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中村芳中
『光琳画譜』
より
享和２年
（１８０２）
刊
千葉市美術館（ラヴィッツ・コレクション）

前川千帆（1888-1960）は、日本近代の創作版画において、恩地孝四郎・
平塚運一とともに「御三家」と称された作家です。 漫画家として名を成すかたわら
木版画を手がけ、清澄な彫摺とユーモラスな造形により独自の創作版画を拓いた
前川千帆の作品世界は、今なお色褪せない魅力を放ちます。 本展は、浮世絵の
大コレクションで知られる公益財団法人平木浮世絵財団の所蔵品を中心に、約350
点から前川千帆の画業を総覧する、44年ぶりの大回顧展です。
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千 葉 市 美 術 館のコレクションから
「笑い」をキーワードに戯画や禅画を
中心にご紹介します。
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新入会員のご紹介

※入場受付は閉館の30分前まで

サーフィン

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

千葉東税務署からのお知らせ
令和３年１０月１日から 「適格請求
書等保存方式（インボイス制度）」の

商工会議所の動き ５月の動き
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渋沢栄一とその思想に学ぶ⑫
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なのはなひろば 千葉商工会議所 女性会の活動
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不撓不屈

詳しくはこちら↓

登録事業者の登録申請書の受付が
開始されます！

渋沢栄一の人を見抜く力

お早めにご準備ください！

青年部通信

適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されると……

今月の表紙

編集者のひと言

今月号の表紙は、東京2020大会のサーフィン代表に内定した大原洋人選手の
ライディングシーンです。
東京2020大会でサーフィン会場となる一宮町は、大原選手の地元で、地元出身
選手の代表内定に地域の期待も高まっています。
大原選手は、2015年に18歳で、米国カリフォルニア州ハンティントンビーチ
で９日間にわたって繰り広げられる世界最大のサーフィンイベント「Vans US
Open Of Surfing」
に、18歳にして日本人初の優勝という快挙を成し遂げるなど、
海外でも注目されている選手です。
今月号の特集では、サーフィン競技のルールや見どころを紹介していますので、
是非ご覧ください。

青空が眩しい季節となってきました。夏に向かい日差しがますます強くなり、
暑さ、湿気、日焼け、虫など様々な対策をする必要が増えてきます。この時期、
私の一番の天敵は
「蚊」
です。毎年
「蚊」
と戦い続け、どうにか刺されないように頑
張っていますが、結局は負けてしまい痒みに耐えています。最近テレビで知りま
したが、気温が上昇するこの時期は蚊の活動が一番活発になり、その後猛暑にな
ると人間と同じように夏バテをおこし活動が鈍るのです。
まだマスクもつけ、息苦しい季節が続きますが、こんな時こそバランスよく食
べ、よく寝て、よく笑い、免疫力をアップさせて暑い季節を乗り切りましょう。

（企画広報課 M.T.）

2021年₇月号

小・中学生、高校生無料

※「前川千帆展」と「江戸絵画と笑おう」の共通チケット
※ (  )内は前売、千葉市在住65歳以上の方の料金
※障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料
☆リピーター割引…共通チケット
（有料）のご提示で、2回目以降の観覧料半額
☆ナイトミュージアム割引…金・土曜日の18時以降は共通チケットが半額になります

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

市制100年を振り返る 〜経済の視点から〜 ③

千葉商工会議所

観 覧 料： 一般1,200円（960円）、大学生700円（560円）

【同時開催】 5階常設展示室 「千葉市美術館コレクション選」
4階子どもアトリエ 「つくりかけラボ04 飯川雄大｜デコレータークラブ−0人もしくは1人以上の観客に向けて」

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
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前期：7月13日（火）〜8月15日（日） 後期：8月17（火）〜9月20日（月・祝）

開館時間： 10:00～18:00（金・土曜日は20:00まで）

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
特集①

期： 7月13日（火）〜9月20日（月・祝）

休 館 日： 8月2日（月）、9月6日（月） 休室日：8月16日（月）

千葉商工会議所景気動向調査

千葉県開催競技の魅力や見どころを紹介 ⑥
26

会

前川千帆《少女》1927年頃 公益財団法人平木浮世絵財団蔵

※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

○
○
○
○
○
○

請求書に記載すべき事項が変わります
適格請求書は、登録を受けた事業者のみが交付できます
登録を受けた事業者には、適格請求書を交付する義務が生じます
仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書等の保存が必要となります。
税額計算の方法が変わります
登録には、申請が必要です

有限会社綜合電設

代表取締役
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宮下 賢一
氏

機械警備システムの設置で堅実経営
ベンチャー企業を経て家業を事業承継し、新たなジャンル開拓を目指す
～やりたい仕事、やりやすい仕組みを整えたい～

みやした・けんいち／1971（昭和46）年7月20日、千葉市若葉区
出身。東京工業大学卒業後、東京急行電鉄株式会社で商業施設の
運営などを担当し、アウトレットモールなどを手がける。その後、
株式会社クリードで商業施設ファンドを運用したのち、プロパティ
データバンク株式会社で不動産運用管理のシステムコンサルティン
グなどを担う。2012年、有限会社綜合電設の先代社長である父が
病に倒れ、完全事業承継を敢行。2014年、代表取締役に就任。

備会社の装置です。これまでに公共施

ドマンに通報し現地に急行させる、警

建物への侵入を検知して自動的にガー

機械警備システムは、不審者などの

し、１９７８年に法人化しました。

テムを設置する電気通信工事業を創業

せ、１９７３年に同社の機械警備シス

（ＡＬＳＯＫ）
」の県内拠点整備に合わ

た。 そ し て「 綜 合 警 備 保 障 株 式 会 社

学夜間部の電気工学科に進学しまし

ら上京して自衛隊に入隊し、その後大

先代社長の父は、 歳で鹿児島県か

ＡＬＳＯＫの
工事受託会社として創業

増えていますので、社員も新たな資格

て込んでいます。従来とは違う仕事が

きました。また、物流倉庫の工事も立

施工することで効率化を図ることがで

異なる会社から個別に受注し、同時に

Ｆドーム」では電気工事、防犯工事を

ルした屋内競技場の新施設「千葉ＪＰ

ます。また、千葉競輪場をリニューア

カメラを工事とセットでリースしてい

テーションを対象とした不法投棄監視

ま す。千 葉 市 役 所 に は 山 林 や ご み ス

に役立つ防犯カメラの設置が増えてい

現在、当社では特に事件や事故の時

カメラなどの防犯工事と
電気工事を一体施工

ンショックを機に自分が導入したシス

め全国を回りました。その後、リーマ

カ所以上とのデータ連動を実現するた

運用管理やシステム導入も担当し、

を得ることができました。投資物件の

が利くということで、管理会社の信頼

「実家が電気工事屋」
で工事周りにも目

た。投資物件の運用管理が仕事ですが、

不動産投資ファンドに再就職しまし

者コースを受講しました。

将来を考え中小企業大学校の経営後継

のときは家業は継がなかったのですが、

るときに、父から当社に誘われて、そ

２０１２年、父が体調を崩したのを

テムの提供会社に転職しました。

そ の 後 は、 上 場 直 後 で 急 成 長 中 の

丁度、中小企業診断士の勉強をしてい

営や開発、証券化などを担当しました。

設や学校、店舗、工場、住宅などさま

を取得するなど勉強を続けています。
を行ってきました。
創業してから 年近く経ちますが、

一通り果たせたのかなと感じています。 バイトとして父に連れられ現場の施工

が行き渡り、創業以来の当社の役目は、 を遊び感覚で手伝い、学生時代はアル

た。現在では、ほとんどの建物に設置

で汗を流すなど、当社の仕事を身近に

小企業診断士として事業承継には最後

た社員もまだ複数在籍している中、中

たが、アルバイト時代にお世話になっ

務経験を活かせる天職と感じていまし

なりました。転職後の仕事は自分の業

機に、母の頼みで経営を手伝うように

近年はこの仕組みを活用し、高齢者の

感じながら、
いわゆる「下請けの悲哀」

私は幼い頃から自宅で母の事務作業

見守りサービスを行っています。

こととしました。

は思い切りも大事と、家業に飛びこむ
大学では都市計画を専攻し、卒業後

も目の当たりにしてきました。

下請けの悲哀目の当たり
家業継がず鉄道会社へ

ざまな場所に普及し、当社も設置工事

は鉄道会社に入社して、商業施設の運

機械警備システムの普及とともに刻んだ社史

Profile
宮下 賢一 氏

大手警備会社「綜合警備保障」の機械警備システム設置を長年に
わたって請け負ってきた有限会社綜合電設。近年は施工する社員が
営業も兼ねて顧客獲得に励んでいる。ベンチャー企業を経て家業を
事業承継し、変転する時代を読みながら、新たなジャンルを開拓する
宮下賢一代表取締役にお話を伺いました。
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創業時からこの工事に注力してきまし
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宮下 賢一

▲千葉JPFドームでは屋外照明工事などを担当
千葉市若葉区大宮台4-7-3 ☎043-291-2242
千葉市緑区平山町1004-10
本
社
資材倉庫
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ワンランク上のサービスを目指すエステサロン経営者の方に
日本初！４段階に稼働する“進化系”
よもぎ蒸しベッド

不動

よもぎ蒸しリラックスベッド

産 の総合

調 査研究に携わっ て6

0年

特許出願番号2019-148284

経営リスク回避へ、事業拡大と意識改革

事を自分で見つけよう」と意識改革を

進めました。各自が顧客を２社以上担

当してもらい、これを比較することで、

外回りで知見広め
新鮮な発想求める

現在の社員数は 人。この規模は父

14

▲製造元は中小企業診断士としての
支援先

頼れる先の複線化に奮闘
全員が複数顧客を担当

それぞれの特徴や自分自身の志向性が

30

経営上、一社下請はやはり最大のリ

の代から 年変わりません。現在は工

事依頼も多く、昨年から新卒採用を開

見えてきます。その上で、資格手当の

充実や取得支援など新たな仕事に取り

始し今後も増員を検討していますが、

スクです。事業の複線化へ、まずは前

職や学生時代の仲間、中小企業診断士

組むための支援を行い、職人としての

大手私鉄を辞めるときに世界一周しま
した。２度目の転職時には米・ラスベ
ガスと、節目ごとに見聞を広めていま
す。 当社入社前はサイドカーで四国
八十八箇所を巡礼しました。

としての支援先を回りました。防犯工

Ｑ やる気の源は？
Ａ 旅行ですね。大学卒業でヨーロッパ、

現場仕事をこのまま増やすのが正しい

事が一番稼げます。無駄な知識だった
としても後できっと役立ちます。

事に限らず電気工事を幅広く引き受け、 プライドを尊重しつつ、働き方改革な

FAX 043-225-6518

https://www.chiba-so.com/

ど環境整備に注力してきました。また、 のか、父の課題を引き継いだ思いです。

URL

また、当社は一般向けの営業経験がな

2021年₇月号

TEL 043-224-4610

先日、中小企業庁の事業再構築補助

夢シティちば

小冊子

意欲ある社員には工事以外の管理的な

5

テガミコ

受 付 時 間：平日10時から16時30分（当面の間）
所属弁護士：大塚喜一，吉村類，吉田大気

かったため千葉商工会議所に相談して

https://tegami.co.jp/

千葉市中央区中央３－11－11 ニュー豊田ビル２階

金の申請を検討しましたが、良いアイ

株式会社

TEL 043-306-2303

千葉綜合法律事務所

〒260-0013

仕事を任せ、さらに取締役に抜擢して

Words and Hearts

「小規模事業者持続化補助金」を活用

ご請求はこちらから⇒

青木多香子

デアが出ませんでした。やはり社長の

代表

実務を任せるなどの組織改編につなが

小冊子

「新規顧客の心をつかむ
新・手紙術」

し、ホームページや区役所封筒など一

◆関東経済産業局
「広域連携アクセラレーター 2019」
採択事業
◆実務経験豊富なプロが所属

Ｑ 座右の銘、好きな言葉は？
Ａ「やりたいことをみつけよう」。楽しい仕

いすに座っているだけでは駄目。外に

非対面の時代に提案する、
古くて新しい最強コミュニケーションツール 「手紙」。
「会えない」、
「責任者に電話が繋がらない」 悩みを解消し、
顧客とつながり離さない顧客リレーションシップ強化の為の
小冊子をお受け取りいただけないでしょうか？

昭和42年に千葉市内に前身の事務所を開設して以来、地域の個人、
法人の皆様から多様なご依頼を受けて活動してきました。
個人や法人が抱えるあらゆる問題について、民事・刑事・家事等の
分野を問わず、幅広く対応しております。
個々の問題についてご相談をお受けし解決を目指すことも可能です
し、顧問契約をご締結頂き継続して日常的な企業法務に対応すること
も可能です。
どうぞお気軽にご相談ください

メの主題歌をよく吹いています。同窓会
で再会した小学生時代の先生に録音
データを送ったら喜んでくれました。

りました。私自身、電気工事業は門外

新規顧客獲得に
お悩みの経営者様へ
今すぐできる新戦略

地域のあらゆる立場の
みなさまと共に

Ｑ 好きな音楽は？
Ａ 子どもを見てリコーダーを思い出し、アニ

般向け広告も開始。やがてメーカーや

☎043-302-1081

〒260-0013 千葉市中央区中央2-9-4 千葉中央2丁目ビル901
TEL 080-5512-1866 URL https://secondbeauti.com/

1業種1社限定 で 無料進呈中！

千葉市中央区新田町1番1号

出て、知見を広めて新鮮な発想を仕入

Second beauti

〒260-0027

す。ビジネス書でいうとデービッド・アト
キンソンさんの著書。彼の「日本は生
産性の低い中小企業が多いために衰
退している」とする主張のど真ん中に
私がいます。

漢ですが、この仕事が好きな社員が現

セカンドビューティ

Ｑ 愛読書は？
Ａ 書店で気になった本を手に取っていま

設備会社から協業の依頼が来るように

よもぎ蒸し ＆ エステ よもぎ蒸しベッド販売店

一般財団法人 日本不動産研究所千葉支所

に入部していた水球の大会審判。最近
は従業員と共に建設業の資格試験に
向けて勉強しています。

れることが必要です。時代の流れを探

冨永麻記子

これまでの「よもぎ蒸し」は座るタイプしかなかっ
たので、あったらいいなをカタチにしました。
還暦を迎えた私がマイナス10歳を実現した
ノウハウをお伝えしたい！ と考えています。

全国の支社・支所ネットワークを駆使し、
公平・中立な立場から各分野の専門知識を
有するスタッフが最適なサービスを提供します。
ご相談は無料です。

場を切り盛りし、やりたい仕事ができ

セカンドビューティ代表

湿気に強く香りのよい
青森ヒバを
ベッドに使用

なりました。父が長年、堅実な経営を

ベッドの下で
よもぎ蒸しコンロを
動かせるので
温度調整しやすい

り、別のジャンルから新たな仕事を開

フェイシャルや
リフレクソロジーなどの
サービスと組み合わせ
ることができる

るような仕組みづくりを進めていきた

一度に全身でよもぎの
蒸気を浴びることが
できる

Ｑ 休日はどのように過ごしますか？
Ａ 子どもが生まれるまでは高校大学時代

続けた功績も大きかったと思います。

販売価格：198万円（税込）

よもぎ蒸しベッドをお勧めする理由

拓していきたいと考えています。

サイズ：180㎝×70㎝×64㎝

Q &A

いと思います。

商品スペック

宮下社長

社員には、
「 自分にとって面白い仕

よもぎ蒸しリラックスベッド

不動産鑑定評価・コンサルティング
再開発・共同ビル事業支援
時価会計支援

▲PDCE
（落雷抑制型避雷針）
の取扱開始に合わせ、
避雷設備工事にも進出

▲社内研修の様子。今年はマネジメントゲームを実施

夢シティちば

2021年₇月号

4

賜っておりますこと、誠にありがたく厚く

各般にわたり多大なるご支援とご協力を
組みながら、中長期的には、
「雇用があり、

策、危機管理防災体制の強化に早急に取り

１つ目は、新型コロナウイルス感染症対

ブームによる出生者の増加により大きく

の入居が始まったことや、第２次ベビー

した。高度経済成長期には、大規模な団地

入し、市域を拡大しながら人口が増加しま

８８７人でした。その後、近隣の町村を編

市 制 施 行 時、 千 葉 市 の 人 口 は ３ ３，

えで、千葉市ならではの子育て、教育、高

指し、雇用創出と税収・財源を確保したう

用を生み出す自立した経済圏の確立を目

都市としての役割を果たしていくため、雇

点都市です。今後も圏域をリードする拠点

市町村の雇用を支える、いわゆる圏域の拠

雇用の場が、千葉市民のみならず、周辺の

現したものです。国のルールの範囲内だけ

進めるにあたって、国に規制緩和を求め実

の実施はいずれも千葉市が地域活性化を

ており、厚生労働省の集計では、コロナの

により、日本経済は大きなダメージを受け

新型コロナウイルス感染症の感染拡大

ざします。
」
の２点についてご説明します。

と先端技術を活かした未来都市の実現をめ

ためにも、ミッシングリンクを解消し、市

圏域をリードする役割を果たしていく

や魅力ある都市基盤を構築していきます。

を進め、雇用の創出を通じた経済圏の強化

域の拠点都市」として、市内への企業立地

また、市長のトップセールスのもと、
「圏

力で取り組んでまいります。

としてさらに発展するよう、市政運営に全

持ち、千葉市が魅力と活力にあふれるまち

引き続き、市民の皆さまが将来に希望を

は１，０００件を超えるとされています。

の整備」と、ボトルネック交差点を解消す

りますが、喫緊の課題は、新型コロナウイ

長選挙に際して掲げた政策を進めてまい

これら３つの将来像の実現に向けて、市

金」や国の「一時支援金」
、
「月次支援金」が

支援として県の「営業時間短縮に伴う協力

まん延防止等重点措置に伴う事業者向け

月の緊急事態宣言の再発令、４月からの

進していきます。特に令和３年１月から３

の計画具体化に、沿線自治体として役割を

の抜本的な対策となる「新たな湾岸道路」

における広域的な渋滞を解消させるため

ターチェンジ」の早期事業化や、湾岸地域

化する「
（仮称）検見川・真砂スマートイン

おり、駅周辺の魅力を高める都市機能の整

6
2021年₇月号
夢シティちば

神谷俊一千葉市長特別インタビュー
千葉市は１９２１年１月１日に市制を施行し、今年２０２１年１月に
１００周年を迎えました。節目となる今年３月に第 代千葉市長に就任され

千葉市の３つの将来像
このような中で、私が目指す千葉市の将

お礼申し上げます。本日は、これからの千
市ならではの福祉が充実して、長く暮ら

来像は大きく３つあります。

葉市のまちづくりについてご説明をさせ
し続けられる千葉市」の実現です。千葉市
は、横浜市や川崎市とはまちの構造が異な

増加し、近年においてもマンションや大規

齢者・障害者福祉事業を実施し、生活環境

り、東京のベッドタウンではなく、市内の

模宅地の分譲の影響もあって人口増加が

２つ目は、
「千葉市からのチャレンジで

の向上を目指します。

倍の 万人が居住する都市となりまし

で仕事をするのではなく、次の時代に必要
影響で解雇・雇い止めされた方が全国で

国を変える」です。国家戦略特区の取組み、

なトレンド創りに千葉市が積極的にチャ

たが、こちらをピークに減少することが見

レンジしていきます。

内外の連携強化を図る「道路ネットワーク

での改革を継承し、県と市の関係の再構築

るなど、既存道路の質を向上させる「道路
市内渋滞の緩和や物流の高度化などに資

施設のリノベーション」を２つの柱として、

ルとオンラインによる「市長と語ろう会」
く、地域経済の早期の回復が必要となって

する道路整備を積極的に推進していきた

千葉市においても、景気の見通しは後退

を市内全域で開催し、市民の方々が向き
いることから、事業継続を支援しつつ、ポ

いと考えています。

局面にあると判断している市内企業が多

合っている地域課題を直接うかがい、ス

ストコロナを見据え、デジタルトランス

で新たな創造を目指します。例えば、リア

ピード感を持って解決していくことで、生

フォーメーションや企業の業態転換を促

ルス感染症対策です。感染防止に大きな効

果たしていくことなどがあげられます。

具体的には、東京方面とのアクセスを強

活環境の改善を図ります。

果が期待されるワクチン接種を、迅速かつ

ありますが、対象外となる事業者も多数存

千葉都心においては、
「千葉駅周辺の活

安心して受けられる環境づくりについて

は、お住まいのお近くで接種できるよう、 在します。そこで千葉市では、独自の支援

性化グランドデザイン」に沿って、千葉駅

を「人が集まり まちを育てる 都心のオ

金として「千葉市中小企業者向け支援金」

アシス」とし、芝生広場や体育館等の整備

かかりつけ医など身近な医療機関や入所

このほか、市内の中小企業等が提供する

を行うほか、民間の資金やノウハウを活用

東口の再開発事業や中央公園・通町公園連

優れた新商品等を認定し、積極的にＰＲを

した「憩い」や「賑わい」の拠点となる施設

結強化に加え、千葉公園では、あるべき姿

行うとともに、その一部を市が試験導入す

等を導入します。さらに、国際規格の自転

制度を創設し、市内中小企業者の事業継続

ることで、企業及び新商品等の販路拡大を

を後押しします。

支援する千葉市トライアル発注認定事業

車競技の走路を有する多目的スポーツ施

されている施設などにおいて、市医師会な

につきましても、拡充を図ることで、市内

設である千葉ＪＰＦドームが完成し、 月

どのご協力をいただきながら個別接種を

企業の成長につなげていきます。
さらなる支援が必要な事業者に対する対

備を進めてまいります。

今後も、国や県の動向を注視しながら、 から（仮称）２５０競輪の開催を予定して

環を創り出し、市内企業の成長と安定的な

策を効果的に行っていきます。

［趣味］ 料理・卓球・山歩き

10

雇用を生み出します。
」と「都市の基盤整備

神谷俊一（かみや・しゅんいち）

2020年
（令和₂年）
11月
2021年
（令和₃年）
₃月

３つ目は
「対話と現場主義」
です。これま

万人を超え、また、コロナ関連での倒産

レッドブルエアレースの開催、２５０競輪

98

込まれています。

30

続き、２０２０年には、市制施行当時の約

周年を迎えました。

２０２１年１月１日に、千葉市は１００

ていただきます。

千葉市経済の振興・発展はもとより、市政

千葉商工会議所の皆様には、日頃より

１００周年を迎えた千葉市

た神谷俊一氏に、今後の経済政策についてお話を伺いました。

29

2001年
（平成13年）
₃月
2004年
（平成16年）
₄月
2010年
（平成22年）
₄月
2012年
（平成24年）
₇月
2013年
（平成25年）
₈月
2014年
（平成26年）
₄月
2015年
（平成27年）
₄月
2018年
（平成30年）
₆月
2018年
（平成30年）
₇月
2019年
（令和元年）
₇月

東京大学経済学部卒業

［学歴］ 1996年（平成₈年）₃月
［略歴］ 1996年（平成₈年）₄月

旧自治省採用
在ヨルダン日本国大使館
佐賀県農林水産商工本部新産業課長
佐賀市副市長
総務省自治行政局地域政策課理事官
千葉市経済農政局経済部長
千葉市経済農政局長
千葉市副市長
千葉市副市長退任
総務省消防庁国民保護・防災部広域応援室長
総務省自治行政局住民制度課個人番号カード企画官
兼外国人住民基本台帳室長
総務省退官
千葉市長就任
（任期：2021年
（令和３年）
３月21日～

2025年
（令和₇年）
₃月20日）
生年月日 1973年
（昭和48年）
８月31日
出 身 地 愛知県知多郡武豊町

行い、補完する形で、市の公共施設等での
集団接種を実施してまいります。

５つのビジョンと の約束

る５つのビジョンと の約束のうち、
商工会

次に、マニフェストとしてお示ししてい

１１

議所の皆様に特にお伝えしたい
「経済の好循

10

2021年₇月号
夢シティちば

7

11

ご入会いただき
ありがとう
ございました

新入会員 のご紹介

中心市街地NEWS

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

（順不同・敬称略）

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

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

14

23

ント
「千葉まちゼミ」「ちーバル」
な

府９００年」
を迎えることから、
千

令和８（２０２６）年に「千葉開

町公園
（中央区中央１丁目４）
など、

鼻公園
（中央区亥鼻１丁目６）
や通

第一弾として、今年３月に、亥

中心市街地に「千葉氏ゆかりの地」案内看板が
設置されました。

どの開催を見送ったものの、当協

葉の発展の礎を築いた千葉常胤

夢シティちば

第 回定時総会への提出議案について
協議しました

3

5

月 日㈮、千葉市中心市街地

1

まちづくり協議会は、令和 年度

第 回総務会を開催いたしました。 議会運営のホームページ「 ＣＨＩ

23

中央区内の５か所にお目見えしま

献した武将）及びその一族とゆか

3

ＢＡ ＣＩＴＹ ＧＵＩＤＥＭＡＰ」 （源頼朝による鎌倉幕府創設に貢

を通じた、新型コロナウイルス関

りのあるスポットをＰＲするため、 と
「猪鼻城跡」
、
通町公園では
「大日

寺跡」
が紹介されています。

2021年₇月号

千葉市立郷土博物館の調査・研

夢シティちば

3

究に基づく説明文に加えて、写真

9

か国語による解説文の翻訳を見る

相続税対策スタッフ

とです。

ご予約はこちら：043-306-7319

ご興味を持たれましたら、ぜひ、

1 1 階へお気軽にお立ち寄りください。

現地へ足をお運びいただき、千葉

便利の良い千葉駅西口に直結する ｢ウェストリオ２」

市の歴史や千葉氏の歩みへの関心

ご相談に応じます。

や親しみを深めていただければと

公認会計士・税理士・国税庁ＯＢのベテランが

思います。

【初回無料相談 受付けています！ 】

本会議は、令和 年度第 回定

時総会への提出議案について協議

連施策の情報提供をはじめ、中心

▲「大日寺跡」の看板（通町公園）

した。亥鼻公園内では
「お茶の水」

するため開催したもので、望月会

千葉市教育委員会では、「千葉氏ゆ

お問合せ／お申込みは、千葉商工会議所総務部総務課までお待ちしております。
Tel.043－227－4101 Fax. 043－227－4107

市街地におけるイベントの開催支

技術と経験豊富で美容に精通したセラピストが自分史上最
高のお手伝いをします。

新入会員を募集しております。
みなさまのお知り合いをぜひご紹介ください。

長をはじめ、両副会長、各部会長

小顔のエステサロンとスクールを運営しています。

かりの地」の案内看板を設置して

【代 表】 芝﨑 陽子 ☎090-9350-4005
【所在地】 稲毛区稲毛東

援や、千葉氏の家紋などを図柄に

Prima decollte

の皆様がご出席されました。

退屈な業務を自動化して仕事を楽しく！あなたのアイデア
をクラウドでかたちにします。

います。

検定試験運営、
出版物の制作発行、
企画デザイン、
ウェブ制
作、
イベントプロモーション

したエコバッグの配布による歴

や地図、昔の絵画なども掲載され

住宅・家具リペア、
トータルリペアみやけにお任せください。

当協議会では、イベントなどの

千葉市の「千葉開府９００年に

ており、とても分かりやすく参考

ことができ、インバウンドにも対

Ｍ３６５やＲＰＡの導入支援、業務の自動化ツー
ル作成、及びクラウドサービスの開発

史・文化のＰＲ、日本たばこ産業

向けたロードマップ～
『千葉氏』
Ｐ

動する各団体や関係機関が連携・

応しています。また、千葉氏に関

検定試験運営、出版物の企画・編集・制作・発行、
イベントプランニング及び開催

ソフト事業を中心に中心市街地の

魅力づくりや来街機会の創出など、 ㈱主催の清掃活動「ひろえば街が

になります。看板に掲示された二

相互協力を図ることを第一に、個

する情報満載の「千葉氏ポータル

令和 年度は、中心市街地で活

店の魅力発信、
交流人口の拡大、
歴

3

【代 表】 齊藤 孝史 ☎050-3635-5424
【所在地】 佐倉市ユーカリが丘

住宅・家具リペア、フローリング、アルミサッシ、
木部、硬質レザー、キズ・シミ修理

稲毛区

サイト」
へもアクセスできます。

佐倉クラウドアプリケーションズ㈱

史・文化資源等の活用、居住空間

☎070-8303-8341 【代 表】 森田 博隆 ☎0466-53-7484
【所在地】 神奈川県藤沢市藤沢

市外

今後、設置場所は中央区以外の

㈱湘南アクアタイムズ

の向上などの諸事業を、新型コロ

市外

「エスユーピー」で検索して下さい。

区にも拡大され、千葉開府９００

トータルリペアみやけ

機械器具の設置

広告代理、ノベルティ制作、看板制作・印刷、
TV・ラジオCM、イベント立案・運営

3

ナウイルスの感染状況に注視しな

㈱エスユーピー

年に向け増やしていく予定とのこ

緑区

がら、実施していくことを計画し

スラッシュ・アド

ております。

外構工事、ガーデニング、エクステリア全般につ
いての企画、設計、施工管理

会議では、令和 年度事業計画

☎043-309-7633

案等について協議したところ、特

㈱Take and Form T&F COMPANY

【代 表】 宮沢 三智子
【所在地】 若葉区大宮台

☎080-5032-2586 【代 表】 佐内 知茂 ☎090-1806-3566 【代 表】 石舘 聖児 ☎043-293-6433
【所在地】 緑区おゆみ野有吉
【所在地】 緑区おゆみ野南

コーヒードリンクの提供及びコーヒー豆の小売り
と卸売を行っている。

【代 表】 三宅 秀明
【所在地】 中央区蘇我

緑区

若葉区

▲定時総会への提出議案について協議

に異議はなかったことから、原案

【代 表】 宮島 英司
【所在地】 稲毛区緑町

中央区

㈱アイ．ティー．エイ．システム・ホールディングス

コンピュータ機器、通信機器、音響機器及び映像
機器の施工・販売

Eureka Coffee Roasters

整体業

どおりの内容を定時総会に上程す

旅行業・仲介

若葉区

【代 表】 長田 研自 ☎043-307-3607
【所在地】 若葉区みつわ台

㈱万通商事 リフレッシュサロン・ピュア

【代 表】 原田 霞 ☎043-297-5517
【所在地】 美浜区ひび野

ることとなりました。

㈱サンワツーリストセンター

【代 表】 髙橋 秀樹 ☎043-287-0801
【所在地】 若葉区みつわ台

美浜区

一般貨物自動車運送事業

☎043-251-3444

酒類小売販売

ひかり物流㈱

【代 表】 小島 逸成 ☎043-239-6044
【所在地】 花見川区瑞穂

㈲佐瀬酒店

【代 表】 佐瀬 伸之
【所在地】 稲毛区穴川

Ｒ計画～」
の一環で、
昨年度から始

花見川区

稲毛区

好きになる運動」への参加協力な

㈲アイザワ水道24

水道・リフォーム

稲毛区

【代 表】 何 英 ☎050-3749-0567
【所在地】 中央区富士見
中国越境EC支援事業、システム開発

【代 表】 山宮 衛 ☎043-290-6077
【所在地】 稲毛区園生町

若葉区

㈱京葉テクノロジー

2

まちの活性化を図るための事業を

売買仲介

測量業

次元コードから、
「英・中・韓」

☎043-246-7500

中央区

AOBAジオセンシング㈱

まりました。

㈱ハナシマエージェンシー

【代 表】 花島 尚典
【所在地】 中央区登戸

稲毛区

リラクゼーションサロン

中央区

【代 表】 高橋 隆介 ☎043-305-5007
【所在地】 中央区新田町

ど、各種事業を実施しました。

中央区

ほぐし処とりっぷ

進めております。

整体院

中央区

【代 表】 益田 剛 ☎043-239-7340
【所在地】 中央区新千葉

令和 年度においては、新型コ

さくら堂 さくら堂レディース整体院

ロナウイルスの影響により、イベ

中央区

【代 表】 荒井 千佳 ☎043-441-5822
【所在地】 中央区新千葉

2021年₇月号
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運輸部会
国際・情報合同委員会

総務委員会

褒章受章者
５月書面決議
５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

令和３年春の褒章

▲福田英明氏 大州建設工業㈱ 代表取締役社長

５月 日㊊
中小企業のＩＴ導入の
課題について議論

総務委員会（粟生委員長／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ました。
当日は、新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点からハイブリッド形式（会
場参集参加とオンライン参加を併せた形
式）で開催し、常議員会・通常議員総会
の議案である「令和２年度事業報告」
「令
和２年度一般会計・特別会計収支決算」
のほか、当所役員の交代等について協議
しました。
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
ることが承認されました。

▲常議員会・通常議員総会に向けてハイブリッド形式で議案協議

国際・情報合同委員会（久保委員長／
㈱ベイエフエム 代表取締役社長・境委
員長／東日本電信電話㈱千葉事業部 千
葉事業部長）を開催しました。
当合同委員会では、
「中小企業の生産
性向上に向けたＩＣＴ活用」をテーマに
掲げていることもあり、今回、完全オン
ラインでの会議開催となりました。
当日は、ＩＣＴに関する知見を深める
ため、日本商工会議所 村木 氏にご登壇
をいただき、中小企業のデジタル化の現
状や課題、事例等を交えながら、
「中小
企業におけるＩＴ導入状況」について説
明していただきました。その後、テレワ
ークの導入事例として、当所の取組につ
いて紹介したほか、今後の委員会の進め
方などについて意見交換を行いました。

手島 英男

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

新部会長の紹介

日本通運株式会社
千葉支店
支店長

大谷 知直 氏

前運輸部会長 横田修氏（日本通運
㈱千葉支店 前支店長）の４月１日付
異動に伴い、５月の書面決議で日本通
運㈱千葉支店 支店長 大谷知直氏が
新運輸部会長に選任されました。

【 新 部 会 長 】

当所会員が受章

〒260-0014  千葉市中央区本千葉町15-1
☎043-227-6543（事務所）
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https://www.c-one.or.jp
シーワン
CHIBA SHOPPING CENTER

ホシーワン

検索
千葉ショッピングセンター

健介

公認会計士・税理士

この度、当所の会員企業である
大州建設工業㈱ 代表取締役社長
福田英明氏が黄綬褒章を受章されま
した。
心からお祝い申しあげます。

JR千葉駅・京成千葉駅徒歩1分

※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。

気取らない街で、
ファッション＆グルメをどうぞ！

▲日本商工会議所による講演の様子（オンライン開催）

お客様から信頼される会計事務所を目指して

千葉ショッピングセンター
〜
シーワン
CHIBA SHOPPING CENTER

〜皆様とともに歩む

5月
商工会議所 の 動き

付帯調査「新型コロナウイルス感染症の影響について」
（2）5月の売上の影響（前年同月比）

（１）自社への影響の有無

15.5％

10％未満減

令和3年5月期

100％

27.4％

③
0.3％
80％

21.4％

10～20％減

④
7.2％

②
40.8％

26.0％

④
3.0％
③
2.4％
②
28.4％

④
6.1％

④
6.6％

③
1.5％

③
1.0％

②
32.7％

②
34.4％

④
8.3％

④
9.4％

③
1.3％

③
2.1％

②
30.9％

②
28.3％

60％

17.5％
40％

10.9％

30～40％減

①
51.7％

5.8％

①
66.3％

①
59.6％

①
58.0％

①
59.5％

①
60.1％

20％

6.3％

その他

0％

調査期間：令和₃年₅月11日（火）～ 26日（水）

▶業況DIは回復基調にあるものの、厳しい状況が
続いている
▶新型コロナウイルスによりマイナスの影響が生じ
ている企業は６割と依然として高水準となった

DI値：
（増加･好転などの回答割合）
－
（減少･悪化などの回答割合）

調査対象：千葉商工会議所法人会員事業所500社
〈回答：389社 回答率：77.8％）
100
80
60
40
20

建設業
78社

製造業
81社

卸売業
79社

小売業
73社

サービス業
78社

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。

8.5％

令和2年5月

2.3％
9.0％

3月
（※）

令和2年5月

8月

11月

2月

令和3年5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月・5月：
「長期化した場合、マイナスの影響が生じる」
）
（8月・11月・2月：
「経済活動の停滞が長期化するとマイナス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

23.2％

50％以上減

調査結果のポイント

全産業業況推移

10.9％

40～50％減

千葉商工会議所景気動向調査

▶令和２年５月調査と比較すると「採用を行わな
い企業」が増加しており、採用活動に慎重な
姿勢が見られる

15.9％

20～30％減

調査結果報告

令和3年5月

※新型コロナウイルス感染症に関する緊急調査
新型コロナウイルス感染拡大に伴う経営への影響について調査するため当所が会員企業
に対して実施した。
【調査期間】令和２年３月18日〜４月３日
【調査対象】4,550社

「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。

（4）活用した（又は活用予定の）新型コロナウイルス感染症 （3）令和３年度の採用について
【複数回答可】
に関する各種支援策について
【複数回答可】
21.4％
セーフティネット保証等を利用した金融機関からの融資
（実質無利子・無担保含む）
【金融機関】

29.0％

23.3％

持続化補助金
新型コロナウイルス感染症特別貸付
【日本政策金融公庫】

39.3％
25.1％

正社員を中途採用する

25.4％

16.4％

20.7％

13.9％

千葉県感染拡大防止対策協力金【県】
新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金

非正規社員を採用する
（契約社員、パート・アルバイト、派遣社員）

6.3％

11.8％
10.5％

4.1％
29.7％

2.8％

働き方改革推進支援助成金

1.6％

ものづくり・商業・サービス補助金

1.6％

ICT活用生産性向上支援事業【市】

18.6％

27.4％

一時支援金

事業再構築補助金

正社員を新卒採用する

28.4％

雇用調整助成金

IT導入補助金

17.5％

採用は行わない
（正社員・非正規社員共に採用はしない）

36.3％
42.7％

18.6％

1.3％

未定である

27.8％

事業活動変革促進事業【市】 0.9％
対象外である

13

夢シティちば

2021年₇月号

23.3％
25.6％

令和元年5月

令和2年5月

令和3年5月

全体の特徴 （▲はマイナス）
業況DI（前年同月比ベース、以下同じ）を見ると、前回調
査（令和３年２月、以下同じ）と比較して、建設業が下降し、
製造業、卸売業、小売業、サービス業が上昇した結果、全産
業合計DIは14.5ポイント上昇して▲28.5となり、４期連続の
改善となった。
また、向こう３ヶ月（６月～８月、以下同じ）の先行き見
通しは、建設業、小売業が下降し、製造業、卸売業、サービ
ス業が上昇する見込みとなっており、全産業合計DIは現状よ
り1.2ポイント上昇の▲27.3となっている。
売上DIでは、前回調査と比較して、全産業が上昇した結果、
全産業合計DIは20.7ポイント上昇して▲25.7となり、２期ぶ
りの改善となった。

仕入単価DIでは、前回調査と比較して、全産業が下降
した結果、全産業合計DIは▲39.5となり、３期ぶりの悪
化となった。
従業員DIでは、前回調査と比較して、サービス業が下
降し、小売業が上昇、建設業、製造業、卸売業が横ばい
となった結果、全産業合計DIは9.3となり、２期ぶりの上
昇となった。
資金繰りDIでは、前回調査と比較して、建設業が下降
し、製造業、卸売業、サービス業が上昇、小売業が横ば
いとなった結果、全産業合計DIは▲18.0となり、２期ぶ
りの改善となった。

採算DIでは、前回調査と比較して、全産業が上昇した結果、
全産業合計DIは18.8ポイント上昇して▲24.2となり、２期ぶ
りの改善となった。

夢シティちば

2021年₇月号
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支援情報一覧

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
2021年6月15日時点

支

給付金・支援金

売上が減少したので支援金が欲しい

情

報

一

覧

月次支援金【国】

中小法人等
個人事業者等

上限20万円/月
上限10万円/月

千葉市中小企業者一時支援金

一律15万円/1事業者

千葉市中小企業者向け支援金事務局
043-202-1821

千葉市中小企業者月次支援金

一律5万円/月

千葉市中小企業者向け支援金事務局
043-202-1821

月次支援金事務局相談窓口
0120-211-240

まん防区域の大規模施設等への時短
要請に関する協力金が欲しい

［NEW］千葉県感染拡大防止対策協力金
（大規模施設・テナント等）

大規模施設 最大20万円/1000㎡・日＋加算金
テナント等 最大 2万円/ 100㎡・日＋加算金

千葉県感染拡大防止対策協力金
（大規模施設・
テナント等）
コールセンター
０１２０－２９７１０７

時短要請に応じた
飲食店など向けの協力金が欲しい

［NEW］千葉県感染拡大防止対策協力金
【第７弾】

中小企業 最大7.5 または 10万円/店舗・日
大企業など 最大20万円/店舗・日

千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
０５７０－００３８９４

雇用調整助成金の特例措置

助成率 最大10/10
上限額 15,000円（または13,500円）/1人1日

雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999
千葉労働局職業対策課
043-221-4393
ハローワーク千葉
043-242-1181(32#)

新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金

休業前賃金の80%
上限額 11,000円（または9,900円）/1人1日

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
コールセンター
０１２０－２２１－２７６

小規模事業者持続化補助金
（一般型）

小規模事業者等 最大50万円または100万円
補助率 2/3

千葉商工会議所

043-227-4103

小規模事業者等 最大100万円
補助率 最大3/4

千葉商工会議所

043-227-4103

中小企業者等 最大1,000万円
補助率 1/2～2/3

ものづくり補助金事務局サポートセンター
050-8880-4053

中小企業・小規模事業者等
30～450万円 補助率1/2～2/3

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

テレワークプランの割引制度

割引上限最大3,000円／1回1人

千葉市テレワーク推進デスク
043－201－6334

新型コロナウイルス感染症特別貸付

融資限度額(別枠)
中小企業事業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（平日）、0120-112476（土曜日）

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

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
043-231-0161
（代表）
千葉西県税事務所
043-279-7111
（代表）
千葉市税事務所各税目担当課 043-245-5111
（代表）

雇用を維持したい

助成金・補助金

販路開拓等の取組を行いたい

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
Ｉ
Ｔ導入で業務効率化等を行いたい
ホテルを活用してテレワーク導入を
促進したい

融
資
保証
納税猶予
15

援

小規模事業者持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）
ものづくり・商業・サービス
生産性向上促進補助金
（一般型）
ＩＴ導入補助金

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

2021年₇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

夢シティちば

──

2021年₇月号
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給付金・支援金

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
2021年6月15日時点

※４月20日
（火）～５月11日
（火）までの時短営業に対する協力金

［NEW］千葉県感染拡大防止対策協力金【第7弾】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、千葉県は、下記のとおり時短営業等の協力要請を行い
ました。この要請に応じた事業者に対して、
「千葉県感染拡大防止対策協力金（第７弾）
」が支給されます。
第７弾協力金は、
「飲食店等を運営する地域」
「事業者の規模」
「売上高」等により内容が異なります。
下記内容は、
「千葉市」
「野田市」
「習志野市」
「流山市」
「八千代市」
「我孫子市」
「鎌ケ谷市」地域向
けのものです。上記以外の地域飲食店の方は、公募要領、HPで詳細をご確認ください。
【支 給 額】 事業規模に応じて算定した日額 × 要請に協力した日数
＜日額＞

中小企業※1
大企業

４月20日～４月27日
最大2.5～7.5万円/店舗・日

４月28日～５月11日
最大4～10万円/店舗・日

最大20万円/店舗・日

最大20万円/店舗・日

（中小企業も選択可能）※2

※５月12日
（水）
～５月31日
（月）
までの時短営業等に対する協力金

［NEW］千葉県感染拡大防止対策協力金（大規模施設・テナント等）
千葉県では、まん延防止等重点措置を講じるべき区域※内における、床面積が１，
０００㎡を超える施設
等に対して営業時間短縮等の要請を行いました。本要請に協力した大規模施設及び当該施設の一部を
賃借するテナント・出店者等に対して、事業規模に応じた協力金が支給されます。
※まん延防止等重点措置区域：千 葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、
我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市

【支給対象】	原則として、令和３年５月12日～５月31日までの全期間、まん延防止等重点措置を
講じるべき区域内で要請にご協力いただいた以下の施設等
・特別措置法24条９項に基づく1,000㎡超の大規模施設
（物品販売業を営む店舗（食品、医薬品等生
活必需物資の店舗を除く）、運動施設・遊技場、遊興施設、サービス業を営む店舗（生活必需サー
ビスを除く）
等）
・上記施設の一部を賃借することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に飲食業以外の事業
を営むテナント・出店者等
・1,000㎡超のイベント関連施設※等の一部を賃借することにより、当該施設に来場した一般消費
者を対象に飲食業以外の事業を営むテナント・出店者等

※１：前年度又は前々年度の 1 日あたりの売上高から算定
※２：前年度又は前々年度からの 1 日あたりの飲食部門の売上高の減少額から算定
※支給額、日額の詳細は、公募要領、HP をご確認ください。

【支給要件】

４月20日～４月27日
・21時～翌朝５時までの営業自粛
・酒類の提供は11時～20時まで
・業種別ガイドライン等に基づく感染防
止策の徹底
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備
の利用の自粛

４月28日～５月11日
・20時～翌朝５時までの営業自粛
・酒類の提供を行わないこと（４月28日～５月11日までの間）
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用の自粛
・「アクリル板等の設置」「食事中以外のマスク着用の推奨」
「換気の徹底」等、県が求める感染対策を徹底すること

【対象要件】 （1）千葉県内で飲食店を運営する事業者であること

（2）
県からの要請に基づき行った営業時間短縮の協力開始日より前から、必要な飲食店営業許可又は
喫茶店営業許可を取得のうえ営業していること
（3）
４ 月20日～４月27日までは21時～翌朝５時までを含む営業時間で、４月28日～５月11日
までは20時～翌朝５時までを含む営業時間であった店舗が、県からの要請に対し、原則として、
令和３年４月20日～５月11日までの全期間協力したこと
（4）
県の要請に協力した全ての期間において、県が要請する感染拡大防止対策を全て実施すること
（5）
事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと ほか

【支給要件】	○20時～翌朝５時まで（映画館は21時～翌朝５時まで）営業自粛すること
○酒類の提供（利用者による酒類の店内持込みを含む）を行わないこと
○業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底すること など
【支 給 額】 日額×要請に協力した日数+加算額
＜日

額＞

大規模施設
テナント・出店者等

休業面積1,000㎡毎に20万円×（短縮した時間／本来の営業時間）
休業面積100㎡毎に２万円×（短縮した時間／本来の営業時間）

※５月12日から営業時間短縮要請にご協力いただけなかった場合においても、５月15日までにご協力いただ
いた場合は、協力を開始した日から５月31日までの日数分が支給されます。

＜加算額＞

大規模施設における支給対象のテナント店舗等数が10以上の場合、１店舗につき２千
円が加算されます。その他の加算等についてはHPをご参照ください。

【申請期間】 令和３年７月14日
（水）
まで

【申請期間】	令和３年７月31日(土)まで

【お問合せ先】

【お問合せ先】

千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
TEL 0570－003894 ９時～18時まで（土・日・祝日含む）

1983年創業

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

法曹関係特殊調査

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

夢シティちば

2021年₇月号

千葉県感染拡大防止対策協力金（大規模施設・テナント等）コールセンター
TEL 0120－297107 ９時～18時まで（土・日・祝日含む）

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

社員採用前調査・社員の素行調査・企業信用調査 など
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※集会場、展示場、ホテル・旅館
（集会の用に供する部分）
、テーマパーク、遊園地等

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

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

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

夢シティちば

2021年₇月号
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〈ジェトロレポート〉いま世界に目を向けて

ジェトロと千葉大学との包括的連携協定締結について
藤

拓

生の県内企業での活用・定着支援）
を基
軸に連携を進め、その大きなシナジー
効果を期待しています。
■今後の連携活動
〜「産学連携ジェトロデスク」の
千葉大内設置と連携セミナー開催～
連携の具体的な取組として、ジェト

0120 ‑ 06 ‑ 2771

【問合せ】

道場店・稲毛店・銀座店
総務課
043-227-4101
右のQRコードから
登録フォームにア
クセス

千葉名産

メールアドレス
ご登録のお願い

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

18
2021年₇月号

携』
」
を開催します
（講師・講演内容は以
下のとおり）
。
〇講演 （ヘルスケア分野）
「千葉大学病院におけるコロナと

の闘い」
千葉大学 副学長
医学部附属病院長 横手幸太郎氏
○講演 （アグリテック分野）
「日
 本園芸をめぐる情勢と打って
出る千葉大学植物工場研究」千葉
大学学術研究・イノベーション推
進機構特任教授 中野明正氏
○講演 「コロナ禍でのヘルスケア
国際展開・産学連携の重要性」
ジェトロ千葉 所長 佐藤 拓

■最後に ～コロナ禍でも国境を
越えた国際産学連携等を推進～
国内外で新型コロナウイルス感染が

ロは、
千葉大学内に新たに
「産学連携ジ
ェトロデスク」
を設置し、
ジェトロ職員

し、国際産学連携等を止めることなく

広がり、国境を越えたヒトの往来が制

本連携協定では、千葉大学のヘルス
③千葉大学学生等への国内外の企業に
推進していく所存です。本連携にご関

等を定期的に派遣し、①千葉大学と海

学術、教育、文化、産業等の分野で相互
ケア
（国内有数の医学部・薬学部・看護
関する情報提供などを行う予定です。
心、ご質問のある方は、ジェトロ千葉

佐

～ヘルスケア、
アグリテック分野を中心に国際産学連携、
大学発スタートアップ支援等を推進～
ジェトロ千葉

月 日、国立大学法人千葉大学
（中山俊憲 学長）
と独立行政法人日本貿易振

興機構（ジェトロ）
（佐々木伸彦 理事長）は、国際産学連携、大学発スタートアッ
プ支援等を通じたイノベーションの共創と高度グローバル人材の育成・活用を
柱にした包括的連携推進協定を新たに締結致しました。コロナ禍でもジェトロ

アグリテックとジェトロの

■連携内容 ～千葉大のヘルスケア、

の国内外ネットワーク、デジタル技術などを活用し、グローバルな経済活動を
支援していく予定です。

■背景と目的
～連携によりグローバル化を推進～

に連携し、学術研究、人材教育、産学
学部等）
、アグリテック
（国立大唯一の
さらに、
同連携締結を記念し
「ジェト

（電話：０４３ ２
‒７１ ４
‒１００、メ

限される中、両機関は、ジェトロの海

連携での国際的な展開を推進すること
園芸学部）
等の強みと、
ジェトロの国際
ロ×千葉大学 連携強化記念ウェビナ

外企業とのマッチング、②千葉大学発

で日本国及び地域の発展と人材の育成
ビジネスノウハウ・海外ネットワーク
ー『コロナ時代におけるヘルスケア・

海外ネットワークで相乗効果～

に寄与することを目指しています。ジ
を組合せ、
①国際産学連携の推進
（千葉
アグリテック研究の国際展開・産学連

本協定では、千葉大学とジェトロが

ェトロは、これまでスーパーグローバ
大学とジェトロの紹介する海外企業と

スタートアップ企業への海外展開支援、 外ネットワークとデジタル技術を活用

ル大学を中心に国内各地の大学と包括
の連携を促進）
、
②大学発スタートアッ

街頭防犯カメラ

サイト
WEB
https://www.jetro.go.jp/news/releases/2021/a1e3ef37d2a0565f.html

総合防犯設備・警備業

「記者発表 ： ジェトロと千葉大学、包括的連携推進協定を締結」

http://www.ohshima-cp.com

営業センター

千葉市中央区新宿1‑20‑5
本店

登録方法

https://www.osenbei.co.jp/

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。

手みやげに一番
千葉商工会議所からのお知らせ

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

ール： chb@jetro.go.jp
）までご連絡を
お願いいたします。

連携を進めてきましたが、本連携協定
プの海外展開（千葉大学発スタートア

環境リサイクル株式会社

〈 参考 〉

は、ジェトロと大学との包括的連携推
ップ企業の海外展開を支援）
、
③高度グ

未来を創るリサイクル。汚泥や食品残さを処理し、
堆肥等にリサイクルし有効活用します。

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

フジセイコー株式会社
http://www.fujiseiko-net.co.jp/

千葉市花見川区作新台 7-14-2
TEL : 043-308-4222
https : //www.env-r. jp/

未来の住環境に夢発見。

地球温暖化の防止に向けて

住宅設備機器・管工機材・建築資材の総合商社

ローバル人材の育成・活用
（千葉大留学

進協定として 番目となります。
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淳

作家・
グロービス経営大学院客員教授

守屋

０の社会事業にかかわりました。常人

渋沢栄一は、約５００の会社、６０
に田舎で晴耕雨読の生活をしていて、

る目がなかったのか。それは若いとき

では、なぜ孔明ほどの人物が人を見

「そもそも人物を観察するのに、第

します。

渋沢栄一の人を見抜く力

には不可能としか思えないような業績
社会に揉まれていなかったからだとい

し遂げていったのです。

大勢の人々を巻き込みつつ、事業を成

そして適材を適所に配置することで、

彼には人を見抜く力がありました。

した。そこで人を見る目を養っていっ

し、幕臣になり、社会で揉まれ続けま

売り商売にいそしみ、志士たちと交流

逆に栄一の場合、若いときから掛け

らに一歩進めてその人は何に安心する

かをしっかりと見極める。第三に、さ

の行為は何を動機にしているものなの

善悪や正邪を視る。第二にその人のこ

つ大きな弱点がありました。それは人

象徴だったのが諸葛孔明でしたが、一

中国の「三国志」の時代、切れ者の

どんな相手でも本性を隠しきれなく

突っ込んで観察する。そうすれば、

またどんな結果に満足するのかまで

るばかりでなく、その動機は何か、

いうなれば「人間通」だったからこ

実は見えてくるというのです。

生きているのか」を見れば、相手の真

か」
「その動機は何か」
「何に満足して

簡単に言えば、
「 実際の行動はどう

が明瞭になってくる」
（
『論語講義』引

を見る目がなかったこと。だからこそ
なる
（子曰く
「その以
（な）
す所を視、
そ、栄一はあれほどの偉人たり得た面

鑑定法を利用していました。

察知すれば、必ずその人の本当の性質

のか、何に満足して暮らしているかを

では、なぜ彼には「人を見抜く力」
があったのでしょうか。
一つには若い頃から社会に揉まれて

子飼いの部下だった馬謖（ばしょく）
その由る所を観、その安んずる所を
があるのです。

用者訳）

の力を見誤って抜擢、作戦を大失敗さ
察すれば、人焉（いずく）んぞ廋（か

・人を見るのに、現在の行動を観察す

せて「泣いて馬謖を斬る」という故事

大学倫理研究センター客員研究員。

医療法人社団 報徳会

催され、
千葉市食のブランド「千」

の間、イオンスタイル鎌取にて開

１００周年にちなんだ展示が行わ

ッセージ放映をはじめ、千葉市政

念企画として、神谷市長ビデオメ

しております。

雛づくりの叶う日を、楽しみに致

市民の皆さまとご一緒に、つるし

オリパラ

れました。

平和の祭典

成功祈り つるし雛（鳩） 展示

期
▼ 日 令和３年７月
日㈯

次の通り計画致しております。

女性会はオリパラ機運醸成事業を

開催が予定されておりますが、当

いよいよ、今月 日より五輪の

”

!

23

午前 時〜午後５時

10

予定しております。

種オリパラ関連イベントを

山のつるし雛の展示他、各

等々多くの願いを込めた沢

を願う“さる（去る）っ子”

るし雛を含め、コロナ収束

公募で製作された
“鳩”
のつ

4

内
▼ 容
「平和の祭典」の成功を祈り

4 4

会
▼ 場 三井ガーデンホテル１階

10

千葉市中央区本町1−1−13

☎043‑225‑6232

日㈬千葉市
福祉協議会 会長 竹川幸夫様へ、

ハーモニープラザにて千葉市社会

切手３・２㎏を３月

として取り組ませて戴いた使用済

令和２年度の社会福祉支援事業

使用済切手贈呈

千葉市社会福祉協議会へ

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
く御礼申しあげます。

ご提供戴きました皆さまに、厚

の支援に活用されます。

ンターで、各種ボランティア活動

社会福祉協議会のボランティアセ

供を戴いた使用済切手は、千葉市

動を行っております。善意でご提

ことが可能な使用済切手の収集活

動として、身近で手軽に取り組む

当女性会では、社会福祉支援活

クチン接種の効果が期待されます。 贈呈させて戴きました。

イベントです。
早期収束に向け、
ワ

の方々にも好評で、大変喜ばれた

つるし雛体験教室も実施し、地域

コロナ禍以前の同フェアでは、

かな伝統美をご覧戴きました。

場に訪れた方々に、繊細で色鮮や

製作した「つるし雛」を展示。会

当女性会では会員が丹精込めて

く）
さんや、人焉んぞ廋さんや」
）
『論

華やか ににつるし雛展示

千葉市フェア にに参加

を残してしまったのです。

いたことがあります。

さらに栄一は、
『論語』の次の人物

たのです。

この一節を栄一は、次のように解説

ですが、もちろん一人で成し遂げたわ

科書 孫子』『マンガ 最高の戦略教科書 孫子』『組織サバ
イバルの教科書 韓非子』などがある。２０１８年４～９月トロント

一にその人の外面にあらわれた行為の

かたわら、グロービス経営大学院アルムナイスクールにおいて教鞭
をとる。 著訳書に34万部の『現代語訳 論語と算盤』や『現
代語訳 渋沢栄一自伝』、シリーズで20万部の『最高の戦略教

われています。

1965年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。現在は作家と
して『孫子』『論語』『韓非子』『老子』『荘子』などの中国古
典や、渋沢栄一などの近代の実業家についての著作を刊行する

“

!

第十二回
淳
守屋

けではありません。

語』
為政篇

──もりや・あつし──

認定品の販売や市制１００周年記

同フェアは４月 日㈭〜 日㈰

同フェアは千葉市の産業や観光、文化等の魅力を、より多くの人々
に知って戴くことを目的に毎年開催されています。本年も当女性会へ
の、つるし雛展示のご依頼にお応えし、 出展させて戴きました。

鎌 取 店

報徳千葉診療所
31

イオンスタイル

20
2021年₇月号
夢シティちば
2021年₇月号
夢シティちば

21

18

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/
▲竹川会長（写真左側）

15

女性会
編集：千葉商工会議所

選 手 は、 時 間 内 に で き る だ け 多 く
良い波をつかみたいところですが、１つ

の波に乗れるのは１人だけというルー

今月は、東京２０２０オリンピックで
初めて正式競技に採用され、注目が
集まるサーフィンのルールや見どころを

紹介します。

乗ることをやめたりすると優先権を失
ってしまいます。

サーフィンの始まり
サーフィンは古代ポリネシア人に

はストックホルム１９１２大会とアン

のスポーツです。この競技を広めたの
れます。１ヒート
（試合） ～ 分の間

４メンヒートという方法で競技が行わ

競技を行い、２人が勝ち抜けるという

本程度波に

東京２０２０オリンピックで初めて
全体のダイナミックさやスピードなど

類や難易度、オリジナリティに加え、

崩れる直前の波の頂上に最も近い選手
さや向きの影響で波の状態は刻一刻と

自然の海が競技会場のため、風の強

して実際はいかなかったりすることで、

乗ったり、パドリングを開始するふりを

他 に も、 波 に 乗 ら な い ふ り を し て

大

原

洋

ひろと ※

前

田

都

筑

マヒナ

まえだ

まひな

有夢路

つづき

あむろ

子

人

※大原選手は地元一宮町の出身

22
2021年₇月号

やダイナミックな技を可能にするショ
ー ト ボ ー ド で 競 技 が 行 わ れ、男 女 各
人が出場します。

トワープ１９２０大会の水泳で金メダ
に、 選 手 は、 １ 人

東京２０２０大会では、４人ずつで

ルを獲得したハワイ出身のデューク・
乗り、そのうち点数が高かった２本の

よ っ て 始 め ら れ、ハ ワ イ で 育 っ た 海

カハナモク
（アメリカ）
で、近代サーフィ
合計点で順位を競います。
採点は、１本のライディングを、複

～

ンの父と呼ばれています。現在、世界の
サーフィン人口は３５００万人を超え

正式競技に採用されることもあり日本
を総合的に判断して行います。

ると言われるほどの人気スポーツです。 数人のジャッジが、繰り出した技の種

でも注目され、競技人口が増えてきて
います。

釣ヶ崎海岸の魅力
サーフィン競技の会場となる釣ヶ崎
海岸は、九十九里浜の最南端に位置し
ており、波面が強く力強い波が発生す
ることから、年間を通して良質な波を
求めてプロやサーフィン上級者をはじ
め、多くのサーファーが訪れています。

サーフィンのルール
サーフボードには、長さ フィート
（約 ・ メートル）
以上のロングボー
ドと長さ フィート
（約 ・ メートル）
前後でボードの先端がとがっているシ
ョートボードといった種類があります。
東京２０２０大会では、細かいターン

い上がって着水するエアリアルなど、
高得点につながるダイナミックな技や、
波の上を滑るスピード感がサーフィンの

だけがその波に乗る権利があり、
これを

変わり、同じ波は２度とやってきませ

他の選手を翻弄するなど、選手同士のかけ

魅力です。

「優先権」
といいます。優先権を持った
ん。刻々と変化する波を見極め、いか

ひきも見どころのひとつになります。

サーフィンの魅力・見どころ

選手の邪魔をすると減点の対象となる
にいい波をつかむか、どのタイミング

かのあ

おおはら

▲ 釣ヶ崎海岸

競技内定選手

ルがあります。
「ピーク」と呼ばれる

一 方 で、優 先 権 が あ る に も 関 わ ら ず

ルールや見どころを押さえて、オリ

いがらし

千葉県
千葉県開催競技の選手からいただいたメッセージを県ホームページで紹介しています。
https://www.pref.chiba.lg.jp/oripara/kaisai/naiteisensyusyoukai.html

で波に乗るかがとても重要になります。

種目実施未定

波に乗らずにいたり、選んだ波に乗ろ

男女 3位決定戦・決勝戦

ンピック初となるサーフィン競技での

7月28日
（水）

※
7月29日
（木）
〜8月1日
（日）

選手が繰り出す、波を上がってから

男女 準々決勝・準決勝

うとしてパドリング（サーフボードに

サーフィン代表内定選手

夢シティちば
2021年₇月号
夢シティちば

23

25

7月27日
（火）

7

6

選手の活躍に期待しましょう。

6フィート
（約1.8m）
以上

ⒸTokyo2020
男女 第3ラウンド

ⓒJAPAN OPEN OF SURFING

回転して降りる３６０（スリーシック

9フィート
（約2.7m）
以上

腹ばいになり両手で水をかいて前進する

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

12 20

7月26日
（月）

千葉県広報／環境生活部
オリンピック・パラリンピック推進局

スティ）や、波を駆け上がり空中に舞

優先権

10

男女 第1・2ラウンド

2

Surfing

サーフィン

こ と ）を 開 始 し た も の の 途 中 で 波 に

日程 2021年7月25日㈰～7月28日㈬※ 会場 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ
（一宮町）

9

8

カノア

女

名
氏

※サーフィン競技は、競技に適した波のコンディ
ションで行われます。コンディションが良けれ
ば4日間で終了するスケジュールですが、波の
コンディション次第でさらに日程を要する可能
性があります。そのため、実際のサーフィン
競技日程は、7月25日（日）～8月1日（日）の
オリンピックサーフィンフェスティバル開催期
間に4日間のスケジュールを行う予定です。

7月25日
（日）

千葉県開催競技の魅力や見どころを紹介 ⑥
ピーク

20

サーフィン競技開催スケジュール

1

五十嵐

子
男

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会
サーフィン
千葉県開催競技／ Surfing

５月定例会 ＹＥＧオリエンテーション開催！
令和３年５月 日㈬に５月定例会 ＹＥ Ｇオリエ

があり、つづいて総務委員会堤委員長、広報拡大委

ｏｏｍ会議」と題して、斉藤副会長と、今回ＹＥＧの

新ホームページの運用方法の説明・誰でもできるＺ
画しています。今回のようにオンラインアプリも活

すが、千葉ＹＥＧは、今年度もたくさんの事業を計

現時点ではコロナ禍の中で先が見通しづらい中で

グリーンカプセルコーポレーション㈱

㈲夢現

飯泉 祐介

なんちゃってＢＡＲ油

業に関して熱い議論が取り交わされ、

篠崎

櫻井 雄一

鵜澤

ＳＫビザ行政書士法人

㈱ベストスペース

㈱Ｆｉｒｓｔリフォーム

D’ciel urban hair design
千葉スズキ販売㈱

和

24
2021年₇月号

なお、
千葉ＹＥＧの新ホームページは、
６月１日
に公開されました。今後はホームページ上での情
報発信も強化していきますので、皆様もぜひ「千
葉商工会議所 青年部」で検索して、私たちの最
新の活動をご覧ください。
第２部では、今年度の事業計画について説明があ

会場には十分な感染症対策を取ったうえで、講師、設
員会花澤委員長、研修委員会藤﨑委員長、交流委員

ホームページ作成に力を貸していただいた城戸先輩
用しながら、できる範囲で地域の活性化に向けて活

内容と、意気込みについて話がありました。

のお二人を講師に迎え、具体的なホームページの記

●担当副会長
鷲見 隆仁

●委員長
花澤 美嗣

福寿会鷲見医院

します（敬称略）
。

今月の記事を担当した広報拡大委員会のメンバーを紹介

広報拡大委員会メンバーの紹介

広報拡大委員会

動していきますので、ぜひ期待してください！

５月理事会開催
～ＹＥＧ Ｇｏｅｓ ｏｎ…！～
令和３年５月 日㈬に千葉商工会議
所青年部５月理事会が開催されました。
４月 日の定時総会で今年度の事業計
画が承認された後の初めての理事会で、
いよいよ本格的に動き出します。
今回は、まん延防止等重点措置が適
用される期間中での開催となったため、
座席の間に十分な間隔をとるなど徹底
した感染症対策を行ったうえで必要最

かの会員はＺｏｏｍを使用する「ハイブ

亀島 直輝

㈲イチザワ／ダスキンイチザワ

●副委員長

リッド開催」となりました。昨年から

平木 智子

５月以降の活動内容が決定されました。

杉本 智朗

㈱須藤ビル

ＭＯＲＩ社労士・行政書士事務所

ウィズコロナ時代の活動の在り方を私

慎一

森

●委 員

まだまだ状況も流動的ですが、「時代

須藤 陽介

塚本總業㈱

今関 直史

を先駆ける」のも私たちＹＥＧの使命

塚本清太郎

㈱ユアサ電子

淳

です。ウィズコロナ、アフターコロナ

湯浅 元博

㈱オールトラスト

いきます。

議事に入ってからは５月と６月の事

の時代に即した活動を、今後も行って

横溝 直樹

りました。

とんど不都合なく進められるようにな

参加時のルールも定着し、理事会もほ

たちも模索してきたため、オンライン

小 限 の 会 員 が 会 場 で 参 加 し、そ の ほ

（医）

かりやすく説明をしていただきました。

事の作成方法などを、画面共有の仕組みを使って、わ

今回の定例会は、２部制で、第１部では「青年部

はオンラインアプリ（Ｚｏｏｍ）での参加となりました。 会嶋村委員長の４委員長から、それぞれ担当の事業

営担当、事務局の最低限の人数のみが集まり、会員

今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 りました。はじめに飯田会長から全体について説明

ンテーションを開催しました。

19

12

夢シティちば
2021年₇月号
夢シティちば

25

〜最高に向かってさぁ行こう〜

不撓不屈

21

集 ： 千葉商工会議所
青年部
広報拡大委員会
編

千葉商工会議所
青年部通信

市制100年を振り返る～経済の視点から〜 ③

年譜

市 千葉市

年

1966（昭和41）

市
会

東京オリンピック  クロスカントリーが東大検見川総合運動場で開催
₄月 千葉県勤労青少年宿舎の運営受託

会

₇月

市

京葉道路が幕張まで開通
₆月 第１回千葉市貿易振興大会開催
10月 第１回千葉・茨城両県経済促進会議開催

会
会
市
会

検見川海岸埋め立て開始
₆月 千葉総合卸商業団地協同組合設立

市

国鉄都賀駅が開業（千葉～成田間が電化）

市

稲毛海浜ニュータウン事業に着手
₆月 千葉市鉄工団地完成

市
会

市庁舎が千葉港に移転、市制施行50周年記念式典挙行
₄月 当会議所広報室設置、「会議所ニュース」発行

1971（昭和46）

会

₂月

1973（昭和48）

市

第28回国民体育大会（若潮国体）夏季大会開催

1974（昭和49）

会

10月

市
会

わが国初の人工海浜「いなげの浜」オープン
₂月 コンピュータ導入

1978（昭和53）

市

北谷津清掃工場完成

1979（昭和54）

市

新中央卸売市場が高浜に開場

1967（昭和42）
1968（昭和43）
1969（昭和44）
1970（昭和45）

1976（昭和51）

100

千葉銀座商店街振興組合ビル竣工

会

〜経済の視点から〜 ③

1965（昭和40）

できごと

会員事業所生命共済制度実施

年 を振り返る

1964（昭和39）

市制

会 会議所

SINCE1921

第１回商工まつり開催

▲海浜ニュータウン
（高洲・高浜） 1973（昭和48）
年完成、建設戸数は約2万3000戸。豊かな干潟は住宅地に生まれ変わった 千葉市広報広聴課提供

1964〜1979

ニュータウン造成と
東京五輪

2021年₇月号

１９６０年代中頃には海岸の埋め

夢シティちば

立て地や内陸部に、次々と大規模団

10 33

地が造成されていきます。１９６５

年に約 万人だった市の人口は、そ

の後の 年間で倍近くまで急増しま

した。

市内では人口の急増に都市のイン

フ ラ 整 備 が 追 い つ か ず、 水 道・ 学

校・道路・公園などの施設や設備が

不足するという事態が多発しました。

それまで戦後復興、産業の育成に力

を入れていた千葉市は、市民生活重

視へと大きく舵を切り、都市として

のインフラ整備に力を注ぐようにな

ります。

人口の急激な都市集中や自動車の

普及・増加によって、昭和 年代頃

40

人口増加と新しいまちの誕生

戦前まで、総じて消費都市であっ

通問題を解決するため鉄道、バス、

から市内では交通渋滞が慢性化し、

工業・港湾都市へと一気に変貌を遂

モノレールなどの公共交通機関が整

た千葉市は、戦後の湾岸部への工場

げました。さらに高度経済成長期に

備されていきました。また国道 号、

16

進出や内陸工業団地の造成によって、 問題となっていました。そうした交

入ると、「東京のベッドタウン」とし

幹線道路や生活道路も整備されるな

51

号、１２６号、３５７号線などの

京通勤者にとって良好な住環境に手

ど、交通網は拡充されました。

ての性格が急速に強まっていき、東

頃な住宅を大量に供給するため、市

次 々 に 生 ま れ た 新 し い ま ち は、

そ こで暮らす市民の新しいふるさ

内の各地で大規模な団地の造成が行

われはじめ、新しいまちがつくられ

2021年₇月号

とになり、新たな世代を育んでいき

夢シティちば

ていきました。
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▲プレハブ校舎 千葉市広報広聴課提供
生
 徒数の急増に教室が不足し、プレハブ校舎が
建てられた 1976（昭和51）
年頃

ました。

▲住宅団地の位置

１９６０年代初め、中心市街地周

▲京葉道路幕張インターチェンジ 千葉市広報広聴課提供
1966（昭和41）
年4月、幕張まで開通したことで
千葉～東京間が30分で結ばれた

縁から内陸にかけて小規模な団地

などの造成が行われていましたが、

▲花見川団地 千葉市広報広聴課提供
1968（昭和43）
年完成、建設戸数は7000戸を超え、当時全国一のマンモス団地といわれた

第３回

26

市制100年を振り返る～経済の視点から〜 ③

外部からのお知らせ

千の葉の芸術祭は、写真表現に触れることを通して私たちの世界を捉えなおす「写真芸術展」
、伝統的文

市役所の変遷

千葉市では、令和３年７月から９月にかけて、文化プログラムとして
「千の葉の芸術祭」
を開催します。

【２代目市庁舎
（旧長洲庁舎）
】 千葉市広報広聴課提供
1940
（昭和15）
年に谷津遊園から移築、
1961
（昭和36）
年まで使用された

化とその革新へ挑戦的に取り組む
「伝統文化・新しい文化の発信」
、感じながら考え、創造することについ

て学ぶ
「体験・創造ワークショップ」
、の３部門で構成される、千葉市で初めて行われる芸術祭です。

１．写真芸術展
「CHIBA FOTO」

12名の作家たちが、市内撮り下ろしの作品やこの土地の歴史・場所の持
つ記憶をリサーチした作品、そして、市民に
「いま」
見て欲しい作品を市内
各所に点在する歴史ある建造物や、日々行き交う場所に展示。それらの
展示が、街と人の
「いま」
「過去」
「歴史」
を描き出します。
期
間：令和3年8月21日
（土）
～9月12日
（日）
場
所：千葉市美術館、千葉公園、旧神谷伝兵衛稲毛別荘 他
料
金：鑑賞無料
（各会場により、休館日・開館時間が異なるため、
参加方法：当日会場へ
詳細は
「千の葉の芸術祭WEB」
を確認）

（千葉写真大観刊行会）
【最初の市庁舎】『千葉写真大観』

 913（大正2）
1
年11月に完成した町役場の庁舎をそのまま市庁舎として使用。
建設当初は尖塔
（せんとう）
があったが、のちに撤去された

【３代目市庁舎
（長洲庁舎）
】 千葉市広報広聴課提供

1963
（昭和38）
年2月完成。現在の千葉県警察本部のある場所

Chibaminato,2019©Asako Narahashi

２．体験・創造ワークショップ
「ななめな学校」

アーティストやデザイナーが先生となり
「ななめな」
ものの見方で新しい表現に
チャレンジする学校
（全5回）
。講座終了後、成果発表会を行う。
①仮装パレード
（衣装をつくって仮装パレードをしよう！） ③上映会
（五感を使って映画をつくろう！）
日程：令和3年8月8日
（日） 11時〜
会場：千葉公園

日程：令和3年8月21日
（土） 14時〜
会場：千葉市生涯学習センター 小ホール

②演劇発表
（えんげき作品をつくる）

【４代目市庁舎】 千葉市広報広聴課提供
1970（昭和45）
年2月千葉港へ新築移転

【新庁舎完成予定図
（５代目）
】2023（令和5）年度、供用開始予定

（千葉市HPより転載）

④写真展示
（夏への扉 日記をつける、写真をとる）

日程：令和3年8月8日
（日） 13時〜
会場：千葉市生涯学習センター 小ホール

T OPICS

日程：令和3年8月28日
（土）
〜9月12日
（日）
会場：市民ギャラリーいなげ

トピックス

料
金：鑑賞無料
参加方法：各発表会のほか講師の特別講演やギャラリートークを開催します。
詳細は
「千の葉の芸術祭WEB」

東京オリンピック

と

若潮国体

３．伝統文化と新しい文化の発信
①伝統文化の発信

18

2021年₇月号

１９６４（昭和 ）年 月 日から２週間にわた

15

り、
第 回オリンピック東京大会が開催されました。

10

千葉市では、東京大学検見川総合運動場
（現・花見

夢シティちば

17

川区）
で 月 日に近代五輪競技の１種目、クロス

57

カントリーが行われました。参加国は カ国、
選手

は 人でした。
競技終了後には敷地内の体育館で各

国選手や報道陣を招いて歓迎レセプションが行わ

れ、大賀ハスの種子や絵はがきが配られました。

東京オリンピック終了後、組織委員会は解散し

ますが、
その残余財産は財団法人スポーツ振興資金

財団に寄付されました。
寄付金はスポーツ施設の建

設費にあてられることになり、日本全国にスポー

※各イベントの最新情報や新型コロナウイルス感染症対策、注意事項等は「千の葉の芸術祭 WEB」をご確認ください。
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41

ツ施設が建設されました。千葉県では１９６６
（昭

構成団体：千葉市、公益財団法人千葉市文化振興財団、公益財団法人千葉市教育振興財団、千葉市文化連盟、公益社団法人千葉市観光協会、
千葉市メディア芸術振興事業実行委員会

▲若潮国体 開会式 千葉市広報広聴課提供
1973（昭和48）
年10月14日、現在の県総合スポーツセンター
陸上競技場で開催

和 ）
年、県総合運動場補助競技場を整備する際に、

千の葉の芸術祭 実行委員会

１９７３（昭和 ）年には、第 回国民体育大会

（新型コロナウイルス感染症対策として、入場規制を行う場合あり）

48

財団から建設費の一部を配分されました。

18時00分～21時00分
（最終入場20時30分）
場
所：県立幕張海浜公園内
「見浜園」
料
金：入園料無料
参加方法：事前予約制
（詳細は
「千の葉の芸術祭WEB」
）

ました。この国体開催のため、
運動施設や主要幹線

（※8/2イベント休館）

「若潮国体」が千葉市をメイン会場として開催され

間：令和3年7月24日
（土）～8月8日
（日）

道路などの整備が進みました。また、
国体後には第

主 催

期

▲聖火リレー県庁到着 千葉市広報広聴課提供
聖
 火を待つ県庁前には多くの人が詰め掛けた
1964（昭和39）
年10月6日

９回全国身体障害者スポーツ大会も開催され、
陸上

間：令和３年８月６日
（金）
～７日
（土）
午前1回・午後1回
場
所：見浜園（県立幕張海浜公園Cブロック）の
茶室「松籟亭」
、パークセンター
料
金：無料
参加方法：7月1日～7月21日に電話で千の葉の芸術祭
実行委員会事務局（043-245-5961）へ。
応募多数の場合は抽選。
定
員：各5名

▲オリンピック競技 千葉市広報広聴課提供
東
 京大学検見川総合運動場では、近代五輪競技のうちのクロスカントリー
が行われた 1964（昭和39）
年10月15日

や車椅子バスケットボール、
洋弓など７種目の競技

期

幕張新都心を中心に活躍する一
般社団法人METACITY推進協議
会と連携して、見浜園庭園にて光
を使ったインスタレーションや回
遊式のエキシビションを展開する。

が行われました。

千葉市の文化芸術の担い手である千葉市文化連盟が
伝統文化の体験・鑑賞会（華道体験会、邦楽演奏会）
を開催します。

②新しい文化の発信
「生態系へのジャックイン展」

39
10
10

28

