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今月の表紙

編集者のひと言

今月号の表紙は特集から、B3リーグに今期参入したプロバスケットボールク
ラブチーム「アルティーリ千葉」
。チームカラーであるブラックネイビーが一面
を覆いつくすデザインとなりました。
今期B3リーグ参入ながらも、最短でB1リーグ入りを目指す本格的なチーム編
成で、今後の活躍が強く期待されます。地域に誕生したチームを発足当初から応
援し、成長を見届けるチャンスです。
今期、B3リーグは全15クラブ。関東には「東京八王子ビートレインズ」
「し
ながわシティバスケットボールクラブ」
「さいたまブロンコス」
「横浜エクセレン
ス」などが在籍しており、試合は週末開催が多いため、週末休みの方は、ポート
アリーナ（ホームグラウンド）や近隣での試合に、是非足を運んでみてください。

突然ですが、
「葡」
「泰」
「馬」
「土」
が表す国名はご存じでしょうか。
新聞の見出しなどで世界の国名を漢字や漢字一文字で表すことがありますが、
私は東京オリンピックをきっかけに、世界の国名を漢字で表すとどうなるのか、
調べることにはまっています。漢字表記は、元の地名を表す語音や語形に近い音
を持つ漢字を当て字する方法や、原語の語意に対応する字義を持つ漢字を用いる
方法があるそうです。前者の例はアジア
「亜細亜」
が挙げられ、後者はポルトガル
語で
「ライオンの山」
を意味するシエラレオネ共和国
「獅子山」
が例として挙げられ
ます。
意外に知らない国がたくさんあり、私は姉とクイズを出し合って楽しんでいま
す。ちなみに始めの4つの漢字が表す国は「ポルトガル共和国」
「タイ」
「マレー
シア」
「トルコ」
です。
（企画広報課 M.T.）
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2,000

万円以内

③所得税（法人税）、事業税、市・県民税等を納期限内に完納
している方

会員意向調査

木村 沙保 さん

する制度です。

②従業員が20人以下（商業・サービス業は５人以下）の法人、
個人事業主の方

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
わが社のイチオシ社員

信用保証協会の保証料なし で融資

①千葉市内で最近１年以上事業を継続している方

株式会社アルティーリ 代表取締役 CEO

千葉商工会議所

無保証人

融資の要件

プロバスケ千葉県内２チーム目 千葉市拠点にＢ３参入へ

新居 佳英 氏

低金利

融資額

～インフラ修復工事で世の中を支える～
6

融資期間

④日本政策金融公庫の融資対象業種である方
（※決算内容等によってはご希望に沿えない場合もございます。
）


運転
資金

7

据置１年以内

年以内

設備
資金

10

据置２年以内

年以内

通常のマル経に加えて
“コロナ対策マル経”もあります
①左記の金利1.21％ → 0.31%（当初3年間）
②融資額 別枠で１,０００万円
etc

コロナで売上が減少した事業者様をご支援する内容と
なっております。

まずはお気軽にお電話でご相談ください‼
千葉商工会議所 企画経営部 経営支援課
TEL : 043-227-4103
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▲移動・運搬用の車両

富山県黒部市で創業
全国で土木工事に携わる

「黒部の太陽」に憧れて…
現場経験重ね信頼関係を築く

あさくら・たけし／1973（昭和48）年3月31日、富山
県黒部市で生まれ、東京都多摩市で育つ。法政二高から法
政大学工学部機械工学科、大学院は機械工学専攻。卒業後、
大手ゼネコンに６年間在籍。2003（平成15）年に立山工
業株式会社入社。2017（平成29）年、同社の代表取締役
社長に就任。

技術力をいかに生かし維持するか
インフラ修復工事のニーズに応える

私が社長になった２０１７年、建設
業界も団塊の世代が引退する大量離職

いずれ土木の世界に入ろうと小学生頃

大動脈の工事など、さまざまな現場を

名高速道路はじめ日本の産業を支える

請けとして全国の現場を飛び廻り、東

え、高度経済成長期にはゼネコンの下

います。最盛期は社員数３００人を数

プスの群峰、立山にちなんだと聞いて

１９７６年に立山工業を設立。北アル

きました。

先輩たちと技術畑で勉強させていただ

担当する機電部に所属し、土木部門の

ネコンに入社。土木機械や電気部門を

れながら大学、大学院を経て、大手ゼ

先代社長である父の後継に、と期待さ

ていく姿に感動を覚えました。いずれ

んがかっこよくて、困難に立ち向かっ

現在は直接雇用 人、他に下請け業

ど改革に迫られました。

革しました。弊社も組織や教育方法な

一人親方として黒部川の開発に参加

こなしてきました。

ネコンの下請けメインでしたが、千葉

どの工事に携わりました。かつてはゼ

橋台、市川の終末処理場のトンネルな

火力発電所や成田スカイアクセス線の

から千葉市三角町に本社を移転。富津

ましたが、１９８０年頃に顧客の要望

き、横浜、川崎などにも事業所を広げ

ではケンカになっても、終わった後に

理解しあえる部分もあるんです。現場

一緒に頑張って仕事をしているうちに、 界は思いのほか、人の役に立つ仕事だ

さを実感しました。幸い、この商売は

ましたが、やはり人を直接動かす難し

プレッシャーのもと、一生懸命頑張り

きるようにならねば、という勘違いと

社長になる以上、自分が一番仕事をで

に生まれ変わることができました。

に元請け工事が増え、新しい立山工業

れていきました。

を重ねていくごとに信頼関係が構築さ

取り組んでほしいですね。

私たちだ」という誇りを持ち、仕事に

たり前。でも「それを支えているのが

口をひねれば、普通に水が出るのが当

という自覚を持ってほしい。水道の蛇

する」という企業理念のもと、この業

た「お客さまが満足する施工力を提供

若い世代には、私の代になって掲げ

れをいかに維持していくかが課題です。

へ移転後は、行政から直接受注する元

は仲良くなっていることもあり、現場

力を、どう生かしていくか。また、そ

２００３年、 歳で立山工業に入社。 で、先代、先々代から培ってきた技術

場は、新規の現場よりも手間が掛かるの

ニューアルする必要があります。修復現

大量のインフラが耐用年数を超え、リ

おります。高度経済成長期に作られた

多岐にわたる工種で好評をいただいて

者さんを多く抱えています。現場では

46

が始まりです。やがて３社と合併して、 皆で一生懸命やっている石原裕次郎さ

から意識していました。一つの現場で、 が始まり、人材の獲得競争の時代に変

私は映画「黒部の太陽」を観てから、

Profile
猛氏
朝倉

戦後、富山県黒部市で創業した「松井組」を母体に、高度成長期の
インフラ整備など全国の現場で土木工事の実績を重ねてきた立山工業
株式会社。千葉市に拠点を据え、元請け・下請けをバランス良く受注
しながら、近年は技術伝承と人材育成に注力。社会問題化するインフ
ラの修復工事で社会貢献を果たす朝倉猛社長にお話を伺いました。

し、１９５２年に松井組を創業したの

当社は、私の伯父が富山県黒部市で、

～インフラ修復工事で世の中を支える～

請け工事に本格参入。この 年で一気

その後、東京の多摩地区に本社を置

30

▲オフィス

「お客さまが満足する施工力を提供する」 存在に

朝倉 猛

立山工業株式会社

代表取締役社長
▲本社外観
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場で先輩から「見て覚えろ」が基本で

せん。土木業界と言えば、かつては現

地道に人材育成をしていくしかありま
めたと感じているので、今は 年後が

やく人材育成プログラムの成果が出始

も若い世代を褒めるようになり、よう

地道な人材育成で次世代の確保に尽力
若い人材の確保が急務
技術者を育て定着を目指す
した。しかし、これからの時代、それ

楽しみです。

近年、インフラの劣化による被害が
ではせっかく優秀な人材を採用しても、

きましたが、それを若い世代に受け継

れまで先輩たちの遺産だけで糧を得て

経営者としての展望は「社会に必要

多発し、今後は修復工事のニーズがま
なかなか定着率が上がらないでしょう。 な技術を後世に残す」
こと。そして、
こ

しかし行政も企業も、予算が厳しけれ
ば工事業者が安く叩かれ、土木業界か
現在は、人材教育マニュアルと、教
が、自己実現のある充実した人生を送

しなければいけない。また、社員たち

いでいくこと。それらを社会的使命と

できません。一度、極端に人数が減っ
育する側のマニュアルの内容を改めて
れる様に支援していくことです。

ら若い世代が離れて、次世代の育成が
てしまえば、短期間で技術者が育つわ
見直すなどの取り組みを継続していま

幸い、当社の若い社員たちはいきい

が瀬戸際だと思っています。

る会社として残っていけるか否か、今

けではないので、問題はさらに深刻に

人材育成プログラムを見直し
成果出る 年後を楽しみに

すます高まっていくと考えられます。

10

す。若い人を増やし、社会に貢献でき

10

なります。
当社も赤字覚悟で、今から技術者を
育てて将来に備えておきたいと、教育
マニュアル作りに力を入れるようにな

Ｑ 休日はどのように過ごしますか？
Ａ 出張ついでに、さまざまな勉強会に参加

したり、社寺仏閣をみたり。ＯＮとOFF
が完全に混ざっています。休日にお誘
いがあれば飲みに行き、仕事からプライ
ベートまで、いろいろな人の考えを聞い
ています。結局、仕事が一番楽しいで
すね。

Ｑ 愛読書は？
Ａ 黒部第３ダムを描いた吉村昭「高熱

隧道」、第４ダムを描いた木本正次
「黒部の太陽」。自分のルーツである
黒部川の話です。昔はこうだったのか
と建設業の歴史も分かります。

Ｑ カラオケの十八番は？
Ａ「うまぴょい伝説」です。アニソン、ア

ニメが大好きで、「ラブライブ！」も好き
ですね。

Ｑ 座右の銘、好きな言葉は？
Ａ「遊働一致」。つまり、休日の過ごし
方と一緒ですね。

が、社員たちが達成感を得ている姿、
頑張った証を見ることが一番うれしい
ですね。

りました。何とか新入社員を採用して、 きと働いてくれていますし、先輩社員

Q &A
朝倉社長

▲社員旅行での集合写真
▲工事の様子

Ｑ やる気の源は？
Ａ 表情や仕草を見ているとわかるんです
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▲朝倉代表取締役社長

プロバスケ千葉県内２チーム目 千葉市拠点にＢ３参入へ
～代表取締役ＣＥＯ 新居佳英氏に聞きました～

チーム名
「アルティーリ」
は世界共通言語
「エスペラント語」
で
「魅了する」
の意。
チームカラーはブラックネイビー。
2016年、東証マザーズ上場。2018年、東証１部へ市場変更。2020年７月、アルティーリ
千葉を新設し、Ｂ３リーグへの新規参入を表明。株式会社アルティーリの代表を務める。

14

Profile

代表取締役 CEO：新居佳英氏

（あらい・よしひで）／1998年、上智大学理工学部卒。 草創期のインテリジェンス（現

は、茨城県水戸市をホームタウンとする

持っておりました。最初に取り組んだの

症拡大の関係で、外国人選手とヘッド

感じています。新型コロナウイルス感染

十分期待に応えてくれるチームだと

の試合１戦１戦を通して、さらに進化し

携がよくなっています。今後、リーグ戦

京に近いエリアの方が当社としても支

ていただきました。その後、もう少し東

取り組み以外にもチーム帯同医師の派遣

葉大学医学部附属病院さんには、上記の

に試合をするたび、みるみるチームの連

３戦３勝させていただいています。実際

ただいています。ほかにも京成グループ

や選手のメディカルチェックをお願いし、

点へ」というテーマに向けた、直近の目

さんにはホテルの記者会見会場、チーム

ていくと思います。

標と、中長期的な目標を教えてください。

の宿泊先やハイヤーの提供、遠征時のバ

選手のパフォーマンス向上に貢献してい

Ｂ３を優勝して、１年でＢ２に上がる

ス手配などにご尽力をいただいています。

今年８月、ケーヨーさんのご協力で、子

というのが最初の目標です。中長期的に

こと。今シーズンはＢ３、来シーズンは

ども向けクリニック（バスケット教室）を

―市民との交流はいかがですか。

Ｂ２、再来年にはＢ１でプレーしている

富津市で開催しました。
選手２名が子ども

レイを生で体験してもらいました。
大変思

たちと練習したり、
勝負したりとプロのプ
けた具体的な課題は。

します。

い出に残るイベントになったと思います。

うる戦力を持っています。チームが集中

他地域からの移転でなく、千葉市で新

約１年でチームをどの程度の完成度に

力を切らさずにどれだけの力を発揮でき

規設立した初めてのプロスポーツクラブ

今後も積極的に企画していきたいですね。

るか。フロント、チームスタッフ、選手、

です。我々は、千葉市の皆様に心から誇

できるかだと思います。当然、簡単なこ

コーチ、トレーナー、全員が「Ｂ３で必

りを持って応援していただけるような魅

―千葉
 市の皆さんへメッセージをお願い

ず優勝する」という思いでやり遂げるこ

力あるプロクラブを創っていきたい。具

ポーツ選手のパフォーマンス向上やケガ

ィースーツ「ゾゾスーツ２」を活用し、
ス

ンサーとなって下さり、３Ｄ計測用ボデ

ＴＯＷＮ」を運営するＺＯＺＯさんがスポ

ファッション通販サイト「 ＺＯＺＯ

な取り組みがありますか。

だければと思います。

すね。ぜひ、試合会場へ足を運んでいた

にしていただくような存在になりたいで

試合を応援に行く」などみんなで楽しみ

ですし、毎週末、
「家族でアルティーリの

済的効果が見込めるようになれば嬉しい

からの集客が期待できたり、あらゆる経

体的には、我々の存在があることで県外

防止の可能性を探っています。また、千

―地域
 との連携について、具体的にどん

とが大事だと思っています。

とではないと思いますが、十分に優勝し

―早い
 スピードでのステップアップに向

ことですね。

は、Ｂ２も最短で優勝し、Ｂ１に上がる

―今後
 に期待が高まりますね。「５年で頂

10
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援しやすいこと、またバスケットボール
という競技自体が今後、極めて国内ス
ポーツ界において注目度が高まってい
くだろうということ、さらに千葉県は非
常にバスケットボール人口が多いにも
関わらず、船橋市に「千葉ジェッツふな
ばし」１チームしかプロクラブがない。
それらを加味し、千葉市をホームタウン
としたプロバスケットボールクラブを
新規で立ち上げることに挑戦しよう、と
決断しました。
―クラ
 ブとしての特徴や、組織としての
強みについて教えて下さい。

Ｂ１、Ｂ２の極めてレベルが高い選手
を採用できたと思っていますが、経験と
能力以上に、我々が重要視しているのは
チームプレーヤーとしての素地。
「チーム
に貢献する」ことに対して意識が高い選

クレバーなプレーヤーが多いのが特徴で、

手を採用させていただきました。非常に

をお聞かせ下さい。
チームプレーが得意な選手で構成された

サッカーＪ２「水戸ホーリーホック」と

コーチの来日が非常に遅れ、全員揃って

チームです。

の提携でした。このチームへ出資し、ス

練習し始めたのが９月前半。初めての公

化や、青少年教育を含めた地域への貢

ポンサーとして経営にも携わらせてい

式戦の試合が天皇杯で、
（ 月６日現在）

―チームの状況はいかがですか。

ただき、水戸市の地域活性化に貢献させ

献をしていきたいという考えをずっと

我々は、スポーツを通した地域の活性

―チー
 ム誕生の背景と、新居社長の思い

いただきました。

の新居佳英ＣＥＯに意気込みを語って

目でＢ１優勝を目指す」という運営会社

リーナをホームアリーナに「５シーズン

トクラブが誕生。中央区の千葉ポートア

し」に続き、県内２例目のプロバスケッ

が本拠地でＢ１の「千葉ジェッツふなば

３）
に参入しました。これにより、
船橋市

バスケットボール男子Ｂリーグ３部（Ｂ

設クラブチーム「アルティーリ千葉」が

今年４月 日、千葉市を拠点とする新

「５年で日本一に」 最短昇格へ市民の誇りとなるチーム目指して

パーソルキャリア）に入社。 2000年、子会社の代表取締役CEOに就任。 2003年、

インターネットサービスを手がける株式会社アトラエ設立（東京都港区）
、代表取締役就任。

夢シティちば
2021年11月号
夢シティちば
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▲川崎ブレイブサンダース戦の様子
▲オンコートキャプテン 大塚選手

《特集》
誕生！アルティーリ千葉
特集／誕生！アルティーリ千葉

特集／誕生！アルティーリ千葉

Comment
ヘッドコーチ：アンドレ・レマニス氏
この度、アルティーリ千葉のヘッドコーチに就任する
機会をいただき、大変光栄に思っております。
オーストラリア・ナショナルチームのコーチを務めて
いた時、試合で千葉を訪れるご縁があり、私はこの街
と人々に魅了されました。千葉での生活を、私は大変
楽しみにしていますし、地域のみなさまからの信頼を得
られるよう精進したいと思っています。
ゼロからチームを作るのは決して簡単なことではあ

住宅設備機器・管工機材・建築資材の総合商社

総合防犯設備・警備業

未来の住環境に夢発見。
街頭防犯カメラ

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

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

りません。多くの課題が待ち受けているでしょう。ク
ラブに所属するメンバーだけでなく、地域のみなさま
ともビジョンを共有し、共に育てていくことが、成功
の鍵となると考えます。
このクラブは地域のみなさまのクラブです。関わる
全ての人に誇りに思っていただけるように全力で取り
組んでまいります。

オンコートキャプテン：大塚裕土

オンコートキャプテン：レオ・ライオンズ

今シーズン、キャプテンを務めることになり
ました大塚裕土です。
毎シーズン、役職は関係なくチームが前に
進めるきっかけになれることをオンコートやオフ
コートで自分なりのアイディアを出し行動してき
ました。
自分が発言したことがきっかけになり、それ
ぞれが気づきから成長できた結果が初めてリ
ーダーシップとして認められる成果になると思っています。
個人の課題にトライすると同時に苦しい時に仲間やチームを助けて
勝ちに導けるように頑張りたいと思います！
！

ファンの皆さん、キャプテンを
務めることになりました、レオ・
ライオンズです。
ウイニングシーズンにするべ
く、自分自身が率先して行動で
示していきながら、ベストを尽く
します。
目指しているものを皆さんに
お見せできる準備はできています。
皆さんにお会いできることを楽しみにしています！

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

TEAM DATA
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チーム名：アルティーリ千葉
本 拠 地：千葉ポートアリーナ
設
立：2020年7月
運
営：株式会社アルティーリ

本社所在地：〒260-0025 千葉市中央区問屋町1-35
千葉ポートサイドタワー22F
Mail Address： info@altiri.jp
HP URL ： https://altiri.jp

夢シティちば
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⑤会員継続意向

④商工会議所の利用頻度

千葉商工会議所

「いつか役に立つと思うので継続したい」(37.6%) が最も多く、
「役に立っ 「あまり利用しない」(35.9%) が最も多く、
「たまに利用する」(32.6%)
ているので継続したい」
（30.3%）が続いた。
が続いた。
役に立って
いるので
継続したい
30.3％

何とも言えない
9.5％
できれば
退会したい
2.2％

11.3％
15.4％

3.3％

3.7％

何とも言えない
7.8％

27.9％
30.8％

4.5％
4.6％

たまに
利用する
32.6％

「夢シティちば」が読まれている割合は 86.4% に上る。
その他
0.4％
（R1:0.3％・Ｒ2：0.0%）
3.3％
2.2％

外円：令和３年
中央：令和２年
内円：令和１年

あまり利用しない
35.9％

「内容は知らないが、活動していることは知っている」（36.9%）が
最も多く、「何となく聞いたことがある」（31.5%）が続いた。
全く知らない
22.1％

毎月読む
32.0％

内容を含め
良く知っている
9.4％

24.3％
29.1％

32.0％
29.8％

23.5％
24.1％

24.5％
23.2％

⑨会議所訪問時の職員対応

39.8％

何となく聞いた
ことがある
31.5％

ほぼ毎日見る
0.2％
（R1:0.2％・Ｒ2:0.3%）

その他
0.5％
（R1:1.2％・Ｒ2:0.8%）

週に数回見る  1.6％
（R1:0.8％・Ｒ2：1.3%）

5.2％
3.6％

月に数回見る
11.7％
53.3％
37.2％

80.9％

夢シティちば

2021年11月号

人材育成
新商品・サービス開発

19.0%

雰囲気も窓口
対応も好印象
80.0％

全く見ない
36.6％

22.8%

25.8%

21.0%
23.6%

11.9%

  20.3%
19.8%
     21.2%
16.9%
17.5%

14.3%

15.7%
16.5%

6.7%

6.3%

12.2%
11.9%

令和３年
令和２年
令和１年

       5.7%
  4.3%
3.7%

原材料等の価格転嫁

1.8%
2.0%
         4.2%

③入会動機（入会年数３年以下）

②会員年数

「人脈の拡大」
（47.1%）
、「経営相談・支援」
（47.1%）が最も多く、 「11 ～ 20 年」（23.0%）が最も多く、「4 ～ 10 年」（21.8%）
、
「地域貢献のため」（30.6%）が続いた。
「21 ～ 30 年」（19.4%）が続いた。
0%

20%

40%

人脈の拡大

その他

47.1%
49.3%

33.1%
38.7%

21.1%
30.6%

地域貢献のため

団体加入
（青年部・女性会等）
年に数回見る
49.4％

47.9%
47.0%

27.6%
29.9%

19.8%

生産性向上

その他

48.4%
47.7%

40.8%

21.1%
29.4%
25.3%

サービスの利用
（共済・保険加入等）

35.7％
48.6％

48.4%
48.2%
      49.9%

37.6%

経営相談・支援

11.9％
8.9％

15.5％

11

販路拡大

IT導入

内容は知らないが、
活動していることは
知っている
36.9％

40%

人材確保

資金調達

⑧商工会議所の広報活動について（HPの閲覧状況）

雰囲気も暗く
窓口対応も冷たい
8.3％

81.7％

20%

事業承継

訪問したことがある回答者のうち、「雰囲気も窓口対応も好印象」は 「ほぼ毎日見る」「週に数回見る」「月に数回見る」「年に数回見る」
80.0％となった。
を合わせると 62.9% となった。

雰囲気は良いが
窓口対応がいまいち
11.7％

０%

BCP（事業継続計画）
ほぼ毎月読む
22.2％

13.1％

「人材確保」（48.4％）
、「販路拡大」（48.4％）が最も多く、「人材育成」（47.9％）が続いた。

人脈の拡大

11.8％
8.9％

38.5％

31.5％
32.1％

時々読む
32.2％

●計552件（有効回答率：27.3％）

①自社の経営課題

⑦商工会議所の広報活動について（夢シティちば） ⑥政策・提言等の要望活動の認知度

11.6％
9.5％

有効回答数

主なアンケート調査結果

36.8％
いつか役に立つと
思うので継続したい
37.6％

ほとんど
読まない
9.6％

千葉商工会議所の会員  2,023社（メールをご登録頂いた会員のみ）
オンライン
令和３年７月12日～８月６日

39.0％

34.6％

全く
読まない
3.6％

●調査対象
●調査方法
●調査期間

7.0％

29.7％
34.0％
34.8％

調査方法
7.3％

17.8％
19.4％

20.1％
18.1％
お付き合いの
ため継続したい
20.4％

調査の概要

よく利用している
6.7％

全く利用しない
16.9％

会員意向調査

0.8%

47.1%

51年以上
7.0％

1年未満
3.4％

31〜50年
12.8％

1〜3年
12.6％

21〜30年
19.4％

4〜10年
21.8％

37.3%

42.1%

5.9%
6.7%
令和３年
8.2%
10.7%
14.3%

令和２年
令和１年

11〜20年
23.0％

夢シティちば
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永年勤続表彰

日本商工会議所表彰

役員・議員
堀江副会頭が表 彰 さ れ ま し た

国際・情報合同委員会
９月９日㊍
中小企業のＩＴ導入とサイバー
セキュリティについて意見交換

９月

日㊎

ものづくり女子に聞く！ 座談会
女性のものづくり業界就業促進と
企業の人材確保を支援

９月

のづくり現場で活躍中の女性社員が本音

けている受講生（主に女性）と、現在も

はじめ、登録申請の方法や電子インボイ

請が開始されるインボイス制度の概要を

講習会では、令和３年

イン）で開催しました。

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

12
2021年11月号

日㊋

インボイス制度講習会・個別相談会
インボイス制度の概要と
実務上対応のポイントを解説
所長 中島由雅

務上対応のポイント＆個別相談会」を、

中央税務会計事務所

催で「ものづくり女子に聞く！座談会
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観

高度ポリテクセンター及び千葉市と共
高度ポリテクセンター」を開催しました。
点からハイブリッド形式（会場とオンラ

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
本イベントは、ものづくり業界への就

当日は、中小企業におけるＩＴ導入状
で話しあう場を設け、女性のものづくり

講師による「インボイス制度の概要と実

員長／東日本電信電話㈱千葉事業部 千
職を希望し、同センターで職業訓練を受

日㈭に開催された日本
葉事業部長）は、オンラインにて会議を

月

商工会議所第１３ ３ 回 通 常 会 員 総 会 に お
開催しました。
況について知見を深めるため、モデン工
業界への就業促進及び企業の人材確保支

月から登録申

年にわたる者」として表

所表彰「役員・議 員 永 年 勤 続 表 彰 」 に
業㈱ 代表取締役 関 泰之 氏をお招きし、

手島 英男

おける「勤続
「わが社におけるデジタル化への対応と

健介
公認会計士・税理士

心からお祝い申 し あ げ ま す 。

日㈮を予定しております。

26

彰されました。
スの定義、免税事業者が課税事業者にな
る場合のメリット・デメリットなどにつ

活用を検討している企業２社が参加し、
者の方々が講師と実務上の対応方法など

名と、女性の更なる

女性ならではの働き方に関する不安やも

当日は、受講生

援を行うことを目的としています。

ても理解を深めるため、千葉県警察本部
のづくりの現場で働く面白さややりがい
月

11

その後開催した個別相談会では、受講

生活安全部 星野 和彦 氏から「企業活動
について熱心に相談を行いました。なお、

☎043‑225‑6232
道場店・稲毛店・銀座店

（オンライン名刺）

http://www.sangyokoyo.or.jp/(土・日・祝日は休業)

いて、解説していただきました。

の妨げとなるサイバー犯罪の脅威」につ
次回は

た。また、サイバーセキュリティについ

10

などについてざっくばらんに語り合うな

医療法人社団 報徳会

ど、有益な情報交換の場となりました。

▲関代表取締役による講演（オンライン開催）

いて、説明を受けました。その後、今後

千葉市中央区弁天1－15－3 リードシー千葉駅前ビル6階

の委員会の進め方などについて意見交換

公益財団法人 産業雇用安定センター

を行い、閉会となりました。

千葉市中央区本町1−1−13

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

会報誌でもご紹介したいと考えてお

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

※会員 企 業 が 受 け ら れ た 種 々 の 表 彰 を

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

手みやげに一番

料
無
信頼と安心
全国ネット

報徳千葉診療所
千葉市中央区新宿1‑20‑5
本店

ＴＥＬ. ０４３－２16－3670
〒２６０－００45

情報の提供、ご相談、人材の
紹介等の支援の費用はかかり
ません。

経済・産業団体と厚生労働省
の協力で設立された公益法人
です。
全国ネットを通じて出向・移
籍等についての相談、人材情
報の提供を行っています。

り ま す。 そ う し た 情 報 を 是 非、 お 寄

15

課題」をテーマにご講演をいただきまし

▲ものづくり現場の本音について活発な意見交換が行われる

in

28

いて、当所副会頭 で あ る 堀 江 亮 介 氏 （ ㈱

この度、

24

堀江商店 取締役 会 長 ） が 日 本 商 工 会 議

▲佐久間会頭（左）から賞状を受け取る堀江副会頭（右）

企業間の出向・移籍をサポートします。
出向・移籍の専門機関

・事業の整理、縮小に伴い人員削減を検討しているとき
・従業員を関連会社以外の企業へ出向を検討しているとき
・工場閉鎖等のため従業員の受入れ先を探しているとき

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

夢シティちば
2021年11月号
夢シティちば
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16

雇用調整
人材確保

▲インボイス制度講習会の様子

お客様から信頼される会計事務所を目指して

9
30

せください。

人事担当者の皆様へ

9月
商工会議所 の 動き

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10月15日時点

支

援

情

一

覧

中小法人等
個人事業者等

上限20万円/月
上限10万円/月

月次支援金事務局相談窓口
0120－211－240

千葉県中小企業等事業継続支援金
【支援金A】

中小企業等
個人事業者等

一律20万円
一律10万円

千葉県中小企業等事業継続支援金コールセンター
０１２０－１７９－１５５

千葉県中小企業等事業継続支援金
（酒類販売事業者への上乗せ支給）
【支援金Ｂ】

中小企業等
個人事業者等

最大20万円/月
最大10万円/月

千葉県中小企業等事業継続支援金コールセンター
０１２０－１７９－１５５

［対象月追加・受付再開］

一律15万円/1事業者
（1〜3月）
一律5万円/月
（4〜10月）

千葉市中小企業者向け支援金事務局
043－202－1821

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13弾】

中小企業 最大4〜10または20万円/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

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）
【第5・6回】

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
非飲食業カラオケ事業者 最大2万円/日

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

月次支援金

支援金・協力金

売上が減少した事業者向けの
支援金が欲しい

千葉市中小企業者向け支援金

助成金・補助金

宿泊事業者向けの支援金が欲しい

千葉県宿泊施設感染対策支援金【第2期】

最大50〜500万円

千葉県宿泊施設感染対策支援事務局コールセンター
0570－020166

雇用を維持したい

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#）

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

ＩＴ導入補助金

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

［期間延長］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） 1,000万円

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） 最大2.8億円

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

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
15

報

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）

資金を調達したい

資金を調達したい
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支援金・協力金

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10月15日時点

※9月13日
（月）
～30日
（木）
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【第13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13弾）
」
が支給されます。

【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
大 企 業

最大4～10万円/店舗・日 ※１
最大20万円/店舗・日 ※２※３
最大20万円/店舗・日 ※３

※１：前年度又は前々年度の１日あたりの売上高から算定
※２：１日あたりの売上高が25万円を超える場合のみ選択可
※３：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。

【申請期間】 令和3年11月17日（水）まで
※
【要請内容】【対象要件】
など詳細は下記HP等からご確認ください。

（10月分）
千葉市中小企業者向け支援金
［対象月追加
受付再開（1〜9月分）］

国が実施する一時支援金・月次支援金及び都道府県による営業時間短縮要請に伴う協力金の対
象とならない事業者を対象に
「千葉市中小企業者向け支援金」
が給付されます。
「千葉市中小企業者向け支援金」のうち、１月～３月分は「千葉市中小企業者一時支援金（以下、
一時支援金）
」
、４月～１０月分は
「千葉市中小企業者月次支援金
（以下、月次支援金）
」
とされており、
１１月１日から申請期間が終了した月の受付が再開されます。さらに、１月分～１０月分のうち、
４か月分以上受給している方に２０万円が追加支給されます。
【給 付 額】 一時支援金：一律15万円/1事業者
月次支援金：一律５万円/月
【対 象 月】 一時支援金：令和３年１月～３月分
月次支援金：令和３年４月～10月分
【支給対象】 以下の①～⑤のすべてに該当すること

①令和２年12月までに創業し、千葉市内に ｢本店｣ 又は ｢主たる事業所｣ を有する中小企業者等
（個人事業主を含む）
②国の一時支援金・月次支援金及び都道府県による営業時間短縮要請に伴う協力金の対象と
ならない
③令和３年１月～10月までの間で、対象月の売上が前年同月比又は前々年同月比20％以上50％
未満減少している（１月～３月は任意の１か月で判定）
④対象月の売上減少額が給付額以上ある（１月～３月は合計額で判定）
⑤引き続き千葉市内で事業継続の意思がある

【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）

［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）
【第５回】※₉月₁日
（水）
～12日
（日）
までの時短営業等に対する協力金
【第６回】※₉月13日
（月）
～30日
（木）
までの時短営業等に対する協力金

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、千葉県は、人流抑制の観点から、緊急事態措置区域
（対象：県内全域）において時短営業等の協力要請を行いました。この要請に応じた大規模施設及び
テナント等（飲食店を除く）に対し、
「第５回・第６回 千葉県感染拡大防止対策協力金（大規模施設・テナ
ント等）
」
を支給いたします。

【支 給 額】 ・大規模施設：自己利用面積1000㎡ごとに

20万円×（短縮した時間／本来の営業時間）×協力日数＋加算額 ※1
・テナント等：店舗等面積100㎡ごとに
2万円×（短縮した時間／本来の営業時間）×協力日数
・非飲食業カラオケ事業者：2万円 × 協力日数 ※2
※１：大規模施設で
「支給対象テナント店舗等数が10以上」
「特定百貨店」
「映画館運営事業者」の場合には、
短縮した営業時間に応じて１店舗あたり最大２千円～２万円が加算されます。
※２：非飲食業カラオケ事業者のうち、大規模施設またはテナント等に該当する場合は、協力金の計算方
法が異なります。

【申請方法】 オンラインまたは、郵送
【受付期間】 ～令和３年12月28日（火）まで
【追加支給】 １月分～10月分のうち、４か月分以上受給している方に20万円が追加支給されます。
※該当者には、個別に追加支給の申請書が送付されます。

※詳細は下記HPよりご確認ください。

【お問合せ先】

千葉市中小企業者向け支援金事務局（委託事業者 ㈱JTB千葉支店）
TEL 043－202－1821 8時30分～17時30分（土・日・祝日除く）

【対象区域】 県内全域
【申請期間】 令和３年11月30日（火）まで
※
【要請内容】【対象要件】
は、
「大規模施設」
「テナント等」
「非飲食業カラオケ事業者」
で異なりますので、
詳細は下記HP等からご確認ください。

【お問合せ先】

所長

弁理士・行政書士

小 林 克 行

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）
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※あらかじめお電話で相談日時等をご連絡ください。

千葉県におけるイノベーション創出のポテンシャル
藤

拓

～ヘルスケア、
アグリテック、カーボンニュートラルにおける今後の可能性～

佐

坂本ゆみか
香川 大輔
大矢たかし

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

①11月11日（木）
・②12月9日（木）14時〜17時

○相談日

①11月4日（木）
・②12月2日（木） 14時〜17時
○相談員

①川上 美穂 氏（社会保険労務士）
②鈴木 澄雄 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

○相談員

①吉田
充 氏（税理士）
②齊藤 敏正 氏（税理士）
千葉県税理士会千葉東支部所属

■カーボンニュートラル
～洋上風力導入の動きと外資の参入～

た国内の植物工場のニュースが流れてい
たが、世界的に温暖化、異常気象などが
生ずる中、気候に左右されない植物工場
へのニーズは国内外で高まるばかりでは
ないだろうか。
“千葉発”
植物工場のさら
なる国際展開が期待される。

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。

脱炭素を目指す日本にとって、太陽
光発電と並び、洋上風力発電は新たに有
千葉事務所に赴任し、 年が過ぎたが、その間、多くの県内企業・大学・研
海外展開が期待される。
望分野であり、昨年７月に「洋上風力の
■アグリテック～日本最古の種苗会社、国
産業競争力強化に向けた官民協議会」が
究機関と面談・訪問し、その海外展開・国際展開支援を行ってきた。そうした

立大学唯一の園芸学部そして世界に羽
設立されるなど、官民での動きが加速し
経験の中で千葉県内には多くポテンシャルを有し、新たなイノベーションの創
ばたく植物工場～
ている。千葉県においても、銚子沖、い
出、県内経済の成長に寄与しうる有望な産業分野があることがわかった。それ
千葉県は、都道府県別農業産出額第４
すみ市沖などで洋上風力導入が見込まれ
が①ヘルスケア
（健康・医療）
、②アグリテック
（農業・食品）
、③カーボンニュ
位と国内有数の農業県であるが、種苗に
ている。同協議会によると、洋上風力発
ートラル
（脱炭素）
の３分野である。本稿では、各分野の現状、ポテンシャルと
関する歴史も長い。フランス・リマグレ
電は、２０４０年には全世界で２０１８
ジェトロの取組、今後の可能性につきご紹介したい。
ングループの一員である、
みかど協和
（千
年の約 倍である５６２ＧＷの導入が見
■ヘルスケア～西洋医学発祥の地としての
業を募集したところ、 年間で実に 社
葉市）
の起源、
越部浅五郎商店は元禄年間
込まれているが、アジア地域での導入は、

ブランドと世界有数のアカデミア集積～
が参加し、１５０件超の商談をアレンジ、 （１６８８ １
に創業した日本最
２０３０年までに世界市場の 割を超え
‒７０４）
１８４３年、佐倉藩主堀田正睦が招い
具体的な連携、共同研究に至ったケース
古の種苗会社である。千葉大学には、国
る見込みで急速な成長が見込まれている。
た蘭医の佐藤泰然が開いた医院兼蘭学塾
も出てきている。
立大学唯一の園芸学部があり、様々な研
これに伴い、欧米の洋上風力関連企業
「佐倉順天堂」は順天堂大学の起源となり、
社もの海外企業が参加したのは、ジ
究開発に取り組んでいる。
の日本進出の動きも加速している。ジェ
千葉県は
“西の長崎、東の佐倉”
と呼ばれ
ェトロの海外事務所を通じ「千葉県＝ヘ
木田屋商店
（浦安市）
は、本業のスーパ
トロ千葉では、コロナ禍にも関わらず、昨
る日本の西洋医学
（ヘルスケア）
の発祥の
ルスケア」のブランドイメージを海外で
ーの他、
千葉大との連携などを通じ、
植物
年度、
コンバーターテック社
（ドイツ）
の千
地とブランディングできる。そして、県
浸透させた成果であり、それだけ海外企
工場事業に参入している。その展開は福
葉県進出を支援した。同社製のコンバー
内のヘルスケア関連アカデミア
（大学、
研
業が関心を持つ国際的にみても評価の高
井など国内に留まらず、コロナ禍にも関
ターは世界全体で 万３千基以上インス
究機関）の集積は国内有数で世界から見
い研究、研究者が県内にある証左ではな
わらず、中国深センにも植物工場を開設
トールされており、取り付け済電源は
ても垂涎の研究、研究者があリ、千葉県
いだろうか。成田市における国際医療学
するなど、世界へ事業展開している。先
ＧＷ以上に及ぶ。日本の脱炭素の１大拠
は「ヘルスケア先進県」
といえる。
園都市構想
（国家戦略特区）
、ＮＣＣ東病
日、夏の長雨で葉物野菜の注文が倍増し
点となるポテンシャルが千葉県にはある。
ジェトロ千葉では、こうしたブランド
院での
「ベンチャー育成プログラム」
、量
と集積を最大限活用し、国際ビジネス支
子研での国内随一の「量子生命学研究所
参考：洋上風力発電関連外資の千葉進出事例
援の取組を行ってきた。国立がん研究セ （２００名規模）
」
設立、千葉大での「学術
https://www.jetro.go.jp/invest/newsroom/2020/f8481326f009b70c.html
ンター（ＮＣＣ）
東病院、
産総研柏センタ
研究・イノベーション推進機構
（ＩＭＯ）
」
ー、東京大学
（いずれも柏市）
、千葉大学
開設など、県内地域・機関のイノベーシ
参考：千葉事務所ＷＥＢサイト
（千葉市、柏市等）
、量子研
（千葉市）
など
ョン創出の動きは加速しており、さらな
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/chiba/
の県内アカデミアと面談をしたい海外企
る国際産学連携、スタートアップ企業の

ジェトロ千葉所長・千葉大学客員教授

税理士による税務相談窓口
社会保険労務士による労務相談窓口

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。
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。

氏（中小企業診断士）
氏（中小企業診断士）
氏（中小企業診断士）
○相談員
初雄 氏
（弁護士）
榎本

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。
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。

14時〜17時
○相談員

千葉商工会議所IT導入促進チーム
経営指導員・外部専門家

月曜日・水曜日・金曜日
11月19日
（金） 14時〜17時

○相談員
○相談員

○相談日
○相談日

随時
月曜日〜金曜日

中小企業診断士による経営の相談窓口
弁護士による商工法律相談窓口

○相談日
9時〜17時
○相談日

IT導入何でも相談窓口
事業承継何でも相談窓口

TEL043-227-4103

商工会議所の無料相談窓口

〈ジェトロレポート〉いま世界に目を向けて

○相談日：毎週月曜日・水曜日・金曜日 14時～17時
※オンライン相談も実施中
○相談員：中小企業診断士
3

70

3

70
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2

4

45
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専門家による経営相談を実施しています。

重要

新型コロナウイルス対策

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。

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/
総務課
043-227-4101

・中央公園内樹木には、昨年同様動きのある
「流星ライト」を使用し、全体的に暖かみの
ある色合いで公園内を灯します。期間中、シ
ーズンに合わせてライトアップカラーをチェ
ンジする予定ですのでお楽しみください。
・昨年、千葉商工会議所 周年を記念して中央
公園内に植樹したヒマラヤスギには、カラフ
ルなＬＥＤを使用することにより、虹色に輝
く希望の光をイメージした装飾を行います。
・駅前大通りの樹木には、白色のＬＥＤの上に、
カラフルなバナーを巻き付け、色鮮やかに街
を彩ります。

―☆今回の注目ポイント☆―

【問合せ】
右のQRコードから
登録フォームにア
クセス

場

・開催期間 令和３年 月 日～
令和４年２月 日（ 日間）
・会

中央公園プロムナード（駅前大通り）

11

千葉市中央公園

最新情報はこちらで
ご確認ください。

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」
1 1 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

回千葉都心イルミネーション開催

相続税対策スタッフ

※新型
 コロナウイルス感染症の感染拡大状況により緊急
事態宣言が発令される等、開催が困難となった場合に
は、事業の規模縮小・中止となる可能性がありますの
で、最新情報については、当所ホームページやＳＮＳ
でご確認いただけますと幸いです。

Facebook

第

81

登録方法
81

【 初 回 無 料 相 談 受付けています ！ 】
月 日㈮から２月 日㈪までの 日
間、冬の風物詩である、千葉都心イルミネ
ーション「 ルミラージュちば２０２１／
２０２２」を開催します。
今回は、
『持続可能な未来を拓く希望の
光』をテーマとし、新型コロナウイルス感
染症患者の治療に尽力する医療従事者への
感謝や、感染拡大防止に奮闘されている飲
食店事業者をはじめとする全ての方々に対
する応援と早期収束の願いを込めて、希望
の光を皆様にお届けします。
開催にあたり、ご支援いただきました皆
様に心から感謝申し上げます。

Illumination Image : © YAHAVAH ART STUDIO
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メールアドレス
ご登録のお願い
80

14 26

公認会計士・税理士・国税庁ＯＢのベテランが

14

検索

◎差別につながる調査はお受けいたしません。◎秘密厳守

調査のアイコウ

不貞関係調査・結婚前調査・盗聴・盗撮器調査 など

中心市街地の
「過去を知る」を
テーマに開催
14

31
26

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

個人関係調査

月 日㈫、千葉市中心市街地まちづくり協
議会は活性化ワーキンググループ（以下ワーキ
ング）を開催しました。
今回のワーキングは中心市街地の「過去を知
る」をテーマに開催したもので、まず、昭和
年や平成元年当時の中心市街地の地図をもとに、
昔の街の状況について振り返りを行いました。
その後、まちづくり協議会の会則や会員名
簿、活動エリア等の資料をもとに、協議会のこ
れまでの活動目的の推移や現在の状況等につ
いて確認を行いました。
今後のまちづくりにあたっては、個店の魅力
づくりが必要不可欠であり、エリアとしては千
葉神社や栄町をポイントに進めていくべきな
どの意見があげられました。
11

法曹関係特殊調査

0120-54-5432
不貞行為調査・詐害行為調査・隠匿資産調査 など

千葉本社 所在ビル

問題解決へのお手伝い。
企業関係調査

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

千葉商工会議所からのお知らせ

千葉都心
イルミネーション

31

▲栗原座長（中央）の進行によりワーキングを開催

信頼と実績の総合調査

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

〈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

社員採用前調査・社員の素行調査・企業信用調査 など

9

千葉県弁護士協同組合特約店

1983年創業
まちづくり事業情報

中心市街地NEWS
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安全な運転、お客さまへの笑顔、
そして真心でより良い乗り心地を…

を展示したり、お客さんを乗せて短い

属して、くびき野レールパークで車両

ったんです。大学では鉄道研究部に所

域に密着できるような職場がいいと思

家から近くで、また離れていた分、地

地元でと考えました。せっかくなら実

新潟の大学に進学しましたが、就職は

レールは身近にある乗りものでしたね。

始発の間が仮眠です。そのシフトに耐

午後１時、退勤は朝９時半。終電から

も終電と始発の担当で、昨日の出勤が

います。ただ、勤務は不規則で、今日

適性として性別はあまり関係ないと思

ＪＲでも山手線は半数が女性ですし、

転士は他の鉄道会社でも増えていて、

１年目から出していました。女性の運

社内で運転士に、という希望は入社

■空飛ぶ運転士へ転身

強に専念しました。

ち、一度現場の仕事を離れ、運転の勉

年ほど駅員としてキャリアを積んだの

青空を背景に千葉のまちを走る千葉都市モノレール。営業距離（ ・２㎞）
最長懸垂型モノレールとして世界記録を誇る、暮らしに欠かせない空飛ぶ
ライフラインです。今年７月、同社２人目の女性運転士としてデビューした
木村沙保さんにお話を伺いました。

■地元で地域密着の駅員に

私は大学卒業後、２０１７年に入社
しました。四街道市出身で、祖父母が

区間を走行させたり、といった保存活

えられれば、女性でも全く問題はあり
ません。勤務が不規則なぶん、普通の

は本当に焦りました。人身事故や自然

間後、車内で急病人が出てしまった時

足も実感しました。独り立ちして数週

たが、やりがいがありました。３～４

まな方のニーズに応えるのは大変でし

した。駅の窓口は客層が広く、さまざ

入社後は千葉駅や都賀駅に配属されま

そしてより良い乗り心地を実現するの

まと接する際には笑顔が欠かせません。

安全は運転で一番大切ですし、お客さ

心」は、全て運転に当てはまります。

る上での活力になるんですよ。

仕事と趣味が両立できると、仕事をす

りを楽しむ「ラフティング」が趣味で、

充実させられます。私はボートで川下

の３カ月は座学で車両の仕組みや鉄道

現在（取材当時）３カ月目です。初め

士として独り立ちしたのは今年７月、

半年間の研修期間を経て正式に運転

災害といったイレギュラーな事態はい

は真心です。将来、私に後輩ができる

１台１台に個性があります。また、天
候や気温、お客さまの混雑状況によっ
て、少しずつ運転の仕方も異なってき
ます。毎回同じということはなく、常
に自分なりに工夫が求められます。運
転を支援してくれる自動列車制御装置
（ＡＴＣ）なども装備されていますが、
基本的には運転士が調整しなければな

平山

毅

さん

上司からひとこと
運輸部乗務区長

運転士を始めて一月後、担当した列車で
急病人が発生した際、初めてのトラブルに
もかかわらず、速やかに指令に連絡して救
急車を要請、車内放送での案内、急病人の
介助といった対応を冷静に行いました。
はの細やかな対応で「安全・笑顔・真心」

これからも運転経験を重ね、女性ならで
を忘れず、お客様に満足していただける運

には十分注意して欲しいです。

運転士は不規則な勤務なので、体調管理

転士になってほしいと期待しています。

合の対応力。持っている知識を生かし、

ポレートスローガン「安全・笑顔・真

術を向上させたいですね。当社のコー

今後は運転士として、さらに運転技

冷静な対処が求められます。

りません。あとは万が一、故障した場

張ってほしいと思いますね。

つでも起こりうるし、どうしても遅延

る。
当社には 車両がありますが、
その

ります。だからこそ工夫のしがいがあ

乗降補助など、業務内容は多岐にわた

転しながらの車内放送や車いすの方の

ワンマン運転で無人駅もあるので、運

列車を動かすのは、あくまで「人」
。

■
「安全・笑顔・真心」
の運転を

めて思い知らされました。

行の大切さを、運転する側になって改

の法規まで学びました。筆記試験に合

接する現場の仕事を希望していたので、 会社員よりもワークライフバランスを

私は事務系よりも、お客さまと直接

動に携わりました。

都賀に住んでいるので、千葉都市モノ

千葉市稲毛区萩台町199−1

としたら、このコーポレートスローガ

千葉都市モノレール株式会社
運転士

千葉都市モノレール株式会社

格後、残りの３カ月は師弟関係を結び、 が発生するので、自分自身、日頃から

さん

DATA

ンに即した運転を目指して、一緒に頑

初めてお客さまを乗せて走った時は、
とても怖いと感じました。鉄道はお客
さまの命を預かっている。自分の間違
いで、大きな事故につながる。先輩か
らは「その気持ちはとても大切だから、
ちゃんと初心を忘れずにいなさい」と
言われています。
■天空の職場で景色を独り占め

今はようやく慣れてきて、運転の仕
事を楽しめるようになってきました。
市街地で高さのある場所を走るので、
特にガラス張りの新しい車両は、空と
一体感を感じます。夕焼け、夜景、晴
れた日には富士山や筑波山が見える美
しい景色を独り占め。月も近くに見え
るし、始発に乗ると朝焼けがきれいで
すよ。市街地でも紅葉や桜など自然を
身近に感じ、季節の移ろいを体感でき
るのがいいですね。よく、駅のホーム
や路上から子どもたちが手を振ってく
れると、憧れの対象なんだなぁとうれ
しく思います。
反面、３カ月経って、自分の技術不

16

木村 沙保

15

師匠とマンツーマンで運転を習います。 電車通勤する身として、列車の定時運

▲運転席で
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▲車両基地のラッピング車両の前で
▲インタビュー中
▲運転士の必需品、運転士乗務手帳と時計、ホイッスル

▲直火、網焼きで、１枚１枚丁寧に
▲昨年新設した工場の乾燥機に並べた生地

田子作煎餅
古代手焼

千葉の米と醤油で作る手焼きせんべ
い

築する地鎮祭の砂の上で友だちと相撲

ました。本店のある中央区新宿は、当時

と祖父が、親戚を頼って千葉に移ってき

原となり、軍隊から復員してきた私の父

を営んでいたんです。戦争で街が焼け野

うちはもともと東京・両国で味噌屋

びりしていて、商売をどんどん拡大する

だけ売れればいい、という感じで、のん

代の父は、家族や従業員が食べていける

屋だったのではないでしょうか。でも先

くさんあったし、うちが一番小さな煎餅

千葉の街には戦前から続く老舗もた

をとって、叱られたのを覚えています。

まだ海岸の埋め立て前で、目の前が東京
気はなかったようですね。

えていたことから、市の寒川製塩組合に
加入し、製塩を始めました。

ていた親戚が「煎餅を天日干しする場所

えていた時に、東京で煎餅屋を商いにし

な塩田跡地を何かに活かせないかと考

製塩は廃業することになりました。広大

商品です。杵でついていた生地を餅つき

米菓「田子作煎餅」が、今も当社の看板

ていたものと同じ、しょうゆ味の薄焼き

戚から指導を受けました。その頃に作っ

煎餅づくりに必要な技術は、東京の親

しかし２年ほどで塩の輸入が再開され、

があるなら、煎餅屋をやったらどうだ」

のあるここに小さな店を建てて、販売も

は製造だけでしたが、やがて現在も本店

や素材、味は創業時と変わりません。

造の仕方は変わっても、おおまかな行程

機感を抱いて、インターネットのオンラ

昨年４月、最初の緊急事態宣言下に危

にこだわることができる。より安定した

に見つけられるし、好きなだけ仕上がり

ら最後まで自社生産です。不具合もすぐ

行しているようにも見えますが、最初か

インショップを開設しました。それまで

製品づくりが可能になりました。

評をいただいています。店頭では箱入り

手伝ってもらうなどしてオープンし、好

というブランディングができていること、

増えましたが、薄焼きの「田子作煎餅」

揚げせんなど商品のバリエーションも

近年は堅焼き、ごま入り、青のり入り、

ギフトの代わりに、自宅用として袋入り

主軸がしっかりしていること、それをブ

今年ももう新米で煎餅を作っていま

考えています。
客さまも多いです。田子作煎餅は「ハレ

すが、いつか田んぼでお米から自分た

必要が出てきます。添加物など余計なも
作り置きもできますが、当社はとにかく
素材のランクを落とさずに続けてきま
した。

るんですよ。

自家製の煎餅ができたら、という夢もあ

少しお金をかけても良いものが食べたい、 そこまでは作れずにいますが、１００％
というお客様にご支持いただければと
思っています。

最初から最後まで自家生産
いつかはお米も自家製に…
昨年、本社の敷地内で米菓生産の全て
を細かく改良・調整できるよう、新たに
工場を新設しました。以前は、生地を東
京・江戸川の工場でうちの親戚と作っ
ていましたが、煎餅の味は、生地の出来
のは生地なんです。今の時代、多くの煎
餅屋は、生地屋さんから生地を買って焼

代表取締役 長島 敬
〒260-0021 千葉市中央区新宿1-20-5
電話／043-241-4638

コロナ禍でギフト需要激減
ネットショップに活路
先代の父は米菓組合に加入していて、
かつて組合員が 軒はあったそうですが、

トは人と一緒に動くものなので、人の流

当社でも売上はかなり落ちました。ギフ

帰省や年賀のあいさつも控えられるなど、 が８割。実は焼くのは二の次で、大事な

禍ではデパートでの消費が減り、全国で

りました。さらに、昨年から続くコロナ

の街でも同業のお店はだいぶ少なくな

だいぶ前に組合も解散してしまい、千葉

20

も食べていただきたいし、また引き続き、 ないかと思いますね。今のところ、まだ

の日」の食べもの、という先入観がある

自分はまだ食べたことがないというお

いつもギフト用にばかり購入していて、 レないよう守っていくことが大切だと

商品がよく売れるようになりました。

どはできましたが、長男と長女が友人に

も、ホームページ上からメールで注文な

たね。

いて味付けするだけ。当店は、時代に逆

29

れが減ることでかなり影響がありまし

しから屋内の乾燥室へ、時代とともに製

機械でつくようになり、屋外での天日干

煎餅屋としての創業が昭和 年。最初

と勧めてくれたのがきっかけでした。

看板商品は薄焼き「田子作煎餅」
原料は良質のお米としょうゆのみ

湾。戦時中に海外からの塩の輸入が途絶

戦後の千葉のまちで
製塩業から煎餅屋へ

始めました。まだ幼かった私は、店を新

戦後、製塩業を経て煎餅の製造・販売業として 年。千葉県産の食用米としょうゆだけを使用
したシンプルな米菓を、備長炭で１枚１枚丁寧に焼き上げる田子作本舗。素材にこだわり続けた
千葉名産の味を守る長島 社長と長男の淳一さんにお話を伺いました。

今は１日約１万枚焼いています。ご贈
答用や、法人のご挨拶用のお客さまが多
く、年末年始などは１日２万枚くらい焼
きますね。焼き方や生地の配合は季節や
天候によって変えています。賞味期限は
日。作り置きはできず、生産量のバラ

67

ちで作ることができたら、面白いんじゃ

▲長島 社長（右）と長男の淳一さん（左）

のを加えれば、コストも簡単に下げられ、 ようですが、ぜひ普段づかいにご自宅で

悪いと、しょうゆに化学調味料を加える

の１くらいの価格で済みますが、お米が

く同じ食用米です。安い加工米なら４分

は私たちが普通に食べているものと全

生産するしょうゆ、この二つだけ。お米

コシヒカリと、香取市の「ちば醤油」が

煎餅の原料は、創業時から千葉県産の

ンス調整には苦労します。
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〜創業時から変わらぬこだわりの味〜
▲今も店頭で焼いている長島社長。こまめに返しながら「夏場は我慢大会ですよ」
▲焼く前の煎餅生地
▲県産のコシヒカリ
（うるち米）
と、
それを挽いた米粉
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田子作本舗
会社DATA

有限会社

いきる伝統
つなぐ暖簾
いきる伝統 つなぐ暖簾

伝統ある老舗の企業をご紹介

千葉名産
炭火手焼き煎餅の老舗

（有限会社田子作本舗）

日㈬に８月定例会

取ったうえで運営に必要な最低限の人
員のみが集まり、会員は動画配信サイト

令和３年９月
（※）
「ＹＥＧ芸術祭」を開催しました。
でライブ配信を視聴しました。オープニ

の紹介とあいさつの後、ベアーズカンパ

今回、私たちは、新型コロナウイル

た吹奏楽部や落語研究会の学生の皆様
ニーの演奏で芸術祭はスタートしまし

ングムービー、飯田会長から千葉ＹＥＧ

に、日ごろの練習の成果を発表する場と
た。迫力のある演奏に時折コミカルなダ

ス感染拡大により発表の機会が減少し

して、事前に録画した演奏や落語をイン

メンバーで結成されたバンド「ベアーズ
奏楽部、千葉市立稲毛高等学校・附属中

つづいては、千葉市立千葉高等学校吹

ンスが加わったりする演奏は、見ていて

カンパニー」にも参加していただき、学
学校吹奏楽部の演奏です。どちらの吹奏

ターネットで配信することを企画しま

生と若手経営者という異色のコラボレ
楽部も中高生とは思えない本格的な演

とても楽しいものでした。

ーションを実現することになりました。
奏とパフォーマンスで、若さにあふれて

した。さらに、千葉ＹＥＧのＯＢと現役

当日は、会場には十分な感染症対策を

後は笑って終わるのも千葉ＹＥＧらし

に興味をもった会員もいたようです。最

会の少ない落語ですが、これをきっかけ

披露していただきました。日ごろ見る機

最後は、千葉大学落語研究会に落語を

めることができました。なお、当日配信

られるなど、オンライン上でも交流を深

ない会員からも多くのコメントが寄せ

普段は事業の都合で参加することが少

は大盛り上がりで、ＯＢ・ＯＧの方々や

したが、動画配信サイト上でのチャット

いに刺激を受けました。また、当日は会

い演出だったように思います。最後に鷲

した動画は、現在も動画配信サイトで閲

いるその姿を見た会員の中には、昔を思

見副会長より講評とご協力いただいた

覧することができます。千葉ＹＥＧのホ

員同士が直接会うことはできませんで

学生の皆様へのお礼の挨拶があり、芸術

ームページにリンクを掲載する予定で

い出して涙した人もいたそうです。

祭は盛況のうちに終了となりました。

すので、ぜひご覧ください。
広報拡大委員会 一同

施されたものです。

たが、事情により９月に延期されて実

※本定
 例会は、当初８月に実施予定でし

あしらった楯を贈呈いたしました。

なお、後日、感謝の印として感謝状を

たことに厚く御礼を申し上げます。

Ｇの事業にご理解・ご協力いただきまし

葉大学落語研究会の皆様には、千葉ＹＥ

等学校・附属中学校吹奏楽部の皆様、千

等学校吹奏楽部の皆様、千葉市立稲毛高

▲オープニング
▲感謝状をあしらった楯
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最後になりましたが、千葉市立千葉高

▲飯田会長あいさつ
▲エンディング

今回は地域の学生たちのためにと思

って企画した事業でしたが、私たちも大

▲鷲見副会長 講評・お礼のあいさつ
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〜最高に向かってさぁ行こう〜

不撓不屈

▲花澤委員長あいさつ
▲ベアーズカンパニー

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

８月定例会 YEG芸術祭開催！

編集：千葉商工会議所

ＪＲ千葉駅
ＪＲ海浜幕張駅

▲J R海浜幕張駅構内の掲示

千葉県フェア

18

つる し 雛 展 示 ！

20

イオン津田沼店で６月 日㈮よ

り 日㈰まで開催されました「千

※常設展示またはプラネタリウムチケットで入場可

葉県フェア」に、つるし雛を展示

無料

し、ご来店された多くの皆様に楽

【会場】 千葉市科学館 ７階 企画展示室

しんで戴きました。

【時間】 ９：００～１７：００

ご好評戴いております「つるし

【会期】 ２０２１年10月30日（土）～ 11月28日（日）
		
※会期中無休

雛教室」はコロナ禍により開催で

ついて思いを巡らせ一緒に想像してみましょう。

きませんでしたが、伝統文化の魅

この100年間の科学や技術の進化と文化の発展を振り返りながら、 未来に

力をお伝えし、ひと針ひと針にコ

これからのわたしたちについて考えるきっかけとする企画展です。

ロナの収束を願ってつるし雛を出

千葉市や千葉県にゆかりのある科学や技術、文化の発展も取り上げながら、
さまざまな科学の歴史と現在に加えて、 未来技術や未来予想なども紹介し、

【料金】

▲オリ・パラポスター千葉市展示コーナー（JR海浜幕張駅）

展させて戴きました。

発展とともに、わたしたちの暮らしは変化し続けています。

ーは五輪、ピンクはパラリンピッ

「科学の100年
いま・むかし・みらい」

クのイメージで平和のシンボル鳩

■秋の企画展

のつるし雛で、両大会の成功を祈

り、製作したものです。

特別イベント関連

100年以上前は、どんな未来を想像していたでしょうか。様々なインフラの

オリ・パラおもてなし事業

平和 のの祭典祈り、
つるし雛

コロナ禍で、オリパラ東京大会は無観客となりましたが、千葉市

内幕張メッセでは、７種目が開催されました。当会は日本の伝統美

やおもてなしの心を発信する機会として、ＪＲ千葉支社様のご協力

サイズ）を設置させて戴きました。

〒260–0013 千葉市中央区中央4–5–1 Qiball内7 〜 10階
URL https://www.kagakukanQ.com
休館日：11/29㊊〜11/30㊋
☎043–308–0511

を頂戴し、
「つるし雛
（鳩）」
を市内２駅内に展示させて戴きました。

東京２０２０五輪の開催を控え

開催地での熱意溢れるおもてな

しの心や歓迎の雰囲気などの盛り

た７月 日㈬ＪＲ千葉駅みどりの

窓口内に平和の祭典を願うつるし

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

上がりを期待するとともに、各国

▲JR千葉駅みどりの窓口内掲出

雛（鳩）を２基展示させて戴きまし

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

の選手の活躍を祈る等、様々な願

【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05 松本力｜SF とりはうたう ひみつを」

た。又、
競技会場幕張メッセ最寄り

※（  ）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
☆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

いを込め掲示させて戴きました。

観 覧 料： 一般1,200円（960円）、大学生700円（560円）、小・中学生、高校生無料

駅のＪＲ海浜幕張駅構内オリ・パ

※入場受付は閉館の30分前まで

尚、鳩の二色は公式マスコット

開館時間： 10:00～18:00（金・土曜日は20:00まで）

ラポスター千葉市展示コーナーに

休 館 日： 11月1日（月）、12月6日（月） 休室日：11月15日（月）

キャラクターの色に合わせ、ブル

期： 開催中〜12月19日（日）

は、つるし雛（鳩）パネル（Ｂ１

会

福田美蘭《見返り美人 鏡面群像図》2016年 平塚市美術館蔵

福田美蘭《風俗三十二相 けむさう 享和年間内室之風俗》２０２０年

福田美蘭（1963−）は、絵画の新たな可能性に挑戦し続けている現代美術家。
これまでも誰もが知る著名な美術作品を元に、私たちがもつ固定観念に揺さぶりを
かける作品を描いてきました。本展では、千葉市美術館が所蔵する日本美術から、
福田自らがセレクトした葛飾北斎や伊藤若冲らの作品をもとに制作した新作を
中心に展示します。発想元となった所蔵作品を同時に展観することで、美術館の
コレクションを見直すきっかけともなるでしょう。

21

女性会

▲千葉県フェア展示コーナー（イオン津田沼店）

夢シティちば
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