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今月の表紙

編集者のひと言

今回は、県内開催８競技の１つ「シッティングバレー
ボール」です。オランダでリハビリテーションのために
考案された同競技が、パラリンピックの正式競技にと
なって40年となります。今月号の６・７ページでは、
競技の魅力や見どころを紹介しています。
また、５月23日（木）～26日（日）にポートアリーナ
で「シッティングバレーボールチャレンジマッチ2019」
が開催されます。同競技の国際大会が千葉市で開催
されるのは初となりますので、ぜひ、会場に足を運ん
で観戦してみてはいかがでしょうか。

今年のGWは、
「平成最後」
そして
「令和最初」
のGWとなります。
10連
休とれる人、
仕事で10連休とれない人…立場は様々だと思います。
先日
テレビ番組で、GWに関する夫婦のアンケート結果についてやっていま
した。
お互い半数以上がGWを楽しみと感じていて、
男性は家族サービ
スや家でゆっくり過ごすなど、
普段できないことをしたいというでした。
そ
の一方で、
女性は楽しみではないと感じている割合が男性より多く、
理
由に挙げられていたのが食事の用意に気を遣う、
家事が増えるなどでし
た。
若干の夫婦の意識のすれ違いを感じつつも、
お互いリフレッシュでき
るGWであってほしいなと思います。
（企画広報課 E.M.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

２０１６年に
「千葉元気印企業大賞」
にノミネートされ、監視カメラの設置・販売
で
「幸せを売る企業」
、
「コンシャスカンパニー」
を目指す株式会社Ｉ・Ｔ・Ａシステム。
「恩送り」
という活動で、地域の福祉や文化事業など幅広い分野に多大な社会貢献を
続ける長田研自代表取締役にお話を伺いました。

社に就職し、再び営業成績で

というものに、感性が研ぎ澄
担当しているお客さまの気

まされているんです。

務めましたが、これでは自分

トップに。やがて社長秘書を

サラリーマン生活を経て、
監視カメラシステム界に飛躍
天性の営業センス生かし
成績トップを極める

立命館大学法学部を卒業。し

は「映像を売る仕事」と考え、 いますから、逃げていく顧客

歳で起業しました。これから

を早く察知することで、新規

持ちが離れていくのを察知す

かし関西とは水が合わないと

大阪にいた友人が監視カメラ

開拓をしなくても既存の顧客

の人生ではないと退社し、

東京へ。第２次石油ショック

販売の仕事をしていたのをき

私は京都の福知山出身で、

の影響が色濃い世相の頃、太

を１００％確保できます。今

る能力に人並み外れて長けて

陽生命相互保険会社に就職し、 っかけに、株式会社Ｉ・Ｔ・

ゴト師

が関西から関

を吹き返してからは順調に業

メラを注文してくださり、息

入した全パチンコ店が監視カ

さらに高周波感知装置を購

万円の売上げを達成しました。

造を発注。４カ月で２億４千

はたいてメーカーに装置の製

し、なけなしの２００万円を

失はすぐに回収できると確信

ンコ店に売れば、不渡りの損

を感知する装置を作り各パチ

け、ひらめきました。高周波

東に来る」という文字を見つ

る

おさ

創業時は自宅の畳５帖の部

生まれながらに父親の存在

の見出しに「高周波を使って

に止まりました。写真週刊誌

ことができました。

その顧客からのご紹介によって、 績を上げ経営を軌道に乗せる
会社を成長させてきました。

次に日刊アルバイトニュー

屋で、
私１人でのスタート。
家

そんな当社も創業１年目、

研ぎ澄まされた営業感覚

生まれながらの母子家庭で

ある顧客を大切にし、さらに

経理事務を担当しましたが、
外に出る方が自分に向いてい
ると感じ、２年程で退社しま

ス（Ｄａｉｙ Ａｎ）で求人広告

内が事務を担当し、パチンコ

仕事を選ばず無理して下請け

３千万円の不渡手形から

の営業マンを６年程勤め、成

店やゲームセンターを中心に

に入ったために、元請け会社

した。

績は７００人中トップを４年

２カ月で３千軒の飛び込み営

高周波感知装置でＶ字回復

連続達成しました。

に３千万円を持ち逃げされ不
３社でサラリーマンを経験

業をしました。
性下着の訪問販売会社を設立

し、営業マンとして、また起

会社をたたみ、サラリーマ

その後、 歳で退職して女
しましたが、私の営業力を生

業して売上げを順調に伸ばせ

ンに戻ろうかと考えていたあ

渡手形を抱えたことがありま
かせないことが致命的で、失

たのは、私の生い立ちゆえで

した。
敗してしまいました。
ラポット等）の型枠リースや

がない母子家庭で育ち、置き

パチンコ台の不正操作をす

る日、電車の中吊り広告が目
土木資材販売など公共事業が

去りにされる悲しみや苦しみ

した。

主流の日建工学という上場会

続いて護岸ブロック（テト

長田 研自
じ

けん

だ

代表取締役

Ａシステムを創業しました。

38

長田 研自
代表取締役

“

～監視カメラシステム販売のパイオニア～

株式会社 I.T.Aシステム

千葉市若葉区みつわ台2-34-2
☎043-216-5537

おさだ・けんじ／1953（昭和28）年2月11日、京都府福知山市生ま
れ。立命館大学法学部卒業後、太陽生命、学生援護会、日建工学でサ
ラリーマンを経験。さまざまな業界の営業職でトップを極め、38歳の
時に千葉市若葉区で株式会社Ｉ・Ｔ・Ａ（インフォメーション・テク
ノロジー・アソシエーション）システムを創業。

株式会社 I.T.Aシステム

コンシャスビジネスで社会貢献を
従業員と家族、顧客、仕入先そして、社会を幸せに

談話室
Vol.182
「監視カメラ・防犯カメラ自体、
かなり身近になってきたものの製品やシステムについてはあまり知られていません。
まだ監視カメラが浸透していない層をターゲットに、
まだまだ販路拡大できると考えています」
と長田社長。
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経営

新入会員 のご紹介
美浜区

㈲松興業

【代 表】 松平 一真
【所在地】 美浜区幸町

中央区

☎043-242-2525

ガス配管工事業

中央区

㈱富士総業

シー・ウォーク労働安全コンサルタント事務所

☎043-235-3888 【代 表】 河野 一生 ☎043-305-5410
【所在地】 美浜区稲毛海岸

警備業

市外

12

を把握することで、あらゆる

は膨大ですが、ひとつの現場

て設置するため、覚えること

会に利益を還元できるような

さまを大切にして、さらに社

員の私生活を豊かにし、お客

「恩送り」の精神で従業員、顧客、仕入先
そして、社会 の４つに幸せを

10

人の少数精鋭で
技術革新に立ち向かう

会社、その最終形としてコン

血みどろで死んでも生き返ってやって
やる、くらいの「あきらめない」。とい
う覚悟です。

現場で応用が効くようになり

公益財団法人

Ｑ 座右の銘は？
Ａ「執念」と「継続」。きれいごとでなく、

監視カメラ・防犯カメラの

あなたの健康をサポートする…

Tel.043-227-4101 Fax. 043-227-4107
https://www.chiba-cci.or.jp/ 検索

シャスカンパニーを目指しま

ご当地グルメ
「八千代チャーシュー」を「いこいの店喫茶Ｒｉ
ｏ」
で是非！ご賞味下さい

ます。それが当社の強みにな

ブライダル装飾からガーデン施工まで、
お花のことならお任
せ下さい

システムの寿命は約７～ 年

飲食店営業「いこいの店喫茶Ｒｉ
ｏ」と「八千代チャー
シュー」の普及を目指しています。

行「アカシヤの大連」。ともに学生運
動世代の名著ですね。

す。

フラワーデザイン、
ブライダル会場のイメージチェン
ジやチャペル装飾のリメイク

お問合せ／お申込みは、
千葉商工会議所総務部総務課まで
お待ちしております。

Ｑ 座右の書は？
Ａ 柴田翔「されど我らが日々」、清岡卓

っています。

【代 表】 浅井 万亀子 ☎047-750-1512
【所在地】 八千代市八千代台南

新入会員を募集しております。
みなさまのお知り合いをぜひご紹介ください。

そ の 一 環 と し て 当 社 は、

ＲＩＯ ＦＯＯＤＳ㈱

数々の社会貢献を続けていま

【代 表】 森 尚子 ☎043-309-6177
【所在地】 美浜区打瀬

市外

す。地域スポーツでは千葉ジ

㈱ブーケアンドブーケ

ェッツ、文化振興では千葉交

美浜区

響楽団、さらに「いのちの電

知的にハンデを持った仲間たちが、
心をこめて作る焼き菓子
をお届けします。

話」などに年間で数千万円の

品質の良いコーヒーをリーズナブルに提供いたします。ラン
チやスイーツもどうぞ！

スポンサードを続けています。

仕事を楽しみ人を笑顔にする写真を撮るのがモットーです

「恩送り」
の精神が、最後に勝

主に知的障害者を対象とした就労支援（焼き菓子製
造販売及び受注作業活動）

つ理由になると考えているん

自家焙煎コーヒーとエスプレッソドリンク、食事やシ
フォンケーキの提供

ですよ。

相手が喜ぶ写真を撮る。それが自分の喜びになる素
敵な循環が仕事です。
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といわれます。その間のメン

社会福祉法人父の樹会 おおぞら園

【代 表】 瀬尾 隆紀 ☎070-6983-9819 【代 表】 門屋 芙美江 ☎043-265-1923 【代 表】 小柴 友幸 ☎043-306-3912
【所在地】 緑区おゆみ野中央
【所在地】 稲毛区長沼原町
【所在地】 広島県福山市

会社を移して以降、高台で眺めもよく
居心地がよくて、毎日出社してしまい
ます。趣味は「仕事と寄付と献金」。
現在１０９３日連勤（取材当日）を継
続中で、最終的に92歳で１万日連勤
が目標。お酒も休肝日なしですが、
健
康そのものです。

テナンスに迅速に対応するこ

稲毛区

Ｑ 休日にはどんな趣味を楽しみますか？
Ａ 休みません。３年前に現在の場所に

とで顧客を逃がさず、これま

自家焙煎コーヒー ＨＡＲＵＫＡＺＥ ＣＯＦＦＥＥ

経営者・医師・資産家をサポート

Q &A

幸せを売るコンシャス
カンパニーを目指して

瀬尾フォトオフィス

緑区

税理士・司法書士・公認会計士・社会保険労務士・行政
書士 関東10拠点総合士業ＧＰ

長田社長

で売上げを順調に伸ばすこと

多数の各種事業の安全判断とＲ／Ａで労働生産性向上に寄
与した実績とノウハウが有ります

税理士法人ＴＯＴＡＬ

当社は今年、創業 年目を

社会保険労務士業務、労働安全コンサルタント業務

ずっと貿易関係の仕事に関わって、
各種製品を扱った経験が
あり、
仲介業を目指したい

中央区

【代 表】 高橋 寿克 ☎043-400-4205
【所在地】 中央区弁天

ができました。

労働安全Ｃ社労士 鈴木事務所

迎 え ま し た 。今 後 は フ レ ッ

美浜区

【代 表】 鈴木 澄雄 ☎043-238-6333
【所在地】 美浜区幸町

12

防犯カメラのニーズは地域

最新の技術とサービスをセールスポイントにした美容室。
是非一度お試し下さい

の公共施設や商店街から企業、 ド・コフマン著「コンシャス

美容室、IT関連のマッチングサービスの運営

日本ハウスクリーニング協会認定、
ハウスクリーニング資格
者の私が伺います。

12

ビジネス」をお手本にしたい

エアコン・ハウスクリーニング業

個人として貿易輸出入の仲介業を目指す

市外

☎043-222-2888

個人にまで広がっています。

石川

【代 表】 石川 昭夫 ☎043-309-4225
【所在地】 若葉区千城台東

Ｄ’
ｃｉｅｌｕｒｂａｎ ｈａｉ
ｒｄｅｓｉｇｎ

【代 表】 今関 直史
【所在地】 中央区中央

と考えています。

若葉区

【代 表】 鈴木 忠 ☎043-330-4800
【所在地】 花見川区幕張町

中央区

を最優先するのではなく、社

専門の有資格者が多数。首都圏、
関西圏を中心に日本全国
対応しています。

ピカピカおそうじサービス

技術的にはハイビジョン化が

社会保険労務士業

花見川区

世界で最後に生き残るのは

千葉働き方改革推進支援センター
【代 表】 坪川 貞幸 ☎043-441-7115
【所在地】 中央区中央

進んだ映像を、ソフトウエア

社会保険労務士法人坪川事務所

「幸せを売る企業」
。利益だけ

中央区

でどう解析し、どんなシステ

安心☆いきいき☆自分らしく☆看護師がご自宅に訪問し安
心して過ごせる生活を提供する

ムを提供するか。

訪問看護

動画制作を企画提案から撮影、
編集をワンストップでサポート。

従業員数はわずか 人です

動画制作全般

ニューハーフとちょっとした夢の時間旅行へ行ってみませんか？

が、その少数精鋭で昨年 月

ニューハーフのショーパブ

には帝国データバンクの評点

【代 表】 中 ルミ ☎043-306-7454
【所在地】 稲毛区小仲台

で千葉市内の上場大手企業を

㈱ホリスティックメディカル ルミナスの和 訪問看護ステーション

抜き、会社の財務内容でもお

稲毛区

▲長田研自社長（左）と佐藤賢也技術部課長（右）

墨付きを得るという快挙を成

【代 表】 浅田 豪紀 ☎043-306-3662
【所在地】 中央区問屋町

顧問先企業の成長を加速させることを使命としています

特殊な業態ですから、ひと

㈱リップルアート

法律事務サービスのご提供

し遂げることができました。

労働安全コンサルタント業務、ダイビングサービス、
ダイビング器材販売
中央区

弁護士法人グレイス

【代 表】 古手川 隆訓 ☎03-6432-9783
【所在地】 東京都港区

つひとつの現場の状況やニー

☎043-244-8822

㈱ＴＲＳ

ズ、既存のシステムに合わせ

㈲ソーダグループ ＰＩＮＫ ＳＯＤＡ

（順不同・敬称略）

【代 表】 栗原 周平 ☎090-4077-5431 【代 表】 積田 博史 ☎043-234-3555
【所在地】 中央区富士見
【所在地】 若葉区加曽利町

美浜区

とび、土工、リフォーム、ハウスクリーニング、
産廃収集運搬

【代 表】 平井 全孝
【所在地】 中央区登戸

若葉区

フレンチとエスニックレストラン

【代 表】 吉野 栄里子
【所在地】 中央区都町

中央区

Ｇｏｐ

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

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
禁煙外来 骨粗しょう症検査
千葉市美浜区新港32-14

☎043‑246‑0265
http://www.kenko-chiba.or.jp
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東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会

シッティングバレーボール
とは？

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

【入場料】
無料

シッティングバレーボールは、臀部
を床につけたまま座った状態で競技す
る６人制のバレーボールです。コート
は一般のバレーボールよりも狭く、座
位で行うため、ネットの高さも低く設
定されています。
※この
 競技で示す「臀部」とは「上体」
のことであり、肩から臀部までの部
位をいいます。

所】
千葉ポートアリーナ
5月23日
（木）
～26日
（日）

始まりからパラリンピック
正式競技となるまで

2019年

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催期間

【場

オリンピック競 技 大 会 2020年7月24日
（金）
～8月9日
（日）
パラリンピック競技大会 2020年8月25日
（火）
～9月6日
（日）

【開催期間】

一宮町
は夜も観戦できる日
はメダルが決まる日
は開催日

この競技は１９５６年、戦争によっ
て体が不自由になってしまった人々に

レシーブの時、短時間であれば臀部の離床は許される
（その「程度」は審判員の判断に任されるが、立ち上
がりや歩くことは禁止されている）

千葉市
Makuhari Messe
Chiba City

コートが小さく、選手同士の距離が
近いため、スピーディーでパワフルな
ラリーになります。また、相手ブロッ
クを翻弄する巧みな頭脳プレーなども
多用されます。全員で拾い、全員でつ
なぎ、全員で攻める姿は必見です。

シッティングバレーボール競技開催スケジュール

健常者も参加可能

前衛は、相手チームのサービスをブロックすることが
許される。ブロックを行う時、競技者はコートから臀
部を持ち上げることはできない

よってオランダでリハビリテーション
のために考案されたスポーツです。
一般に関心を集めるようになったの
は、１９５７年に大会を開催したこと
が影響しています。この大会のために、
ルールやコートの広さ、ネットの高さ
など様々な話し合いが行われたそうで
す。
そして１９８０年、ついにパラリン
ピックの正式競技となり、そのスピー
ド感と興奮が見る側の人にも伝わり一
緒に楽しめるようになりました。
１９８３年には世界選手権も開催さ
れ、確実に世界へと広がっています。

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５００日を切りました。千葉県では８競技が行わ
れますが、それぞれの競技には、どんな魅力や見どころが
あるのでしょうか。８回にわたり競技について詳しく紹介
していきます。今回はパラリンピック競技の「シッティン
グバレーボール」です。

①シッティングバレーボール

スパイク

い場合は、同時にサーブ権も獲得します。 められています。
サーブ権を持っていた場合は最後にサ
魅力と見どころ
ーブした競技者が再度サーブします。

競技者の位置は、その臀部の位置によって決定され統
御される（手足はフロントゾーンやコート外のフリー
ゾーンにあってもよいことを意味する）

国内では、健常者のみのチームが参
加できる大会や、健常者と障害のある
選手がチームを組んで参加できる大会
もあります。出場大会によって事前の
選手登録や、出場チームの条件などが
定められています。
競技者は、アタックヒット（スパイク）をする場合に、
臀部をコートから浮かしてはならない（
「リフティン
グ」という）

独自の特別ルールあり

6m

世界４カ国（チーム）が
参加する国際大会です。
開催会場

幕張メッセ
千葉市

3 4 5 6
木 金 土 日
2020年8月

またシッティングバレーボールには
独自の特別ルールがあります。
一般のバレーボールでは、相手チー
ムのサーブをブロックすることは禁止
されていますが、シッティングバレー
ボールでは前衛がブロックすることが
できます。
またサーブ、
ブロック、
アタックなど
で、臀部を床から離すことはできませ
んが、レシーブの時だけは、一瞬、床
から離すことが認められています。サ
ーブがネットに触れるネットインも認

サービスゾーン

シッティングバレーボール
チャレンジマッチ2019
2020年9月

28 29 30 31 1 2
金 土 日 月 火 水

3m
バックゾーン
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7

レシーブ

4

ブロック

3

エンドライン

千葉県開催競技の
魅力や見どころを紹介

フロントゾーン

25

５セット中３セット先取で勝利

センターライン

Sitting Volleyball
2

競技者の位置

1

アタックライン

サ
イ
ド
ラ
イ
ン

2m

シッティングバレーボールのルール
は基本的には、国際障がい者バレーボー
ル連盟（ＷＰＶ）の競技規則に基づきま
す。
サーブ権の有無に関わらずポイント
が加算されるラリーポイント制で、
ポイント先取したほうが１セット獲得、
５セットのうち３セット先取したチー
ムが勝利します。最後の５セットのみ
点先取したほうが勝利となります。
試合はサーブから始まり、攻撃を決
めた場合や、ミスや反則をしなかった
側がラリー勝者となり１ポイント獲得
します。
ラリー勝者がサーブ権を持っていな

ネットの高さ
男子：1.15m 女子:1.05m

15

シッティングバレーボールの特別ルール
シッティングバレーボールの特別ルール

Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 in Chiba Prefecture
Sitting Volleyball シッティングバレーボール

千葉県開催競技

2019IBSAゴールボールアジア・パシフィック選手権 in 千葉

千葉ポートアリーナ

12月13日㊎～15日㊐

高円宮杯フェンシングワールドカップ

幕張メッセ

12月20日㊎～22日㊐

ウィルチェアラグビー日本選手権大会

₃月₇日㊏～₈日㊐

長谷川良信記念・千葉市長杯争奪車いすバスケットボール全国選抜大会

⑴ 会員
（特別会員を除く）
１号議員の選挙権及び被選挙権
２号議員の選任権及び被選任権
３号議員の被選任権
※特別会員とは、千葉商工会議所会員
の資格を有しないが、趣旨に賛同し
て会員となったもの
⑵ 特定商工業者
１号議員の選挙権
特定商工業者とは、
「商工会議所法」
に
規定されている制度で、千葉商工会議所
の場合、
当所の管轄地区
（土気地区を除く
千葉市）に営業所、事務所、工場または
事業場を有する資本金または払込済出資
総額が３００万円以上の法人、または常
時使用する従業員の数が 人（商業又は
サービス業の場合は５人）以上である商
工業者
（該当する場合は会員・非会員を問
わず法定台帳作成等の経費の一部として

被選挙権または被選任権を行使できる
のは、平成 年度から引き続き会員の権
利を有し、
かつ選挙人名簿確定日
（令和元
年９月１日）までに納期の到来している
会費を完納した会員
（特別会員を除く）
に
限られております。
なお、１号議員立候補並びに２号議員
または３号議員に選任された者は、議員
選挙選任費用の一部として左記の分担金
を納入していただきます。
１号議員 ３０，０００円
２号議員 ５０，０００円
３号議員 ７０，０００円

４ 選挙権・選任権の行使（選挙人）
会員
（特別会員を除く）
は選挙人名簿確
定日
（令和元年９月１日）
までに納期の到
来している会費を完納した場合、選挙権
及び選任権を行使することができます。

選挙権

１口

２個

６口

４個

11口

７個

16口

９個

２口

２個

７口

５個

12口

７個

17口

10個

50

【お問い合わせ先】

千葉市 総合政策局 オリンピック・パラリンピック推進部
オリンピック・パラリンピック振興課 ☎043-245-5296

３口

３個

８口

５個

13口

８個

18口

10個

４口

３個

９口

６個

14口

８個

19口

11個

５口

４個

10口

６個

15口

９個

20口

11個

⑵ 特定商工業者は負担金を完納した場
合、１号議員の選挙権１個を行使す
ることができます。

50

口数

今年は役員・議員改選の年です

12月₅日㊍～11日㊌

⑴ 会員の１号議員選挙権は、会費の負
担口数に応じた個数が与えられます。
ただし、 個が上限となります
※ 口以上の場合の計算式
選挙権個数＝口数÷２＋１（端数は
切り上げ）
、また、 個が上限です。
※特定商工業者に該当する場合は、こ
れとは別に１個の選挙権があります。

幕張メッセ

年額１，０００円の負担金の納入をお願
いしています）

2019ジャパンパラゴールボール競技大会

２ 選挙・選任に関する会員等の権利

₉月28日㊏〜29日㊐
選挙権

千葉市で開催される競技大会

３ 被選挙権・被選任権の行使

千葉2019ワールドテコンドーグランプリ
口数

↑チケットの詳細はこちら

※販売スケジュールは変更になる場合があります。
※パラリンピックのチケットは、今夏から抽選申込が始まる予定です。

会員及び特定商工業者は、選挙及び選
任に関し次の権利を保有しています。

₉月13日㊎〜15日㊐
選挙権

検索
TOKYO 2020 ID

千葉ポートアリーナ

2019アジアフェンシング選手権大会

口数

公式チケット販売サイトでの
チケット購入には、TOKYO 2020 ID の登録が必要です。

当所の議員
（定数１２０名）
は、本年 月 日をもって全員任期満了となり、
９月から 月にかけて新議員の選出を行います。
選挙・選任の仕組み等は左記のとおりです。

千葉ポートアリーナ

₆月13日㊍〜18日㊋

選挙権

上記期間中に購入されたチケットのお届けは2020年5月以降を予定

場
会
名
事
行
日

公式リセール
サービス
31

シッティングバレーボールチャレンジマッチ2019

口数

抽選申込
受付終了

（都内に設置予定）

お申込みは、公式チケット販売サイトのみ
10

催
開

抽選申込
受付開始

20

１ 議員とは

⑴ １号議員
（定数 名）
会員及び特定商工業者が直接投票に
より会員の中から選ぶ議員です。
⑵ ２号議員
（定数 名）
会員の業種ごとに分類された 部会
において、各々の割当数に基づき部
会員が部会員の中から選ぶ議員です。
⑶ ３号議員
（定数 名）
会頭が常議員会の同意を得て会員の
中から選ぶ議員です。

当所の議員は、約５，２００会員の代
表として当所の最高意思決定機関である
議員総会を構成します。
地域総合経済団体である商工会議所の
議員は、地域経済界の代表的存在である
と言えます。そこで、業種・規模などを
網羅できるようにとの趣旨から、議員を
選ぶ方法が３通りあり、その選挙選任方
法によって、１号議員、２号議員、３号
議員と呼んでいます。
議員の定数は１２０名で、任期はいず
れも本年 月１日から令和４年 月 日
までの３年です。
31

8
夢シティちば 2019年₅月号
夢シティちば 2019年₅月号

9

10

10

2019年度

春以降
秋以降
7/2㈫
6/20㈭
〜5/28㈫
4/18㈭

チケット
販売所

先着順
販 売
購入手続

直前期販売

先着順販売
開始

購入手続
終了

抽選結果発表
購入手続開始

23：59

5/9㈭

10：00〜

公式チケット
販売サイト
オープン

公式チケット
販売サイト
抽選申
込受付

2020年春以降
2019年秋〜冬
2019年春〜夏
10

60

42

21

オリンピック観戦チケット購入情報
11

₅月23日㊍～26日㊐

会員口数別選挙権保有個数表（１口から20口までの場合）

2019年5月9日㈭から、観戦チケット抽選申込が始まりました！
18

30

東京2020オリンピック・パラリンピック 大会情報
トピックス
議員選挙

2019年度事務局組織
部

署

主な事業内容

部会・委員会等

千葉商工会議所

2019年度

事務局組織

会議関係（常議員会、議員総会、正副会頭会議）、諸規程管理（定款、登記、

総

総

務

務

課

その他諸規程の管理）、儀礼・慶弔・表彰、会員管理（会員データの管理、
特定商工業者法定台帳の管理、会員名簿作成）、80周年事業、議員選挙選
任、所内情報ネットワークの管理運営、セキュリティー管理、会員増強、

部

総務委員会、建設部会、金

その他庶務全般（人事労務、文書収受、事務用品管理、所内環境整備等）

〈財務管理室〉

総

決算書作成）、会館管理(貸室・貸会議室の貸し出し）

3か年計画の作成、新規事業の企画立案、会報誌発行、ホームページ管理、
調査（景気動向調査、日商LOBO調査等）、オリンピック関係（関連会議
への参画）、国際振興（海外進出支援、海外ミッション、海外からの表敬
訪問の受入）、ちば産業観光連絡協議会

務

部

鈴木

オリンピック・パラリンピッ

総

ク特別委員会、観光・サー

人材確保・人材活用（インターンシップ、新卒者向け企業説明会、人材採
用セミナー、高齢者人材活用事業、高校等と会員との情報交換会）、女性
事業者支援（女性経営者のネットワーク強化、女性向け起業セミナー、女

浩之

丸

務

課

ビス部会、自由業部会

課 長
副参事
主 査
副主査
主 事
主 事

大内

経営支援課

瀬田 直也
君塚 保一
松尾英里子
伊藤 真人
川村 海月
佐藤 亜子

副参事
主 幹
主任主査
主 査
副主査
主 事
主 事
主 事

（財務管理室）

金融税制委員会、食品部会、

室
主

卸売部会、工業部会、千葉
市大型店会

長
査

大塚 泰祥
中澤くめ子

寿夫

副主査
副主査

ネジメント、巡回相談・指導

国の受託事業
まちづくり（中心市街地まちづくり協議会、三者会談）、イベント（花火
大会、さくら祭り、大道芸、イルミネーション、ちーバル、千葉振舞等）、

産業政策委員会、都市開発

地域振興（商店会振興、循環バス事業）、観光振興、誘客（インバウン

委員会、商業流通委員会、

ド含む）、ザ・ビジネスモール管理、Wi-Fiの共通化、キャッシュレス環

小売部会、運輸部会

地域振興課

長谷川正廣
上田 稀惠
中川ひろみ
江川 園美
児玉 拓也
原田 泰輝
山本 彩奈
山田 健人

課 長
主任主査
主 査
副主査
主 事
嘱 託

横山 清次
山田摩理勢
薮﨑 敦志
芝入 好美
山崎 貴也
笠川久美子

会員交流課
副主幹
副主幹
主任主査
主 査
主 査
主 事

北見 一男
板倉
大
砂金 康弘
飯島
豊
中川 有香
久保田智絵

千葉県商工会議所連合会へ出向

性経営者向けセミナー）、人材育成（新入社員教育、階層別研修）、巡回マ

地域振興課

部長兼会員交流課長

光明

企画広報課

副参事 佐原 恵一
副主幹 宍倉 豊明
副主査 中村 大輔
副主査 横田 智也
主 事 笠井 優衣

セーフティー共済、小規模企業共済、JANコード、業者紹介、労働保険事務、
発達支援事業（創業支援・事業承継支援・生産性向上支援・販路開拓）、

地域交流部

企画経営部

部長兼経営支援課長

国際委員会、情報委員会、

経営・金融相談（マル経資金、県・市融資、窓口専門相談）、マル経審査会、

経営支援課

功

財務(資産管理・運用、一般会計・特別会計の経理処理・管理、収支予算書・

記者懇談会、行政等への提言・要望書作成、事業計画・事業報告書作成、

企画経営部

三郎
河野

常務理事・事務局長

部長兼総務課長

企画広報課

宮島

専務理事

融部会

高山 洋平
秋谷有加里

市に出向

１．
千葉県中小企業再生支援協議会
２．
千葉県産業復興相談センター
３．
千葉県経営改善支援センター（副主査 池原夏奈江）
４．
千葉県事業引継ぎ支援センター（副主査 相模 忠幸）
５．プッシュ型事業承継支援高度化事業（主事 飯田 浩宇）

副主査

小島

和也

境整備、IT導入促進チームの運営、消費税軽減税率対策窓口相談事業

地域交流部

新しい職員から一言

各種検定試験、貿易証明（特定原産地証明、非特恵原産地証明等）
、パソコ
ン教室、ビジネススクール、観戦チケット、CLUB CCI、ETCコーポレート

会員交流課

カード、汚染負荷量賦課金徴収、容器包装リサイクル、機密文書裁断、ISO

福祉環境委員会、医療・介

内部監査員講座、働き方改革、会員交流事業（新会員の集い、支店長交流会、

護部会、青年部、女性会、

幕張新都心地区会員懇談会、士業交流会、従業員対象交流会）
、保険・共済

販売士会、駐車場協会

事業、健康経営推進、会員サービス（生活習慣病健診、郵送健診、電子認証）
、
優良従業員表彰

総務部（TEL：043-227-4101）

企画経営部、地域交流部（TEL：043-227-4103）

経営支援課
主事

山田

健人

大学時代は地域貢
献が出来る仕事が
したいと考え、勉
強に励んできまし
た。一日も早くそ
の力になれますよ
う努めてまいりま
すのでご指導のほ
どよろしくお願い
致します。

会員交流課
主事

久保田智絵

社会人としての第
一歩をこの会議所
で迎えられること
を本当に嬉しく
思っています。1
日も早く仕事を覚
えて、皆様のお役
に立てるように頑
張りたいと思いま
すので、よろしく
お願い致します。

地域振興課
課長

横山

清次

新たな「令和」の
時代を迎える本
年、この4月から
当所での勤務がス
タートいたしまし
た。私も新たな気
持ちでしっかりと
業務に励み、皆様
の事業展開に微力
ながらお手伝いし
たいと思います。

企画広報課
副参事

君塚 保一

前職の職場環境と
は大きく変わり、
まだまだ分からな
いことが多いです
が、皆様のお力に
なれるように、こ
れまで培った経験
を活かしていきた
いと思います。ど
うぞよろしくお願
いいたします。

総合防犯設備・用品
街頭防犯カメラ

千葉商工会議所会員

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
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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₅月号
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消

費

者

キャッシュレス
決済事業者

手数料

経済産業省

キャッシュレス推進協議会は、経済産業省から２０１８年４月に公表された提言
『キャッシュレス・ビジョン』
を受けて同年７月２日に設立された団体で、多くの決済事
業者が各種サービスを提供している中、中立的な立場からわが国におけるキャッシュレ
ス社会の早期実現に向けた取り組みを、産官学連携で推進しています。本連載では、世
界的に急速に浸透しつつある
「キャッシュレス」
について、国内外の状況やキャッシュレ

ッシュレス決済比率を倍増（ ％→

ス普及促進に向けた取り組みなどについて紹介していきます。

生産性向上や効率化に寄与
現在、わが国のキャッシュレス決済
比率は ・ ％（２０１６年）にとど

％）させる目標を設定し、将来的には
世界最高水準の ％を目指す「支払い
方改革宣言」が出されました。

中小小売店等にも
消費者にもメリット
さらに、本年 月１日の消費税率引

決済の普及促進は、生産性向上や社会

題のわが国において、キャッシュレス

案で２，
７９８億円を計上しました。
税

経済産業省は２０１９年度の当初予算

き上げに伴う需要平準化対策として、

小規模事業者（中小小売店等）に対し

率引き上げ後の９ヵ月間、中小企業・

こうした中、政府もキャッシュレス

ては決済手数料やキャッシュレス決済

ます。
決済の普及に向けて積極的に取り組み

め、例えば手数料率が ・ ％の場合

手段（決済端末等）導入コストの補助、

キャッシュレスで支払った消費者に対

は ・ ％程度の負担で済むことにな

を始めました。２０２５年までにキャ

しては最大５％のポイント還元や割引

ります。第２の壁である決済端末等に

経費の一部を国がキャッシュレス決済

トを付与したり割引したりするための

ッシュレスで決済した消費者にポイン

体的には、中小小売店等においてキャ

に貢献し得るものと考えています。具

シュレス決済比率の引き上げにも大い

り、政府が目標とするわが国のキャッ

ス決済の普及・活用を目指すものであ

の双方にメリットのあるキャッシュレ

すると同時に、中小小売店等と消費者

小小売店等における需要喚起策を支援

にアプローチいただくことをおススメ

済事業者へコンタクトするなど積極的

サービスの詳細情報を確認のうえ、決

は特設ウェブサイトに掲載される提供

）上
サイト（ https://cashless.go.jp/
で公表される予定です。中小小売店等

順次参加を表明し、４月に特設ウェブ

があります。決済事業者は、３月から

業者経由で加盟店登録・申請する必要

事業へ参加するキャッシュレス決済事

が受けるには、本年４月１日以降、本

こうした補助・支援を中小小売店等

く導入できるようになります。

事業者に補助するもので、３月１日時

いたします。

支援が予定されています。

ポイント還元制度活用の
準備を
本事業により、中小小売店等でキャ

「まずは使ってみる」
というはじめの一

小小売店等側も、利用する消費者側も、

キャッシュレス決済は、導入する中

まずは使ってみよう！

点で公表されている情報では、上図の

本事業は、消費税率引き上げ後の中

を補助する、
「キャッシュレス・消費者

25

ついては、中小小売店等は自己負担な

3

還元事業」を実施予定です。

16

ては、本事業実施期間中は ・ ％以

す。第１の壁である決済手数料につい

導入コストの２つが緩和される方向で

入金サイクル）のうち、決済手数料と

ス決済のメリットを実際に体験するこ

も乗り越えやすくなり、キャッシュレ

に活用することで、こうしたハードル

です。今回のポイント還元制度を上手

「３つの壁」
（決済手数料、導入コスト、 歩が大きなハードルとなっているよう

ッシュレス決済の普及を阻んできた

20

の効率化に欠かせない要素と考えられ

により、労働力人口の著しい低下が課

的に低い水準にあります。少子高齢化

まっていて、主要国と比較すると圧倒

8

80

10

19

40

下に設定されたうえで、さらにその３

待しています。

とで普及につながっていくと大いに期

相続税対策スタッフ

（〜3.25％）

申請

2

分の１が国から補助されます。このた

25

補助
補助
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3

・端末導入費用（全額）
・消費者還元分の補填
⇒個別店舗： 5％
⇒フランチャイズ加盟店： 2％

全10回

代金支払

１
還元

※ポイント付与、割引等
・個別店舗： 5％
・フランチャイズ加盟店：2％

中小小売 店 等

キャッシュレス・消費者還元事業の仕組み

還元

※ポイント付与、キャッシュバック等
・個別店舗：5％
・フランチャイズ加盟店：2％

経済産業省 「平成31年度キャッシュレス・消費者還元事業」に係る「補助募集要領」よりキャッシュレス推進協議会が作成

わが社の

イチオシ社員

環境にぴったりと合った眼鏡の販売を通して、
多くのお客様の生活に喜びを提供し、
笑顔にしたい
眼鏡の使い心地は度数だけではなく、利用者の生活環境が
大いに関わってきます。数値だけでは測れない質のいい眼鏡

周年を迎える
てから、若い世代の来店はぱたりと途

の提供を続ける株式会社千葉メガネ千葉銀座店内海悠一店長
にお話を伺いました。

今年で
会社設立
当社は、１９５９（昭和 ）年に創
千葉県内に 店舗を展開し、今年で

れたようです。眼鏡は数万円するのが
当たり前だったのに、１～２万円でつ
くれるようになったのですから。眼鏡

周年を迎えます。
私が入社したのは、２００１（平成
業界にとっては黒船がやってきたよう

ため、とても印象が残っていました。

た眼鏡が私にとって最初の眼鏡だった

です。私は市原市出身で、ここで買っ

入した時のことを思い出したからなん

のは、千葉メガネの市原店で眼鏡を購

した。就職活動の際に当社を希望した

こかの眼鏡店で働きたいと考えていま

い認定眼鏡士を目指していたので、ど

格よりも品質や当店のサービスに魅力

眼鏡を買ってみた年配のお客様が、価

てきました。
おかげさまで、
一度は安い

独自のサービスを追求し差別化を図っ

労しながら、安売り店や他社にはない、

の規模の店しか生き残れず、当店も苦

どん淘汰されていきました。ある程度

な騒ぎで、まちなかの個人商店はどん

い常備しています。最近は大人よりも

フレームコーナーにして３００本ぐら

すよね。当店は１階の一部を子供用の

も、見えているふりをしてしまうんで

に先生が書く黒板の文字が見えなくて

われたくなくて隠してしまう。授業中

というのは個人差がありますし、モニ

らいの時間使うとどれぐらい疲れるか

わってきます。特にパソコンはどれぐ

境や仕事の内容によって処方が全く変

要です。同じ度数でもその人の生活環

それを度数に落とし込むのは経験が必

自体は比較的簡単にできるのですが、

認定眼鏡士の難しいところは、検査

店長を他の店舗に異動させちゃダメ

ら聞く内海さんの評価が抜群で「内海

なチャンスです。その大切なお客様か

かくお客様に人気があります。弊社で

千葉銀座店店長の内海さんは、とに

代表取締役社長 阿部博志

社長からひとこと

るようになりました。

を感じていただき、戻ってきてくださ

当時はなかったので、安売り店ができ

ンやカラーをアドバイスする新しい接
客スタイルです。店の社員とお客様が
コミュニケーションをとる、地域密着
アドバイスをしようと、女性社員はカ

型サービスがポイントです。より良い

基本的な業務としては、眼鏡を販売

子供の方がデザインにこだわりがある

ターの高さや距離も把握しないといけ

半医半商のような
認定眼鏡士の仕事

ラー診断の資格を取得しています。

を通じてお客さまが笑顔になることを
目標としています。特に子供たちは目
が悪いと親から怒られると思いこんで

んですよ。子供は気に入らないものは

ないんです。マニュアル化できない部

ル的な商品知識、接客用のトークスキ

て終わりではなく、それをかけて幸せ

弊社は今年創業 周年となります。

イルで接する親近感です。

と子供たちに対しても常に優しいスマ

剣に聴く」姿勢とソフトな応対、それ

かし、一番の強みは「お客様の声を真

や高度な技術を身に付けています。し

ています。よって、メガネの専門知識

業界資格の認定眼鏡士ＳＳ級を修得し

内海さんは眼鏡専門学校を卒業して

よ！」とよく釘をさされます。

接にナマの声を聞くことのできる貴重

お話をお伺いする機会の少ない私が直

伺いすることにしています。お客様の

になったお客様のご自宅にご挨拶にお

は毎年年末に私と店長の二人でお世話

使わず、せっかく作っても使ってもら

分は経験で補います。

いるんですよ。「漫画ばかり読んでゲー

千葉市中央区中央2－2－7
（ツインビル時計台前）
TEL：043－224－4634

えないと意味がないですからね。選択
保証付ジュニアレンズは２年間の交

ルなど眼鏡店は覚えることが多く、半

検査の知識や眼科的な知識。アパレ
換保証制度があり、２年間は、度数、キ

医半商みたいな部分があります。

の幅を広くしています。

ズも含めて無料で何度でもレンズを交

すし、これからもできるだけ様々な方

親子３代のお客様もいらっしゃいま
それから主に女性に向けてですが、

に信頼して足を運んでもらえる店にし

換できます。
チャート式のテイスト嗜好チェックと
お客様の嗜好を判断し、色や柄などの

な時間を過ごしてほしいと思います。

いうものがあります。様々な質問から、 ていきたいと思います。眼鏡をつくっ
９種類のテイストに分類して、デザイ

す。

としてこれからも活躍を期待していま

その発祥の店舗、千葉銀座店の守護神

60

ムばかりしているからでしょう」と言

株式会社 千葉メガネ

）
年です。
もともと眼鏡専門学校へ通

60

立しました。千葉銀座に開店して以降、 絶えました。年配の方々も最初は驚か

34

60
4

今は眼鏡の安売り店がありますが、

13

することです。見えること、見ること

子供用のフレームを
３００本常備

内海 悠一
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店長
千葉銀座店

千葉メガネ
株式会社

月

日㊋

月 日㊋
新会員相互の交流と
会議所の活用を紹介
30

自由業部会・金融部会・運輸部会

当所経営安定特別相談室は、３月に本
当所は、平成 年度と 年度に入会さ
年度第３回目となるセミナーを開催した。 れた会員を対象に会員同士の交流を深め
今回のセミナーは㈱ベンチャーコンサル
るとともに、商工会議所の各事業につい
タント代表取締役の寺田勝紀氏を講師に
ての理解度を高めるため、三井ガーデン
招き、「売りたくなる！欲しくなる！オン
ホテル千葉にて新会員の集いを開催した。
リーワンの商品開発」をテーマに、売れ
第１部では、粟生副会頭の挨拶後、当
る商品づくりの注意事項やポイントなど
所役議員の紹介、商工会議所事業の紹介、
を講義するものであった。
参加した新入会員の中から希望者による
セミナーでは「ヒット商品事例」
「ヒッ 「 秒自社ＰＲ」
を行った。自社ＰＲでは、
ト商品開発に必要な４つの基本」「セール
テンポよくわかりやすいＰＲが多く、出
スポイントの創り方」「商品を魅力的にす
席者は熱心に聴き入っていた。
る５つのコピー」「写真の撮り方のポイン
第２部では、名刺交換や情報交換など
ト」などについて参加事業者を巻き込み
が行われ、活気に満ちた雰囲気のなか、
ながら説明がなされた。
異業種間の交流を深めるとともに新たな
受講者は自身の状況と重なる話に共感
ネットワークやビジネスチャンスにつな
しながら、また、要所で活発に質問等を
げるきっかけの場となった。
行いながら今後の取組に活かすべく真剣
に聞き入っていた。

売りたくなる！ 欲しくなる！ オンリー
ワンの商品開発 販路開拓セミナー

12

３月８日㊎
３部会合同
オープンセミナーを開催

月 日㊋・ 日㊌

4
福祉環境委員会

日㊊

福祉環境委員会（日暮委員長）は、４
月１日から順次施行される、働き方改革
関連法についての勉強会及び意見交換会
を開催した。
千葉労働局労働基準部監督課 伊藤麻
衣子専門監督官より「改正労働基準法等
について」
、千葉労働局雇用環境・均等室
大友直之指導係長より「パートタイム・
有期雇用労働法等について」のご講演を
いただいた。その後、千葉労働局の講師
２名を交え、
「働き方改革の認識と対策」
について、出席事業所の課題や多様で柔
軟な働き方に向けての意見交換を行なっ
た。またその他として、現任期の福祉環
境委員会としての活動を振返り、３年間
のまとめについて話し合った。

働き方改革関連法について学ぶ

３月

当所は、４月２日・３日の２日間にわ
たり、「平成 年度 新入社員教育」を開
催した。
講師には、三和インターナショナル㈱
から加藤栄子氏、㈱Ｍ．
Ｉ．
Ｓ．
インターナ
ショナルから中山宏子氏をお招きし、千
葉の企業等 社 名の参加をいただいた。
本研修では、新入社員の即戦力化を目
指し「職場のルールとエチケット」
「社
会人の言葉づかい」
「接遇応対」
「ビジネ
ス文書の基本」などについて研修を行っ
た。参加者は、明るく和やかな雰囲気の
中、社会人としての基本を熱心に学んで
いた。
今回は、研修会の最後に交流会を実施
し、研修生同士の名刺交換や、それぞれ
の話題で盛り上がり実り多い研修会とな
った。

新入社員教育を開催

3

39
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31

19

19

第２部は、鈴木副市長に引き続きご登
壇いただき、パネリストとして千葉大学
准教授の神野慎吾氏、当所飯田重行コー
ディネーター、司会に自由業部会長でも
ある㈱ちばぎん総合研究所 取締役社長
の水野創氏を加えてパネルディスカッ
ションを開催した。その中では、①東京
２０２０東京オリンピック・パラリン
ピックを契機としたインバウンド需要の
取り込み状況について、②新しい文化に
価値を見出し創造することについて、③
パラスポーツの聖地を目指した活動につ
いて、それぞれの立場から意見を交わし
た。
また、当所が実施した、外国人を対象
とした「まち歩きガイドツアー」の参加
店舗からは、「当店の商品に興味を持って
もらえた。事前㏚や開催時間を変えるこ
とで、より多くの外国人のお客様に興味
を持っていただけるのではないか」との
感想をいただいた。

道場店・稲毛店・銀座店

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。

TEL/FAX：043-372-0794
E-Mail：info@chiba-milestone.jp
http://chiba-milestone.jp/
（費用の妥当性は品質チェックにも効果有）
TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

▲グループワークを行う新入社員

代表：橋爪和博

マイルストーン
ベンダー見積・追加費用の精査も重視
千葉市中央区新宿1‑20‑5
本店

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。
http://www.osenbei.co.jp/

2

11

漠然とした不安に

予算超過／品質・機能不全／稼働期日遅延
千葉名産

ＩＴシステム導入「リスク管理」 コンサルティング
手みやげに一番

29

3

60

3
自由業部会、金融部会、運輸部会は、
京成ホテルミラマーレにて、３部会合同
オープンセミナー「美術とスポーツでつ
なぐ千葉市中心市街地のこれからを探
る」を開催した。
昨年度、美術の観点から中心市街地の
活性化についてセミナーを行ったが、今
年度は、さらにスポーツの観点を加え、
この１年間の動きを振り返りながら中心
市街地のこれからの可能性について参加
者と共に探った。
第１部では、千葉市副市長 鈴木達也
氏を講師に迎え講演会を開催した。鈴木
副市長からは、千葉市美術館とスポーツ
によるまちづくりに向けた千葉市の取り
組みについてご講演いただいた。

▲千葉市副市長 鈴木達也氏

3・4月
タイムライン
タイムライン

＜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。

※あらかじめお電話で相談日時等をご連絡ください。

事業承継何でも相談窓口
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。

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。

○相談員

外部専門家

9時〜17時

○相談日

月曜日〜金曜日

○相談員

外部専門家

IT導入何でも相談窓口

高齢者活用相談窓口

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。

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。
○相談日

火曜日・木曜日

○相談員

千葉商工会議所IT導入促進チーム

○相談員

専門相談員

火曜日・金曜日

○相談員

大矢たかし
石井 孝昌

14時〜17時

氏（中小企業診断士）
氏（中小企業診断士）

税理士による税務相談窓口

○相談日

6月21日（金） 14時〜17時

○相談員

榎本

氏（弁護士）

社会保険労務士による労務相談窓口

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。

19

初雄

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

6月6日
（木） 14時〜17時

○相談日

6月13日（木） 14時〜17時

○相談員

石原 典明 氏 （税理士）
千葉県税理士会千葉東支部所属

○相談員

徳永 康子 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

夢シティちば 2019年₅月号
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27

建設部会

○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。

3

日㊌

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。

22

月

弁護士による商工法律相談窓口

▲説明を行う日本商工会議所の市川晶久氏

3

人財育成セミナーを開催

随時

建設部会（大久保部会長）は、社員教
育・人材育成をテーマとするセミナーを
開催。建設業者を中心に、 名が参加し
た。
当日は、㈱タナベ経営の講師が登壇。
従業員の離職を防止するとともに、早期
に戦力化することを目的とした教育制度
の構築に関して、実際の中小企業の実践
例を交えながら、解説が行われた。
労働人口の減少が進み、特に厳しい人
手不足状態に陥っている建設業界にある
中、参加者からは「内容が凝縮された、
ためになるセミナーだった」などの声が
聞かれ、従業員向けの教育システムをブ
ラッシュアップするためのノウハウやヒ
ントが講師から多く提示された。

○相談日

中小企業診断士による経営の相談窓口

9時〜17時

国際委員会・情報委員会

月曜日〜金曜日

15

月 日㊎
キャッシュレス決済の
普及に向けて意見交換

○相談日

3

工業部会

消費税軽減税率・転嫁対策相談窓口

3・4月
月 日㊎
工業部会セミナー・
新入部会員歓迎会を開催

TEL043-227-4103

工業部会
（長谷部部会長）
は、セミナー
久保国際委員長（㈱ベイエフエム 代表
および新入部会員歓迎会を開催した。
取締役社長）及び池田情報委員長（東日
セミナーでは、兵庫県西宮市にある髙
本電信電話㈱千葉事業部 千葉事業部長）
は合同委員会を開催した。商工会議所と
丸工業㈱の髙丸社長から「ロボット導入
して如何にキャッシュレス決済を推進し
動向と事例」と題し、ロボットシステム
ていくべきか意見交換を行うため、日本
インテグレータの立場から、中小企業に
商工会議所 中小企業振興部 主席調査役
おけるロボット化の進め方のポイントと
市川晶久氏を招いて「キャッシュレス決
事例の説明をいただいた。また、ロボッ
済等の動向」についてお話を伺った。そ
ト化におけるポイントとしてロボットオ
の後の質疑応答では「キャッシュレス・
ペレーターの育成が必要であると説明が
消費者還元事業」について質問が相次ぎ、
あり、工業高校の学生がロボット操作を
同制度への関心の高さと認知度向上への
熱心に学んでいる姿が紹介された。
課題が浮き彫りになった。意見交換では
その後、新入部会員歓迎会を開催し、
入会３年以内の部会員を招待、正副部会 「中小企業が導入を検討するのに十分な
長・所属議員との間で積極的な名刺交換、 知識を得られるよう商工会議所が周知・
啓発すべき」との意見が挙げられた。
交流が行われた。

商工会議所の無料相談窓口

タイムライン

夢シティちば 2019年₅月号

18

まずはお気軽にお電話でご相談ください‼

店舗・工場の改装／車両の購入
機械設備･什器設備の購入 など

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

4

80

66

TEL : 043-227-4103

ジェトロ千葉 所長

『商工会議所福祉制度キャンペーン』
実施のお知らせ

15

4

18

4

10

ベストウイズクラブでは、
「福祉制度キャンペーン」を4/15～6/28に実

施いたします。本キャンペーンは『商工会議所福祉制度』を会員の皆様にご

理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役立ていただくことを主な目的と
しています。

『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備他、入
院・介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお応えするものです。

https://www.jetro.go.jp/themetop/innovation/

ジェトロ「イノベーション・スタートアップ」ポータルサイト

〈参考〉

■海外スタートアップ・エコシステムへの挑戦
アイデア、ビジネスによっては、こうした
海外のベンチャービジネスに恵まれた環境
「スタートアップ・エコシステム」
に飛び込み
挑戦する日本のスタートアップも増えてき
ています。２０１８年 月、経済産業省は日
本のスタートアップ育成の新施策として官
民連携によるスタートアップ集中支援プロ
グラム
「Ｊ Ｓ-ｔａｒｔｕｐ」
を始動しました。ジ
ェトロは、海外の資金・人材・技術を活用し
た日本スタートアップのグローバル展開を
後押しするため、海外有力スタートアップ関
連イベントに
「Ｊ Ｓ-ｔａｒｔｕｐパビリオン」
を
設けているほか、海外 か所のアクセラレー
タと提携し、日本のスタートアップへの支
援を行う「グローバルイノベーションハブ事
業」
、日本でのＢｏｏｔ Ｃａｍｐ
（集中合宿）
にて
ビジネスプラン構築を支援し、海外ピッチイ
ベントでプレゼン機会を提供する「ＪＩＰ事
業」などを行っています。千葉から世界市場
を目指すスタートアップ企業の方はぜひご
参加ください。

佐藤 拓

・ ％）
、特にコンピュータ・サイエンス
の分野では実に ％にも及びます。次に、新
たなアイデアの課題を解決しビジネスに結
び付けるリソース（資金、技術、ベンチャー
支援のしくみ）があります。全米におけるベ
ンチャーキャピタル投資額の実に 割強（約
３００億ドル）がシリコンバレー域内で、日
本全体での投資額（約 億ドル）の 倍強と
なります。知財の面では、シリコンバレー
の特許件数は、全米特許件数の ％を占めま
す。こうした新たなアイデアとリソース（資
金、技術）をビジネスとして軌道に乗せるた
め、ベンチャー支援を行うアクセラレータが
存在します。ファイル共有のＤｒｏｐｂｏｘなど
４２０社を支援するＰｌｕｇ＆Ｐｌａｙ、
Ｕｂｅｒ
など２１０社を支援するＲｏｃｋｅｔ Ｓｐａｃｅ、
ジェトロと連携しサポートを行っている日本企
業を含め、 社超を支援するＵＳ Ｍａｃなど
多くのアクセラレータの存在はこうしたベン
チャービジネス拡大の基盤となっています。
結果、未上場で時価総額が 億ドル以上のユ
ニコーン企業の数は、世界で２７８社ありま
すが、米国は断トツの１３４社と 割超を占
めます。続いて中国が 社、インドが 社あ
りますが
（２０１８年 月現在）
、日本には現
在、 社しかないのが現状です。
27

会員交流課
千葉商工会議所

経営支援課

千葉商工会議所

米国西海岸におけるベンチャービジネスの現状

5

～多くのスタートアップを創出するエコシステム～

■未だ世界有数のベンチャービジネスを
生み出すシリコンバレー
古くからベンチャービジネス先進国とい
えば米国ですが、その経済をけん引する企業
群は今や製造業や石油メジャーではなく、ス
タートアップから成長したデジタル企業が
席巻しています。２００８年の時価総額ト
ップ５はエクソンモービル、ＧＥ、ＡＴ＆
Ｔ、Ｐ＆Ｇそしてマイクロソフトでしたが、
２０１８年で残っているのはマイクロソフ
トのみで、ほかＧＡＦＡ
（Ｇｏｏｇｌｅ、Ａｐｐ
ｌｅ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ａｍａｚｏｎ）が占め、そ
の時価総額の合計は３００兆円を超えます。
そのデジタル化の波は、自動車産業、小売
業、金融業など多くの産業に影響を与えてい
ます。
そして米国の中でもベンチャービジネス
といえば、２０００年のネットバブルのころ
から、西海岸のシリコンバレーが有名ですが、
未だその状況は変わりません。ＧＡＦＡの中
でもアマゾンはシアトルが本社ですが、その
ほかすべてシリコンバレーに本社を構えて
います。その強さの理由の一つとして
「人材」
があります。国内のみならず海外からも優
秀な人材が集まり、人口の実に約 割が外国
生まれで（全米 ・ ％、カリフォルニア州
10

☎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

2019.4.1 現在
※利率は変動しますので
ご確認ください

13

20
夢シティちば 2019年₅月号
夢シティちば 2019年₅月号
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2

3

日本貿易振興機構（ジェトロ）
千葉貿易情報センター

年以内

10
年以内

7
19

2 91

6
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マル経融資制度をご利用ください‼ 1.21％
（小規模事業者経営改善資金融資制度）

据置２年以内

設備
資金
据置１年以内

運転
資金

①千葉市内で最近１年以上事業を継続している方
②従業員が20人以下（商業・サービス業は５人以下）
の法人、個人事業主の方（個人事業主、家族従業員、
法人企業の役員の人数は除く）
③当商工会議所の経営指導を申込みの６ヶ月以前から
受けている方
④所 得税(法人税)、事業税、市・県民税等を納期限内
に完納している方
⑤日本政策金融公庫の融資対象業種である方
（※決算内容等によってはご希望に沿えない場合もご

ざいます。
）

設備
資金

融資額

融資期間
融資の要件

仕入資金／手形･買掛金の決済費用
諸経費の支払い

2,000 万円以内

運転
資金
経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々を
バックアップするため、 無担保
無保証人
低金利 で融資する制度です。

資金用途
マル経融資とは？

年利

安心して借りられる！

商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には、
是非ご協力いただきますようお願い申しあげます。

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国
各地の商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

TEL : 043-227-4103

新元号と消費税率引上げ
大きな変化を飛躍の契機に

平成 年の消費税率３％増に続き、いよいよ 月から消費税が ％に引き上げられ

中
ます。財政の健全化を目的とした措置ですが、消費する側としてはその負担は家計を

中小企業診断士

長田 義
  弘

【軽減税率・キャッシュレス対応】
商品価格の改定や、消費税納税額の確保

直撃し、消費を控える傾向が懸念されます。逆にモノを売る側としても、顧客の買い
控えは経営に負のインパクトを与えることが予想され、既に準備を始めている事業者

十分です。皆様口を揃えておっしゃるのが

払い時に使用する機器の導入は、準備が不

うですが、お客様との直接の接点である支

事業者様も意識し準備を進められているよ

など、売上やキャッシュに直結する点では、

【消費税の転嫁拒否】

様もいらっしゃいます。今回は消費税率引き上げに伴い、事業者様が特に注意すべき
点を考えてみました。

【小売事業者による宣伝・広告】

きないのでは」という懸念です。実際の操

「
（年嵩の）スタッフが新しい機器に対応で

とになります。この事実は揺るがないため、 者」
である場合も注意が必要です。特定事業
作そのものは、スマートフォンや銀行のＡ

販売先が一般の消費者でなく、
「特定事業

者とは、
「一般消費者が日常使用する商品の
ＴＭのようなものなのですが、
「難しいので

消費税は、最終的に消費者が負担するこ

例えば店頭で「消費税はオマケします」
「消
小売業者であって、前事業年度における売
はないか」という心理的障壁が導入を躊躇

費税 ％還元セール」など、
まるで消費税を
消費者が負担していないかのような表示は、 上高が１００億円以上である事業者や、一

税率引き上げの際にも注意が呼びかけられ

月から施行済みの措置であり、前回の消費

んだ場合の報復などは、同じく「消費税転

拒否したり、買いたたきや利益の強要や拒

性により、消費税率引き上げ分の支払いを

優位にある場合が多くなります。その優位

手として影響力を持ち、取引関係において

率引き上げを、それぞれの機器導入や、会

Ｒ決済等を行う端末」は別物です。消費税

思われます。
「軽減税率対応のレジ」と、「Ｑ

いることで、より混乱を招いているように

レス決済」も、今回同時期に話題になって

また、昨今話題になってる「キャッシュ

させている要因のようです。

ていたので、当時から事業をされている方

嫁対策特別措置法」により禁止されていま
計作業の簡略化、キャッシュレス決済が主

定の面積の店舗を有する事業者」
です。買い

はご記憶かと思います。逆に単なる「 ％

す。明らかな転嫁拒否の場合は、公正取引
の外国人観光客の取り込み等を、新たな機

「消費税転嫁対策特別措置法」により禁止さ

の関連がないことが明確な表示は問題あり
委員会、中小企業庁の窓口に相談しましょ

れています。もっともこれは、平成 年

ません。この点、消費税率８％引き上げ後
会と捉えてみてはいかがでしょうか。

値下げ」
「 ％還元セール」など、消費税と

大道芸フェスティバル

う。泣き寝入りは禁物です。

よるパフォーマンス、農産物の販

め、伝統芸能ライブや大道芸人に

クショップ」などの新企画をはじ

や「千葉市ミュージアム体験ワー

回千葉城さくら祭り開催！

に事業を開始された方は注意が必要です。

第
平成 年３月 日㈫
～４月５日㈮
時～ 時
売、
屋台などが立ち並び、
夜には千

☎043‑225‑6232

ちば２０１９開催！

平成 年３月 日
（日）

【開催日時】
【時間】

時～ 時

「大道芸フェスティバル ちば

・千葉銀座通り

・富士見本通り

【会場】 ・ＪＲ千葉駅・中央公園

24

【開催日時】

【時間】
【会場】 千葉市亥鼻公園

葉城のライトアップにより、 万

人を超える多くの人で賑わった。

２０２６年の千葉開府９００年に

千葉市中央区本町1−1−13

ーマー 組の参加があった。

ック等の多岐にわたる出演パフォ

クロバット、ジャグリング、マジ

各会場にて開催された。今年はア

２０１９」が千葉市中心市街地の

in

（千葉市中央区亥鼻１丁目）

「第 回千葉城さくら祭り」
が千
開催された。亥鼻公園は１１２６

向け、亥鼻公園が後世に名を残す桜

● ●

年に千葉常胤の父・常重が居館を

の名勝となるよう、千葉市と連携し

葉開府の地にあたる亥鼻公園にて

構えた千葉発祥の地にある歴史公

た亥鼻公園のサクラ再生事業がスタ
ートし、
「千葉城さくら植樹基金」の

園であり、園内には約 本のソメ
イヨシノが咲き誇った。

31

各会場では、パフォーマーがそ
れぞれ持ち寄った、唯一無二のパ
フォーマンスショーを披露し、観
客から拍手や歓声が飛び交った。

22
夢シティちば 2019年₅月号
夢シティちば 2019年₅月号

23

医療法人社団 報徳会

福井電機株式会社

報徳千葉診療所
〒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
電話： 043-201-5551
Mail： info@daidogei.org
URL： http://www.daidogei.org/
Twitter：@chibaddg

募集を行っています。是非ご協力く

電話：043-242-0007

日立特約店

10

今年は、子どもたちが楽しめる

千葉城さくら祭り実行委員会

11

10

ださい。

（事務局：
（公社）千葉市観光協会）

18
（事務局：まちづくり千葉）

21

「パラスポーツ（ボッチャ）体験」

【問い合わせ先】

28

大道芸フェスティバル in ちば
実行委員会

10

10

25

31

18
12

18

10

26

90

10

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

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
【問い合わせ先】

26

〈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

電気とシステムの総合コンサルタント

ナビ
10

中心市街地NEWS

in

企業診断
小

まちづくり事業情報

てくれた事務局の砂金さん。あなたの

最後に、常日頃活動を陰ながら支え

後の定例会「卒業式定例会」を開催致
助力無しでは成り立たなかったかもし

平成 年３月 日㈬、平成 年度最
しました。千葉商工会議所にて式典を

＊ ＊ ＊

大和田 将弘

れません。色々とありがとうございま

様をはじめ、ＯＢＯＧの先輩方、会員
歳からＹＥＧに入会して 年間。

輩へのメッセージを卒業会員代表とし

ました。今回ご卒業された先輩から後
まに、全国大会や県連の行事に顔を出

生活でした。入会当初は言われるがま

長かったような短かったようなＹＥＧ

の皆様のご参加誠にありがとうござい

て特別功労賞受賞のお二人からご寄稿
して、全国大会ちば大会の誘致の話が

し、
２年目にはいきなり理事に就任。
そ

＊ ＊ ＊

会会長のかばん持ちとして、日本ＹＥ

迎えてしまいました。そして、山内大

に就任し、あっという間に大会当日を

ためか、気が付けば、大会実行委員長

理事会に出たときは、「やれるならやり
ましょうよ」と何も考えずに発言した

る。全てのＹＥＧは連帯の証となる。 ｣
例会や理事会の度に耳にする Ｙ｢Ｅ

会してから中途退会を挟みながらも

くの友人との出会いや様々な貴重な経
験にも恵まれ、大きく成長させてもら

域の発展に尽力していきたいと思いま

脈を武器に、自社の発展、ひいては地

れからもＹＥＧ活動で培った経験や人

くの会員と交流させて頂きました。こ

活動し、千葉だけでない日本全国の多

ますので、これからも全力でＹＥＧ活

ずやっただけの成果は得られると思い

で取り組めたと思います。皆さんも必

区切りがあるからこそ、これまで全力

抹の寂しさがありますが、卒業という

こうしてＹＥＧを卒業することに一

ったと思います。

す。現役メンバーのみんな！素敵な卒

動を頑張ってください。

小川 智之

ます。どんなことにも遅い事はありま

固定電話から個々が携帯電話を持ち

では、これからの時代のニーズに合った

まると思います。千葉商工会議所青年部

えるには、まずは受け入れることから始

が必要不可欠です。
「ありがとう」を伝

を忘れず「ありがとう」を伝えられる事

ることだと思います。どんな時も、感謝

何よりも、必要なことは感謝を伝えられ

求められることとなります。人間関係で

までにないコミュニケーション能力が

います。多様な文化が交わる現場は今

応できる街が勝つのです。受け入れる

寄せる事でしょう。その時に瞬時に対

切りに、沢山の観光客や働き手が押し

年、東京で行われるオリンピックを皮

言語が存在すると言われています。来

オブリガード」世界には約６９００の

知でしょうか？「シェイシェイ、コッ

皆様はいくつの
「ありがとう」
をご存

ます。最後までお読み頂きありがとう

す。皆様、ご協力よろしくお願い致し

商工会議所青年部でありたいと思いま

い。その「言導力」を引き出せる千葉

で伝え導くことができる千葉でありた

ダ、グラッチェ、グラシアス、ダンケ、 思う事も重要ですが、言葉で伝え行動

プンカー、テンキュウ、カムサハムニ

ございました。

る街を！そして「ありがとう」を心で

私たちで街をつくりましょう！愛あ

せん。

歩く時代となった
「平成」
も最後の春を

田中あすか

ようこそ‼ YEGへ‼

２０１９年度会長

事の重大さと、柔軟な対応が求められ

税務・会計

変わりました。新しい気持ちで新時代

☎043-312-3746

〜市内企業価値向上を目指して〜

優秀な企業を募り、事業所税の軽減等

安藤和則税理士事務所

を見つめています。この度、２０１９

そこで、我々にできることはなにか？

の優遇を図る代わりにその企業のノウ

かずのり）

千葉市長へ政策提言

街の先導者として、感謝される「シン

ボル」でありたいと願います。

業してもよろしくね♪

業例会をありがとうございました！卒

数年。
色々な事に挑み、
地域貢献の為に

10

自分の好きな言葉になっています。入

なってはＹＥＧを表現する言葉として、 Ｇにも３年間出向させていただき、多

Ｇ宣言 。｣初めは何のことだかわから
ずに聞いていた、このフレーズも今と

私｢はＹＥＧとして夢に挑む。私たち
はＹＥＧとして地域を愛し、日本を愛す

頂きましたので次に記します。

17

用の中お越し下さいましたご来賓の皆

行い、その後三井ガーデンホテルへ場

30

した。

20

所を移動し懇親会を行いました。ご多

31

迎え、新しいスピードの時代へと移り

バル化やダイバーシティを取り入れて

28

新入会員紹介

年度千葉商工会議所青年部の会長職を
去る２０１９年３月 日、千葉商工会
議所青年部は、２０１８年度の提言事業

お預かりすることとなりました田中あ
すかと申します。新時代の一期会長と

としてまとめた提言書を熊谷俊人千葉

活動を活発に行っていきたいと考えて

して時代の流れを創り、千葉市の発展

２０１９年度スローガンは「ありが

おります。提言書の骨子は次の通りです。

市長に直接お渡しする提言手交式を執

とうを伝えたい～愛ある街へ～」と掲

『人手不足と働き方改革によって採

の一翼を担いたいと思います。どうぞ

げさせて頂きました。街は何で出来て

用及び人事面において、苦戦する事の

り行いました。今後も千葉ＹＥＧは提言

いるのか？それは「人」です。千葉市

多い中小事業者の支援を目的とし、一

消えない残せるものはなにか？それは

ハウを開示させ、市内企業に向けて解
底上げを図る』

る事が、
未来を切り開く一つの「カギ」 放していく事で、市内企業の企業価値

「文化」
じゃないのか？多様な文化を知

化は凄まじいスピードで起きています。 定基準に基づき採用及び人事面に関し

内では大型店舗の撤退など、時代の変

よろしくお願い致します。

20

24
夢シティちば 2019年₅月号
夢シティちば 2019年₅月号

25

平成30年度「卒業式定例会」開催‼
になると考えました。企業でもグロー

安藤 和則

（あんどう

田中あすか会長 あいさつ
2019年度会長

消費税軽減税率・
転嫁対策支援

が８％から ％に上がる予定です。それに伴い、消費税の
「軽減税率制度」
が実

社会保障と税の一体改革のもと、
今年 月１日より、
一般に言われる
「消費税」
10

10

施されることになりました。事業者の準備と支援についてお伝えします。

①準備は完了している 10.4%
⑥その他
15.5%

②専門家などと相談し、準備を始めている
17.9%

④準備を始めようと思っているが、何から取り組めば
いいかわからない 11.6%

■商品管理や申告・納税において
区分が必要になる

シュレス手段を用いて支払いをした消
費者にポイント還元を実施し、消費喚
起するとともに、中小企業のキャッ
シュレス決済化を推進します。
これについては当所にも多くのお問

実際にどのようなことが必要になる
かというと、
「商品管理」
に関するもの

事業者にとってはキャッシュレス化に

い合わせがあります。
今後、
キャッシュ

商品管理は、顧客となる消費者から
伴う手数料の負担があるので、自社の

と
「申告・納税」
に関するものがありま

適用税率を聞かれたり、請求書（領収
客層などを考慮して、決済事業者を決

レスの動きは加速すると思われますが、

書）の発行を求められるため、適切な
定することをお勧めします。それぞれ

す。

商品管理と、個々の商品の適用税率を
の決済事業者は様々な付帯サービスを
提供していますが、いろいろ見比べて

把握しておく必要があります。
その際には、プライスカードを書き
複数税率に対応したレジの導入等やシ
ください。

替えるだけで済むケースもありますし、 自社に見合った決済事業者を選定して

消費税率引上げに伴い、低所得者に
ステムの改修などが必要になる場合が

■軽減税率の対象品目を
把握する

配慮する観点から、
「酒類・外食を除

■様々なメニューで
会員企業を支援

対象に消費税の「軽減税率制度」が実
それぞれが適用される売上や仕入れを

計算するため、軽減税率、標準税率の
当所では様々な支援を行っています。

消費税軽減税率・転嫁対策のために、

施されることになりました。
だきたいのは、軽減税率の対象になる
が適用される 年間の取引の合計額を

ますし、税額計算する際にもそれぞれ
が完了しているという事業者が現在

動向調査によると、軽減税率制の準備

また、国ではインバウンドの一層の

％ほど、相談をして準備を始めよう

ものを正確に把握することです。事業
買していないと思われる方もいらっ
しゃるかもしれませんが、会議の席で
出すお茶や、取引先への贈答品など、
想定外の面で支払う可能性も大いにあ
増加に備え、全国各地の中小企業に

としている事業者は ％弱で、それ以
外の約７割が何をしていいのか分から
ない状況だということが分かりました。
こういった状況を踏まえ、当所では、
円滑な価格転嫁や軽減税率制度に関す

利用者 の声

携して行っています。どこから始めれ

キャッシュレス決済を普及させるため、 る講習会・セミナーを税務署などと連

う消費税対策に役立てていただきたい

消費税率引上げ後９カ月間、キャッ

ばいいのか、どんな対策が必要かなど
と思います。

■小さなことでも
気兼ねなく相談を

の道筋を把握するのに活用していただ
きたいです。
また、税理士などによる個別相談を
行っており、税制面での相談を受け付

それぞれの事業者ごとに事情が異な

ら、相談という形で、一つ一つ課題をク

けています。６月から個別相談日を更

さらに、キャッシュレス決済や複数

リアしていけば対応できると思います。

るので、一社ごとにヒアリングをして

税率に対応するためのシステム改修等

消費税率の引上げやそれに伴う軽減

に増やす予定です。企業ごとに講じる

には、ＩＴ導入が欠かせません。当

税率、またキャッシュレス決済の普及

いくことで当所も段階的にご説明やア

所では、昨年度に会員企業のＩＴベ

など、中小企業をとりまく経営環境は

対策は異なりますので、少しでも不安

ンダーとの連携による「ＩＴ導入促進

大きく変化します。こうした変化に対

ドバイスができます。セミナーや勉強

チーム」が発足し、中小企業のＩＴ導

応できずに廃業や閉店してしまうと

や疑問を感じたら相談していただきた

入をサポートしています。また、国で

いった事態を回避するためにも、当所

会で学んでいただくことと並行しなが

は軽減税率対策の補助金制度などもあ

でできるだけサポートをしていきたい

君塚 与理子

当店はまもなく創業 年になる寿
司店です。
飲食店ですから、当然、 月から
の軽減税率制度導入については、対
応方法の検討をしていました。
しかし、軽減税率対応ＰＯＳレジ
を導入するにしても、例えばＩｐａｄ
等を利用したＰＯＳレジなど、仕様や
条件が様々あるため、独力でお店に
ぴったりのものを選ぶのは難しく、な
かなか解決策が見つかりませんでした。
そんな折、会議所のＩＴ導入促進
チームの方とお話しする機会があり、
ＬＡＮ回りといった店内のＩＴ環境に
ついてご相談する中で、ＰＯＳレジに
ついてもお店に合ったものをご紹介い
ただき、導入するＰＯＳレジを決め
ることが出来ました。導入までのサ
ポートと、導入後のサポートも受け
られるので、大変助かっています。
また、その他にも予約管理や勤怠
管理、インバウンド対応などについて
もお話を聞いていただいていますので、
なんでも気軽に相談できる先として、
会議所の存在は有難いです。

㈲丸萬寿司

10

いと思います。

りますので、申請書を作成する際のお

と考えています。
日本商工会議所と当所が連名で発行し

まず、自分が対象企業なのかどうか、

手伝いをさせていただくこともありま
す。こうしたチームも身近な相談相手
として対応しますので、ＩＴ導入を伴

ている冊子がありますので、こちらで
ご判断しいただき、分からないことや
お困りのことがありましたら、気兼ね
なく当所にご相談ください。

【お問い合わせ先】
千葉商工会議所 地域振興課
ＴＥＬ ０４３ ２-２７ ４-１０３

70

ることを留意してください。

■キャッシュレス決済の普及に
対応するために

区分して計算する必要があります。

31

者の中には、軽減税率の対象品目は売

まず、事業者の方々に注意していた

当所が行った平成 年２月期の景気

また、申告の際に適切に消費税額を

あります。

された週 回以上発行される新聞」を

く飲食料品」と「定期購読契約が締結

▲担当の地域振興課 芝入

集計し、区分して記帳する必要があり

2

1

20

商工会議所
軽減税率制度への準備状況について

26
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▲平成31年２月期 景気動向調査付帯調査
▲昨年度行われた消費税軽減税率制度説明会

③専門家などに相談を始めているが、
まだ準備に取り掛かっていない
19.1%
⑤準備が必要か
わからない
25.4%

10

使ってください！

より、放映や新聞掲載で広くＰＲ

していただきました。

30

社会福祉法人
千葉市社会福祉協議会に
使用済み切手４㎏ を寄付

当女性会は、平成 年度の社会

福祉支援活動の一環として、使用

済み切手収集によるボランティア

26

基金に取組みました。

３月 日㈫、千葉市ハーモニー

プラザ内の社会福祉法人千葉市社

会福祉協議会の田辺裕雄会長へ、

使用済み切手４㎏の寄付訪問を致

このほか全天周の迫力満点映像、物語・科学番組や特別投影など子どもも大人も楽しめる多彩なラインナップ。
詳しくは科学館ホームページをご覧ください。

しました。

※特別投影のチケットは、科学館７階ミュージアムショップにて取り扱っています。

使用済み切手は、収集業者や個

©NHK

人収集者の買い取りにより、換金

日時：５月２４日２５日 １９：００～１９：４５
（45分間）
定員：２００名
料金：高校生以上８００円 小・中学生３００円

収入としてボランティア基金とな

「フィールアロマ ～アロマを感じる星空～」

り活用されます。

“史上最強の恐竜”と呼ばれるティラノサウルス。
謎に包まれていた真の姿が、世界各地で相次ぐ
化石の新発見と、最先端の科学解析技術から明
らかになってきた。一億年に及ぶ壮大な進化の
秘密を読み解いていく。

今年度の社会福祉支援活動につ

大迫力！「ティラノサウルス」

きましては、具体的取組施策を検

日時：5月18日 19：00～20：00（60分間）
定員：２００名
料金：大人1,000円 高校生600円 小・中学生300円

討中ですが、使用済み切手は既に

ティラノサウルスの謎にせまる！

「星空コンサート」

継続しております。

©2017 NHK ©小松市/NED

「千葉おもてなしひな祭り」
華やかにつるし雛彩る！

●【特別投影のご案内】

関東女連＆
東商共催講演会に参加

南半球を代表する星座「みなみじゅうじ」はこれからが見ごろ。
星に誘われて、南の国へ旅をしてみましょう。
南天の星空の見所をご案内します。

12

関東商工会議所女性会連合会・

「星空散歩 ～南十字に誘われて～」

16

東京商工会議所女性会共催の講演

大好評！「宇宙エレベーター」

16

会が、３月 日㈫東商グランドホ

エレベーターに乗って、宇宙へいこう！

今年で４回目となる「千葉おもてなしひな祭り」は、２月 日㈯
から３月３日㈰までの 日間、昨年度より展示店舗数も拡大し、賑
やかに開催されました。

●南十字？ 今日の星空？
のんびりお昼寝！星空を楽しもう！

ールにおいて開催され、当会から

●プラネタリウム番組

は髙梨会長はじめ５名が参加しま

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
休館日：6/24㊊
☎043–308–0511

「千葉おもてなしひな祭り」は、 おもてなしを楽しんでいただくイ

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

ベントです。

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

千葉市中心市街地等の各商店街や

講師の泉麻人氏は、「旅と散歩か

会期：2019年6月1日(土)〜23日(日)

「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

した。

２０年東京オリンピック・パラリ

ら学んだこと」をテーマに、スク

■所蔵作品展
「板橋区美×千葉市美 日本美術コレクション展―夢のCHITABASHI美術館!?」

■「ピーター・ドラッカー・コレクション水墨画名品展」

62

また、来年に迫りました、２０

ただき、７段飾り、親王飾りを始

ンピックの成功に向け、機運醸成

リーンを使用し、身近な千葉県内

【次回展予告】

【同時開催】

公共施設等、全 ヶ所にご協力い

め、当女性会会員や市民の皆さま

の貢献として、市内での各種パラ

講師：秋田達也（大阪市立美術館学芸員）
5月18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

夢シティちば 2019年₅月号

と手づくりさせていただいた、つ

■講演会「メアリー・エインズワース浮世絵コレクションの北斎」

29

のバス停名等の事例もまじえて話

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）

【関連イベント】

２０１５年、
「宇宙エレベーター」が現実のもの
になる・
・
・。宇宙旅行のイメージを根底から覆す
「宇宙エレベーター」によって、手軽に宇宙旅行
が出来る時代が、すぐそこまで来ています。
宇宙エレベーター構想は、どのように生まれた
のか、どんな建設プランで作られるのか、ご紹介
しましょう。

スポーツの開催時等に「つるし雛

※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

るし雛を飾り付け、訪日外国人の

観 覧 料： 一般 1,200円（960円） 大学生 700円（560円）

され、楽しく旅するコツを学びま

※入場は閉館の30分前まで

体験会」等開催致しております。

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

方をはじめ来葉されたお客様に、

会
期：開催中〜 5月26日（日）
会
場：千葉市美術館8・７階展示場
開館時間： 10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）

女性会

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

今年も、報道各社様のご支援に

5/26㊐

編集：千葉商工会議所

季節感あふれた日本の伝統文化や

開催中〜

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（1752-1815）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（17601849）、
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。
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