導等）

④高齢者活用の推進（相談窓口の周知と求人・

②相談窓口の設置、全職員の相談対応力の育成

ターンシップ事業の実施

のワンストップサービス化を推進する。
して会員の海外展開を促進する。

習会の開催）

①ワンストップサービス化の推進
①多様な展示販売会・商談会などの開催
④専門家チーム（税理士など士業のグループ

③多様な実現事例の提供

・職員の相談能力の向上、専門家の活用、関係
②会員企業による産業フェアの開催

機関との連携・協働

県内経済を牽引する中心拠点として、ＪＲ千

⑤関係機関・団体による広域的な連携の推進
⑺ 女性の活躍推進

②女性による経営戦略セミナーの開催

（工場夜景等）

観光の推進

③加曽利貝塚、チバニアンなどを活用した広域

④集積する飲食店の魅力発信による誘客活動の
展開

開催誘致

⑤中心市街地での県内各地の観光イベント等の

⑥県内外を結ぶバスターミナルの検討
他に、千葉市民花火大会や千葉城さくら祭り
の活用等

これらの活動にあたっては、当所自らの具体的

市等に対して提言・要望活動を展開する。また、

動等を通じて、会員の意見等を集約し、国、県、

地域経済社会の代弁者として、
部会、
委員会活

５ 意見・要望・政策提言活動の
着実な展開

での歓迎・交流事業の実施

②２０１８年世界女子ソフトボール選手権大会

他に、
採用力向上サポートプロジェクト
（県連

⑧経営者等による人材確保戦略セミナーの開催

それに基づく就職支援講習会の開催

⑦女性の採用に関わる企業ニーズ調査の実施と

（確保状況や採用意向）

⑥人材不足の業種や年齢層などの調査の実施

⑤女性、外国人向け企業説明会の開催

求職の掘り起こし）

（分野・テーマごと）

③多様な手段による会員企業の情報発信とＰＲ

⑤農業や水産業分野の団体・事業者との交流の
トワーク化を促進するとともに、域内での女性

女性経営者等の活動を広く紹介し、そのネッ

⑥海外展開検討会の設置と現地視察会の実施

り」
を支援するとともに、
企業を越えた従業員間
葉駅及び同駅ビルの整備を踏まえ、周辺地域の

①女性経営者の交流促進

の起業が実現しやすい環境づくりを進める。

⑧メディアを活用した新商品・新サービスの情

ップの開設

⑦県内商工団体等との連携によるアンテナショ

推進

化）の活用（セミナー、相談会）

②巡回マネジメントの強化

の縮小、分野別の動向調査
③多分野にわたる補助制度の活用（きめ細かな
情報提供と理解度向上の工夫）
④労働保険の加入推進（小規模事業者への周知
徹底と支援）

セミナーの開催

⑤士業ネットワークによる課題対応型の体系的

事業）
、地域ジョブ・カードセンター事業など

３ 域内の経済活動の活発化

の交流をも推進し、相互協力による啓発活動を

①ＪＲ千葉駅周辺の再開発の促進

再整備並びに多様な機能の集積を促進する。

⑴ ＪＲ千葉駅周辺地域の再整備の促進

展開する。また、その取組にあたっては、会員

②中心市街地の活性化に向けた提言・要望活動

千葉都心、
幕張新都心、
蘇我副都心などを有す

⑵ 様々な人々が魅力を創出するまちづくり

な事業活動を踏まえた、より実践的なものとな

プや団体、大学等様々な活動主体と連携しなが

連携して、海外からの来訪者にとっても滞在し

ック開催を見据え、行政をはじめ関係団体等と

③他の経済団体等との交流・意見交換会の開催

②役議員・部会員の政策企画能力の向上

①計画的な提言・要望活動の展開

るよう努める。

ら多様な魅力の創出を図り、誰でもがその滞在

やすい環境づくりを進め、その消費力を積極的

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピ

⑷ 訪日観光客の取り込み

③人材育成に向けた経営者セミナーの開催

を満喫できる空間づくりを推進する。また、市

（多様な分野の活動家から学ぶ）

④地域の経済社会情勢に関するセミナーの開催

る強みを活かし、個々の事業者をはじめグルー

④従業員間の交流会の開催（研修を含む）

の
「海辺のグランドデザイン」
等を踏まえた整備

①多言語による一元的な情報発信の促進

に域内経済に取り込んでいく。

他に、会員優良従業員表彰の実施、各種検定
試験の普及拡大

①「中心市街地商店街等活性化計画」の着実な

に合わせ、各拠点との回遊性の向上を促進する。

職場環境の見直しや福利厚生の充実を支援す

②Ｗｉ Ｆ-ｉの共通化、キャッシュレス決済な
ど受入基盤の整備促進

推進
②中心市街地における魅力ある個店の誘致

るとともに、多様な人材に対応した環境づくり
や育児・介護への組織的な対応など、計画的・

③小売店舗等が担う「みんなでおもてなしガイ

⑴ 全所をあげての会員増強
役議員・職員の日々の業務活動での様々な機
会を捉え、新たな会員の獲得に努めるとともに、
部会を中心とした域内全域における計画的な増
強活動を展開する。
①部会による増強運動の展開（計画目標の達

②新たな会員サービス事業の検討・実施

成）
クの成功に向けて、機運の盛り上げ、おもてな

２０２０年東京オリンピック・パラリンピッ

４ 東京オリンピック・パラリンピッ
クへの取組

進（街中への誘導等）

④ホテルと飲食店・店舗等との連携・協働の推

ド」の育成・推進

③県内各地の魅力の一体的な発信による賑わい

⑶ まちづくりを活かした観光振興

様々な事業の展開等

他に、中心市街地まちづくり協議会による

の会員の情報発信とＰＲ

⑥幕張新都心地区における大規模イベント等で

推進

⑤中心市街地と幕張新都心地区との相互往来の

④中心市街地東口エリア循環バスの活用推進

の創出（アンテナショップの展開等）

体系的な取組を促進する。

催（時間外労働の上限規制等）

①「働き方改革」の推進にかかわる講習会の開

事例の紹介（セミナー等）

②多様な人材に対応する職場環境づくりの取組

のための研修会の開催

③育児や介護などに柔軟に対応する組織的取組

⑷ 健康経営への推進
従業員の健康づくりを経営的な視点で捉え、
生産性の向上、ひいては業績や企業価値の向上

会の創出などの諸準備を着実に進め、その成果

③創立 周年記念事業への取組（会員による検
て様々な人々が立ち寄り、また滞在し楽しめる

①オリンピック・パラリンピック特別委員会を

を今後の地域経済の発展につなげていく。

し体制づくり、様々な魅力の発信、ビジネス機

魅力づくり・受入体制づくりを推進し、域内外

まちづくりに合わせ、観光振興の視点に立っ

①関係団体等と連携した啓発活動の推進

からの来訪者の増大を図っていく。

につなげる
「健康経営」
の普及を推進する。

②会員相互の取組事例紹介による普及活動の推

討チームの設置）

④「健康経営アドバイザー制度（派遣）
」の活用

③「健康経営優良法人認定制度」の普及推進

②宿泊を伴う産業観光モニターツアーの実施

「まちあるき」の推進

①中心市街地東口エリア循環バスを活用した

の検討と実施

報発信」
「ビジネス機会の創出」など各種事業

中心に「機運の盛り上げ」
「おもてなし」
「情

国等の補助制度を積極的に活用する。

り、独自の安定的な収入を確保していく。また、

に活用して、収益事業の新たな発掘と拡大を図

会員の協力や会員間のネットワークを最大限

⑵ 商工会議所の活動を支える独自収入の増加

⑤生活習慣病検診事業の普及と業務の効率化

進

６ 堅牢な組織基盤の確立と
財政基盤の強化

⑶ 働く環境づくり

る相談対応

②業務を通じた人材育成課題等への専門家によ

習機会の提供

①新入社員教育をはじめ、階層別・分野別の学

の有する人材を積極的に活用していく。

会員の事業活動を支える従業員等の「人づく

⑵ 人材の育成

④大口需要企業等との商談・説明会の開催

・全職員による計画的な訪問、未接触の会員数

11
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事業計画
平成30年度の事業計画と収支予算

①役議員との連携による共済制度の普及と積極
的な活用
②新たな収益事業の検討と事業化

上

③国等の補助制度の徹底した周知と利用度の向

向上

⑶ 社会の変化に対応する職員の資質・能力の

商工会議所の効率的・効果的な運営に向けて、
事務局職員の資質・能力の向上と意識改革を推

①広報媒体間の連関による効果的な発信

直面する課題等への取組を、市民をはじめ広く

①会員が参加しやすい多様な交流会の実施（定

拡充を図っていく。

の結束力を高めるとともに、会員の活動範囲の

開催

④他商工会議所との相互交流のための視察会の

の開催

③会員企業の従業員を対象とした交流イベント

同の交流会も含む）

②エリア別交流会の試行（近隣商工団体との合

期交流会を含む）

地域全体に分かりやすく発信していく。

の発信

②様々な特徴を有する会員企業の積極的な情報

議所活動の周知

③公共スペースの利用による様々な人々への会

④会員による「広報モニター会議（仮称）
」の検
討
⑵ 情報交流の促進
⑤大規模な交流事例の視察（会員大会の検討）

進する。そのための職員の自己研鑚をはじめ業

⑥当所主催のセミナーや交流会等への参加状況
実態調査の実施

会員の有する有益な情報の共有化を促進する

他に、支店長交流会、新会員の集い、士業交

とともに、地域の活性化に取り組むグループや
団体等との連携による情報のネットワーク化を

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。

①専門家・現役企業人による事務改善指導

進め、会員の事業活動の活発化に繋げて行く。
流会の開催等

既に取り組んでいる経営面や福利厚生面での

⑵ 会員サービスの向上

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、
お客さまの夢の実現に向け、
サポートいたします。

●これから事業を始められる方を応援します！

務を通じた教育などを計画的に行っていく。

実
①関係団体等との連携・協働による広報活動の
展開
②ホームページによる会員の行事・イベント等

信用保証協会がお客さまの保証人となることで、金融機関からの資金調達力が高まります。

②職位に応じた計画的・体系的な職員研修の充

③会員の協力による現場研修の実施
④他の商工会議所との職員研鑚交流の実施
⑤個々の職員の能力評価とそれに応じたスキル
支援のみならず、会員の多様なニーズに対応し
た各種サービスを幅広く検討し、商工会議所活

の情報提供（営利を除く）
③会員情報の活用（電子会員名簿の整備）

①会員サービス事業の一体的な発信と利用向上
策の展開
②アンケート調査による新サービスの検討と実
施
③全所をあげた当所生命共済（ひまわり共済）
加入運動の強化

万円
以下

●金融機関からの資金調達をサポートします！

当協会LINE＠アカウントは検索もしくは
右記QRコードから
ご登録できます。
当協会主催イベント等、
最新情報を
配信しています！

●お客さまに合わせた経営支援でサポートします！

アップ
⑥有識者等による評価システムの検討
動への参加促進や、また費用対効果を勘案しな

題に対する取組を積極的に発信していくことで、

がら、積極的に事業化を進める。

⑶ 地域での信頼につなげるイメージアップ
地域において中小企業が担っている役割への

⑦給与体系（退職金を含む）改定の検討
⑧商工会議所事務局の「働き方改革」の推進

知名度の向上とイメージアップを図り、地域社

理解を深めるとともに、地域の抱える様々な課

商工会議所
（役職員）
として、自らに課せられ

⑷ コンプライアンスの徹底

た使命と役割を認識し、
「信頼され、期待される

①中小企業が地域で担う役割の積極的なＰＲ

会との協力・信頼関係を強化していく。

②地域の様々な課題等への取組とその情報発信

商工会議所」
となるため、
常に高い倫理観と責任

③様々な主体との連携による地域活性化策の検

感を持って着実に業務遂行がなされるよう、組

①職員のコンプライアンス研修の計画的な実施

域内外に有する商工会議所の人的ネットワー

⑴ 会員交流の促進

８ 会員交流等の促進

④会員の協力による地域貢献活動の推進

討と実施

織体制の整備や意識改革に取り組む。

②職員間の相互チェックの促進

７ 広報機能の積極的活用
⑴ 的確な情報の収集と提供
会員が求める情報を的確に把握・収集し、当
所の広報媒体やセミナーなどを通じて、スピー
クを活用して、会員相互の交流を促進し、会員

ＩＴ導入補助金について

●補助対象経費
ソフトウエア、クラウド利用費、
専門家経費等
本補助金のホームページに公開されて
いるＩＴツールが補助金の対象です。

万円

● 補助金の上限額・下限額・補助率
上限額
下限額
補助率

●注意事項
交付決定前に契約・導入され発生し
た経費は補助対象となりません。必
ず交付決定を受けた後に補助事業を
開始してください。

【お問合せ】
企画広報課
ＴＥＬ ０４３ ２
-２７ ４
-１０１

IT導入補助金リーフレットより

ド感を持って提供していく。また、中小企業が

ホームページには業務効率
化・売上江アップに向けた情
報が満載！

ＩＴ導入支援事業者が、補助金の交付
申請や実績報告などの申請・手続きを
サポート。必要な情報を取りまとめて
くれるので、初めて補助金を申請する
方も、安心です。

ＩＴ導入支援者事業者が
申請をサポート

※ＩＴ ツ ー ル と は、ソ フ ト ウ エ ア・
サービス等のことです。

多数のＩＴ導入支援事業者によって、
みなさまの様々な課題・ニーズに対応
したＩＴツールが登録されています。

多彩なＩＴツールの
中から自社のニーズに
合わせてツールを選べる

ＩＴ導入補助金の
うれしい３つのポイント

中小企業のＩＴ導入を応援します！
当所では、平成 年度事業計画
において、中小企業の生産性向上を
支援するため、会員からなる「ＩＴ
導入促進チーム」を設立し、セミナ
ーや相談窓口の設置など様々な事
業を展開する予定です。今回は、
そ
の一環として、
「ＩＴ導入補助金」の
情報をご提供いたします。

●交付申請期間

50

1/2 15
交付決定

知ってお得な「ＩＴ導入補助金」

中小企業が、ソフトウェアなどのＩ
Ｔツールを導入する経費を国がサポ
ートする制度です。
人材不足や営業力の強化といった
自社の課題解決に役立つＩＴツール
を導入し、ぜひ、業務効率化・売上
アップにつなげていきましょう。
なお、本補助金の詳細については
ホームページをご確認ください。

一次公募

いくつかの質問に答えるだけで自社の
経営状態を診断できるオンラインツー
ルや、ＩＴツールの導入で生産性を向
上させた事業者の取り組み事例など、
経営改善のヒントが満載です。

契約・導入
交付申請

交付申請
契約・導入

1
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まずはお気軽にお問い合わせ、
ご相談ください！

本 店 ＴＥＬ043-221-8110
支 店 ＴＥＬ047-365-6007
ホームページ http：//chiba-cgc.or.jp/

業種別特徴 （▲はマイナス）

全産業

平成30年2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
売上推移

前回調査と比較して、業況DIは12.5ポイント上昇して
0.0に、売上DIは15.0ポイント上昇して▲1.3に、採算DI
は19.4ポイント上昇して▲9.3となった。向こう３ヶ月の
先行き見通しは、業況DI・売上DIは下向くものの、採算
DIは横ばいとなるとの見方になっている。
調査回答企業からは、
「新築・リフォーム工事の受注
増」
「人手不足による人件費の上昇、
材料等の仕入価格の
上昇、物流価格の上昇となっている」などの声があった。

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。

●製造業

DI値：
（増加･好転などの回答割合）
－
（減少･悪化などの回答割合）

採算推移

前回調査と比較して、業況DIは9.6ポイント下降して
▲6.0に、売上DIは6.9ポイント下降して7.2に、採算DIは
12.0ポイント下降して▲10.8となった。
向こう３ヶ月の先
行き見通しは、業況DI・売上DIは下向くものの、採算DI
は横ばいとなるとの見方になっている。
調査回答企業からは、
「全体の仕事量の減少及び同業
他社との競争等により、売上及び採算の悪化を招いてい
る」
「人手不足が深刻で、
ハローワークで募集しても若い
人材が来ない」などの声があった。

業況DIは横ばいで推移しており、人手不足の深刻
化や原材料価格の高騰が続いている。
先行き見通しは、慎重な見方が続いている。

調査期間：平成30年₂月₈日（木）～ ₂月22日（木）
調査対象：千葉商工会議所法人会員事業所500社
〈回答：410社 回答率：82.0％）
100
80
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建設業
76社

製造業
83社

卸売業
85社

小売業
84社

サービス業
82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

●卸売業

仕入単価推移

前回調査と比較して、業況DIは2.4ポイント下降して▲
14.2に、売上DIは0.4ポイント上昇して▲16.7に、採算DI
は4.2ポイント上昇して▲15.5となった。向こう３ヶ月の
先行き見通しは、採算DIは現状より上向くものの、業況
DIは現状より下向き、売上DIは横ばいとなるとの見方に
なっている。
調査回答企業からは、
「青果物の異常な高値で採算がと
れない状況」
「コスト増の転嫁が難しい。どうしても川上
（販売先）が強い」などの声があった。

全体の特徴 （▲はマイナス）

●小売業

従業員推移

前回調査と比較して、業況DIは4.3ポイント下降して▲
25.3に、売上DIは3.2ポイント下降して▲19.3に、採算DI
は1.9ポイント上昇して▲20.4となった。向こう３ヶ月の
先行き見通しは、業況DI・売上DIは現状より上向くもの
の、採算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、
「販売額、数量ともに増加にある
が、人手不足により、より多くの契約に結びつけること
ができない」
「消費者の節約が売上の大きなマイナスの原
因となっていると思う」などの声があった。

●サービス業

15

夢シティちば 2018年₄月号

資金繰り推移

前回調査と比較して、業況DIは2.8ポイント上昇して▲
11.1に、売上DIは15.8ポイント下降して▲14.6に、採算DI
は8.1ポイント下降して▲22.2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
上向くとの見方になっている。
調査回答企業からは、
「若干は好転してきていると思わ
れるが、先行き見通しは立たない。一進一退というとこ
ろ」
「今後の浦安、船橋、千葉エリアの新規開業ホテルの
影響が不安」などの声があった。

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11月、以下同じ）と比較して、製造業・卸売
業・小売業が下降し、建設業・サービス業が上昇した
結果、全産業合計DIは0.5ポイント下降して▲11.5となり、
横ばいとなった。
また、向こう３ヶ月（３月～５月、以下同じ）の先行き見
通しは、建設業・製造業・卸売業が下降し、小売業・サービ
ス業が上昇の見込みとなっており、全産業合計DIは現状より
1.2ポイント上昇の▲10.3となっている。
売上DIでは、前回調査と比較して、製造業・小売業・サー
ビス業が下降し、建設業が上昇、卸売業が横ばいとなった結
果、全産業合計DIは2.7ポイント下降して▲9.1となり、２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、建設業・製造業が
下降し、小売業・サービス業が上昇、卸売業が横ばいの見込
みとなっており、
全産業合計DIは現状より2.3ポイント上昇の
▲6.8となっている。
採算DIでは、前回調査と比較して、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0.8ポイント上昇して▲15.7となり、３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、小売業が下降し、卸
売業・サービス業が上昇、建設業・製造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2.5ポイント上昇の▲
13.2となっている。
仕入単価DIは、２期連続で悪化しており、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、３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。
記録が残る平成５年６月調査以降、
最
高値（28.1）となっており、３期連続で過去最高を更新した。
資金繰りDIは、３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は横ばいで推移しており、人手
不足の深刻化や原材料価格の高騰が続いている。特に、人材
不足については、従業員DIが記録の残る平成５年６月調査以
降、３期連続で過去最高を更新した。先行き見通しは、小売
業・サービス業が上昇すると見込まれているものの、慎重な
見方が続いている。
夢シティちば 2018年₄月号

14

月

日㊍

商工会議所の取組について意見交換

日㊍

オリンピック・パラリンピック特別委
員会（堀江委員長）は、第１回特別委員
会を開催した。
当特別委員会は、２０２０年東京オリ
ンピック・パラリンピック競技大会の成
功に向けて、全所を挙げた計画的な取組
による、機運の盛り上げ、おもてなし、魅
力の発信などの独自の展開策を検討すると
ともに、それらの取組を一過性に終わらせ
ることなく、開催後の地域経済の活性化
につなげるための基盤づくりを併せて検
討していくため、開かれたものである。
会議では、千葉県、千葉市など関係機
関・団体の現行の取組、当特別委員会で
の今後の検討スケジュール、取組を検討
する際の考え方などについて、事務局か
ら説明し、その後、各委員から意見を頂
戴した。

月

医療・介護部会、福祉環境委員会合同セミナー

月 日㊍
「落ちつけ！経営者」
その働き方改革、間違ってます
当所は、中小企業・小規模事業者が深
刻な人手不足を解決する一助となるよう、
働き方改革セミナーを開催しており、今
回講師として、少子化ジャーナリスト・
作家・相模女子大学客員教授 白河桃子氏
をお招きした。「働き方改革は経営改革で
あり、暮らし方改革でもある。成功させ
るためには女性はもちろんのこと、多様
な人材の活躍が必要となり、また、経営
者を含む社員全員で取り組むことが重要。
さらに、職場関係が仕事の結果に影響を
もたらすことから、幸せな職場は成果も
高く、人材流出を防ぐとともに少子化対
策にもつながる」との説明があった。
参加者からは「働き方改革について新
しい認識ができた」「社員が得になるアク
ションを起こす必要があることがわかっ
た」といったお声をいただいた。

月 日㊋
平成 年度教育機関と事業所との
インターンシップ懇談会

月 日㊎・ 日㊌

2

28

月 日㊎
こうすれば上手くいく
事業承継セミナー

企業の生産性向上に向けた研修
（訓練）
を実施し、会員企業の管理職や従業員が
参加。
「ＩｏＴを活かしたビジネスモデ
ル」をテーマに、２日間の講義やグルー
プワークを通じて、自社のビジネスモデ
ルや業務改善プロセスなどを検討した。
当日は、業種も多岐にわたる会員企業
の受講生が参加。ＩｏＴの登場により劇
的に変化している経営環境や最新の技術
的トレンドを学び、それを自社の経営方
針や各現場での課題にどのように活かし
ていくかを、参加者同士が議論すること
で、理解を深めた。参加者からは、「まず
は自社のあるべき姿を描くことが大切と
学んだ」
「新規事業に応用したい」との声
が寄せられた。

ＩｏＴをテーマに研修会

23

当所は、経営講習会として事業承継セ
ミナーを実施した。
講師には小規模事業者や中小企業のコ
ンサルティング経験の豊富な株式会社
ディセンター常務取締役の宮島章吉氏を
お迎えし、具体的な事例を交えながら、
事業承継に至るまでのステップの説明が
行われ、事業承継する前にその事業を整
えることが重要と説いた。
事業承継をすることが決まってからは、
手続きをどうすすめるか、という専門家
に依頼する内容が決まってくる。そこに
至るまでの過程をどう進めるかが難しく、
当事者もどこに何を相談するのかを迷っ
てしまう。そんなときこそ商工会議所な
どに相談をし、事業承継を進める前の準
備をしてほしい、という内容で締めくく
られた。

16

16
夢シティちば 2018年₄月号
夢シティちば 2018年₄月号

17

「健康経営優良法人認定取得説明会」を開催

当所は、平成 年度から実施している
インターンシップ懇談会を開催した。
近年、インターンシップを行う企業が
増えており、とりわけ中小企業・小規模
事業者にとっては、学生に自社の魅力を
発信し理解を深めてもらう機会として、
また、人手不足解消の一つの手段として、
有効的な取組となっている。
当日は、千葉市内にある大学及び高校
６校と会員企業９社が出席し、インター
ンシップへの取組報告や平成 年度事業
の方向性について意見交換を行った。企
業からは「学生に直接アプローチ出来る
マッチングフェアの開催」や「学生との
ミスマッチを防ぐために教育機関との連
携強化を図る」などについて意見があが
り、今後の事業活動に活かしていくこと
となった。
30

▲オリンピック・パラリンピック特別委員会委員の皆様

藤本部会長挨拶の後、経済産業省商
務・サービスグループ ヘルスケア産業
課課長補佐の山本宣行氏を講師にお迎え
し、「健康経営顕彰制度」について、続い
て、全国健康保険協会 千葉支部 企画
総務部長の三浦弘美氏から「健康宣言事
業」についてご講演いただいた。
国民医療費の３分の１以上を占める生
活習慣病、健康寿命を如何に長く維持す
ることができるかなど、両講演とも、健
康管理を経営的視点から考え、戦略的に
実践することで、企業価値向上にも繋が
ることをご説明いただいた。
企業にとって関心度の高いテーマであ
り、参加者は皆、熱心にメモを取りなが
ら聞き入る有意義な時間となった。
最後に、日暮委員長の挨拶で終了した。
19

3
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Time Line
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私たちは、千葉県エリアにおける
地域密着型の
総合飲料自販機オペレーターです。
エースター株式会社
千葉市中央区中央1丁目1番3号
住生・りそな千葉ビル3F
☎043-202-7111

千葉・柏・袖ヶ浦・茂原・幕張・成田・松戸

月
平成
平成

食

品 部

会

日㊎
年度事業実施状況報告、
年度事業計画（案）を協議

月

日㊌

21

月

総 務 委 員 会

日㊌

年度事業計画・収支予算を協議

13

工 業

部

会

月 日㊋
工業部会セミナー・
新入部会員歓迎会を開催

をいただき、神野氏からは、文化の捉え
方や五感を刺激する〝ノイズ＂
（それまで
なかった価値づけされていないもの）を
我々が新しい価値観として受け入れる寛
容性を持つことが文化をつくることに繋
がるとの講演をいただいた。
第２部は、神谷副市長、神野氏に引き
続きご登壇いただき、コーディネーター
として自由業部会長でもある㈱ちばぎん
総合研究所 代表取締役の水野創氏を加
えパネルディスカッションを開催した。
水野氏より昨年 月に実施した交通量調
査の結果をもとに、①駅周辺と中央公園
周辺の２極化した来街者の集客、②新し
いまちづくりの全体像としての進め方、
③まちなか居住に対する考え方等につい
て意見を交換した。

自由業部会・卸売部会・金融部会・運輸部会

４部会合同オープンセミナーを開催

2
工業部会（長谷部部会長）はセミナー・
新入部会員歓迎会を開催した。
セミナーでは、武州工業株式会社の林
社長から「世界と戦う中小企業のものづ
くり」と題し、同社の特徴である一個流
し生産の概要、ＩｏＴに取組む背景・意
義・効果、従業員育成の取組み等につい
てご講演いただくとともに、経済産業省
製造産業局の坂本課長補佐から、ＩｏＴ
の導入や活用に役立つ次年度以降のもの
づくり支援策等について説明をいただい
た。
その後会場を移し、新入部会員歓迎会
を開催した。歓迎会では、入会３年以内
の部会員を招待し、正副部会長・所属議
員との間で積極的な名刺交換、交流が行
われた。

12

小売・運輸・観光サービス部会

福祉環境委員会

月 日㊌

プラチナセミナーを開催

29

20

79

3

小売、運輸、観光・サービス部会は、
食品部会（森山部会長）は正副部会長・
自由業部会、卸売部会、金融部会、運
相互の交流を図るため、３部会合同で懇
所属議員会議を開催した
輸部会は、三井ガーデンホテル千葉にて、
親会を開催した。
今回は、会議前にハワード・ジョイマン
４部会合同オープンセミナー「～文化の
今回の懇親会は、他部会との交流を深
氏をお招きし、「儲かる仕組み構築」と題して、 創造～千葉市美術館の拡張を契機とする
めたいとの申し出を受け実施したもので、 オープンセミナーを行った。セミナーで
千葉駅周辺の新しいまちづくりに向け
参加者からは各業界の状況を含め、企業
は、リピーターになってもらうためのポ
て」を開催した。
間での連携等についての意見交換の場と
イントやそれまでに至るプロセス、顧客
中心市街地は、大型店の相次ぐ撤退に
して開催された。
心理などについて実際の事例を挙げなが
より、街の賑わいの減少が懸念される
保坂運輸部会長の開会挨拶後、臼井観
らご説明いただいた。
一方、ＪＲ千葉駅の新駅舎・駅ビルリ
光・サービス部会長の乾杯のご発声によ
その後、会議に移り、平成 年度の事
ニューアルに伴う東口・西口地区の再開
り懇親会が始まった。各社の近況報告な
業実施状況についての報告、平成 年度
発など大きな転換期を迎えている。
ど、活発な意見交換会が行われ、相互の
事業計画（案）等について協議を行った。
第１部では、千葉市副市長 神谷俊一
親睦を深めることができ、望月副会頭の
氏、千葉大学准教授（芸術学）神野真吾
平成 年度の事業計画（案）について
氏を講師に迎え講演会を開催した。神谷
中締めにより盛会のうちに閉会となった。 は、次回の正副部会長・所属議員会議に
副市長からは、千葉市美術館の拡張事業
向け、引き続き部会長を中心に検討を重
を中心とした中心市街地全体の活性化に
ねることとなった。
向けたグランドデザインについてご講演

月 日㊍
小売、運輸、観光・サービス部会
合同懇親会
30 29 16
7
30

▲保坂部会長（運輸部会）

18
夢シティちば 2018年₄月号
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19

30

2

30 3
30

▲４部会を代表して山口部会長（卸売部会）より挨拶

意見を述べる教育機関の担当者

29

15

7

福祉環境委員会（日暮委員長）は、当
総務委員会（斉藤委員長）は今年度２
所第１ホールで、プラチナセミナー「働
回目となる委員会を開催した。
き方改革の基本と助成金について」のセ
開会にあたり、斉藤委員長は「今回皆
ミナーを行った。
様と審議する議題は、３月 日開催の常
千葉労働局雇用環境・均等室室長 室谷
議員会・通常議員総会に上程する予定と
留美氏より「働き方改革の実現に向けて」
、 なっております。委員の皆様には、活発
同局労働基準部監督課主任監察監督官 花
なご発言をお願いします。
」
とあいさつし
坂泰秀氏より「長時間労働の抑制に向け
た。
た取り組みについて」
、同局職業安定部
その後の会議の中では、
「 年度一般
職業対策課事業所給付係長 長谷川直樹氏
会計・特別会計収支補正予算（案）につ
より、
「働き方改革に係る労働関係助成金
いて」
、「 年度事業計画（案）について」
、
の活用について」のご講演をいただいた。 「 年度一般会計・特別会計収支予算
（案）
当委員会委員含め 名の参加者は、「働
について」内容の審議をした。
き方改革」に向けた政府の取り組み状況
なお、審議を行った議案については、
や、労務管理の基本、労働関係助成金の
第２５５回常議員会・第 回通常議員総
申請方法等、真剣に講師の話に耳を傾け
会で満場一致で承認を得た。
ていた。
28

30

2
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▲左から神野氏、神谷副市長、水野部会長（自由業部会）

専門家による経営の相談窓口
（無料）

14

■税理士による税務相談窓口

7

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

談窓口を開設しています。

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】 木村 亮（税理士）
17

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。

※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。

ご利用いただける方

実施中

経営全般、法律、税務、労務と幅広く

0

5

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

利子補給
.5％

ご相談に対応しておりますので、お困り

17

■社会保険労務士による労務相談窓口

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】 御園富士夫（社会保険労務士）
14

のことがありましたら、是非お気軽にご

利用ください。

■中小企業診断士による

経営の相談窓口

10

相談員

要

分 野

不

日 付

1.11％

（平成29年4月12日現在）

担保・保証人

大矢診断士

利

●事業計画の作成について相談したい

金

2,000万円以内

榎本弁護士

設備資金 10年以内
（据置１年以内）

律

７年以内

（据置１年以内）

経営全般

夢シティちば 2018年₄月号

運転資金

融資限度額

法

21

返済期間

月 日㈮

☎043‑225‑6232

石井診断士

千葉市中央区本町1−1−13

マル経融資とは

5

あなたの健康をサポートする…

公益財団法人

総合防犯設備・用品
街頭防犯カメラ

医療法人社団 報徳会

報徳千葉診療所

経営全般

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

月 日㈫

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

●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

新入会員を募集しております。

大矢診断士

結婚を切望されている皆様に、
誠心誠意サポートさせて頂
き成婚へのお手伝いを致します。

談に応じます。

1925年創立。短大、
中学・高校、
幼稚園、
こども園、
保育園
を運営する総合学園

石井診断士

公共職業訓練による、
介護員養成研修及び障害者への就労
支援を行う事業の運営

経営全般

結婚に関するコンサルタント業を中心に結婚関連事
業を手がけている。

経営全般

短期大学、中学校・高等学校、幼稚園、
ごども園、保育
園を運営する私立学校。

4

月 日㈮

建築設備メンテナンス、公共職業訓練、障害者就労
支援事業

月 日㈫

【代 表】 高橋 いづみ ☎043-299-2111
【所在地】 美浜区中瀬

【日 時】 毎週火曜日・金曜日

【代 表】 福中 儀明 ☎043-265-1611
【所在地】 中央区南生実町

㈱パートナー

木村税理士

美浜区

務

㈻千葉明徳学園

税

中央区

17

月 日㈪

農業用種苗、
植物工場用種子の専門研究開発会社で種苗の
輸入輸出が得意です。

14

時～ 時

日用品の貿易業務、農業資材、種苗の生産販売貿易業務

千葉県産ときめきハーブ鶏を備長炭で、
じっくり焼きあげます。

20

石井診断士

焼鳥店

1 27 24

経営全般

【代 表】 李 岩 ☎080-3416-3952
【所在地】 中央区中央

7

月 日㈫

【代 表】 木村 優介 ☎043-225-1112
【所在地】 中央区富士見

バイオシードジャパン㈱

【相談員】 大矢たかし（中小企業診断士）

中央区

15 11 10 8

御園社労士

鳥の宴

18

大矢診断士

中央区

法人用ユニフォームの企画製造、卸売、
プリンタブル
ウェアの加工、販売

4

務

保育園、
こども園、幼稚園、高校、短大、大学の運営及
び管理

【代 表】 岡田 礼子 ☎043-377-9972
【所在地】 稲毛区長沼原町

4

労

☎043-239-2645

アネモイ㈱

5

経営全般

【代 表】 野津 判仁 ☎043-202-3386
【所在地】 中央区本千葉町

【代 表】 植草 和典
【所在地】 中央区弁天

稲毛区

5

5

月 日㈭

SHコーポレーション㈱

㈻植草学園

5

5

月 日㈮

中央区

中央区

一般住宅塗装

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

グラフィック、エディトリアル、
ウェブ、
ブランディング
などデザイン全般

外壁工事、展示会場設営

5

石井診断士

【代 表】 尤 波 ☎043-245-0228
【所在地】 中央区問屋町

【代 表】 池之内 裕希 ☎047-476-0118 【代 表】 稲増 仁 ☎043-312-3717
【所在地】 習志野市東習志野
【所在地】 佐倉市上志津原

5

経営全般

eightBs

仁塗装

大矢診断士

中央区

市外

榎本弁護士

自然のハーブで作った化粧品を販売させて頂いて
ます。フェイシャルもさせて頂いております。

IT興業㈱

律

☎043-445-8160

建築工事

経営全般

サロンドフルベール 本千葉店

【代 表】 依田 容枝
【所在地】 中央区長洲

鳶、土工事

㈱ナナイロ工務店

【代 表】 小倉 崇之 ☎043-487-0894
【所在地】 佐倉市臼井田

法

造成ブロック工事、外構工事、タイル工事

市外

17 17

月 日㈫

【代 表】 保科 剛 ☎047-487-1540
【所在地】 八千代市村上

㈱牧組

【代 表】 牧 利光 ☎043-497-3861
【所在地】 若葉区桜木北

市外

建築業

14 14

月 日㈮

保科工業

【代 表】 赤間 有成 ☎043-206-1915
【所在地】 花見川区犢橋町

※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。
※状況
 により相談日以外の相談も対応しており
ますのでご連絡ください。

整骨院、鍼灸院

中央区

タイル工事業

若葉区

【代 表】 金 英泰 ☎043-239-7092
【所在地】 稲毛区小仲台

市外

【代 表】 柳山 輝行 ☎043-259-6020
【所在地】 花見川区千種町

㈱Ｊ・Ｃコーポレーション

石井 孝昌（中小企業診断士）

㈱アテンド

花見川区

18 20

■弁護士による商工法律相談

稲毛区

柳山タイル

4

●債権が回収できない

一般貨物自動車運送業

昼は定食、夜は居酒屋。

5

●契約
 に関するトラブルが発生したなど、
【
問
合
せ
】
経
営
支
援
課
法律上の諸問題の相談に応じます。
☎０４３―
２２７―
４１０３

【代 表】 中古 隆一 ☎043-306-8670
【所在地】 中央区中央港

花見川区

旨いもん食堂かどや

時～ 時

BAシステム㈱

学校法人立幼稚園

中央区

【代 表】 澤永 真佐樹 ☎043-216-5355
【所在地】 中央区中央

時～ 時

中央区

㈻大森学園 登戸幼稚園

月 日㈮

幼児教育

中央区

【代 表】 大森 昭彦 ☎043-241-3512
【所在地】 中央区新千葉

【日 時】

㈻大塚学園 葵幼稚園

月 日㈮

中央区

【代 表】 石川 進一 ☎043-261-7095
【所在地】 中央区仁戸名町

（順不同・敬称略）

＜ちばインフォメーション＞

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。

【相談員】 榎本 初雄（弁護士）

新入会員 のご紹介

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

http://www.ohshima-cp.com

営業センター

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

0120 ‑ 06 ‑ 2771

ちば県民保健予防財団
特定健診 保健指導 一般健診
出張健診 環境測定 人間ドック
各種がん検診 各種精密検査
千葉市美浜区新港32-14

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

電気とシステムの総合コンサルタント
日立特約店

福井電機 株式会社
〒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

夢シティちば 2018年₄月号

20

汗 の 輝き
創業して10年未満の若い企業をご紹介

患者を思い、現場でも使いやすい
治療材料を制作し、販売する
医療現場の声を反映した骨折治療
材料を取り扱うメーカー、ジェイシー
ド株式会社代表取締役の大薗穂積さ
んにお話を伺いました。

ジェイシード株式会社

医療分野の治療材料を取り扱う外資系

もともと業界にサラリーマンとして
て利益よりも理念、つまり自分のやる

して、私自身も自分のビジネスにおい

分で事業を立ち上げたいと思ったんで
す。営業職だったので、製品に関して
医療現場からは「こんな商品ができな
いか」などと様々な要望が寄せられる
そして、
２０１１（平成 ）年６月８

れ筋を追究していく方向にある。別の

品はリスクが高いので、商品開発は売

難しく、また国内メーカーも、新規商

あったジェイシード本社を千葉県千葉

年後、前の会社を売却し、同じ場所に

として現在の会社を創業しました。１

日、骨折治療材料を取り扱うメーカー

製品としては、創業と同年の 月に

会社を東京のお台場で立ち上げてはい

ました。

ネスとしての先が見えずに躊躇してい

市中央区に移転しました。

23

たのですが、この分野への参入はビジ

のですが、外資がそれを直接行うのは

医療現場や患者に
必要とされる治療材料を開発

べきことを考えました。

興に向かって前進されているのを目に

の方々が大きな被害に遭われた後、復

日に起こった東日本大震災の被災地

会社DATA

メーカーに勤務していたのですが、自

東日本大震災が
理念を見直す契機となった

11
鎖骨用プレート『クラビクルプレー
ト』
、
翌年２月に腓骨用プレート『フィ

２０１４（平成 ）年 ９月、ＪＳピ

ＪＳピンシステムの開発・販売で
認知度と信頼度が飛躍的に向上

と今の製品が新たに改善しなければい

ではないんです。保険が適応される製
価格も国が決める。製品が開発されて

ブラプレート』
、３月に ０・４㎜チタン
製品の開発には苦労しました。現場

から発売までに最短でも半年ほどか

品なので厚生労働省の許認可が必要で、 けないことも分かるんです。

の医師たちは日本人の身体のサイズに

かってしまうんです。

の縮小などを要望されるのですが、そ
のまま形にすると、強度が弱まったり

体育会系気質で、現場の声を
して実用に耐えない。素材を変えたり、
前向きにどんどん集積する

11

ンシステムの販売を開始しました。こ

これらの部位は骨部が皮下に近いため、 データが豊富な製品を使いたい先生も

多く、特に要望の多かった製品です。

特に鎖骨や腓骨などは骨折する人が

想像以上に多いんです。新しい会社に

生労働省の認可を受けていても、前例

また、病院などに営業に行くと、厚

当に苦しい時期もあったのですが、こ

りました。実は、ここに至るまでは本

当社も認知度や信頼度も飛躍的に上が

また手術後の合併症が激減したため、

の製品は手術中の医師も使いやすく、

厚い頑丈な器具では外部からも入れて

をやっていけるのではないかと思い始

とってはこれが大きな壁となりました。 の製品が認められたことで、この事業
私自身、学生時代にラグビーをやっ

めました。

グビーボールはその形からいろんな方

学生時代に監督から言われたのは、「ラ

もどんどん当たっていく気質なんです。

会員企業の中で金属精密加工の会社様

図っていきたいと考えています。また

インナップと重点顧客の増加で展開を

ていて体育会系気質なので、くだけて

この業界の難しいところは、会社を

向に向かうが、
『これをやるんだ』
『絶

にはぜひご協力いただけたらと思いま

今後も年に アイテム以上の商品ラ

立ち上げてすぐ営業活動ができるわけ

対に勝つんだ』という方にボールは跳

す。

に集まるようになりました。そうなる

か協力を得られませんでしたが、徐々

どん声を拾っていった。最初はなかな

トに記入していただき、事細かにどん

生には「どうでしたか」と伺い、シー

いいか」を製品を使っていただいた先

「何がダメなのか」
「次はどうやったら

だから、使用を断られる先生には

ていますからね（笑）
。

ねる」ということでした。それで育っ

できる製品の開発が必要でした。

する。できるだけ違和感が少なく使用

いるのが分かったり、痛みを感じたり

試行錯誤の連続でした。

26

合わせて小さい、
薄い、
細いなどサイズ

ワイヤーの販売を開始しました。

けれども２０１１（平成 ）年３月
23

22
夢シティちば 2018年₄月号
夢シティちば 2018年₄月号

23

代表取締役／大薗 穂積
住
所／千葉市中央区末広4－24－1
ドミール末広100号
電
話／043－308－5094
▲骨折部を整復する際に用いられるJSピンシステム

1

▲鎖骨骨折治療用プレート「グラビクルプレート」
プレートの厚さは1.6㎜と薄く、他社製品（下）に比べて10％以上薄い
▲鎖骨形状にあわせたアナトミカルデザイン
※アナトミカル＝「解剖学的な」という意味。人間の身体構造に基づいてデザインされている

人材の定着化に大きな影響を与える
入社後の関わり方

まずは、先輩社員の中から新しく入社
した方の育成係を決め、困った時には気
軽に聞くことができる環境をつくりまし
た。次に、直属の上司と育成係の先輩社
員、入社した方の三者で面談を行い、２か

た。メーカー別にみると、２０１６年
のデータでは、トヨタが約 ・ 万台、
三菱自動車が ・ 万台と日系２社が
新車市場の半数以上を占めます。い
すゞ、ホンダ、日産、スズキを加える
と、日系メーカーのシェアは ・ ％
となり、フィリピンにおける日本車の
人気の高さがうかがえます。こうした
市場の拡大に伴い、ローンなどの金融
商品も充実してきています。
他方、二輪車の販売も２０１５年
ごろからペース・アップしました。
２０１５年に 万台だったものが、
年には１１４万台、 年には１３９万
台になっています。経済成長に加えて、
マニラの交通渋滞の悪化なども二輪車
人気を後押ししているとも言われてい
ます。フィリピン政府はＬＲＴ（首都
マニラで運営されているライトレース
システム）や地下鉄など公共交通機関
の整備も進めていますが、その駅まで
行く手段が整備されていないため、結
9

6

16

6

85

16

74

中

■事例
Ｎ社は精密機械の製造・販売を事業と
する会社で、営業事務係２名の退職に伴
い、
採用活動を行いました。人材確保が困
難といわれるご時世ではありますが、２
名の採用人数に対し幸い応募者が数名あ
り、採用することができました。ところ
が、折角採用した方が短期間で退職して
しまうのです。結局６か月間で１名が定
着しましたが、あと１名については７名
の方が入社しては退職し、欠員となって
いる状況でした。

■原因と課題
その後、ご相談を受け、職場の観察や
定着した１名の方、比較的最近入社した
方々にヒアリングを行いました。その結
果、
①入社時に当面の目標や期待が伝えられ
ていない

6

10

吉川 和宏

ました。もし、皆様の職場でも同じようなこ
とが起こっていましたら、入社後の関わり方
を再考してみてはいかがでしょうか？

https://www.jetro.go.jp/world/
reports/2017/02/3d120a0dd1e6bfa
a.html

局、二輪車の方が便利という市民の選
択が背景にあるようです。
さらに、皮肉なことに、交通渋滞は
フィリピンにおける自動車・二輪車タ
クシー配車アプリ（ＵｂｅｒやＧｒａ
ｂなど）のユーザー、そしてサービス
提供者
（車両）
を拡大させました。ユー
ザーにとっては交通手段確保の幅が広
がりますし、サービス提供者にとって
は副収入のチャンスとなります。これ
を受け、当局は配車アプリ事業者の車
両の新規登録を一時凍結していたほど
です。ジェトロでは注目されるマニラ
の「今」を、衣、食、住等を切り口と
して経済データや企業インタビューと
共にとりまとめ、紹介していますので、
以下のページもご参照ください。（ジェ
トロ マニラスタイル ２０１７年３
月）

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
https://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

〈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

フィリピンの自動車・二輪車事情

47

先日出張でフィリピンの首都マニラを訪れたところ、自動車や二輪車でごった返し
ていて、交通渋滞のすごさに驚くとともに、とても活気を感じました。フィリピン
の自動車・二輪車事情を教えて下さい。

実は、フィリピンは近
年、ＡＳＥＡＮ カ国の
なかでもトップクラスの
スピードで経済成長して
いる国です。ライバルであったタイ、
インドネシアに差をつけられ、後発の
ベトナムには差を縮められ、一時期は
「アジアの病人」
とまで揶揄されました
が、６年連続で概ね６％を超える成長
を続けています。従来、フィリピン経
済はおよそ１，０００万人の海外出稼
ぎ労働者からの送金による個人消費が
けん引役でしたが、近年はそれに加え
て投資の寄与度も増大しています。
安定した経済成長を背景に個人所
得 も 上 が り、 フ ィ リ ピ ン で は 特 に
２０１３年頃から自動車の販売ペース
が早まってきました。それまで販売台
数が年間 万台前後だったものが、一
気に数倍になったのです。２０１７年
は、増税前の駆け込み需要もあり、前
年比 ％増の ・ 万台を記録しまし

Ａ Q

10

中小企業診断士

月後に「どのような姿」になっていただ
②育成プログラムが全く整備されていない
きたいのか、目標や期待を明確に伝える
③わからなくなった時に、周りの方に気軽
ようにしました。Ｎ社の場合は、
「営業シ
に声を掛けられない雰囲気がある
ステムの基本的機能を理解し、受注入力
等のことが見えてきました。
や元票出力などの基本操作が一通りでき
今まで入社し退職した方々も、早期に
るようになる」といった感じです。また、
仕事を覚えて戦力になりたいと頑張って
このような姿になるための育成プログラ
いたことと思います。しかし、
いつまでに
ムを整備し、入社１ヵ月目は営業システ
何をどれくらいできるようになれば良い
ムの基本入力業務や定型入力業務の習得、
のかもわからず、困っても周りの方に聞
２ヵ月目はそれらを一人で入力できるよ
くこともできない状況が長く続くと、人
うになるまで、育成プログラムに沿って
はやがて苦痛や疎外されているという感
情を抱くようになります。Ｎ社の場合は、 ＯＪＴを行いました。さらに、チェック
リストを作成し習得の進捗確認も行なう
仕事が合わないということより、これが
ようにしました。このように積極的にコ
退職の大きな理由となっていました。
ミュニケ―ションを取り、意図的・計画
■解決策
的にＯＪＴを行なうことは、とても効果
があり入社した方も定着するようになり

今月よりこの「中小企業診断ナビ」を担当させていただくこととなりました中小企業診断士の吉川和宏と申します。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
早速ですが、４月は新入社員など職場に新しいメンバーを迎える企業様も多いことと思います。縁あって入社された
方々ですので、しっかり育ち、戦力となっていただきたいですよね。皆様の職場では、新しいメンバーを迎えるにあた
り、どのような準備をされているでしょうか？
実はこの入社時の受入れ体制が整備されているか否かは、人材の定着と育成に大きな影響を与える要素となります。

ナビ
18

24
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企業診断
小

編集：千葉商工会議所

中島実行委員長から「ちーバル

挨拶後、ちーバル実行委員会の

まちづくり協議会の竹内会長の

会を実施した。千葉市中心市街地

討していただける団体向けに説明

バル２０１８」と連携企画をご検

る食べ・飲み歩きイベント「ちー

ル特別部会は、今年で７回目とな

心市街地まちづくり協議会ちーバ

部会長の閉会の挨拶まで各団体間

とした。ちーバル特別部会の山本

ながら実行委員会で検討すること

た団体等を含めて連絡調整を図り

画を実施するかは、今回交流でき

ことができた。今後どのような企

名刺交換も行われ、交流を深める

会を行った。その後は団体同士で

ンバーと連携等について意見交換

分かれ、ちーバル実行委員会のメ

カー等の約 団体が各テーブルに

ちーバル２０１８始動！
平成 年３月９日㈮、千葉市中

２０１８」の企画説明があった。
た。

説明会はメディア関係、協力施設、 との活発な意見交換がおこなわれ
行政関係、組合関係、飲料メー

国会議事堂・迎賓館及び
和風別館視察研修会を開催

館視察研修を行いました。
当日は３月下旬の陽気で風もな
く穏やかな一日でした。

●８月 日㈫
＠中央公園
ｆｕｎｋｙ ｆｒｅｓｈ
ｆａｃｔｏｒｙ

平成 年度
まちづくり協議会支援イベント
●５月３日㈭㈷～６日㈰
＠中央公園
食楽ＩＣＨＩＢＡ
●５月 日㈯
＠きぼーる
栄町お琴教室
●７月 日㈫～ 日㈰
＠中央公園
第１回おつまみフェス＆
ビール祭り
●７月 日㈰
＠きぼーる
ファイト！ファイト！
きぼーる
ちば！
●８月 日㈰
＠中央公園
ＢＲＯＴＨＥＲ

●９月８日㈯
＠中央公園
ちば越中おわらの夕べ
● 月 日㈬
＠中央公園
ちーバル２０１８
栄町・富士見１エリア
● 月 日㈬
＠中央公園
ちーバル２０１８
中央蓮池エリア
● 月 日㈰
＠きぼーる
第 回きぼーる
フラメンコ２０１８
（３月 日時点）

歴代総理大臣の似顔絵の本やクリ
アファイル、お菓子などを買い求
め楽しみました。
その後、ネオバロック様式の素
晴らしい洋風宮殿建築の迎賓館に
向かいました。
室内の装飾に京都西陣の金華山
織が張られていたり、床は桜花を
織り出した段通が敷かれ、鎧、兜、
剣、日本の四季の花々などが天井
や壁などに施され、日本的な雰囲
気が醸し出されているところに風
情を感じました。
外国の賓客をお迎えするにふさ
わしく立派で想像以上でした。
庭園と和風別館は外国の方々に
落ち着いた日本らしさを十分味わ
っていただける
粋を集めた造り
で趣があり、日
本をアピールで
きる素晴らしい
建物でした。
会員一同、新
発見できた楽し
い視察研修でし
た。
この度の視察
研修では当女性
会員の門山美千
代さんのご協力
をいただきまし
た。
櫻木委員長

31

30

外部交流研修委員会の活動として、２月 日㈭に、国会議事堂・迎賓館の
視察研修会を開催しました。
髙梨会長は、オリンピック・パラリンピック特別委員会出席のため欠席と
なりましたが、当日の朝、お見送りいただきました。晴天にも恵まれ、終始
和やかな雰囲気の中、会員同士の絆も更に深まりました。

外部交流研修委員会
参加者 名で国会議事堂・迎賓

21

10

31

18

22

皆さん国会議事堂見学は、一度
は経験しているが、
迎賓館見学、
と
りわけ和風別館は初めてでした。
国会議事堂は 年の歳月を掛け
て完成した格調高い建築です。
衆議院議本会議場では、議会が
始まる前のマイクテストを念入り
にしていました。
天皇陛下の御休所、貴族室、中
央広場と 都道府県の県木が植え
られている庭園を見学しました。
昼食は予約をしておいた、カツ
カレーと国会幕の内弁当で、どち
らも美味しく
いただきまし
た。
国会土産は

10

10

11

14

30

12

17

22

in

16

竹内会長
山本部会長
中島実行委員長
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中心市街地NEWS
女性会

〈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 FAX043-227-4107

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

まちづくり事業情報

月

日㈭〜

月

日㈯に岐阜

県にて『日本商工会議所青年部第

りました。経営開発委員会の田中で

桜の蕾が花咲いて心躍る季節とな
ーですので映像を交えた講演と言う

ました。有村氏が映画コメンテータ

工会議所小売部会共催オープン講演

商工会議所観光・サービス部会、商
クで約 時間半の講演で大変盛り上

楽しみ方を有村氏のコミカルなトー

ミュニケーション術の伝授や映画の

す。２月定例会 商工会議所青年部、 また新しい形態での挑戦でした。コ

会を開催致しました。講師は映画コ

した。今回沢山の方にお声がけをさ

す～」というテーマで講演を行いま

ン術～あのワンシーンを経営に活か

て「映画から学ぶコミュニケーショ

メンテーターの有村昆氏をお迎えし

引き続きご支援の程宜しくお願い致

本当にありがとうございます。また、

です。発揮出来る場を与えて下さり

しい試みに挑戦する事も多い青年部

がる事が出来ました。これからも新

祝いをさせていただきました。

分科会は岐阜県連に所属する各務
ェルカムボードに、恵那ＹＥＧメンバ

したが、懇親会場に設置していたウ

本当に全ての行程が素敵な設えで

と思います。

出来る対外事業に参加していきたい

食、おもてなしを体感し、学ぶ事の

が集い、各地域の歴史、産業、文化、

〈新入会員紹介〉

原ＹＥＧ、高山ＹＥＧ、関ＹＥＧ、恵
ーが恵那分科会 に参加した１００

これからも全国からＹＥＧの仲間

経営開発委員会 田中あすか

します。

1

せていただく為に、初めて第 会場
を作りました。お陰様で２８３名と

の卒業式を行い、千葉ＹＥＧも今年

沢山の参加者をお迎えする事が出来

初の水力発電ダム、そのダム湖であ

度卒業メンバーの幟を用意し、お世

ール原紙生産』の見学、体験をさせ

話になった感謝の気持ちを込めてお

る景勝地『恵那峡』と、恵那の水と

が開催され、千葉ＹＥＧとしてはＯ
ていただきました。

回全国大会岐阜かかみがはら大会』 森が作った日本一の地場産業『段ボ
Ｂの先輩方にもご参加いただき、総

那ＹＥＧ、美濃加茂ＹＥＧ、可児Ｙ

対外交流委員会

大海

名の各会社の前で撮影した写真が貼

勢 名で参加して来ました。

2

ＥＧの 単会にて、 分科会の設え

委員長 高野

接骨院、鍼灸院
不動産管理業
弁護士

られていた事には 番感動しました。
記念事業では今年度卒業メンバー

☎043－239－7092

☎043－223－5106

をしてくれました。
私は恵那分科会 に参加し、日本

㈱アテンド

☎043－254－5422
千葉オフィス

16

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37回全国大会
岐阜かかみがはら大会に参加しました！
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㈱須藤ビル
ベリーベスト法律事務所

6

英泰

17

1

1

金

陽介

2
1

（きむ よんて）
（すどう ようすけ）

横川

裕進

須藤

（よこかわ ひろみち）

37

15

2月定例会・オープン講演会開催
2
21

青年部通信
千葉商工会議所

日本商工会議所青年部

〒260-0013 千葉市中央区中央2-5-1
千葉中央ツインビル2号館13階
TEL 043-227-4101

小企業・小規模事業者にとって、若年層を中心とした人材の確保が難しくな
っています。そうした中で女性や高齢者、外国人などの多様な人材の採用を
積極的に進めることが求められています。千葉商工会議所内に開設された高
齢者活用相談窓口の高齢者活用相談アドバイザーである増田順也さんに具
体的な事業内容を伺いました。

〈高齢者活用相談窓口とは〉
千葉商工会議所は２０１７年９月１日㈮に、多様な人材の活用を支援す
るための一環として、現時点ではまだ十分に活用が図られていない 歳以

こしなどをはかります。

リンピック関連事業等で賃金が上がり、
業が人員を確保できず、仕事が受注で

千葉県内から人が流れており、地元企

現在の日本の労働力をみますと、有

す。千葉県に限らず、東京のベッドタ

きないという切実な事情を抱えていま

月）が１・ 倍で、正社員だと ・

効求人倍率の全国平均（２０１８年１

中小企業の人材は
不足している

２０２０年の東京オリンピック・パラ

か、千葉商工会議所の会員企業を訪問して高年齢者受け入れ需要の掘り起

た、求職者データベースを活用して、企業と求職者のマッチングを行うほ

れた専任の相談員が窓口で求職および求人に関する相談に応対します。ま

グ事業を手掛ける「パーソルテンプスタッフ株式会社」と提携し、派遣さ

の相談窓口を設け、紹介業務を開始しました。人材派遣・アウトソーシン

上の高齢者の地元中小企業・小規模事業者への就職を促進するため、専門

60

率 ・ 倍、正社員０・ 倍は１人に
有効求人倍率を加味すると東京都内に

は重要な課題です。

大手企業ではなく、中小企業や小規

高齢者の経験やスキルを
企業経営に活用する
な理由から地元の特に中小企業や小規

現在、 歳定年で、 歳までは継続

す。

イントとして、高齢者の存在がありま

保していけばいいのか。課題解決のポ

模事業者は優秀な人材をどのように確

の有効求人倍率は５倍以上となって

顕著な例が建設業で、建設技術者

ています。

模事業者は人材不足・人手不足に陥っ

流出している事も想定でき、そのよう

的な企業運営をするには労働力の確保

ウンでもある周辺地域では労働人口の

43

す。これに比べて千葉県は有効求人倍

1

88

満たない状態です。千葉県の労働力は

34

おり、この大きな理由の一つとして、

65

歳ぐらいまでは仕事をしながら社会

も多いんです。多くの場合、健康年齢

り、そこで仕事をしたい」と考える人

れていたが、親の介護などの事情で戻

「もう少し、仕事をしたい」
「地元を離

雇用する企業が約８割を占めています。

60

高齢者人材活用相談事業
〜シニア人材の経験やスキルを
中小企業・小規模事業者の経営に生かす〜
高齢者活用相談窓口

高齢者活用相談窓口

有効求人倍率がバブル期並みの水準になるなど人手不足感が高まり、中

千葉商工会議所

倍となっており、東京都の有効求人倍

14

減少が社会問題となっています。永続

1

率は ・ 倍で完全な売り手市場とな

59

08

っており、しかも正社員は ・ 倍で

2

1

と関わっていきたいという意識を持た
れています。
今後、労働人口の減少が避けられな
い中で、永続的な企業運営のための労
働力確保には高齢者の力が不可欠です。

30
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70

特集
高齢者人材活用相談事業／高齢者活用相談窓口
特集

特集

開催中〜
会

高齢者人材活用相談事業／高齢者活用相談窓口

江戸時代中後期、全国各地で「ご当地絵師」とも呼ぶべき個性的な画人が
輩出されたのをご存知ですか？
本展では北海道から長崎まで、各地から大集結した実力派絵師達の作品、
さらに上方や長崎で制作されたご当地の版画作品まで、約190点が一堂に会し
ます。博物学の興隆や明清絵画の流入、そして画人達の活発な交流によって
豊かに広がるその世界は、
まさに百花繚乱！各地いちおしの絵師（うまいもん）
との出会いを通して、江戸絵画の豊穣を体感してください。

5/20㊐

期： 開催中〜5月20日
（日）

開館時間： 10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）
※入場は会館の30分前まで

休 館 日： 5月7日
（月）
観 覧 料： 一般1,200円（960円）
大学生700円（560円）

出典：みずほインサイト「少子高齢化で労働人口は4割減 労働力率引き上げの鍵を握る働き方改革」より引用（2017年5月31日付）

っていたとか、経理・財務のスペシャ

リストの経験を持っていたりします。

人材確保の新たな選択肢として
窓口を活用してほしい

ルを持っているか、それらが企業に取

会員企業から求人が出始め、企業側か

シニア求職者がどのような経験やスキ

昨年９月１日㈮に千葉商工会議所内

って大きな武器になることをみていた

ら期待が寄せられています。年齢は問

昨年９月に設置された
高齢者活用相談窓口

に高齢者活用相談窓口が開設されまし

だきたいですね。

30

窓口開設から半年ほどが経ちますが、

た。
「パーソルテンプスタッフ株式会

60

わない実力主義の会社も増えています。

製造業では素材などの知識なども必要

一方で、勤務条件は 歳以上の週

時間以上のフルタイム従事者あるいは

20

社」
（パーソルグループの「派遣・Ｂ

ＰＯセグメント」中核会社であり、人

富な方が対応されると顧客の信頼を得

ですし、生保・損保系企業は知識が豊

求職者の方々のご希望も多様です。フ

ることができます。今までの事業を拡

週 時間未満の短時間労働者ですが、

ーシング、官公庁受託事業等のサービ

ルタイムを希望する人も、年金受給し

材派遣、ビジネス プロセス アウトソ

スを提供）と業務提携し、派遣された

特に短時間労働を希望する人が単独

求職者には、職務経歴書などでこれ

大したい、事業の幅を広げる知識がほ

で企業と交渉しながら就活をするのは

までのことは分かりますが、対面での

専門の相談員が現在は週２日（火・木）
、 ているので短時間労働で働きたいとい

難しいので、マッチングする場所が必

ヒアリングをして、何をしたいとのぞ

しいという企業にこそ、シニア雇用を

要となります。この窓口はパーソルテ

んでいるのか、どんなことが生かせる

う人もいらっしゃいます。

ンプスタッフ株式会社と提携し、専門

か、これからのことをお聞きし、その

相談にあたっています。

相談内容は、求人を希望している中

の相談員の配置や同社の求職者データ

特性を生かせる企業をお探ししたいと

60

お勧めしたいと考えています。

小企業や小規模事業者、また年齢 歳

ベースを活用することでそうしたサー

思います。

以上の方で、千葉市内への就職を希望

ビスの充実をはかります。また、千葉

する求職者です。

また、受入企業等の掘り起こし（専

商工会議所会員企業が採用された場合、

「労働」も大きな要素だと考えていま

す。
千葉で暮らす人々に千葉で働き、
千
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場所：7階企画展示室

と思っていますので、どんどん窓口を

期間：4月28日㈯～5月20日㈰※休館日5月7日㈪
時間：9：00～17：00
料金：大人700円、高校生450円、小・中学生250円（常設展示含む）

ご活用ください。

今回は、人気の恐竜をテーマにした企画展です。「恐
竜研究室」「恐竜ものがたり」「恐竜プレイ広場」の3
つのコーナーで展開します。
「恐竜研究室」では、さわれる恐竜の化石をはじめ、
恐竜造形家の第一人者の荒木一成が創るリアルに復元
された恐竜模型やティラノサウルスの最新の恐竜研究
を紹介。また「恐竜ものがたり」では、恐竜誕生から
絶滅までを紹介する恐竜のからくり装置が登場。さらに、
「恐竜プレイ広場」では描いた絵が草原をかけまわる
お絵かき恐竜や自分の体で動かすバーチャルアロサウ
ルスなどの体験型コンテンツが充実。
この春は、千葉市科学館で驚きと発見があふれる恐
竜の世界を楽しもう。

会員企業と
求職者のマッチング

門相談員と千葉商工会議所職員による

請求金額の最大 ％が割引される優遇

（常設展示もご覧になれます）

20

地方創生のキーワードとして、
「人」

会員企業への訪問）や、会員企業と求

措置がなされます。

葉で消費していただく。そうした形で

会場：７階企画展示室
料金：大人 700円、高校生 450円、
小・中学生 250円

職者のマッチングを行っています。

現在、企業向けのＰＲは行われてい

GW企画展「わくわく恐竜ランド」

それで分かったことですが、シニア

〒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

地域創生が理想的だと考えていますし、

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

ますが、求職者向けのＰＲが必要だと

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

片山陽谷《猛虎図》
三幅対のうち左幅 個人蔵

＝お年寄りというイメージを抱いてい

山本梅逸《花卉草虫図》
名古屋市博物館蔵
（展示期間：4/6〜5/6）

そのためにもこの窓口で中小企業・小

4月28日
（土）
14：00〜（13:30開場予定）／11階講堂にて／先着
150名／聴講無料

考えており、ハローワークにも働きか

■市民美術講座
「６つのキーワードでたどる百花繚乱列島」

る方がとても多いんです。けれど実際

千葉の
「うまいもん」
が大集合！お食事やお買い物をお楽しみくださ
い。こどもの日にちなんで「鯉のぼりワークショップ」も開催します。
5月5日(土・祝)11:00〜17:00／1階さや堂ホールにて

30

けを行っています。

■千葉のうまいもん！市

はそうではない。実は窓口にいらっし

【講師】
神谷浩
（名古屋市博物館副館長）
4月21日(土)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

ゃるシニアの方は大手電機メーカーで

■講演会「尾張名古屋は西か東か？」

機械の設計を 年以上手掛けてきたと

【関連イベント】

か食品会社の内部統制や品質管理をや

※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

夢シティちば 2018年₄月号

32

