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カクニャン

募集対象

申込み方法

約40億円
（予定）

千葉市内の店舗
小 売 業・飲 食 業・
サ ービス業 等

・下記URLより申込み
・FAXで申込み
・郵送で申込み
・FAX、郵送での申込み
を希望の場合はお問い
合わせください。

＊除外業種あり

募集期間

2019/7/31まで
（１次募集）

＊１次募集後も随時受け付け
ます。
＊各区で説明会も開催します。
  詳しくは特設HPで。

詳細および
申請はHPで！

街頭防犯カメラ

千葉商工会議所会員

労働保険事務組合

http://www.ohshima-cp.com

新中間層が牽引し好調なペルー経済

＜なのはなひろば＞

集

総合防犯設備・用品

14 〜
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発行総額

＊説明会へ出席しない場合でも申込みは可能です。
＊申込みが完了した店舗様につきましては特設ホームページへ掲載します。

渡邉 隆一

＜中心市街地NEWS＞

募

問い合わせ先：千葉市プレミアム付商品券運営事務局
E-mail : chiba-premium@jtb.com TEL : 043-201-6318

汗の輝き／レント・レア株式会社

22

店

特設ホームページ ： https://premium-gift.jp/chibacity/

2018年度事業報告をはじめ６議案を承認

千葉商工会議所景気動向調査
代表取締役

扱

千葉市では、最大25,000円の商品券を20,000円で購入できる
「千葉市プレミアム付商品券」
を住民税非課税者・子育て世帯向けに発行することに伴い、商品券を使用できる店舗を募集し
ます。参加費、換金手数料等は一切かかりません。お店のPR、
販売促進にご活用ください。
（商品券使用期間 : 令和元年10月1日～令和2年3月31日）

経営談話室 184

京葉段ボール工業株式会社

千葉市プレミアム付商品券

営業センター

0120 ‑ 06 ‑ 2771

千葉商工会議所 女性会の活動
千葉商工会議所

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

青年部通信

今月の表紙

編集者のひと言

今月は一宮町の釣ケ崎海岸で行われるサーフィンです。
本競技は、来年の東京2020大会で初採用となる新種
目です。釣ケ崎海岸は九十九里海岸の最南端に位置し、
国内有数のサーフポイントとして年間を通じてにぎわいを
みせています。これまでも数多くの国内、国際大会が開
催されています。
また、釣ケ崎海岸は、年間に60万人ものサーファー
が良質な波を求めて来訪するサーフィンの聖地であるだ
けでなく、約1200年前から続く「上総十二社祭り」の祭
典場でもあり、地元の歴史と文化に触れることができます。

気象庁が梅雨入りを発表する数日前、令和初の蚊に刺されま
した。布団を被っても耳元で聞こえるあの羽音。しばらく電気
をつけて蚊を探すものの姿は見えず30分睡眠時間を無駄にして
しまいました。
蚊は体温や二酸化炭素などを頼りに血を吸える生き物を判
断しているそうです。そのため、必然的に布団や服から露出し、
必肌の露出が最も多い顔に集まることになります。
昔から蚊に刺されやすく、外で友人と話していたら、私だけ
10か所近く刺されたこともあり、仲良くなれそうにありません。

（企画広報課 E.M.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

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/
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千葉市若葉区上泉町424-16
☎043-239-1188

～トータルパッケージ販売を提案する３代目社長～

文俊
牧野
代表取締役社長

京葉段ボール工業株式会社
代表取締役社長

ボール業界も厳しい時期が続
きましたが、当社は市原市内

い世代が次々に入ってきてく

段ボールの品質も良いと言わ

の分別回収が徹底されていて

海外に比べ、日本では古紙

ルとともにその材料をアソー

がありました。当社が段ボー

材料を扱う会社とお付き合い

芸やパッチワークなどの手芸

に工場を持っていて、和紙工

れて、社内の世代交代が進ん

れています。日本国内の段ボ

でいます。

トし、お客さまの倉庫へ届け

を含めて従業員数は 人。若

通信販売の急成長など激動の世界情勢のなか
高品質な日本製段ボールのニーズが高まる
「段ボールの時代が来る」
包装梱包資材で物流を支える

当社は１９６３（昭和 ）

ール古紙が中国の業者に買い

るところまで請け負いました

通信販売のニーズ急増で
高品質な段ボールに世界が注目

段ボールは、ほぼ１００％
リサイクル紙を原料としてい

業界は大きな影響を受けてい

発注をいただき、営業の社員

て、私が３代目に当たります。 注できても、量が多すぎて他

た後、父が２代目社長となっ

代社長だった伯父が亡くなっ

に創業したのだそうです。初

る」
と私の父に声をかけ、
一緒

れからは段ボールの時代が来

木材問屋を営んでいて、
「こ

その父の姉の夫、私の伯父は

のお客さまの注文を作りきれ

で回ってきませんし、仮に受

通販会社の受注は中小企業ま

上げは伸びていますが、大手

に通信販売の急激な増加で売

ころです。
業界全体として、
特

こ１～２カ月で落ち着いたと

料が値上がりし、ようやくこ

で売上げも右肩上がり、仕事

したが、ちょうどバブル景気

た。入社後は営業を担当しま

いろいろな業種を経験しまし

売や訪問販売、広告代理店と

に入社するまでに、自動車販

くなかったので、 歳で当社

私は家業を継ぐつもりは全

しいです。現在、パートさん

規模の会社も多く、競争は激

大手さんはもちろん当社と同

県内は銚子や外房方面、都内

請け会社が撤退したため、昨

したが、価格が厳しくなり元

納品しています。首都圏には、 ら発送代行まで受注していま

では八王子まで、毎日製品を

年で契約を終了しました。

ングモールの段ボール製造か

大手インターネットショッピ

ていくらでも面白くできるも

事というのは、やり方によっ

どんなに状況が悪くても、仕

が悪い時期もありましたが、

マンショック、震災など景気

その後、バブル崩壊やリー

した。

分け作業をしたこともありま

が夕方から集まって総出で仕

お客さまの内訳は食品加工

なくなります。価格の面でも

状況悪化も「仕事は、やり方次第」

業界が多く、近年は化粧品や

バブル景気の絶頂期に入社

ます。

が上昇するという現象が起き、 が、ありがたいことに大量の

占められて品薄となり、価格

36

紙を扱う仕事をしていました。 ます。昨年から２年続けて原

在会長を務めている要吉郎は

役は木箱でした。
私の父で、
現

及していない時代、物流の主

れました。まだ段ボールが普

年に、若葉区桜木町で設立さ

38

医療系のニーズも大きいです。 厳しいですね。当社でも長年、 は面白かったですね。

23

京葉段ボール工業株式会社
まきの・ふみとし／1967（昭和42）年8月14日、千葉市生まれ。広告代
理店の営業職などを経て1990（平成2）年11月、京葉段ボール工業株式会
社入社。2013（平成25）年、45歳で同社の代表取締役社長に就任し、現
在に至る。

のです。バブル崩壊の頃、段

牧野 文俊

１９６３（昭和 ）年に段ボールケースの製造販売業として市内桜木町で創
業した京葉段ボール工業株式会社。２０１２（平成 ）年には、若葉区上泉町
のちばリサーチパーク内に新工場を建設し本社を全面移転。個装から外装まで
トータルパッケージ販売を手がける牧野文俊代表取締役社長にお話を伺いました。
38
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経営
「最近、若手従業員がフットサルチーム
『ＫＤオールスターズ』
を結成しました。
『Ｋ
（京葉）
Ｄ
（段ボール）』
と社名を入れてくれたことが、
すごくうれしかったんで
すよ」
と牧野社長。

ご入会いただき
ありがとう
ございました

中央区

新入会員 のご紹介

房総共同室内

【代 表】 吉本 順一 ☎043-266-7769
【所在地】 中央区浜野町
内装工事業

中央区

☎043-301-3322

電気工事業

稲毛区

㈲泰斗企画

【代 表】 大宮 幹夫 ☎043-259-6845
【所在地】 稲毛区長沼原町

50

新システムの構築に補助金活用

「美粧段ボール」で付加価値追求

値の高い
「美粧段ボール」
の製

造に注力していきたいですね。

営業面では、お客さまに対す

若手従業員のモチベーションが高まる
働きやすい職場環境づくりを

創業 年の節目に社長就任

「人」があってこそ仕事は動く

す。商品をお薦めするにしろ、

29

る迅速な対応、これに尽きま

適正に管理された森林から産

クレーム処理にしろ「即、動

24

２０１７
（平成 ）
年１月、

所に分かれていた工場を１つ

出された木材を使用したこと

く」
。
創業時から 年以上のお

50

２０１２
（平成 ）
年、３カ

にまとめ、若葉区上泉町の工

を審査する「森林認証（ＦＳ

ためにという精神ですね。これをもっと考
え、身につけたいと思います。最近、特
に好きな言葉です。

業団地
「ちばリサーチパーク」

Ｑ 座右の銘は？
Ａ「利他心」。自分を差し置いて、相手の

付き合いになる取引先がいく

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

Ｃ）
」
を取得しました。

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。

したいので、ビジネス書ばかり読んでい
ます。

80

に本社・工場を移転させまし

日本酒、
ワイン等の輸出をはじめ、良質なウコンの輸入も
行っております。

つもあるのは、お客さまを第

企業に埋もれているデータを分析して経営改善・売上ＵＰ！お
気軽にご相談下さい。

Ｑ 座右の書は？
Ａ 会社の経営や財務についてもっと勉強

また今秋には、社内全体の

日本酒、
ワイン等の輸出入。ココナッツの砂糖と粉の
輸入。鉄板アルミ製品等の輸出

た。その２年後、父が 歳を

統計解析、人工知能を活用したコンサルティング
（経
営改善、
ＡＩ導入支援）
の提供。

一に、大事に、日々の業務を

(同)富士ＫＡＶＩＴＨＡ ＴＲＡＤＩＮＧ

【代 表】 長迫 勇樹 ☎080-4360-9643 【代 表】 サラバナン カビタ ☎043-400-8615
【所在地】 中央区中央
【所在地】 美浜区打瀬

コンピューターシステムを入

ホームページの企画制作、
運営保守、
他デザイン。千葉の情
報サイトもしております。

いで始めて、ずっと好きになれなかっ
たのですが５年前にレッスンを受けて
多少上達してから楽しくなってきました。
時々外房でサーフィンもします。ジムには
通いませんが、若い頃から自宅で毎日
少しずつ無理なく筋トレを続けています。

50

周年を機

美浜区

ホームページの企画、立案、制作、運営及び保守コン
サルティング、情報処理、
デザイン

Ｑ 休日にはどんな趣味を楽しみますか？
Ａ もっぱらゴルフですね。仕事のお付き合

迎え、会社設立

㈱クォンタムデータ

千葉県内の当社エリアにて、
随時、
委託ドライバーを募集し
ております。

㈱ベイウェーブ

行ってきたからこそ。これか

中央区

軽貨物運送業、倉庫内作業

市外

【代 表】 伊藤 和美 ☎0436-37-0580
【所在地】 市原市山田

れ替えます。プロの意見と現

国内外共に災害時に応用出来る牽引式ログハウストレー
ラーの製造販売をしております

㈱Ｓ・Ｋトランス

に、私が社長を引き継ぎまし

牽引式のログハウストレーラーの製造販売とログハ
ウスのメーカー

花見川区

【代 表】 柴田 和弘 ☎043-216-2358
【所在地】 花見川区三角町

らも
「利他心」
で、お客さまか

LITTLE LOG ㈱

Q &A

場の声を合わせた、より使い

緑区

【代 表】 小川 裕子 ☎078-223-9918
【所在地】 緑区おゆみ野南

牧野社長

た。先代とは、日々の業務に

情報セキュリティ及び個人情報保護の監査、
仕組の構築、
教
育支援を行う。

ら信頼をいただけるよう努め

企業の戦略立案とリスクマネジメント

温活・足活・美活の３ステップで調子の良い心と身体を手に入
れる身体改善サロン

やすいシステム構築を目指し

温活・足活・美活による身体改善サロン

求人・求職を双方納得いくまで支援いたします。お気軽に御
相談ください。

今後はギフト用など付加価

有料職業紹介事業

関しては見事に意見が合いま

【代 表】 田中 奈美江 ☎043-304-6013 【代 表】 畠中 伸敏 ☎043-295-6578
【所在地】 中央区栄町
【所在地】 緑区あすみが丘

ていきたいと考えています。

（一社）リスク戦略総合研究所

て、国の補助金を活用させて

緑区

せん
（笑）
。ただ、社員教育な

ステージでカラオケを歌い、生ドラム生ギターが一緒に盛り上げます。

いただく予定です。

生バンドでカラオケが出来る飲み屋です

ど人間的な部分の考え方はな

俺ＳＴＵＤｉＯ

ぜか一致します。どんな仕事

中央区

【代 表】 高橋 伸知 ☎043-306-7622
【所在地】 中央区本千葉町

も、
「人」
がいなければ何も動

建設業、保険業、販売業

かせません。みんなに少しで

☎043-371-6604

心と身体の健康案内人 Heart Smile

㈱フューチャードリーム

も気持ち良く働いてもらうた

中央区

美浜区

【代 表】 白石 克子 ☎043-400-2818
【所在地】 美浜区ひび野

最新式の段ボール加工システム「ＦＦＧ」
。一つのラインで段ボールに印刷を施し、切り込みを入れて接着され、束ねたものが出てくる

めに、まだまだ問題点がたく

製油所、石油化学、製鉄所などの施設メンテナンス
回転機メンテナンス、各種配管工事

人事労務管理のアドバイス、年金の相談等

さんあります。
技術的にも、
も

仮設足場工事、太陽光発電システム販売設置施工、
事務機器オフィス家具販売、自動車整備
中央区 （同）
偶成

東海工機（株）

【代 表】 早野 賢 ☎043-306-7546
【所在地】 稲毛区穴川

っとレベルアップさせたいの

市外

【代 表】 中野 功 ☎0436-62-2141
【所在地】 市原市今津朝山

早野社労士事務所

ですが、今の若者世代に、私

㈱ジーオーエス

【代 表】 畠山 忠 ☎043-308-3623
【所在地】 若葉区桜木

稲毛区

たちの若い頃と同じ働き方を

医療全般

土木業

求めるのは難しい。彼らのモ

化粧品の卸売業

医療法人社団匡仁会梶田医院

㈲田近建設

【代 表】 田近 康一 ☎043-377-1523
【所在地】 中央区仁戸名町

チベーションをいかに上げら

若葉区

【代 表】 梶田 匡史 ☎043-256-1181
【所在地】 若葉区みつわ台

（順不同・敬称略）

れるかが、日々の課題ですね。

㈱ミニオン

【代 表】 陣内 浩貴
【所在地】 中央区長洲

中央区

一般貨物運送

【代 表】 高橋 明子 ☎043-239-6156
【所在地】 若葉区都賀の台

若葉区

㈱建正

管工事業

㈱アグリード

【代 表】 坂井 啓一
【所在地】 中央区本町

若葉区

中央区

【代 表】 田村 健 ☎043-497-6293
【所在地】 中央区蘇我

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

近年は高品質な製品が求められ、
「段ボールをカットした後のバリ（ヒゲ）や紙粉が残らないよう配慮しています」と牧野社長

5

夢シティちば 2019年₇月号

夢シティちば 2019年₇月号
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回通常議員総会
日㈪、千葉商工会議所（佐

利会頭）では第２６１回常議
に反映していきたい」との挨拶があっ

たご意見・ご要望をできる限り計画

２０１８年度事業報告をはじめ６議案を承認
６月

久間
議案に入り、議案第１号「２０１８

員会・第 回通常議員総会が開催され、 た。
２０１８年度の事業報告や収支決算、
常議員の補欠選任（案）などを審議、 年度事業報告承認に関する件」
、議案

堅く、比較的堅調な内需に支えられ

には欠けるものの民間設備投資は底

内経済の状況は、個人消費は力強さ

冒頭、佐久間会頭より、
「最近の国

（案）認に関する件」
、議案第５号「常

「２０１９年度一般会計収支補正予算

援等事業に関する件 」
、議 案 第 ４ 号

案第３号「地域中小企業人材確保支

別会計収支決算承認に関する件」
、議

第２号「２０１８年度一般会計、特

景気は緩やかな回復基調を維持して
議員の補欠選任に関する件 」
、議 案

承認された。

いるが、中小企業にとってはその実
感は乏しく、長期化する人手不足や
原材料の高騰などの影響も相俟って、
厳しい経営環境が続いている。
このような中、中小企業の支援に
かかわる事業を実施するとともに、

※内訳では会計間の繰入・繰出金等を除いております。

まちづくりや観光振興の推進など地
域経済の活性化に資する各種事業を
精力的に展開してきた。
今年は、任期満了に伴う３年に一
度の役議員の改選があり、 月から
は新たな役議員体制で事業運営を行
うこととなっている。あわせて、向
こう３か年の事業活動の方向性を示
した「中期行動計画」を策定したい
と考えており、全会員のみなさまに

394,882

アンケート調査を実施し、寄せられ

特定退職金共済事業

第２６１回常議員会・第

して、吉野毅千葉県商工労働部長や

212,495

エリア循環バス運行協議会が関東商工

５月期の当所景気動向調査の調査結
熊谷俊人市長をはじめ多くの来賓が

千葉県産業復興相談センター

第６号「新会員の加入承認に関する

常議員会・総会終了後は、会場を

彰を受賞した旨、報告があった。

件」の６つの議案について説明があり、 会議所連合会のベスト・アクション表
全ての議案について原案通り承認さ
れた。

果と東京２０２０オリンピック・パ
出席。

報告事項については、事務局より、 移動し、懇親会を開催した。来賓と

ラリンピック競技大会への取組につ
野部長、熊谷市長から祝辞を拝受。

佐久間会頭の主催者挨拶の後、吉

なお、総会開会に先立ち、表彰式を

乾杯の発声を岩井雅夫千葉市議会議

いて報告を行った。
実施。㈱エム・アイ・エス・インター
長が務め、祝宴となった。
出席者は懇親を深め、盛会の中、

ナショナルの代表取締役・小松美智子
氏が関東経済産業局長表彰を受賞し、

粟生雄四郎副会頭の中締めにより閉

147,804

事業収入等
747,633

小松氏に佐久間会頭から表彰状が手渡

ビル

県・市等
交付金
620,322

会した。

158,251

事業費
1224,954

中小企業相談事業

支出合計
1,806,897

913,432

人件費
255,081

特別会計

繰越金
298,654

会計別決算総括表（千円）
一般会計・特別会計収支内訳（千円）

1,831,305
合計

11

917,873

繰越金
302,381

収支決算の概要

82

された。また、千葉市中心市街地東口

17
82

2018年度

一般会計

収入合計
1,806,897

▲千葉市議会議長 岩井雅夫氏
▲中締めを行う粟生雄四郎副会頭

積立金等
28,208
会費収入
108,975
積立金
取崩金等
27,586

▲祝辞を述べる千葉県商工労働部長 吉野毅氏
▲祝辞を述べる熊谷俊人市長

6
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トピックス
トピックス

▲佐久間会頭から表彰状を授与（佐久間会頭・小松美智子氏）

⑵講習会等の開催 １６７回（１，３３３名）

を図るとともに、観光振興の視点に立って、誰も

産品の販路拡大と情報発信を目的に、共同販売

県内の中小企業・小規模事業者が生産する特

の提携により高齢者活用相談窓口を設置するな

同就職説明会を開催したほか、人材派遣会社と

性・外国人などの多様な人材の確保に向けた合

会員や教育機関等の協力を得て、若年者・女

くりを進めた。

外からの来訪者にとっても滞在しやすい環境づ

ンピック・パラリンピックの開催を見据え、海

づくりを推進した。また、２０２０年東京オリ

がその滞在を満喫できる魅力づくり・受入体制

２０１８ 年度末の会員数は５，１６５事業
拠点「まだあ～るちば」を開設した。県内商工

２．人材の確保と育成

所であり、前年度末の会員数（５，１５４事業
団体（ 商工会議所・ 商工会）が一体となり、

⑶販路拡大の促進

所）と比較し、 事業所の増加となり、４年連
⑴中心市街地まちづくり協議会の活動

会員の状況

続の増加となった。特に部会を中心とした会員
ど企業と人材のマッチングを進めた。また、会

間

月 日～ 月 日

所 千葉市中央区

る中小企業や、引継ぐ意欲のある中小企業に対

⑵ぶらちば祭り２０１８

②食べ・飲み歩きイベント「ちーバル」

ーなどを開催した。
⑶第 回千葉まちゼミ
⑷千葉
 市中心市街地東口エリア循環バス
⑸第 回千葉都心イルミネーション

「Ｃ ｂ-ｕｓ（シーバス）
」

③外国人留学生対象合同就職説明会
⑹ちば産業観光連絡協議会の活動

な活動主体と連携しながら、多様な魅力の創出

個々の事業者をはじめグループや団体等様々

３．域内の経済活動の活発化

各種検定試験を実施し、８，
０９１名が受験した。

簿記やメンタルヘルス・マネジメント、珠算など

⑵人材の育成

④高齢者活用相談窓口

②ものづくり女子対象合同就職説明会

①高等学校と企業との就職情報交換会

⑴人材の確保

るため検定事業や階層別・分野別の各種セミナ

①千葉振舞

事業者の持つ商品展開力・販売力の向上に取り
組んだ。
期
場
出品事業者 １６１事業者
取扱商品数 ８０５品

して、事業引継ぎの専門家が引継ぎに係る課題

後継者不在などで事業の引継ぎを検討してい

⑷千葉県事業引継ぎ支援センター

相談、アンテナショップ「まだあ～るちば」の

員の事業活動を支える従業員等の資質向上を図

増強運動を展開した。

重点事業
１．中小企業の持続的発展
依然として中小企業を取り巻く厳しい経済社

開設や商談会等の開催による販路拡大機会の創
の解決に向けた適切なアドバイス、情報提供及

３０７企業

９７４件

びマッチング支援を行った。
相談延べ件数

出、会員のＩＴベンダー企業からなるＩＴ導入
との連携による円滑な事業承継の支援など中小
相談新規受付企業数

営力の向上に努めた。
⑴巡回・窓口相談 ５，
６４６件

活動等を通じて、会員の意見等を集約し、国・

地域経済社会の代弁者として、部会・委員会

の広報媒体等を通じて、適切に情報発信すること

会員が求める情報を的確に把握・収集し、当所

７．広報機能の積極的活用

東京２０２０オリンピック・パラリンピック
県・市等に対する提言・要望活動を展開した。

４．東京オリンピック・パラリンピックへの取組

競技大会の競技開催都市の商工会議所として、

②各種共済制度

①生活習慣病健診

⑵会員サービスの向上

③各種交流会

②女性会

①青年部

⑴会員交流の促進

結束力を高めた。

場を設けて、会員相互の交流を促進し、会員の

を活発に展開するとともに、多様な会員交流の

当所事業の一翼を担う青年部、女性会の活動

８．会員交流等の促進

商工会議所の認知度・存在意義の向上を図った。

を求めた。また、メディアへの露出を高めることで、

により、会員・市民など地域社会からの理解・協力

両大会が成功裏に終えるよう、千葉県及び千葉

か、
「信頼され、期待される商工会議所」を目指

り、独自の安定的な収入の確保に取り組んだほ

強活動を展開した。また、収益事業の拡大を図

会員の協力も得て、域内全域において計画的な増

会を捉え、新たな会員の獲得に努めるとともに、

役議員・職員の日々の業務活動での様々な機

６．堅牢な組織基盤の確立と財政基盤の強化

リパラ等）

千葉市長宛９項目を提出（消費税軽減税率、
オ

⑵市への要望

承継等）

千葉県知事宛９項目を提出（人材不足、事業

⑴県への要望

５．意見・要望・政策提言活動の着実な展開

企業の抱える経営課題の解決による全般的な経

促進チームによるＩＴ導入支援、関係機関団体

会情勢が続く中、職員・専門家による巡回・窓口

28

し、コンプライアンスの徹底に努めた。

③業務災害補償プラン
④労働保険事務の代行

⑺訪日観光客への対応
構築に向けた取組

①中心
 地商店街における訪日観光客受入体制
②Ｗｉ Ｆ-ｉ（無線ＬＡＮ）整備促進事業

ネット・FAX・窓口でのお申込となります。
詳しくは千葉商工会議所ホームページをご覧ください。
https://www.chiba-cci.or.jp/

2

市並びに関係団体等との緊密な連携により機運
の醸成を図るとともに、大会を契機とした地域
経済の活性化に取り組んだ。
⑴オリ
 ンピック・パラリンピック特別委員会
⑵機運の醸成
①「ス
 ポーツ応援チーバくん」で県内をいっぱ
いにする運動

②パラ
 スポーツ大会応援イベント
「Ｇｏ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ！」

③２年
 前イベント「千葉にオリンピック・パ
ラリンピックがやってくる！」

④オリ
 ・パラトークショー＆ボッチャ体験会
⑤５０
 ０日前記念イベント「あと５００日！
オール千葉で応援しよう！」フォーラム

⑥第  回ＷＢＳＣ世界女子ソフトボール大会

⑴会員増強運動の推進

7/9㈫〜9/19㈭ ホームゲーム
花火開催日もあります。

40

14

21

⑵収益力の強化

1
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の応援

商工会議所会員様限定でお得な回数券をご用意しています。

2018（年）
2017
2016
2015
2014
▲オリンピック・パラリンピック特別委員会

28

★千葉商工会議所会員限定★

6

11

⑶地域経済への波及

（後半戦）
内野自由席“トクトク回数券”

10枚セット 対象試合

▲専門家による窓口相談（相談ブース）
▲千葉市へ要望書提出

好評発売中‼

千葉ロッテマリーンズ

（事業所）

16

▲高等学校と企業との情報交換会（成田）
▲定例会員交流会

会員数の推移

トピックス

事業報告の概要
2018年度
トピックス

▲ちーバル2018

付帯調査
⑴ 2019年度の採用について

2019年５月期

①10代

未定である
18.6％

36

②20代

161

2018年
未定である

162

③30代
採用する予定

89

④40代

千葉商工会議所景気動向調査

調査結果のポイント

⑵ 採用を希望する主な年齢層について

2019年

調査結果報告

採用は行わない

▶業況DIが３期連続の悪化。
▶深刻な人手不足の状況は続いている。
▶企業が求めている年齢層は20代と30代と
の回答が特に多い。

25

採用は行わない
29.7％

採用する予定
51.7％

⑥60代以上
⑦特に希望は
ない

100
80
60

建設業
製造業
卸売業
小売業
サービス業
40
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
79社
85社
83社
80社
86社
20
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
0
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）
⑤50代

調査期間：2019年₅月10日（金）～ ₅月24日（金）
調査対象：千葉商工会議所法人会員事業所500社
〈回答：413社 回答率：82.6％）

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

全産業業況推移

12

20

企業の声一覧
オリンピックを一年後に控え、建設業は確実に工事が進み、これより先に工事が減少して
とび工事業

いくのではないか。相変わらず人員も不足し、かつ人件費も上昇している中、人員確保も
難しく外国人をあてにしたいが、はたして実務に向いているのかも不安である。

食料品製造業

鉄鋼製品卸売業

毎年上昇する最低賃金への対応で人件費の向上につながっている。原料・送料も上昇し
ており、その上、消費税も上がるとさらに厳しくなると考えている。
ガソリン、運賃、諸々経費の値上がりと仕入価格の値上がり、さらに同業者間の値引き競
争のため悪化。

スポーツ用品

個人消費が回復せず、厳しい状態が続いている。消費増税が実行されれば、ますます厳し

小売業

くなると思う。

喫茶店

仕入コスト、人件費上昇。求人を出しても採用出来ない。それに対して売値にコスト上昇
分を転嫁できないので、収益の悪化。
ビジネスホテルのスタッフに関して、厨房調理、フロント（泊り業務有）で就業者が集まら

食堂・レストラン

ず困っている。現在、就業者の平均年齢は 72 歳で、この人たちがいなくなったら、ホテ
ルの運営がどうなるか心配。

11

夢シティちば 2019年₇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31年２月、以下同じ）と比較して、製造業・小売
業・サービス業が下降し、卸売業が上昇、建設業が横ばいと
なった結果、全産業合計DIは2.9ポイント下降して▲21.3とな
り、３期連続で悪化となった。
また、向こう３ヶ月（６月～８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
0.3ポイント下降の▲21.6となっている。
売上DIでは、前回調査と比較して、建設業が下降し、製造
業・卸売業・小売業・サービス業が上昇した結果、全産業合
計DIは2.5ポイント上昇して▲9.6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、製造業・卸売業が
下降し、サービス業が上昇、建設業・小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6.1ポイント下降の
▲15.7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、小売業が上昇、建設業・卸売業が横ばいとなった結果、全
産業合計DIは0.8ポイント下降して▲20.7となり、横ばいとなった。

また、向こう３ヶ月の先行き見通しは、製造業・卸売
業・サービス業が下降し、建設業・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0.3ポイント下
降の▲21.0となっている。
仕入単価DIは、４期ぶりに悪化しており、原材料・燃
料価格の高騰は続いている。
従業員DIは、２期連続で下降しているが、深刻な人手
不足の状況は続いている。
資金繰りDIは、４期ぶりに改善しているものの、長期
的には横ばいで推移している。
全体を総括すると、製造業・サービス業の低調が影響
し、業況DIが３期連続の悪化となった。従業員DIは改善
しているものの、
「人材確保が一番の課題」
「新規雇用が
厳しい」
「人手不足が常態化している」など人手不足に関
する声が多く聞かれ、依然として深刻な人手不足の状況
は続いている。先行きについては、小売業・サービス業
が上昇すると見込まれているものの、横ばいであり、慎
重な見方が続いている。
夢シティちば 2019年₇月号
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汗 の 輝き
創業して10年未満の若い企業をご紹介

お客さまのニーズにお応えして、千葉のまちや
空間を美しくかつ楽しく彩っていきたい
レント・レア株式会社
千葉市花見川区朝日ケ丘4-18-40
電話 043−301−3140

隆一
代表取締役／渡邉

▲レント・レア㈱の社名ロゴ

です。大学卒業後、大手リース会社に

会社を設立したのは２０１６年４月
ａから小さな矢印がある。リースに近

見ていただくとＲｅｎｔに向けてＬｅ

企業は 歳を過ぎると、管理業務にな

54

は飛行機から、小さいものは厨房機器

す。前職のリース業務では大きなもの

て一緒に仕事をしていきたかったんで

りますが、それまでの人脈を大事にし

が大きな特徴だと思います。

リースの変形のようなレンタルでこれ

しいものを購入して、レンタルする。

が、当社はお客さんのニーズにふさわ

いて、その中からお客さんに貸します

した。だから自分のノウハウは武器に
なると思いました。
そんな中でイルミネーション関連の

白、ピンク、グリーンなどの色のＬＥ

のに」と聞いて、イルミネーションに

でもあるので、レンタルがあればいい

は買い取りが原則だけれど、季節商品

リーでは資金調達に限界があるため、

やってきました。ただ、レンタルオン

ターのイベントや期間限定の飾りつけ

ズがある。例えば、ショッピングセン

イルミネーションにはレンタルニー

会社の人から「イルミネーション機器

Ｄを使用し、コントローラーで点灯さ

少しビジネスモデルを変えていこうと

な中庭を様々なデザインのイルミネー

めていくことを想定していましたが、

当初はレンタル１００％で事業を進

考えています。

ションで飾り、常設型のイルミネー

もデザインも毎年代わり映えしないも

レンタルだけでは市場がニッチ過ぎま

オブジェなどは数年使ったら見る側も
飽きてしまいます。そういう時にレン
タルはとても有効です。
施行例としては、ショッピングセン
ターなど商業施設のクリスマスやウィ
ンターイルミネーションなど期間限定

ルミネーションの設置から販売まで少
当社では カ月・ カ月の通年設置

低コストながら高い効果を目指しプラ
この仕事は発注されるのが一時期に集

型の契約は終了した時点で購入するか

し枠を広げようと考えています。
中するので、立て込んでいる時は地方

どうかを選択できるんです。そうする

ンニングは私が手掛けているんです。

出張先のホテルで夜に立案することも

24
ズにお応えしたいと、機器メーカーと

いろいろな依頼があり、そうしたニー

足元灯を設置してほしいとか。本当に

中庭の照明を消しているのでお洒落な

現してほしいとか、星空を見るために

ザメやマンタをイルミネーションで表

沖縄のリゾートホテルではジンベイ

タッグを組んで、よりニーズにお応え

今後は機器メーカーや設置会社と

当社の在庫は貸コンテナ一つだけです。

商品を抱えることもないですからね。

機器が戻ってきて、不稼働資産、在庫

アップをされています。当社サイドも

度新たな契約をして頂き、バージョン

ます。また、これまでは千葉みなとの
ウィンターイルミネーション以外は千
葉県外がほとんどだったので、せっか

脈や取引銀行などからご紹介していた

ています。これまでの仕事は前職の人

起業してから、現在は４期目に入っ

いけたらと考えています。

ングで活性化できるような仕事をして

を美しいイルミネーションやライティ

規模の大小はこだわらず、地元・千葉

く拠点を千葉に置いているのですから、

だき、周りに支えられながら何とか

今後はレンタルを基軸に
設置から販売まで事業拡大

できる仕事をしていきたいと考えてい

と、ほぼ１００％購入されますし、再

12
協力し合いながら対応しています。

通年型のものなどがあり、
ゴールド、
青、 あります。

型から、ホテルの入り口や駐車場など

た。デザインは発注者の思いを尊重し、 などにも仕事が拡大していますし、イ

のになり、
「飽き」
を感じさせてしまう。 ションパークを宿泊客に回遊して楽し

最近ではリゾートホテルなどの広大

せるというのが基本です。

潜在的なニーズが高かった
イルミネーションのレンタルに注目

まで、あらゆるものを取り扱っていま

通常のレンタル事業は在庫を持って

いレンタルという意味を込めています。

とリースからとっていますが、ロゴを

社名の
「レント・レア」
は、レンタル

特化したレンタル業を思いつきました。

会社DATA

年間勤務し、 歳で退職しました。

前職は大手リース会社の
営業マン

イルミネーションやライティングに特化したレン
タル事業を行うレント・レア株式会社の代表取締役、
渡邉隆一さんに伺いました。

を発注した会社は、機器を購入して使
用し、使い終わると倉庫にしまって、
翌年にまたそれを出して使う。１年の
うち、
使用する期間は短いし、
一度買っ

50

す。イルミネーションのプランニング

てしまうとそれを使い続けるので、色

31
んでもらうという依頼も増えてきまし

▲蒲郡市内商業施設のイルミネーション
▲千葉みなとのウインターイルミネーションも手掛ける

12
夢シティちば 2019年₇月号
夢シティちば 2019年₇月号
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▲福井ホテル内イルミネーションパーク
▲渡邉隆一代表取締役

LINE Pay ㈱
ちばぎんジェーシービーカード㈱

ちばぎんディーシーカード㈱

㈱京葉銀カード

ちば興銀カードサービス㈱

㈱しんきんカード

千葉東税務署

※㈱NTT東日本−南関東 千葉事業部、㈱千葉測器、㈱ベイキューブシー

月 日㊎
２０１９年度
第１回会員優良従業員表彰委員会
２０１９年度第１回会員優良従業員表
彰委員会（岩山委員長／当所副会頭／Ｊ
ＦＥスチール㈱東日本製鉄所 常務執行
役員・東日本製鉄 副所長）は、今年度
の表彰式開催に向けて、①２０１９年度
会員優良従業員表彰式の実施要領（案）
、
②２０１９年度収支予算について協議を
行った。
岩山委員長の挨拶後、同委員長が議長
となり議事に入った。①２０１９年会員
優良従業員表彰式の実施要領（案）につ
いては、規則の一部改正を検討すること
とし、両議題とも原案どおり承認された。
今年度の会員優良従業員表彰式は、
月 日㈫ 時から三井ガーデンホテル
千 葉の４階天平の間で挙行することと
なった。
11

月 日㊊
選挙事務日程等の
協議及び選挙立会人を委嘱
20

選挙管理委員会（宮島委員長／当所専
務理事）は、第１回選挙管理委員会を開
催した。
現職の当商工会議所議員（ 以下、議
員）の任期は、 月 日に満了となるた
め、最高意思決定機関である議員総会は
月１日より新体制へと移行する。
選挙管理委員会では、議員の選挙等を
公平・公正かつ円滑に施行するため、選
挙管理委員会並びに選挙立会人の職務及
び選挙等に関する事務日程について協議
した。
また、宮島委員長は、小池委員（有限
会社エンジョイ）
、鮫島委員
（千葉アロー
株式会社）
、大久保委員
（司法書士法人つ
ばさ総合事務所）の３名に選挙立会人を
委嘱した。

5

11

手みやげに一番

千葉名産

10

31

http://www.osenbei.co.jp/

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

道場店・稲毛店・銀座店

月 日㊊・ 日㊌
消費税率引上げ・軽減税率制度導入に備えて
キャッシュレス決済導入説明会・消費税軽減税率制度説明会

IT導入促進チーム※

当所は令和元年 月に予定されている
消費税軽減税率制度説明会では、軽減
税率の対象品目や帳簿・請求書の記載方
消費税率引上げ・軽減税率制度導入に向
けて、５月 日にキャッシュレス決済導
法の他、令和５年 月から導入される
入説明会、５月 日に消費税軽減税率制 「適格請求書等保存方式（インボイス制
度説明会を開催した。
度）
」
の登録申請方法等について、千葉東
税務署から説明を行った。
キャッシュレス決済導入説明会では、
今後の消費税に関する説明会・セミナ
急速にユーザーが増加している「ＱＲコ
ード決済」事業者の４社と地元金融機関
ーについては会報誌、当所ホームページ
関連の「クレジットカード決済」事業者
等で周知を予定している。
の５社を迎え、決済の仕組みや導入方法、
新規顧客・インバウンド客の取り込みを
図るための施策等に関する説明を行った。
多くの小売・飲食業関係者が参加し、
説明会参加後に新たなキャッシュレス決
済方法を導入したとの声もあり、当所は
「キャッシュレス・消費者還元事業」に関
する周知を引き続き行っていく。

㈱メルペイ

優良従業員表彰委員会

Pay Pay ㈱

7

総務委員会

㈱Origami
15

月 日㊋
第１回総務委員会
常議員会・総会議案を協議
総務委員会（粟生総務委員長／塚本總
業㈱取締役副社長・千葉支社長）は、今
年度第１回目となる委員会を開催した。
当日は、６月 日の常議員会・通常議
員総会の議案「２０１８年度事業報告、
２０１８年度一般会計・特別会計収支決
算、２０１９年度一般会計収支補正予算
（案）
」について協議した。事業報告・収
支決算では、事業計画に基づき実施した
８つの重点事業の取組状況や決算額等に
ついて報告し、補正予算（案）では、従
来の高齢者相談窓口に加え、中核人材と
中小企業とのマッチングを行う地域中小
企業人材確保支援等事業などの増額補正
となる３つの事業について説明を行った
ところ、原案どおり常議員会・通常議員
総会に上程することが了承された。

千葉市中央区新宿1‑20‑5
本店

【5/13説明企業・団体】
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▲各企業ブースから関心のある決済方法を選択して説明を聞く参加者
▲6月17日の常議員会・総会に向けて議案を協議

13

5

5

5・6月
タイムライン
タイムライン

あなたの健康をサポートする…

公益財団法人

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

②参加申請方法の確認を

消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用 

済手段を導入する中小小売店等だけで
済サービスを提供している場合、中小

なお、同一の決済事業者が複数の決

者と改めて手続きを行っていただく必

録済みかを確認のうえ、当該決済事業

提供している決済事業者が本制度に登

続利用したい場合には、同サービスを

者で、現在利用中の決済サービスを継

手続きを行う必要があります。
一方、
後

決済事業者に直接連絡のうえ、新規で

自社に合ったサービス内容を提供する

等）が課されることになります。詳細

にするための決済事業者への報告義務

該取引のポイントが還元されないよう

消しとなった場合に消費者に対して当

キャッシュレス取引がキャンセル・取

スターの店頭掲示義務や、消費者との

よる調査への協力等）や「義務」
（ポ

（本制度に関する国や補助金事務局に

加する中小小売店等には別途、
「要件」

キャッシュレス決済事業者が、本制

ど付随コストの発生や、補助期間終了

％以下」であるものの、別途通信費な

一般社団法人キャシュレス推進協議会

業者が仮登録しており、本登録（補助
金の交付決定）に向けた審査が進めら
れています（５月中旬正式決定予定）
。

中小小売店等の参加申請

ャッシュレス決済手段を提供する事業

中小小売店等に対して必要に応じてキ
小規模事業者が対象です。
ただし、
定義

法の中小企業等に該当する中小企業・

本制度は、原則として中小企業基本

①店舗等が本制度の対象か確認を

者（Ｂ型決済事業者）のことを言いま
上は中小企業等に該当しても、直近３

事業者」を通じて本制度に参加申請し、 年の課税所得が年平均 億円以下であ

す。中小小売店等は、この「Ｂ型決済

もう一つは、加盟店支援事業者であり、

（Ａ型決済事業者）のことを言います。

シュレス決済手段を提供する事業者

事業者であり、消費者に対してキャッ

れます。一つは、キャッシュレス発行

決済事業者は、大きく２つに分類さ

ポイント還元制度の現状

）
の公表資料に基づいて解説します。
度専用ウェブサイト
（ https://cashless.go.jp

の参加申請に向けたステップや確認すべき事項、今後のスケジュール等について、本制

助制度活用にあたり、中小企業・小規模事業者
（以下
「中小小売店等」
という。
）
の本制度へ

第３回となる今回は、
本格的に始動しつつある
「キャッシュレス・消費者還元事業」
の補

キャッシュレス決済に関わる政府施策［その３］

地域限定サービス等）
」
「ＥＣ事業向け
（オンライン決済サービス）
」の５つに

なく、既に導入済みの中小小売店等も
小売店等は決済サービスごとに申込む

分類されています。

参加可能です。新たにキャッシュレス
必要があり、それぞれに決済事業者か

本制度は、新たにキャッシュレス決

決済手段を導入する場合は、決済事業

要があります。後者は、中小小売店等

は、参加申請するＢ型決済事業者へ確

者から公表された「プラン」の中から、 ら審査を受けます。また、本制度に参

からアクションを起こさない限り、参

認をお願いします。
中小小売店等は、決済端末を「実質

加手続きが行われないことに注意が必
要です。

無償」で導入可能であり、かつ実施期
間中の決済手数料は「実質 ・１６６

度を通じて提供する「プラン」の概要

後の端末・決済手数料の取扱いが決済

③申請時の留意事項

は、専用ウェブサイトにリストとして

す。詳細は、「加盟店向け決済サービス

掲載されています（※）
。具体的には、 事業者により異なるため確認が必要で
「クレジットカード」
「電子マネー」
「Ｑ

助や手数料補助も、この「Ｂ型決済事

ます。店舗等に対する決済端末導入補

補助金事務局に登録を行うことになり

トで事業内容や取扱商材の適用性につ

あります。詳細は、本制度ウェブサイ

品については「対象外」になる場合が

ることや、特定の事業区分、取引、商

いて確認できます（
https://cashless.
）
。
go.jp/assets/doc/chusyo_teigi.pdf

業者」経由で行うことになります。
なお、４月 日現在、Ａ型・Ｂ型あわ
せて１１６社のキャッシュレス決済事

☎043‑225‑6232
千葉市中央区本町1−1−13

全10回

Ｒコード」
「特定地域向け（地域通貨、 のリスト」の概要をご参照ください。

※加盟店向け決済サービスのリスト：

15

〒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
福井電機株式会社

医療法人社団 報徳会
日立特約店

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

26

16
夢シティちば 2019年₇月号
夢シティちば 2019年₇月号

17

2

https://cashless.go.jp/franchise/index.html#list

相続税対策スタッフ

3

労働保険事務組合

労働保険（労災保険と雇用保険の総称）加入の義務付けが近年、厳格化してい
ますが、保険加入の条件や手続きの煩雑さなどから、中小企業の事業主の中に
は難しく思う方も多いかもしれません。千葉商工会議所内には中小企業の事業主
が行うべき労働保険の事務処理を代行する労働保険事務組合が設置されており、

■労働者側の保障制度の一つである

昨今は加入を義務付ける動きが急速に
強まっています。
■労働保険の事務処理を代行する
労働保険事務組合

的に皆さんが思い浮かべる社会保険

側の保障制度であり、その中には一般

まず、広義的な社会保険とは労働者

つが、当所内に設置されている労働保

れる傾向があります。その解決策の一

きを行う人が不足しており、対応が遅

ついて詳しい知識を持つ人や事務手続

中小企業では、こうした保険制度に

（厚生年金・介護保険・健康保険）
と労
険事務組合へ事務を委託することです。

労働保険とは

働保険
（労災保険・雇用保険）
の２つが
労働保険事務組合は厚生労働大臣から
認可を受けた団体で、中小企業の事業

あります。
労働保険とは、労災保険と雇用保険

労働保険に関して具体的には、概算

主が行うべき労働保険の事務処理を代

付を行い、被災労働者やその家族の生
保険料・確定保険料・一般拠出金の申

を合わせた名称です。このうち労災保

活を保護するものです。また、雇用保
告や納付、労働保険関係成立届・雇用

行する団体で、当所では現在４人が対

険は失業あるいは育児休業などをとっ
保険の事業所設置届・名称や所在地の

険は労働者が業務上あるいは通勤途中

た労働者のための保険ですが、事業主
変更、労災保険の特別加入制度（中小

委託する中小企業事業主にとっての

主な３つのメリット

３００人以下であることです。

では１００人以下、その他の事業が

業では５０人以下、卸売・サービス業

る労働者が金融・保険・不動産・小売

あることです。それから、常時使用す

まずは、大前提として当所の会員で

通常、中小企業では、労働保険の事

て検討していただければと思います。

うことに関して、様々な方法と比較し

すが、事業主の方々にはこの費用を払

に収める労働保険料の ％＋消費税で

なります。委託事務手数料は、労働局

労働保険事務組合への委託は有料と

業

主

加入前

労働保険の手続きの流れ

事
社員の入社・退職、変更等の届出書
類の作成、各行政官庁へ提出

事

主

加入後
業

① 社員の入社・退職、変更等の連絡

② 届出書類の作成、各行政官庁へ提出

千葉商工会議所労働保険事務組合

〈所管〉

利用者 の声

〈所管〉

応しています。

に対する各種の助成金もあります。建
事業主等）
の加入・変更・脱退申請、

そのほかにはハローワークでは社会

経営者が就業中に大けがをする恐れが

メリットは主に３つあります。

労働局からの認可を受ける際に指定

務を経営者自身が行う場合や事務の担

委託すれば特別加入という国の制

りませんが、労働保険事務組合に

２ 労働
 保険は労働者のための保険で
あり、通常、経営者は対象ではあ

るよう通知されているのですが、中小

どから建設現場には社会保険に加入す

関係です。国土交通省や厚生労働省な

ご相談が最も多いのは、やはり建設

どんな相談か

組合をご利用いただければと思います。

います。その一つとして労働保険事務

わたるご相談に対応させていただいて

作成、制度融資の相談など経営全般に

ています。

ちんと補償もらえたことがよかったと感じ

てくれています。

の生徒が、今年の 月から入社して頑張っ

説明会に参加した当時のポリテクカレッジ

たこともあり、ものづくり技術者合同企業

他にも、会議所の人材採用事業を利用し

ても乗りえたられた根底に、特別労災でき

込んでしまいましたが、そういうことがあっ

度を利用して、経営者も家族従

企業の事業主が把握していない場合も

労働保険事務組合
ＴＥＬ ０４３ ２-２７ ４-１０３

4

【お問い合わせ先】

業員も労災保険に加入できます。

無が厳しく問われ、労働保険に加入し

あります。近年は建設現場で加入の有

３ 労働
 保険料は通常、一定の金額を
超えないと一括納入ですが、組

り苦労しました。売り上げが半分近く落ち

現場の社員で何とか仕事をこなすのにかな

しまい、現場に出られない時期がありました。

また、私自身、以前に大きな怪我をして

るので助かっています。

に、事務組合に迅速に対応してもらってい

労災や雇用保険の手続きが発生している度

現在、１年に１人のペースで採用しており、

入りました。

工会議所の労働保険事務組合の特別労災に

ないと思い、法人化したタイミングで千葉商

でもあったので、私も労災に入らないといけ

災の加入について厳しくなってきている時期

分が仕切っていました。時代背景的にも労

毎日現場に出て仕事の段取りなども全て自

当時は、現役で私がメインでやっており、

フォームを行っている会社です。

当社は、創業 年の電気設備工事やリ

㈱ライトワークス

でけがや死亡した場合に必要な保険給

設業などでは社会保険に加入していな

できないので、発注側の企業が問い合

いと現場での仕事が受注できないなど、 雇用保険の資格の取得や喪失・氏名変

わらず、一括か三分割かの選択

ませんが、必要な書類や手続きの方法
保険や労働保険に加入していることを

あるので特別加入したいなどという場

１ 中小
 企業の事業主が労働保険に詳
しくない場合が多く、また申請も

があり、当所は、中小事業主の労働保

当者が行うケースもあります。いずれ

（ハローワーク）
〈所管〉

（ハローワーク）
〈所管〉

今回はその利用メリットなどをご紹介します。

更・離職票――などを代行します。

などはご案内させていただきます。社
明示して公募をかけるので、委託して

合や、事務担当者の各種手続きの負担

ができ、資金繰りにも役立ちます。 わせてくるケースが多くあります。

会保険
（厚生年金・介護保険・健康保険）
いる企業は求人を出す場合に社会保険

を軽減したいというご相談もあります。

なお、労災申請の代行は含まれてい

は手続きができませんが、それぞれの
完備の企業としてＰＲできます。

労働保険料の ％＋消費税

内容により労働局や労働基準監督

険組合の認可を受けているため、家族

もそこには手間や時間、人件費といっ
当所の経営支援課では労務相談をは

都道府県労働局
都道府県労働局

鈴木 雅人

また、小規模な会社を経営していて、

管轄機関へご案内しています。

■委託事務手数料は

に関する事務は別の労働保険事務組合

また、一人親方などの労災特別加入
■条件
 は家族従業員や役員以外の労働
者を１名以上雇っていること

署、ハローワークなど各所管に分

従業員や役員は除いて労働者を１名以

たコストがかかっています。

での扱いとなります。

かれるため煩雑であり、書類に

上雇っていることが必要です。

■労働保険事務組合に委託すれば…

不備があると作成し直す必要が
あるので、人手不足の企業にとっ

〈所管〉

ていないと元請けの企業が仕事を発注

じめ、各種補助金や今後の事業計画の

公共職業安定所
公共職業安定所
13

▲担当の経営支援課 原田

合に委託していると金額にかか

■委託に関して寄せられるのは

労働基準監督署
〈所管〉

商工会議所
ては手間が省けます。

10

18
夢シティちば 2019年₇月号
夢シティちば 2019年₇月号

19

10

労働基準監督署

使ってください！

義弘

中小企業診断士

長田

中

いと、ご相談にいらっしゃいました。

年勤務し、満を持してお店を出した

です。これまで２つの美容室に合計で

例えば、美容室の創業を希望される方

既に経験のある分野での創業です。

になさってみてください。

身がどのタイプに当たるのか、ご参考

るように思います。創業に当たりご自

や立地の選定等の準備のほか、多少な

食店の開業であれば、自己資金の確保

めに綿密な準備が必要です。例えば飲

い職種に挑戦する場合は、成功するた

くのですが、まったく縁もゆかりもな

た、きっかけや必然があれば合点がい

取って士業にチャレンジする、といっ

場合、実家の飲食店を継いだ、資格を

ために別の道を選ばれる方です。この

いましたが、
「昔からの夢」を実現する

今まで別なお仕事をしていらっしゃ

利用や、エンジェルと呼ばれる投資家、

金調達は、クラウドファンディングの

くなるかもしれません。その場合の資

は難しく、金融機関からの融資も難し

ればあるほど、一般的に理解されるの

代表的な例です。その内容が斬新であ

という方です。ＩＴの新サービス等が

まったく新しいビジネスを立ち上げる、

身のアイデアをもとに、今までにない

室や飲食店の開店、というよりも、自

軸に、創業を考えられる方です。美容

ご自身のアイデア・シーズ（種）を

【タイプ③ アイデア・シーズ型】

「美容学校を卒業し、アシスタントを経
りとも飲食店での勤務経験が欲しいと
ＩＴに特化したベンチャーキャピタル

【タイプ② キャリアスイッチ型】

創業は「必然」か「アイデア」か
自身のタイプを見極め必要な準備を

創業のご相談を受けていると、創業

て、最後はマネージャーも務め、備品
ころです。飲食店の経営には、店舗の

希望者の方にはいくつかのタイプがあ

の仕入れ管理や新人採用も担当し、指
運営、仕入れ、接客、採用、教育など、 など、その道の創業に慣れている方か

【タイプ① 必然型】

名いただけるお客様も 人います。今

に「なるほど！」と納得し、独立も必

計画書も完璧で、誰もがその創業動機

た」と、状況をお伺いしました。創業

門の設計事務所も紹介してもらいまし

舗の候補地を探しています。美容室専

の店長とも独立の相談をしており、店

懸念されます。可能ならば同業他社で

前に厳しい状況に陥ってしまうことも

金繰り悪化が加われば、夢を実現する

な判断ができなくなります。これに資

その対処だけで疲弊してしまい、冷静

大切なのは「行動力」と「覚悟」
。そし

を前もって行っておく必要があります。

になるのか、想定される課題の洗出し

性や、実際に動き出した後に何が必要

しまうかもしれませんので、実現可能

開業後に初めて経験することになると、 一歩間違えれば「思いつき」で終わって

戸惑うことが目白押しです。これらを

て自分を客観視する冷徹な視点です。

らの支援を検討してみましょう。また、

然ですね、と金融機関様に安心して融
経験を積むことをお勧めいたします。

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

新中間層が牽引し好調なペルー経済
～小売産業での競争激化と和食フュージョンブーム～
隆裕

■外食産業における和食フュージョン料理ブーム

設楽

■商業施設は拡大傾向にあるが、競争は激化

ペルーは、近年食の都としても有名だ。世

ジェトロリマ事務所

ペルー内需の拡大は、国内の小売産業の成

■経済発展と共に新たな中間層が生まれる

２ ０ １ ８ 年 の ペ ル ー 経 済 は、 前 年 の

界トップ レストランにおいて 位、ラテン

☎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

長でも見て取れる。２０１８年のペルーに

※１

6

位と 位の「マイドー」などに代表される。

アメリカトップ で 位の「セントラル」
、同
1

行では２０１９年（ ・ ％）も同等の成

を大きく上回る成長であり、中央準備銀

電化製品等は同 ・ ％増の 億１，８００万ソ

２２０億７，
７００万ソル（約７，
１５３億円）
、

世界で 番目に大きい日系移民社会が火付け

類に属しており、今年移住１２０周年を迎える

体としたコミーダ・ニッケイ（日系料理）の部

特に後者は、和食とのフュージョン料理を主

トやスーパーでの販売は前年比 ・ ％増の

率は ・ ％から ・ ％に増加）
。また、 おけるチリ資本を中心に展開する大手デパー
これは中南米平均
（２０１８年： ・ ％）

50

2

％増の 億２，
０００万ソル
（約２，
３４０億円）

2

50

低迷からの回復の年であった（ＧＤＰ成長

日本貿易振興機構（ジェトロ）
千葉貿易情報センター

資のご紹介ができる方です。

40

0

長を見込んでいる。近年のペルー経済の
成長により貧困率も改善されており、
年前と比較すると全国平均貧困率が ・

ル
（約２，５９８億円）
、医療品・化粧品は同 ・

役となっている。 軒中 軒しか 年以上持

年）と半減している。貧困から脱した人々

ける大型商業施設との競争は激化している。電

手ファストファッションも参入し、同分野にお

年からは繊維アパレル分野においては外資の大

もはやペルー料理の一部となっていると言っ

しており、巻寿司においては具が異なるだけで、

ランがメニューの中に和食風メニューを採用

たないという外食産業の中で、多くのレスト

とここ 年増加の一途を辿っている。２０１２

はペルーの社会階層（Ａ～Ｅ層）における

化製品においては、テレビは国内の普及率は最

※２

中間層であるＣ層に組み込まれ、全国民
の ・

だ余地がある。また近年は、内外資のコンビニ

な日系レストランを通じての日本産食材の普

2

農村地別でみると、後者の貧困率は ・

％から ・ ％と減ってはいるものの、

65

おける裏金問題などによる公共事業の停滞などが主因。

※１ エル
ニーニョ現象による豪雨災害ならびに中南米全域に広がったブラジル大手ゼネコンのオブレヒトによる公共入札に

参考 ジェトロ・ビジネス短信（ペルー）
https://www.jetro.go.jp/biznewstop/biznews/cs_america/pe/
ジェトロ・リマスタイル
https://www.jetro.go.jp/ebook/reports/8c6538b969de5be3/index.html

いると言えるだろう。

シンクタンク「経済企業開発研究所（ＩＥ
収入が ～ ドルと ～ ドルの 層に

1

50

依然として格差は大きいのが現状だ。

1

Ｅコマースなど多様化も進んできている。

及は一つの販路として大きな可能性を秘めて

％以上だ。反対に、白物家電の普及率にはま

4

業態の増加、様々なデリバリーアプリの普及、

ている。収入面では、リマ商工会議所の

51

ＤＥＰ）
」によれば、Ｃ層は 日当たりの

文化と味を守ろうという動きもある。この様

ても過言ではない。その様な中、日本の板前

1

80

低層のＥ層でも ・ ％の普及率で、その上は

1

2
8

％を占め、内需の牽引役となっ

10

20

％（１９９８年）
から ・ ％（２０１８

3

2

21

分布しているという。一方で、都市部と

20

化された階層分類。

20
夢シティちば 2019年₇月号
夢シティちば 2019年₇月号

21

2

42

72

5

が所得等の公式統計に加えて生活環境等を考慮した独自の非公開基準で定量
※２ 市場
 調査機関連合会（ＡＰＥＩＭ）

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

4

4

20
5

9
90

7

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）

2

5

2

8

2

10

42

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

ナビ

16
4
44

9

漠然とした不安に

予算超過／品質・機能不全／稼働期日遅延

企業診断
小

ＩＴシステム導入「リスク管理」 コンサルティング

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。

千葉市中心市街地まちづくり協議会

回定時総会・懇親会開催！
６月２日㈰に、千葉市中央区役

「ごみゼロクリーンデー」に参加！

イザー１名・顧問１名・会計監事
所と千葉市を美しくする会が共催

第１回理事会・第
去る６月３日㈪、三井ガーデン
２名・理事 名は再任とし、会長

よび収支予算
（案）
、会則の変更、

決算、令和元年度事業計画
（案）
お

事会・第 回定時総会が開催され

市街地まちづくり協議会第１回理

内があったほか、参加者の活発な

飲み・食べ歩きイベントの開催案

しました。ちーバル特別部会から

務理事をお迎えし、懇親会を開催

総会終了後は熊谷市長、宮島専

副会頭が新たに選任されました。

代行に千葉商工会議所の望月泰伸

した。

会、中央一丁目親和会が参加しま

商店街協同組合、中央一番街商店

千葉銀座商店街振興組合、富士見

会住み心地部会の声掛けにより、

千葉市中心市街地まちづくり協議

平成 年度事業報告および収支

総会では、髙梨会長が議長とな

岩藤理事が副会長に就任し、副会

され、総会は無事終了し、新たに

生副会頭から乾杯のご挨拶を頂き、
歓談に入りました。
参加された皆様は、和やかに会
話も弾み、あっと言う間の２時間
となり、宮島専務理事の中締めで
終了いたしました。

県女連 定時総会

日㈭、県女連定時総会

野田大会に参加
５月

２０１９年度事業計画（案）及び

議案は、事業報告及び収支決算、

長となり総会に入りました。

ました。

題について考えるきっかけとなり

清掃活動を通じて、改めてごみ問

れいになったほか、各商店街での

等を収集したことにより、街がき

え込みに捨てられたごみ・空き缶

当日は晴天に恵まれ、路上や植

する
「ごみゼロクリーンデー」
に、

役員の任期満了に伴う役員の改選
意見交換により親睦を深めること

ました。

について審議し、原案どおり承認
長１名・副会長２名・理事アドバ

第 回定時総会

り、議案は、事業報告及び収支決

長は４名体制となりました。
総会終了後、引き続き同会場に

算、２０１９年度事業計画（案）
及び収支予算（案）
、
副会長増員に

て懇親会を開催いたしました。

り協議会副会長のご挨拶の後、粟

ができました。

20

されました。役員については、会

平野千葉市中心市街地まちづく

ホテル千葉において、千葉市中心

21

熊谷市長らを迎え開催

44

５月 日㈮、丸万寿司さんにて、２０１９年度第 回定時総会を
開催いたしました。髙梨会長挨拶の後、岩山副会頭や熊谷千葉市長
から、心温まる激励のご挨拶をいただきました。
44

望月会長代行
熊谷市長

21

30

10

ついて審議し、原案通り全て承認

「野田大会」が開催され、
県内 単

ご来賓のご挨拶の後、同会長が議

を過ごしました。

た空間の中で、心癒されるひと時

待を受けましたが、ゆったりとし

同庭の柏の葉で包まれた柏餅の接

れ、素晴らしい庭園では、緑茶と

る見事な五月の節句の品々が飾ら

品の他、伝統と歴史の重みを感じ

上花輪歴史館では、通常の展示

した。

ッコーマンしょうゆ館を見学しま

梨会頭所有の上花輪歴史館の他、
キ

食事会後は、野田商工会議所髙

原案通り全て承認されました。

（来年度は、館山）について審議し、

佐藤県女連会長のご挨拶に続き、 収支予算（案）
、
来年度総会開催地

会からは、７名が参加しました。

会から２０４名の会員が集い、当

21

2019年度

22
夢シティちば 2019年₇月号
夢シティちば 2019年₇月号

23

16

〈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

女性会
編集：千葉商工会議所

千葉商工会議所地域振興課内 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

中心市街地NEWS

2019年度千葉YEGの活動紹介

２０１９年度千葉県連スローガン

仲間と「つながる」未来へ歩もう～

いい街・いい人・いいＹＥＧ
～さあ新時代
す。
そして、総会後の懇親会は総勢

２０１９年５月 日火曜日に千葉
県商工会議所青年部連合会（千葉県
１４０名を超えるご参加を頂き、三

付けて、懇親会も含めた会場の設営

ため、これを「５月定例会」と位置

内各地の他単会の仲間をお迎えする

て開催されました。
千葉ＹＥＧも、
県

国大会（静岡県青連）のＰＲを行っ

ロック大会（ひたちなかＹＥＧ）
・全

国ゴルフ大会（水戸ＹＥＧ）
・関東ブ

よりキャラバン隊にお越し頂き、全

開催いたしました。懇親会には県外

井ガーデンホテル３階平安の間にて

や運営に携わりました。当日は、平
会員が駆け付けてくれました。

38

室室長白井達朗様など６名の列席を

働部経済政策課中小企業・団体支援

千葉市長熊谷俊人様、千葉県商工労

会議所副会頭粟生雄四郎様をはじめ、

頂けたからこそであり、このＹＥＧ

バーに多く参加頂き、多方面に協力

終えられたのも、千葉ＹＥＧのメン

会・懇親会すべてを滞りなく盛会に

最後に、この度の役員会・通常総

うちに終えることができました。

賜り、県内ＹＥＧ 単会の会長をは

通常総会には来賓として千葉商工

ＹＥＧとの交流も深められ、盛会の

て頂き、千葉県内に留まらず、県外

葉商工会議所 階第１・２ホールに

青連）
第１回役員会・通常総会が、
千

28

日の日中にもかかわらず、 人もの

14

いただき、厳粛な議事進行の中、平

じめ１２０名を超える会員のご参加
た。
」と、
メンバーに心から熱い感謝

れたことに、
「千葉ＹＥＧで良かっ

の「つながり」を改めて強く感じら

を切ることができました。
私も千葉県青連会長として、改め
て身と心を引き締め、令和という新時
代を仲間たちと共に、歩んで参りま

千葉ＹＥＧの皆さん、ありがとう
ございました！そして、お疲れ様で
した！

ます。
まず委員会活動について、
こち

ここで改めて現活動のご紹介を致し

ＥＧとは大きく違う点が多々あり、

過しました。本年度は例年の千葉Ｙ

」と
記とし「委員会」を「 Section
設定しております。年間活動計画に

ティを意識するため、すべて英語表

グローバリゼーション・ダイバーシ

わせるとともに、プレゼン能力の向

方法をとっております。テーマに合

地図へダーツを投げ選択するという

いう内容です。題目となる国は世界

とめ参加者に向けプレゼンをすると

呼称は本年度会長のテーマに合わせ、 合わせ世界各国の情報を３分間にま

ております。これは本年度テーマに

理解・お力添えをお願い申し上げま

お願い致します。

後ともご指導ご鞭撻のほどよろしく

い点も多々あるかと存じますが、今

試みは手探りの部分が多く、至らな

上訓練を目的としています。新しい

千葉ＹＥＧ 斉藤 玄樹

２０１９年度千葉県青連会長

らは例年「総務広報」「地域振興」「経
ついては割愛致しますが、各事業を

５月理事会の新入会員承認式

美容業・WEB制作・販促品製作

成となっております。なお、委員会

営開発」
「親睦交流」
「対外拡大」と
準備するための委員会会議はすべて

みき）

本年度が始まり早くも数カ月が経

いう主に５つの委員会構成で活動し
の委員会を集めての合同委員会とし

㈱Holistic＆Natural Beauty

２０１９年度 千葉ＹＥＧ一同

ておりましたが、本年度は田中あす

新入会員紹介

て毎月定例的に行っております。こ

嶋田 美紀

（しまだ

☎043-239-6799
FRAGRANCE商品の製造、卸業
☎043-227-4336
広告代理業、WEB制作

株式会社 Instill

㈱読売千葉広告社
（みやの

てつろう）

市原

宮野 哲郎

（いちはら

望

か会長の掲げる「ありがとうを伝え

３分間スピーチの題目となる国を選択

のぞむ）

の合同委員会の場を使い、商工会議

す。引き続き、皆様より事業へのご

しかありません。

成 年度決算および２０１９年度予

16

算の御承認を頂き、晴れてスタート

30

たい～愛ある街へ～」のもと３人の

千葉県連会長・千葉ＹＥＧ 斉藤玄樹君

所・ＹＥＧという組織の構造や活動

静岡県連の全国大会キャラバン隊

副会長、
５人の委員長を設置し、
執行

千葉市長 熊谷俊人様

について学ぶためのオリエンテーシ

千葉商工会議所副会頭 粟生雄四郎様

」
、そし
部である「 Executive office

～千葉ＹＥＧも５月定例会として運営に参加～

」
「 Future Creation
」 ョンを毎月分割して講習しています。
て「 Diversity
」
「 」 また各委員会が持ち回りで担当する
「
Membership
Expansion
PR
」という委員会構 「３分間スピーチ」
「 Status of YEG
ということも行っ

合同委員会の様子

24
夢シティちば 2019年₇月号
夢シティちば 2019年₇月号
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千葉県青連第 １ 回役員会・通常総会 開催 ！

なる一方で、優先権があるにも関わら

った選手の邪魔をすると減点の対象と

の最南端に位置しており、波面が強く

海岸サーフィンビーチは、九十九里浜

サーフィン競技の会場となる釣ヶ崎

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチの魅力

目され、競技人口が増えてきています。

技に採用されることもあり日本でも注

す。東京オリンピックで初めて正式競

えると言われるほどの人気スポーツで

のサーフィン人口は３５００万人を超

ンの父と呼ばれています。現在、世界

ナモク（アメリカ）で、近代サーフィ

獲得したハワイ出身のデューク・カハ

ープ１９２０大会の水泳で金メダルを

トックホルム１９１２大会とアントワ

ポーツです。この競技を広めたのはス

って始められ、ハワイで育った海のス

サーフィンは古代ポリネシア人によ

サーフィンの始まり

や見どころを紹介します。

が集まっているサーフィンのルール

で初めて正式競技に採用され、注目

今月は、東京２０２０オリンピック

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会

乗り、そのうち点数が高かった２本の

人のジャッジが、繰り出した技の種類

採点は、
１本のライディングを、
複数

すること）を開始したものの途中で波

に腹ばいになり両手で水をかいて前進

ろうとしてパドリング（サーフボード

ず波に乗らずにいたり、選んだ波に乗

や難易度、オリジナリティに加え、全

に乗ることをやめたりすると優先権を

合計点で順位を競います。

ル）前後でボードの先端がとがってい
体のダイナミックさやスピードなどを

ドと長さ フィート（約 ・ メート
るショートボードといった種類があり

サーフィンの魅力・見どころ

失ってしまいます。

総合的に判断して行います。
選手は、時間内にできるだけ多くい

自然の海が競技会場のため、風の強

ターンやダイナミックな技を可能にす
の波に乗れるのは１人だけというルー

さや向きの影響で波の状態は刻一刻と

い波をつかみたいところですが、１つ
ルがあります。
「ピーク」と呼ばれる

変わり、同じ波は２度とやってきませ

るショートボードで競技が行われ、男
東京２０２０大会では、４人ずつで

崩れる直前の波の頂上に最も近い選手

ん。刻々と変化する波を見極め、いか

女各 人が出場します。
競技を行い、２人が勝ち抜けるという

だけがその波に乗る権利があり、これ

で波に乗るかがとても重要になります。
選手が繰り出す、波を上がってから
回転して降りる３６０（スリーシック

ーが訪れています。

ィン上級者をはじめ、多くのサーファ

通して良質な波を求めてプロやサーフ

力強い波が発生することから、年間を

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
▲ 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ

② サーフィン

Surfing
間に、選手は、１人 ～ 本程度波に

Ⓒcolorsmagyoge

6フィート
（約1.8m）
以上

●内 容
オープニングセレモニー
［7月27日
（土）
］
県内開催競技応援フラッグ作成
県内開催競技スタンプラリー
最先端技術を活用した体験コーナー
ホストタウンPRコーナー
ほか

千葉県開催競技の
魅力や見どころを紹介

サーフィンのルール
サーフボードには、長さ フィート

12

ます。東京２０２０大会では、細かい

（約 ・ メートル）以上のロングボー

10

４メンヒートという方法で競技が行わ

9フィート
（約2.7m）
以上

にいい波をつかむか、どのタイミング

今大会で採用のショートボードは、
細かいターンが可能で、
ダイナミッ
クな技が繰り出せます。

ⒸTokyo2020

8

25

（千葉市美浜区豊砂１－１）

※サーフィン競技は、競技に適した波のコンディショ
ンで行われます。コンディションが良ければ4日間
で終了するスケジュールですが、波のコンディショ
ン次第でさらに日程を要する可能性があります。
そのため、実際のサーフィン競技日程は、7月26日
（日）～8月2日（日）のオリンピックサーフィンフェ
スティバル
（仮称）開催期間に4日間のスケジュール
で行われる予定です。

スティ）
や、
波を駆け上がり空中に舞い
上がって着水するエアリアルなど、高
得点に繋がるダイナミックな技や、波
の上を滑るスピード感がサーフィンの
魅力です。
他にも、波に乗らないふりをして乗
ったり、パドリングを開始するふりをし
て実際はいかなかったりすることで、他
の選手を翻弄するなど、選手同士のかけ
ひきも見どころのひとつになります。
ルールや見どころを押さえて、東京２

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ
（一宮町）

9

1

20

●開催日
2019年7月27日
（土）～7月28日
（日）
●会 場
イオンモール幕張新都心

会

6

を「優先権」といいます。優先権を持

優先権

～Tokyo2020 1 Year to Go!～

2020年7月26日
（日）～7月29日
（水）
※

7

20

26
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夢シティちば 2019年₇月号

27

０２０オリンピックで初めて正式競技に
採用されるサーフィンを楽しみましょう。

サーフィン開催スケジュール

2

れます。１ヒート（試合） ～ 分の

ピーク

千葉にオリンピック・パラリンピックが
やってくる！

日 程

場

Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 in Chiba Prefecture
surfing サーフィン

千葉県開催競技

紹介するとともに、川喜田半泥子、石黒宗麿から八木一夫に到る同時代

開催中〜

の陶芸家たちの作品、そして彼らが学んだ中国、朝鮮、日本の古陶磁約

8/25㊐

80点もあわせて展示します。

❸

❻
❶

❸

❹
❺

❹

❷
❻

❺

❷

❶

〒260-0013 千葉市中央区中央3-10-8
☎043-221-2311
043-221-2316

1

実施日
●7月2日㊍
●7月3日㊎
●7月4日㊏

❸

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

ルート概要については、今後変更となる場合があります。

〒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：9/1㊐まで無休
☎043–308–0511
千葉市科学館では、皆さんの科学心をくすぐるような楽しい企画を開催します。ご来館を心よりお待ち申し上げております。
1. 夏の特別展
2. 千葉市科学館サマースクール２０１９
「入門！きぼーる忍者道場～科学の力で修行の巻～」
『かがく探検隊』参加者募集のお知らせ
忍者の技や知恵には、
科学の秘密がいっぱい！ 隠れ身の術、
忍び足の術、天気を読む技、時を知る技など、今の私たちにも
役立つものばかりです。
きぼーる忍者道場で修行に励み、技
と知識を身につけて、現代の忍者を目指そう
！

開催期間：７月１６日㈫から８月３０日㈮までの間
※連続講座ではありませんので講座ごとのお申込になります。
講座内容・応募方法：詳しくはホームページでご確認ください
参 加 費：要常設展入館料
大人５１０円／高校生３００円／小中学生１００円
※一部の講座は、
セット券
（プラネタリウムと常設展）
が必要となります。

連続講座「火星ローバーを作ろう ！」
参加者募集のお知らせ
第１回「火星ローバーを作ろう～基礎編～」
開催日時：８月３日
（土）
１３
：
００－１６
：
３０
開催場所：千葉市科学館 ８階科学実験室Ｂ
第２回「火星ローバーを走らせよう～応用編～」
開催日時：８月１０日
（土）
１３
：
００－１６
：
３０
開催場所：千葉市科学館 ８階科学実験室Ｂ
講
師：鷹野 敏明 先生
（ＮＰＯ法人 ちばサイエンスの会）
、
他
参加資格：小学生以上
（小学２年生以下保護者同伴）
両日とも、
もしくは第１回のみ参加可能の方

忍者は敵地に潜入する時、
正体を隠すために変装しました。
変装は、
「 虚無僧」
「出家」
「山伏」
「商人」
「曲芸師」
「猿楽
師」
「常の形」
（農民や武士）
の7つとされ、忍術伝書ではこれ
を
「七方出
（しちほうで）
」
といいました。
あなたも実際の忍びの者の変装を体験してみましょう。

忍者が使っていた各種の道具も展示されます
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３．
夏のプラネタリウム番組

「リーベルタース天文台だより
夏の星座の物語」
リーベルタースの森の天文台には、
モ
リフクロウ先生と、
星のお話をしてくれ
る、
マヌルネコさんが住んでいました。
今日のお話は何かな？
詳しくはホームページでご確認ください。

※第２回のみの参加は不可
参加費用：４，
４００円
（ローバーキット 基本セット
＋アーム）
※ローバーキットは当日までに千
葉市科学館 ７階ミュージアム
ショップにてご購入ください。
※要入館料
（大人510円/高校
生３００円/小中学生１００円）
詳しくはホームページでご確認く
ださい。

１日目

2020年7月2日木
県 内 道 路 網 を 活 用し
本県の基幹産業や豊か
な自然をアピールする
ルート

２日目

2020年7月3日金
本県の魅力あふれる
歴史・伝統文化や国際
都 市 をア ピ ー ル す る
ルート

３日目

2020年7月４日土
歴史・伝統文化と先進的
まちづくりが融合した活
気あふれる都市をアピー
ルするルート

❶ 海ほたる
（木更津市・出発式）

❷ 君津大橋（君津市）➡青堀駅（富津市）

❸ 岩井海岸（南房総市）➡道の駅富楽里とみやま
（南房総市）
❹ 太東海水浴場（いすみ市）➡釣ヶ崎海岸（一宮町）

❺ 野栄中学校付近（匝瑳市）➡野栄ふれあい公園（匝瑳市）

❻ 蓮沼交流センター付近（山武市）➡蓮沼海浜公園第2駐車場
（山武市・セレブレーション）
❶ 銚子ポートタワー（銚子市・出発式）➡銚子漁港（銚子市）
➡銚子市役所（銚子市）
❷ いいおかみなと公園（旭市）➡いいおかユートピアセンター（旭市）
❸ 小野川周辺（香取市）

❹ 航空科学博物館（芝山町）➡三里塚さくらの丘（成田市）
❺ 成田市役所（成田市）➡成田山新勝寺（成田市）
❻ 国際総合水泳場（習志野市）
➡幕張メッセ駐車場（千葉市・セレブレーション）
❶ 浦安市総合公園周辺（浦安市・出発式）

❷ 行田公園（船橋市）➡船橋市保健福祉センター周辺（船橋市）
❸ 鎌ケ谷市役所（鎌ケ谷市）➡新鎌ふれあい公園（鎌ケ谷市）
❹ 道の駅しょうなん（柏市）➡手賀沼公園（我孫子市）
❺ 柏の葉公園（柏市）

❻ 松戸駅周辺（松戸市・セレブレーション：松戸中央公園）

て、松戸市でフィナーレを迎えます。

日時：7月13日（土）
～９月１日（日）
9：00～17：00
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
※常設展もご覧いただけます
※未就学児は無料
（保護者同伴）

夏休み科学館は、
実験・工作教室が、
もりだくさん！
科学館でいろいろな教室に参加して、
自由研究を楽しもう。
大人の参加も大歓迎です。

４．第２１回火星ローバーコンテスト in 千葉
関連イベント

２日目の３日は「本県の魅力あふれる
歴史・伝統文化や国際都市をアピールす

講師：森孝一（美術評論家）
8月3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11階にて整理券配布）／聴講無料

※ 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

約 人が走る予定です。
各日ともに最初の
地点で出発式を行い、１日の終わりに聖火

大学生

700円（560円）

■講演会
「近代のアウトサイダーたち―川喜田半泥子、北大路魯山人、青山二郎」

県内ルート概要

観 覧 料： 一般

1,200円（960円）

【関連イベント】

るルート」をテーマに銚子漁港（銚子
市）
、
成田山新勝寺（成田市）や幕張メッ
セ（千葉市）などを駆け抜けます。
３日目の４日は「歴史・伝統文化と先
進的まちづくりが融合した活気あふれる
都市をアピールするルート」をテーマとし

※入場は閉館の30分前まで

❹

到着を祝うイベント「セレブレーション」
を行います。
１日目の７月２日は「県内道路網を活
用し本県の基幹産業や豊かな自然をアピ
ールするルート」
がテーマ。海ほたる（木
更津市）で出発式を行い、サーフィン競

会
期： 開催中〜 8月25日（日） 休館日：8月5日（月）
開館時間： 10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）

❷

北大路魯山人《織部間道文俎鉢》1953年頃 八勝館蔵

「Ｈ ｏ ｐ ｅ Ｌ ｉ ｇ ｈ ｔ ｓ Ｏ ｕ ｒ
Ｗ ａ ｙ／希望の道を、つなごう。
」をコ
ンセプトに行われる聖火リレー。千葉県
内のルートは震災からの復興を全体の
テーマとし、各日それぞれに地域のテー

北大路魯山人《染付葡萄文鉢》1941年 世田谷美術館
（塩田コレクション）

技会場である釣ヶ崎海岸（一宮町）など
を走ります。

❶

マを設定しています。 人あたりの走
行 距 離 は 約２００メートルで１日平均

❻

オリンピック聖火リレー

❺

本展覧会では、北大路魯山人による膨大な数の作品から約120点を

東京２０２０オリンピックの聖火リ

に影響を与える存在となったのです。

レーのルート概要が６月１日、発表さ

枠を超え、茶道をもととする陶芸の古典復興を代表し、同時代の陶芸形

れました。千葉県では県内の幅広い地

着物」としてのやきものの制作に向かいました。それは単なる食器づくりの

域を舞台に７月２～４日の３日間にわ

たり実施します。

書、絵画、陶芸、食など様々な分野で活躍した稀代のマルチアーティ
スト北大路魯山人（1883-1959）。 生来の食に対する関心から「料理の
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