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医療機器分野の支援について
青年部通信
女性会の活動

今月の表紙「ツクバトリカブト」
10月号の表紙は、
「ツクバトリカブト（筑波鳥兜）
」です。
（写真は「泉自然公
園（若葉区）
」
）
。
「トリカブト」の名前は、秋に咲く花が舞楽の常装束や民俗芸能に用いる冠の
鳥兜に似ていることに由来し、ツクバトリカブトは「筑波山」で発見されたこと
から「ツクバ」の名を冠しています。
色鮮やかな青紫色が心和ませてくれますが、強い毒性があるので、うっかり触
れてしまわないよう注意が必要です。

提供／千葉市

〈会報誌電子版〉

〈LINE〉

千葉商工会議所 LINE 公式アカウントをはじめ
ました。ぜひ友だち登録をしてください。

※事業所名、所在地、代表者氏名等に変更・訂正が生じた際は、総務課（043-227-4103）までご連絡ください。
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大東防災株式会社

代表取締役 森山 眞二

〈DATA〉

氏

～「頑張ってくれた社員を大切にしたい」
想いを形に ～

事をいただいていて、その後、防災に

学の工場専属の電気工事業者として仕

先代社長はもともと、市原市の住友化

松ヶ丘町で設立されました。創業者の

当社は、１９７１年に現在の中央区

歳で防災業界に飛び込み
働きながら資格を取得

命を守る重要な設備です。日々の業務

らせ、火災を消してくれる、お客様の

くれるということ。発災時に危険を知

わかったのは、お客様がとても喜んで

設備の点検工事の仕事を続けてみて

お客様の喜びにやりがい感じ
厳しい労働条件に耐える

まつわる事業を始めたと聞いています。 の積み重ねの中でどんどんやりがいを
実は、いち早く技術を覚えて、いず

感じるようになりました。

卒業後ずっとトラックドライバーとし

れ独立開業するつもりだったんです。

私が入社したのは１９９３年。高校
て働いてきて、 歳で全く未知の業界

もりやま・しんじ／1947年、東京都出身。高校卒業後、
トラックドライバーとして働きながら専門学校へ通い、簿
記や税理士資格取得のため学び続ける。1993年、大東防
災株式会社に入社。2000年、代表取締役に就任。

Profile
森山 眞二 氏

1971年に千葉市松ヶ丘町で創業し、消防・電気・給排水設備の設
計・施工・保守管理に携わってきた大東防災株式会社。2000年に危
機的状況だった経営を引き継ぎ、会社を再建した森山眞二社長にお話
を伺いました。

きないので、働きながら先輩たちを追

防災設備機器の管理は資格がないとで

私の他に社員２人だけの小さな会社。

防災設備の用をなさない。そう簡単に

現場の環境によって設定を変えないと、 事から経理、営業まで奔走する日々が

せん。お客様のニーズは幅広く、設置

じでも、一つとして同じ現場はありま

は深夜 時、土日は自社物件を増やす

始まりました。平日、事務所を出るの

を完済し、２代目社長に就任。現場仕

い越し、２年で必要となる全ての資格

独立はできないと悟りました。

ドライバー時代の貯金２千万円で借金

は早々に頓挫しました。私はトラック

人の同僚は家族から猛反対され、計画

社として再建しようと団結。
しかし、
３

円ずつ持ち寄って資本金１千万円の会

で借金の肩代わりをし、１人２５０万

た。
呆然としながら、
私を含め社員４人

れ以上借りられない」と告げられまし

悪化で借金が２千万円まで膨らみ、こ

月の給与が出せない」
「数年前から経営

２０００年、先代社長から突然「今

会社存続の危機に借金完済
社長となって不休で営業に奔走

トラック運転手から防災設備業へ、会社再建に奔走

防災設備の施工管理会社の危機を救い
社員たちがいつまでも働ける職場へ
を取得しました。

への転職となりました。当時は社長と、 ところが防災設備というのは機器が同

46

め、あまり大規模な施設には携わるこ

いますが、当時は従業員数が少ないた

案件を現在に至るまで廻してもらって

んから事業所の社屋など比較的大きな

は総合防災設備メーカーの能美防災さ

とのおつきあいは長くなります。当社

の定期点検が必要と定められ、お客様

防災設備は設置後、消防法で年２回

ないと必死でした。

族のことを思うと、ここで頑張るしか

悪かったです。しかし自分の年齢や家

毎月、貯金を切り崩すほど労働条件は

ち。仕事が途切れれば出社日数も減り、 からまた頑張ろう」と思えた。家族の

カーで現場を廻って、燃料代も自分も

せん。日給制で社会保険もなく、マイ

３人でこなせるぶんの受注しかできま

当時の商圏は千葉県内のみ。仕事も

ようやく軌道に乗り始めました。

彼らの奮闘のおかげで、５年目頃から

その後、優秀な社員が次々に入社し、

存在に助けられましたね。

宅するたび妻子の寝顔を見れば「明日

り返しましたが、疲れ切って深夜に帰

ことしてるんだろう」と自問自答をく

とができませんでした。

べく飛び込み営業。「何でこんなバカな

12

▲本社オフィスで内勤の皆さん
▲ガラス張りの社長室で、社内はオー ▲今年７月創刊の社内報「Daito Press」は
プンな雰囲気に
従業員の自宅にも送られ、家族が会社の
ことを知るツールとして好評
〒266-0005 千葉市緑区誉田町 １ 丁目３２１ ― ３６
☎043-300-3119
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大東防災株式会社
代表取締役

▲本社外観

森山 眞二

▲本社エントランスに並ぶカラフルなヘルメット ▲オフィスの様子
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会員情報プラザ

経営談話室

▲東京支社外観

1983年創業

信頼と実績の総合調査
千葉県弁護士協同組合特約店

の知識だけではお客様のニーズに追い

もいまだに現場に入っています。過去

験を積み、勉強し続けるため、私自身

転が難しくなるので、現場を廻らずに

を作ったんです。高齢になると車の運

ンション５棟を購入し、その管理部門

自社物件に常駐してもらい、仕事のノ

社員の頑張りで業績アップ
今も現場感を大切に

仕事が増えて社員の新規採用が続き、 ついていけませんから、現場の感覚は

2022年10月号

ウハウを生かしてもらうわけです。現

夢シティちば

▲社長室のデスクにて「雇用した社員は120％信用し、自分の技術やノウハウに
ついては包み隠さず教えるようにしています」と森山社長

今も、そしてこれからも大事にしてい

5

株式会社 建設経営サービス

以前はガラガラだった社屋がすっかり

徹

《業務内容》
軽貨物配送・緊急便配送・個人配送・引っ越しレタス便

在はまだ管理会社に委託していますが、

トオル

きたいですね。

ハシ

手狭になって、緑区誉田町に移ってき

ミ

箕箸

35

いずれは自社で消防設備だけでなく入

代表

たのが 年前。
現在では本社に 名、
今

MIHASHI EXPRESS

居者募集から管理まで一貫して手がけ

toruru1984@yahoo.ne.jp

年８年目の東京支社には 名と社員数

０８０- ４６３１- １３８４

ていこうと考えています。これまでお

お気軽にご連絡下さい！

13

15

定年なく働き続けるための
部署を新設し経験活かせる職場に

是非宜しくお願い申し上げます。

も増え、彼らの頑張りで、順調に業績

KKS保証ファクタリングサポートデスク

75

客様の物件の設備管理だけに注力して

○前職で運送会社に12年務め
てまして、安全性などは熟知し
てます。

私自身 歳になりますが、当社には

けて嬉しい」という一言で、今まで
頑張ってきた甲斐があると実感でき
るんですよね。

○日本全国長距離も実績ありま
す、ご相談下さい。

▲東京支社オフィスの様子

を伸ばしています。再スタートの経緯

Ｑ やる気の源は？
「この会社で働
Ａ 社員が喜んでいる顔。

○遅刻、商品事故は今までありま
せん。

きましたが、今後は高齢になった社員

○迅速丁寧に荷扱いに気をつけ
て安全運転を遵守します。

定年退職制度がありません。健康で、

員」
、
「社員の家族」
、
「関連業者さん」
、
「お客様」
、
「社会奉仕」
。社会奉仕＝
納税で、それが社会貢献につながる
と考えています。

もあるので、とにかく社員を大事にし

Ｑ 座右の銘、好きな言葉は？
「社
Ａ 私が大事にしているものは五つ。

軽トラック（軽貨物）での
配送をしています。

○精密機器や美容機器も配送し
てます、荷扱い荷物への配慮
は任せてください。

カラオケは苦手で、自分では歌わな
いので、聴く専門です。

が経験を活かせる場を確保し、一生面

調査のアイコウ

本人が希望すれば、いくつになっても

本社所在ビル

たい気持ちが強く、昇給は年１回、賞

◎差別につながる調査はお受けいたしません。

金子和男

Ｑ 好きな音楽のジャンルは？
Ａ 昔の歌謡曲。演歌なら千昌夫とか。

倒を見られる会社にしたいですね。

千葉市中央区中央２－８－５
ジュピタービル８階

代表取締役

働き続けられます。しかも再雇用では

株式会社愛晃リサーチ

与は年３回を実現できています。

※秘密厳守

なく給与も減らさない形で、技術ある

☎0120-５４５-４３２

しています。やはり一代で築き上げ
た経営者の心構えは違います。
毎朝、
社員より早く出社して社屋周辺を掃
除したというエピソードに感銘を受
け、私も実践しています。

幸い、防災業界はコロナ禍の影響も

調査全般

Ｑ 愛読紙は？
Ａ 松下幸之助氏の著書を何度も読み返

ベテランたちが会社に残ってくれてい

・その他

Q &A

ほとんどありません。近年の設備機器

調査全般

・所在・行方不明調査
・盗聴・盗撮発見調査
・デジタル機器の解析

森山社長

ます。今年６月からは、新たに不動産

・その他

・結婚前調査
・勤務先・居所調査
・相続関係調査

の進化は日進月歩、毎年レベルアップ

・事業後継者の身辺調査
・盗聴・盗撮発見調査
・デジタル機器の解析

・不貞関係調査

▲社内会議の様子

事業をスタートさせました。都内にマ

・背任・横領の裏付け調査
・取引企業の信用調査
・反社会的勢力との関係調査

▲東京支社の皆さん

しているので、見落としがないよう経

・社員の採用前調査

個人関係調査

夢シティちば

「社員を大事に」 過去にとらわれず今も現場へ

企業関係調査

2022年10月号

4

締

執務風景

照復文書

税関150周年記念ポスターについて

※制服のイラストは、奥から順に、明治元年、

令和４年 月 日に発足150周年を迎える税関。西部が東京湾に面し千葉港を有する
千葉市には、千葉税関支署が設置されています。千葉港は、東京都と成田空港の中間にあ
る港湾法上の国際拠点港湾であり、貨物取扱量、貿易額、入港船舶隻数／総トン数などが
本特集では、普段身近にありながら、意外と知らない税関の歴史や業務などについて写

全国屈指の規模を誇る日本３大貿易港にも位置付けられています。
真を交えてご紹介します。
導入、通関手続きのデジタル化・ペーパー

江戸時代末期、日本は鎖国から開国へと
る人流増加・越境電子商取引等による物流

平成の後期になるとインバウンド等によ

レス化等に取り組みました。

歩みだし、貿易のために開かれた港に税関
増加が更に加速し、迅速な対応を行いつつ

■日本税関のあゆみ

の前身である運上所が置かれました。明治
も、厳格に密輸を取り締まるため、高性能

■千葉港と千葉税関支署のあゆみ

う新たな脅威への対応が始まりました。

な検査機器や先端技術を導入し、テロとい

５年（１８７２年） 月 日に、運上所が
まりました。
明治になり、経済発展に伴い貿易量が増
加の一途をたどり、それとともに税関行政
千葉税関支署は昭和 年横浜税関千葉分

大正から昭和初期にかけては、戦争の影
昭和 年７月、千葉港が国際貿易を行う

室として設置されたのを起源としています。

の機能が強化されていきました。
響により税関は一時閉鎖されましたが、終

して大きく成長し、
貿易量が急増すると、
税

日本が、戦後の復興期を経て貿易立国と
はその後も発展を続け、平成 年には国際

造成による工業港への歴史であり、千葉港

戦後の千葉港は大規模な臨海工業地域の

ための開港に指定されたことに伴い、翌

関は迅速な通関に対応するため、新たな申
拠点港湾に指定され、現在では名古屋港に

戦後、経済的混乱に乗じて増加した密輸を

告納税制度や通関業務を処理するシステム
次ぐ全国第２位の貨物取扱量を誇り、日本

年に千葉税関支署に昇格しました。

（ＮＡＣＣＳ）
等を導入していきました。そ

３大貿易港（横浜・名古屋・千葉）の一つ

取り締まるため、活動が再開されました。

して、人流・物流の増加とともに密輸手口
として今なお飛躍を続けています。

平成に入り、日本経済は安定期を迎えま

対応しつつ、税関の３つの使命である「安

液体検査装置の検査

全・安心な社会の実現」
、
「適正かつ公平な

▶

したが、
貿易量は引き続き増加する中で、
税

千葉税関支署はこれからも時代の変化に

23

昔

職員研修

今

関税等の徴収」
、
「貿易円滑化の推進」の実

大型X線検査装置による検査

関は経済連携協定（ＥＰＡ）等の国際条約

査

税関研修所において、職員を対象とした研修を実施しています。

現に取り組んでいきます。

関も取締の形を変えていきました。

が多様化・巧妙化されるのにあわせて、税

30

29

を結び、認定事業者（ＡＥＯ）等新制度の

▶

6
2022年10月号

28

税関に改称され、ここから税関の歴史が始

11

アメリカから導入された
麻薬探知犬の訓練風景
（昭和54年）

検

不正薬物・爆発物探知装置（TDS）の検査
移動式エックス線検査装置による検査

今

官 用 車

析

28

28

貨物検査
東京税関麻薬探知犬訓練センターで訓練され、
現場で活躍

明治５年、明治32年、昭和44年に実際

税関150周年記念ポスター
物

夢シティちば
2022年10月号
夢シティちば

7

税関検査場電子申告ゲート
門型金属探知機

（昭和56年）

▼
成田税関支署
旅具検査場
（昭和53年）

オンラインで受講
講義の事前収録
新規採用研修（昭和40年）

昔

旅具通関

分

通関手続

麻薬探知犬

貨物検査（横浜税関）
貨物検査（横浜税関）

船卸貨物の監視
（昭和30年代、東京税関）

▼
国際郵便物検査装置の導入（令和3年）

～千葉港開港と歩む千葉税関支署〜

取

沖縄地区税関（昭和50年）

税関百五十年のあゆみ

写真で振り返る今と昔の税関業務

11

今
今
昔

ペーパーレス
核磁気共鳴装置による分析

に着用されていたものとなります。
昔

▶

▼
今
液体クロマトグラフ
／飛行時間型質量
分析装置による分析

▼
今

貨
今
昔

郵便物

函館税関
（昭和10年）
羽田税関支署
（昭和30年）

▼
今

関税中央分析所にお
いては最新の機器で
分析しています。
オンライン（NACCS）による手続

今

▼

書類中心の
業務

背景に、「横浜海岸通之図」及び明
治5年11月28日（1872年）に運上所を税
関に呼称統一する際の「照復文書」を配
置しています。
2021年の大河ドラマ
（NHK）
の主人公
で、2024年度に一新される新一万円紙
幣の図柄に採用された渋沢栄一は、32
歳当時、大蔵省で勤務し、大蔵少輔
（次
官級）として呼称統一に関わり、「照復
文書」
にも署名しています。
昔
昔
化学分析

昔
昔

今
今

▼
今

埠頭カメラによる取締
監視艇「りゅうと」
（令和2年建造、新潟税関支署）

▼
望遠鏡による取締

▼
今

▼

東京税関
（昭和30年）
函館税関
（大正時代）

入港手続き
海港取締
海上巡回
監視艇

昔
昔
昔
昔

特集
特集／税関百五十年のあゆみ

税関のあゆみ
一八五三年（嘉永６年） ペリー来航
一八五四年（安政元年） 日米和親条約締結
一八五八年（安政５年） 日米修好通商条約締結
一八五九年（安政６年） 横浜、長崎、函館港
開港 運上所設置
一八七二年（明治５年） 全国の運上所を「税関」
と呼称統一
一八九七年（明治 年） 館山監視署設置
一八九九年（明治 年） 銚子監視署設置
一九三四年（昭和９年） 横 浜 税 関 現 本 関 庁 舎
（クイーンの塔）竣工
大戦により税関官制廃

一九四三年（昭和 年） 税関閉鎖（第二次世界
止、海運局に併合）
一九四五年（昭和 年） 横浜税関本関庁舎、Ｇ
ＨＱ（連合国軍総司令

●朱書きは千葉税関支署のあゆみ

に昇格

一九五五年（昭和 年） 横浜税関千葉税関支署
館山・銚子監視署を支
署に編入
洲港へ移転

一九六四年（昭和 年） 千葉税関支署庁舎を出

に指定

一九六五年（昭和 年） 千葉港が特定重要港湾
一九六七年（昭和 年） 千葉税関支署姉崎分室
設置
千葉税関支署木更津出

一九六八年（昭和 年） 木更津港が開港
張所設置
千葉税関支署姉崎出張
所に昇格
千葉税関支署船橋市川

一九七二年（昭和 年） 船橋・市川港が開港

切 日】

部）として接収

募集要領

【掲載の体裁】 誌面の統一を図るため、「会社名・肩書き・ご芳名」については
左記見本のように活字組で掲載します。

会報誌「夢シティちば」令和５年１月号（１月１日発行）
にて年賀用「誌上名刺広告」の
掲載を企画しています。会員企業の皆様の多数のご参加を心よりお待ちしています。

※お申し込みについては、ホームページをご覧ください。

〈見本〉

（ＰＲスペースになります）

千葉市中央区中央二 五
- 一
☎二二七 四
-一〇一

千葉 商太郞

代表取締役社長

株式会社 ■■■■■■■■■

【締

出張所設置
千葉港湾合同庁舎（千

一九八一年（昭和 年） 千葉税関支署 現在の
葉市中央区中央港）へ

5,500円（税込）
11月4日（金）
載

☎043-227-4103
企画広報課 （担当：山本）
千葉商工会議所
【お問い合わせ先】

移転、館山監視署廃止

に指定
二〇二二年（令和４年） 税関一五〇周年

2023

料】
【掲

募集
千葉商工会議所 会報

30

39

40

42

43

二〇一一年（平成 年） 千葉港が国際拠点港湾

出洲港庁舎（昭和39年～昭和56年）

一九四六年（昭和 年） 税関再開

一九五三年（昭和 年） 東京税関、横浜税関か
ら独立
横浜税関千葉分室設置
横浜税関千葉出張所に
昇格

千葉税関支署初代庁舎（昭和28年～昭和39年）

8
2022年10月号
夢シティちば
2022年10月号
夢シティちば

9

横浜税関現本関庁舎（記念絵葉書）

47

56

23

32 30

18

20

21

28

29

一九五四年（昭和 年） 千葉港が開港

プロスポーツチームが数多く存在するスポーツ都市千葉市。まちの魅力を高め、 地域活性化へとつながる重要な
存在である地元プロスポーツチームの活躍を随時ご紹介します。

ちばスポーツのちから

特集／税関百五十年のあゆみ

千葉港湾合同庁舎（昭和56年～現在に至る）

年賀用「
年賀用
「誌上名刺広告
誌上名刺広告」」

https://www.chiba-cci.or.jp/shijo-meishi2023/

千葉ショッピングセンター

〜

気取らない街で、
ファッション＆グルメをどうぞ！
JR千葉駅・京成千葉駅徒歩1分
〒260-0014  千葉市中央区本千葉町15-1
☎043-227-6543（事務所）

千葉ショッピングセンター
CHIBA SHOPPING CENTER

ホシーワン

シーワン

検索

https://www.c-one.or.jp

３号議員
地

業

勝又自動車㈱

事

業

中央区本町2-2-10

自動車販売

㈱ケーヨー

若葉区みつわ台1-28-1

ホームセンター

中央区富士見2-3-1

各種商品卸売・不動産賃貸

美浜区新港17

製粉

中央区中央4-14-10

新聞発行

中央区新千葉1-4-3

ガス供給

東京電力パワーグリッド㈱ 千葉総支社

中央区富士見2-9-5

電力供給

二宮産業㈱

稲毛区長沼町334-2

機械器具製造

損害保険ジャパン㈱ 千葉支店

中央区千葉港8-4

損害保険業

千葉信用金庫

中央区中央2-4-1

信用金庫

中央区富士見2-3-1

銀行業

10

美浜区中瀬1-3

総合運輸業

31

塚本總業㈱

公認会計士・税理士

田中 昌夫

公認会計士・税理士

本橋 雄一

公 認 会 計 士

岸

健介

所

千葉製粉㈱
㈱千葉日報社
東京ガスネットワーク㈱

日本通運㈱

手島 英男

名

千葉支社

㈱三菱ＵＦＪ銀行

公認会計士・税理士

所

千葉支社

千葉支店

千葉支店

美浜区中瀬1-3

地域電気通信事業

東日本旅客鉄道㈱

千葉支社

中央区弁天2-23-3

旅客鉄道事業

新日本建設㈱

美浜区ひび野1-4-3

総合建設

千葉興行㈱

中央区中央3-8-8

映画興行・不動産賃貸

中央区中央1-11-1

不動産業

中央区都町1-1-25

民間テレビ放送

三井不動産㈱

千葉支店

不貞行為調査・詐害行為調査・隠匿資産調査 など

個人関係調査

不貞関係調査・結婚前調査・盗聴・盗撮器調査 など
◎差別につながる調査はお受けいたしません。◎秘密厳守

11

夢シティちば

2022年10月号

会

２ 名

食

品

部

会

１ 名

建

設

部

会

８ 名

卸

売

部

会

３ 名

観光・サービス部会

９ 名

工

業

部

会

４ 名

自

会

５ 名

金

融

部

会

３ 名

医 療・ 介 護 部 会

１ 名

開催日

千葉県弁護士協同組合特約店

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
茨 城 県弁護士協同組合特約店 千葉本社 所在ビル

0120-54-5432

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。

調査のアイコウ

検索

９月７日（水）

部会名

工

業

部

会

小

売

部

由

業

開催時間

会

13：00～

医 療 介 護 部 会

18：00～

９月９日（金）

建

会

10：30～

場

会

当所13階

特別会議室

10：00～

当所14階

第２ホール

会

14：00～

当所13階

特別会議室

観光・サービス部会

16：00～

当所14階

第２ホール

運

輸

部

会

10：00～

金

融

部

会

13：30～

当所13階

特別会議室

卸

売

部

会

16：00～

自

９月13日（火）

会

10：30～

９月８日（木）

９月12日（月）

部

食

設
由
品

部
業

部
部

10

各部会（ 部会）正副部会長・
所属議員会議を開催

法曹関係特殊調査

部

２号議員定数割当決まる

社員採用前調査・社員の素行調査・企業信用調査 など

輸

【２号議員選任の各部会開催日程】

信頼と実績の総合調査
問題解決へのお手伝い。
企業関係調査

株式会社 ジャンガ・テック

〒261-0023
千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンＢ棟9Ｆ
TEL：043-213-3501
お問い合わせ部署：B&M事業部 担当者：谷崎、稲田、藤田

運

各部会（ 部会）正副部会長・所属議員

1983年創業

セミナーお申込み→

６ 名

18

各部会における２号議員の定数割当は、

「人事・労務JANGA」DX推進製品！

お客様の声→

会

会議を開催し、２号議員の選任案、正副部

多岐にわたる重複業務を
一元管理、コスト削減
デジタル化実現

「人事・労務JANGA」→

部

会長選任案、今後の部会運営等について協

退社
業務

売

各部会の部会員数及び口数を勘案し会頭が

法定
業務

小

定めることとなっており、去る部会長会議

報酬
業務

割当数

会

議しました。

就業
業務

一元管理も一機能からも利用可能！
毎週水曜日 □10時 □16時 1時間のセミナー実施中！

部

割当数

会

において、左記のとおり決定されました。

─人事・労務の業務と事務工数を大幅削減可能─
入社
業務

1

２号議員の割当数
40万 実績と信頼、松屋フーズHD様 3万人利用中！
SDGsの取組み企業を30名まで無償キャンペーン実施中！

ご利用可能！

11

千葉事業部

部

IT導入補助金・ものづくり補助金

種

東日本電信電話㈱

千葉テレビ放送㈱

お客様から信頼される会計事務所を目指して

在

３号議員決まる

シーワン

９月６日開催の第２７０回常議員会において３号議員 名が選任されま

CHIBA SHOPPING CENTER

した。任期は、令和４年 月 日～令和７年 月 日までとなります。

〜皆様とともに歩む

〈千葉商工会議所 議員選挙・選任特集〉

Topics

議員選挙・選任特集

夢シティちば

10

2022年10月号

10

千葉商工会議所景気動向調査

新型コロナウイルス感染症の影響について
（２）８月の売上の影響（前回調査比）
【択一】

（１）自社への影響の有無【択一】
39.5％

10％未満減

37.0％

28.5％

40～50％減

50％以上減

その他

60％

13.0％

20～30％減

④
6.6％

④
8.3％

④
9.4％

④
9.1％

③
1.0％

③
1.3％

③
2.1％

③
1.8％

②
28.3％

②
29.9％

80％

30.3％

10～20％減

30～40％減

100％

②
34.4％

②
30.9％

調査結果のポイント
④
14.4％

④
10.6％

④
18.5％

③
2.9％

③
2.7％
②
21.4％

③
2.7％

②
27.4％

②
22.6％

④
14.8％

③
1.9％
②
27.0％

18.0％
40％

5.9％

①
58.0％

5.0％

①
59.5％

①
60.1％

①
59.1％

①
61.5％

①
59.1％

①
56.3％

①
56.3％

20％

1.6％

▶ 業況DIは、経済活動の維持に伴い回復基調
にある
▶ 長期化する原油・原材料の価格高騰により、
経営コスト増加
▶ 約7割の企業が「多少なりとも価格転嫁できて
いる」一方で、「全く価格転嫁できていない」
企業は、約2割に及んでいる
DI値：
（増加･好転などの回答割合）
－
（減少･悪化などの回答割合）

4.5％

0％

2.7％
2.5％
7.0％

令和3年2月

5月

8月

11月

令和4年2月

5月

8月

① マイナスの影響あり
② 現時点で影響はないが、今後マイナスの影響が出る懸念がある
③ プラスの影響あり
④ 影響は無い

令和４年８月
令和４年５月

5.0％

11月

令和 4 年 8 月期

調査期間：令和₄年₈月₃日（水）～ ₈月26日（金）
調査対象：千葉商工会議所法人会員事業所500社
〈回答：368社 回答率：73.6％）
100

回答数

80
60
40

建設業
75社

製造業
79社

卸売業
79社

小売業
62社

サービス業
73社

20
0

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。

全産業業況推移

「設問（１）」で「①マイナスの影響あり」と回答した企業に伺った。

ロシアによるウクライナ侵攻・円安の影響について
（3）ビジネスへの具体的な影響について
【複数回答】
原材料・部品価格の上昇
燃料価格の上昇
コスト増に伴う価格転嫁が進まない
10.2％
6.8％
4.6％
11.2％
調達の困難化に伴う仕入れ先の
16.9％
変更・見直し
17.8％
20.8％
サプライチェーンの打撃による
20.3％
納期遅れ
19.7％
17.8％
18.1％
為替の変動
25.0％
23.9％
13.6％
国内販売数量の減少
17.8％
5.1％
4.0％
外国人観光需要の減少
3.3％
16.2％
11.9％
資金繰りの悪化
13.8％
8.1％
その他 0.6％
1.3％

43.7％
39.5％
38.8％

58.4％
67.2％
65.1％

（1）ロシアによるウクライナ侵攻のビジネスへの影響について【択一】
84.3％
87.0％
90.8％

その他
0.6%

影響は全くない
8.7%

全体の特徴

取引先からの値下げ要請

現在影響がある
49.7％
今のところ影響はないが
先行きに懸念がある
41.0％

新型コロナウイルス感染症
ロシアによるウクライナ侵攻
円安

分からない
16.1％

（2）円安のビジネスへの影響について
【択一】
2.0%

すべて
（10割）
価格転嫁できている
10.1%

影響は全くない
10.4%

採算DIでは、前回調査と比較して、製造業、卸売業、サービス業が

下降し、建設業、小売業が上昇した結果、全産業合計DIは2.8ポイント
下降して▲33.8となり、２期ぶりの悪化となった。
仕入単価DIでは、前回調査と比較して、建設業、サービス業が下降
し、製造業、小売業が上昇、卸売業が横ばいとなった結果、全産業合計
DIは▲76.9となり、６期ぶりの改善となった。
従業員DIでは、前回調査と比較して、サービス業が下降し、建設業、
製造業、小売業が上昇、卸売業が横ばいとなった結果、全産業合計DIは
20.5となり、６期連続の悪化となった。
資金繰りDIでは、前回調査と比較して、製造業、卸売業が下降、建
設業、小売業が上昇、サービス業が横ばいとなった結果、全産業合計DI
は▲16.2となり、２期ぶりの悪化となった。

その他
0.3%

住宅設備機器・管工機材・建築資材の総合商社
未来の住環境に夢発見。

８割以上
16.9％
全く価格転嫁できていない
16.9%

業況DI（前年同月比ベース、以下同じ）を見ると、前回調査（令和
４年５月、以下同じ）と比較して、製造業、卸売業が下降し、建設業、
小売業、サービス業が上昇した結果、全産業合計DIは3.2ポイント上昇
して▲22.1となり、２期連続の改善となった。
また、向こう３ヶ月（９月～11月、以下同じ）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±0.0ポイントの▲22.1となって
いる。
売上DIでは、前回調査と比較して、卸売業が下降し、建設業、製造
業、小売業、サービス業が上昇となった結果、全産業合計DIは9.7ポイ
ント上昇して▲ 6.8となり、２期連続の改善となった。

（4）価格転嫁について
【択一】
その他

（▲はマイナス）

５割以上８割未満
14.4％

２割未満
13.2％
２割以上５割未満
12.4％

現在影響がある
43.5％
今のところ影響はないが
先行きに懸念がある
45.8％

フジセイコー株式会社

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

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

※自社の主な商品・サービスにおける、価格転嫁できている割合
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夢シティちば

2022年10月号

夢シティちば

2022年10月号

12

セミナー番号

4

～人の心の動きを知りすべてのビジネスに活かす！～

ビジネススクール

すぐに役立つ！行動経済学

千葉商工会議所（10〜11月）
セミナー情報

行動経済学は、コストをかけずに相手を動かす手段として、部下指導や接遇販売、資料作成からマーケティングまで、すべてのビジネ
スシーンで活用できる知識です。
本講座では、身近な事例を交えて、行動経済学の目線で課題に向き合うための基礎的な理念の習得と、実際に自分たちの現場で具体的
にどのように活用するのか、すべてのビジネスシーンに活かす力を習得します。
●日

時

令和４年10月６日（木） 10：00～17：00

●内

容

①行動経済学とは
②人の行動を理論で学ぶ
③様々なビジネスシーンでの活用

●定

員

50名（先着順）

【お問合せ】 千葉商工会議所ビジネススクール

●場

所

●参加費

千葉商工会議所

14階

第１ホール

13,200円（会員料金）・16,500円（一般料金）

日

TEL：050-3528-0837

時

10月6日（木）
10:00～17:00

セミナー番号

6

制度改正等の課題解決環境整備事業

～まだ間に合う！これから始める最低限対応すべき事～

どこまで対応すればいいの！？ 改正電子帳簿保存法対策講習会

2022年１月１日電子帳簿保存法が改正され、電子化要件の緩和と同時に電子取引のデータ保存が義務化となりました。取引先からメ
ールで受け取る請求書のＰＤＦ等電子データは法令要件に従い管理が必要となりました。電子取引の保存要件、準備等についてわかりや
すく解説いたします。是非、ご参加ください。
●日

時

令和４年10月19日（水） 14：00～16：00

●内

容

①電子帳簿保存法（電帳法）とは？
②今回の改正の内容
③電子取引データ保存
④改正電帳法対応方法

●定

員

●場

セミナー番号

5

TEL 043-227-4103

千葉商工会議所

13階

E-mail

11月10日
（木）
10:00～17:00

税理士

会員・非会員問わず無料

木村 聡子

10:00～17:00

氏

ビジネススクール

時

令和４年10月20日（木） 10：00～17：00

●内

容

①「傾聴力」とは
②傾聴技法
③「コーチング」とは
④コーチングの４原則
⑤コーチングの実践

千葉商工会議所

7

5

～ビジネスに必須の力！理論思考を向上させる！～

7

～マスコミ・口コミを引き寄せる！～

8

～経営・業務に役立つ社会の必須知識！～

9

ビジネススクール 「ロジカルシンキング研修」
食品・卸売部会共催セミナー ヒット商品を生み出す広報戦略術
ビジネススクール 「基礎からわかる決算書類分析講座」

2④

ＦＡＸでのお申込みの場合（ＦＡＸ：０４３－２２７－４１０７）
※ネットからのお申込みは、各セミナーのご案内ページをご参照ください。
セ ミ ナ ー 番 号・ 名 称

番号：

名称：

業

所

名

TEL

フリガナ
●参加費

13,200円（会員料金）・16,500円（一般料金）

FAX

役 職 ／ 申 込 者 名

TEL：050-3528-0837

在

地

～ビジネスに必須の力！理論思考を向上させる！～

ビジネススクール 「ロジカルシンキング研修」

●日

時

令和４年11月10日（木） 10：00～17：00

●内

容

①ロジカル・シンキングとは何か？
②ロジカル・シンキングに踏み込む
③ロジカル・シンキングを極める

●定

員

50名

●場

所

●参加費

【お問合せ】 千葉商工会議所ビジネススクール

夢シティちば

～メンバーの力を引き出し共に成長する！～

ビジネススクール 傾聴力と
「コーチング」
セミナー

第１ホール

論理的に考えること、混沌とした情報からシンプルな答えを出すための手法こそが「ロジカルシンキング」です。ビジネスを取り巻く
状況が複雑になり、情報が氾濫し、ビジネスパーソン個人の役割が大きくなってきた現代、
『記憶する』ことから『思考する』ことへの
重心移動が益々重要になってきています。本講座では、日頃のビジネスシーンで簡単に使えるフレームワークを学習していただきます。
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6

～まだ間に合う！これから始める最低限対応すべき事～

デジタル人材育成セミナー 動画マーケティング実践セミナー

所
セミナー番号

制度改正等の課題解決環境整備事業

どこまで対応すればいいの！
？ 改正電子帳簿保存法対策講習会

11月18日
（金）
14:00～16:00

14階

4

2③

事

50名（先着順）

【お問合せ】 千葉商工会議所ビジネススクール

所

～人の心の動きを知りすべてのビジネスに活かす！～

ビジネススクール すぐに役立つ！行動経済学

デジタル人材育成セミナー 初心者のためのSNS活用セミナー

傾聴力と「コーチング」セミナー

●場

セミナー番号

11月18日
（金）
10:00～12:00

seido@chiba-cci.or.jp

～メンバーの力を引き出し共に成長する！～

●日

員

10:00～17:00

11月17日
（木）

師

「傾聴力」
は、部下及び自分自身の能力を最大限に発揮させるための魔法の力と言われています。
本講座では、
「コーチング」
の手法の中でも特に重要な
「傾聴力」
の考え方と技法を活用しながら、上司と部下とのコミュニケーションを
深め、チームとして部下が進んで行動し、上司が個々にあった支援を行い、成果をあげていくための考え方と手法について、具体的事例
と演習を交えて体系的に学んでいただきます。

●定

10月20日
（木）

13:30～15:30

●講
●参加費

14:00～16:00

11月16日
（水）

小会議室（ハイブリッド開催）
申込用
QRコード

20名（先着順・会場定員）※オンラインは制限なし

【お問合せ】 経営支援課

所

10月19日
（水）

セミナー名称

2022年10月号

TEL：050-3528-0837

千葉商工会議所

14階

第１ホール

13,200円（会員料金）・16,500円（一般料金）

E-mail
フリガナ

参

加

者

名

①

②

下記の欄は、ビジネススクール申込者のみご記載ください。
会員 ・ 一般

参加費合計（

）円

振込予定日

月

日

※ご記入いただいた個人情報は、商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用することがあります。
夢シティちば

2022年10月号

14

商工会議所の無料相談窓口

TEL043-227-4103

※あらかじめお電話で相談日時等をご連絡ください。
新型コロナウイルス対策
○相談日：毎週月曜日・水曜日・金曜日 14時〜17時

事業承継何でも相談窓口

専門相談窓口

○相談員：中小企業診断士 ※オンライン相談も実施中

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

○相談日 月曜日〜金曜日 9時〜17時

○相談日 随時

○相談員 経営指導員・外部専門家

○相談員 千葉商工会議所IT導入促進チーム

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

○相談日 10月21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
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 ①10月13日（木）・②11月10日（木）14時〜17時
○相談員 ①勝山
喬 氏 （社会保険労務士）
②平口
明 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

8

中小企業診断士による経営の相談窓口
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。
○相談日 月曜日・水曜日・金曜日 14時〜17時
○相談員 坂本ゆみか 氏（中小企業診断士）
香川 大輔 氏（中小企業診断士）
大矢たかし 氏（中小企業診断士）

税理士による税務相談窓口
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。

○相談日 ①10月6日（木）・②11月10日（木）14時〜17時

～マスコミ・口コミを引き寄せる！～

食品・卸売部会共催セミナー ヒット商品を生み出す広報戦略術

ウィズコロナ時代、厳しい環境を生き抜いていくためには、時流をとらえたヒット商品やサービスを生み出していく必要があります。
そこで本セミナーでは、メディアに無料で取材を受けて取上げてもらうための広報戦略術を事例を交えて、わかりやすくお伝えいたしま
す。是非、マスコミ・口コミを引き寄せるヒット商品を生み出す広報戦略術を学んでください。
●日
●内

時
容

IT導入何でも相談窓口

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。

弁護士による商工法律相談窓口

セミナー番号

●定

員

令和４年11月16日
（水） 13：30～15：30
●場 所
・無名のお店に取材依頼が続々とくる秘密
・高確率で取材依頼を獲得するプレスリリースの書き方
・取材依頼を獲得する商品づくりと集客法
・値引き競争から解放される知名度アップ戦略法
・思い通りの記事に仕上がる取材の受け方

千葉商工会議所

50名（先着順・会場定員）

会員・非会員問わず無料

【お問合せ】 経営支援課

セミナー番号

9

担当者：経営支援課

第２ホール（ハイブリッド開催）
申込用
QRコード

●参加費

TEL 043-227-4103

14階

●講

師

有限会社繁盛店研究所
代表取締役／中小企業診断士

ハワード・ジョイマン 氏

飯島

～経営・業務に役立つ社会の必須知識！～

ビジネススクール 「基礎からわかる決算書類分析講座」

近年、あらゆるビジネスの現場で、貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書などの財務諸表を理解できる能力が求められる
ようになってきました。本講座では、数値の本質を基礎から理解し、決算書類を読み解く力を高め、財務分析、経営管理などの理解を深
めてまいります。
決算書類の数値の本質的な意味を知りたい方、経営に必要な数値の読み方・取引先の財務状態を知りたい方、すなわち経理・財務系の
方はもちろん、営業職や管理職の方にも必須の知識です！
●日

時

令和４年11月17日
（木） 10：00～17：00

●場

●内

容

①決算書類の仕組みと指標の見方
②目標利益の確保
③経営資源の有効活用法
④安全性の指標、生産性の指標の見方と活用法
⑤実際の企業の決算書を使っての分析

●定 員
●参加費

【お問合せ】 千葉商工会議所ビジネススクール

セミナー番号

2③

所

千葉商工会議所

14階

第２ホール

40名
13,200円（会員料金）
・16,500円（一般料金）

TEL：050-3528-0837

デジタル人材育成セミナー 初心者のための SNS 活用セミナー

コロナ禍では、あらゆる業種においてSNSでのプロモーションが不可欠になってきました。
本セミナーでは、SNSの基礎知識に加え、InstagramやLINE（Business ID）のアカウント作成から活用までの流れ、Googleビジネス
を活用したプロモーション等を解説します。
「SNSを活用しても効果が感じられない」
「SNSの種類や活用方法が分からない」
こんなお悩みをお持ちの方におすすめのセミナーです。
是非この機会にご参加ください。
●日

時

令和４年11月18日
（金） 10：00～12：00

●内

容

・いまさら聞けないSNS って何？
●定 員 30名
・顧客獲得につなげる！簡単SNS活用方法
●参加費 無料
・お金をかけずに実践できるSNS活用のコツ
・実際にSNSを使ってみよう！
（Googleビジネスの活用、Facebook、Instagram、LINE（Business ID）アカウント作成）

○相談員 ①石原 典明 氏 （税理士）
②甲斐 常雄 氏 （税理士）
千葉県税理士会千葉東支部所属

【お問合せ】 DX推進プロジェクトチーム

セミナー番号

2④

●場

所

千葉商工会議所

13階

小会議室（ハイブリッド開催）
申込用
QRコード

●講

師

株式会社エイチ・エーエル

富田 良治 氏

TEL 043-227-4103

デジタル人材育成セミナー 動画マーケティング実践セミナー

スマートフォンやタブレットの普及により、インターネットを利用するのが当たり前になってきています。コロナ禍においては特に、
素早く手軽に情報を伝える手段として動画を活用したプロモーションが注目されています。
本セミナーでは、動画を実際に撮りながら効果の出るマーケティングについて解説します。動画活用を基礎から学びたい初心者の方に
もおすすめのセミナーです。是非この機会に動画を活用して自社の商品やサービスをPRしてみませんか？
●日

時

令和４年11月18日
（金） 14：00～16：00

●場

●内

容

・今動画をやるべき理由
・準備から撮影までの流れ
・実際に動画を撮影・公開してみよう！
・効果測定を経営に活かす
・売上に繋げる“導線”を作る

●定 員
●参加費

【お問合せ】 DX推進プロジェクトチーム

17

夢シティちば

2022年10月号

所

千葉商工会議所
30名
無料

13階

小会議室（ハイブリッド開催）
申込用
QRコード

●講

師

株式会社エイチ・エーエル

富田 良治 氏

TEL 043-227-4103

夢シティちば

2022年10月号
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N15

15 名 成田キャンパス

仕事と人を動かす現場監督者の育成
技能継承と生産性向上のための OJT 指導者育成
（人材育成計画と技能伝承の進め方）
成功事例から学ぶ品質の維持と向上

9,000 円

12 名 千葉キャンパス

11,500 円

10 名 成田キャンパス

11,000 円

15 名 成田キャンパス

NEW

千葉職業能力開発短期大学校（ポリテクカレッジ千葉）

◆問合せ （千葉キャンパス）☎ 043-242-4192 ／（成田キャンパス）☎ 0476-22-4351

商業流通委員会

1/24、25

11,000 円

８月９日㊋

N25

10 名 千葉キャンパス

８月 日
今期の委員会活動のまとめを
行いました

1/10、11

15,500 円

意見交換会
モンゴル工業技 術 大 学 付 属 高 等 専 門
学校との意見交 換 を 行 う

C35-2

NEW

商業流通委員会（清田委員長／フジセ

11/15、16

10 名 千葉キャンパス

当所では、２０ １ ８ 年 の モ ン ゴ ル 商 工

N14

10 名 千葉キャンパス

9,500 円

イコー㈱ 代表取締役会長）
を開催し、
こ

11/10、11

8,000 円

NEW

れまでの活動の総括を行いました。

C27

NEW

会議所視察団の表 敬 訪 問 を 機 に 、 モ ン ゴ

2/4、5、11

室内環境測定の実践技術
木材加工技術における問題解決法と品質の向上
（木製スツール）
なぜなぜ分析による製造現場の問題解決

ルと様々な交流が 続 い て い ま す 。 そ の 一

組込みシステムにおけるプログラム開発技術

C29

▲セルゲレン校長（中央右）
、当所永島専務（中央左）
、茶山氏（左から４番目）

ＳＤＧｓに取り組む際のポイントを３

C17-2

1/14、21

6 名 千葉キャンパス

点にまとめました。①まずは既に取組ん

2/21、22

12,500 円

環で、モンゴル高 専 生 と 当 所 会 員 企 業 の

産業用ロボット活用技術

就職支援が始まっ て お り 、 こ の 度 、 モ ン

C14

10 名 千葉キャンパス

でいることから考える。②従業員の理解

1/19、20

10 名 千葉キャンパス

20,000 円

NEW

を深め、地域・社会に貢献できる部分を

PID 制御によるサーボ制御技術

ゴル工業技術大学 付 属 高 等 専 門 学 校 の セ

C13

10 名 千葉キャンパス

7,500 円

ルゲレン校長御一 行 ４ 名 と 、 国 立 高 等 専

1/18、19、20

14,500 円

見える化する。③数値目標や新たな取組

信号品質を考慮したプリント基板設計

センサを活用した IoT アプリケーション開発技術

の検討、進捗状況の発信も行っていく。

C37

10 名 千葉キャンパス

門学校機構の茶山 氏 の ５ 名 が 当 所 を 訪 問

C18-2

12/9、16

10 名 千葉キャンパス

8,000 円

しました。

11/24、25

9,500 円

NEW

また、協議の結果、会員企業がＳＤＧ

電子機器の熱設計実装技術

ｓへの対応を行えるよう、次の３点につ

ZigBee によるワイヤレス・センサ・ネットワークの構築

C08

会場

モンゴル高専の 現 況 説 明 や こ れ ま で の

C19

11/17、18

定員

15 名 千葉キャンパス

日本企業の就職先 に つ い て の 様 々 な 意 見

11/10、11

受講料
8,000 円

いて商工会議所の事業運営に対する提言

系

コース名

を行うこととしました。①ＳＤＧｓを身

理

系

３D プリンタを用いた製品試作における造形技術

交換をする中で、 セ ル ゲ レ ン 校 長 か ら 、

管

築

C03

近に感じ、取り組むきっかけづくり。②

建

コース番号

と、東京に近く住 み や す い 印 象 が あ る こ

電気・電子系

開催日
11/12、13

ＳＤＧｓ実践に向けた情報収集の機会づ

系

くり。③新たな取組検討に向けた異業種

械

とから圧倒的に知 名 度 や 人 気 が あ り 、 長

系
機

く日本で働きたいと答える生徒が多い」

当セミナーは、専門的な職業能力を持つ人材育成を目的とした公共職業訓練です。企業に在籍している方を対象と
したスキルアップのための短期の技術研修です。ぜひ貴社の人材育成にご活用ください。

交流の場づくり。

（2022年11月 ～ 2023年2月）

とお話しいただき ま し た 。

千葉職業能力開発短期大学校（ポリテクカレッジ千葉）
の能力開発セミナー

「生徒の間では、千葉は成田空港があるこ

商工会議所の動き 8月

29

㊊

▲挨拶を行う清田委員長

手みやげに一番
千葉名産

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

総合防犯設備・警備業
街頭防犯カメラ

医療法人社団 報徳会

https://www.osenbei.co.jp/
本店

千葉市中央区新宿1‑20‑5

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416
道場店・稲毛店・銀座店

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
https://www.kenko-chiba.or.jp
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http://www.ohshima-cp.com

営業センター

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

0120 ‑ 06 ‑ 2771

報徳千葉診療所
千葉市中央区本町1−1−13

☎043‑225‑6232

お口と歯のことなら何でもご相談ください！

医療法人社団 輝

藤本歯科長洲医院
千葉市中央区長洲₂丁目20−17
☎043−225−2030
休診日 日曜日・祝日

夢シティちば

2022年10月号

18

のかが、ＤＸのポイントとなります。

会員企業におけるＤＸ推進をサポートします
ＤＸ推進に向けた取組

まずは無料機能を使ってみる

【中小企業診断士との無料相談】
毎週、月曜日・水曜日・金曜日と、無

高価なアプリケーションを導入すると
の経営に関することもご相談ください。

からお申込みできますので、ＩＴ以外

ＤＸは、高機能なグループウエアや、 料の相談を行っております。当所ＨＰ
考える方も多いかと思いますが、使わ

ようになりました。辞書的な意味とし

ーメーション）
」
という言葉をよく聞く

の推進・検討に着手しているとする一

小機構によると、２割超の企業がＤＸ

入率はどれくらいなのでしょうか。中

では、日本の企業におけるＤＸの導

ころから始めることも、ＤＸを進める

業務のフローを把握し、できそうなと

取り組んでみてはいかがでしょうか。

管理やデータ共有、オンライン会議に

で使えるグーグルなどでスケジュール

になることもあります。まずは、無料

売機等のハードウェア導入費用も支援

見据え、ＰＣやタブレット・レジ・券

度からは、インボイス制度への対応も

入に対して活用できます。また、今年

に伴う会計ソフトや受発注ソフトの導

ＩＴ導入補助金は、インボイス対応

ない機能が多いなど、オーバースペック 【ＩＴ導入補助金について】

ては、
「デジタル化により、社会や生活
方、取り組めていない企業は約４割と

中小企業の現状

の形が変わること」となるそうです。
のことです。

最近「ＤＸ（デジタルトランスフォ

千葉商工会議所でも、会員の皆様の
また、
情報通信白書（総務省調査）に
業種、目的、条件別にアプリを検索で 【今後のセミナーについて】

対象となりました。ご興味のある方は、

よると、ＤＸを進めるうえでの課題と
きます。ご希望のソフトが見つかるか

ＤＸ推進の一助となるよう、取組を進
めているところですが、そもそもデジ
して、人材不足・費用対効果が分から
もしれません。

44

月 日㈮

中小機構の「ここからアプリ」では、 ぜひお問い合わせください。

タル化とは何なのか、ＤＸと何が違う
ない・資金不足・技術的な知識不足な

うえで大切なことになります。

のか、少し調べてみました。強いて違

興 味 は あ る が 取 り 組 ん で い な い（

きる体制を準備しています。

家の紹介など、皆様の相談にお応えで

や中小企業診断士との無料相談、専門

らＩＴ人材を育成するためのセミナー

ます。また、商工会議所では、基礎か

ＩＴ全般に関するご相談を承っており

ホームページやメールなどをはじめ、

ＤＸの推進に向けて、
会議所をぜひ利用してください

会員事業所を対象に実施したアンケ 【ここからアプリ】

どが挙げられています。

いを挙げるならば、ＤＸとデジタル化
は「目的」が違うということです。
【デジタル化】 業務の基本は変わって
％）
・必要性を感じていない（ ％）と

イメージとしては、
いない。ＩＴ（情報技術）によって作
18

取り組んで
いない
44％

11
１月 日㈮

ナー」

②
「動
 画マーケティング 実践セミ

ナー」

①
「初
 心者のためのＳＮＳ活用セミ

18

だき、ぜひご参加ください。

詳しくはＱＲコードからご確認いた

開設・運用基礎セミナー」

②
「ゼ
 ロから始めるネットショップ

ページ作成セミナー」

①
「自
 分で作る！はじめてのホーム

20

ートでは既に取り組んでいる（ ％）
・

業が大幅に効率化し、生産性が向上し
なりました。
【ＤＸの取組状況について】

既に
取り組んでいる
35％

たということで企業にとって大きなメ

必要性を
感じていない
18％

リットがあります。
【ＤＸ】 ＤＸの「Ｘ」はトランスフォ
ーメーション（変革）なので、
業務の変
革が必要となります。例えば、会計ソ
フトのデータを、顧客管理や原価管理
にフィードバックするような業務フロ
ーを作り、組織の「変革」につなげて
いくイメージです。もちろんＤＸでも
業務の効率化は重要なテーマです。ま
た、リモートワークを推奨することで、
働き方改革につながるのであれば、業
務の「変革」としてＤＸといえます。
企業の戦略やビジョンの中に、デジ
タル技術をどのように取り入れていく

その他 ３％

20
2022年10月号
夢シティちば
2022年10月号
夢シティちば

21

経営支援課 または DX推進プロジェクトチーム TEL：043−227−4103
【お問合せ先】

35

DXの取組状況について

❼
事業・サービス紹介
千葉商工会議所

千葉商工会議所の事業・サービスについて
シリーズでご紹介します

〈ジェトロレポート〉いま世界に目を向けて

医療機器分野の支援について
所長

ブース出品へ向けた「ドイツ医療産業オンラ

■世界最大の医療機器展示会ＭＥＤＩＣＡ千葉

奥 泉 和 則

に提供するスタートアップが販路を海外に求

数の病状や術後のデータを収集し、医療機関

ジェトロ千葉貿易情報センター

～ 地域貢献プロジェクト「千葉メディカルデバイス海外展開・国際連携プロジェクト」に関わる支援～

■地域の特色を活かしヘルスケア分野に

こうした結果を受け２０２２年度 月の「ＭＥ
ＤＩＣＡ２０２２」にも千葉県、ジェトロが協
力し規模を 小間に拡大し、実施すべく準備を
進めている。さらに会期に合わせ、デュッセル
ドルフ周辺に所在するスタートアップがイノベ
ーションを促進する機関を訪問する現地視察を
実施し、県内企業とドイツ側機関及び企業との
出品本番まで約 か月となる２０２２年 月

関係作りの機会を提供する。
日、出品企業による現地市場への理解促進の

9

ために、
地域貢献プロジェクトの一環として「ド

いて、日本国内のみでは十分な数の確保が難
地域貢献プロジェクトに関連し、２０２１年
ルフの木場次長が講演し、ドイツの医療機器産

ブースを設置、出品した県内企業によるＭＥＤ

ＩＣＡ２０２１」※１に千葉県と協力して千葉県

る等のアイディアが実際に取り組まれている。 される世界最大規模の医療機器展示会「ＭＥＤ

業員数２５０名以下と小さいものの、売上高の

ツ医療機器関連企業の規模は、全体の ％が従

業のシェアは ％とトップを占めること、ドイ

発達した欧州の医療機器市場の中でもドイツ企

海外展開・国際連携プロジェクト」による

■ 地域貢献プロジェクト「千葉メディカルデバイス
ＩＣＡ出品を支援、パートナー企業と出会う機

セミナーにおいてＪＥＴＲＯ・デュッセルド

ＪＥＴＲＯは地方創生を重要なテーマとし

しいところ、海外のパートナーと共同研究開

イツ医療産業オンラインセミナー」を開催した。

て、各地で地域の特色を活かした海外展開を通

業動向について情報を提供した。講演において、

る。千葉県における海外展開支援に関する地域
の特色、強みの一つには、ヘルスケア分野にお
ける産学連携のための環境が整備されている
点が挙げられる。

％もの資金を研究開発費に投入しており、製

やイノベーションに取り組む企業と間での産

アカデミアと施設に入居するスタートアップ

インキュベーション施設が設置されている。

ラザ、千葉大亥鼻イノベーションプラザ等の

テクノプラザ、東大柏インキュベーションプ

のアカデミアに比較的近接した場所に、東葛

カデミアパーク等のエリアに集中し、これら

アカデミアが、柏の葉キャンパスやかずさア

ト」事業の中で、２０２０年度より「千葉メ

し、広域的に支援する「地域貢献プロジェク

ている。その一環として、複数の企業が参加

等の情報提供等を組み合わせて支援を展開し

催、各国における知的財産権保護のノウハウ

支援、海外企業とのマッチングイベント開

域経済活性化を図るべく、専門の見本市出品

スケア分野における上記の特色を活かし、地

ＪＥＴＲＯ千葉は、当地の特色であるヘル

た海外企業が、日本市場参入のためのパートナ

られる結果となった。また千葉県ブースを訪れ

触は良好であり、多くのビジネス上の成果を得

心が高い企業に絞られ、数十件行った商談の感

ースを訪れる来場者は技術、製品探しに真に関

し千葉県ブース出品企業によると、かえってブ

年の約 分の１の約 千人にとどまった。しか

上に及んだ一方、来場者数はコロナ禍により例

者数は世界１５０か国以上から３，０００社以

ネスが創出されることが期待される。

また各国から集まる企業との間で、新たなビジ

ＭＥＤＩＣＡの機会を通し、県内企業とドイツ、

企業の連携の可能性は十分にあると考えられる。

と、優れた製品を有し海外展開を志向する県内

を続け、海外展開に高い関心を持つドイツ企業

た。このように製品・技術のブラッシュアップ

％と高く、海外展開に注力している点に言及し

摘した ※２。さらに売上高に占める輸出比率が

品・技術の高度化、改良の速度が速いことを指

会を提供した。ＭＥＤＩＣＡ２０２１への出品

学連携が進展しやすい環境にある。アカデミ
ー探しに乗り出した国際連携案件も進んでいる。

対象国を、医療機器産業が発達し欧州最大

ディカルデバイス海外展開・国際連携プロジ

医療機器分野におけるドイツ企業との交流支援

31

アには海外との共同研究・開発に関心の高い
ベーションに取り組む県内企業の中にも、海
の医療機器市場でもあるドイツとし、事業の

千葉県税理士会 千葉西支部
TEL：047-455-8200
相談は当日受付順。電話予約不可。ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。マスクの着用をお願いします。

※１ ＭＥ
 ＤＩＣＡ２０２２ 国
- 際医療機器展 ２
- ０２２年 月 ）ジ
世界の見本市データベース（ J-messe
-ェトロ (jetro.go.jp)

〈参考〉

46

※２ 各数字出所はドイツ医療技術協会（ＢＶＭｅｄ）２０２１年４月
市場レポートよりＪＥＴＲＯ作成
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2022年10月号

11

度 月、ドイツ・デュッセルドルフで毎年開催

める、創薬にあたって必要な臨床データにつ

2

発を行うことで、海外の臨床データを活用す

おける支援を実施

4

じ、地域経済活性化の後押しに取り組んでい

インセミナー」の実施

5
9

ェクト」に取り組んでいる。

本分野において最先端の研究開発を進める

11

研究者も多く含まれ、スタートアップ、イノ
外展開を検討する企業は着実に増えている。

千葉県税理士会 千葉東支部
TEL：043-243-1527

との商談機会の提供などを行っている。

参加企業に対し、市場・規制情報、現地企業

開催時間
開催日

・美浜区役所１階
11月16日（水）

問合せ先
会場
・生涯学習センター１階
（中央区弁天３）
11月14日（月）
・高洲コミュニティセンター１階
11月15日（火）
（美浜区高洲３）
10:00～12:00
11月16日（水）
・稲毛区役所１階
13:00～15:00
11月17日（木）
・若葉区役所１階

【税理士による税の無料相談】

夢シティちば
2022年10月号
夢シティちば
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93

26

例えば、医療機関において手術計画を効果

11月11日～17日は「税を考える週間」です

的、効率的に策定するのに役立つよう、相当

外部からのお知らせ

中心市街地NEWS

まちづくり事業情報

まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください！

〈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

本
店 ＴＥＬ043-221-8110
松戸支店 ＴＥＬ047-365-6007
ホームページ https：//www.chiba-cgc.or.jp/

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

27

10
17

25

夢シティちば
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11

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。

●金融機関からの資金調達をサポートします！

LINE
公式アカウント

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！

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！

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！

【 初 回 無 料 相 談 受付けています ！ 】
公認会計士・税理士・国税庁ＯＢのベテランが
ご相談に応じます。

便利の良い千葉駅西口に直結する ｢ウェストリオ２」
11階へお気軽にお立ち寄りください。
ご予約はこちら：043-306-7319

相続税対策スタッフ

千葉綜合法律事務所

個人、企業の皆様からの多様なご依頼（各種裁判、
交渉、契約書等の作成など）に対応しております。
様々な業種の皆様との顧問契約の実績もあります。
お気軽にご相談ください。

食べる！飲む！買う！街づくりイベント
ちーバル ｐｒｅｓｅｎｔｓ
「街の物語」開催

今年度は街の魅力の発掘と街の文化的ブランド価値の
創出を目的に「街の物語プロジェクト」を立ち上げまし
た。ちーバルの強みである回遊性を活かし、食べ歩き飲
み歩きだけでない、新しい「街バル」を通じた「街づく
り」イベントとしての定着を目指します。
千葉市中心市街地を６つのエリアに分け、 月 日㈪
〜 月 日㈰の期間中、
各エリアで１週間開催します。
新
たな試みとして、今年度は飲食店だけでなく、物販店も
参加します。
11

【ちーバルHP】

らの開催となりましたが、射的やスーパ
当協議会特別部会ちーバル実行委員会では、回遊性向
ーボールすくい、投げ輪等の昔ながらの
上、新規顧客獲得機会の創出、経済活動の活性化を図るた
遊びを体験できるコーナーでは、近年コ
め、
今年度で 年目となる街づくりイベントを開催します。
ロナ禍で夏祭り等が相次いで中止になっ
参加店舗は１週間限定で、飲食や物販の「ちーバルお
ていたこともあり、久しぶりの夏祭りを
得メニュー」でお客様をおもてなしします。今年度は約
楽しむ子どもたちや親子連れで賑わいを
店舗の参加を見込んでいます。
見せました。
お客様は、インターネットや参加店舗にてパスポート
また、今回は夏ならではの盆踊り大会
（３００円）を購入し、
参加店舗で提示することで「ちー
を開催しました。和太鼓の演奏が行われ、
バルお得メニュー」を楽しめます。パスポートは開催期
音頭が響きだすと子どもから大人まで幅
間中すべてのエリアで何度でも使用可能です。参加店舗
広い世代の方々が踊りに加わり、次第に
には別途メニュー代金等の支払いが必要です。（支払額は
輪が広がっていきました。
参加店舗により異なります）
本イベントは今後も定期開催を予定し
【今年のみどころ】
ております。
「通町門前市場」
で千葉の歴
史や和の雰囲気を是非一度味わってみて
ください。

▲親子連れを中心に多くの方にお越しいただきました

８月 日「通町門前市場」を開催

当協議会魅力づくり部会では、８月
日（土）に通町公園（中央区中央１―４
―１）において「通町門前市場」を開催
しました。
本イベントは、千葉神社や千葉氏など
による歴史を感じられる通町公園の知
名度向上と利活用促進を図るとともに、
２０２６年の「千葉開府９００年」に向
けて街の歴史に関する愛着心の醸成と中
心市街地の活性化に資することを目的と
して開催しています。
３月、５月の開催に続き３回目の開催
となった今回は、近隣店舗の商品等の販
売に加え、夏祭りの雰囲気を感じられる
焼きそばやかき氷の販売も行いました。
マスクの着用や手指消毒等、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止対策を講じなが
27

▲盆踊り大会を開催
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【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！
！】

〒260-0013

千葉市中央区中央３－11－11 ニュー豊田ビル２階

代表弁護士：吉

東京都千代田区岩本町3-4-5
（秋葉原駅 5 分）
https : //kobaipo.jp/
https://kobaipo.jp/

村

類

TEL 043-224-4610
URL https://www.chiba-so.com/

千葉商工会議所からのお知らせ

メールアドレス
ご登録のお願い

当所では、非常時における調査と情報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しております。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。

登録方法
右のQRコードから
登録フォームにア
クセス

【問合せ】
総務課
043-227-4101

〒260-8524

千葉市中央区問屋町 16 - 3

TEL 043-241-6401   FAX 043-247-0291
www.fukuidenki.co.jp

銚子・柏・茂原・成田・水戸

夢シティちば
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８月定例会について

千葉商工会議所の皆様、元気ですかー！！
この場をお借りしてのご報告となりますが、令和４年
度千葉商工会議所青年部８月定例会
（執行部担当定例会）
は、コロナウイルス感染急拡大（第７波）により、中止
とさせて頂きました。
本来であれば、
「ビーチクリーン大作戦 ～青年経済人
もキレイな地元が好きなんだぜ！！！～」と題して、昨
今、新桟橋も建設され千葉市の新たな人気スポットとし
て注目されるいなげの浜を舞台に、地元企業と連携させ
て頂き、ビーチクリーンの開催を企画しておりました。
中止は苦渋の決断ではありましたが、感染急拡大のな
か、本来の目的達成はもとより、感染リスクや風評を考
慮し、協議を重ね、会長判断として中止を決断いたしま
した。
９月からは今年度も折り返します。下半期の青年部活
動も各種大会や式典など盛り上がりを見せる時期になり
ますので、感染拡大防止には十分に留意し、気を引き締
めて歩を進めてまいる所存です。
引き続き、皆様には青年部活動にご理解ご協力を賜り
ながら、称賛と喝采にあふれる活動をして参ります。
令和４年度 千葉商工会議所青年部

総務広報委員会副会長の髙野です。
理事会等の運営・情報発信を担い、各事
業、活動が円滑に運営されるよう委員会メ
ンバーと共に職務を遂行いたします。
総務広報委員会
副会長 髙 野 大 海

今年度、交流研修委員会 副会長を仰せつ
かりました㈱丸藤 藤﨑です。我々、交流
研修委員会は千葉YEGメンバーまたは他
団体との交流、地域に関する勉強会の開催
をテーマに行っております。委員会メンバ
ー、一丸となって頑張りますのでよろしく
お願いします。
交流研修委員会
副会長 藤 﨑 将 寛

（医）福寿会鷲見医院

隆仁

鷲見

副会長 鷲 見 隆 仁

会員拡大委員会

くお願いします。

是非、青年部に入会してください。宜し

ております。

人の人材発掘に日々、尽力させていただい

させるため、地域を盛り上げたい青年経済

将来に向けた継続的な青年部活動を存続

鷲見 隆仁です。

今年度、会員拡大委員会 担当副会長の

理事長

宅建業
（不動産売買・賃貸の仲介、管理）

玄樹

会長 斉 藤 玄 樹

㈱楽都

大海

髙野
取締役

将寛

藤﨑

【副会長】
☎043-239-5158

㈲リクライム
㈱丸藤

新入会員の紹介

令和４年度副会長挨拶

会員
募 集！
※「YEG」
（ 若き企業家集団）
とは商工会議所青年部の
英語名（Young Entrepreneurs Group）の頭文
字をとったもので、同時に商工会議所青年部のもつ
コンセプト（ 若さ・情 熱・広 い 視 野 ）をもった経営者
＝ Youth, Energy, Generalistを表しています。
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絵理奈

【副会長】
【副会長】

トレンディワールド㈱

斉藤
代表取締役

長】
【会

新入会員募集中！

（ますやま えりな）

増山

〜過去から学び、現在（いま）
を楽しみ、未来を創ろう〜

称賛と喝采

千葉商工会議所青年部（千葉YEG）とは？

URL: https://chiba-yeg.jp
Email: yeg@chiba-cci.or.jp
〜過去から学び、現在（いま）
を楽しみ、未来を創ろう〜

青年部
集： 千葉商工会議所
執行部
編

千葉商工会議所
青年部通信

美々 nail（びびねいる）

仕事や恋愛に迷った人へ指先から運気をアップ──

千葉で唯一の
「風水ネイル」
でキレイと元気を届ける

▲「お客様の悩みが解消して『すっきりした』と言ってもらえると嬉しい」と志賀さん

なければと模索していたときに出会っ
たのが「風水ネイル協会」です。東京に
ある協会に通い、風水の占い方や施術

でもやってみたいと道具を揃え、自分

イル）
と出会い衝撃を受けました。自分

（ゲル状の樹脂を硬化させ形成するネ

行ったネイルサロンで、ジェルネイル

すことで、良い運気を引き寄せられる

といわれ、運気を上げる色を指先に施

医学では指先から運気の出入りがある

を用いた学問の一つです。また、東洋

風水は中国で発祥した統計学や易学

のノウハウを学びました。

や友人に施術していたところ、周囲か
といわれています。
市場のニーズを汲み取ることがカギに

風 水 の 勉 強 を 重 ね、 ２ ０ ２ ０ 年
月に「美々 nail
（びびねいる）
」として
サロンをオープンしました。ところが
翌月からコロナ禍に見舞われます。当

踏ん張らないといけないと思えたのは

ントに。ネイル以外に付加価値をつけ

ので、他店とどう差別化するかがポイ

ましたが、駅からは遠く、個人経営な

ライベートサロンを開業することにし

番目の子どもの出産を機に、自宅でプ

ご縁を広げる事を目指し、コラボして

など、色に重きを置いている企業様と

ファッション誌に紹介してもらったり、

ルチップ（つけ爪）をネット販売したり、

こで、非対面の県外のお客様にはネイ

予約はなかなか入りませんでした。そ

知の世界との闘いが始まったばかりで

時はまだコロナの詳細も分からず、未

メンバーのおかげです。コロナ禍だか

ドレスやインテリアなど、幅広く多種

ろん接客の楽しさも深まりました。

らこそ仲間のありがたさを感じました。

多様な世界に関わっていく事も目指し
ていけたらと考えています。

めたゴールに近づける人脈作りを２～

だくための種まきと、そして自分の決

るようになりました。

３年かけて進めていく予定です。
分だけで終わらせたくないので、後継

そして最終的には、培った技術を自

ンで、
「美々 nail
」を知っていただくた
めの入り口のような存在です。そこか

きたいと思っています。

間で３５０人ほど鑑定させていただく

後の運営にとって大切です。この３年

として興味を持っていただくことが今

の人生に対して前向きに過ごしていた

指先から元気になっていただき、自分

今は社会が沈んでいる時期なので、

人気店を目指していきます。

いずれはキャンセル待ちになるような

だけるお手伝いができれば嬉しいです。

指先から元気を届けたい

きていると思います。

ことができているので、着々と成長で

者を育て「風水ネイル」を広く伝えてい

ら一歩踏み込んだのが「美々 nail
」
。風
水とネイルを融合させた「風水ネイル」

「 .Bee
」はあくまでも通いやすいサロ

すると徐々にお問い合わせが増えてく

イトに
「 .Bee
（ドットビー）
」
という店名
お客様が美容に何を求めているのか
で、一般的なネイルサロンとして掲載。 耳を傾け、まずはサロンを知っていた

年の６月に大手の美容サービス検索サ

先輩方からのアドバイスを受け、今

3

そこからは自信もつき、技術はもち

得しました。

サロンで働き、２０１５年に 級を取

さらに技術を向上させるためにネイル

目指しました。２・３級は独学で学び、

ネイリスト協会の技能検定資格取得を

ら「仕事にしたら」と後押しされ、日本

２００９年です。ママ友から誘われて

私のネイリスト人生が始まったのは

他との差別化を模索し風水ネイルへ

県内唯一の風水ネイルサロンとして２０２０年にオープンした「美々 nail
（びびねいる）
」
。開店の翌月からコロナ禍
に直面し、試行錯誤しながらも困難を前向きに捉えて「お客様に元気を」届け続けています。個人経営のオーナーで
ありネイリストとして奮闘する志賀美由紀さんにお話を伺いました。

情報サイトに登録するなど試行錯誤し
ましたが問い合わせはゼロ。投資した
分の回収が見込めなかったので、違う
方向からアプローチをしないといけな
いなと実感し、市場のニーズに目を向
けるようにしました。
緊急事態宣言もあり多くの方が外出
を控え、お洒落を楽しめない傾向が一
時期あったので、ファッション雑誌に
掲載しても需要は見込めないと思いま
した。ＳＮＳ（会員制交流サイト）から
情報や刺激を求める方が多いので、そ
こを活用しようと Facebook
（実名登録
制ＳＮＳ）内のネイルや占いに興味が
あるグループに投稿することにしたん
です。コロナ禍を機に、市場が大きく
変わりました。その変化を追いかける
より、今後こうなるだろうと先を見る
志向で挑まないとサロン運営はできな

1

2
〒264-0035 千葉市若葉区東寺山町1062-1
HP：https://bibinail.net/（問い合わせはHPから）

いなと気づきました。

「美々 nail
」は色が必要な
ところであればどこでもで
きるコンテンツなので企業

美々nail

コロナ禍で仲間の大切さを実感
コロナ禍なのでイベントも軒並み中
止になりました。そんなときに、
商工会

とのコラボも増やしていき
たいと思っています。今ま
でも、呉服店や保険屋さん、
青年部の仲間が開いたマル
シェなどに出店させていた
だきましたが、今後は写真
スタジオやデザイナーさん

美由紀
代表／志賀

議所の青年部に参加させていただける
ことになり、メンバーにはずいぶん助
けられました。個人経営なので情報を
集めるのが難しかったのですが、参加
することで情報や意見交換ができ、刺
激を受けました。どんなに困難な中でも
頑張っている方々の背中を見て、私も

会社DATA

▲落ち着ける雰囲気のプライベートサロン
▲季節感や流行りのアート、ラッキーカラーを
織り交ぜて仕上げていく
▲顧客は25～50歳台後半で、仕事、恋愛、子育てなど悩みは様々。
ゆっくり話を聞きながら施術を行う
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コロナニモマケズ
コロナニモマケズ

コロナ禍で頑張る企業をご紹介

ネイルサロン

ち、１９８０年に千葉市の登戸町で

東京・赤坂で調理の修業を積んだの
堂を手伝うことで、お腹を空かせ、食

考えてやってきたんですが、子ども食

お客様に提供するかということだけを

それまでは、いかに美味しいものを

菜が多いことを知りました。そこで、

市場に出荷できず捨てられてしまう野

た。そのつながりのなかで、形が悪く

とのネットワークも広がっていきまし

子ども食堂の運営を通じて、生産者

当社の子ども食堂はチケット制にし

ご家庭に眠っている食品を持ち寄って

を広めていくようにしました。すると

り、ベジタブルレスキューの活動にも

くなり、生産者が困っている現状を知

フードバンクの活動で生産者と仲良

くだから設立メンバーとなって一緒に

う話があり、それをきっかけにせっか

お皿などを提供してもらえないかとい

す。フードロスについて趣旨を理解し

旨をお伝えすると関心を示してくれま

つゴミの減少にも貢献。お客様にその

ます。いずれも栄養価が高く、なおか

や新鮮な玉ねぎの根っこも料理に使い

レッシングにするほか、ピーマンの種

たり、形の悪いにんじんは刻んでド

の楽しさを感じてもらい、将来大人に

役割を果たすようにしています。外食

みにして、店そのものが子ども食堂の

食堂を設立するので冷蔵庫や厨房機器、 渡していただければ食事ができる仕組

一人でも「ただいま」と店に気軽に立

しにシェフが作っているところが見え、

えリスクを減らします。カウンター越

店を開業するときの出費を最小限に抑

どになるようなビジネスモデルです。

円ぐらいの売り上げで手取り 万円ほ

イトを一人だけ雇い、一か月２５０万

ウンターだけの居抜き物件で、アルバ

クに届けています。

る子ども食堂に配ったり、フードバン

ていただいた食品は、サポートしてい

ほど集まるようになりました。寄付し

フードロス解消の活動で
生産者や子どもを救う

取り組むようになりました。

ていただき、知ってもらうことが当社

たとえば、２０１９年の台風被害で
千葉のトマトが大打撃を受け、生産者
からのＳΟＳに応えるべく、形が崩れ
出荷できなくなったトマトを毎日 ～

㎏ほど買い取り、店の料理に使用。

使い切れないときはお客様にお配りす

方で年間２，０００人以上が餓死して

食品廃棄物が排出されていますが、一

日本では年間約１，９２７万トンの

らに生産者も助かるようにするにはど

的に仕事ができて収入を得ながら、さ

が激減し、失業者も増えました。継続

が深刻な問題に直面。飲食に関わる人

いう困難なときだからこそ、社会に還

客様に支えられてきたからです。こう

間、店の運営を継続できているのはお

競争も激しい飲食業界の中で約 年

できます。

います。この現実を知ってもらうこと

コロナ禍は大変でした。飲食業界全体

動き出した様々な取り組みでしたが、 うなれば飲食業界の活性化をまた期待

と思える人が増えてくるはずです。そ

入も得られれば、飲食店をやりたいな

理想です。無理なく、楽しくできて収

60

代表取締役／野本  茂雄

元できる活動をしっかりやろうと日々

るという活動を続けました。

飲食業界の全体的な活性化を
目指して新規事業を展開

ち寄って会話が生まれる。そんな店が

20

の仕事の一つだと考えています。

1

株式会社 レプコ

うしたらいいのか──。導き出した答

会社DATA

40
〒260-0044 千葉市中央区松波2-4-16
電話／043-284-5145
HP：http://www.repco.co.jp/

が大事だと感じています。

▲「本当に困っている人に必要なサポートを」と語る野本代表

奮闘中です。
▲イタリアンレストラン「今日和（こんにちわ）
」ロゴマーク

レプ コ
株式会社

地産地消で生産者をサポートし
フードロス削減や子どもの貧困問題にも奔走
イタリアンレストラン「今日和（こんにちわ）
」を現在の中央区登戸で開業してから 年。地域
に根差し、農産物の生産者をバックアップしながら、フードロス削減や子ども食堂などの活動にも
連携。本当に困っている人へのサポートに尽力する野本茂雄代表取締役にお話を伺いました。

パスタ専門店「今日和（こんにちは）
」
べられない子どもたちがたくさんいる
フードバンクを活用できないかと思い、

なってレストランに足を運んでくれる

を開業したのが始まりです。その後、
ということを目の当たりにしました。
西千葉にあるフードバンクの事務所を

子ども食堂を作っていこうということ

フレンチやオムライス専門店、とんか
食に関わる者として何かできることが
訪ね、いろいろ勉強させていただきま

ようになったら嬉しいですね。

つ専門店などを開業し、現在は千葉に
あるのではないかと思い始め、当社で

になったんです。

店舗、東京・錦糸町に 店舗展開し
した。

ています。
まず実施したのが、フードドライブ
活動として各店に食品回収箱を設置す
ること。お客様にフードロスの現状を

当社の店も閉店を与儀なくされまし
て、必要な施設などにお配りしていま

いただけるようになり、 週間に ㎏

知っていただき「もったいない精神」

た。不要になった厨房器具などの扱い
す。いつでも店に来店し、チケットを

「もったいない精神」が育む
フードバンクとの出会い

スタートさせました。

も子ども食堂を船橋店とおゆみ野店で

食に関わる仕事をする者として
子どもたちにできることを模索

41

に困っていましたが、東金市に子ども

～８年前に、商業施設の閉館が相次ぎ、

構えたこともありました。ところが７

を中心に多いときには 店舗ほど店を

千葉県出身ということもあり、千葉

1

20

えは、小規模な飲食店舗展開です。カ

▲広くて落ち着いた雰囲気の幕張ベイタウン店

飲食店・食物販ネット販売
▲人気メニュー／彩り野菜のペペロンチーノ
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20

▲各店舗に食品回収用ボックスを設置
▲困っている農家の草刈りを店のシェフやスタッフ
▲食品回収用ボックス
が手伝うことも

8
80

当社では、ナスのへたを刻んで炒め

▲人気メニュー／今日和ごちそうサラダ

私たちの
私たちのSDGs

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

チャコ千葉園」と障害福祉事業所

葉市小規模保育園「キッズルーム

短冊は、
当会理事の事業所の、
千

せていただきました。

謝を申し上げます。
」
等と挨拶をさ

いる病院関係者の方々に敬意と感

らっしゃる中で、日夜奮闘されて

各病院長等からは、丁寧にメッ

放課後デイサービス「キッズルー
ムチャコ千葉教室」の職員・児童
セージをご覧になり「職員の励み

ージに感動しました。
」
など心温ま
るお言葉を頂戴しました。
メッセージボードは各病院のロ
ビーに掲出いただき、ご来院された
皆さま方にもご覧いただきました。
JR千葉駅にもご協力いただ
尚、
き、改札近くに掲出されました。一
日も早く医療従事者の方々に日常
が戻られることを願うばかりです。
千 葉 県 産フェア

願い をを込 めつる し 雛
イオンモール津田沼店で 月
日㈮から 日㈰に開催された「千葉
県産フェア」に、当女性会のつるし
雛を展示いたしました。
同フェアでは、
商品の売上等の一

部を協賛金として県に寄付を行う
「チーバくんを活用した子育て応援
事業」も行われました。今年も「つ
るし雛教室」はコロナ禍のため残念
ながら開催できませんでしたが、ご
来店の多くの皆様に色とりどりの
つるし雛の魅力をお楽しみいただ
きました。
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医療従事者応援事業

短冊 にに感謝 ののメッセージ ととつるし雛

感謝の気持ちや応援のメッセージを書いた短冊や「さるっ子（厄が
去る）
」や「フクロウ（不苦労）
」
、平和のシンボルの「鳩」のつるし雛
に、台紙へ当女性会で装飾したメッセージボードを、 月 日、千葉
贈呈し、月末まで院内へ掲出していただきました。

市立青葉病院、同海浜病院、千葉大学医学部附属病院の市内 病院に

1

3

の皆様に作成いただきました。髙

24

7

になります。
」
「子供たちのメッセ

6

▲つるし雛の展示作業を行う正副会長
▲JR千葉駅3F改札口近くへ展示

26

市内３病院
千葉駅・３Ｆ
梨会長から、「一般の患者さんもい

𠮷岡茂院長へ贈呈
▲市立海浜病院

山本恭平院長へ贈呈
▲市立青葉病院

加藤直也副院長へ贈呈
▲千葉大学病院

女性会
編集：千葉商工会議所

