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防犯カメラによって犯罪を抑止し、
社会の安全に貢献しています。

千葉県開催競技の魅力や見どころを紹介

③ テコンドー

(
●発行／千葉商工会議所

顧客への情報提供でサポートにつなげる
「お客さまを喜ばせたい」の心を引き継ぎたい
日新自動車部品株式会社

代表取締役

長坂 圭将
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防犯カメラの映像が、殆どの事件を解決し、
監視カメラの映像が、住み良い生活環境や、
工場等の生産性を向上しています。
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12 〜

＜Cashless ④＞

そもそも“コード決済”って何？
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6・7月の動き
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21

＜中小企業診断ナビ＞

評価制度導入において考えたいこと

22

＜ジェトロレポート＞

社会の課題を成長のチャンスに（コロンビア）
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＜使ってください！ 商工会議所＞
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日頃より、ＪＦＥ東日本硬式野

温かいご声援をありがとうござい

日頃よりＪＦＥ東日本野球部に

優勝コメント

球部に対しまして、多大なるご声

落合 成紀 監督

ます。

90

援をいただいておりますこと厚く

ましては、市民の皆さまをはじめ

第 回都市対抗野球大会におき

千葉市代表として出場をしまし

とする大応援団のご声援のおかげ

44

御礼申し上げます。

た都市対抗野球大会におきまして

で、 年ぶりにこの千葉市に黒獅

子旗を持って帰ってくることがで

は、市民の皆さまをはじめ多くの

皆さまの熱いご声援に後押しをい

きました。

多大なるご声援、本当にありが

ただき、優勝という最高の結果を

残すことができました。ありがと

これからは王者として追われる

とうございました。

手たちは１戦１戦成長し、本年掲

立場になりますが、現状に満足す

うございました。大会期間中、選

げた「超攻撃野球」を見事に体現

ることなく、これまで以上にたく

さんの練習を積み上げ、秋に開催

※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

されます日本選手権、来年の都市

ライブのチケットが届いた！と思いきや、入場引換券でした。
初めて見ました。チケットの転売防止のため、当日座席のチ
ケットを発券するようです。座席番号をネットで照会して一喜
一憂するのが一つの楽しみでもあったのですが、ステージか
ら近いのか遠いのか、どこから見えるのか…まったくわからな
いまま当日を迎えるというワクワクを通り越した不安感。まず
は今年最初のライブを楽しんで、11月の別のライブを糧に残
りの半年を乗り切りたいと思います。

（企画広報課 E.M.）

対抗野球大会２連覇ができるよう、

今月は、幕張メッセで開催される競技の１つ
「テコンドー」
です。テコンドーは世界２00か国以上、8,000万人の競
技人口がいるといわれています。写真の右側の選手は、千
葉県強化指定選手でもある東島星夜選手です。
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、9月13日（金）～15日（日）に千葉ポートアリーナ
で千葉2019ワールドテコンドーグランプリが開催されます。
オリンピック競技と同じ階級でトップレベルの選手が参加し
ますので、ぜひ足を運んで白熱した試合を観戦してみては
いかがでしょうか。

日々の練習を大切に取り組んでま

編集者のひと言

いります。

今月の表紙

してくれました。

千葉商工会議所 女性会の活動

今後も現状に満足することなく、

ビジネススクール

２連覇、３連覇と更なる高みを目

青年部通信

指して参ります。

千葉商工会議所

今後も、皆さまのご声援をよろ

しくお願いいたします。

商工会議所の無料相談窓口

今後も、皆さまの熱いご声援を
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▲スタンドを埋め尽くすJFE応援団

よろしくお願いいたします。
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回都市対抗野球大会
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第

‼

90

祝
ＪＦＥ東日本（千葉市）
初優勝

大谷 京子

25

当日の東京ドームには、ＪＦＥ東日

代表取締役

７月 日、第 回都市対抗野球大会

世界へ伸びる／株式会社 オーケー光学

本の応援に駆け付けた観客が一塁側を

18 〜

３階席まで埋め尽くし、ドームを揺ら

テコンドー

ＪＦＥ東日本硬式野球部の皆様、初

千葉県開催競技の魅力や見どころを紹介 ③
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

の決勝が東京ドームで行われ、ＪＦＥ

▲優勝が決まった直後のマウンド

東日本（千葉市）がトヨタ自動車（豊

長坂 圭将

優勝おめでとうございます

6〜

代表取締役

23

田市）を６対４で下し、勝利しました。 さんばかりの声援を送りました。９回

日新自動車部品株式会社

表、優勝が決まった瞬間には観客が総

44

～自動車部品販売に特化し、次の50年へ～

令和に改元後、初の開催となる同大

顧客への情報提供でサポートにつなげる
「お客さまを喜ばせたい」の心を引き継ぎたい

立ちになり、笑顔と熱狂に包まれなが

経営談話室 185

会において、ＪＦＥ東日本にとっても

2〜

ら、チームの勝利を祝福しました。

もくじ

度目の出場における初めての優勝で

8

あり、千葉県勢としては実に 年ぶり
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の快挙です。
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日新自動車部品株式会社
代表取締役

長坂 圭将

創業 余年、自動車部品の販売業として事業を拡大してきた日新自動車部品
株式会社。生活やビジネスに欠かせないツールである車の部品を待つ顧客のニ
ーズに応えながら、仕事の標準化など社内の働き方改革にも取り組む２代目社長、
長坂圭将代表取締役にお話を伺いました。

談話室
Vol.185
50

千葉市中央区本町2-8-9
☎043-225-1711

長坂 圭将
代表取締役

「部品が届いたら、すぐに納品しなさい！」
納品する先には、必ず車に乗っている人が待っている

焼き付いて離れないようで
す。いまだに「部品が届いた

戦時中に甲府に疎開しました。 は本社の他に茂原、新港、東

を拡大していきました。現在

やすなどして順調に事業規模

ん伸びて、当社も営業所を増

ので、部品のニーズもどんど

しいですね。いまだに仕事に

営業職を経て、以来ずっと忙

は倉庫で在庫管理、それから

く喜んでくれましたね。最初

先輩や仕入れ先が、ものすご

が戻ってきた！」と、同業の

んだということを、しっかり

必ず車に乗っている人がいる

はず。我々が納品する先には、

してきて、部品を待っている

お客さんは困って当社に注文

なさい」とうるさく言います。

ら、すぐに持っていってあげ

金、東（若葉区）に営業所を

と肝に銘じておきたいですね。

私の父は東京の生まれで、

高度成長期に千葉で創業

山梨の高校を卒業後、東京・

慣れていないかもしれません

「跡継ぎが戻ってきた！」

私は一人息子なのですが、

入社して 年経った２０１

「顧客は部品を待っている」

若かりし先代の苦い思い出

（笑）
。

置いています。

就職。経理事務を担当してい
たそうです。入社から２年
ました。卸業のみの会社でし

幼少時から親に会社を継いで

１（平成 ）年、ちょうど東

についても「配達してあげれ

ません。大学卒業後は自動車

日本大震災の年に、２代目社

るさかった父（現会長）も、
代

長に就任しました。それまで、
黙々と職人仕事をする方が自

替わり後は何も言わず、全て

部品を扱う日本特殊陶業株式

分に向いていると感じ、時計

私にまかせてくれるようにな

ばお客さんは喜ぶ」
。
ならば自

株式会社を創業しました。こ

の修理工房を始めようと、入

（昭和 ）
年、日新自動車部品
こ本町で、当初は乾物屋さん

りましたね。ただし困った時
くれるので、今も心強い存在

社５年で退職したんです。都
とりあえず実家に戻ったので

です。

の一画を間借りし、最初のス

すが、当社の棚卸しを手伝う

父は学生の頃、祖父が仕事

内の専門学校に通うつもりで、 には、いつでも相談に乗って
創業当初から当社の顧客は

ように言われて、そのまま何

で使っていたバイクをうっか

です。
個人ユーザーがほとんど。自

となく社員になってしまい、

に部品がなかなか届かず、も

動車が普及し始め、街の修理

私が入社した時は「跡継ぎ

り壊してしまい、叱られた上
の自動車はすぐ壊れてしまう

現在に至ります。

タッフは５人からだったそう

会社に入社しました。その後、 いろいろ細かいことまで口う

ほしいと言われたことはあり

た。また、便数が少ない鉄道

後、千葉営業所に転勤になり

黙々と職人を目指すはずが…

日本橋の自動車部品卸会社に

「お客さんを喜ばせたい」

のすごく困ったことが頭に

～自動車部品販売に特化し、次の 年へ～

顧客への情報提供でサポートにつなげる
「お客さまを喜ばせたい」の心を引き継ぎたい

日新自動車部品株式会社
ながさか・けいすけ／1971（昭和46）年12月14日、
千葉市生まれ。1995
年、明治大学理工学部を卒業し、日本特殊陶業株式会社に入社。2001年、
日新自動車部品株式会社に入社。40歳で同社の代表取締役に就任し、２代
目社長となり現在に至る。

50

分で会社を興そうと１９６３

の客車便を利用していた納品

10

23

屋さんが増えてきた時代、昔

38
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経営
「商工会議所とは、父の代からのお付き合い。私は青年部会長を１年間務めましたが、先輩方が応援し見守ってくれ
るのが素晴らしいですね。後進の皆さんも、自由に思いっきり活動してほしい」
と長坂社長。

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

会員情報プラザ

大人気！チーバくんがお出迎え
平成元年創業よりお客様から喜んで頂けるお店を目指して
活動しております。
おそうじでお困りごとお役に立てれば幸いです。

千葉交響楽団第１０６回定期演奏会
「響きの妙」開催について

最新技術を搭載した自動車の登場に備え
顧客に情報提供できるよう知識を深めたい

自動車のコンピューター化で

当社は創業以来、欲しいと

言われた部品をひたすら持っ

っています。

かし今後も、エコカーや安全

ちょうど代替わりの頃は、

「休めること」 が組織の本質

近年は自動車のコンピュー

装置など最新技術を搭載した

他業種の参入が増えるなど、

ていくだけの商売でした。し

ター化が著しく、部品を交換

自動車が次々に登場してくる

なかなか売上と利益が出ず、

部品交換作業も煩雑に

したら、コンピューターの消

はずですから、従業員ともど

働き方改革に着手したい

し込みまでしないと修理が完

会社として厳しい時期があり

夢シティちば 2019年₈月号

っています。そのための制度

やシステムを練っているとこ

ろです。自分しかできない仕

事でも標準化、マニュアル化

し、誰でもできるようにして

おくことが組織の本質。誰が

休んでも支障がないよう、チ

ームワークでしっかり段取り

し、きちんと休める環境を整

備していきたいですね。

夢シティちば 2019年₈月号

千葉県千葉市稲毛区天台3-1-23

も、自動車にまつわる様々な

5

〒263-0016

TEL 043-307-2525 FAX 043-307-2323
mail：office@hands-e.com
HP：http://www.hands-e.com

了しない時代です。例えばネ

企画経営部企画広報課 TEL 043－227－4103

株式会社ハンズ

ました。私が社長になって８

【お問合わせ】

知識を勉強していかなければ

気軽にご相談ください。

ジひとつ外すにも、特殊工具

です。掲載内容またはお申し込みについては、お

年、今後は働き方改革にも着

千葉商工会議所の会員のみ年に1回の掲載が可能

ならないでしょう。情報提供

100字～150字以内

が必要で、その整備工場様に

○ＰＲ原稿

手したいですね。法に則って、

○写真または画像（1枚～3枚まで）

という形で、お客さまのサポ

社名（店舗名）、所在地、連絡先
（店舗の場合は、営業時間・定休日）

数十年に一度、入って来るか

○会社概要

を見ず」にならないように、ということで
すね。常に多角的な視点を持つように
心がけています。

有休を取り、残業を減らして、

【申込内容】

Ｑ 座右の銘は？
Ａ いつも気にしているのは、「木を見て森

ートにつなげていけるよう、

水滴が上って行くように見える演出やガラス面を水が流れる等イ
ンテリア性の高い高品質なデザイン施工もお任せください。

部下への思いやり、育て方は非常に勉
強になります。ちなみにマンガです。

来ないかの部品のために、数

泡の出るパネルや泡で文字が浮かぶパネルのご提案も可能です。

Ｑ 座右の書は？
Ａ 最近感銘を受けたのは「ドンケツ」です。

準備を進めているところです。 自分の時間を作れと社員には

熱帯魚をはじめとし海水魚やクラゲの癒し水槽のレンタル活魚水
槽の設計・施工・維持管理を行っております。

んびり過ごすことが多いです。唯一、学
生時代からビリヤードのスリークッションと
いう競技を続けています。記憶力と想像
力のスポーツで、長くやっていても難しい
んですよ。

万円もする工具を用意できま

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。

癒し創造提案企業の
株式会社ハンズ

呼び掛けています。休む時は

貴社の商品、サービスを
「夢シティちば」で
ＰＲしませんか？

お問い合わせ・お申込み：千葉交響楽団事務局
http://chibakyo.jp/

Tel.043-222-4231

当社は今後も自動車部品に

千葉市若葉区坂月町282-26
☎：043-214-1828
：043-214-8814
フリーダイヤル：0120-34-1828
メールアドレス：d-ichizawa@ml01.rd-net.jp
担当：平木 智子（千葉商工会議所青年部所属）

せんから、修理工場様は結局

ダスキンイチザワ

しっかり休んで、やりがいを

イチザワ

特化して、この業界で仕事を

有限会社

日時：２０１９年１０月１２日
（土）
１４時開演（１３時１５分開場）
＊１３時４５分より指揮者によるプレ・
トークがあります。
会場：千葉県文化会館大ホール（JR本千葉駅より徒歩１０分）
曲目：モーツァルト：歌劇「後宮よりの逃走」序曲
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第３番ト長調K.216
ブラームス：交響曲第１番ハ短調作品68（コンサートマスター・堀正文）
指揮：山下一史 ヴァイオリン：堀正文 管弦楽：千葉交響楽団
入場料金（税込） S席：４,０００円 A席：３,０００円 B席：２,０００円
＊６５歳以上、大学生以下は各席５００円割引き
＊未就学児の方のご入場は、ご遠慮ください
＊都合により、出演者・曲目を変更することがあります。

ディーラーに頼むことになっ

Ｑ 休日にはどんな趣味を楽しみますか？
Ａ 会社に出てきて仕事をするか、自宅での

持って働けるようにと強く願

Q &A

続けていくことが使命だと思

長坂社長

てしまいます。

今回の定期演奏会では、感性のおもむくままに次々と名曲を世に送り出したモーツァルト、
熟考の上推敲を重ねて壮大な作品を残したブラームス、二人の作曲家が描いた響きの違い
をお楽しみください。また、長年N響のコンサートマスターを務められていた堀正文さんをソリ
ストにお招きいたしましたが、ブラームスの交響曲ではコンサートマスターとして演奏していただ
くという大きなサプライズもあります。皆さんのご来場を、心よりお待ち申し上げております。
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千葉県開催競技の
魅力や見どころを紹介

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会

③ テコンドー
今月は、東京２０２０オリンピック
で幕張メッセが会場となるテコンドー
の魅力やルールを紹介します。

の直径が８メートルの八角形のマット

テコンドーは多彩な蹴りや華麗な
ドに進み、１点でも先取した選手の

ない場合はゴールデンポイントラウン

で行います。３ラウンドで決着がつか

足技が魅力で、「足のボクシング」とも
勝ちとなります。時間内にポイントを

足のボクシング

評されるスポーツです。朝鮮半島の
かん

奪えないときは審判が判定を下します。

しょう とう

（男子・ キロ級、 キロ級、 キロ級、

オリンピックは男女とも４階級

古武術と日本の松濤館空手を基に、
１９５５年に韓国でチェ・ホンヒによ
って創設されました。審判の合図や技
キロ級、女子・ キロ級、 キロ級、

キロ級、 キロ級）
、トーナメント方

ありますが、オリンピック種目はキョ

キョルギ（組手）とプムセ（型）が

で勝敗は決まります。倒れた相手が

与えられるポイントが異なり、合計点

します。攻撃した場所と技の難易度で

柔軟性に優れた選手が多く、大技で

その場合、
相手に１点が与えられ、

なく、相手の蹴りをガードする防御力

3 安全エリア：競技エリアの境界線から競技コートの限界線
(外側) の間。

各辺の長さが約3.3 mの八角形。

選手の両足が境界線を超え
4 競技コートの縁の線を境界線とし、

越えるとカムチョン (減点) が宣告されます。

（一般社団法人全日本テコンドー協会ホームページより）

（ＫＯ）勝ちとなります。

ポーズを取れない場合はノックアウト

ルギで、２０００年のシドニー大会か

性や打撃の強さなどはセンサーで判定

電子防具を着けて戦い、技術の有効

式で争われます。

＋67

の名前をはじめ、試合では韓国語が用
いられます。
現在、２００カ国以上に広まってお
り、愛好家は８０００万人いると言わ

-58

８カウント以内にファイティング

れます。

-67 ＋80

ら正式競技に採用されました。

テコンドーのルール
試合は２分×３ラウンド（インター

逃げてばかりの消極的な態度などは

は突き上げた足が相手の頭上にまで

バル１分）
、向かい合う面（対極線）と

罰則（ペナルティー）の対象です。

攻撃は胴体のプロテクターとヘッド
回反則をもらった時点で試合は終了と

も見どころのひとつです。

攻撃対象は胴体と頭部
ギアに対して可能です。胴体へは蹴り
なり、相手よりポイントで上回ってい

達します。ダイナミックな蹴り技だけで

とパンチの両方ができますが、頭部は
ても相手の勝利となります。

と緊迫した攻防の連続に観客は息をの

一瞬のスピードで繰り広げられる技

蹴りのみです。
得点は胴体へのパンチは１点、蹴り

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
©Tokyo2020

み、引きつけられます。

勝

多彩で華麗な技

決
勝
決

は２点、回転蹴りは４点となり、頭部

準

ルールや見どころをおさえて、東京

３位決定戦

前蹴り、横蹴り、回し蹴り、後ろ回

-57 -80

敗者復活戦

への蹴りは３点、回転蹴りは５点です。

2 競技エリア：向かい合う面 (対極線) との直径が８m で、

●内 容
オリンピック競技と同じ階級
（男子４階級・女子４階級）
で実施。
オリンピック・ランキングによるトップ
32位までの選手が参加。
戦

準々決勝
回

にぜひ注目してください。

1 競技コートは競技エリアと安全エリアで構成されています。

（千葉市中央区問屋町1-20）

１

し蹴りをはじめ、技の種類は豊富です。 ２０２０オリンピックではテコンドー

0.8m

-49 -68

25日（土）

女子−49㌔級
男子−58㌔級
女子−57㌔級
26日（日）
男子−68㌔級
女子−67㌔級
27日（月）
男子−80㌔級
女子＋67㌔級
28日（火）
男子＋80㌔級

技が難しくなるほど得点は上がり、胴

パ ン チ １点
蹴
り ２点
回転蹴り ４点

●会 場
千葉ポートアリーナ 観戦自由
19：00～22：40
10：00～17：00
級

階

高く飛んだり宙を舞ったりして、さ

プロテクター

ワールドテコンドーグランプリ

日 程 2020年7月25日
（土）～7月28日
（火）
会 場 幕張メッセ

10

体より頭部への蹴りが高得点につなが

蹴
り ３点
回転蹴り ５点

●開催日
2019年9月13日
（金）～15日
（日）

７ 月

安全エリア

3.3m

競技エリア

3.3m

千葉2019

テコンドー競技開催スケジュール

提供：一般財団法人全日本テコンドー協会

Taekwondo
まざまな姿勢から繰り出す蹴りなど、

8.0m

ります。

8.0m
11.2m
（0.8×14）

派手な技は圧巻です。

11.2m
（0.8×14）
0.8m

下半身への攻撃は禁止されており、

ヘッドギア

6
夢シティちば 2019年₈月号
夢シティちば 2019年₈月号

7

下半身への
攻撃は禁止
消極的な
態度などは
ペナルティー

Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 in Chiba Prefecture
Taekwondo テコンドー

千葉県開催競技

東京２０２０エンブレムとチーバくんのバナーが

ーツを応援するチーバくん」デザイン

ＰＲを行い、当所も県内経済団体が取

「みんなで応援！千葉県経済団体協議会」
について

千葉県の県内経済６団体（一般社団法人千葉県
経営者協会、千葉県経済同友会、一般社団法人千
葉県経済協議会、千葉県商工会連合会、千葉県中
小企業団体中央会、一般社団法人千葉県商工会議
所連合会）で構成している団体です。オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会等の成功と、その取
り組みを通じて活力ある地域社会づくりに資する
ことを目的として活動しています。

提出場所

千葉駅前大通り

置、営業車両へのステッカーの貼付け
を行うなど、県内の機運醸成に取り組
んでいます。このたび、千葉県、千葉
市及び千葉商工会議所の３者が連携し、

８競技が開催される千葉県では、経
を活用したバナーを千葉駅周辺の商店

「東京２０２０エンブレム」と、
「スポ
済団体からの機運の盛り上げにつなが
を受け、今年１月に「スポーツを応援
するチーバくん」のデザインを作成・
発表しました。これは、
産学官民の「オ
ール千葉」でスポーツを応援する機運
を高めるとともに、一体感をもったお
もてなしができるよう作成したもので
す。県内経済６団体で組織する「みん
なで応援！千葉県経済団体協議会」で
は、 県内の企業・団体等に「スポー
ツを応援するチーバくん」のデザイン
の積極的な活用を呼び掛け、店舗・社
内でのポスター掲出やミニのぼりの設

の４項目から成る、
「東京２０２０大

の東京オリンピック・パラリンピック

り組んでいる「スポーツを応援するチ

「東京２０２０エンブレム」
の利用について
東京２０２０エンブレムを利用できる機関は、
東京２０２０大会スポンサーや開催都市に限られ
ているところ、千葉県及び千葉市と連携すること
で、千葉商工会議所もこれを利用することが可能
となったものです。大会エンブレムを活用した経
済界によるバナー掲出は、県内初の取組みです。

街に掲出することになりました。

▲粟生副会頭をはじめ当所役議員16名が参加

る活動を展開していきたいとの申し出

千葉駅周辺の商店街を彩ります
千葉県、千葉市及び千葉商工会議所
は、１年後に迫った東京２０２０オリ
ンピック・パラリンピックに向け、千
葉駅周辺の商店街と連携し、「東京２０
２０エンブレム」と「スポーツを応援
するチーバくん」のデザインの入った
バナーを作成しました。
月 日㈬から千葉市中心市街地
商店街等に掲出し、更なる機運の醸成
を図ります。

東京２０２０大会の成功と
大会機運盛上げに向けた宣言を採択が

２０２０大会に向けた決起大会が開催
会の成功と大会機運盛上げに向けた宣

③おもてなしの推進、④レガシー形成

されました。１年後に迫る東京２０２
言」を採択しました。最後に、頑張ろ

６月 日（月）
、
帝国ホテルにて東京

０大会の機運醸成を目的とし、東京商

会場の外に設けられたブースでは、

うコール三唱で大会を締めくくりまし

地の商工会議所の会頭ら約７００人が

競技会場所在地の商工会議所が東京２

工会議所が日本商工会議所の協力を得

出席し、当所からは粟生副会頭をはじ

０２０大会に向けた取り組みについて

た。

め、役議員 人が出席しました。来賓
競技大会組織委員会の森喜朗会長らの

ーバくん」に関する活動などについて

☎043-227-4103

千葉銀座商店街

〈お問い合わせ〉 会員交流課

中央銀座商店街（きぼーる通り）

２０１９年８月30日（金）

・推薦時における推薦企業の従業員数（千葉市内所
在事業所合計）に基づき、 次に定める人数
①従業員数５０人未満の場合
５名以内
②従業員数５０人以上の場合
１０名以内

富士見商店街

【推薦の締切日】

【１企業の推薦者数】

8
夢シティちば 2019年₈月号
夢シティちば 2019年₈月号

9

挨拶後、①大会機運の盛り上げ、②Ｔ

被表彰者推薦要項

栄町商店街

当所HPにてお申し込みください

‼

て開催されたものです。競技会場所在

▲東京2020大会成功に向けた頑張ろうコール三唱の様子

5,000円
7,000円
10,000円
10,000円
①勤続１０年以上20年未満
②勤続２０年以上30年未満
③勤続３０年以上
④業績向上に貢献した個人又は企業内グループ

【推薦の方法】

・勤務成績優秀で、 次のいずれかに該当する従業員
①同一企業に10年以上20年未満勤続した者（※）
②同一企業に20年以上30年未満勤続した者（※）
③同一企業に30年以上勤続した者（※）
④業 務に関し有益な発明、 発見、 考案、 研究もし
くは顕著な改良をなし業績向上に貢献した個人、
又は企業内グループ
※勤続年数は2019年１１月１２日現在

【推薦負担金】
【被表彰者の資格】

16

ＰＲを行いました。

千葉商工会議所の会員事業所に永年にわたり勤務され、 社業の発展と、 社業を通じて地域経済の
振興に尽くされた優秀な従業員の功績を称える「第７０回千葉商工会議所会員優良従業員表彰式」を、
来る１１月１２日（火）午後３時から三井ガーデンホテル千葉４階天平にて開催いたします。
お申込みは、 当所HPをご覧ください。

24

10

ＤＭ（交通需要マネジメント）の推進

貴事業所の従業員を表彰いたします！

7

外部からのお知らせ

千葉市シェイクアウト訓練実施！～千葉市いっせい防災訓練～
だれでも・どこでもできる訓練です
減災への第一歩、自助の基本は「ケガをしない」こと。
そのための適切な方法を身につけていただくため、自分
を守る「安全行動の1-2-3」を自主的に行う「千葉市シェ
イクアウト訓練」を全市一斉に実施します。会社、町内
自治会、
個人や家族など、
みなさん一緒にご参加ください。
日時
内容

企業間の出向・移籍をサポートします
人材確保
雇用調整
•事業の拡大、欠員発生など要員を確保したいとき

•事業の整理、縮小に伴い人員削減を検討しているとき

•新規部門に精通した人材を確保したいとき

•従業員を関連会社以外の企業へ出向を検討しているとき

•経験豊富な即戦力の人材を確保したいとき

•工場閉鎖等のため従業員の受入れ先を探しているとき

令和元年9月3日（火） 午前9時30分※１
提供：効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議

『防災行政無線（広報無線）』
、
『ちばし安全・安心メール※２』
により訓練地震情報を、放送・配信します。これを合図に、地震から身を守る「安全行動の1-2-3（上記）」を約１分間行います。

出 向・移 籍 の 専 門 機 関

また、訓練後に避難所までの経路を確認する「避難訓練」や災害用伝言サービスを利用した「安否確認訓練」など、プラスワン（＋１）訓練を
実施することで、より高い防災効果が得られます。

参加表明を受付中！

訓練参加者数の把握等を行うため、参加表明（事前登録）をお願いします。
参加表明団体は市ホームページにて団体名を掲載させていただきます。（希望団体様のみ）
※3

【事前登録方法】 インターネット
http://www.city.chiba.jp/t/shakeout

または

QR コード※3

※１：訓練は、ご都合に合わせて防災週間（8月30日～9月5日）内に実施できますが、
訓練地震情報の放送・配信は9月3日午前9時30分のみです。
※２：
【ちばし安全・安心メール登録方法】 entry@chiba-an.jpへ空メールを送信 またはＱＲコードから登録できます。
※３：電子申請サービスにおけるセキュリティ対策の強化のため、携帯電話および一部のスマートフォンからご利用ができない場合がございます。
その場合は、他の方法で参加表明をお願いします。

【問合せ】

千葉市総務局防災対策課

☎043-245-5147

男性の育児休業取得促進奨励金をご活用ください
千葉市では、男性の育児休業取得を推進するため、市内の中小企業等に勤務する男性と事業主に対し、奨励金を支給します。
【対象者と支給額】
⑴ 10日以上育児休業を取得した千葉市在住の男性労働者：５万円
⑵ 上記労働者を雇用する事業主（１人につき）：20万円
※常用雇用者100人ごとに育児休業取得者１人までとする。
（最大300人以下３人まで）

【支給要件】
下記支給要件のすべてに該当することが必要です。

信頼と安心

全国ネットを通じて出
向・移籍等について
の相談、 人材情報の
提供を行っています

経済・産業団体と厚生
労働省の協力で設立さ
れた公益財団法人です

無

料

情報の提供、ご相談、
人材の紹介等の支援
の費用はかかりません

公益財団法人 産業雇用安定センター
http://www.sangyokoyo.or.jp/

千葉事務所

〒260-0015

ＴＥＬ．043－225－4855（土・日・祝日は休業）

千葉市中央区富士見2－7－5

富士見ハイネスビル４階

＜男性の育児休業取得者＞
①上記支給対象事業主に雇用されている千葉市在住の男性労働者であること
②養育する３歳未満の子に対して勤務を要しない日を除いて連続する10
日以上の育児休業を取得し、職場復帰後１か月以上勤務していること
③市税の未納付がないこと
詳しくは、 千葉市

＜支給対象事業主＞
①常時雇用する労働者が300人以下の企業、法人等の中小企業であること
②千葉市内に事務所を有すること
③雇用保険の適用事業主であること
④労働協約または就業規則により育児休業制度を設けていること
⑤市やマスメディアの取材等広報に協力すること
⑥市税の未納付がないこと

全国ネット

男性の育児休業   【検索】

※国の両立支援等助成金との併給はできません。

●申請・お問合せ先

千葉市こども未来局こども未来部幼保支援課
電話 245－5105
ＦＡＸ 245－5629
Ｅメール shien.CFC@city.chiba.lg.jp

国家公務員の求人・求職者の情報サービスのご案内 ～内閣府からのお知らせ～
内閣府官民人材交流センターでは、国家公務員の中堅・シニア層（45歳以上）に特化した求人・求職者の情報を提供する
サービス（求人・求職者情報提供事業）を行っています。
事業主の皆様におかれては、人材の募集に当たり、ハローワーク、ホームページ等を活用されていることと思いますが、
今回ご案内するサービスは、募集中の求人と並行して、追加コストをかけることなく
（無料）
、公務を通じて培ってきた知識・
経験の豊富な人材を対象に求人いただけるサービスです。
さらに、求人への応募を待つだけでなく、求職者の情報から欲しい人材を検索してスカウトすることもできます。
どなたでもご利用いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
詳細は当センター HP（「官民センター」でご検索くださるとトップに出てまいります。
）をご覧ください。
事業の詳細（https://www8.cao.go.jp/jinzai/kyuzin.html）
ご利用方法（https://www8.cao.go.jp/jinzai/kyuzin_jigyosya.html）
【問合せ】

11

夢シティちば 2019年₈月号

内閣府官民人材交流センター

TEL：03-6268-7675, 7669

夢シティちば 2019年₈月号

10

消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用 

知・利用は大幅に進みつつあると考えら

当協議会では、キャッシュレス決済事

一般社団法人キャッシュレス推進協議会

とは

業（ポイント還元制度）
」への参加に向

等）の「キャッシュレス・消費者還元事

中小企業・小規模事業者（中小小売店

用いた決済手段の総称）について、その

コードやバーコードとスマホアプリを

る決済手段の一つ「コード決済」
（ＱＲ

今回は、ポイント還元制度の対象とな

コード決済

けて、同事業の制度設計や周知広報の計
特徴や導入を検討いただく際に考慮す
コード決済は、近年、多様な業種から

べき事項を紹介していきます。

本登録（補助金の交付決定）が開始され、
参入が相次いでおり、各社の激しい競争

日からキャッシュレス決済事業者の

全国１２７社（５月 日時点）が登録を

13

画の詳細が固まってきました。本年５月

ポイント還元制度の進捗

そもそも 〝コード決済〟って何？

やＰＯＳ画面、またはステッカーや紙媒

ドリーダーで消費者のスマホ画面上に
業者間の競争によって「決済手数料ゼ

迷う」
「次から次へと新たに誕生する決

表示されるバーコードを読み取る「ＣＰ
ロ」など、より良いサービスが提供され

さらに①②は、それぞれ２つのパター

Ｍ（バーコード）
」方式と、
同じく消費者

ることを歓迎しつつも、サービスの乱立

済サービス内容に店舗側が即時対応し

のスマホ画面上に表示されるＱＲコー

がキャッシュレス普及の阻害要因とな

ンに分かれます。
「①消費者提示型（ＣＰ

ドを店舗側の専用決済端末で読み取る

らないよう、技術仕様の標準ガイドライ

ていくのは困難である」といった指摘が

「ＣＰＭ（ＱＲコード）
」方式の二種類が

ン整備に取組んできました。具体的に

なされているのも事実です。

あります。一方、
「②店舗提示型（ＭＰ

は、消費者提示型（ＣＰＭ）については

Ｍ）
」は、コンビニや家電量販店を中心

Ｍ）
」は、決済の都度、店舗側で金額情報

に一意にキャッシュレス決済事業者を
特定できる仕様を導入するとともに、店

「事業者識別コード」という業界横断的

的」方式と、１つのＱＲコードをステッ

舗提示型（ＭＰＭ）については「１つの

を含むＱＲコードを生成して店舗のタ

カーや紙媒体等に印刷・掲示して継続的

ＱＲコードを複数のキャッシュレス決
済事業者で規格統一」する仕様を検討し
てきました（２０１９年８月に『ＪＰＱ

こうした技術仕様の統一により、中小

店舗では、既存のインフラ（端末、コ

小売店等では新たなキャッシュレス決

Ｒ』として稼働予定）
。加えて、決済現

ット等を考慮して、どの決済サービス

ードリーダー、通信環境等）を有効活用

を、どのコード決済のパターンで導入す

済事業者の追加契約も容易となり、消費

場での混乱を避けるため、
「統一用語集」

るかを検討してもらえればと思います。

者側では自分の使いたいどの決済サー

できないか、導入コストやオペレーショ

特に昨年から、多様な業種の参入や

ビスを用いても支払える環境が整って

の公表も行っています。

利用者拡大に向けた大々的な宣伝広告・

ン負荷、その対価として見込めるメリ

ます。

に使用する「静的」方式の二種類があり

ブレットやＰＯＳ画面等に表示する「動

に、ＰＯＳ端末に繋がっているバーコー

「店舗提示型（ＭＰＭ）
」に大別されます。 多いため、かえってどれを選択すべきか

れます。ただし、一部の消費者や店舗か

【利点】 クレジットカード等 の 他 のキャッシュレ
ス決 済 手 段を保 有していたり、 コード
リーダーを持ったりする大 手 が導 入し
やすい。

体等でＱＲコードを提示し、消費者が自

【特徴】 店舗にあるステッカー（静的）やディス
プレイ（動的）にＱＲコードを表示。

ら、「あまりに選択肢（提供サービス）が

【特徴】 一度限り有効なバーコード・ＱＲコードを
生成するタイプが主流。バーコードとＱＲ
の２パターンが存在する。

分のスマホアプリのカメラで読み込む

提示するコードは、
「都度動的に変化」と「静的に変化なし」
の２つのパターンが存在

完了しました。一方、中小小売店等の加
（決済手数料ゼロ、端末代不要、翌日入金

の結果、店舗向けの魅力的なサービス

な参加手続き等に関する説明会が開催

盟店登録に向けた、制度の活用や具体的

現在、全国各地で、中小小売店等の加

ってきており、今後ますます、店舗の規

運用・維持コスト、資金繰り）が低くな

に対する３つのハードル（導入コスト、

もとで、店舗のキャッシュレス決済導入

等）が誕生しています。こうした環境の

されています。説明会の日程や開催会

型（ＣＰＭ）
」と、
②店舗側がタブレット

それを読み込む方式である「消費者提示

またはバーコードを表示させ、店舗側が

者が自分のスマホ画面上にＱＲコード

（ https://cashless.go.jp/assets/doc/
そもそも「コード決済サービス」とは、
）
どのようなものなのでしょうか。①消費
kameiten_todouhuken_ichiran.pdf

だき、事前の参加登録をお願いします。 普及していくことに期待が持てます。

模を問わずキャッシュレス決済が広く

16

場は、専用ウェブサイトから確認いた

されています。

盟店登録の手続きも５月 日から開始

24

12
夢シティちば 2019年₈月号
夢シティちば 2019年₈月号
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【利点】 導
 入の手軽さ。コストの安さ。
静的では、店員の操作が不要なので業務
軽減に。
動的では、 店員が金額入力をし、 間違え
も少ない。

提示するコードは、
「バーコード」と「ＱＲコード」
の２つのパターンが存在

いきます。

http://www.kenko-chiba.or.jp

全10回

キャンペーンを打ち出しているところ

☎043‑246‑0265
千葉市美浜区新港32-14

（Merchant Presented Mode : MPM）

”

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

（Consumer Presented Mode : CPM）

もあり、消費者のコード決済に対する認

ちば県民保健予防財団
公益財団法人

②店舗提示型

“
あなたの健康をサポートする…

①消費者提示型

4
2×2=4パターンからなる“コード決済”

月

日㊋・ 日㊌

月 日㊋
令和元年度
第１回金融・税制委員会を開催

金融・税制委員会

導担当教諭及び昨年度よりも多い２１７
名の高校生の参加があった。
採用担当者は、高校生に対し、自社の
魅力を積極的にＰＲするとともに、自社
だけでなく多様な業界や企業を見てから
就職先を決めた方が良いとアドバイスを
行った。また、進路指導担当教諭とも今
後の採用活動に向け、有意義な情報交換
を行った。
終了後、参加企業にアンケート調査を
実施したところ、
「今後の採用活動につ
ながる良い機会となった」
「生徒や進路
指導担当教諭と情報交換ができてよかっ
た」といった意見があった。

高等学校と企業との就職情報交換会（千葉・成田会場）
当所は、企業の採用担当者と地元での
就職を希望する高校生及び進路指導担当
教諭が情報交換を行う「高等学校と企業
との就職情報交換会」を千葉会場（ホテ
ルポートプラザちば）及び成田会場（マ
ロウドインターナショナルホテル成田）
で開催した。
６月 日㈫に開催した千葉会場には、
昨年度同様、千葉市・市原市内の企業の
ほか、今年度は新たに四街道市内の企業
も加わり、３市広域連携で開催し、当日
は 社の採用担当者と 校の県内高等学
校の進路指導担当教諭及び 名の高校生
の参加があった。
６月 日㈬に開催した成田会場には、
千葉・市原・成田市内の企業 社の採用
担当者と、 校の県内高等学校の進路指
24

月 日㊋・ 日㊍
消費税軽減税率制度・キャッシュレス
制度導入に備えて

34

▲企業説明の様子

当所は令和元年 月に予定されている
金融・税制委員会（鷹野委員長／㈱日
消費税率引上げ・軽減税率制度導入に向
本資産総研ワークス 名誉会長）は、金
けて７月２日に軽減税率制度導入直前対
融制度、税制のあり方に関する重要事項
策「今からでも間に合う最低限おさえる
について調査研究を行い、税制改正等に
べきポイント」
セミナー、７月 日に
「カ
関する当所の意見・要望を集約するため、
ード決済・電子マネー決済がもたらすキ
ャッシュレス化入門」セミナーを開催した。 本年度第１回目の会議を開催した。
会議では、日本商工会議所産業政策第一
軽減税率制度セミナーでは、仲光和之
部 主査の大原 峻氏から令和２年度税制改
講師により、軽減税率制度のポイント、
正のポイントについてご説明いただき、生
従業員教育、資金繰り等について、ロー
ルプレイングを交えつつ説明が行われた。 産性向上・成長を後押しするための税制措
キャッシュレス決済導入セミナーでは、 置や事業承継税制など令和２年度税制改
正に関して意見交換・取りまとめを行っ
門浩司講師により、キャッシュレス決済
た。本委員会で取りまとめた意見について
の種類、導入メリットの他 月から導入
は、日本商工会議所が政府・政党等各方面
予定のキャッシュレス・消費者還元事業
に対して行う要望活動の基礎資料の一部
について説明が行われた。
とするため、日本商工会議所に提出した。

月 日㊎
28

千葉市大型店会６月例会

6
千葉市大型店会は６月例会を開催し、
「東京オリンピック・パラリンピック開催
に向けた千葉市及び県内経済界の取組に
ついて」をテーマに研修会を行った。
千葉市の取組については、千葉市のご
担当者から、シンボルマークや大会呼称
等の使用に制限があるアンブッシュマー
ケティングの問題や各店舗で実施可能な
機運醸成に向けた取組についてご紹介い
ただき、県内経済界の取組については、
当所担当者からオリパラに関する県民の
認知度の低さや県内経済団体の取組等につ
いて説明があった。今後、当会は機運醸成
に向けた取組として、９月を機運盛り上げ
強化月間とし、各店舗の店員がスポーツを
応援するチーバくんバッチを着用すること
やポスター掲示を行っていくこととした。
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。

道場店・稲毛店・銀座店

25

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

6

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

▲会場内の様子
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18

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/

18
18

26

2

73

91

10

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

26

18

10

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

6
60

7

6・7月
タイムライン
タイムライン

＜ちばインフォメーション＞

会費のお支払いは９月４日（水）
までに
お願いします。

商工会議所の無料相談窓口

※あらかじめお電話で相談日時等をご連絡ください。

消費税軽減税率・転嫁対策相談窓口

本年度は、議員改選の年です。千葉商工会議所の議員は全員、本年10月31
員の選出が行われます。
工業の振興と地域社会の発展にご尽力いただく重要な役割を担っています。
納期の到来している会費・負担金が完納されていませんと議員選挙に関す

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。

日をもって任期満了となります。このため、本年９月から10月にかけて新議
当所の議員は、千葉市（旧土気町地区を除く）の商工業者を代表し、地域商

TEL043-227-4103

○相談日
○相談員

8月28日
（水）
・9月11日
（水）
13時30分〜16時30分
税理士 千葉県税理士会所属

○相談日

月曜日〜金曜日

○相談員

外部専門家

9時〜17時

る権利を行使することができません。議員選挙権の行使のため、会費・負担
金は、９月４日（水）
までに完納してくださるようお願いいたします。

IT導入何でも相談窓口

※ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせまでお願いいたします。

〈お問い合わせ〉 選挙管理委員会事務局（総務課内）
電話：043-227-4101

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

随時

○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

中小企業診断士による経営の相談窓口

弁護士による商工法律相談窓口

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。

相続税対策スタッフ

電気とシステムの総合コンサルタント
日立特約店

福井電機株式会社
〒260‑8524 千葉市中央区問屋町16‑3
TEL043-241-6401 FAX043-247-0291
銚子・柏・茂原・成田・水戸

17

夢シティちば 2019年₈月号

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

○相談日

火曜日・金曜日

○相談員

石井 孝昌
大矢たかし

千葉市中央区本町1−1−13

☎043‑225‑6232

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

8月23日
（金） 14時〜17時

○相談員

榎本

初雄

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。

医療法人社団 報徳会

報徳千葉診療所

14時〜17時

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。

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

9月5日
（木） 14時〜17時

○相談日

9月12日
（木） 14時〜17時

○相談員

衛藤 秀樹 氏 （税理士）
千葉県税理士会千葉東支部所属

○相談員

御園富士夫 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₈月号
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京子
大谷

株式会社 オーケー光学
千葉市花見川区宇那谷町1504-9
TEL 043-215-0830

http://www.ohkei.co.jp/

父・大谷紀久雄が独立し、大谷レンズ

を製造・販売する会社に勤めていた
（平成 ）
年に現在地に本社工場を新築

狭になり、事業も拡大して、２００３

は自宅周辺を工場としていましたが手

とも多くなりました。また、それまで

海外貿易では品質を厳しく問われるこ

てばやはり正当な評価がなされます。

代表取締役

高品質な偏光レンズを製造・加工し、
海外市場で販売する

）年に、レンズ

●会社データ●

移転し、私が新社長に、母が会長に就

１９７７（昭和

父親が創立した会社を
姉弟で引き継ぐ

年に亘って行ってきた株式会社オーケー光
学。 大谷京子代表取締役と大谷久也専務
取締役にお話を伺いました。

偏光レンズ全般の製造・加工・販売や、
サングラス・老眼鏡などの製品販売を約
40

製作所を設立して 年が経ちました。

52

１９７９（昭和 ）年にＴＡＣ偏光レ

40

（昭和 ）年には株式会社オーケー光

ンズの取り扱いを開始し、１９８４

54

成 ）年には偏光レンズの取り扱いを

学に社名変更しました。１９９２（平

59

開始するなど事業は順調に伸びていた

私も母をサポートするために入社しま

任しました。現在は弟も専務取締役で
経営に参画しています。

日本企業ならではの優位性で
取引先の信頼を得る
当社の主な取引先は偏光レンズが使

し、契約書などを交わすことも難し
て日本に３社ありますが、棲み分けが

偏光レンズを扱う企業は当社も含め

都合も確認し、先方のリクエストに即

す」というより、その場でメーカーの

ことを嫌います。「持ち帰って相談しま

メリカ企業などは決断に時間がかかる

してくださっていましたが、年数が経

最初は取引先も気の毒に思って支援

るインジェクションの時代。当社もそ

れからは直接、使用するものに成形す

折り曲げて製品化していましたが、こ

偏光レンズはこれまで偏光シートを

から、海外での販売を目的にしていま

事業となります。会社を設立した当初

だ小さいので、やはり海外で展開する

かったので日本の商社が仲介し、そこ
できており、むしろ低価格で提供する

行うようになったのは、 ～ 年前か

海外をターゲットとした事業展開を

けない状態になっていきました。

り、事実上自社で切り拓かなくてはい

するなどして、だんだん販路が狭くな

対策までをきちんと報告していました

処する日本企業は信頼が厚い。当社も

ありましたが、クレームにきちんと対

よって、当社への注文が減ったことも

こだわらないので、中国企業の参入に

アメリカは品質にそれほど細かくは

引先に納得してもらいました。

葉商工会議所に発行していただき、取

被災地ではないという原産地証明を千

挑戦しながら、事業を伸ばしていきた

うこともありました。製品に関しても、 レンズ、偏光シートが活用されるよう、

来日を拒まれて打ち合わせを香港で行

いです。

侵されているという風評被害が激しく、 ンジャパンの製品をつくりたい。サン

光レンズは高価格なので、生産はアジ

ア、
イギリスなどのヨーロッパです。
偏

を共同開発している材料メーカーの人

せには自社の人間だけではなく、製品

また、当社は海外企業との打ち合わ
企業への

専務取締役

怖がらずに一歩踏み出してみてください。

ので、 それを恐れていたら何も始まらない。

もあります。 失敗はおそらく一回はします

きました。 取引先にきつく当たられたこと

かくやってみようという精神だけで進んで

英語は話せず、貿易のことも知らず、とに

界のことが分からない状態で入社しました。

私自身は母や姉が経営するこの会社に業

との関係は大切にした方がいいと思います。

メリカは人間関係を重視しますので、他人

の中国企業に優位な部分です。 それからア

褒めてくれる。こうした繊細さは低価格重視

ブラウンとかローズなどのレンズをすごく

料メーカーと汗を流して開発したピュアな

こともあります。 そのような中で当社が材

「サングラスにこの色が欲しい」と言われた

で、ビルに夕日が当たっている写真を見せて、

海 外 企 業の海 外の発 注はとても感 覚 的

大谷久也 さん

アドバイス

海外進出を目指す

グラス市場以外の分野でも当社の偏光

世界基準の品質をクリアしたメイドイ

らですね。メインはやはりサングラス
ので、注文が再開されました。

アでも市場は欧米になります。当社も

15

などにも同席してもらいます。特にア

ことが分かりました。

ＩＴ分野でも当社の事業が貢献できる

面でとても勉強になりました。それに

せんでしたが、品質管理や契約などの

グラスの話も持ち込まれ、実現はしま

りました。また、取引先からグーグル

たので大変でしたが、自信にもつなが

異なり、スケジュール管理も厳しかっ

の中国工場に送る。サングラス市場と

ムをつくって組み立て、そのメーカー

レンズを日本でつくり、台湾でフレー

ある３Ｄメガネを受注しました。偏光

メーカーからは３Ｄテレビの付属品で

クトがあります。
例えば、
大手国内電機

近年では異業種の分野からもコンタ

新工場を活用して
新たな分野への参入を目指す

市場が大きいアメリカ、オーストラリ

東日本大震災直後は日本＝放射能に

からオーダーされる形で商売をしてい

した。

す。ただ、日本のサングラス市場はま

成 ）年に母が新社長に就任しました。 用されるサングラスメーカーとなりま

のですが、父が急逝し、１９９６（平

15

答することが有効だと実感しています。 れに対応した新工場を建てましたので、

が、当初は８割が海外でした。

4

8

中国企業がライバルになります。

▲大谷京子代表取締役（右）と、大谷久也専務取締役（左）

ました。けれどもそうした商社が廃業

したが、父は英語ができなかったです

海外で事業展開する企業

今は少しずつ国内が少し増えています

14

18
夢シティちば 2019年₈月号
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世界へ伸びる

人事評価規定の整備

えることが必要です。この設計をしっ
かりと行い、従業員のモチベーション
向上につながるよう意識して設計して
いくことが大切です。

能力、役割などが異なりますので、評価
項目や評価基準は職種や役職により変

明確にします。
職種や役職により求められる成果や

導入したい評価制度が決まりました
ら、次は評価項目や評価基準を設計し

評価基準・評価制度検討

観点からも検証します。

チベーションアップにつながるか、継
続的に無理なく運用できるかといった

和宏

中小企業診断士

吉川

行うことや、評価者への事前勉強会を
行うなど、従業員への十分なコミュニ
ケーションを徹底することが必要です。
従業員を客観的に評価し公平な処
遇を行うことで、従業員の意欲が高ま
り、会社業績の達成に繋がって行くよ
う、
「評価制度」導入の目的を明確にし、
しっかりと設計していきたいものです。

「評価制度」の結果は、従業員の処
遇に大きく影響するため、運用を始め
る前に従業員に周知し理解を得ること
が重要です。全従業員にキックオフを

従業員への周知

また、人事考課表を用意・作成する
とともに記入例も作成するなどの配慮
も必要となると思います。

度も擦り合わせを行っていくことが必
要です。

起きないよう評価項目ごとに評価基準
を明確にし、人事考課者訓練などで何

「評価制度」の運用の円滑化を図るた
めには、評価者間の評価基準のブレが

「評価制度」運用の仕組みの構築

の届け出が必要となります。

する場合は、労働基準監督署への変更

評価制度導入において考えたいこと

中

既に従業員の
「評価制度」
を導入し運
用している企業は多いかと思います。
しかし、
中には
「当社もそこそこの規
模になったのでそろそろ評価制度を導
入しなくては」
と、他社を真似して
「評
価制度」を導入するという例もある様
です。
このような企業では、
「評価制度」
を
導入するという手段が先行し、従業員
の仕事や会社の実態と評価制度がマッ
チしていない、運用がうまくいかない
などの事象が見受けられることもあり
ます。
評価制度を導入するときにはどのよ
うなことに留意し、どのような手順で
進めて行けばよいでしょうか？

基本的考え方・評価制度の検討

各評価項目をその評価基準に則り、
人事評価を行った結果を従業員の給与
や賞与、昇給、昇格、昇進などに反映
さる場合、処遇に関する規定を整備す
る必要があります。
ここで重要なことは、評価結果と従
業員の等級や昇格・昇進、給与・賞与
などの関連が従業員によく分かるよう
な明確に規定を整備することです。な
お、就業規則や賃金規定の記載を変更

小林 正英

ナビ

多くの種類の評価制度がありますの
で、まずは、会社の理念や現状の課題
を再確認した上で、どのような
「評価制
度」
を導入するのかを検討します。中長
期的にどのような人材を育成・確保し
たいのか、またそのために会社として
何を評価したいのかといったことを明
確化することが重要です。また、会社
の方向性に合っているか、従業員のモ

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

小林 正治

弁理士
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東京都千代田区岩本町3−4−5（秋葉原駅５分）
http://www.kipo.jp/

0120 ‑ 06 ‑ 2771

TEL 03-3866-3327
http://www.ohshima-cp.com

営業センター

所長弁理士

企業診断
小

総合防犯設備・用品

街頭防犯カメラ

千葉商工会議所会員

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

ジェトロ・ボゴタ事務所

所長

豊田 哲也
同で 億ドルの資金を投入することが報道さ
れ大きな注目を集めている。ＥＹ（ Ernst &
）のレポートによるとフィンテックの
Young
サービス普及率は ％と世界の カ国中 位、
中南米では 位とされている。

日本貿易振興機構（ジェトロ）
千葉貿易情報センター

●インフラ開発にも商機
一方で、先述のような紛争後の国家開発、
貧富の格差の解消、インフラ開発など課題
も多い。中でも特に当地に駐在する日系企
業の誰もが指摘するのは輸送インフラの改
善だ。南北に 本のアンデス山脈が通り、
太平洋側の港から首都ボゴタまでの陸送は
トラックに頼るしかなく、そのコストは時
に貨物船による太平洋横断のコストに匹敵
する。また人口が拡大する都市部における
公共交通にも本腰を入れる時だ。しかし当
地政府はそのような課題こそ成長の伸び代
だと捉え、外国企業に投資のチャンスを与
えるものとして誘致に懸命だ。
今年 月初旬に開催された日本コロンビ
ア経済合同委員会で日本側一行を迎えた
ドゥケ大統領は、日本を重要なパートナー
だとし、交渉が停滞している二国間ＥＰＡ
の早期締結に向け期待を表明した。日本企
業がビジネス面での関与を一層深め、先進
的な技術等により新しい国造りにも貢献す
ることが期待されている。

27

●イノベーション分野にも注目集まる
和平の実現や治安の改善は、新規ビジネス
や投資の条件・気運を高める。元戦闘員の社
会復帰は今後も大きな国内課題だが、武装勢
力の支配地域が激減したことから農業や観光
業への投資も注目されるようになった。ちな
みにコロンビアで観光地というとカルタヘナ
などカリブ海沿岸のリゾート地が有名だった
が、例えばコーヒーを産出する中部山岳地帯
なども近年エコツーリズムが開発され、欧米
等から多くの観光客が訪れるようになった。
昨年 月より就任したドゥケ大統領はこれら
の産業に対する税制恩典を打ち出しているほ
か、創造性やイノベーションを促進して産業
の高付加価値化を目指す
「オレンジ経済」
と称
する振興策を実践している。
イノベーション分野の発展も他の国に劣ら
ず目覚ましい。スマホの専用アプリを使った
サービスはよく浸透し、中でも交通インフラ
の未整備や都市部の渋滞といった問題から非
常に便利な配達サービスが発達している。乗
り捨て可能な電動スクーターで移動する姿も
都市部ではごく一般的だ。買い物代行サービ
スのＲＡＰＰＩ（ラッピ）はこの数年間で急成
長し、コロンビアを代表するユニコーン企業
となった。今年 月、日本のソフトバンクグ
ループが傘下のイノベーションファンドと共

さい

お話を聞いた後は、千葉神社祭

議会歴史と未来部会は、中心市街
もと、妙見大祭に欠かせない千葉

禮保存会・院内祭礼委員会協力の

れい

76

千葉市中心街地に特化したホームページ

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

【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。

当協会LINE＠アカウントは検索もしくは
●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。

議会おもてなし部会は、中心市街

千葉市中心市街地まちづくり協

〇店舗ニュースコンテンツの充実

〇スマートフォン対応

【リニューアル事項】

〇マップの変更

地の情報発信の強化を目指し、当
「ＣＨＩＢＡ ＣＩＴＹ ＧＵＩＤ

〇自動翻訳機能の追加

〇中心市街地のイベント情報追加

大人たちの迫力あるお手本を見学

ＥＭＡＰ」をリニューアルしまし
いて、中心市街地の企業、団体情

無料

【掲載料】

お申し込みください。お申込みい

【申込先】

【ホームページＱＲコード】

〇電話：０４３ ２
-２７ ４
-１０３

〇担当：山崎

（千葉商工会議所 地域振興課）

まちづくり協議会 事務局

〇千葉市中心市街地

は掲載できません。

の。なお、公序良俗に反する内容

または、当協議会が承認したも

３丁目）

町、新千葉１～２丁目、弁天１～

新宿１～２丁目、登戸１丁目、新

千葉港、問屋町、栄町、新田町、

見１～２丁目、
本千葉町、
中央港、

葉市中央区
（中央１～４丁目、
富士

主に当協議会の管轄内である千

【対象範囲】

で更新が可能となります。

ます。発行後は企業、団体様各自

者からＩＤ、パスワードを発行し

ただいた後、ホームページ作成業

実を図っていきますので、是非、

報等を掲載し、ホームページの充

た。今後は、当ホームページにお

し、子供たちも負けじと太鼓を打

協議会が運営するホームページ

「ＣＨＩＢＡ ＣＩＴＹ ＧＵＩＤＥＭＡＰ」
掲載企業・団体募集！

まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください！

なし会～千葉氏と神社の歴史～」

神社の大太鼓の叩き方について、

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！

☎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

5

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！

1

3

ち鳴らしました。
者の方からも、「昔から家族で訪れ

子供たちと一緒に参加した保護

ちへお話していただきました。

ている神社なので、子供たちが学

まちの歴史、神社の歴史を子供た
「千葉の『お殿様』って誰？」
、

言葉をいただきました。

ぶ機会はありがたいです。
」
とのお

子供たちの様子が見られました。

ちのことを考え、お話に聞き入る

ょっとした疑問から自分たちのま

「
『お祭り』って何だろう？」
等、
ち

千葉神社内で熱心にお話を聞く小学生と保護者

今回は７月 日に「千葉のおは

6

と題し、千葉神社の山本禰宜から

える活動をしています。

地の歴史・文化・伝統等を広く伝

千葉市中心市街地まちづくり協

『 千葉のおはなし会 』を開催

5

3

社会の課題を成長のチャンスに（コロンビア）

50
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80

5

10

大きなバチで最大４人同時に叩く独特な叩き方にチャレンジ‼

8

●堅実
 な経済運営を旨とする中南米 位
の市場

事務局：千葉商工会議所地域振興課 電話 043-227-4103 FAX 043-227-4107

日本人にとり、中南米のコロンビアとい
うとさほど知名度が高いとは言えず、馴染
みのあるビジネスマンは少ないかも知れな
い。どちらかというと麻薬や反政府ゲリラ
のイメージを強く持っている向きが多いか
も知れない。しかし、この太平洋とカリブ
海の両方に面する人口・ＧＤＰともに中南米
位のコロンビアは２０１７年には最大勢力
との和平を実現し、治安の大幅な改善によ
りその潜在能力を発揮する時となっている。
あまり知られていないが、コロンビアは
堅実な経済運営の伝統があり、財政規律も
重視されてきた。 年代、多くの中南米諸
国が累積債務問題を抱えたがコロンビアは
巧妙な債務管理で乗り切り、デフォルト経
験もない。中南米といえばハイパーインフ
レのイメージが強いが実はコロンビアは例
外だ。産油国であるため石油価格にも影響
を受けるものの、過去 年以上（ 年のみ
を例外として）一貫してプラスの経済成長
を続けている。そんな国は中南米ではコロ
ンビアだけだ。昨年 月にはＯＥＣＤにも
加盟した。また政治的にも中道から右派で
安定しており、大きく左派政権にも振れた
周辺国の中にあっては際立った存在だ。

〈問合せ先〉千葉市中心市街地まちづくり協議会 千葉市中央区中央 2-5-1
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～新しい挑戦～ 今年度の千葉ＹＥＧをご紹介します！

Future
Creation Section
未来創造委員会

我々Ｆｕｔｕｒｅ Ｃｒｅａｔｉｏｎ
Ｓｅｃｔｉｏｎは日本語で未来創造
を意味します。具体的な事業とし
ては 月に行われます千葉湊大
漁祭りに初めて「ＹＥＧブース」
を設営する予定です。千葉市と連
携し官民で地元産業をどうすれ
ば盛り上げていけるのかを模索
していきます。
また、３月には年度卒業式を担
当します。ＹＥＧにいてよかった
と思ってもらえる設えを考えて
いきます。地域の未来、自企業の
未来、ＹＥＧの未来、ＹＥＧメン
バーの未来、苦楽を共にしながら
学びのある一年にしていきます。
新一
委員長 中村

執行部

Executive office

Membership
expansion Section
会員拡大委員会
日本、千葉市においても少子高
齢化が進む中で、人と人のつなが
り人脈、若い経済人の力が必要で
す。ＹＥＧとして地域の発展に貢
献できるよう今年度より組織化
されたＭｅｍｂｅｒｓｈｉｐ ｅｘｐａｎ
ｓｉｏｎ Ｓｅｃｔｉｏｎは、主な活動
としては、日々の会員拡大、 月
度定例会にて将来の経済人の卵
である市内小学生を対象とした
「ちばこどもふりま。
」を開催、ま
た８、 、２月の定例会や外部へ
の会員募集活動を行う予定です。

ていきます。
隆仁

成するサッカーチーム 千葉Ｙ
ＥＧ ＲＭＦ は 月５日㈮～７
月７日㈰の３日間、長崎県長崎市

我々千葉ＹＥＧメンバーで結

長崎大会に向けて

サッカー大会

委員長 鷲見

Ｓｅｃｔｉｏｎメンバー一丸となって
年間、Ｍｅｍｂｅｒｓｈｉｐ ｅｘｐａｎ
ｓｉｏｎ Ｓｅｃｔｉｏｎらしく活動し

10

Diversity
Section
異文化交流委員会
経済のグローバル化や少子高
齢化が進む中で、企業競争力の強
化を図るためには、女性活躍、外
国人、高齢者、チャレンジド（障
碍者）を含め多様な人材の能力を
最大限に発揮していける環境、価
値観を創造していくことが大事
です。私たちの活動するこの千葉
においてもこうしたダイバーシ
ティの価値観を広げていき、ＹＥ
Ｇとして地域の発展に貢献でき
るよう今年度より組織化されま
した。主な活動としては 月度定
例会にてダイバーシティに関す
る勉強会を開催、また 月にはダ
イバーシティならではの交流会
を開催予定です。
委員長 伊藤
学

美沙

会」に 名のメンバーで参加しま
す。今回で８回目の参加となりま

で開催される「商工会議所青年部
第 回全国サッカー大会長崎大

“

PR
Section
広報委員会

委員長 秋元

我々Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ ｏｆｆｉｃｅ
は、各Ｓｅｃｔｉｏｎと連携を図りな
がら千葉ＹＥＧの全体統括を行
う組織となります。年間の担当事
業と致しましては、５月定例会と
して千葉開催の県連役員会の設
営の取り纏め、 月定例会として
企業視察、そして提言活動を計画
しております。
１年間を通して各Ｓｅｃｔｉｏｎ
に対しスローガンにも掲げてい
る「ありがとうを伝えたい」を念
頭に活動していきます。
あすか

す。
予選リーグが３試合あり交代
選手も非常に少ない状態ですが、
全試合全力で戦っていきたいと

飯田 敬道

思います。また、サッカー試合以
外でも参加者全員が思い出に残
るような大会になればと思って
います。
千葉ＹＥＧ ＲＭＦ 主将

Status
of YEG Section
組織力向上委員会

我々Ｓｔａｔｕｓ ｏｆ ＹＥＧ Ｓｅ
ｃｔｉｏｎは地域と連携を図りな
がらＹＥＧの地位向上を目指すＳ
ｅｃｔｉｏｎになります。担当事業と
致しまして、まずは地域に必要な
存在となるべく第 回親子三代
夏祭り（８月定例会）に実行委員
会の一員として参加致します。ま
た２月定例会として市民の方々
にも参加して頂きＹＥＧを身近
に感じてもらえるようなオープ
ン事業を計画しております。
ＹＥＧらしく楽しく学びのあ
る活動を委員会メンバー一体と
なって 年間行ってまいります。
委員長 豊田
悠

新入会員の紹介

☎050-1209-6155
医療・介護系
☎043-441-7115
厚生労働省委託事業
（管理・賃貸仲介・売買仲介・買取販売）

7

11

千葉ＹＥＧ会長 田中

☎043-223-0185
フリーペーパー発行事業

㈱地域新聞社

☎043-263-3535
不動産業

たけし）
（いのうえ
たかまさ）
（すずき
やすひろ）

たかまさ訪問鍼灸マッサージ

社会保険労務士法人 坪川事務所
三幸商事㈱

（おおひら
ゆうじ）
（つつみ

”

44

豪

井上

孝昌

鈴木

泰弘

大平

有司

堤

11

19

1

1

17

24
夢シティちば 2019年₈月号
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25

7

9

12

私達ＰＲ Ｓｅｃｔｉｏｎは従来の
総務広報委員会が行ってきた広
報活動部分を重点的に行ってい
く委員会です。公式報誌である
「夢シティちば」への掲載記事作
成を中心に今まで属人的であっ
たＷＥＢ媒体での広報活動をメ
ンバー間で行えるような仕組み
づくりを目指して試行錯誤中で
す。また、広報活動だけでなく各
総会や 月の新年懇親会の運営
を担当しております。広報活動に
慣れているメンバーも初めての
メンバーも協力し合い、広い視野
を持って活動していければと考
えています。
1

日前までに申請）

補助金の交付 を 申 請
（研修受講の

ビジネスス ク ー ル 受 講

日以内に報告）

研修受講の報 告
（研修受講後

（千葉市より補助金額確定通知書が
届いたら、請求書を提出）

補助金の請求

検索

申込方法など、詳しくは 千葉市 中小企業人材育成

※申請
 に必要な書類については、千葉市の
ホームページをご確認ください。

さらに、２講座以上を同時に申し込ま
れた場合には受講料が１割引になりま
す。講座の料金はそれぞれ異なります
が、１万円台のものが多く設定されて
います。
また、千葉市では中小企業の人材育
成を支援しており、
「千葉市中小企業
人材育成研修費補助金」が利用できま
す。これは市内中小企業の経営者また
は従業員の方が業務に必要な技術や知
識を取得するために必要な各種研修制
度を利用した場合に、その経費の一部
を助成する制度で、このビジネスス
クールも補助対象となっています。申
請回数に制限はなく、上限５万円とし
て、半額が助成されます。
この千葉市の補助金についてはまだ
ご存知ない経営者もいらっしゃるかと
思いますが、補助の比率も高く、制度
を利用することでビジネススクールの
講座も受講しやすくなりますので、Ｈ
Ｐで自社が対象となるかを確認の上、
お申し込みいただければと思います。
また、補助金の申請手続きもできるだ
け簡略化されています。

■人材育成のツールとして
検定を活用
日商検定や東商検定には簿記検定や
リテールマーケティング検定、ビジネ
スマネジャー検定などをはじめとした
種々の検定があり、企業によっては社
員個人の資格取得が必須としています。

または、千葉市役所雇用推進課（TEL : 043-245-5278）

▲担当の会員交流課 飯島

の場として人材の教育や養成に活用し
ていただくために、千葉商工会議所で
もビジネススクールを開講しています。

多彩な講座メニューを用意

■専門講師による
千葉商工会議所ビジネススクールで
は 講座を用意し、１名から随時受付
けています。そのメニューは、
「説明
力向上セミナー」
「リーダーシップ研
修」
「クレーム対応講座」
「ロジカルシ
ンキング研修」
「基礎からわかる決算

ます。

臨機応変に対応していきたいと思い

仕事がまわるよう準備をしながらも

の仕方ではなく、事前にスムーズに

かして、いきあたりばったりの仕事

セミナーで学んだ知識を業務に活

に思えます。

り組み方を見直すことができたよう

について学ぶことができ、仕事への取

セミナーを受講したことで段取り

る内容だと思いました。

いて自分に不足している部分を学べ

当していることもあり、段取りにつ

内容を確認すると、私は製造を担

た。

取り力向上セミナー」を受講しまし

から勧められたのがきっかけで、
「段

ビジネススクールの受講は、社長

造・販売を行ってる会社です。

当社は業務用・小売用餃子の製

利用者 の声

書分析講座」
「企画・発想力強化研修」
働き方改革やワークライフバランス
が問われ、従来の働き方が大きく変化 「新入社員受入のための意識と指導力
強化研修」など、非常に多彩な内容と
している社会の中で、今、多くの中小
企業は、
「人材不足」と「生産性向上」 なっています。
新入社員から中堅社員・管理職・経
という一見、相反するような課題を抱
営トップにいたる各階層、また営業・
えて悩んでいる経営者の方もいらっ
しゃると思います。この両方を実現し、 人事・経理・総務など各職種・分野な
ど、その人にふさわしい講座を組み合
企業を成長させていくためには、それ
わせてカリキュラムを組んで受講する
を底支えする社員一人一人の力を伸ば
ことも可能です。
すこと、つまり技術やスキルを向上し
ていくことが必要です。
■会員を対象とした割引や
企業の人材育成や養成には「ＯＪ
千葉市の補助金制度も
Ｔ」と「ＯＦＦ ＪＴ」があります。
–
中小企業の人材教育の課題の一つに
職場で働きながら実践に必要な知識や
は、ＯＪＴとして人材も自社内に少ない
スキルを身に着けるＯＪＴに対して、
ことも挙げられます。そうした意味でＯ
ＯＦＦ ＪＴは職場外での教育訓練で
–
ＦＦ Ｊ
あり、特に集合研修、講習会、通信教
–Ｔは効率がいい取り組みですが、
育など、日常の業務を離れて行います。 コストという別の課題が発生します。
千葉商工会議所ビジネススクールで
現場の状況に左右されない、均一な知
は、会員企業の方々は一般料金に比べ
識を体系的に習得するには非常に効果
て２割引で受講することができます。
的な取り組みです。このＯＦＦ Ｊ
–Ｔ

商工会議所では、こうした検定試験も
人材養成の一部と考えています。９月
以降も検定試験が行われますので、自
己啓発やスキルアップに活用していた
だければと思います。

■受講者自身にとっての
ＯＦＦ Ｊ
‒Ｔのメリット
ＯＪＴのように自社内で主に上司や
先輩から業務での実践的な教育を受け
て即戦力をつけていくことも大切です
が、ＯＦＦ Ｊ
– Ｔの教育では他社の人
と共に受講することによって、自社以
外の人たちと交流ができます。人数が
少ない企業の社員が他社の同年代の人
たち、全く分野が違う人たちと交流す
ることも大きな刺激となります。
これからの時代、一人一人のスキル
のアップが必要となります。ＩＴを導
入してもそれを使える人を育てなけれ
ばならない。今までに自社内はなかっ
た考え方や仕事の進め方を受講者が学
び、企業に持ち帰っていただき、広げ
ていく。そうしたことが企業の成長に
つながります。社員教育にはぜひ、Ｏ
ＦＦ Ｊ
–Ｔに当所のビジネススクール
をご活用ください。

【お問い合わせ先】

千葉商工会議所 会員交流課
ＴＥＬ ０４３ ２-２７ ４-１０３

長根 哲平さん

ビジネススクール

※上限は中小企業１社あたり５万円
※申請回数制限なし（上限５万円）

中小企業の経営者の多くは慢性的な人手不足という事情を抱えながら日々、会
社を経営しています。社員はそれぞれが多くの仕事を担当して、会社を支えてい
ますが、一人一人の仕事の生産性を上げるために、具体的に求められているもの
は人材の養成・教育です。個々の社員が業務に必要な知識やスキルを身に着けて、 ■中小企業の人材育成に
ＯＦＦ Ｊ
より高度で効率性の高い仕事をすることが求められます。
‒Ｔが効果的な理由
そうした人材教育の一環として千葉商工
会議所が行っているビジネススクールを
紹介します。

半額
補 助 金 額

補助金申請方法の流れ

補助対象経費 受講にかかる受講料

26
夢シティちば 2019年₈月号
夢シティちば 2019年₈月号

27

研修・セミナーの受講料の
14
30

株式会社 商和

商工会議所
千葉市中小企業人材育成研修費補助金

15

使ってください！

開催中〜

8/25㊐

編集：千葉商工会議所

会
期： 開催中〜 8月25日（日） ※会期中無休
開館時間： 10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）

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

※入場は閉館の30分前まで

22

間の１時間半でした。

の情感溢れる演奏で、あっと言う

うことに、野村万作様ご本人も驚

歌」の作詞は、野村万作婦人とい

周年記念式典 参加

東京商工会議所女性会

創立
70

関東商工会議所女性会連合会

総会 「栃木大会」 盛大に開催

当女性会は、５月 日㈬、栃木県小山市の小山市立文化センタ
ーにて、関東商工会議所女性会連合会総会「栃木大会」が開催さ
れ、管内 単会６９６名の会員が参加いたしました。

75

６月３日㈪、パレスホテル東京

というテーマで、お話を伺った後、 にて、東京商工会議所女性会創立

れ、当会からは事務局を含む６名

周年記念式典・祝賀会が開催さ

による「鶴の恩がえし」を鑑賞い

で参加しました。

丹野 井成寿社中の琴・尺八演奏

たしました。

ウェルカムコンサートで日本フ

ィルハーモニー交響楽団・女性メ

その後、シャトルバスで、小山

グランドホテルに移動し、懇親会

ンバーによる美しい弦楽四重奏を

70

藤沢関女連会長のご挨拶の後、

来賓の方々のご挨拶を賜り、同会

長が議長となり、議事に入りまし

た。

全議件、
原案通りに承認され、
総

会は、無事終了しました。

が開催されました。

メダリスト）
、今野由梨氏（ダイ

ヤル・サービス株式会社）
、富田篤

ＣＣＩホールにて、川崎商工会議

氏（伝統工芸士）の３名によるデ

挨拶に続いて、
片山さつき大臣、
小

所女性会創立 周年記念式典・祝

ィスカッションが行われました。

池百合子都知事他来賓の方が登壇

賀会が開催され、当会からは髙梨

第二部の記念式典では主催者の

され、ご祝辞を述べていただきま

第二部の祝賀会のアトラクショ

した。

続いて、
第三部の祝賀会では、
人

ンでは、かわさき産業親善大使の

アメリカンミュージックジャーニー

アメリカの音楽遺産を凝縮体験！
！
世界各地から人々が集まり、多様な言葉と歌が行き交い、文化がぶつかり合うことで、
ブルース、
ジャズ、
ロックンロー
ルなど革新的な音楽が次々と生まれてきた国、
アメリカ。
シンガーソングライターのアロー・ブラックが、
ニューヨーク、
シ
カゴ、
ニューオーリンズ、
マイアミなどアメリカ音楽が生まれた街を巡り、
冒険の旅へとあなたをいざなう・
・
・。
９月限定の音楽番組です。

間国宝野村万作様による、格調高

～ガリレオ・ガリレイが聴いたリュート音楽～

２．
プラネタリウム番組

神崎順氏＆ ｃａｒａｔｓによる華麗

星空に響く音楽

く素晴らしい祝舞が披露されまし

1．メンバー会限定イベントレクチャーコンサート

なショーを堪能しました。

●●●千葉市科学館イベント情報●●●

た。また、
「商工会議所女性会の

〒260–0013 千葉市中央区中央4–5–1 Qiball内7 ～ 10階
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ユーモアたっぷりの大久保小山

アルフォンス・ミュシャ ポスター
《煙草巻紙 ジョブ》1898年
三浦コレクション、川崎市市民ミュージアム蔵

北大路魯山人《織部間道文俎鉢》1953年頃
八勝館蔵

演会として自治医科大学の小宮根

会期：9月7日（土）〜10月20日（日）

える～未来に向かって～」をテー

【次回展予告】

「ミュシャと日本、
日本とオルリク」

市長のスピーチをはじめ、地元栃

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）

講師：藁科英也（当館上席学芸員）
8月10日（土）14:00〜（13:30開場予定）／11階講堂にて／
先着150名／聴講無料

真弓教授から「女性の活躍推進～

■市民美術講座
「北大路魯山人と古典復興」

マに、小谷実可子氏（ソウル五輪

※（  ）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

【関連イベント】

木出身のケーナ奏者のＲｅｎさん

※ 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

いつまでも美しいお肌で輝く～」

観 覧 料： 一般 1,200円（960円） 大学生 700円（560円）

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、同時代の陶芸形に影響を与える存在となったのです。
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80点もあわせて展示します。

女性会

銀河鉄道の夜

いていらっしゃいました。

祝賀会場の大きな窓に映る夜景

料金：
「フィールアロマ」
をのぞき、大人５１０円／高校生３００円／小中学生１００円 券売機にて当日券をお求めください
「フィールアロマ」
は、高校生以上８００円／小・中学生３００円 科学館ミュージアムショップにてチケットをお求めください
（前売りあり）
※各番組の、投影時間などの詳細は、科学館ホームページでご確認ください
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を見ながら、華やかな雰囲気の中で
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満天の星々に、
アロマをプラス。
季節の移りかわりとともに少しずつ変わっていく星空と、
そのときに合わせたアロマオイル、
さまざまなテーマでいつもとは違うプラネタリウム
を演出します。星空と香りのコラボレーションを科学館スタッフの生解説でお楽しみください。
・８月３０日・
３１日 ブレンド：薄荷、
ヒノキ、
ペパーミント など
・９月２０日・
２１日 ブレンド：オレンジスイート、
グレープフルーツ、
エレミ など
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お食事を楽しむことができました。
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フィールアロマ ～アロマを感じる星空～
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川崎商工会議所女性会

内容：ガリレイ家とゆかりのある楽器リュートの話題と演奏。
講師：永田斉子
日時：9月23日
（月・祝） 14：00～15：30
（開場13：30）
場所：千葉市科学館7階企画展示室
定員：先着200名 ※未就学児の同伴不可
対象：科学館年間パスポート会員
（家族、
個人、
常設展示パスポート）
未入会の方は､この機会に入会しませんか？
料金：無料
申込：電話 043-308-0511(代表）
による事前予約
※定員になり次第終了。
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創立 周年記念式典 参加

星空散歩 ～お月見～

お月見の日の夜空を眺めて、
月の話に耳を傾けてみませんか？
千葉とお月見の意外な関係もご紹介します。
９月６日～１０月１１日投影。

６月 日㈬、川崎商工会議所Ｋ

©KAGAYA studio

会長が参加しました。

さあ、
星めぐりのたびに出かけよう。
デジタルファインアーティストKAGAYAが描き出す、
透明感あふれる
映像でよみがえる、
名作の世界。
たくさんのリクエストにお応えして、
８月８日から再投影！
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