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第265回常議員会・第83回通常議員総会
千葉市制100周年記念

熊谷俊人千葉市長特別インタビュー
千葉市美術館 リニューアルオープン
千葉県PRマスコットキャラクター
写真提供：一宮町

チーバくん

千葉県許諾第S092号

043-227-4107 【購読料】一部210円（送料込）
会員は会費の中に含まれています。

株式会社塚本 代表取締役社長

千葉市市制100周年記念協議会では、多くの方々に節目としての市制100周年
に関わっていただきたいと考えています。ぜひ、千葉商工会議所の会員の皆様も参加
をよろしくお願いいたします。

【認証事業

概要】

認証事業に認定されると
次のようなことができます。

■皆様の活動を100周年で演出
①市制100周年記念事業「ロゴマーク」及び
「キャッチフレーズ」の商品等への使用

【認証条件】

千葉市市制100周年の趣旨に沿うものであれ
ば、新たな取組みでなく、皆さまが日頃行って
いる事業や取組みについても、幅広く記念事業
に位置付けることが可能です。
※認証条件の詳細はHPでご確認ください。

【認証方法】
■申請手順
②市制100周年記念事業の
「のぼり旗」
「パネル」
の借受・掲出

市制100周年記念協議会

（事務局：千葉市都市アイデンティティ推進課）

認証申請書

【様式第1号】

①

③イベント等の名前に「千葉市市制100周年」
の冠付け
④市制100周年記念
「リーフレット」の支給・配布

認証通知

【様式第2号】

②

事業実施報告書
【様式第3号】

③

実施後

☎043-227-4101

時代のニーズを切り開き
石油製品販売業から新事業の開拓へ

『認証事業』
募集

実施前

●千葉市中央区中央2-5-1

【経営談話室】

千葉市市制１００周年記念

事業を行う市民・企業・団体

■提出方法
電子メール、郵送、持参、ＦＡＸ

■申請書類の提出先
千葉市市制100周年記念協議会事務局
（千葉市総合政策局総合政策部都市アイデン
ティティ推進課）

■皆様の活動をみんなに発信

⑤市制100周年記念特設「HP」
「SNS（Twitter、Facebook、Instagram）

」
での発信
⑥市制100周年記念事業推進プランへの掲載

【費用】 無償

電子メールアドレス：
Chiba100th@city.chiba.lg.jp
住所：〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1
千葉市役所本庁舎5階
電話：043-245-5660 FAX：043-245-5476

※詳しくは千葉市HPをご覧ください。

千葉商工会議所
会員の皆様へ

千葉商工会議所 会報
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時代のニーズを切り開き
石油製品販売業から新事業の開拓へ
トピックス

当所では、非常時における情報収集と提供をより迅速に行うため
メールを活用した非常時用の連絡網を構築いたします。恐れ入り
ますが、メールアドレスのご登録にご協力をお願いいたします。
なお、詳細につきましては別途郵送にてご案内いたします。

実施時期

～「エネルギーと防災」テーマにシフトチェンジ～
5

☎043-227-4103

メールアドレスご登録のお願い
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【問合せ】企画広報課（伊藤、瀬田）

第265回常議員会・第83回通常議員総会

中期行動計画
（令和２～４年度）／令和２年度 事業計画・収支予算
令和元年度 事業報告・収支決算
14

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報のご案内

18

千葉市制100周年記念

22

千葉市美術館 リニューアルオープン

12

●商工会議所の動き ６月の動き

13

●会員情報プラザ

21

●ジェトロレポート 新型コロナウイルス感染拡大による海外ビジネスへの影響③

25

●中心市街地NEWS 千葉市中心市街地まちづくり協議会

26

●WE ARE THE CHIBA 千葉商工会議所

28

●なのはなひろば 千葉商工会議所 女性会の活動

8月

熊谷俊人千葉市長特別インタビュー

人材確保

河合正朝館長に聞く

人事担当者の皆様へ
・事業の拡大、欠員発生など要員を
確保したいき
・新規部門に精通した人材を確保し
たいとき
・経験豊富な即戦力の人材を確保し
たいとき

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。

青年部通信

右のQRコードから
登録フォームにアクセス

出向・移籍の専門機関

全国ネット

新体制始動！

登録方法

雇用調整

・事業の整理、縮小に伴い人員削減
を検討しているとき
・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
・工場閉鎖等のため従業員の受入れ
先を探しているとき

企業間の出向・移籍をサポートします。
信頼と安心

経済・産業団体と厚生労働省
の協力で設立された公益法人
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
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http://www.sangyokoyo.or.jp/(土・日・祝日は休業)

今月の表紙

編集者のひと言

今月の表紙は、東京2020大会の県内競技会場の１つとなっている釣ヶ崎
海岸からの１コマです。
良質な波が年間を通じて打ち寄せることから、波乗り道場として多くの
サーファーに親しまれており、毎年国内最大級のサーフイベントが開催さ
れています。また、1,200年以上の歴史と伝統を誇る上総十二社祭りも毎年
行われており、非常に神聖な海岸としても有名です。毎年9月に行われる例
大祭において、約2,500人もの裸若衆たちが海岸に集い渚を疾走する様子は、
房総最古の浜降り神事として圧巻です。良質な波と神聖な雰囲気を味わいに、
1度訪れてみてはいかがでしょうか？

長い梅雨が明け、８月に入りいよいよ夏本番ですね。
先日、海にドライブに行ってきました。青い空と海がいっぱいに
広がる空間でそよ風が心地よく、大いにリフレッシュされました。
無観客〇〇やオンライン〇〇など新しい生活様式に対応しての
イベントが工夫される傍らで、自然はいつも通り在り移ろっている
のだなと。日々のくらしでももう少しだけ自然を楽しもうかなとも感
じた一時でした。

（企画広報課 T.K.）

夢シティちば

2020年₈月号

千葉事務所
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チーバくん 千葉県許諾番号Ｓ０４１号

※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
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2020年₈月号
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時代のニーズを切り開き
石油製品販売業から新事業の開拓へ
～「エネルギーと防災」テーマにシフトチェンジ～

た。
関東大震災の後、
多くの家々が倒壊

料、石油製品の販売店を営んでいまし

は市川市を拠点にセメントなど建築材

したのは１９２２（大正 ）年。当時

私の祖父・塚本清三郎が当社を創業

借金取りの対応に明け暮れました。そ

阪の工作機械会社で社長秘書になり、

パッカーを続けました。帰国すると大

を 経 て、東 南 ア ジ ア で ２ 年 半 バ ッ ク

オス）に２年勤めてからアメリカ留学

私は大学卒業後、三菱石油（現エネ

に「息子さんを社長にするなら全面的

支店長が当社に来てくれて、父や役員

込み助けを求めました。翌朝、当時の

業の危機を感じてメインバンクに駆け

私の改革案は全て役員に却下され、廃

の累損を抱え、４期続けて赤字でした。

３代目社長就任とともに
大改革に着手し黒字転換

し、祖父は瓦と便器の販売を開始。や

んな私を「もう跡は継がないのか」と

にバックアップする」と言ってくれたん

利を販売するなど時代ごとのニーズを

成電鉄が開業する際には線路に敷く砂

スタンドにアルバイトで採用されまし

でお金が尽き、父が経営するガソリン

２０００（平成 ）年、父は会長となり、

です。ようやく私の思いが父に伝わり、

代目社長を務めていた頃、セメント事

を密にして信頼関係を築くことで売り

かが課題。年齢の近い若者たちと交流

足、若いアルバイトをいかに働かせる

動産賃貸業に切り替えて大改革をしな

ンスタンドは８カ所から１カ所に。不

まず 人いた社員を 人に。ガソリ

ま し た。ま た 外 で 多 く の 会 社 を 見 て

のがとても新鮮で、勉強しがいがあり

石油を通して経済を見る視点を持てる

法に触れない限り業界のルールを無視。

されましたが、あらゆる無駄を省き、

利益は上がりました。業界からは酷評
ます。
現在も市川市に本社を置く塚本建材

前例に囚われず信念を貫いた私を、父

を出すことができました。

で社長就任翌年から黒字を達成、結果

様々な経験を重ねたゆえに、この会社
を務めています。

した。

年計画で着々と社長を目指し始めま

は、生コンなど建築資材販売業を続け

家業を継ぐのは抵抗がありましたが、 から安いメーカーに切り替え、売上と

石油卸販売を拡大。買い付け先を大手

10

は財務内容がすごく優秀だとわかって、 は黙って見ていてくれました。おかげ

石油を独占販売していたので、石油販

40

る兄弟会社として、私の従兄弟が社長

売としては当社が県内でも古参になり

括する立場になりました。

業を独立させ、戦前から続けていた石

12

がら、ガソリンスタンド向けの業務用

37

油販売事業を本体としました。戦時中、 上げを伸ばし、３年で直営８店舗を統

１９５８（昭和 ）年、私の父が２

私は 歳で３代目社長に就任しました。

私が常務になった頃、当社は億単位

がて鉄筋コンクリートのビルの増加に

家族も会社も諦めていましたが、 歳

「もう跡は継がないのか」
諦められていた３代目

Profile
塚本 恭夫 氏

ともないセメントを取り扱い始め、京

１００年前に祖父が創業
ニーズ汲み上げ石油販売へ

つかもと・やすお／1962（昭和37）年6月28日、市川市
生まれ。立教大学経済学部経営学科卒業後、29歳でガソリ
ンスタンドのアルバイトとして祖父が創業した株式会社塚
本に入社。2000（平成12）年、同社の代表取締役社長に
就任。

1922（大正11）年、セメントおよび建築材料、石油製品販売店として
市川市で創業し、激動の戦前、戦後を経て1958（昭和33）年より石油
製品販売に特化して成長を続けてきた「株式会社塚本」
。時代の変遷を
にらみ、新事業の展開をはかる３代目、塚本恭夫代表取締役社長にお話
を伺いました。

汲み上げ、商売につなげていきました。 た。ちょうどバブル崩壊直後で人手不

29

11

当社は石油統制会社として県内全域で

33

株式会社塚本
代表取締役社長

☎043-242-8221
▲株式会社塚本 オフィスの皆様

石油製品販売業を継承し、廃業の危機を乗り越える

塚本 恭夫

株式会社

塚本

塚本 恭夫

代表取締役社長
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大改革を成し遂げ、さらなる新事業へと注力
さんの自宅を半年かけて１軒１軒訪ね、 長期間保管できる備蓄タンクの開発を
始めました。
免震装置も搭載し、
ブラン
Ｏも取得。商標登録も申請中です。今

こちらの人となりをさらけ出し、しっ
換できました。以来「この会社は“実”
後、多くの方に役立ててもらえるよう

ド名「ＴＥＮＥＳ」として特許やＩＳ

事業の大改革に伴い、ガソリンスタ
がある、これからは塚本から油を買っ
販売に力を入れていく予定です。

かりと信頼関係を築けてからは黒字転

ンド向けの石油卸販売の拡大に加え
てやろう」と、船橋漁港の船は全て当社

石油卸販売と油槽所に注力
港の漁師と信頼を築く

て、石油油槽所の経営にも着手しまし

「その時」は意外と早く訪れ、
車そのも

及した時、ガソリンスタンドは必要か。

と４～５年で電気自動車が本格的に普

いでしょうが、やがて需要は落ち、あ

石油の仕事は今後もゼロにはならな

から給油して下さり、現在に至ります。

された石油製品を、小さなタンクロー
リーに積み替えて工場や工事現場、農
場、漁船などに運ぶ際、中継基地とな
る油槽所を船橋、松戸、葛飾に設置し
わる新事業を生み出すことに、今は集

のが変わっていくでしょう。石油に代

をテーマに新規事業の構築を進めてい
中しています。今後も他社が携わらな

現在、
当社では「エネルギーと防災」

船橋の油槽所は、港で漁師さんたち
ます。昨年、大きな影響をもたらした

ました。
の漁船に燃料を供給しますが、漁師さ

割」
。学生時代からの愛読書で、すごく

台風被害や東日本大震災がきっかけで、 いニッチな部分を見つけ、攻めていき

Ｑ 愛読書は？
Ａ チェスター・バーナードの「経営者の役

んたちは気が荒く、なかなか燃料の値
たいと思っています。

▲免震装置付き石油燃料備蓄タンク「TENES」

エネルギー推移を見越して
ニッチな新事業へ転換

た。タンカーで輸入して製油所で精製

難しい理論書ですが、仕事をする上で大

どを審議。上程された議案（６ページの

支決算
（概要は から ページに掲載）
な

議員が集い、令和元年度の事業報告や収

井ガーデンホテルには、約 名の役員・

会を６月 日㈮に開催。会場となった三

第２６５回常議員会・第 回通常議員総

業計画（案）や収支予算（案）
、さらに

ついて承認を得たほか、令和２年度の事

業報告や一般会計、特別会計収支決算に

その後、議事に移り、令和元年度の事

す」と呼びかけ、挨拶を締めくくった。

で、ぜひご期待いただきたいと思いま

皆さんで盛大に開催したいと思いますの

要は７ページに掲載）についても満場一

は今後３ヶ年の中期行動計画（案）
（概

表１を参照）はすべて原案通り、承認可
常議員会・通常議員総会は、定款に定

いるが、３月の会議は新型コロナウイル

うもので、例年、３月と６月に開催して

ター事業の拡充に伴う事業内容の追加、

して審議し、千葉県事業引継ぎ支援セン

また、当所定款等の諸規程の変更に関

致で可決された。

ス感染症拡大の影響で延期。今回の６月

商工会議所法等の改正に伴う会員資格の

められた決議事項について議案審議を行

の会議で、上程が延期となっていた事業

加えて、人事案件についても上程され、

計画や収支予算についても審議を行った。 適正化について、定款変更が承認された。
（概要は８から９ページに掲載）

コロナウイルス感染症拡大の影響に触

を述べ、挨拶。昨年の台風 号や、新型

平素の会議所活動への協力に関して御礼

た佐久間正敏氏が、新たな常務理事に選

市都市局建築部長、都市局長を歴任され

照）
。また、河野常務理事に代わり、千葉

されることとなった（６ページの表２を参

冒頭、主催者を代表して佐久間会頭が、 欠員となっていた常議員６名が新たに選任

れ、
「優先順位を意識した事業運営」を

任された。
局より説明があり、
「令和 年 月期景

議案審議後は、報告事項について事務

行っていく方向性を示した。具体的に
供や、相談機能をしっかりと発揮し、「引

気動向調査報告書について 」
、
「 緊急時

は、会員事業所へのタイムリーな情報提
き続き事業者の皆様を全力でサポートし
たい」とした。

ともやむを得ないとの考えを示した。そ

当面の間は延期、または縮小を行うこ

ついて」
、それぞれ報告が行われた。

等については、感染拡大防止の観点から、 て」
、
「新型コロナウイルスによる影響に

て」
、
「 委員会の委員長等の委嘱につい

の会員情報収集に向けた取り組みについ

5

酒は飲まず、甘いものが好きで食後のデ

非常時の発電に欠かせない石油燃料を

11

令和元年度事業報告をはじめ 議案を承認

変化できるものが生き残れる」
。
自分自身

一方、大人数が集まる会合やイベント

2

ザートはあんみつ。

回通常議員総会

はない、賢いものが生き残るのでもない、

千葉商工会議所（佐久間 利会頭）では、 の上で、
「この状況が落ち着きましたら、

きな影響を受けました。

決された。

83

30

15

つきあいも昼間にランチミーティング。お

上げに応じてくれません。そこで漁師

第２６５回常議員会・第

と実感します。

11

Ｑ オフはどう過ごしていますか？
Ａ 仕事の後、毎日２㎞泳ぎます。仕事の

▲船橋油槽所の漁協向け備蓄タンク
▲燃料配達用のタンクローリー

4
2020年₈月号
夢シティちば
2020年₈月号
夢シティちば

5

にも、企業経営に対しても、言葉通りだ

10

塚本社長

Q &A
83

Ｑ 座右の銘は？
Ａ ダーウィンの「強いものが生き残るので
19

経営談話室

Topics
第265回常議員会・第83回通常議員総会

【中期行動計画】

常議員会

下記11議案はすべて原案通り承認されました。

中期行動計画（令和2〜4年度）
【テーマ】

議

「個社支援を重視した地域経済の活性化」
•当中期行動計画における3か年は、東京2020大会の開催に加え、令和２年に当所が創立80周年
を迎え、翌令和３年には千葉市制100周年を迎えるなど重要な期間である。

案

【計画策定の基本的な考え方】

•中小企業が複雑で多様な経営課題を抱える一方で、当所の中小企業支援事業の利用が十分では
ないことから、当計画では中小企業支援に重点的に取り組むこととする。
•商工会議所の使命は地域経済の活性化であり、地域の中小企業の個社支援を通じて中小企業の
業容拡大を図り、地域経済の活性化を行うこととする。

【施策・事業の方向性】

★は会員意向調査

参

成果目標（令和４年）

考

表１

議案第１号

令和元年度一般会計収支補正予算（案）承認に関する件

議案第２号

令和元年度事業報告承認に関する件

議案第３号

令和元年度一般会計、特別会計収支決算承認に関する件

議案第４号

中期行動計画（2020〜2022年度）（案）承認に関する件

議案第５号

令和２年度事業計画（案）承認に関する件

議案第６号

令和２年度一般会計、特別会計収支予算（案）承認に関する件

議案第７号

常議員の補欠選任に関する件

議案第８号

定款の一部変更に関する件

議案第９号

会員優良従業員表彰規則の改正に関する件

議案第10号

常務理事の補欠選任につき同意を求める件

議案第11号

新会員の加入承認に関する件

【常議員】

【常議員】

東京ガス㈱千葉支社

勝又自動車㈱

㈱三菱UFJ銀行千葉支店

千葉支社長

代表取締役常務

【常務理事】

【常議員】

【常議員】

【常議員】

千葉県信用保証協会

宮川電気通信工業㈱

東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社

会長

代表取締役社長

会員意向調査結果
又は平成30年度実績

Ⅰ．中小企業の持続的発展
１．人材確保・活用支援

【採用支援事業：利用企業数】

２．人材育成支援

約250社

【各種研修会：利用度】

25％

★20.1％

３．販路拡大支援

【販路拡大支援事業：利用度】

10％

★ 3.4％

４．事業承継支援

【事業承継の相談件数】

500件

308件

５．生産性向上支援

【生産性向上の相談件数】

700件

約480件

６．創業支援

【創業計画策定支援件数】

30件

18件

７．経営支援

【経営相談：利用度】

20％

★14.1％

Ⅱ．魅力あるまちづくり
１．中心市街地の活性化

【まちづくり事業：満足度】

２．インバウンドを含めた観光振興 【インバウンド拡大：利用度】

80％

★72.3％

10％

★ 3.6％

5,500社

5,165社

塩入

※順不同・敬称略

500社

表２

【常議員】

佐久間

英治

正敏

君塚

吉野

敬

毅

新たに
選任された役員

施策及び事業

Topics

・通常議員総会

支店長

大神

宮川

仰治

光生

千葉総支社長

伏見

保則

Ⅲ．政策提言・要望活動
Ⅳ．組織基盤の充実強化

7

１．会員増強活動の強化

【会員数】

２．会員交流の活発化

【会員交流事業：利用度】

20％

★13.4％

３．広報活動の拡充強化

【会報誌：毎月読む割合】

65％

★56.5％

夢シティちば

2020年₈月号

退任挨拶を述べる河野前常務理事

新任挨拶を述べる佐久間常務理事

夢シティちば

2020年₈月号

6

令和２年度

事業計画
収支予算

展示販売会・商談会の開催や、イ
ベント・都内アンテナショップへの
出店支援をすることで販路拡大の機
会を創出していきます。また、プレ
スリリースの活用を支援します。

４．事業承継支援
３９，１５２千円
（Ｒ１：３０，７０９千円）
早めの事業承継への着手と同時に
後継者の育成、着手前の準備も重要
な課題です。後継者の育成、事業承
継に向けた準備などをテーマとした
セミナーを新たに開講します。

５．生産性向上支援
２，７９９千円
（Ｒ１：３，６９１千円）
従来の「ＩＴ導入促進」に加え、
支
援機関との連携強化を図り、身近な
事例等の情報提供を実施することで
地域の全体的な推進を図ります。中
小企業では、生産性向上策を立案・
実行する人材やノウハウが不足して
いるため、社内における生産性向上
人材の育成支援を新たに推進します。

６．創業支援
２，２１６千円
（Ｒ１：２，８３５千円）
創業関連事業の実施内容を見直し、

当所では、今後の３年間の施策・事
業の方向性を示す新たな「中期行動計

重点事業

１．人材確保・活用支援

Ⅰ．中小企業の持続的発展

ろです。同計画においては、中小企業

１６，０７８千円

画（令和２〜４年度）
」を策定したとこ
が複雑で多様な経営課題を抱え、厳し

欠であることから、地域の中小企業の

企業が活力を発揮することが必要不可

あり、地域経済の屋台骨を支える中小

工会議所の使命が地域経済の活性化で

な技術（ものづくり）を有する外国

の新しい支援メニューとして、高度

会の場を増強します。外国人材雇用

つ、情報交換や多様なマッチング機

人手不足の状況を的確に把握しつ

（Ｒ１：７，６２１千円）

個社支援を通じて中小企業の業容拡大
人人材のインターンシップ、採用支

い環境に置かれている現状を捉え、商

を図り、地域経済の活性化を行うため、
援に新たに取り組みます。

（Ｒ１：１０７，４９７千円）

９９，１０１千円

２．人材育成支援

中小企業支援に重点的に取り組むこと
としています。
令和２年度事業計画は、新たな中期
行動計画に基く初年度の事業計画であ
り、全所的な取組の下で、事業を推進

ロナウイルス感染症の流行などに鑑み、

型の自然災害の発生や、本年の新型コ

また、昨年の台風・大雨といった大

た地域経済の活性化を図っていきます。

るとともに、離職率が高い傾向にある

ります。中小企業の人材育成を支援す

営者に向けて人材育成の意識啓発を図

会の提供を積極的に図るとともに、経

の拡充を図ります。また、
多様な学習機

講演・セミナー、ビジネススクール

こうした非常時においては、状況に応

新卒３年以内の社員を対象とした中長

し、地域の中小企業の個社支援を通じ

じた必要な対応を検討いたします。

期的な研修会の実施により中小企業に

１．中心市街地の活性化

Ⅱ．魅力あるまちづくり

８，２１０千円

１．会員増強活動の強化

Ⅳ．組織基盤の充実強化

おける人材の定着を支援します。

３４，０１５千円

たセミナーを実施します。また、業

調達、事業収支計画の策定に特化し

な資金調達が容易になるよう、資金

を新たに実施します。創業時に必要

中心市街地に集積した交流人口を周

心市街地活性化イベントを催します。

数のイベントをパッケージ化した中

る様々な事業の展開などにより、複

中心市街地まちづくり協議会によ

２８，５２８千円

２．会員交流の活発化

足度向上を図り、退会防止に努めます。

スの提供や周知強化により会員の満

会員のニーズに沿った事業・サービ

（Ｒ１：２，３４５千円）

態転換や新事業・新分野への挑戦を

辺地域に波及させることにより、街

（Ｒ１：１２，４０９千円）

希望する事業者の知識の習得の場と

に実施していくことで、より多くの

多様な会員交流会を企画し、積極的

業種・業態に応じた部会交流会など

会員が参加しやすい定期交流会や

（Ｒ１：３１，６６１千円）
の活性化に向けた相乗効果を図って
いきます。

２．インバウンドを含めた観光振興
８，５１８千円

合窓口として効率的・効果的に対応

決に向け、当所がワンストップ型の総

活用と個店のおもてなしの向上など

ぐ「ショップナビゲーター」
の育成・

インバウンドと商店街店舗をつな

３．広報活動の拡充強化

会員が多面的に交流・共同できる機

するための体制強化を進めます。先の

を図ることにより、インバウンドに

２２，５９０千円

（Ｒ１：１０，８５３千円）

「１．
」から「６．
」に記述した相談の最

よる千葉市内における消費活動を促

の実態を反映させ、現場に立脚した

の意見を募ることで、より地域経済

ケート調査などにより広く会員から

の意見等の集約に加え、会員のアン

部会や委員会活動等を通じた会員

たリニューアルを行います。

いては、会員アンケート調査に基い

させます。また、ホームページにお

に、会報誌の電子版コーナーを充実

うことで内容の充実に努めるととも

よりコーナーの見直しを継続的に行

誌においては会員アンケートなどに

頻度をさらに向上させるため、会報

会員が当所の広報媒体を目にする

（Ｒ１：２５，８９５千円）

を強化します。

会の提供を拡大し、会員間の繋がり

初の対応者は経営指導員であり、中小

進させる取り組みを進めていきます。
るためには分野ごとの専門的知識が
必要となるため、経営指導員の専門分
野の資質向上に新たに取り組みます。

政策提言・要望活動を展開します。

Ⅲ．政策提言・要望活動

企業からの最初の相談に適切に応え

中小企業が直面する経営課題の解

（Ｒ１：２８６，１７１千円）

２６８，８２５千円

７．経営支援

してのセミナー等も開催します。

事業計画の策定に特化したセミナー

基本方針

～「個社支援を重視した地域経済の活性化」
へ向けて～

人件費
280,749

事業収入
413,777

基金積立金他
20,048
法定台帳負担金
5,270
積立金取崩
30,000

県・市等
交付金
691,418

令和２年度

１４，６３１千円

３．販路拡大支援

（千円）

（Ｒ１：１６，２２５千円）

前年度繰越金
289,737

事業費
821,317
支出合計
1,544,520
予備費
289,862
収入合計
1,544,520

管理費
132,544
会費収入
114,318

8
2020年₈月号
夢シティちば
2020年₈月号
夢シティちば

9

Topics
【事業計画・収支予算】

237,219
特定退職金共済事業

323,620

令和元年度

事業報告
会員の状況
令和元年度末の会員数は５，１９２事業所であ
り、前年度末の会員数（５，
１６５事業所）と比
較し、 事業所の増加となり、５年連続の増加
となりました。

重点事業
１．中小企業の持続的発展
各種調査の実施により中小企業が抱える経営
課題の把握に努めるとともに、職員・専門家に
よる巡回・窓口相談、販路拡大や事業承継支援
など継続的な支援に加え、キャッシュレス推進
を含めた消費税軽減税率対策相談窓口事業、台
風 号等の影響に伴う特別経営相談窓口事業及
び新型コロナウイルスに関する経営相談窓口事

⑷第 回千葉都心イルミネーション
⑸訪日観光客商店街おもてなし事業

業など、緊急的な事業についても積極的に展開
しました。
⑴緊急相談窓口
①台風
 号等の影響に伴う特別経営相談窓口
設置日 令和元年 月 日
②新型
 コロナウイルスに関する経営相談窓口
設置日 令和２年１月 日
⑵巡回・窓口相談 ４，７９５件
⑶講習会等の開催 １４１回（８２２名）
⑷販路拡大の促進
中小企業の持続的な発展には、販路拡大への
取り組みが不可欠であり、商品や企業のＰＲ
をするための広報活動は販路拡大の極めて重
要な役割を担うものです。経営講習会として開
催した「プレスリリースセミナー」の参加者の
内、希望のあった８件を対象に事前対策セミナ
ー、個別相談を経て「第一回新商品・新サービ
ス合同プレス発表会」を開催しました。
⑸プッシュ型事業承継支援高度化事業
早期・計画的な事業承継準備に対する経営
者の「気づき」を促し、経営者の事業承継に
係る課題に対し適切な支援機関に取り次ぐと
21

10

地域経済社会の代弁者として、部会・委員会
活動等を通じて、会員の意見等を集約し、国・県・
市等に対する提言・要望活動を展開しました。
⑴県への要望
千葉
 県知事宛８項目を提出（人材不足、事業承
継、東京２０２０大会等）
⑵市への要望
千葉
 市長宛 項目を提出（台風、人手不足、東
京２０２０大会等）

５．意見・要望・政策提言活動の着実な展開

⑦女性
「パラス
 会による「千葉おもてなし雛」
ポーツ講演会」の東京２０２０参画プログ
ラム認証
⑶地域経済への波及

29

令和元年度

千葉県産業復興相談センター

収支決算の概要

150,785

３．域内の経済活動の活発化
４．東京オリンピック・パラリンピックへの取組

15

６．会員交流等の促進

当所事業の一翼を担う青年部、女性会の活動
を活発に展開するとともに、多様な会員交流の
場を設けて、会員相互の交流を促進し、会員の
結束力を高めました。
⑴会員交流の促進

ともに、必要に応じて専門家を派遣して支援
しました。
２．人材の確保と育成
会員や教育機関等の協力を得て、若年者・女性・
外国人などの多様な人材の確保に向けた合同就職
説明会を開催したほか、新たな取組として国の
補助事業を受託し、地域中小企業人材確保支援
等事業を実施する等企業と人材のマッチングを
進めました。また、
会員の事業活動を支える従業
員等の資質向上を図るため検定事業や階層別・
分野別の各種セミナーなどを開催しました。
⑴人材の確保
①高等学校と企業との就職情報交換会
②ものづくり女子対象合同就職説明会
③外国人留学生対象合同就職説明会
④ものづくり技術者合同企業説明会
⑤地域中小企業人材確保支援等事業
⑵人材の育成
簿記やメンタルヘルス・マネジメント、珠
算など各種検定試験を実施し、７，４８１名
が受験しました。

⑵会員サービスの向上
７．広報機能の積極的活用

役議員・職員の日々の業務活動での様々な機
会を捉え、新たな会員の獲得に努めるとともに、
会員の協力も得て、域内全域において計画的な
増強活動を展開しました。また、
収益事業の拡大
を図り、独自の安定的な収入の確保に取り組ん
だほか、
「信頼され、期待される商工会議所」を
目指し、コンプライアンスの徹底に努めました。

８．堅牢な組織基盤の確立と財政基盤の強化

会員が求める情報を的確に把握・収集し、当
所の広報媒体等を通じて、適切に情報発信する
ことにより、会員・市民など地域社会からの理
解・協力を求めました。また、メディアへの露
出を高めることで、商工会議所の認知度・存在
意義の向上を図りました。
⑴広報媒体の活用
⑵パブ
 リシティ活動を通じた商工会議所活動の
理解促進
新聞等の当所関連記事の掲載回数： 回
56

1,831,420
合計

10
2020年₈月号
夢シティちば
2020年₈月号
夢シティちば
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▲台風15号による被災中小企業向け支援施策説明会
▲市への要望

▲ものづくり女子対象合同就職説明会
▲千葉ロッテマリーンズ応援観戦

10

2019（年）
2018
2017
2016
2015
2014

ビル
事業収入等
705,001

27

東京２０２０オリンピック・パラリンピック
競技大会の競技開催都市の商工会議所として、
両大会が成功裏に終えるよう、千葉県及び千葉
市並びに関係団体等との緊密な連携により機運
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みました。
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！」
③
「２０２０年に向けた決起大会」
への参加
④東京
 ２０２０エンブレムバナーフラッグ掲出
掲出期間 令和元年７月 日～大会終了迄
⑤東京２０２０大会ＰＲＣＭ放映
⑥１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！」

▲東京2020エンブレムバナーフラッグ

160,966
22

15

中小企業相談事業
県・市等
交付金
633,353
収入合計
1,793,308

3

会員数の推移

872,590
30

（事業所）

29

特別会計

54

11

事業費
1,231,790

958,830

支出合計
1,793,308

一般会計
人件費
250,993
繰越金
290,590
繰越金
298,654

（千円）
積立金等
19,935
会費収入
108,444
積立金
取崩等
47,856

会計別決算総括表
一般会計・特別会計収支内訳（千円）
千葉駅周辺での活発なリニューアルの動きが
進む中、市民が都市の未来に希望を感じられる
よう、街と一体となって街中を光（希望）でつ
なぐ、中心市街地活性化イベント「都市文化フ
ェスティバル ＹＯＲＵ ＭＡＣＨＩ」を開催し
ました。また、個々の事業者をはじめグループ
や団体等様々な活動主体と連携しながら、多様
な魅力の創出を図るとともに、観光振興の視点
に立って、誰もがその滞在を満喫できる魅力づ
くり・受入体制づくりを推進しました。
⑴都市文化フェスティバルＹＯＲＵ ＭＡＣＨＩ
実施期間
月 日～ 月 日
参加者数 約３６６，０００名
協賛企業
社
⑵中心市街地まちづくり協議会の活動
①千葉振舞
②食べ・飲み歩きイベント「ちーバル」
③第２回千葉まちゼミ
⑶千葉市中心市街地東口エリア循環バス
「Ｃ ｂ-ｕｓ（シーバス）
」
24

※内訳では会計間の繰入・繰出金等を除いております。
▲YORU MACHI（スケートリンク）

Topics
【事業報告・収支決算】

Grand Generation
自分を代表する写真 ありますか？
照明にこだわったプロフィールフォト
あなたの魅力を最大限に表現します

土地・建物・戸建・一棟アパート・マンション買取強化中

大田  禊之  氏

▲旭日単光章

完全予約制

光幸

撮影料・6判額入り写真・写真データ付き

18,000円

PhotoSTAGE きねん館
宅建免許番号：千葉県知事⑴第17285号 建設業許可番号：千葉県知事（般-1）第52444号

毎週火曜・第2水曜定休日

おたからや きぼーる通り店
圧倒的な高価買取
お客様の大切なお品物その場で高価買取！

3 3

▲会議開催時

25 31

6

16

金融部会

営業時間／9:00～17:00

▲6月19日の常議員会・総会に向けて議案を協議

月 日㊋
正副部会長・所属議員会議「部会長
副･部会長選任について他」を協議

0120-312-848

〒260‐0016 千葉市中央区栄町29-5
TEL：043-227-2280
stage@earth.ocn.ne.jp

金融部会は、床並部会長が 月 日
付で退任、小屋松副部会長が 月 日
付で異動され、部会長と副部会長が欠
員となっているため、
水越副部会長（損
害保険ジャパン㈱千葉支店 支店長）を
部会長職務執行者とし、正副部会長・
所属議員会議を開催した。会議は、部
会長 副
･ 部 会 長 の 選 任、 令 和 元 年 度 の
事業報告、令和２年度の事業計画につ
いての協議を行った。
本会議では、新部会長に千葉県信用
保証協会の𠮷野会長、新副部会長には
日本生命保険相互会社の山岡千葉支社
長を、また令和元年度の事業報告、令
和２年度の事業計画については、原案
どおりで全員の意見が一致し、全体部
会の書面決議に上程することとして、
閉会となった。

〒260-0012
千葉市中央区本町３丁目２番８
tel 043-312-1405／fax 043-312-1407

http://www.stage-chiba.co.jp

2

総務委員会

松坂

6

月 日㊋
第１回総務委員会
常議員会・通常議員総会議案を協議

株式会社パインテック
代表取締役

（名誉議員）
㈱アキテック 代表取締役会長

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、常議員会・通常議員総会の
議案「令和元年度事業報告、令和元年
度収支決算」について協議した。
事業報告・収支決算について、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の報告を行った
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。
その他、会議参加者からオンライン
セミナーと今後の収支見通しについて
質問があった。セミナーについては、
現時点で２２０件を超える申し込みを
いただき、収支見通しについては、現
在、試算を行っている状況である旨の
説明 が あ っ た 。

買取
積極的に買取を行っております。
お客様のご希望を考慮し
物件の市場性・再販売価格との連携から、ご相談の上
ご納得いただける価格にて決定させていただいています。
空き家・空きビル・一 棟マンション・投 資 物 件 など、
売却が難しい物件や、お困りの物件でも幅広く柔軟に
対応させていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

叙勲受章者

◆不動産売買 ◆リフォーム・リノベーション ◆ドローン建物点検 ◆ヤシの木植込み
◆建築工事全般
◆リースバック
◆ＡＱ SHIELD ウイルスバスター

大人男子のプロフィールフォト

令和２年春の叙 勲
当所名誉議員が 受 章

私たちパインテックは
不動産・建築に関わるあらゆることを、
あらゆる側面からサポートいたします。

この度、当所の名誉議員である大田
禊之氏（㈱アキテック 代表取締役会
長・ 千 葉 県 自 衛 隊 援 護 協 力 会 会 長 ）
が旭日単光章を受章されました。
心からお祝い申しあげます。

会員情報プラザ

6月

商工会議所 の 動き
※会員企業が受けられた種々の表彰を
会報誌でもご紹介したいと考えてお
ります。そうした情報を是非、お寄
せください。

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

ご自宅に眠っている貴金属、宝石、ブランド品ございませんか？
お客様の思い出のお品物、その場で高価買取させて頂きます。
御見積だけでも大歓迎！
！是非一度お立ち寄りください。

おたからや きぼーる通り店
京成千葉中央駅より徒歩５分/千葉モノレール、葭川公園より徒歩５分
千葉県千葉市中央区中央4-2-3川口ビル1F
営業時間 10時00分～18時00分

TEL/FAX 043-441-8482
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夢シティちば 2020年₈月号

メールアドレス kibo-ru@otakaraya.jp

〒260‑0018

千葉 市 中 央 区 院 内 1 ‑ 1 ‑ 5

相続税対策スタッフ

夢シティちば

2020年₈月号

12

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報のご案内
2020年7月15日時点

支

情

報

一

覧

給付金・支援金

売上が減少したので給付金が欲しい

持続化給付金

法
人
個人事業主

県からの給付金が欲しい

千葉県中小企業再建支援金

中小企業10万円～40万円

千葉県中小企業再建支援金相談センター
0570-04-4894

家賃支援給付金

法
人 上限額600万円（100万円/月）
個人事業者 上限額300万円（50万円/月）

家賃支援給付金コールセンター
0120-653-930

テナント支援金

中小企業・小規模事業者の店舗
1ヶ月分賃料の2/3 上限額25万円/1テナント

千葉市新型コロナウイルス感染症に対する
事業者向け臨時相談窓口

雇用調整助成金の特例措置

助成率
上限額

雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999
千葉労働局職業安定部職業対策課
043-221-4393
千葉ハローワーク
043-242-1181(32#)

地代・家賃負担軽減のための
給付金が欲しい

雇用を維持したい
テレワークの環境を整備したい

助成金・補助金

Ｉ
Ｔでテレワークや業務効率化等を
行いたい

働き方改革推進支援助成金
（テレワークコース）
ICT活用変革促進事業 ［NEW］
Ｉ
Ｔ導入補助金

200万円
100万円

最大100%
15,000円/1人1日

持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570

043-245-5898

上限額20万円～40万円/１人
上限額200万円～300万円/１企業
補助率1/2～3/4

テレワーク相談センター
0120-91-6479

中小企業者、商店街振興組合等
上限額５０万円
助成率１/２〜３/４

千葉市産業振興財団
043-201-9504

中小企業・小規模事業者等30～450万円
補助率1/2～3/4

千葉商工会議所 043-227-4103
サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
0570-666-424

産業創造課

販路開拓等の取組みを行いたい

持続化補助金
（一般型）

小規模事業者等50〜150万円
補助率2/3

千葉商工会議所

043-227-4103

新型コロナウイルス感染症対策のための
販路開拓等の取組みを行いたい

持続化補助金
（コロナ特別対応型）

小規模事業者等100〜150万円
補助率2/3または3/4

千葉商工会議所

043-227-4103

革新的サービス開発・試作品開発・
生産プロセスの改善等を行いたい

ものづくり・商業・サービス補助金
（一般型）

中小企業者等100～1,000万円
補助率1/2～3/4

ものづくり補助金事務局サポートセンター
050-8880-4053

新型コロナウイルス感染症特別貸付

融資限度額(別枠)
中小事業6億円／国民生活事業8,000万円

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
0120-154-505

新型コロナウイルス対策マル経融資

融資限度額(別枠)

千葉商工会議所
043-227-4103

セーフティネット保証４号・５号

保証枠(別枠)

納税猶予・納付期限の延長
（国税）

国税の納税猶予

国税局猶予相談センター
（東京国税局）
0120-948-271

納税猶予・納付期限の延長
（地方税）

地方税の納税猶予

中央県税事務所
千葉西県税事務所
千葉市税事務所各税目担当課

融
資
保証
納税猶予
15

援

資金を調達したい

資金を調達したい

最大2.8億円

納税を後にしたい

夢シティちば

2020年₈月号

1,000万円

取引のある金融機関
千葉県信用保証協会新型コロナウイルスに関する
経営相談窓口 043-221-8111

043-231-0161（代表）
043-279-7111（代表）
043-245-5111（代表）
夢シティちば

──

2020年₈月号

14

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報のご案内（新規情報）
2020年7月15日時点

「千葉市新型コロナ感染症対策取組宣言の店」 応援事業のお知らせ
千葉市では、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に取り組む店舗等に対して、以下の
とおり、
「千葉市新型コロナ感染症対策取組宣言の店」として市民に公表し、安心して利用し
てもらえるよう応援いたします。

事業目的

取組宣言店に対する市の応援内容

新型コロナウイルス感染症対策に取り組む店舗
等を応援するため、感染防止対策として取り組む
項目を届け出た千葉市内に所在する店舗等に対
して、取組宣言の店ステッカーの提供や市ホーム
ページに店舗名を掲載し、その店舗等の取組を利
用者に公表することで、安心してご利用いただけ
る環境を整え、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止と社会経済活動の両立を図ることを目的
とするものです。

（１）証として、取組宣言の店ステッカー２種類の電
子データを提供し、店舗等に掲出いただけます。
（２）市ホームページに、
「新型コロナ感染症対策取組
宣言の店」として店舗等名を掲載します。

主な取組項目

（１）
〔実効性の確保〕感染防止対策の実施責任者の
選任ほか２項目
（２）
〔密集・密閉・密接の回避〕利用者同士の間隔
確保、行列の間隔確保ほか５項目
（３）
〔施設衛生対策〕従業員や利用者の入口での手
指消毒ほか４項目
（４）業種別の業界団体のガイドライン※を参考に
した取組の実践
（５）千葉市コロナ追跡サービス※への登録

対 象 者

◦市内に本社もしくは事業所を置く中小企業者
◦市内に事業の本拠を置く計画を持つ創業者
◦市内に所在する商店街振興組合、商店街協同組合
①機器購入費

取組宣言の店ステッカー（サンプル）

（全体16項目、うち13項目必須）

市内の中小企業者又は創業者等がICT環境を構築することにより、働き方改革
や生産性の向上、さらに企業価値の向上につなげることを目的にICT導入等を
図ることを支援します。

対象経費

対象店舗等
感染防止対策に取り組む市内の店舗、事業所、
施設等

［NEW］ICT活用変革促進事業

申請方法
市ホームページの「新型コロナ感
染症対策取組宣言の店」のページか
ら申請を行ってください。

②機器等のリース料、ソフトウェアの使用料･開発費、クラウドサービスの利用料、
システムの設計費･構築費、保守業務の委託費、通信等のインフラ整備費
③コンサルティング費、従業員教育費

上記のうち、支援決定後から令和３年２月末までに発生し、かつ支出が完了した費用（消費税除く）
※ただし、①機器購入費、③コンサルティング費等のみでの利用は不可

助成限度額（助成率）

上記対象経費の総額の３/４以内で、上限５０万円とします。
※ただし、機器購入費の助成率は１／２以内とします。

お問い合せ
ご不明な点等は、下記連絡先までご連絡ください。

【詳細・お申込みはこちら】

https://www.chibashi-sangyo.or.jp/enterprise/kyoka-sosyutu/keiei/ict.html

千葉市保健福祉局医療衛生部
医療政策課
TEL : 245-5210 FAX : 245-5554
Email : seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

※「ガイドライン」
「千葉市コロナ追跡サービス」については、
千葉市ＨＰをご覧ください。

【お問合せ先】

公益財団法人千葉市産業振興財団
TEL 043-201-9504

産業創造課

ＩＴシステム導入「リスク管理」 コンサルティング
予算超過／品質・機能不全／稼働期日遅延

漠然とした不安に

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。
ベンダー見積・追加費用の精査も重視
（費用の妥当性は品質チェックにも効果有）

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。
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千 葉 市 は、１ ９ ２ １ 年 月 日 に 市 制 を 施 行 し、そ し て ２ ０ ２ １ 年 月 に
１００周年を迎えます。
この節目を迎えるにあたり、千葉商工会議所をはじめとした市内の経済団体や
市民団体等による「千葉市市制１００周年記念協議会」が立ち上がり「千葉市市制
１００周年記念事業推進プラン」
を策定するなど様々な準備が進められています。
当プランの中では、千葉市に関わるすべての市民・企業・団体が、それぞれの
活動を通じて、互いに連携しながら、節目としての市制１００周年に関わること
とされており、当協議会が策定したロゴマークやキャッチフレーズを使用するこ
とができるなど、多くの方々に参加を促す仕組みとなっています。
当協議会の会長でもある熊谷千葉市長に、市制施行１００周年への想いや千葉
市の１００年の歩み、そして今後の展望について熱く語ってもらいました。
1

といった都市機能がある一方で、砂浜
が続く海辺や里山、谷津田などの自然
があり、いちご狩り、さつまいも・落
花生掘りなども楽しめます。このよう
な
「都会と田舎」
の両方の魅力が存在す
る他の地域にはない千葉市らしさを活
かしたまちづくりを進めていくことが
肝要だと考えています。
併せて、千葉市は国家戦略特区に指
定 さ れ、ド ロ ー ン や 自 動 運 転 モ ビ リ
ティの実証実験などを進めており、近
年急速に進化するＡＩ やＩｏＴ などの
先端技術を積極的に活用して、市民生
活の質の一層の向上と持続可能なまち
づくりを皆さんと一緒になって進めて
いきたいですね。
いま千葉市では、中長期的な市政の
運営方針となる次期基本計画の策定
作 業 を 進 め て い ま す が、こ れ ま で の
１００年の成長・発展の歴史を踏まえ
るとともに次の１００年を見据えつつ、
市民・企業・団体などの皆様との連携
を一層深めながら策定していきたいと
考えています。
──読者
 の皆さんにメッセージをお願
いします。

市長：千葉市は１９２１（大正 年）
に 市 制 を 施 行 し 誕 生 し ま し た が、当
時の人口は約 万人、市域面積は ・
㎢でした。現在の人口が約 万人、
２７１・ ㎢ですから、人口で言えば
約 倍、面 積 で 言 え ば 約 倍 大 き く
なったわけです。
この１００年の歩みを振り返ると、
１９４５
（昭和 年）
には千葉空襲が
回あり中心市街地の約 割が焼失する
という痛ましい出来事がありました。
戦後、１９５３（昭和 ）年には旧
川崎製鉄株式会社（現ＪＦＥスチール
3.4

76

10

市制１００周年に向けて

20

千葉市は１９２１年 月 日の市

15

制施行以来、目覚ましい発展を遂げ
ており、１９９２年には政令指定都
市に移行し、今では１００万人近く
が暮らす県都として千葉県の中心的
役割を果たしています。
市制１００周年という特別な節目
を迎えるにあたり、千葉商工会議所
の会頭として会員の皆様と共にお祝
いできることに大きな喜びを感じて
おります。
当所は千葉市に深く根差す経済団
体として「千葉市市制１００周年記
念協議会」に参画しております。協
議会の一員として、また、地域経済
の活性化を使命とする商工会議所と
して、千葉市に関わるすべての方々
と一緒になって、積極的に１００周
年記念事業を進めて参ります。

2

22

30

98

20

会頭
千葉商工会議所

1

市長：今年の前半は新型コロナウイル
ス感染症への対応に全力をもってあた
り ま し た。残 念 な が ら お 亡 く な り に
なった方々には心からお悔やみを申し
上げます。この間多くのご努力をいた
だいた皆様には心より感謝を申し上げ
ま す と と も に、経 済 的 影 響 に 対 す る
様々なご苦労にお見舞いを申し上げま
す。新型コロナへの対応は中長期に及
ぶものと思われますが、経済対策につ
いては的確なタイミングで支援できる
ように努めてまいります。

──これ
──プレ期間である２０２０年はおお

 までの千葉市の１００年の歩
みはどのようなものだったので
よそ半分過ぎようとしていますが、
しょうか。
この間どのような年だったでしょ
うか。

1

市長：千葉市の歩みを振り返り、そし
て未来のまちづくりを進めることがで
きるよう、千葉商工会議所の会員の皆
様と力を合わせて取り組んでいきたい
と考えております。１００周年記念事
業へのご理解・ご協力をどうぞよろし
くお願いいたします。

7

28

1

千葉市制１００周年記念

── 未来
 に向けたまちづくりについて、
今後の展望をお聞かせください。

市長：今、様々な意味で
「働き方」
とい
うものが見直されている中で、職住近
接で働きやすく暮らしやすいというバ
ラ ン ス の 取 れ た 千 葉 市 の 魅 力、価 値
はさらに高まるだろうと思っていま
す。本市には、千葉都心や幕張新都心

1

熊谷俊人千葉市長特別インタビュー

36

▲100周年事業のぼり旗と市長
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株式会社）により建設された戦後初の
べての方々が本市の成長の歩みを振り
民営大型銑鋼一貫製鉄所溶鉱炉に火
返り、先人たちの業績に感謝をすると
が入りました。また１９６１
（昭和 ） と も に、本 市 が 日 本 の 中 で 果 た し て
年に稲毛海岸の埋め立てが開始され
きた役割やその価値を見つめ直す良
１９７６
（昭和 ）
年に我が国初の人工
い機会だと捉えています。また、こう
海 浜 が オ ー プ ン し て い ま す。さ ら に
いったことをどうやって未来へ継承し、
１９８９
（平成元）
年には我が国初の総
そして発展させていくのかを皆で考え、
合型コンベンション施設幕張メッセが
さらに行動につなげる機会になるよう、
オープンしました。
取組んでまいります。現在１００周年
このように、戦後から目覚ましい復
記念誌や１００周年記念漫画の発刊な
興を遂げるとともに、高度経済成長期、 どの準備を行っていますので、楽しみ
そして現在においても多様な分野のパ
にお待ちください。
イオニアとして我が国の発展にも大き
また私が会長を、千葉商工会議所佐
な役割を果たしてきたと考えています。 久間会頭に副会長を務めていただいて
いる「千葉市市制１００周年記念協議
──市制
会」の皆様とともに、積極的に１００
 １００周年の節目にあたりど
のような取組みを進めていくので
周年記念事業を進めていきたいと考え
しょうか。
ています。ぜひ千葉商工会議所会員の
この市制１００周年の節目が、市民
皆様にもそれぞれの活動を通じ、ご協
の皆様をはじめとした本市に関わるす
力をお願いいたします。協議会が策定
したロゴマークやキャッチフレーズは
簡素な手続きでどなたでも利用できま
すので、１００周年に関わるきっかけ
としてぜひ積極的に利用して欲しいで
すね。
51

医療法人社団 報徳会

報徳千葉診療所
千葉市中央区本町1−1−13

あなたの健康をサポートする…

公益財団法人
街頭防犯カメラ

～在米進出日系企業への影響と「デジタル・ジェトロ」の推進～
佐藤 拓
ジェトロ千葉 所長

割近い企業が「採用計画

用は楽観視できない。

を一時凍結・見送り」
ということ。今後の雇

た在米日系企業の 分の 以上が「事業活

を呼び戻した／戻す予定」と回答している。 ス対策に関わる緊急調査」
によると、回答し

新型コロナウイルス感染拡大および先ごろ発表された米国の非移民ビザに関する入国制
限が在米日系企業のビジネスにどのような影響を与えているのか、ジェトロ（日本貿易振興
機構）が行った米国での調査結果をご紹介する（詳細は文末ＷＥＢサイトをご参照願いたい）
。
■新型コロナウイルス感染拡大による影響
～売
 上 割減企業が半減、改善の兆し、 一方で、今後は
事業デジタル化は加速～

動に影響あり」としており、
「深刻な影響あ

継続上のリスクが指摘されている。今後、
駐
在員のビザ取得・延長ができなくなること
により、事務所から駐在員が不在になる可
能性や事業規模を縮小せざるを得ないとの
声が上がっている。また、新規プロジェク
トの設計・工事に必要な駐在員の派遣が制
限されることから、追加コストなどで競争
力の低下も懸念される。中には、事務所閉
鎖に向けて現地従業員の解雇に着手する動
きもみられる。このように今回の入国制限
は、日系企業の事業に対し、短期的だけで
なく、中長期の影響を与える可能性もある。
■ジェトロにおける海外展開支援のデジタル化

ジェトロでは、特設ＷＥＢサイト
「特集

～「デジタル・ジェトロ」の推進 ～

社〈製造業：５２４社、非製造業：４３７

超え、在宅勤務が定着の見込みである。事

「在宅勤務の活用を拡大」する企業は 割を

拡大による失業率の高まり
（ 月： ・ ％）

同布告の背景としては、新型コロナ感染

モールと連携した「ＪＡＰＡＮ ＭＡＬＬ事

中、ジェトロでは、海外の電子商取引
（ＥＣ）

いる。海外への渡航、
訪日いずれもが困難な

ともに、海外ビジネス相談窓口を設置して

社〉
）
によると、まず、販売・生産、事業再開

業」
、オンライン商談会など「海外展開支援

上っている。

け、最新の海外ビジネス情報を提供すると

員の赴任に支障が出る企業数は３０８社で、 新型コロナウイルス感染拡大の影響」を設

り」
と答えた企業は 割を超えている。駐在

東京都弁護士協同組合特約店
神奈川県弁護士協同組合特約店
埼玉弁護士協同組合特約店
山梨県弁護士協同組合特約店
長野県弁護士協同組合特約店
群馬弁護士協同組合特約店

が減少しているが、売上が 割以上減少し
た企業は前回調査（ 月末）から半減し、改
善の兆しがみえる
（前回 ・ ％ 今回 ・

％）
。 生産を中断している企業はわずか

・ ％で、ほとんどの企業が生産を再開

しており、稼働率 ％以上の企業は 割を
超えた
（前回は ・ ％）
。 経済再開を受け、
大多数の企業が職場での事業が可能になっ
たが、感染再拡大により、再度経済再開を

ャル展示会などを活用すると回答しており、 ては、人事異動や駐在員の派遣計画の遅れ

のデジタル化」
を急ピッチで進めている。ま
デジタル化が一層加速する兆しが見える。
■米国の非移民ビザに関する入国制限

～日
駐在員 ，
４００
 系企業３割の事業、
人超に影響～

月 日、トランプ米国大統領は
「非移民
ビザに関する大統領布告」
を発効し、これに
より、同ビザの一部に入国制限が課される
こととなった。この結果、在米日系企業の
ェトロ「在米日系企業の新型コロナウイル

／ ＡＳＥＡＮなどをテーマに実施）
、ＴＶ
会議を活用した貿易相談・専門家支援等に

術伝承にも支障が出ることが予想される。

生産ラインの立ち上げや現地従業員への技

相談のある方は、いつでもお気軽にジェト

新型コロナウイルス感染拡大の影響」

これらの問題から、一部企業からは事業
〈 参考 〉
ジェトロ「特集

https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/

ロ千葉
（０４３ ２
＠
‒７１ ４
‒１００、 chb
）
までご連絡願いたい。
jetro.go.jp

動についても、エンジニアなどの不在により、 も取り組んでおり、国際ビジネスにつきご

困難になるとの声が出ている。生産・開発活

引先との関係で品質管理やサービス提供が

た、ウェビナー（ＷＥＢセミナー：７／１

1

が生じている。マネジメント職や技術職な

11

‒貿易実務、７／９医療機器海外展開、７

6

どの駐在員を派遣できないことにより、取

ビスの開拓に取り組むほか、 割がバーチ

3

き約 割の企業が「雇用に影響なし」
と回答。 事業・人事計画に支障が出てきている。ジ
従業員を解雇した企業の 割超が「従業員
7

17 3

15
5

2

1

5

9

一時停止する州も出てきている。

24

34

雇用については、 月末調査に引き続

6

36
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検索

◎差別につながる調査はお受けいたしません。◎秘密厳守

調査のアイコウ

不貞関係調査・結婚前調査・盗聴・盗撮器調査 など

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

があり、米国人の雇用を守るための措置と

「縮小」は 割超となっている。コロナ後も

代表取締役 金子和男 千葉市中央区中央2丁目8番5号 ジュピタービル8階
警視庁を退職後、調査業
の改革を実践すべく開業。

個人関係調査

千葉県弁護士協同組合特約店

信頼と実績の総合調査

0120-54-5432
不貞行為調査・詐害行為調査・隠匿資産調査 など

☎043‑246‑0265

0120 ‑ 06 ‑ 2771

千葉本社 所在ビル

社員採用前調査・社員の素行調査・企業信用調査 など

法曹関係特殊調査

千葉市美浜区新港32-14

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

事業展開の方向性は、
「現状維持」が 割超、 影響を受ける駐在員は計 ，４０６人にも

在米日系企業における年内の米国での

ジェトロ在米事務所が実施した「在米日
系企業の新型コロナウイルス対策に関わる
緊急調査」
（第５回調査、
実施期間：２０２０

3

問題解決へのお手伝い。
企業関係調査

ちば県民保健予防財団

総合防犯設備・用品
考えられている。しかし、日系企業にとっ

年 月 日～ 月 日、回答企業数：９６１

6

1

1

6

業面では、 割が新たな販路や製品・サー

2

1983年創業

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

http://www.ohshima-cp.com
営業センター

☎043‑225‑6232
https : //kobaipo.jp/

新型コロナウイルス感染拡大による海外ビジネスへの影響 ③

〈ジェトロレポート〉いま世界に目を向けて

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
などについて、依然 割以上の企業で売上

1

7

5

2 80
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美術を体験できる空間に
※入場受付は閉館の30分前まで

河合正朝館長に聞く

休館日：毎月第1月曜日（祝日の場合は翌日）、
年末年始（12月29日～1月3日）、メンテナンス日

※上記の休館日以外にも、展示替えなどのため各展示室が閉室と
なる場合があります。

展覧会スケジュール等を確認のうえ来場ください。

７月 日に千葉市美術館がリニューアルオープンしました。同じ建物内に
併設されていた中央区役所が、きぼーる 階に移転。建物すべてを美術館と

11

からニスを塗っておけば保護できます。
ある程度古くなったらそのニスを外し
て、
また塗り直せばいいわけです。
とこ
ろが日本美術は紙や木などでできてい
てニスは塗れませんから、どうしても
保存のために展示できる期間が短くな
ります。
「この作品を見たい」
といって
も出しておけないことがあるので「市
美術館に行ったら、これが見たい」と
いうものが、１回では当たらないかも
しれないけれど、２回、３回と来れば

美術館はかつて「宝物」を見せてあ
げるところでした。
これからは、
市民の
フォーラム（公共広場）としての美術
館になっていく必要があります。美術
作品を見るだけではない、自分も参加
して、美術を体験していく形の美術館
にしていかないといけません。今、日
本の美術館全体がそういう傾向になり
つつあるのです。
体験できるものとして、４階に「つ
くりかけラボ」というコンテンツを作
りました。作りかけの造形物、空間を
来場者が一緒に作っていき、ずっと完
成しないで増幅、増殖していくという
ものです。７階、８階で美術作品を見
たあとで、４階、５階へ移動し、参加
型のコンテンツを体験することができ
ます。循環的な動線を確保できる空間に
したことも特長です。４階と５階は回遊
性を持たせています。下のフロアで体験
をしたら上のフロアへ素晴らしい作品
を見に行く。そんなスタイルを今回の
リニューアルでは想定しています。
子どもの時から美術館に親しんでも

館の魅力を河合正朝館長に聞きました。

常設展を重視しています。そこに多く
の人が訪れます。ここを手本にしてい
き た い で す ね。所 蔵 す る 葛 飾 北 斎 の
「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」
は千葉
から見た風景といわれています。「教科
書に載っていたのを美術館でも見た」
と、身近でみられる作品で子どもに感
動を与えたいですね。
「モナリザ」
「ミロのヴィーナス」と
いった西洋美術の作品は非常に耐久性
があって、修復も簡単です。油絵は上

子どもから
親しめる美術館

して展示スペースや図書室などが拡張されました。新しくなった千葉市美術

11

らうには、大人と一緒に見る必要があ
り ま す。日 本 の 美 術 館 は 静 か す ぎ ま
す。欧米の美術館では、子どもが親や
先生と一緒にお話をしていないところ
なんかありません。大人が楽しそうに
見ていれば、子どもたちも興味を持つ
わけです。美術館は子どもを育てる場
所なのです。堅苦しい国宝を見せてあ
げますとか、西洋から持ってきた立派
な作品を見せてあげるよと、延々と列
を作って見るような美術館というのは、
本来の美術館ではないのです。
常設展示室の拡充、美術関連の書籍
を集めた図書室も新設しました。子ど
ものためではなく、子どもから大人ま
で楽しめる作りになっています。むか
し、ある本で読んだのですが、グルメ
な人はお子様ランチで育った人ではな
い。子どもの頃から親が食べている酒
のつまみのようなものを盗み食いして、
おいしいものに関心を持った人がグル
メになるのだそうです。子どものため
の美術をいくら見せても、本物の美術
を理解するようにはならない。大人と
子どもが一緒に楽しめる空間でないと、
美術館は発展しないと思います。そうい
う体験ができる美術館にしたいですね。

拡張で
充実した常設展
常設展が充実しているのが理想的な
美術館です。ニューヨークのメトロポ
リタン美術館などの外国の美術館では

必ず見られるように、近世・近代の常
設展は１カ月おきに展示替えをしてい
ます。日本美術の場合、常設だからと
いつ来ても見られるというわけにはい
きませんが、ローテーションしながら、
できるだけ見たいものを見られるよう
工夫はしていこうと考えています。

人と動物との
つながり感じて
リニューアル後、初の企画展「帰っ
てきた！ どうぶつ大行進」が開かれて
います。何年か前に開催して大変評価
が高かったので、また開催することに
なりました。人間と動物の親しい関係、
これが日本文化の根本にあるという視
点にもう一度光を当てて、動物にまつ
わる美術を見直してみようというコン
セプトです。市内の加曽利貝塚から人
骨と一緒に埋葬された犬の骨も出てき
ていますから千葉市にも関わりがある
展覧会といってもいいでしょう。縄文
時代は狩猟生活をしていましたが、実
は動物と共生していました。古来、日
本人はイノシシや熊、猿、鳥を神格化
し、
信仰の対象にしています。
動物との
共生は日本の文化が育まれる上で、非
常に重要な要素になっているのではな
いのでしょうか。展示作品で一押しは、
千葉ゆかりの石井林響「王者の瑞」で
す。現代に残っている動物のさまざま
な造形表現の素晴らしさを感じ取って
ほしいですね。
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リニューアルオープン
開館時間：10:00 –18:00（金・土曜日は、20:00まで）

千葉市美術館

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

［びじゅつライブラリー］

副会頭

望月

裕一

克己

敏之

第 回定時総会にて前会長の後任と

精美堂の望月泰伸でございます。

この度、会長に就任しました株式会社

新会長就任のご挨拶

千葉市中心市街地まちづくり協議会
新体制始動！
第 回定時総会（書面決議）にて



千葉商工会議所

平野

塚本總業株式会社千葉支社
常務取締役副支社長



今井

喜久

常務理事 佐久間正敏

千葉商工会議所

泰伸

全ての議案が承認され、新体制で始動
します。

長

正副会長（順不同・敬称略）
会

副会長

副会長


理事アドバイザー（敬称略）
理事相談役 鈴木

千葉市中央地区商店街協議会


会計監事（順不同・敬称略）
理事長

公益財団法人千葉市産業振興財団


千葉信用金庫

執行役員本店長 宇井

して、第３代会長に就任致しました。大
役を仰せつかり、まさに身の引き締まる
思いでございます。竹内前会長におかれ
ましては、 年間もの長きに渡り、強力

同じく４階にある「つくりかけラボ」 は、 来場
者参加・体験型のアーティストプロジェクトの
空間。常に 「つくりかけ」をコンセプトに、 来
場者はここで作品作りに参加できる。コロナ禍
の現在では自宅で作った作品をオンラインで投
稿、 展示することができる。

中心市街地商店街に花苗を配布

状況を注視しながら、実施内容の見直し

り。但し、新型コロナウイルス感染症の

花苗の配布を行っています。

ため、毎年、春と秋の２回、商店街への

み心地部会では、中心市街地を花で飾る

千葉市中心市街地まちづくり協議会住

等について適宜柔軟に対応します。

影響で、例年よりもひと月遅れての配布

月には、また新しい花々がまちなか

清楚な花が歩道を飾っています。

も歌われたマリーゴールドなど、可憐で

アのほか、ブルーサルビア、ヒット曲で

の制度で提供されたペチュニアやベゴニ

千葉市の「花いっぱい市民活動助成」

に植えていただくことができました。

に、商店街の皆様によって、プランター

今年は、新型コロナウイルス感染症の

おもてなし部会事業

となりましたが、ちょうど梅雨入り直前

・「千
 葉氏」、「千葉神社」等を広くＰ

用（千葉振舞）の検討

住み心地部会事業

・食べ
 ・飲み歩きイベント「ちーバル」

発信の取り組み

・行政
 等との連携による、千葉市の魅力

の開催

ちーバル特別部会事業

および共有

への参画による、先進事例の情報収集

・全国
 エリアマネジメントネットワーク

まちゼミ」の開催

・中心
 市街地個店の魅力を伝える「千葉

街の主役部会事業

・花苗配布や打ち水等の環境対策

強化による防犯対策

再開発、東京２０２０大会開催を１つの

致します。

い申し上げます。どうぞよろしくお願い

援、ご協力を賜りますよう、重ねてお願

今後とも、皆様からの変わらぬご支

存であります。

の活性化に向け事業を実施していく所

発信、居住環境の向上等、中心市街地

し、既存店舗・新規参入店舗双方の魅力

れまでの歴史・文化資源等を適切に活か

活性化を目指してまいります。また、こ

相互協力を図り、中心市街地の更なる

する各団体や関係機関のより一層の連携、

対応していくため、中心市街地で活動

齢化、人口減少等といった様々な変化に

契機とした訪日観光客の増加、少子高

・通町
 公園再整備に関連する公園の利活

Ｒするための勉強会等の開催

歴史と未来部会事業

援および開催しやすい環境づくり

・中心
 市街地におけるイベントの開催支

そぞろ歩き部会事業

力発信の強化

ＡＰ（ホームページ）の機能充実・魅

・ＣＨ
 ＩＢＡ ＣＩＴＹ ＧＵＩＤＥＭ

当協議会令和２年度事業計画は次の通

令和２年度事業計画

［つくりかけラボ］
・千葉
 県警・中央区役所との更なる連携

地区であります。 近年の千葉駅周辺の

社会的中心としての重要な役割を担う

千葉市中心市街地は、圏域の経済的・

と考えているところです。

職への就任に関してはより責任感が大きい

活性化に尽力されました。それだけに当

なリーダーシップを発揮し、中心市街地の

15

を彩ってくれる予定です。
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４階には、美術にまつわる図書約4500冊をそ
ろえたびじゅつライブラリー（図書室）がある。
子ども向けの絵本から専門的な美術雑誌や作
品集まで、図書を通じて美術にふれることがで
きる。展覧会に関連する本の紹介コーナーも設
置。読み聞かせ、
トークイベントなどが開催可能
なスペースもある。木目調の本棚と緑色のじゅ
うたんで統一された明るい空間となっている。
22

１階の旧川崎銀行千葉支店が復元保存されて
いる「さや堂ホール」 内には、 浮世絵の世界
を体験できるイベント「なりきり美術館」を開
催（9/6まで）。 昭和２年に建てられた当時の
ままの鉄製の門も開放され、 新たな美術館の
入り口となる。 葛飾北斎の 「神奈川沖浪裏」
が投影された巨大スクリーンの前で、 船のパ
ネルに設置された椅子に座ると、 波の振動を
体験できるほか、 人がジャンプした滞空時間で
波の大きさを判定するアトラクションもある。
▲市場町商栄会の様子

新たに拡張された５階の常設展示室では浮世
絵などを展示している。 千葉市美術館は 「近
世から近代の日本絵画と版画」「1945年以
降の現代美術」「千葉市を中心とした房総ゆ
かりの作品」 の三つのコンセプトで作品を収集。
ここでは江戸時代の浮世絵師・喜多川歌麿の
「納涼美人図」 や現代美術作家・草間彌生の
「最後の晩餐」 などが観賞できる。 展示作品
は1ヶ月（現代美術は3ヶ月）で入れ替わる。
22

［さや堂ホール］
11

葛飾北斎《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》
天保2-4年
（1831-33）
頃 千葉市美術館蔵
（7/11〜9/6展示予定）
▲望月新会長

まちづくり事業情報
〈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

中心市街地NEWS

リニューアルオープン
千葉市美術館

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

［常設展示室］

WE ARE THE CHIBA

岩崎 正一

横溝 直樹

西田 隼人

日暮 洸一

並木 一雅

中村 新一

㈱ベルエキップ
ー ー
階

ビストロイヴローニュ飲食店 フランス料理店

千葉市中央区中央
タムタムスクエア

ー

土屋 忠之

塚本 清太郎

中村 修司

瀬口 力也

木村 優介

恵藤計器㈱

ー

ー

ー

業務用質量計販売及び修理・
メンテナンス
千葉市美浜区新港１４２ー３

八重建築

寺社・総合建築
千葉市若葉区千城台東

塚本總業㈱
各種商品卸売・不動産賃貸
千葉市中央区富士見 ー ー
塚本大千葉ビル

ー

ー

ティ・アンド・ケイ㈲
不動産業
千葉市中央区中央
ＦＣビル 階

ｈａｎａｎａ
花屋
千葉市花見川区幕張町５ー４５３

吉原寛子行政書士事務所
官公庁に提出する許認可申請書類の
作成
千葉市若葉区大宮台 ー ー
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㈱蛸姫

皆川 美弥子

㈱ＲＥ・ＢＩＲＴＨ
たこ焼屋
千葉市中央区栄町

吉原 寛子

ー

委員

飲食業及び物販
千葉市中央区富士見 ー

千葉スズキ販売㈱
ＳＵＺＵＫＩ新車・各社中古車販売・
車検・各種点検修理・保険代理店
千葉市美浜区新港１７３

㈱Ｅａｓｔ Ｊａｐａｎ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ

委員

電飾工事・防災・空調工事・
電気工事・内装工事事業
千葉市中央区松ヶ丘町１７１

委員

㈲彩花

ー９

委員

派遣業・飲食店経営
千葉市中央区中央 ー ー
シャンボール千葉中央８０４

㈱四葉建装

外壁塗装・防水・シーリング工事
千葉市稲毛区山王町 ー

トレンディワールド㈱

小 規 模 保 育・ ベ ビ ー シ ッ タ ー・ 障 害 児

ー

通所支援・障害者就労移行支援事業

千葉市中央区院内 ー

ー

安藤和則税理士事務所

階

千葉市若葉区都賀

税務・会計

松本ビル

階

ＭＯＲＩ社労士・行政書士事務所
社会保険労務士・行政書士業
千葉市中央区登戸 ー ー

㈱地域新聞社
フリーペーパー発行事業
千葉市中央区鶴沢町 ー
ユニバース千葉ビル 階

㈱与志建設
総合建設業・不動産業
千葉市花見川区犢橋町１５５１ー１

12

㈲日暮石材店

墓地墓石の設計施工販売・
リホーム工事・仏事全般
千葉市中央区神明町 ー

Ｃｏｌｏｒｆｕｌ
ー

清掃・クリーニング（ガラス・床・エアコンなど）

千葉市若葉区都賀
プレシオス３０４

㈱オールトラスト

イベント企画制作運営・警備業
千葉市稲毛区弥生町 ー
ハイブリッジビル２０３

㈱正一塗装

一般建築塗装
市原市岩野見４８６

21

1
3
5

㈱幸将
総合建設業 総合解体
千葉市緑区椎名崎町 ー

川上興業㈱

鵜澤

委員

亮
藤本
保険代理店（生保・損保）
千葉市若葉区高品町５４１ー１
インプレスト高品１０２号室

小山 泰弘
淳

6
3

3
6

16

㈲夢現

水道設備業
千葉市若葉区金親町９７４

ー ー

よつば総合法律事務所 千葉事業所
弁護士
千葉市中央区富士見
千葉大栄ビル 階

37
2

2

6

25
32
6

16
1

副委員長
委員

5

10

29

15

委員
委員

18

7

17

20

令和２年度メンバー紹介

花澤 美嗣

2

2

50

2

3

1

6 20
16

9

2

ここで、改めて会員企業の紹介をさせて

委員

崇

頂きますので、お見知りおきのほど宜しく

委員

水口
達弥
山美
斉藤 玄樹

お願い致します。

委員

委員
委員
委員

安藤 和則
慎一
森
豪
井上
徹

大土

5

3
4
13

委員長

大极 隆幸

1
2

副委員長

柴嵜 瑠奈

2

33

7
11

14

副委員長

田中 あすか
3 2
1

委員
委員

㈲新栄工業

委員

金属プレス加工及び金型製作
千葉市花見川区天戸町１３０４

委員

彩

委員
委員

会長

7
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委員長

前原

WE ARE THE CHIBA

第2回目
副委員長
副委員長

U R L ： http : //www. chiba-yeg. jp
Email ： yeg @ chiba-yeg. jp

私たち全ての力が千葉になる

集 ： 千葉商工会議所 青年部
広報拡大委員会
編

青年部通信
千葉商工会議所

編集：千葉商工会議所

地域経済の発展に貢献

するものです。

計画（案）及び収支予算（案）に

当該事業における、ＪＲ千葉駅

特に、つるし雛教室等で指導さ

ついて書面決議いただき、全て原

周辺や、商業・公共施設でのワー

クショップ開催及び、地域の商店

れた古谷副会長をはじめ、当会役

!

つるし雛教室について
新型コロナウイルス感染防止対策としまして、
2020年度つるし雛教室を、７月以降も全て中止
させていただく事となりました。
日頃より、ご協力いただいている方々には、
大変申し訳ございませんが、何卒ご理解ください。
なお、今後の状況により開催可能となりまし
たら、こちらの紙面にてご連絡させていただき
ますので、よろしくお願い申し上げます。

議案は、２０１９年度事業報告

なお、今年度の事業計画につき

土醸成に寄与した取組み等を評価

パラ団体や、県、市、企業、大学

ましては、新型コロナウイルスの

及び収支決算、２０２０年度事業

関係者等、多大なご尽力をいただ

影響により、当初計画事業は中止

いただき受賞との事です。

いた全ての方々に深く感謝申し上

日現在での、今後のスケジュール

につきましては、次の通りですの

や実施方法が変わります。７月１

回定時総会

げます。

第

2020年₈月号

22

45

でご確認願います。

夢シティちば

45

書面決議にて開催

29

28

２０２０年度第 回定時総会は、

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。

当協会主催イベント等、
最新情報を配信しています！

新年懇親会
（京成ホテルミラマーレ）

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！

LINE
公式アカウント

27

12

令
•和３年１月 日㈮

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！

令
•和３年２月 日㈯～ 日㈰
つるし雛教室＆パラスポーツ

●金融機関からの資金調達をサポートします！

当協会 LINE 公式アカウントは検索もしくは
下記QRコードからご登録できます。

体験会及びトークイベント

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

（きぼーる１階アトリウム）

まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください！

45

本来、５月 日開催予定でしたが、

道場店・稲毛店・銀座店

新型コロナウイルスの影響により、

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

千葉商工会議所女性会 年の歴史

千葉市中央区新宿1‑20‑5

上初めて、書面決議での開催とな

りました。

http://www.osenbei.co.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！
！】

等での飾り付けを通じ、商店街同

▲表彰状

千葉名産

本店

案通り承認されました。

手みやげに一番

員及び会員、市民の皆様やオリ・

〒260‑0001 千葉市中央区都町1‑18‑13
TEL 043‑231‑1011 FAX 043‑231‑9181

27

関商連

ベ
 スト・アクション受賞

▲集合写真

士の連携強化や、おもてなしの風

フジセイコー株式会社

http://www.fujiseiko-net.co.jp/

14

中心市街地経済活性化支援策として平成 年度から取組んで参り
ました、ひな祭り事業や各種つるし雛活動に対し、 関東商工会議所
連合会より、ベスト・アクション表彰をいただきました。

未来の住環境に夢発見。

まちづくりの推進や地域活性化、

住宅設備機器・管工機材・建築資材の総合商社

本年度の関東商工会議所連合会

お客様から信頼される会計事務所を目指して

観光振興や少子化対策及び女性の

ベスト・アクション表彰とは、

健介

総会は、新型コロナウイルスの影

岸

活躍推進、会議所の知名度貢献等、

公 認 会 計 士

響により書面決議実施のため、表

本橋 雄一

顕著な貢献をしている会員を表彰

公認会計士・税理士

彰状は６月９日㈫、当所 階第１

田中 昌夫
ホールにて、関商連の三村会長代

公認会計士・税理士

理として、当所宮島専務理事によ

手島 英男

り表彰していただきました。

公認会計士・税理士

女性会

夢シティちば
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