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今月の表紙

編集者のひと言

今年度の表紙は、東京2020オリンピック・パラリンピック
をテーマに表紙を飾ってまいります。
初回を飾るのは千葉県内で開催される8競技のうち7競
技（レスリング・フェンシング・テコンドー・シッティングバ
レー・ゴールボール・車いすフェンシング・パラテコンドー）
の会場となっている幕張メッセです。
また、新たなコーナーとして、オリンピック開催まで競技の
紹介や見どころや動向などを紹介します。500日を切り今後
市内で様々な国際競技大会やイベントが行われますので、ぜ
ひご覧いただき、足を運んでいただければと思います。

3月下旬は、20度を超える陽気が続いたり、急に朝晩が
冷え込む日もあったり、まさに「三寒四温」のような日々が続
いています。風邪や花粉症に全く縁のない私ですが、今年は
蕁麻疹が出て困っています。蕁麻疹の7割は原因不明といわ
れているそうで、ストレスなのか季節の変わり目だからなのか
何なのか。
。
。とりあえず、皮膚科に行って飲み薬と塗り薬を
処方してもらって対処しています。処方箋の効果なのか身体
が慣れたのか症状は治まってきましたが、原因がどこにある
のかが一番気になるところです。
（企画広報課 E.M.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

株式会社 京葉美装
代表取締役

２００６（平成 ）年、千

心の琴線に触れました。

分の喜びになるんだなぁ」と

國𠮷 晃甲

戦後、まだ街並みが木造家屋ばかりだった昭和 年代、県内のビルメンテナンス
業の草分けとして創業した株式会社京葉美装。市内４カ所のコミュニティセンター
の指定管理者としてもオリジナリティ溢れる
「自主事業」
を展開し、地域の方々に喜
びと感動を発信する２代目社長・國吉晃甲代表取締役にお話を伺いました。

千葉市にビルの無い昭和 年代に創業、
時代とともに成長
ビルメン テ ナ ンス 会 社 の
草分けとして父が創業
当社は１９６０（昭和 ）
年、大学を卒業したばかりの
父が創業しました。父は学生
時代に都心のビルでお掃除の
アルバイトを経験し、千葉市
に当時ビルの無い時代に創業
した、今でいうベンチャー企

や目的、気持ちを伝え、基礎

大勢の職人さんに作業の方針

会社とのお付き合いを続けさ

ゼネコン系ビルメンテナンス

るなど、現在に至るまで一流

年ほど現場監督を務めました。 業などで取引先になって下さ

に、指定管理者が様々なイベ

のは維持管理する施設を会場

ありました。自主事業という

業を行うこと」という要望が

入。その募集要項に「自主事

葉市が指定管理者制度を導

からしっかり造ることを心が

せていただいています。

す。当社は当時、市内の区役

ントを企画・開催することで

けながら、現場で１日２～３
千人もの職人さんをまとめて
いくのが仕事。これが大変勉

私 は 千 葉 青 年 会 議 所 で、

が、価格競争に巻き込まれな

清掃業務を担当していました

所とコミュニティセンターの
特に父から会社を継いでく

数々の地域イベントの実行委

い企業の独自性やブランディ

青年会議所時代に培った
イベントづくりへの想い

れと言われることもなく、順

員を務めました。特に２００

ングの必要性を常に感じてい

強になりました。

調にサラリーマン生活を送っ

２（平成 ）年、
サッカーＷ杯
視できません。自分なりにい

企業としては後継者問題を無

親子三代夏祭り前夜祭実行委

葉市に滞在した際の事務局や

ではアイルランド選手団が千

その後、日本は高度成長時

する立場となってからも、竹

た。建物を造る立場から保守

ました。

ていたのですが、やはり中小

ろいろ考えて１９９８（平成

員長等を担当したことで「地
その翌年、 歳で京葉美装

代を迎え、ビルの建設ラッシ

中工務店やＪＶでお世話にな

き、工事現場の清掃や完成し
たビルのメンテナンス、警備

域の人の笑顔が、こんなに自

）年に退職しました。
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業だったと思います。
昭和 年生まれの父は今も
健在で、相変わらずのきれい
好き。相談役として、社員を
指導してくれています。私も
現職を天職と確信し、父の先
見の明に感謝しています。

に入社。社長である父を支
えるべく常務や専務職を経
て、 歳で社長に就任しまし

ュとともに当社のビルメンテ

った清水建設等の上司や仲間

し、竹中工務店に就職して

私は大学の建築学科を卒業

に業績を伸ばしていきました。 には公私ともにご指導いただ

ナンス業もおかげさまで順調

建設業界最大手の現場で
人をまとめることを学ぶ

30

34
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「近年、
国内の労働力不足が深刻で、
当社においても例外ではありませんが、
高齢者や外国人、
障害者の方はもちろん、
若者にも選んでもらえるような魅力ある企業づくりを目指しています」
と國吉社長。
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株式会社 京葉美装
くによし・こうき／1964（昭和39）年生まれ。大学卒業後、建設業
界最大手の竹中工務店に就職。数々の大規模プロジェクトで現場監督
を務める。1998（平成10）年に竹中工務店を退職し、翌年、京葉美
装に入社。2002（平成14）年、2代目の代表取締役に就任。
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”

経営

で竹中工務店や清水建設等の
大手企業さん、直接取引の地
元中小企業さん、そしてホテ

建設ラッシュとなっているホ
ちろん若者にも魅力ある企業

ながら、外国人や高齢者、も

イベント運営という地域貢献で、本業が
よりいっそう輝きを増す
頭２０２０」の企画準備に注
テル業務のニーズが急増して

ル事業の３つをうまく補完し
力しています。
を目指して、社内整備を進め

当社は施設の清掃や維持管
輝きを増すための地域貢献の

主体のビルメンテナンス業に
主にベッドメイクなど客室整

２００人、その８割が外国人。

０人のうちホテル関連事業が

考えました。

会的責任）活動につながると

地域貢献、ＣＳＲ（企業の社
今後も一隅を照らすイベント

業に成長していると実感し、

イナスでなく、素晴らしい事

導をしています。また 歳以

の部下がつくよ」と丁寧な指

くゆくはあなたの下に日本人

員として活躍しています。「ゆ

川区畑の４つのコミュニティ

区鎌取、花見川区幕張、花見
一同励んでまいります。

ら日本創生 を合言葉に社員

センターの指定管理者となり、
スポーツ大会や講演会、東日
本大震災の被災地や拉致被害
者支援イベントなどを多数開
催。手探りで企画していくう
ちに地域のボランティアが集
まり、千葉市をはじめ社会福
祉協議会やロータリークラブ

等も提携して下さるなど、多

くの協力を得て毎回大盛況と

なっています。
現 在、今 年 ６ 月 ９ 日 開 催

「第一回高校ダンス・パフォ

外国人や高齢者が
いきいき働ける環境整備
近年は東京２０２０に向け

ンピック・パラリンピックの機運醸

（当所会頭）
）は、東京２０２０オリ

議会」
（会長＝佐久間同連合会会長

「みんなで応援！千葉県経済団体協

いにする運動を展開するとしている。

県内開催競技のチーバくんでいっぱ

葉県内をスポーツ応援チーバくんと

００日前イベントを契機として、千

０オリンピック・パラリンピック５

占め、２年前には元気な 歳

上の割合も全従業員の７割を

60

の新入社員が、コミュニティ
センターの窓口業務に就いた
という実績もあります。
今後はビルメンテナンス業

月 日㈪、千葉県、千葉市、一

５００日前イベントで
当所の取り組み事例を発表

Ｑ 愛読書は？
Ａ 矢沢永吉「成りあがり」を読み、そ

リンピック・パラリンピックまで５

体協議会が主催し、東京２０２０オ

宮町、みんなで応援！千葉県経済団

と連携し、スポーツを応援するチー

んなで応援！千葉県経済団体協議会

を発表した。その中で、
当所では、
み

教育機関をはじめ、当所も取り組み

第２部の事例発表会では、企業や

００日を記念したイベント「
『あと

バくんを活用した「ステッカー」と

開催される８競技の代表者らが、競

フォーラムの第１部では、県内で

た。

インバウンド対応について紹介をし

会を景気とした中心市街地の活性化、

など各競技の魅力をアピールした。

技の見どころや選手などを紹介する

う！』フォーラム」が開催された。 「のぼり」の展開や、
スポーツ競技大

５００日！オール千葉で応援しよ

18

ーマンス選手権〜東京五輪音

り、同協議会は、ステッカーとのぼ

成に向けた経済界の取組方針や要望
佐久間会頭は、「今回の運動により

Ｑ 趣味は？
Ａ 施設管理を行うコミュニティセンター

80

まず稲毛区穴川、
その後、
緑
で コミュニティセンターか

10

た竹中工務店を退職する時いただい
た「一流になれ」
という言葉。自分自
身はまだまだですが、一流の方とのご
縁で一流に近づけると思っています。

Ｑ 座右の銘は？
Ａ「一念岩をも通す」「遊動一致」。ま

”

から毎月２回、公開生放送するインタ
ーネッ
トテレビ「千葉コミュニティTV」
を企画からＭＣまで担当しています。
各界で活躍の一流著名人をお招きす
るのがライフワーク。

3

東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けた
「オール千葉」の機運醸成へ
月 日㈬、千葉県商工会議所連

書をまとめ、森田県知事に提出した。

県内開催競技の認知度が高まるとと

りを作成し、 月 日の東京２０２

千葉県では、新たに発表したスポ

もに、「オール千葉」の参加意識高揚

合会など県内経済 団体で組織する

ーツを応援するチーバくんの新デザ

の中からデール・カーネギー「人を動
かす」、
「道は開ける」へ読書の世界
が広がりました。近年は、
「千葉コミ
ュニティTV」ご出演者の御著書を都
度拝読しています。

“

Q &A
國𠮷社長

につなげたい」と述べた。

18

ていきたいと思います。

います。当社は全従業員７０

理についてはプロフェッショ
形です。しかし労力はかかっ
備を担当し、現在 人が正社

イベント運営は、あくまで

ナルです。そこに自主事業と
ても、トータルでは決してマ

手探りでスタートした
自主事業で地域貢献

いう要素を加えれば、独自の

▲ウィルチェアーラグビー応援事業『千葉ロータリーカップ』
▲福島復興支援事業『LOVE！ 福島！
！』

4
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3

6

インの積極的な活用を呼び掛けてお

▲当所の取り組みを紹介

6

3

▲コミュニティセンターから公開生放送「千葉コミュニティ TV」
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Tsurigasaki Surfing Beach
Ichinomiya Town

Sitting Volleyball

ヨーロッパで発達した剣術がもとに

なった競技です。
「ピスト」
と呼ばれる

韓国で戦後、国技として普及した、足

を使った攻撃が特徴的な競技です。攻

的
に
判
定
し
ま
す
。
「
か
か
と
落
と
し
」
や

撃が有効か無効かは、防具に付けた電

Surfing
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後
ろ
回
し
蹴
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な
ど
の
華
麗
な
大
技
は

長
方
形
の
試
合
場
の
な
か
で
２
人
が
互
い

子センサーが機械的に判定します。
「か

サーフィン

かと落とし」
や
「後ろ回し蹴り」
などの華

colorsmagyoge

得
点
も
高
く
、
見
ど
こ
ろ
で
す
。

に
向
き
合
い
、
剣
を
用
い
て
攻
撃
・
防
御
を

長方形の試合場の中で２人が互いに向

Wrestling

き合い、剣を用いて攻撃・防御をしま

レスリング

す。
「フルーレ」「エペ」「サーブル」
の３

３
種
目
が
あ
り
ま
す
。

麗な大技は得点も高く、見どころです。

西
暦
４
０
０
年
頃
、
古
代
ポ
リ
ネ
シ
ア
人
た

種目があります。

め
ら
れ
た
時
間
内
に
、
波
を
乗
り
こ
な
す

西暦４００年頃、古代ポリネシア人た

技
の
点
数
で
勝
敗
を
決
め
ま
す
。
良
い
波

古代オリンピックにおいても主要競技

を
つ
か
む
た
め
の
選
手
同
士
の
駆
け
引
き

の点数で勝敗を決めます。良い波をつ

Wheelchair Fencing

かむための選手同士の駆け引きも、勝

車いすフェンシング

も
、
勝
敗
の
カ
ギ
と
な
り
ま
す
。

ちから始まったとされる競技です。決

Para-Taekwondo
敗のカギとなります。

１９６０年の第１回ローマパラリンピッ

ク大会から正式競技として行われていま

す。
「ピスト」
の上に固定された車いすに

座った選手が、相手を剣で突いてポイン

夢シティちば 2019年₄月号

パラテコンドー

で
攻
防
す
る
格
闘
技
。
組
み
合
う
緊
張
感

のひとつで、世界最古の格闘技と言わ

提供：一般社団法人全日本テコンドー協会

が
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
で
す
。

韓
国
で
戦
後
、
国
技
と
し
て
普
及
し
ま
し

●競技開催日程
オリンピック競技

協力：公益社団法人日本フェンシング協会

フェンシング
Fencing

フェンシング
2020年7月25日～8月2日
テコンドー
2020年7月25日～7月28日
レスリング
2020年8月2日～8月8日
サーフィン
2020年7月26日～7月29日
パラリンピック競技

ゴールボール
2020年8月26日～9月4日
シッティングバレーボール
2020年8月28日～9月6日
パラテコンドー
2020年9月3日～9月5日
車いすフェンシング
2020年8月26日～8月30日
●会場

提供：一般社団法人全日本テコンドー協会

テコンドー
Taekwondo

‼

集

２０２０年、オリンピック・パラリンピックまであと５００日

シッティングバレーボール

特

千葉県で開催する競技をご紹介します

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催ま
であと５００日に迫りました。
千葉県では８競技が開催されます。千葉市の幕張メッセは東京
都を除く自治体で最多の７競技、一宮町の釣ヶ崎海岸サーフィン
ビーチはサーフィン１競技の会場となっています。
今回は、全競技種目と競技会場を紹介します。次回からは各競
技のルールや見所などを詳しく紹介していきます。

釣ヶ崎海岸サ－フィンビーチ
一宮町

められた時間内に、波を乗りこなす技

ラリンピック大会で初めて、正式競技

一宮町

れています。マット上のサークル内で、

に決定しました。上肢に障がいのある

Makuhari Messe
Chiba City

Goalball

２人の競技者がタックルや投げ技など

もった人たちのために考案された競技

選手がヘッドギア、ボディープロテク

ゴールボール

素手で攻防する格闘技。組み合う緊張

です。床におしりをつけ、座った姿勢

ク
大
会
か
ら
正
式
競
技
と
し
て
行
わ
れ
て

千葉市

幕張メッセ
千葉市

感が見どころのひとつです。

でプレーする６人制のバレーボールで

トを競います。剣のコントロールとスピ

7

を
剣
で
突
い
て
ポ
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ン
ト
を
競
い
ま
す
。
剣

１
９
５
６
年
に
戦
争
な
ど
で
負
傷
し
障
害

パラテコンドーは２０２０年の東京パ

ために考案された競技です。１チーム

ターなどを装着し、足技で戦います。

ードが勝負を分ける大きなポイントです。

け
る
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

ク
大
会
で
初
め
て
、
正
式
競
技
に
決
定
し

１９５６年に戦争などで負傷し障がいを

３人の選手が目隠しを着用し鈴入りの

す。コートは一般のバレーボールより

ま
す
。

覚
に
障
害
を
受
け
た
軍
人
の
リ
ハ
ビ
リ
の

第二次世界大戦後のヨーロッパで、視

ボールを使って戦います。音を頼りにプ

も狭くネットも低く設定されています。

低
く
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

の
選
手
が
目
隠
し
を
着
用
し
鈴
入
り
の

覚に障がいを受けた軍人のリハビリの

レーするため観客は静かに観戦します。

め
観
客
は
静
か
に
観
戦
し
ま
す
。

Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 in Chiba Prefecture

Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 in Chiba Prefecture

幕張メッセ/
千葉市 開催競技
釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ/
一宮町 開催競技

千葉県広報／環境生活部 オリンピック・パラリンピック推進局
事前キャンプ・大会競技支援課

夢シティちば 2019年₄月号
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11

した。

通常議員総会を当所 階第 ホールにて開催

3

81

氏に授与された。

たたえた感謝状が贈られ、ご長男の石井孝昌

に対し、日本商工会議所から、永年の功績を

なお、会議開催前に、故・石井俊昭前会頭

■議案第７号 新会員の加入承認に関する件

つき同意を求める件

■議案第６号 選挙管理委員会委員の委嘱に

■議案第５号 常議員の補欠選任に関する件

を求める件

■議案第４号 専務理事の選任について同意

会計収支予算（案）承認に関する件

■議案第３号 ２０１９年度一般会計、特別

承認に関する件

■議案第２号 ２０１９年度事業計画（案）

会計収支補正予算（案）承認に関する件

■議案第１号 ２０１８年度一般会計、特別

り承認可決された。

次の議案が上程され、すべての議案が原案通

の審議に入った。今回の常議員会・総会では、

議事では、佐久間会頭が議長を務め、議案

る」と話した。

所が担うべき役割はますます重要になってい

「中小企業が直面する課題は多く、商工会議

開会に先立ち、佐久間会頭があいさつし、

1

事業計画

会費収入 113,190（8.9%）

国・県・市等交付金 666,814（52.6%）

事業費 797,684（62.9%）

基金積立金他 21,188（1.7%）
法定台帳負担金 5,270（0.4%）

積立金取崩収入 86,000（6.8%）

人件費 282,716（22.3%）

予備費 10,129（0.8%）
事業収入 351,023（27.7%）

前年度繰越金 45,323（3.6%）

管理費 155,903（12.3%）

我が国の経済状況は、いざなみ景気を

連携して地域が一体となって支援に取り

対応が求められる一方で、様々な機関が

基本方針

超える戦後最長の景気拡大局面を迎え、

組むことが必要であり、地域経済社会を
支える総合経済団体たる商工会議所はこ
うした課題解決において中心的役割を果
などの影響を受け、未だ景気回復を実感

パラリンピック競技大会の開催が次年度

また、２０２０年東京オリンピック・

たすことを期待されています。
しづらい厳しい経営環境にあります。当

に迫っています。千葉県内で開催される
競技の内、 競技が幕張メッセで開催

所によるこの１年間の景気動向調査をみ

深刻化や原材料価格の高騰、消費の低迷

しかしながら、中小企業は人手不足の

います。

全体的に緩やかな景気回復基調が続いて

第一

～「新たな千葉の時代を拓く総合力の展開」へ向けて～

２０１９年度

【一般会計・特別会計】

ても、景況感は低い水準で推移していま
す。
引上げが予定されており、中小企業では

機会です。当商工会議所は競技開催都市

り、千葉市の魅力をアピールする絶好の

を持続していく上で重要な事業年度であ

こうしたことから、本年度は景気回復

とが期待されています。

を通じて経済効果を各地に波及させるこ

貢献してまいるとともに、そうした活動

入への対応や深刻化する人手不足への対

わけ、消費税率引上げ・軽減税率制度導

決するのは難しい状況にあります。とり

り、それらの課題を個々の企業自らが解

がら、中小企業は多くの課題を抱えてお

揮していくことが不可欠です。しかしな

業を推進してまいります。

地域経済の活性化を目指し、以下の諸事

ともに関係機関・団体との連携のもとで、

役議員をはじめ広く会員の協力を得ると

年度においては、これらの取組を通じて、

とで地域経済も活性化します。２０１９

であり、地域の中小企業が活力を得るこ

地域経済の活性化は商工会議所の使命

応、円滑な事業承継の実現などは迅速な

済の屋台骨を支える中小企業が活力を発

ると捉えており、そのためには、地域経

適切な対応が新たな課題となっています。 の経済団体として、大会の成功に向けて

価格転嫁の実現と軽減税率制度導入への

など国内外から多くの来街が見込まれお

されることから、選手や関係者、観光客

7

第２６０回常議員会・第 回通常議員総会
２０１９年度事業計画、収支予算を承認
月 日㈪、第２６０回常議員会・第 回
81

このような中、本年 月には消費税率

8

8
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夢シティちば 2019年₄月号
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（単位：千円）

（単位：千円）

1,267,620

1,267,620

支出合計
収入合計

予算の概要
2019年度
10

14

トピックス

通常議員総会
第81回

2019年度の事業計画と収支予算

●金融機関からの資金調達をサポートします！

お客さま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。

第二 重点事業

⑻ 女性の活躍推進
会員の協力のもと女性経営者等のネ
ットワーク化を促進するとともに、域
内での女性の起業が実現しやすい環境
づくりを進めます。

当協会LINE＠アカウントは検索もしくは

１ 中小企業の持続的発展
２ 人材の確保と育成
⑴ 人材
 不足への対応と多様な人材の活用
人手不足の状況を的確に把握し、新
規学卒者はもとより就業を希望する女
性や高齢者、外国人などの多様な人
材の確保ヘ向け、教育機関や専門事業
者などとの連携を強化し、情報交換や
多様なマッチング機会を設けるととも
に、受入環境づくりを推進します。
⑵ 人材の育成
会員企業が求める人材の育成を推進
するため、会員企業のニーズに沿った
ビジネススクールの開催や各種検定試
験の実施など多様な学習機会の提供を
図るとともに、経営者に向けて人材育

【中小企業・小規模事業者の皆さまを全力でサポートします！
！】 下記QRコードからご登録できます。

努めるとともに、需要動向を踏まえた
テーマのもとに会員企業の特長をとり
まとめ一括した発信
（企業ＰＲ）
などに
より、新たなビジネスや販路拡大の機
会を創出してまいります。
⑹ 新たな事業展開の推進
域内での事業者数の増加や経済活動
範囲の拡大に向けて、新たに創業する
者や第二創業を行う者に対し、専門
家、金融機関等やまた会員の協力をも
得て、広く経営戦略の学習機会の創出
など多様な支援を展開してまいります。
⑺ 円滑な事業承継の実現
団塊世代の経営者が大量引退期を迎
える
「大事業承継時代」
にあって、多くの
事業が円滑に引き継がれていくために、
経営者などが早期の検討、準備に入れる
よう働きかけを強化するなど、当所が運
営する千葉県事業引継ぎ支援センター
や県内の商工団体と連携して、地域一体
となった支援体制の整備を図ります。

本店 ＴＥＬ043-221-8110
支店 ＴＥＬ047-365-6007
ホームページ http：//www.chiba-cgc.or.jp/

⑶ 消費
 税率引上げ及び軽減税率制度導
入への対応
事業者に準備を促すための周知活動
に加え、専門家による相談窓口の設置
や相談会の開催などにより、中小企業
の価格転嫁の実現と軽減税率制度の円
滑な導入に向けた支援促進に努めます。
⑷ 生産性向上に向けた全所的活動の展開

ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ
（人工知
能）
などの新たな技術の活用が普及し、
中小企業においても、適切に対応して
いくことが求められており、専門分野
の会員の協力を得ながら、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。
⑸ ビジネスチャンスの創出と販路拡大
多様な展示販売会や商談会の開催に

じめ関係団体等と連携して、海外から
の来訪者にとっても滞在しやすい環境
づくりを進め、その消費力を積極的に
域内経済に取り込んでまいります。
４ 東京オリンピック・パラリン
ピックへの取組
東京２０２０オリンピック・パラリ
ンピック競技大会の競技開催都市の商
工会議所として、両大会が成功裏に終
えるよう、千葉県及び千葉市並びに関
係団体等との緊密な連携と、オリンピ
ック・パラリンピック特別委員会での
検討内容を踏まえながら、機運の盛り
上げや、街の魅力の発信などに取り組
んでまいります。また、その取組を一
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取
組も併せて推進してまいります。
⑴ 機運の醸成
⑵ 地域経済への波及

まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください！

⑴ 経済情勢、需要動向の把握と提供
会員の業況をはじめ、経済情勢・需
要動向等を定期的・計画的に把握し、
迅速に提供してまいります。
⑵ 中小企業に寄り添っての支援
生産性やサービス力の向上をはじ
め、
事業展開上の様々な課題について、
専門家・関係機関・大学等の一体的な
協力を得て、経営者とともに継続して
取り組んでまいります。また、その支
援体制のワンストップサービス化を推
進します。
他に、
各種講演会・セミナーの開催、
中小企業再生支援の実施等

成の意識啓発を図ります。
⑶ 働く環境づくり
職場環境の改善や福利厚生の充実を
支援するとともに、多様な人材が活躍
できる環境づくりへの組織的な対応な
ど、
計画的・体系的な取組を促進します。
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、生産性向上や人材定着化、ひ
いては業績や企業価値の向上につなげ
る
「健康経営」
の普及を推進します。
業者をはじめグループや団体、大学
等様々な活動主体と連携しながら多様
な魅力の創出を図り、誰でもがその滞
在を満喫できる空間づくりを推進しま
す。また、
市の
「千葉駅周辺の活性化グ
ランドデザイン」「海辺のグランドデザ
イン」
等を踏まえた整備に合わせ、
各拠
点との回遊性の向上を促進します。
他に、中心市街地まちづくり協議会
による様々な事業の展開等
⑶ まちづくりを活かした観光振興
まちづくりに合わせ、観光振興の視
点に立って様々な人々が立ち寄り、ま
た滞在し楽しめる魅力づくり・受入体
制づくりを推進し、域内外からの来訪
者の増大を図ってまいります。
他に、千葉市民花火大会や千葉城さ
くら祭りの活用等
⑷ 訪日観光客の取り込み
２０２０年の東京オリンピック・パ
ラリンピック開催を見据え、行政をは

▲会員によるビジネス交流会
▲マスコットキャラクターを活用した機運醸成
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３ 域内の経済活動の活発化
⑴ ＪＲ千葉駅周辺地域の再整備の促進
県内経済を牽引する中心拠点とし
て、ＪＲ千葉駅及び同駅ビルの整備を
踏まえ、周辺地域の再整備並びに多様
な機能の集積を促進します。
⑵ 様々
 な人々が魅力を創出するまちづくり
千葉都心、幕張新都心、蘇我副都心
などを有する強みを活かし、個々の事

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。

●事業を始める方を創業支援でサポートします！

当協会主催イベント等、
最新情報を配信しています！
創業計画から資金調達にいたるまで、事業を始められるお客さまの夢の実現に向け、サポートいたします。

●お客さまに合わせた経営支援でサポートします！

▲各種セミナーの開催
▲中心市街地の飲み・食べ歩きイベントの様子

▲窓口相談
▲高等学校と企業との就職情報交換会

トピックス

事業計画
2019年度の事業計画と収支予算

▲小規模事業者の販路拡大を目的とした展示販売会

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。

高齢者活用相談窓口

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

毎週

○相談員

経営指導員

○相談日

随時

○相談員

千葉商工会議所IT導入促進チーム

○相談日

毎週

○相談員

専門相談員

○相談日

火曜日・金曜日

○相談員

大矢たかし
石井 孝昌

○相談日
債権が回収できない、契約に関するトラブルが発
生したなど、法律上の諸問題に関する相談に応じます。 ○相談員

記帳、確定申告など、企業経営における税務全般に
関する相談に応じます。

月曜日〜金曜日
又は

9時〜17時

▲千葉市への要望書提出

外部専門家

火曜日・木曜日
▲新会員の集い

14時〜17時

氏（中小企業診断士）
氏（中小企業診断士）

80

80

弁護士による商工法律相談

税理士による税務相談窓口

外部専門家

5月24日（金） 14時〜17時
榎本

初雄

氏（弁護士）

○相談日

5月9日（木） 14時〜17時

○相談員

髙橋 茂 氏 （税理士）
千葉県税理士会千葉東支部所属

８ 堅牢な組織基盤の確立と
財政基盤の強化

中小企業診断士による経営の相談窓口

○相談日

又は

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
展開します。
⑵ 商工
 会議所の活動を支える独自収入
の増加
会員の協力や会員間のネットワーク
を最大限に活用して、収益事業の新た
な発掘と拡大を図り、独自の安定的な
収入を確保してまいります。また、国
等の補助制度を積極的に活用します。
⑶ 社会
 の変化に対応する職員の資質・
能力の向上
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
と意識改革を推進します。そのための職
員の自己研鑚をはじめ業務を通じた教
育などを計画的に行ってまいります。
⑷ コンプライアンスの徹底
商工会議所
（役職員）
として、自らに
課せられた使命と役割を認識し、「信頼
され、
期待される商工会議所」
となるた
め、常に高い倫理観と責任感を持って着
実に業務遂行がなされるよう、組織体
制の整備や意識改革に取り組みます。
⑸ 創立 周年記念事業への取り組み
２０２０年に創立 周年を迎えるに
あたり、周年記念事業を商工会議所事業
への一層の理解促進と参画意識の醸成に
繋げるため、
事業の準備に取り組みます。

60歳以上の人材を派遣・紹介して欲しい、60歳以
上の方で千葉市内に就職したいなど、高齢者の方の求
人・求職に関する相談に応じます。

経営指導員

したサービスの提供により、商工会議
所への参加促進、経営の一助となるよ
う取り組みます。

自社のホームページをリニューアルしたい、 自社
の課題に合ったITツールを探したいなど、IT導入に関
する相談に応じます。

○相談員

9時〜17時

７ 広報機能の積極的活用

IT導入何でも相談窓口

月曜日〜金曜日

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、スピード感を以って提供し
てまいります。また、中小企業が直面
する課題等への取組を、市民をはじめ
広く地域全体に分かりやすく発信して
まいります。
⑵ 情報交流の促進
会員の有する有益な情報の共有化を
促進するとともに、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進め、会員の
事業活動の活発化に繋げてまいります。

事業承継の準備を始めたい、事業を売却したい、廃
業の方法がわからないなど、事業承継に関する相談に
応じます。

毎週

５ 意見・要望・政策提言活動の
着実な展開

事業承継何でも相談窓口

○相談日

トピックス

地域経済社会の代弁者として、部
会、委員会活動等を通じて、会員の意
見等を集約し、国、県、市等に対して
提言・要望活動を展開します。また、
これらの活動にあたっては、当所自ら
の具体的な事業活動を踏まえた、より
実践的なものとなるよう努めます。

軽減税率制度への準備に向けて何から取り組めばい
いのか分からないなど、消費税に関する相談に応じま
す。

TEL043-227-4103

６ 会員交流等の促進

消費税軽減税率・転嫁対策相談窓口

事業計画
⑴ 会員交流の促進
域内外に有する商工会議所の人的ネ
ットワークを活用して、会員相互の交
流を促進し、会員の結束力を高めると
ともに、会員の活動範囲の拡充を図っ
てまいります。
⑵ 会員サービスの向上
取り組んでいる経営面や福利厚生面
での支援と、スケールメリットを活か

商工会議所の無料相談窓口

＜ちばインフォメーション＞

総合防犯設備・用品
街頭防犯カメラ

千葉商工会議所会員

社会保険労務士による労務相談窓口
就業規則、社会保険、助成金など、企業経営の労務
全般に関する相談に応じます。

○相談日

5月16日（木） 14時〜17時

○相談員

森 慎一 氏 （社会保険労務士）
千葉県社会保険労務士会千葉支部所属

※あらかじめお電話で相談日時等をご連絡ください。
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夢シティちば 2019年₄月号

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

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/

夢シティちば 2019年₄月号

12

付帯調査
業

種

回答数

平成31年₂月期

全業種

建設業

製造業

卸売業

小売業

サービス業

348

65

69

65

74

75

⑴ 消費税率引上げ（8%→10%）に向けた
価格転嫁の見込みについて

⑵ 軽減税率制度への準備状況について

調査結果報告

千葉商工会議所景気動向調査

調査結果のポイント

▶製造業の低調が影響し業況DIが２期連続の悪化
▶深刻な人手不足や原材料価格の高騰が続いている
▶軽減税率の準備をしている企業は28.3％

調査期間：平成31年2月8日（金）～ 2月22日（金）
調査対象：千葉商工会議所法人会員事業所500社
〈回答：400社 回答率：80.0％）
100
80
60

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。

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。

DI値：
（増加･好転などの回答割合）
－
（減少･悪化などの回答割合）

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

40
20

建設業
81社

製造業
79社

卸売業
79社

小売業
79社

サービス業
82社

0

全産業業況推移

企業の声一覧

とび工事業

売上高は上昇しているものの、物価や賃金の上昇及び協力業者の高騰を回避出来
ない状況である。その為、売上に伴う単価を上げると工事受注が出来ないなど悪
循環になる。そこに働き方改革関連法など新たな法が施行されるのでやりきれる
状況ではない。

製缶板金業

副資材・動燃費・物流費のコストアップ分が価格転嫁出来ない。

集積回路製造業

半導体業界は、昨年迄は良い状況であったと思うが、今年は余り良い話は出てい
ない。中国とアメリカの関係も心配。中国の経済が低迷すると当社の商品も売れ
なくなる。昨年は中国の大手メーカーが装置輸出しており、その装置の一部に当
社商品を付けていたので、昨年の売上げは良かったが、今年の後半は心配。

旅館、ホテル
テレビジョン番組
制作業
貨物自動車運送業

15

今年も春節の効果が期待されたが東京圏（舞浜、浦安含む）のホテル数増加の影
響か、千葉エリアでは集客できなかった。新規ホテル開業が相次ぎ既存のホテル
は苦戦。
10 月からの税制改正により、10％と８％２種の消費税対応が必要となるに伴い経
費処理が具体的に細かく処理出来るか。
建築関係の仕事が９割を占めているので、オリンピックに向けて仕事量が増加し
ている。業務量が多く、断るときもある。

夢シティちば 2019年₄月号

全体の特徴 （▲はマイナス）
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30年11月、以下同じ）と比較して、建設業・製
造業・卸売業が下降し、サービス業が上昇、小売業が横ば
いとなった結果、全産業合計DIは5.9ポイント下降して▲
18.4となり、２期連続で悪化となった。
また、向こう３ヶ月（３月～５月、以下同じ）の先行き
見通しは、
製造業・サービス業が下降し、
建設業・卸売業・
小売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2.7ポイント上昇の▲15.7となっている。
売上DIでは、前回調査と比較して、全ての業種が下降し
た結果、全産業合計DIは6.3ポイント下降して▲12.1となり、
２期連続で悪化となった。
また、向こう３ヶ月の先行き見通しは、建設業・製造
業・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1.0ポイント上昇の
▲11.1となっている。
採算DIでは、前回調査と比較して、製造業・卸売業・小
売業・サービス業が下降し、建設業が上昇した結果、全産
業合計DIは5.8ポイント下降して▲19.9となり、３期連続の

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・サー
ビス業が下降し、建設業・小売業が上昇、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
3.0ポイント上昇の▲16.9となっている。
仕入単価DIは、２期連続で改善しているが、原材
料・燃料価格の高騰は続いている。
従業員DIは、２期ぶりに下降しているが、深刻な人
手不足の状況は続いている。
資金繰りDIは、３期連続で悪化している。
全体を総括すると、製造業の低調が影響し、業況DI
が２期連続の悪化となった。
「オリンピックに向けて仕
事量が増加している」との声がある一方、
「中国とアメ
リカの関係が心配」
「仕入単価の上昇」
「人手不足」
「消
費税率の引き上げ」など、懸念材料を指摘する声が多
く聞かれ、先行きについては、慎重な見方が続いてい
る。
夢シティちば 2019年₄月号

14

月

日㊍

月 日㊌

ミからドンドン取材が来るプレスリリース作成講座～」を開催

「広報費０！お金をかけずに宣伝する方法！
（千葉編）
～マスコ

当所は、事業者に費用をかけずに、広
報活動を行えるノウハウを学んでもらう
事を目的に、プレスリリース専門家とし
て全国でも人気の㈱マジックマイスタ
ー・コーポレーション代表取締役大谷
芳弘氏を講師に迎え、セミナーを開催し
た。
セミナーでは効果的なプレスリリース
の作成方法、取材されやすい番組など、
具体的な事例を取り上げながら、説明を
行った。
参加者からは、
「目からうろこだった」
、
「プレスリリースとは無縁だと思ってい
たが、非常に必要性を感じた」等の声を
多く頂戴した。

総務委員会

月 日㊋
２０１９年度
事業計画・収支予算を協議
総務委員会（粟生雄四郎委員長）は今
年度２回目となる委員会を開催した。
開会にあたり、粟生委員長があいさつ
し、出席委員に対し、日頃の委員会活動
への御礼と、活発な審議になるようお願
いを述べ、協議に移った。
会議の中では、「２０１８年度一般会計、
特別会計収支補正予算（案）
」
、「２０１９
年度事業計画（案）
」
、「２０１９年度一般
会計、特別会計収支予算（案）
」について、
協議を行い、第２６０回常議員会・第
回通常議員総会へ上程することで、承認
を得た。

81

月 日㊊
㈱ＪＲ東日本テクノハート
ＴＥＳＳＥＩのおもてなしについて
今回で 回目となる定例会員交流会を
当所 階第一ホールにて開催した。
講師には、㈱ＪＲ東日本テクノハート
ＴＥＳＳＥＩ 代表取締役社長の奥田雅
宏氏をお招きし、当社のおもてなしの極
意についてお話を伺った。
奥田氏は、「 年以上に亘り鉄道車両の
清掃整備事業を行っている当社が、
『さ
わやか・安心・あったか空間』をモット
ーにしております。新幹線折り返しの
分間という短い時間の中で、如何にお客
様に満足していただくかを、社員全体で
考え実践していることを、より多くの皆
様に知っていただければ幸いです」と語
った。
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。

日㊍

オリンピック・パラリンピック特別委員会

月

当所の実施計画（案）について協議

27

26

ダイバーシティ・マネジメントセミナー

当所は、千葉県男女共同参画センター、
千葉市男女共同参画センター及び千葉
県中小企業家同友会と共催でセミナーを
開催した。
講師には、一般社団法人日本ダイバー
シティ・マネジメント推進機構 専務理事
油井 文江 氏をお招きした。
「あなたの職
場が選ばれる会社であるために必要なこ
と」をテーマにご講演いただき、
「労働
力不足を補い生産性向上を図るためには、
意識改革の実現とトップのリーダーシッ
プによる働き方改革が重要」とご説明い
ただいた。また、アシザワ・ファインテ
ック㈱及び㈱協同工芸社の両社長にもお
越しいただき、多様な人材を企業の戦略
にするべく、社員の理解と協力を得なが
ら果敢に取り組まれているトップマネジ
メントについてお話を伺った。

食品部会・卸売部会

60

2

2
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☎043‑246‑0265
http://www.kenko-chiba.or.jp

☎043‑225‑6232

10

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４回特別委員
会を開催した。
２０１８年６月に東京オリンピック・
パラリンピックに向けたアクションプロ
グラムをとりまとめたが、今回、県・市等
の動きや、これまでの当所の試験的な取
組などを踏まえながら、より実効性のあ
る実施計画（案）を作成したところである。
会議では、県・市・他商工会議所等の動向
について確認後、当所の実施計画（案）に
ついて協議を行った。協議の結果、原案
どおり承認されたため、２０２０年東京
オリンピック・パラリンピックに向けて
は、
「機運の醸成」と「地域経済への波及」
を柱として、各種事業を展開していく。

福井電機株式会社

千葉市美浜区新港32-14

千葉市中央区本町1−1−13

〒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

報徳千葉診療所

特定健診 保健指導 一般健診
出張健診 環境測定 人間ドック
各種がん検診 各種精密検査
禁煙外来 骨粗しょう症検査

医療法人社団 報徳会

ちば県民保健予防財団
日立特約店

21

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

電気とシステムの総合コンサルタント

12
▲オリンピック・パラリンピックに向けた実施計画（案）について協議

月 日㊎
食品部会、卸売部会合同
オープンセミナー
食品部会（森山部会長）ならびに卸売
部会（山口部会長）は、株式会社新経営
サービスの経営支援部マネージャー 中
谷健太氏を京都からお迎えして、合同
オープンセミナー「今の事業では５年先
が見通せない『これからの〈成功し独自
性のある事業〉のあぶり出し方』
」を開催
した。セミナーでは、これから大きな変
化を迎える時代に、消費者の需要動向な
どの変化に対応することが必要であると
説明があり、自社の独自性を踏まえ、社
員と一緒に考えるニッチビジネスのあぶ
り出し方について説明があった。
参加者は熱心に耳を傾けていて、質疑
応答では、多くの質問があり企業の関心
の深さが伺えた。

▲油井文江専務理事による講演

18

14

14

15

2

2

2

2

2・3月
タイムライン
タイムライン

医療・介護部会

月 日㊍
正副部会長・所属議員・常任委員
会議を開催

医療・介護部会

月 日㊋
経営者のための
健康経営セミナー開催
医療・介護部会（藤本部会長）は、今
年度最後となる正副部会長・所属議員・
常任委員会議を開催した。
藤本部会長の挨拶の後、同部会長が議
長となり「平成 年度事業計画（案）
」
「新
入部会員歓迎会の開催」
「会員増強」につ
いて協議した。
また、今年 月の当所議員改選につい
て説明した。
その後、全国の商工会議所で、医療・
介護に関する事業活動をしている 会議
所へ、事務局からヒアリングし選定した
３会議所の事業報告書を、今後の事業参
考とすることとした。
他議案については、原案どおり承認さ
れた。

7

医療・介護部会（藤本部会長）は、経
営資源である「ひと」に主眼をおき、アク
サ生命保険㈱ 千葉支社と、全国健康保
「経営者
険協会 千葉支部の共催により、
のための健康経営セミナー」を開催した。
㈲ピージェイハーベスト代表取締役で
社会保険労務士の沖倉功能氏、全国健康
保険協会 千葉支部 企画総務部長の望月
幹也氏、アクサ生命保険㈱ 千葉支社 支
社長の柴﨑達也氏から、少子高齢化によ
り働き手が減少する社会における、社内
の健康風土醸成や無理なく健康づくりに
取り組む実践例を紹介した。
参加者は皆、メモを取りながら熱心に
聞き入っており、関心度の高さがうかが
え、大変有意義な時間となった。

3

31

月

日㊍

建設部会

建設部会（大久保部会長）は、大成建
設㈱の横浜支店にある「ＴＡＩＳＥＩ Ｗ
ｅｌｌｎｅｓｓ Ｏｆｆｉｃｅ」と、都内有明の
「東京港臨港道路南北線現場」
での視察研
修を行った。
横浜支店では国が掲げる「国民の健康
寿命の延伸」に基づく 健康経営 を実践。
同支店内では「歩く環境」
、
「ペーパーレス
環境」の整備に努めており、参加者は社員
一人一人の能力を引き出すオフィス空間を
体験した。また、有明にある東京港臨港道
路南北線現場では、東京五輪に向けた大
規模工事を見学。現場では、海底敷地に
トンネルを沈み込ませる特殊な工法を採
用しており、ダイナミック且つ緻密に計
算された最先端の施工技術が紹介された。

を視察
と「東京港臨港道路南北線現場」

大成建設の「 ＴＡＩＳＥＩ Ｗｅｌｌｎｅｓｓ Ｏｆｆｉｃｅ」

28
中小企業診断士

吉川 和宏

のような心構えで、どのような行動を取る

談を行うと、
「管理職には何が期待され、ど

Ｃ社の数名の管理職やＭ社の工場長と面

に理解・納得していただくとともに動機付

達成の為に、課題に取り組む必要性を部下

部署の的確な課題形成を行うこと、②その

中
打開したいと考えていました。そこで、工

年売上高が減少傾向にあり、社長は何とか

教育の整備に取り組む会社は増加傾向にあ

ているのは事実です。登用前後にしっかり

いのかわからない」と悩むケースが発生し

を理解する機会を創ってあげたいものです。 ないものです。
「管理職として何をすればよ

基本的には、①担当する部署の業績を上げ
ること、②部下を育てることが２大役割だ

たいものですね。

りますが、新任管理職研修もしかり、
「管理

管理職に求められる役割は、企業によ

ある位です。

場長を新たに任命し、権限を委譲して工場

がっかりしました。

営業活動を強化できると喜んでいた社長は

があり、係員に戻して欲しいというのです。 り厳密には異なる部分もあると思いますが、

しかし、数ヵ月すると工場長から相談

にしました。

フォローをし、力を発揮できる環境を整え

ろう」と思いがちですが、意外とそうでは

経営者としては「それ位わかっているだ

とは求められる能力も変わります。

な能力を磨けば良かったのですが、その時

係員の時は、主に担当職務のテクニカル

ただくためには部下の育成が重要です。

て、権限を委譲し部下によい仕事をしてい

績を上げていかなければなりません。そし

け、③部下によい仕事をしていただき、業

これらの役割を遂行する為には、①その

と言えます。

実際に、新たに管理職となり悩む方は少なくないようです。また、経営者から見て、期待通りの活躍がまだ

最近では管理職に関するご相談もやや増えてきているように感じています。

3

職登用前研修」をしっかりと行うところも

登用の前には、できれば管理職の仕事

●解決策

ていないということです。

うなどの機会が、登用前には全く設定され

される役割などについて、教育や説明を行

そして、２社とも管理職の心構えや期待

ともに、
初めて管理職を置きました。しかし、 理されていない状況でした。
管理職となった社員３名の方の仕事内容が、
今までと全く変わっていないというのです。

名程度です。今まで工場の仕事は、
社長の指

Ｍ社は小規模の製造業で、従業員数は

●Ｍ社の事例

13

べきなのか」ということがご本人の中で整

●共通の問題点

見られないと感じているケースも見受けられます。

を超えました。

あります。人員を増強し、従業員数は 名

Ｃ社は卸売業を営み、事業は拡大傾向に

●Ｃ社の事例

管理職にもフォローが必要

11

を任せ、自らは営業活動の時間を増すこと

示のもと進めていました。しかし、ここ数

”

5

この度、営業担当者を３部門に分けると

25

15

18
夢シティちば 2019年₄月号
夢シティちば 2019年₄月号

19

沖倉 功能氏
望月 幹也氏
柴﨑 達也氏

“

3

ナビ

1・2月
タイムライン

企業診断
小

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

成長するフィリピン市場とヘルスケアビジネスの可能性
ジェトロ千葉 所長

市場として期待されているといえるでしょう。

佐藤 拓

京）
はすでに 店舗
（２０１８年 月現在）
を展開し

市場の可能性
わずか 年強で 店舗に展開しています。

ーンＡｎｙｔｉｍｅ Ｆｉｔｎｅｓｓは２０１４年に参入し

顧客を増やしています。米国大手フィットネスチェ

日系企業進出が進み、市場が拡大する一方で、フ
マニ

こうしたヘルスケア市場への参入を見据え、今年
月、ジェトロは
「健康長寿広報展・商談会

ラ」を開催しました。競泳用トレーニング器具の㈱

ィリピンでは生活水準の向上、生活習慣の先進国化

ルピナス、化粧品の癒本舗
（いずれも千葉市）
など日

等により、肥満率が上昇、生活習慣病の罹患者が増
加しています。成人人口に占める糖尿病患者の割合

を超える
（２０１５年）
点に特徴があります。シンガ

は ・ ％と日本
（ ・ ％）
より高い割合となって
割合は、この 年で日本
（ ・ ％）
を上回り ・

います。 歳以上の体重過多
（ＢＭＩ 以上 ）
人口の

に生産労働人口が拡大傾向にあります。ＧＤＰは約
という公的医療保険がありますが、現在、政府支出

％に及んでいます。フィリピンでは
「フィルヘルス」
ーンでは「２０１９年ラグビーＷ杯」の紹介映像に

バイヤーとの商談を行いました。会場の大型スクリ

ルでの現地消費者向けの展示・ステージそして現地

３，
１３６億米ドルとＡＳＥＡＮ第 位、一人当た

態調査（２０１７年度）
」によると、日系企業が掲げ

ジェトロの「アジア・オセアニア進出日系企業実
が増え、ヘルスケア市場が拡大しています。ジェト

防・診断」
、
「体に良い食事」
、
「運動」に取り組む方

生活習慣病を予防し、健康寿命を延ばすため、
「予

所得者層を中心に健康意識が高まりつつあります。

こうした
「健康課題」
が次第に顕在化する中、中高

将来性のある市場といえるでしょう。

点のみならず、ヘルスケア分野、スポーツ分野でも

今後成長が見込まれるフィリピンは、生産・製造拠

を放映し、千葉の魅力をフィリピンに発信しました。

Ｐは９，０００ドルに迫り、都市部における富裕層、

るフィリピンの投資環境上のメリットとして、人件
ロ・ヘルシーライフスタイル・マニラ版（２０１９

語が通じ、人件費の安い生産労働人口が拡大してい
高まるにつれて健康への支出も増えています。 代

と、フィリピン人の健康意識は総じて高く、年齢が

【営

中間層の厚みが増しています。

費の安さ、言語・コミュニケーション上の障害の少
年 月）
「健康管理・増進に関する意識調査」
による

る点は、生産拠点としての優位性を示しており、フ

査
（２０１８年 月）

２０１８年度 アジア・オセアニア進出日系企業実態調

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2018/01/117
eb326c5a7e5fd.html
ヘルシーライフスタイル マニラ版
（２０１９年 月）

（店舗の場合は、営業時間・定休日）

では ％以上、 代では実に ％以上の方々が健康

○会社概要（社名（店舗名）、所在地、連絡先

増進
（食生活改善、運動等）
に取り組んでいます。マ

会員相互の交流の場として、多くの企業のご参加をお待ちしています。

ィリピンにおける進出日系企業数は約１，５００社

貴社の商品、サービスを
「夢シティちば」でＰＲしませんか？

とこの 年で倍以上に増えています。加えて、国内

12

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2019/02/048
23a4b6a44df48.html

九州地方：福岡県 博多ショールーム

20

関東地方：東京都 日本橋ショールーム│五反田TOC店
埼玉県 埼玉ショールーム
群馬県 群馬高崎店 千葉県 千葉駅前店

〒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1階
宮城県 仙台店
東北地方：岩手県 盛岡店

TEL：043-441-8305／ FAX：043-441-8306

ッサージなどを行うカ・ラ・ダ ファクトリー（東

（設置料・保守料・リニューアル料別）

2

【申込内容】

関西地方：大阪府 大阪谷町店

千葉駅前店
全国店舗展開中

〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-11-1
千葉中央ツインビル１号館 １階
TEL：043-222-5298
URL：http://www.kimono-oonoya.com
営業時間：平日10：00～19：00
土・祝日10：00～17：00
定 休 日：日曜日

北 海 道：北海道 函館ショールーム│千歳店

業】平日9:00～18:00
第2・4土曜10:00～16:00
【定休日】 他土曜・日曜・祝日

85

〈参考〉

なさ、
市場規模・成長性などが挙げられています。英

ＰＶ」
と「一宮町
『サーフィンと生きる町』
ＰＲ動画」

加え「南房総オリンピック自転車競技キャンプ誘致

6

の７％強を占めている保健支出割合が今後高まる

27

ことが懸念されています。

25

りのＧＤＰは約３，
０００ドル
（２０１７年、世界銀

18

行）ですが、首都マニラにおける一人当たりのＧＤ

2

本企業 合計 社が参加し、大型ショッピングモー

が２０３５年、インドネシアが２０５０年に「高齢

ポールが２０２０年、タイが２０２５年、ベトナム

4

社会（人口に占める 歳以上の人口の割合が ％以
上）
」
に至るのに対し、フィリピンは２０５０年時点

1

でも高齢化率 ％未満と予想されており、中長期的

7

2

58

代表：橋爪和博

マイルストーン

～ジェトロ・ヘルシーライフスタイル・マニラ版より～

■ＡＳＥＡＮ第二の人口を有するフィリピン

日本貿易振興機構（ジェトロ）
千葉貿易情報センター

は、ＡＳＥＡＮにおいてインドネシアに次ぐ人口

■経済
 成長の中で生じる「健康課題」とヘルスケア

9

です。その人口構成を見ると 歳以下の割合が 割

２０１４年に人口 億人を突破したフィリピン

☎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

in

3

14
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夢シティちば 2019年₄月号
夢シティちば 2019年₄月号

21

5

TEL/FAX ： 043-372-0794
E-Mail：info@chiba-milestone.jp
貴社の相談窓口としても、どうぞお気軽にご相談ください。

7

27

★ キャンペーン詳細 ★
複合機を無償レンタルします！

（費用の妥当性は品質チェックにも効果有）

17

70

40

5

是非お気軽に
ご来店下さい！
皆様のご来店をお待ちしております。

TEL 043－227－4103
企画経営部企画広報課

10

50

着物や帯のお手入れもお気軽にご
相談くださいませ。

ベンダー見積・追加費用の精査も重視
● お問合わせ ●

3

14

きものと帯の大野屋は千葉で三代
続く呉服屋専門店です。
着物好きな方や、これから着物を着
てみたいお考えの皆様のお力にな
れたらと考えております。
「大野屋好みの着物と帯」を色々と
ご覧いただければと思います。

漠然とした不安に

予算超過／品質・機能不全／稼働期日遅延

リスク管理と予兆監視 で ダメージ回避・低減施策 を提言致します。

○ＰＲ原稿 100字～150字以内
千葉商工会議所の会員のみ年に1回の掲載が可能です。
掲載内容またはお申し込みについては、お気軽にご相談ください。

10

市場規模・将来性が評価され、成長する有望な消費

会員情報プラザ

ＩＴシステム導入「リスク管理」 コンサルティング
○写真または画像（1枚～3枚まで）

1

65

信頼と実績 おかげさまで34周年
オフィス作りのトータルサポート
オフィスの欲しいがすべて見つかる

定
員様限 中！
会
所
議
催
商工会 ンペーン開
ャ
特別キ

10

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

宮島三郎
42

1955（昭和30）年生まれ。千葉県立匝瑳高等学校卒業。
1974年に千葉県入庁し、企業庁管理部財務課長、教育庁
企画管理部財務施設課長、総務部管財課長、総務部財政
課長、監査委員事務局長を経て、2016（平成28）年 千
葉県庁退職後、株式会社ベイエフエム代表取締役専務、
（一
社）千葉県まちづくり公社理事長などを歴任。

時的なものではなく、レガシーだとと
らえる。千葉商工会議所は千葉の経済
活動を支えているわけですから、会員
も職員も一丸となり、千葉の将来像に
ついては常にしっかりと考えていかね
ばなりません。

また、民間の会社に勤めるのは初めて

とお付き合いするようになりました。
ームの６人が同じタイミングで常に同

をやっていたのですが、綱引きは１チ

私は若い頃にスポーツとしての綱引き

会員の増強も必要だと考えています。

でしたから、役所との違いに驚きまし
じ方向に力を合わせていないとダメな

ますが、都市部を除いた各地域では企

た。県庁は県民へ必要なサービスを行

私が県庁に入った頃は千葉県の税
業の廃業も増えている。それをまず食

んですよ。組織もチームワークですか

収は１，０００億を超えたような時代
い止めなくてはならない。事業再生や

うことが基本ですが、民間には多角的

で、人口も１００万人台から一気に
事業承継などを、行政と連携して公的

ら力を合わせた方がうまくいきます。

５００万人台に増えました。その伸び
な制度を使いながら進めて、地域の中

にいろいろな役割があることを理解し

県庁に戻ってからは農林部、商工労働
方は今とはもう全く別世界です。今は
小企業を維持したうえで地方創生に取

会員同士が力を合わせられるようコー

部、企画課、福祉、総務で行政課企画推
６２０万人です。東京・神奈川・埼
り組むべきだと思います。

ましたね。役所で培った経験やｂａｙＦ

庁に入庁しました。実家の経済的な理
進を担当しました。いろいろな分野を
玉・千葉を合わせて３，０００万人で

ディネートするのが商工会議所の役割

由で大学進学は難しく、地元に残りな
担当して、環境部門以外はほぼ経験さ
日本の人口の４分の１を占めています

は千葉も会場になりますが、ぜひ世界

Ｍ での人脈を生かして、商工会議所で

がら勤めることを考えて県職員になっ
せてもらいました。管理職になってか
が、その一端を千葉県が担っているこ

レベルのスポーツを間近に見て、スポ

だと思います。

たんです。高校時代は真面目なイメー
らは専ら財務関連の仕事でしたが、最
とはとても大きいと思います。

も精一杯仕事をさせていただきたいと

ジはなかったらしく、周囲の人は意外
近の財政は非常に幅広い分野をみなけ

る、そして自分が行う。スポーツに関

「地方創生」
が数年前から言われてい

だったようですが、先輩方にいろいろ
ればなりませんから、様々な部署を経
先に千葉県がどのように役割を果たし

わることで、千葉で暮らす人生を豊か

初任地は現在の海匝地域振興事務所

防犯セミナー・情報交換会開催！

これからの 年、 年、そして 年

所第２ホールにて、千葉市中心市
会と千葉中央警察署の合同で、防

高まりを持続させるため、当協議

また、街の防犯意識への機運の

街地まちづくり協議会住み心地部
犯啓発グッズ（ポケットティッシ

平成 年２月 日千葉商工会議

会主催の防犯セミナーと情報交換
ュ）を作成した。作成したグッズ
は、中心市街地商店街の個店に設

会を併せて実施した。
本セミナーは、中心市街地の企
街の防犯意識の向上と市民が安

深め、官民一体となって安心・安

今後も、警察と地域との連携を

置予定である。

心・安全に暮らせる街を目指すた

全なまちづくりに取り組んでいく。

業・商店街の方々 名が参加し、

め、千葉中央警察署の中川警部補
をお招きし、中央区内の犯罪発生
状況や犯罪抑止活動等について講
演をしていただいた。
情報交換会では、
参加者から、
客

50

ーツに興味を持っていただきたい。見

32

●９月 日㈰
＠中央公園
ドッグフェス

●９月７日㈯～８日㈰
＠中央公園
へそ祭り

平成 年度
まちづくり協議会支援イベント
●５月２日㈭～６日㈪
＠中央公園
食楽ＩＣＨＩＢＡ
●８月 日㈰
＠中央公園
Ｂｒｏｔｈｅｒ
●８月 日㈰
＠きぼーる
ファイト！ファイト！
きぼーる
ちば！

16
●８月 日㈫
＠中央公園
ＦＵＮＫＹ ＦＲＥＳＨ
ＦＡＣＴＯＲＹ

● 月８日㈫
＠中央公園
ＣＭＢダサイン２０１９
● 月 日㈯～ ㈰
＠中央公園
ちばアートフェス
～Ａｒｔｓｈｏｗｃａｓｅ

● 月 日㈰
＠きぼーる
第 回きぼーる
フラメンコ・２０１９

ｆｅｓｔｉｖａｌ ｉｎＣｈｉｂａ～

27

（１月 日時点）
31

引き対応や外国人観光客増加に伴

30

●８月 日㈯
＠きぼーる
栄町まちづくり
伝統文化・お琴教室

22

26

15

う犯罪発生時の対応方法、１１０

▲防犯啓発グッズ

31

in

10

10

12

15

番をする見極め方等について質問

▲千葉中央警察署中川警部補

11

25

19

20

49

31

があった。

▲セミナーの様子

11

20

31

42

私は１９７４（昭和 ）年に千葉県

教えていただいて、社会人として仕事
験した実績を認めていただいたのだと
ていくかを考えて努力していくことが

にしていただきたいと思います。

千葉商工会議所地域振興課内 電話 043-227-4103 FAX043-227-4107

２０２０（平成 ）
年のオリ・パラで

に馴染んでいきました。
思います。そのようにして 年間、県
大事だと思います。オリンピックも一

思います。

り、千葉県をはじめ東京の財界の方々

その後はｂａｙＦＭ の経営陣に加わ

県庁に 年間務め、退職後は民間会社や財団法人でも
要職を歴任された宮島三郎さんが当所の専務理事に就任
されました。 役所・民間の両方の視点からこれからの千
葉と商工会議所に必要なものを語っていただきました。

みやじま さぶろう

会員企業や会議所が力を合わせて、
千葉の将来を支えていくことを考える

インタビュー

で、その後は当時あった銚子の事務所、 職員を務めました。

〈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
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新専務理事

まちづくり事業情報

中心市街地NEWS

式典（ 区担当）におきまして
は、千葉県 経済政策課 中小企
業・団体支援室長 白井 達郎
様、
流山市長 井崎 義治 様、
日
本商工会議所青年部連合会 会長
代理 副会長 安藤 毅君をはじ

日に千葉商工会議所 階第 ホー

会共催のオープン講演会が去る 月

会議所観光・サービス部会、小売部

千葉商工会議所青年部、千葉商工

容であったことがうかがえました。

だき、皆様にとって有意義な講演内

た」など軒並み好評なご意見をいた

用すればいいのかのヒントが得られ

繁盛につながる内容を皆様にお届け

ルにて開催されました。今年は商売
で実践し収益改善の一助としていた

きをひとりでも多くの方が、自企業

この講演会で学んでいただいた気づ

アマゾン世界最年少事業責任者直

氏をお迎えし、講演テーマを「元

会社代表取締役兼ＣＥＯの大越隆行

事業展開のヒントをお話いただいた

た参加者の皆様、惜しげもなく新規

我々の講演会に足を運んでくださっ

最後になりますが、お忙しい中、

だければ幸いに思います。

伝！『 売れる 新規事業の立ち上

画を練り上げ、講師にＴＡＡＳ株式

しようと半年以上の月日をかけて企

15

今後も千葉商工会議所青年部の活

げ方』
」
としてご講演いただきました。 大越氏に深く感謝を申し上げます。
当日は１００名を超える参加者に
動にご期待ください！

新入会員紹介

お集まりいただき熱気溢れる会場と

☎043-214-1828

委員長

岡崎 真吾

経営開発委員会

㈲イチザワ　 ダスキンイチザワ

なりました。大越氏からは、クラウ
ドファンディングで開始わずか 時
間足らずで８２９０万円を集めた裏
話から、企業にとってコストである
はずの機密文書の溶解処理を無料化
する仕組み、事業のプロへと変貌を
遂げることの重要性などをお話いた
だきました。特にアマゾン社の経営
哲学の話はまさに目からウロコの内
容ではなかったでしょうか。多くの
方が熱心に耳を傾け、スライドを記
録しメモを取っている姿が印象的で
した。
アンケート結果からも「結果を出
すためのメソッドが理解しやすかっ
た」
「実際どのように事業展開に活

しいただきました沖縄県連代表理
事 仲宗根 義次君より、来賓あ
いさつを頂き、
乾杯の挨拶は、
関東
ブロック商工会議所青年部連合会
会長 渡邊 雅巳君にご挨拶を
頂きました。その後は、千葉外房
ガールズユニット「ｍｉｎｉ ｃｈ
- ｕ」
のライブが行われ会場からもアン
コールを頂きました。また、アワ
ードの表彰式も行われ千葉ＹＥＧ
は、 位でした。最後に、次年度
千葉県連会長予定者の我が千葉
ＹＥＧの斉藤玄樹君の締めの挨拶
で懇親会も無事に幕を閉じました。
県連大会を行うにあたりまして、
当日を迎えるまでに色々と、助け
て頂きました単会の岡田会長をは
じめ単会のメンバーの皆さん、そ
して 区の茂原、木更津ＹＥＧの
仲間の大切さをあらためて確認さ
せて頂きました。
当日、会場にお越し下さったメ
ンバーの皆様には、この場を借り
て御礼を申し上げます。
「千葉ＹＥＧ・千葉 区・千葉
県連最高です。本当にありがとう
ございました。
」
千葉県商工会議所青年部連合会

飲食業

め、そうそうたる方々にご臨席頂

1

3

鷲見 隆仁

☎043-201-0188

有限会社ソーダグループ　 ピンクソーダ

き、厳粛なムードで取り行うこと

幾度も会議を重ね、話し合い、こ

”

副会長

マット、モップのレンタルサービス
洗剤（おそうじ用品）の販売

が出来ました。

その後の、ＹＥＧアワード（

こともなく、来賓を含めた総勢

の本番の日を迎えました。

なぎ）

相田 凪（あいだ

また、会場外の物産展（ 区担
当）も、県内ＹＥＧより焼き鳥や
もつ煮、ソーセージや各地の野菜
や物産などの出店を頂き大変盛況
でした。
県連大会講演会（ 区担当）は、
管理栄養士の浅野 まみこ氏の
「大人の食育 食選力を鍛える」
の
くの企業などの栄養カウンセリン

講演を行い、
総合病院をはじめ、
多

工会議所青年部連合会 県連大会

グをしている経験を生かしたお話

折しも、関東地方は前日からの

区担当）も各単会、趣向を凝らし

で大変ためになる講演でした。

大雪に見舞われ、開催が危ぶまれ

最後に、我々 区担当の懇親会

たアピール合戦で会場は、おおい

の想いが通じ、当日は、快晴の天

です。この懇親会の為に、 年間

る状況でしたが、中村太郎県連会

気であり前日から降り続いた雪も

我々 区の県連出向メンバーは、

に盛りあがりました。

解け、式典開催時間等を変更する

長をはじめ役員、ＹＥＧメンバー

われました。

が流山市生涯学習センターにて行

この度、平成 年度 千葉県商
30

３１８人の登録人数にて、盛大に

“

13

4

はるばる遠く沖縄県連からお越

ともこ）

智子（ひらき

オープン講演会
『“売れる”新規事業の立ち上げ方』
開催することが出来ました。

2

平木

2

14

1

3

1

4

1

1
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1

県連大会
平成30年度千葉県商工会議所青年部連合会

住民税など）を完納していることが条
件となります。
当制度は、あくまで融資制度なので、

千葉商工会議所の会員・非会員を問わず利用できる資金調達支援の一つに
に設置している審査会で否決される場

また、お申し込みをお受けしても当所

マル経融資
事業内容や決算、資金繰り状況などを
みながら推薦できるかどうかを商工
会議所の経営指導員が総合的に判断し、

「マル経融資」
制度があります。マル経融資とは、国が定めた小規模事業者の
合もあることをご承知おきください。な

中にはお断りをするケースもあります。

方々の経営をバックアップするために、無担保・無保証で千葉商工会議所の
お、政策金融公庫の非融資対象業種
（金

マル経融資は、担保も保証人（法人

■無担保・無保証人で
最大２０００万円

業など）
は対象外となります。

融業・投機的事業・一部の遊興娯楽事

推薦にもとづいて融資が行われる日本政策金融公庫の公的融資制度です。
経営資金を融資によって調達する場
合、通常は民間の金融機関から直接借
り受けるという形になりますが、マル
経融資
（小規模事業者経営改善資金）
は、
商工会議所の推薦によって、政府系の
金融機関である日本政策金融公庫の公
的融資を受けることが大きな特徴です。 の場合は代表者の個人保証）も必要あ
りません。信用保証協会の保証も不要
で、最大２０００万円まで事業資金と
してご利用いただけます。１． ％
（２０１９年 月 日現在）の固定金利
なので安心してご利用いただけます。

■千葉市内で事業を行う
小規模事業者が対象
マル経融資の対象は小規模事業者で
ただ、金融情勢によって変更になる場

以内）
、設備資金 年以内
（据置２年以

また、運転資金７年以内（据置１年

す。小規模事業者とは、小売業・卸売

工会議所の地区内で事業を行っている

内）と余裕をもった返済期間でご利用
いただけますので、中長期的な経営計

費等の支払いなどがあり、設備資金と

資金、給与・ボーナスの支払い、諸経

材料などの仕入資金、掛金・手形決済

具体例としては、運転資金としては、

な事業を展開したいのか、どういう用

審査では、決算状況に加えて、どん

間の金融機関からの借り入れなど具体

路拡大、補助金の申請書の書き方、民

ています。また、事業計画の策定、販

者がよりよい経営を行えるよう支援し

明確であることがポイントとなります。 全般について受け付けて、小規模事業

途に使いたいのかという資金の使途が

的な事項についても支援やお手伝いを

軽な窓口として、経営にまつわる相談

所の経営指導員は地域の経営相談の気

こか」
「経営戦略を立てたい」︱︱当

ありましたら、千葉商工会議所経営支

あります。少しでも心配に思うことが

像が見えていなかったというケースも

も実は把握しきれていなかった、全体

自身では理解したつもりになっていて

とは難しいかもしれません。さらに、

早期の段階で経営者自身が判断するこ

事になりかけた時に気付くことが多く、

要とするものが大半です。しかし、大

こと、税金（所得税、法人税、事業税、 画にご活用いただけます。

しては、店舗・工場改装、営業車両購

千葉商工会議所 経営支援課
ＴＥＬ ０４３ ２-２７ ４-１０３

【お問い合わせ先】

ればと思います。

援課の窓口にお気軽にご相談いただけ

行っています。
経営指導員がアドバイスすることも

入、機械・設備・什器等の購入などが
あります。

ありますが、複雑・高度な問題につい
ては、外部専門家を活用したり、国、県、
市、それ以外の支援機関を紹介させて
経営相談のワンストップ窓口として解

いただくこともあります。このように

千葉商工会議所の窓口には、経営に

決を図っていくことを使命と考えてい

■千葉商工会議所の
経営指導員がサポート

ついてどこに相談していいか分からな
ます。

マル経融資は様々な支援の一つであ

いという方がよく訪れます。
「どこを
伸ばして売り上げ増につなげていくべ

り、補助金など他の支援などに結び付

お申込みからご融資までの流れ

事 業 者

経営指導員

査

審 査 会

審

融資決定

利用者 の声

資
融
⑥ご

①お申込み

当社は、美容室、ヘアメイク、天
然素材のオリジナル石鹸、ウィッグ
販売をしています。
現在、ビルの２階から５階までの
４フロアで営業していますが、１フ
ロアを新規開店することに伴い、全
フロアの改装費用やＰＯＳレジの追
加導入などの設備資金としてマル経
融資を活用しました。設備投資には
費用がかかるので、返済時の金利が
低いというのも助かっています。
マル経融資の他にも、経営全般の
支援をしていただいており、小規模
事業者持続化補助金の公募の際にも
アドバイスをいただきました。補助
金や融資の申請には、事業計画を明
確化することが求められます。担当
の方と相談しているうちに、費用対
効果を見える化できたことが目から
うろこでした。おかげで、採択を受
けることができ、事業展開すること
がでました。
会議所と店舗の距離が近いという
こともありますが、会議所は頼りに
なる身近な相談相手だと思います。

兼子 知典

査
②調

商工会議所

きか」
「経費の中で削減できるのはど

くこともあります。まずは財務状況を
みさせていただきますので、この融資
が可能かどうかだけではなく、隠れた
経営課題等へのアドバイスや支援にも
つながります。
マル経融資に関してのご相談、お申
込みは無料です。審査手数料も特に必
要ありませんので、小規模事業者の皆
さんには安心してご利用いただける公
的融資制度です。また、経営について
の課題や困りごとは、早期の対応を必

hair gene 代表

③調査報告
④会頭名で推薦
⑤

21

合があります。

4

業・サービス業は常時使用する従業員

1

10

が５人以下、それ以外の業種は 人以
下の法人・個人事業者です。
また、千葉市内で 年以上、千葉商

20
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1

千葉商工会議所
㈱日本政策金融公庫

使ってください！

パラスポーツ大会応援イベント

「つるし雛体験」 連日満席！

参加者は、お子様連れのご家族

が多く、椅子やテーブルを増やし

ても席待ちをする程の盛況ぶりで、

材料のキッドも作り足す程の人気

で、約２００名もの方々にご参加

いただき、大変好評でした。

今後も、オリパラの気運醸成は

「ひな祭りが千葉ポートアリー

千葉市女性団体連絡会との合同講演会

もとより、パラスポーツの魅力発

２日間、長谷川良信記念・千葉

ナにやって来る！」
をテーマに、
か

３月２日㈯・３日㈰千葉ポートアリーナにて開催「パラスポーツ
大会応援イベントＧｏ！Ｔｏｇｅｔｈｅｒ！ 」に参加し、つるし雛
体験教室を実施しました。

市長杯争奪車いすバスケットボー

つうらビックひな祭りとタイアッ

「チーバベリーセミナー」開催

信に貢献して参りたいと思います。

ル全国選抜大会が開催された同会

プのもと、
熱々！甘酒の提供や、
ひ

花束贈呈

12

場内にて、車いすバスケットボー

７階プラネタリウム
各回200名
プラネタリウム通常料金
大人510円、高校生300円、小･中学生100円

２月７日㈭当所 階研修室にて、

©2017 NHK ©小松市/NED

はつるし雛体験教室を開催し、大

手軽に宇宙旅行を楽しめる時代が、すぐ

夢シティちば 2019年₄月号

ンストラクターの向後恵里氏を講

のか、またどんなプランで造られるのか。

29

千葉市女性団体連絡会との合同講

約8倍もの高さになります。どのようにし
て宇宙エレベーターの構想が生まれた

やクッキー等と共にそれぞれ特徴

ら96,000km先。なんと地球の直径の

のある紅茶の香りが室内に広がり

に交流を深め合いました。

を“クライマー”と呼ばれる乗り物で移動
して、宇宙を目指します。終点は地上か

場    所：
定    員：
料    金：

27

講師：向後恵里氏

アースポートから延びる1本のケーブル

そこまで来ています。

50

名の定員を上回る程、関心の高

になると言われています。地上の基地・

いセミナーとなりました。

2050年、宇宙旅行のイメージを根底か

笑顔で楽しい会話が続き、和やか

ら覆す宇宙エレベーターが現実のもの

当日は、最初に千葉県農林水産

期    間：4月20日（土）
～5月19日（日）
時    間：９
：
００～１７
：
００
場    所：７階企画展示室
料    金：大人７００円、
高校生４５０円、
小･中学生２５０円
    ※常設展もご覧いただけます ※未就学児は無料（保護者同伴）

部流通販売課の吉田伊織氏を講師

夢の宇宙旅行へ、出発！

に迎え、「チーバベリー」の誕生ま

アスリートの記録や実際の競技に用いられる用具などの展示に加え、
ゲーム感覚でスポーツを体感できる展示が盛り沢山の企画展です。

でや普及など楽しく学ばせて頂き

宇宙エレベーター

ました。

●プラネタリウム番組

また、第

二部では、

当女性会監

～ぼくもわたしもアスリート！？～

事で、日本

みんなのスポーツ展

紅茶協会認

●ＧＷの企画展

定ティーイ

〒260–0013 千葉市中央区中央4–5–1 Qiball内7 ～ 10階
URL http://www.kagakukanQ.com
休館日：5/7㊋
☎043–308–0511

盛況でした。

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

師に迎え、
「おいしい紅茶の入れ方」

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

演会「チーバベリーセミナー」を

アクセサリー、陶器など千葉にゆかりのある作家のオリジナル小物・作品を集めたクラフト市です。
5月5日（日・祝）13:00〜17:00／1階さや堂ホールにて

講師は、
古谷副会長を中心に、
髙

■アート＆クラフト市＠さや堂ホール

「マネジメントの父」ピーター・ドラッカーが収集した水墨画の名品がふ
たたびお目見え。コレクションが千葉市美術館に寄託されたことを記念し、
その一部をご紹介します。
観覧料: 一般 200円（160円）、 大学生 150円（120円）
※「メアリー・エインズワース浮世絵コレクション」をご覧の方、 県内65
歳以上の方および、 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

の２部構成でご講演頂きました。

■「ピーター・ドラッカー・コレクション水墨画名品展」

梨会長、櫻木副会長、君塚副会長、 開催し、当会からは髙梨会長、櫻

講師：ケビン・グリーンウッド
（アレン・メモリアル美術館学芸員）
4月13日（土）14:00〜
（13:30開場予定）／11階講堂にて／定員150名（当日12:00より整理
券を配布）／聴講無料

会場は、美味なるチーバベリー

【同時開催】

■講演会「多様な見方：メアリー・エインズワース・コレクションとオーバリン大学の教育」

木副会長含め 名が参加し、合計

【関連イベント】

高長谷顧問が参加しました。

※小•中学生、高校生および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

ル体験やスポーツに関するクイズ、 な人形展示との連携のうえ、当会

千葉ポートアリーナ会場

雪村周継《月夜独釣図》室町時代
旧ピーター・ドラッカー山荘コレクション
（千葉市美術館寄託）

☆オープニング記念割引…4月13日(土)の初日は観覧料が半額になります。

ボッチャ体験や体組成測定・骨測

観 覧 料： 一般 1,200円（960円） 大学生 700円（560円）

葛飾北斎《冨嶽三十六景 凱風快晴》天保２−４年
アレン・メモリアル美術館蔵

定・パーソナルトレーナーによる

（金・土曜日10:00～20:00）
※入場は閉館の30分前まで

女性会

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

ストレッチ等が行われ、会場周辺

会
期：4月13日（土）〜 5月26日（日）
休 館 日： 5月7日
（火）
会
場：千葉市美術館７・8階展示場
開館時間： 10:00～18:00

編集：千葉商工会議所

も賑わいました。

4/13㊏〜 5/26㊐

アメリカ人女性メアリー・エイン
ズワースは明治39年の来日をきっ
かけに、浮世絵の収集をはじめまし
た。そのコレクションは、珍しい初
期の作品から、鳥居清長（17521815）や喜多川歌麿（?-1806）
など錦絵が興隆をみた黄金期の作
品、葛飾北斎（1760-1849）、
歌川広重（1797-1858）の活躍
による幕末の風景画に至るまで、
浮世絵の歴史をほぼ網羅すること
ができます
本展覧会は、1500点以上の
浮世絵版画を有するメアリー・エイ
ンズワースのコレクションから珠玉
の200 点を選りすぐり紹介する、
初めての里帰り展です。

チーバベリーセミナー会場

夢シティちば 2019年₄月号
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