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も の を つ く る
The future that makes things will change

未 来 が か わ る

船橋市ものづくりグランプリ制度

ものづくりグランプリ制度概要
市内の中小企業者が生産する優れた新製品の普及を目指し、市が定める
基準を満たす製品を市が認定することにより、販路開拓を支援します！
認定された新製品は、認定期間中、競争入札によらない随意契約により
市が試験的に購入することが可能となります。
船橋市では “Made in Funabashi” 製品を積極的に発信してまいります。

認定対象製品
申請日において、販売を開始した日から概ね 5 年以内の製品であり、以下の全ての
要件を満たすもの。
①既存の製品とは異なり、優れた使用価値を有しているもの。
②市場性が見込まれる製品であること。
③生産、販売の方法や資金調達の方法等が確実に実行可能であるもの。
！ 食品、医療品、医薬部外品及び化粧品は除きます。
！ 申請商品数に上限はありません。

認定対象者
以下の全ての要件を満たすものとします。
①下記に掲げる表のいずれかに該当する中小企業者。
②市内に事業所を所有する者で、市税の滞納がないこと。
！ 製品を製造する事業者が対象であり、製品の製造元でない事業者（販売代理店）からの申請

は対象外となります。
！ 工場を持たず、製造工程を他社へ委託している企業等であっても、自らが企画・製造元である

場合、本制度の対象となります。

中小企業者
業種
令和元年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業
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資本金または従業員

製造業、建設業、運輸業、その他

3 億円または 300 人以下

卸売業

1 億円または 100 人以下

サービス業

5,000 万円または 100 人以下

小売業

5,000 万円または 50 人以下

ゴム製品製造業

3 億円または 900 人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3 億円または 300 人以下

旅館業

5,000 万円または 200 人以下

制度の流れ
製品の申請
製品の審査・認定

認定事業者

船橋市

認定製品の購入・納品（随意契約）
使用後のフィードバック

認定期間
認定の通知をした日から 3 年を経過した日の属する年度の末日まで
審査の流れ（令和元年度の場合）

申請書類の
提 出

第 1 次審査
（※書類審査）

4～5月

6月

第 2 次審査
（プレゼンテーション）

認定製品
決 定

認定事業者
公 表

7月

7 月下旬

7 月下旬

※弁理士による書類審査となります。

認定されるメリット

1

※購入を約束するものではありません。

市も積極的に
認定製品を PR します！
●市の広報誌、ホームページでの PR
●市のイベントでの製品紹介等
●認定製品カタログの作成

令和元年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業

市が試験的に購入
＆
使用後のフィードバックを
行います！
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橋本拓也（屋号 洗濯クリップ）
Hashimoto Takuya (DBA Sentaku Clip)

令和元年度

認定製品

洗濯クリップハンガー
てるてるクリップハンガー
Sentaku Clip Hanger, TLTL Clip Hanger

PR ポイント
１．小さなお子様から体の不自由な方まで誰でも片手で簡単に干して取り込める

Everyone from small children to the disabled, can hang up and gather in clothes easily with one hand

２．着せ替えて遊べるかわいい洗濯バサミ

豊富な着せ替え部品で飽きずに使える

There are various replacement parts available, so you can enjoy these clothespins for fun and for a long time

３．クリップは耐候性のあるポリカーボネート一体成型

針金を使わず丈夫で安全

The molded polycarbonate clips have great weather resistance, and are safer since they do not use metal parts

４．フレームは木製

手作りのぬくもりと木の質感で癒される

環境に体に優しい

The wooden frames provide a soothing, handcrafted warmth, and are body-friendly and environmentally friendly

５．分解組立てが容易で、部品販売もあり修理しながら長く使える

Assembling and taking the clips apart is easy, and you can repair and use them for a longtime using replacement parts

６．どこにでも吊るすことができ、軽くてかさばらず、場所を選ばずに収納できる

These hangers can be hung anywhere, and since they are light and small, they can be stored anywhere

家事や子育て、介護が楽しくて簡単に思えてくるようなアイテムとして、洗
濯物干しハンガーの洗濯クリップハンガー、てるてるクリップハンガーは生ま
れました。
弱い力でクリップが開くので、片手でも楽に洗濯物をはさんで干すことがで
き、洗濯物を下にスーッと引き抜くことで、簡単に取り込むこともできます。
独特の形状により洗濯物が外れにくく、簡単には落ちません（※特許取
得）。一体成型で針金を使用しない単純な構造のため、壊れにくく安全です。
体の不自由な方でも簡単にタオルや靴下を干したり、取り込んだりすること
が可能になります。またクリップはメモを挟んだり、帽子を吊るしたり、写真
を飾る際にも使えますので、介護現場においては日常のちょっとした動作をリ
ハビリの一環に変えることができます。
ノーマルとストロングの2種類があり、ストロングにはどんなに強風でも洗
濯物を離さないLOCK機構がついています。
ロゴはパステルピンクの明るく丸みを帯びたデザインを採用しています。本
体のフェイス部分には「スマイル」と口が丸い「サークル」があります。

令和元年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業
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be used for a variety of purposes such as holding memos,
hanging hats and displaying photographs, they can also be
used for daily life rehabilitation exercises in nursing care.
The clips come in standard and strong types. The strong type
includes a lock function to ensure that your laundry does
not fall off and blown away, even in strong winds. The logo
features a bright, round, pastel pink design, and the “face”
of the clothespins comes in two varieties—a “smile” and a
round mouth “circle”.

The Sentaku Clip Hanger and TLTL Clip Hanger are clothespin
hangers created to make household chores, childrearing and
nursing care fun and easy. Very little strength is needed to
open these clips, so it’s easy to hang laundry with one hand.
You can also easily remove clothing from the clips by just
pulling the clothes down. Due to their patented and unique
shape, laundry does not fall off easily. Their molded design
does not use metal fittings, so they are also durable and safe.
Even someone elderly or disabled can easily hang up and
gather in items such as towels and socks. Since the clips can

参考価格（税抜）

Reference price (tax not included)

用

途

洗濯クリップハンガー ノーマル 中型ホワイト �������������
洗濯クリップハンガー ストロング中型ホワイト �������������
洗濯クリップハンガー ノーマル 中型ダークウォルナット ��������
洗濯クリップハンガー ストロング中型ダークウォルナット ��������
てるてるクリップハンガー ノーマル 中型 ���������������
てるてるクリップハンガー ストロング中型 ���������������

Sentaku Clip Hanger standard, medium-size, white: ￥3,282
Sentaku Clip Hanger strong, medium-size, white: ￥3,464
Sentaku Clip Hanger standard, medium-size, dark walnut: ￥3,282
Sentaku Clip Hanger strong, medium-size, dark walnut: ￥3,464
TLTL Clip Hanger standard, medium-size: ￥4,773
TLTL Clip Hanger strong, medium-size: ￥4,946

洗濯物干し・介護現場でのリハビリ

等

3,282 円
3,464 円
3,282 円
3,464 円
4,773 円
4,946 円

橋本拓也（屋号 洗濯クリップ）

場所
船橋市湊町 2-4-5-6
TEL
047-434-8589
FAX
047-434-8589
HP
https://sentakuclip.net/

沿 革
平成 30 年 5 月 21 日

創業

※洗濯クリップは、別途着せ替えパーツがあります

受賞コメント

橋本

拓也

Hashimoto Takuya

家事や子育て、介護が楽しくて簡単に思えてくるアイテムの企画製造販売をし
ています。
洗濯クリップは、子供から体の不自由な方まで、誰でも片手で簡単に洗濯物を
干せ、引っ張るだけで取り込める、おしゃれで可愛い、着せ替えて遊べる洗濯ば
さみです。
この度、この洗濯クリップを使用しました「洗濯クリップハンガー」と「てる
てるクリップハンガー」が令和元年ものづくりグランプリの認定製品として採択
される栄誉をいただけたことは、感激というほかありません。
今回認定していただきましたことを機に、今後も、家事や子育て、介護が楽し
くなる商品、家族や仲間に楽しく貢献できる環境づくりに積極的に取り組んで参
ります。

令和元年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業

のご紹介

誰でも簡単に幸せになれる。
家事や子育て、介護がきっと楽しくなる。
やらされている感覚にならずに、
楽しく家族や仲間に貢献し、
周りも自然に手伝いをする社会を作る。
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株式会社エムエスビー

令和元年度

認定製品

MSB Co., Ltd.

手術・治療用椅子「しゃらく」
Sharaku surgical chair

PR ポイント
1．優れた機動性―座ると固定、腰を上げると左右に移動

独自車輪構造機能

High mobility: The unique caster structure locks when you’re sitting and allows regular
horizontal movement when your hip is raised

2．立位時にも腰掛が可能―昇降ストロークが570～750㎜と広く確保

You can rest even in a standing position: The chair elevates from 570 mm to 750 mm

3．足元のフットレバーだけで昇降可能―手を使わず操作の利便性

安全性確保

Raise the chair with the foot lever alone, which is both more convenient and safer

4．手術中クルクルと回らない―特殊シリンダー使用

安全性確保

Does not spin during surgery: Uses a special cylinder to ensure safety

5．座面がソフト―低反発性のウレタン使用4層

疲労軽減

Soft seat: Has a four-layered, low-resistance urethane surface that reduces fatigue

6．過重300kgに耐える―キャスター10個使用（1個30kg）安全性確保
Can support up to 300 kg: Uses ten casters (30 kg per caster) to ensure safety

「しゃらく」は、医者からのオーダーメイドで発案され、手を使わずに固定も移動も高さ調節も可能な機動性に優れた
手術・治療用椅子です。
手術用の椅子の既存品は、座って手術する固定型手術用椅子が多いですが、しゃらくは消化器外科ドクターから以下の
要望を取り入れ開発し、改良を重ねて製造しました。
①止まり木の様な立位型であり、立っている様で座っている椅子であること。
②助手の邪魔にならない様に足元で操作可能 コンパクトであること。
③腰を上げると左右・前後に移動するよう機動性を確保すること。
④座り心地が良く、掃除しやすく、かつデザインが良いもの、薬剤耐性に優れたもの等
特に、他社既存品には無い機動性を導入し、製造特許を取得しました。そして座り心地の良い座面は四層のウレタン・チッ
プ・低反発性ウレタンを使用しています。しゃらくのタイプは各種 A ～ E タイプのラインナップがあり、
病院各科・ドクター
のニーズに沿う機種を揃えました。
A surgical and treatment chair invented after evaluating custom-order requests from doctors, Sharaku offers great mobility,
a locking function, and movement and height adjustment without using your hands. Many surgical chairs are fixed models
that force doctors to perform treatment while sitting. We took in the following requests from gastroenterology surgeons while
designing Sharaku: 1) A perch-like chair that allows you to essentially stand while sitting. 2) A compact design and foot
operation so the chair doesn’t get in the way of assistants. 3) High mobility that allows both vertical and horizontal movement
when the hip is lifted. 4) Comfortable, easy to clean, well designed, with high resistance to chemicals. We put a special focus
on ensuring high mobility not found in existing products from other companies, and obtained a manufacturing patent. The
comfortable seat uses a four-layered, low-resistance chip urethane cushion. There are five Sharaku models (A to E) to fit the
needs of various medical departments and doctors.

令和元年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業
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参考価格（税抜）

Reference price (tax not included)

用

途

販売実績

A タイプ（サドル型）��������������������
B タイプ（小座面（傾斜 12 度）���������������
C タイプ（ペダル上部型）������������������
D タイプ（A/C 改良型）�������������������
E タイプ（丸形座面）��������������������
背もたれ（独 K&M 社製） ��������������� 1 個

1 台 190.000 円
1 台 190.000 円
1 台 190.000 円
1 台 190.000 円
1 台 190.000 円
18.000 円（別売）

A type (saddle type): ￥190,000 per chair
B type (small seat; 12-degree incline): ￥190,000 per chair
C type (higher foot lever): ￥190,000 per chair
D type (A/C custom type): ￥190,000 per chair
E type (round seat): ￥190,000 per chair
Backrest (product of K&M [Germany]): ￥18,000 per item (sold separately)

病院手術・カテーテル室：外科・内科領域全ての手術・治療対応
消化器外科 大腸外科 眼科 歯科口腔外科 循環器内科・外科 脳神経外科
形成外科 整形外科 産婦人科 泌尿器科
その他マイクロサージャリー
カテーテルアブレーション 内視鏡・腹腔鏡使用術 冠動脈インタベーションなど
工場関連の立ち仕事・理容美容室・フード産業流れ作業・厨房などへ販売予定。
金沢市立病院（石川県）・後藤歯科医院（神奈川県）
・都立墨東病院（東京都）

株式会社エムエスビー

場所
船橋市豊富町 621-48
TEL
047-457-3887
FAX
047-457-4427
HP
http://www.msb-c.co.jp/
（左）松本代表取締役 （右）倉川営業部長

沿 革
昭和 16 年			
主にプレス加工を中心に創立
昭和 62 年			
精密板金業・株式会社エムエスビーを設立
平成 29 年 6 月 23 日	手術・治療用椅子「しゃらく」特許証第 6162309 号取得・商標登録証
第 5958200 号取得

のご紹介

受賞コメント

代表取締役

松本

進

CEO Matsumoto Susumu

手を使わずに、固定も移動も高さ調節も可能な
お医者様を楽にする手術・治療用の椅子
「しゃらく」を開発
令和元年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業

この度、手術・治療用椅子「しゃらく」が船橋市ものづくりグランプリに認定
されました。
当社はお陰様で2020年6月には創業80周年を迎える精密板金業を主体とし、
金属を切ったり、曲げたり、溶接をしたりすることを得意とする企業です。
3年前に外科ドクターより「長時間の手術は体力的に大変、何か立位時に座れ
る、止まり木の様な椅子を造って欲しい」とのご要望が有り、何十回に亘り試
作、改良を重ね「しゃらく」が完成しました。特に腰痛持ちやご高齢の医師には
最適と歓迎されております。
手術中にドクターの体力を軽減することは、患者様にとっても良い治療結果に
繋がります。
お医者様が楽になれるとの考えから、“者”と“楽”で「しゃらく」と名付けまし
た。
令和元年を「しゃらく」元年とし、日本国内のドクターは勿論、今後は海外の
ドクターにも喜んで手術・治療に使用して頂く事を期待しております。
船橋より全世界へ飛び立とう！「しゃらく」で邁進致します。
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平成 30 年度

船橋市ものづくりグラン
東葛テクノ株式会社

平成 30 年度

Tokatsu Techno Co., Ltd.

認定製品

bclas
次亜塩素酸系 空間洗浄シリーズ
Hypochlorous Acid-Type Air Purifier Series

PR ポイント
1．シンプルでスタイリッシュなデザインで暮らし
の中に「美」を与える
2．空間ミスト噴霧と直接スプレー噴霧の両方が可
能

3．アルコール除菌では対応できないあらゆる菌を
まるごと洗浄
4．弱酸性で人体に触れても影響がないため安心し
て使用できる
5．自然災害時の衛生的な環境づくりにも役立つ

参考価格（税抜）Reference price(Jananese yen)
ビクラス
ビクラス
ビクラス
ビクラス
ビクラス
ビクラス

ミスト トライアル2Lセット ���������� 15,000円
ポータブル トライアル1Lセット ��������� 4,500円
プロスプレー ������������������ 2,000円
ライトスプレー ����������������� 1,600円
カードスプレー ������������������ 500円
キュー1L�������������������� 1,000円

bclas Mist 2L Trial Set: ￥15,000
bclas Pro-Spray: ￥2,000
bclas Card Spray: ￥500

東葛テクノ株式会社
場所：〒 274-0063 千葉県船橋市習志野台 4-4-7
TEL：050-3850-9874 FAX：047-413-0732

令和元年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業
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bclas Portable 1L Trial Set: ￥4,500
bclas Light Spray: ￥1,600
bclas Solution 1L: ￥1,000
(tax not included)

HP：https://www.bclas.jp/

プリ認定製品のご紹介
株式会社大菜技研

レオメーター

平成 30 年度

Ohna Tech Inc.

認定製品

ONRH 型

Rheometer Model ONRH

PR ポイント
4．故障の少ない構造を可能にした国際特許技術を
導入

1．「誰にでも使える」

2．粘度だけで無く、試料の弾性も同時に測定

3．さらさらのものから、ねばねばのものまで、幅
広い液体に対応

5．設置スペースを取らず、コンパクト
6．測定の信頼性を最重視

参考価格（税抜）Reference price(Jananese yen)
1
2
3

ONRH-1C型 �����������本体 1式 4,000,000円
ONRH-1B型 �����������本体 1式 4,700,000円
ONTP型 ペルチェ式恒温槽・昇降架台 �� 1式 1,900,000円

1. ONRH Type-1C (complete set): ￥4,000,000
2. ONRH Type-1B (complete set): ￥4,700,000
3. ONTP Model Peltier-type Thermostat and Elevating Platform (complete set): ￥1,900,000

(tax not included)

株式会社大菜技研
場所：船橋市本町 2-22-15
TEL：047-431-1401 FAX：047-431-1419

HP：http://www.ohnatech.com

株式会社 aba

排泄センサー

平成 30 年度

aba Inc.

認定製品

Helppad

The excretion sensor "Helppad"

1．業界初の「におい」で尿と便を検知する排泄セ
ンサー

4．排泄記録からの個人の「排泄リズム」を分析

3．排泄検知を通知でお知らせ

6．排泄ケアのストレスを排泄する製品

2．ベッドに敷くだけの簡単非装着型

5．介護無資格者・未経験者でも適切なケアができ
る手助けに

参考価格 Reference price(Jananese yen)
オープン価格
Open price

株式会社 aba
場所：千葉県船橋市前原東 3-30-5
TEL：047-494-6823 FAX：047-494-6823

令和元年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業

PR ポイント

HP：http://aba-lab.com/
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平成 29 年度

船橋市ものづくりグラン
株式会社オートコーポレーション

Ohto Corporation CO.,LTD

平成 29 年度

認定製品

フジヤマカット
くるりんぼ歯ブラシ
Kururinbo Toothbrush with Mount Fuji-Shaped Brush

PR ポイント
1．歯磨きが超簡単
2．健康な歯肉に
3．知覚過敏や歯周病の予防に

4．歯磨き時間がわずか3分程度に
5．経済的

参考価格（税抜）Reference price(Jananese yen)
1,400 円
¥1,400(tax not included)

くるりんぼ角質取り
Kururinbo Exfoliator

令和元年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業

9

PR ポイント
1．痛くない
2．魚の目の芯やタコの除去に

3．かかとがつるつるに
4．巻き爪や足裏の痛みにも

参考価格（税抜）Reference price(Jananese yen)
3,000 円
¥3,000(tax not included)

株式会社オートコーポレーション 〒 270-1471 千葉県船橋市小室町 2871
TEL：047-457-4609 FAX：047-457-7133 HP：http://www.ohtocorporation.com/

プリ認定製品のご紹介
有限会社さわだ園

Sawada Garden Company

粉末緑茶サーバー

平成 29 年度

認定製品

オデッサⅡ

Green Tea Powder Server Odessa II

PR ポイント
1．ワンタッチで適量の粉末緑茶をサーブ
2．100杯分収納できる

3．急須不要のため、
お茶の成分を丸ごと取り込める

参考価格（税抜）Reference price(Jananese yen)
3,880 円
¥3,880 (tax not included)
有限会社さわだ園
店舗 〒 273-0048 千葉県船橋市丸山 1-55-10
倉庫 〒 273-0048 千葉県船橋市丸山 1-55-9
TEL：047-439-2810 FAX：047-439-8822 HP：http://tea-sawada.com E-mail：sawadaen@ac.auone-net.jp

有限会社昌永工機

平成 29 年度

Shoei Industrial Machinery Company

微小球反発試験機

認定製品

eNM3A10

Microsphere Rebound Hardness Testing Device eNM3A10

PR ポイント
4．試料への打痕が小さい
5．試料は厚さ5mm以上であれば、
台座なしで測定可能（鉄鋼の場合）

参考価格（税抜）Reference price(Jananese yen)
1,500,000 円
¥1,500,000 (tax not included)

有限会社昌永工機 〒 273-0005 千葉県船橋市本町 1-8-20 メゾン青葉 101
TEL：047-404-6006 FAX：047-404-6006 HP：http://syoueikouki.co.jp/

令和元年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業

1．ポータブルで手軽に現場で
「硬さ」や「反発係数」を測定
2．全方向の測定が可能
3．連続測定も簡単

10

平成 28 年度

船橋市ものづくりグラン
協和工業株式会社 Kyowa Kogyo Co., Ltd.

平成 28 年度

認定製品

水力・風力用
永久磁石式三相交流発電機

Three-phase AC permanent magnet power generator for hydraulic and wind power generation

PR ポイント
1．永久磁石（ネオジ）を使用した高効率な発電
機です。
2．低速回転107rpmで200Vを発生します。
3．低コギングトルクです。通常の約1/10です。

4．立型で垂直型の風車に適しています。
5．始動トルクが小さく、低風速で回転します。
6．多極ですので増速機が不要です。

参考価格（税抜）Reference price(Jananese yen)
3kW：870,000 円、
5kW：1,160,000 円 / 発電機本体
Main unit of power generator(tax not included)

低落差用マイクロ水力発電装置
Low-head hydro power generator

PR ポイント
令和元年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業

11

1．インライン型（縦横取付可能）
2．低落差・低回転
3．低速・高効率

4．制御盤出力 三相200V 50/60Hz
単相100V/200V 50/60Hz（売電可能）
5．負荷対応 系統連系 独立負荷

参考価格（税抜）Reference price(Jananese yen)
5kW：6,000,000 円 / セット
（発電機、制御盤）
、工事費は含まず
水車発電機

Water wheel power generator

制御盤

Control panel

Package price(Power generator/Control panel)
Not including installation cost(tax not included)

協和工業株式会社 本社・船橋事業所 〒 273-0018 千葉県船橋市栄町 2-10-2
TEL：047-431-5525（代） FAX：047-431-5529 web：www.kyowa2.co.jp
新潟事業所 〒 959-3132 新潟県村上市坂町字沢見 2960
TEL：0254-62-3811（代） FAX：0254-62-3813
東金事業所 〒 283-0044 千葉県東金市小沼田 1662-1
TEL：0475-53-0021（代） FAX：0475-53-0025

プリ認定製品のご紹介
株式会社 E プラン E-Plan Co., Ltd.

平成 28 年度

認定製品

スーパーアルカリイオン水 生成装置
UF-15 α -SO
Super alkaline ionized water generator UF-15a-SO

PR ポイント
1．水道水を付属の軟水フィルターで濾過して、
カルシウムを除去した軟水を独自の電気分解
方法によってpH12.5のアルカリイオン水に
生成します。

2．生成運転時に塩素ガスが発生しないので設置
場所を選びません。
3．簡単な取扱い、操作は液晶の案内により画面
にタッチするだけ。

参考価格（税抜）Reference price(Jananese yen)
980,000 円 / 台
tax not included

スーパーアルカリイオン水
e-wash
Super alkaline ionized water e-wash

1．成分の99.87％が軟水、人に優しく環境汚染
しない安心安全の洗浄除菌水です。

2．界面活性剤、塩素、化学物質を含まないので
家庭から業務用まで多方面に使用できます。

参考価格（税抜）Reference price(Jananese yen)
1,200円/300ml

2,500円/2L
（お届け）
tax not included

株式会社 E プラン 〒 273-0014 船橋市高瀬町 31-6
TEL：047-404-9240 FAX：047-404-9241 web：www.e-wash.jp/e-plan

9,200円/20L

令和元年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業

PR ポイント
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令和元年
（2019年）
8月15日 No.1479

8/19 ㈪～ 市の事業・施設の見直しについて
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パブリックコメント を実施します
ウェブアンケート

問 指導課☎436-2862

市立小・中・特別支援学校・高校では9月2日㈪から授業が再開されます。
学
校や友人のことで悩みがあれば、
まず学校の先生やスクールカウンセラーに
相談しましょう。
また、
その他にも相談窓口
（下記参照）
がありますので、
困っ
たことがあったら1人で悩まずに電話してください。保護者の皆さんもお子
さんの様子で心配なことがあったらご相談ください。

認定製品を市が PR します！
相談窓口

内容

日時 ※㈷㉁休

不登校、学校生活など
教育全般、心や体につ ㈪～㈮ 9:00 ～ 17:00
いての悩み

総合教育センター
☎422-7734

問 行政経営課☎436-2462 ▶パブリックコメント
市では令和元年度・2年度の2年間 〈閲覧場所〉行政経営課、市役所11階
を集中取組期間として、
行革
（行財政 行政資料室、船橋駅前総合窓口セン
改革）
を行っています。
事業や施設の ター（フェイス5階）、各出張所・公民
管理運営の点検・評価を行い、
見直し 館、市ホームページ 〈提出方法〉意
に関する市の考えをまとめました。 見、
住所・氏名
（団体の場合は所在地・
今回、
自由に意見が書ける
「パブリッ 団 体 名 ）を 書 い て 、行 政 経 営 課
クコメント」と見直した項目ごとに （〒273-8501※住所不要 Eメール
意見を選ぶ
「ウェブアンケート」
を行 gyoseikeiei@city.funabashi.lg.jp
FAX 436-2156）
い、皆さんから意見を広く募集しま
へ
す。未来の船橋の形をつくる大切な ■いただいた意見の
アンケートです。たくさんの意見を 概要とそれに対する
お待ちしています。
市の考え方は、後日公
▲コードを読み
〈期間〉8月19日㈪～9月18日㈬
表します。
取ることでも
回答できます
〈対象〉市内在住・在勤・在学の人、 ▶ウェブアンケート
3
市内で事業を営むなど市に関係す
〈回答方法〉市ホームページ（8月19
1479
見直し
る人  ੱߢᖠ߹ߕߦࠍ⺣⋧ޔ
日㈪～）
から回答
パブリックコメント

船橋市広報紙「広報ふなばし」令和元年 8 月 15 日号に
「船橋市ものづくりグランプリ」の特集記事が掲載されました！

青少年センター☎431-3749、 いじめ、不登校、家
Eメール soudandesu@city. 庭での教育やしつけ ㈪～㈮ 9:00 ～ 16:00
funabashi.lg.jp（24時間受付） など
教育悩み事相談室
☎495-2641

学校の教育に関する悩 ㈪～㈮10:00～12:00、
み全般
13:00 ～ 16:00

“Made in Funabashi”の新製品を発掘

問 商工振興課☎ 436-2474

ものづくりグランプリが決定

「 既存の製品とは異なる」
「 優れた使用価値を
有している」
といった評価基準を満たす2つの新
製品が
「 船橋市ものづくりグランプリ」
に選ばれ
ました。これは、市内中小企業が生産する優れ
た製品の普及や販路開拓を支援するために実施
しているものです。今後、表彰を受けた製品の
カタログを作成したり、市ホームページ、各種
▲
（写真左から）
松戸徹市長、㈱
イベントで積極的にPRしていきます。
エムエスビー 松本進代表取締
■これまでの認定製品は市ホームページで見る
役、橋本拓也さん、目利き番
ことができます。
頭船えもん
認定した製品・製造事業所
製品名・事業所名

特徴

洗濯クリップハンガー、
て
高齢者や体が不自由な人でも片手で
るてるクリップハンガー
簡単に洗濯物を挟め、
取り込みも片手
橋本拓也 （屋号 洗濯ク
で引っ張るだけで可能
リップ）
☎434-8589

手術・治療用椅子
「しゃらく」
㈱エムエスビー
☎404-7187

座ると固定、
腰を上げると左右移動が
でき、
手を使わずにフットレバーで高
さ調節ができるなど、
医師からのオー
ダーに応えて生まれた医療用椅子

きに参加者の住所、氏名、電話番 時30分～3時／坪井公民館／
号を書いて船橋フェイス商店会 月会費1000円／木下☎469(〒273-0005本町1-3-1☎424- 3468
※金額のないものは無料
※市民の皆さんの依頼に基づ 7047)へ
▶英会話（初心者） 毎月3回㈬
き掲載しており、内容につい 〈講座・講演・講習会〉
正午～午後2時30分／新高根
ての責任は負いかねます
▶訪問型子育て支援「ホームス 公民館／入会金1000円／月会
タート」とは 9月13日㈮午後 費2500円／木内☎090-7845催し
1時～3時30分／中央公民館／ 1306
先着45人／事前に二宮☎080- ▶パソコン（初級） 毎月第1・3㈪
〈音楽・演奏・発表会〉
正午～午後3時※ノートパソコン
▶新舞踊華美舞の会 8月18日 6548-5656へ
を持参できる人／新高根公民館
㈰午前10時～／宮本公民館／ 〈その他〉
▶浴衣deパーティー 8月24 ／入会金1000円／月会費2000
立華☎422-4239
▶ハワイアンフラ発表会 8月 日㈯正午～／石井食品コミュ 円／松本☎090-3577-6333
25日㈰午後2時～／薬円台公民 ニティハウス(本町2)／20～35 ▶料理（男性） 原則毎月第1㈫午
歳の独身の人／男性5000円、 前9時～正午／三咲公民館／入
館／松井☎467-7337
▶音楽フェスティバル 8月31 女性3000円／事前に水野☎ 会金1000円／月会費2500円／
大和☎461-2309
日㈯午後1時～／新高根公民館 080-5064-8188へ
▶映画上映「三十九枚の年賀状」 ▶フォークダンス(初心者） 毎
／内谷☎461-1817
▶東北支援コンサート 9月1日 8月24日㈯午後1時30分～／薬 週㈫午前10時～11時30分／
㈰午後２時～／市民文化創造館 円台公民館／当日先着200人／ 宮本公民館／入会金1000円／
月会費2000円／山原☎090(きらら）／1000円※高校生以下 根本☎080-5064-8188
9683-5471
500円／小林☎449-5540
会 員 募 集
▶健康体操 毎週㈮午前10時～
▶合唱コンサート 9月7日㈯午
後2時～／宮本公民館／300人 ※施設の予約状況で、活動日 11時30分／飯山満公民館／入
時・場所を変更する場合があり 会金1000円／月会費2000円／
／築山☎467-6798
豊島☎462-5072
▶ 東 日 本 大 震 災 遺 児 チ ャ リ ます
ティーコンサート 9月8日㈰午 ▶着付け 毎月2回㈭午前9時 ▶コーラスボランティア 毎月
後2時～／勤労市民センター／ 30分～11時30分／松が丘公 1回㈪または㈫午後2時30分～3
先着400人／1000円※中学生 民館／入会金1000円／月会費 時30分／市特別養護老人ホーム
朋松苑（西船2）／年会費1000円
以下500円／事前に藤田☎461- 1500円／原田☎469-7298
▶詩吟（初心者） 毎月第1・3㈬ ／新井☎090-2477-8872
4201へ
▶みんなで歌おう 9月25日㈬ 午前9時30分～11時30分／薬円 ▶カラオケ 毎月2回㈭正午～
台公民館／月会費1500円／髙橋 午後3時／二和公民館／入会金
午後7時～／市民文化創造館(き
ふなばし市民まつり
1000円／月会費2000円／村島
らら）／260人(多数は抽選)／8 ☎465-2165
「めいど・いん・ふなばし」（市民ギャラリー）
月20日㈫(消印有効)までに、はが ▶絵手紙 毎月第1・3㈬午後0 ☎447-2764

令和元年
（2019年）
8月15日 No.
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8/19 ㈪～ 市の事業・施設の

ウェブアンケート

問 指導課☎436-2862

市立小・中・特別支援学校・高校では9月2日㈪から授業が再開されます。
学
校や友人のことで悩みがあれば、
まず学校の先生やスクールカウンセラーに
相談しましょう。
また、
その他にも相談窓口
（下記参照）
がありますので、
困っ
たことがあったら1人で悩まずに電話してください。保護者の皆さんもお子
さんの様子で心配なことがあったらご相談ください。

問 行政経営課☎436-2462
市では令和元年度・2年度の2年間
を集中取組期間として、
行革
（行財政
改革）
を行っています。
事業や施設の
管理運営の点検・評価を行い、
見直し
に関する市の考えをまとめました。
今回、
自由に意見が書ける
「パブリッ
クコメント」と見直した項目ごとに
意見を選ぶ「ウェブアンケート」
を行
い、皆さんから意見を広く募集しま
す。未来の船橋の形をつくる大切な
アンケートです。たくさんの意見を
お待ちしています。
〈期間〉8月19日㈪～9月18日㈬
〈対象〉市内在住・在勤・在学の人、
市内で事業を営むなど市に関係す
る人

について

を実施します

▶パブリックコメント
〈閲覧場所〉行政経営課、市役所11階
行政資料室、船橋駅前総合窓口セン
ター（フェイス5階）、各出張所・公民
館、市ホームページ 〈提出方法〉意
見、
住所・氏名
（団体の場合は所在地・
団 体 名 ）を 書 い て 、行 政 経 営 課
（〒273-8501※住所不要 Eメール
gyoseikeiei@city.funabashi.lg.jp
FAX 436-2156）
へ
■いただいた意見の
概要とそれに対する
市の考え方は、後日公
▲コードを読み
表します。
取ることでも
回答できます
▶ウェブアンケート
〈回答方法〉市ホームページ（8月19
日㈪～）
から回答

市民活動団体の
「公益活動」
を
問 市民協働課☎ 436-3201
支援します
相談窓口

内容

日時 ※㈷㉁休

不登校、学校生活など
教育全般、心や体につ ㈪～㈮ 9:00 ～ 17:00
いての悩み

総合教育センター
☎422-7734

青少年センター☎431-3749、 いじめ、不登校、家
Eメール soudandesu@city. 庭での教育やしつけ ㈪～㈮ 9:00 ～ 16:00
funabashi.lg.jp（24時間受付） など

教育悩み事相談室
☎495-2641

学校の教育に関する悩 ㈪～㈮10:00～12:00、
み全般
13:00 ～ 16:00

“Made in Funabashi”の新製品を発掘

問 商工振興課☎ 436-2474

ものづくりグランプリが決定

市民協働のまちづくりを推進するため、市民活動団体から提案のあった
市民活動団体の
「公益活動」
を
支援します
事業を支援する
「 市民公益活動公募型支援事業（2年度実施事業 ）
」
の募集
「 既存の製品とは異なる」
「 優れた使用価値を
有している」
といった評価基準を満たす2つの新
製品が
「 船橋市ものづくりグランプリ」
に選ばれ
ました。これは、市内中小企業が生産する優れ
た製品の普及や販路開拓を支援するために実施
しているものです。今後、表彰を受けた製品の
カタログを作成したり、市ホームページ、各種
▲
（写真左から）
松戸徹市長、㈱
イベントで積極的にPRしていきます。
エムエスビー 松本進代表取締
■これまでの認定製品は市ホームページで見る
役、橋本拓也さん、目利き番
ことができます。
頭船えもん

問 市民協働課☎ 436-3201

市民協働のまちづくりを推進するため、市民活動団体から提案のあった
事業を支援する
「 市民公益活動公募型支援事業（2年度実施事業 ）
」
の募集
を行います。皆さんの創意工夫を凝らした提案をお待ちしています。
〈 支援内容 〉

を行います。皆さんの創意工夫を凝らした提案をお待ちしています。
〈 支援内容 〉
認定した製品・製造事業所
製品名・事業所名

特徴

洗濯クリップハンガー、
て
高齢者や体が不自由な人でも片手で
るてるクリップハンガー
簡単に洗濯物を挟め、
取り込みも片手
橋本拓也 （屋号 洗濯ク
で引っ張るだけで可能
リップ）
☎434-8589

支援金の種別

費用支援率

Ⅰ型 １つの公益的なイベント等に対する支援金

80％

10 万円

Ⅱ型 一連の公益的な活動に対する支援金

50％

100 万円

限度額

※同一事業による継続は 3 回を限度。年度ごとに審査あり

支援金の種別

費用支援率

限度額

Ⅰ型 １つの公益的なイベント等に対する支援金

80％

10 万円

50％

100 万円

手術・治療用椅子
「しゃらく」
㈱エムエスビー
☎404-7187

座ると固定、
腰を上げると左右移動が
でき、
手を使わずにフットレバーで高
さ調節ができるなど、
医師からのオー
ダーに応えて生まれた医療用椅子

きに参加者の住所、氏名、電話番 時30分～3時／坪井公民館／
号を書いて船橋フェイス商店会 月会費1000円／木下☎469-

〈対象事業〉○市内で実施 ○市民に直接サービスが届く ○申請団体が主体的
に行う※その他の詳しい条件は市民協働課へ問い合わせるか、市ホームペー
ジをご覧ください 〈申込み〉9月2日㈪～10月31日㈭に申込書を同課へ持
参※申込書、募集要領は同課、市民活動サポートセンターで配布するほか、
市ホームページからも取り出せます

説明会を開催

支援内容や申込方法の
説明、申込事業の相談等
を受け付けます。
〈 日時・会場 〉右表※いず
れも当日自由参加

日時（ 9 月 ）

会場

Ⅱ型 一連の公益的な活動に対する支援金
(〒273-0005本町1-3-1☎424- 3468
※金額のないものは無料
※市民の皆さんの依頼に基づ 7047)へ
▶英会話（初心者） 毎月3回㈬
き掲載しており、内容につい 〈講座・講演・講習会〉
正午～午後2時30分／新高根
ての責任は負いかねます

▶訪問型子育て支援「ホームス 公民館／入会金1000円／月会
タート」とは 9月13日㈮午後 費2500円／木内☎090-7845催 し
1時～3時30分／中央公民館／ 1306
先着45人／事前に二宮☎080- ▶パソコン（初級） 毎月第1・3㈪
〈音楽・演奏・発表会〉
正午～午後3時※ノートパソコン
▶新舞踊華美舞の会 8月18日 6548-5656へ
を持参できる人／新高根公民館
㈰午前10時～／宮本公民館／ 〈その他〉
▶浴衣deパーティー 8月24 ／入会金1000円／月会費2000
立華☎422-4239
▶ハワイアンフラ発表会 8月 日㈯正午～／石井食品コミュ 円／松本☎090-3577-6333
25日㈰午後2時～／薬円台公民 ニティハウス(本町2)／20～35 ▶料理（男性） 原則毎月第1㈫午
歳の独身の人／男性5000円、 前9時～正午／三咲公民館／入
館／松井☎467-7337
▶音楽フェスティバル 8月31 女性3000円／事前に水野☎ 会金1000円／月会費2500円／
大和☎461-2309
日㈯午後1時～／新高根公民館 080-5064-8188へ
▶映画上映「三十九枚の年賀状」 ▶フォークダンス(初心者） 毎
／内谷☎461-1817
▶東北支援コンサート 9月1日 8月24日㈯午後1時30分～／薬 週㈫午前10時～11時30分／
㈰午後２時～／市民文化創造館 円台公民館／当日先着200人／ 宮本公民館／入会金1000円／
月会費2000円／山原☎090(きらら）／1000円※高校生以下 根本☎080-5064-8188
9683-5471
500円／小林☎449-5540
会 員 募 集
▶健康体操 毎週㈮午前10時～
▶合唱コンサート 9月7日㈯午
後2時～／宮本公民館／300人 ※施設の予約状況で、活動日 11時30分／飯山満公民館／入
時・場所を変更する場合があり 会金1000円／月会費2000円／
／築山☎467-6798
豊島☎462-5072
▶ 東 日 本 大 震 災 遺 児 チ ャ リ ます
ティーコンサート 9月8日㈰午 ▶着付け 毎月2回㈭午前9時 ▶コーラスボランティア 毎月
後2時～／勤労市民センター／ 30分～11時30分／松が丘公 1回㈪または㈫午後2時30分～3
先着400人／1000円※中学生 民館／入会金1000円／月会費 時30分／市特別養護老人ホーム
朋松苑（西船2）／年会費1000円
以下500円／事前に藤田☎461- 1500円／原田☎469-7298
▶詩吟（初心者） 毎月第1・3㈬ ／新井☎090-2477-8872
4201へ
▶みんなで歌おう 9月25日㈬ 午前9時30分～11時30分／薬円 ▶カラオケ 毎月2回㈭正午～
午後7時～／市民文化創造館(き 台公民館／月会費1500円／髙橋 午後3時／二和公民館／入会金
1000円／月会費2000円／村島
らら）／260人(多数は抽選)／8 ☎465-2165
月20日㈫(消印有効)までに、はが ▶絵手紙 毎月第1・3㈬午後0 ☎447-2764

7 ㈯ 15:30 ～

18 ㈬ 19:00 ～

市民活動サポート
センター

24 ㈫ 14:00 ～

市役所 6 階 602 会議室

公開報告会を開催
※同一事業による継続は 3 回を限度。年度ごとに審査あり

9 月 7 日㈯午後 1 時 30 分から、説明会の前に平成 30 年度に支援を受け
て事業を実施した団体による報告会を行います。※当日自由参加

〈対象事業〉○市内で実施 ○市民に直接サービスが届く ○申請団体が主体的
「訪問看護」研修で仕事のやりがいを学ぼう
に行う※その他の詳しい条件は市民協働課へ問い合わせるか、市ホームペー
ジをご覧ください 〈申込み〉9月2日㈪～10月31日㈭に申込書を同課へ持
参※申込書、募集要領は同課、市民活動サポートセンターで配布するほか、
市ホームページからも取り出せます

説明会を開催

い

病院などでの看護経験が活かせます
活

問 〇訪問看護推進事業⇨地域包括ケア推進課☎436-2354

〇研修内容⇨市訪問看護連絡協議会☎403-3113

誰もが住み慣れた地域で安心
して暮らし続けられるまちをつ
くる
「 地域包括ケアシステム」
の
構築には、在宅療養する高齢者
等への
「 訪問看護 」が不可欠で
す。市では、訪問看護サービス
をより普及させていくため、看
護職の資格を持つ人に訪問看護
のやりがいや現場の様子を伝え
る研修会を行います。

訪問看護普及・啓発研修
〈日時〉
9月21日㈯午後2時～4時 〈会場〉
保健福祉センター 〈 内容 〉訪問看護師に
よる業務内容の紹介、懇談会 〈 定員 〉先
着 50 人
訪問看護同行研修
〈日時 〉9月～12月の平日のうち、希望の
1日 〈 会場 〉市内の訪問看護ステーショ
ン 〈 内容 〉訪問看護師の業務に同行し、
実際の業務を体験 〈 定員 〉先着20人

〈 対象 〉看護職（ 保健師・助産師・看護師・准看護師 ）
の資格を有する人 〈 費
用 〉無料 〈 申込み〉9 月13日㈮までに、市訪問看護連絡協議会（ 前原ハート
訪問看護ステーション内 ）☎ 403-3113へ

①国民健康保険料（第3期）②後期高齢者医療保険料（第2期）③介護保険料（第3期）の納期限は9月2日㈪です

支援内容や申込方法の
説明、申込事業の相談等
を受け付けます。
〈 日時・会場 〉右表※いず
れも当日自由参加

問

①②国保年金課☎436-2395
③介護保険課☎436-2303

日時（ 9 月 ）

7 ㈯ 15:30 ～

会場

18 ㈬ 19:00 ～

市民活動サポート
センター

24 ㈫ 14:00 ～

市役所 6 階 602 会議室

公開報告会を開催

船橋市ものづくりグランプリ製品の PR9 月を行いました！
7 日㈯午後 1 時 30 分から、説明会の前に平成 30 年度に支援を受け

令和元年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業
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て事業を実施した団体による報告会を行います。※当日自由参加

い

病院などでの看護経験が活かせます
活

「訪問看護」研修で仕事のやりがいを学ぼう

問 〇訪問看護推進事業⇨地域包括ケア推進課☎436-2354

〇研修内容⇨市訪問看護連絡協議会☎403-3113

誰もが住み慣れた地域で安心
して暮らし続けられるまちをつ
くる
「 地域包括ケアシステム」
の
構築には、在宅療養する高齢者
等への
「 訪問看護 」が不可欠で
す。市では、訪問看護サービス
をより普及させていくため、看
護職の資格を持つ人に訪問看護
のやりがいや現場の様子を伝え
る研修会を行います。

訪問看護普及・啓発研修
〈日時〉
9月21日㈯午後2時～4時 〈会場〉
保健福祉センター 〈 内容 〉訪問看護師に
よる業務内容の紹介、懇談会 〈 定員 〉先
着 50 人
訪問看護同行研修
〈日時 〉9月～12月の平日のうち、希望の
1日 〈 会場 〉市内の訪問看護ステーショ
ン 〈 内容 〉訪問看護師の業務に同行し、
実際の業務を体験 〈 定員 〉先着20人

〈 対象 〉看護職（ 保健師・助産師・看護師・准看護師 ）
の資格を有する人 〈 費
用 〉無料 〈産業交流展
申込み〉9 月13日㈮までに、市訪問看護連絡協議会（ 前原ハート
（東京ビッグサイト）
訪問看護ステーション内
）☎ 403-3113へ

①国民健康保険料（第3期）②後期高齢者医療保険料（第2期）③介護保険料（第3期）の納期限は9月2日㈪です

問

①②国保年金課☎436-2395
③介護保険課☎436-2303

認定製品を市がトライアルします！
船橋市が認定製品を購入し、市内公共施設等で使用しています！

〈船橋市役所 職員課保健室〉
平成 30 年度認定製品
bclas 次亜塩素酸系 空間洗浄シリーズ

当施設では、令和元年8月より
Helppadを導入しています。
Helppadを使用して、排泄リズ
ムがグラフとして目に見えるかたち
になり、ご利用者様の失禁による不
快感の軽減につながっており、皮膚
トラブルの改善、尿とりパットのサ
イズを見直す機会にもつながってい
ます。また、職員の排泄ケアの負担
軽減になり、更にHelppadで得ら
れたデータの活用など課題も見えて
きたので、これからも株式会社aba
様とともにご本人らしい排泄ケアを
目指していきたいと思います。

令和元年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業

〈社会福祉法人八千代美香会
船橋市特別養護老人ホーム朋松苑〉
平成 30 年度認定製品
排泄センサー Helppad

保健室では、予防的にマスクを着
用したり、うがい・手洗いを励行す
ることで、感染を広げないよう気を
つけているところではありますが、
風邪などの感染症にかかった人が多
く来室するため、窓口対応する職員
が感染してしまうことがありまし
た。
bclasを導入した今年は、風邪を
ひいた職員はおりましたが、窓口業
務とは関係なく、また、そこから他
の職員に感染が広がることはありま
せんでした。bclasを使用したこと
による効果が出ていると感じられま
す。

14

お問い合わせ先

船橋市 経済部 商工振興課
〒 273－8501 船橋市湊町２丁目10番25号
電 話：047－436－2474
ＦＡＸ：047－436－2466
E-Mail:shokoshinko@city.funabashi.lg.jp
発行 / 令和 2 年 1 月 印刷 / 株式会社総合印刷新報社

