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山部 雄経 氏

【特集】

生まれ変わった千葉競輪に注目！

TIPSTAR DOME CHIBA（ティップスター ドーム チバ）誕生

※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

時代のニーズを読み解き、堅実な経営に尽力
先代社長の先見の明を生かし植物破砕事業にも期待を込めて

事業に関するさまざまなサポートをご用意しております。
事業サポートの一例

☎043-227-4101

【経営談話室】

京葉銀行は︑法人・事業者さまを

2021年12月号 Vol.706

しっかりお支えします︒

〜法人・事業者さま向けサポートメニュー〜

不動産活用

事業承継

ビジネスマッチング

医療介護・アグリビジネス

産学連携

ビジネスローン

くわしくは京葉銀行の窓口でお気軽にお問い合わせください。
商品内容については、ホームページでもご案内しています。
サポートデスク

0120 - 551-210

京葉銀行 法人
携帯電話からは

TEL.043 -204 - 5480

受付時間：月〜金 9 : 00〜17: 00（土・日・祝・12/31〜1/3除く）

安心して借りられる！

マル経融資制度をご利用ください‼ 1.21％
（小規模事業者経営改善資金融資制度）

千葉商工会議所 会報
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マル経融資とは？
経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々を
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なのはなひろば 千葉商工会議所 女性会の活動

千葉商工会議所

低金利

信用保証協会の保証料なし で融資

する制度です。

融資額

2,000

青年部通信

設備
資金

10

据置２年以内

年以内

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

融資の要件
①千葉市内で最近１年以上事業を継続している方
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
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
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。
）


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

誌面広告募集中 会員限定サービス
千葉商工会議所会報誌「夢シティちば」の誌面広告を
活用して、貴社のＰＲをしませんか？

私は生粋のインドア派なのですが、最近、健康ってすごく大事だなぁと感じる
ようになりました。本当は家でまったり、のんびりと過ごしたいのですが、健康
を第一になるべく体を動かそうと心に決めました。
最近はなるべく階段を使ったり、一駅分歩いたりしていますが、少し体を動か
しただけで筋肉痛になってしまいます。しかも、体を動かした次の日ではなく、
翌々日くらいに筋肉痛になります…。ますます日頃の運動不足を痛感しました。
この冬は、
筋肉痛との戦いを乗り越え、
少しずつ体力をつけていきたいと思います。
いよいよ冬本番を迎え、寒さも厳しくなりますが、皆さまも体調を崩されぬよ
うどうぞご自愛ください。
（企画広報課  M.K.）

表2・表3とは？
掲載場所

料金
（税込・１回）

全 頁（262×178㎜）・カラー

表2・表3

66,000円

1/2頁（127×178㎜）・カラー

表2・表3

33,000円

※上記以外のサイズ広告も承ります。詳しくは当所ホームページまで。

本文

編集者のひと言

今月号の表紙は特集から、千葉競輪場跡に完成した「TIPSTAR DOME
CHIBA（ティップスター ドーム チバ）
」です。
千葉市が主催し、国際基準のルールに基づき行われる「PIST6 チャンピオン
シップ」の会場となっており、10月から開幕しています。
ドーム内に入ると、眼前に250ｍの木製バンクが広がり、天井にはミラーボー
ルや巨大液晶画面が設置されています。音響や照明設備、
スモーク、炎などを使っ
た演出により、選手入場の際などはまさにエンターテインメント。バンク内にも
座席が設置され、
これまでにない角度でレースを楽しむことができ、
迫力満点です。
11月からは有観客で開催されていますので、是非、足を運んでみてください。
撮影／明角和人（明角写真事務所）

2021年12月号

年以内

【広告料金表】

今月の表紙

夢シティちば

7

据置１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

万円以内

広告サイズ（タテ×ヨコ）・カラー

1

運転
資金

無保証人

株式会社ZervTek 代表取締役

激変する自動車業界の未来を見据え グローバルな少数精鋭で自動車輸出業にまい進
5

融資期間

表３
表２：表紙の裏

表２

（今、ご覧頂いているページです。）

表３：裏表紙の裏

〈DATA〉

▲ずらりと並んだ油圧ショベル「バックホー」

氏

～建設機械リース業として50年～

やまべ・ゆうけい／1955（昭和30）年、熊本県生まれ。
保育園の時から千葉県在住。日本大学法学部卒業後、県内
の石油関連商社に３年勤めた後、信和リース株式会社に入
社。2006（平成18）年、２代目社長として同社の代表取
締役に就任。

１９６７年、
仁戸名町（現・中央区）で

周 年 で す。

当社は１９７１年に先代の石橋廣

創業者は元競輪選手
高度経済成長を見据えリース業へ

こそバブル期のＣＭみたいに、本当に

しませんが、早朝から深夜まで、それ

ナップを増やしていって、今では通用

その後、徐々にリース機械のライン

ラインナップ増やし小見川にも拠点

切に考えている。好景気がいつまで続

した。しかし「社員、その家族まで大

おう」と先代に提案したことがありま

っと営業拠点を増やし、全国展開を狙

設立したのが、信和リースです。まだ

建機を義理の弟に任せて１９７１年に

人でスタートしました。その後、信和

て、競輪の優勝賞金を元手に発電機１

機械のリース業が伸びることを見越し

長で道路建築物の新設が増加し、建設

級の競輪選手でした。引退後、経済成

開発したこともあります。メーカーも

て、
設計にも関わり、
一緒に建設機械を

私どもの意見や提案を取り入れてくれ

よう、そんな時代でした。メーカーが

ながいいものを作ろう、いい仕事をし

わった全員にいえると思います。みん

先 の メ ー カ ー は じ め、こ の 仕 事 に 携

それは当時の従業員はもちろん、取引

グリボーン（ 緑の再生・ Green Reborn
を意味する造語）事業を立ち上げまし

町に植物廃材の中間処理施設を新設し、

ばいい」と、２００１年に長生郡長柄

が、
先代が「木や草を持ちこんでもらえ

用に植物破砕機を貸し出していました

ます。また、本社では庭木の剪定ゴミ

という先代の言葉が、印象に残ってい

と県内をカバーできる会社にしたい」

神的には全く苦にならなかったですね。 くか分からないし、将来的にはきちん

バブルの最盛期、若かった私は「も

信和建機有限会社を設立した先代は茨

「 時間戦っていた」感じでしたが、
精

ユニックなどの重機もなく、工事現場

柔軟に対応してくれて、充実した日々
創業から３年後に平山町に移転し、

台、コンプレッサー１台から、家族

では作業員がレバーブロックで手作業

た。その後、
香取市にも拠点を構え、
グ
重ね、さまざまな建設機械が誕生し始

規模を拡大して、当社は順調に成長し
ていきました。１９８２年には香取郡

めていて、その進化とともに会社も大
きくなっていきました。

した。
先代が突然、病に倒れた２００６年、

対象でしたが、最近は使い方をアドバイ

設会社の従業員で商品知識がある方が

川営業所が、小見川工業団地内に移転

同じ頃、小見川大橋そばにあった小見

年以降は少しずつ回復していきました。

で資金面はどうにか乗り越えられ、翌

幸い、銀行との良好な関係があったの

会社、信和レンタルを設立しています。 上が低迷し、２年後にリーマンショック。

私が社長を引き継いだ途端、一気に売

スしながら、ＤＩＹなどを楽しむ一般

して規模も大きくなりました。

小見川町に営業所を、３年後には傍系

の方にお貸しすることも増えました。

リース商品はこれまで、現場監督や建

リボーン事業は順調に成長していきま

だったと思います。

社 長 が 創 業 し、 今 年 で

城県藤代町（現・取手市）出身で、Ｓ

メーカーとともに商品を開発

山部 雄経 Profile

高度経済成長期の道路工事需要の高まりに将来を見据え、仁戸名町
で誕生した信和リース株式会社。創業から50年、刈払機から発電機や
高所作業車まで、建設機械を中心とした取扱商品は多岐にわたります。
植物廃材の中間処理施設を有するグリボーン事業なども手がけながら、
新たな時代を見据える山部雄経社長にお話を伺いました。

先代社長の先見の明で
あえて規模を拡げすぎず成長

県内をしっかりカバーできる企業をめざし、堅実に成長

時代のニーズを読み解き、堅実な経営に尽力
先代社長の先見の明を生かし植物破砕事業にも期待を込めて

していた頃。各メーカーが試行錯誤を

24
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夢シティちば
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▲オフィスの様子

信和リース株式会社
代表取締役

▲本社外観

山部 雄経

信和リース株式会社

代表取締役

山部 雄経

千葉市緑区平山町443
☎043−228−2141
本社

経営談話室
経営談話室

Vol.206
▲本社入口に展示されたリース刈払機など
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■
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■
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貴社のニュースやPR（宣伝）にご利用ください。
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■
■■ ■ ■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

経営談話室

会員情報プラザ

労務相談のセカンドオピニオンに…
“社会保険労務士”の 無料相談！

三和インターナショナル

きく拡張しようとするのは、自分とし

私の一番の使命は、会社の存続。大

が、昔と違い、大きな機械を必要とす

でもあります」というスタンスでした

たいですね。今までは、総合的に「何

規模拡大にこだわらず、生き残り賭け次世代へ

ても、また時代としても無理がありま

2021年12月号

何より会社の存続が使命
課題は働き方改革

夢シティちば

Web

る企業ではすでに所有しているものな

5

salon.chibachuo@reraku.jp

す。とにかく続けていくこと。長男が

E-mail

私は大学卒業後、石油関連の企業に

☎043-306-1282

ので、例えば当社のお客さまが必要と

［ご予約・お問合せはこちらまで］

まんべんなく資材をそろえるのではな

千葉中央店

く、余分な経費をかけない選択肢もあ

Re.Ra.Ku

〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館1F

ると思います。あとは、若い人たちが

通常価格30分3,960円（税込）がなんと！3,370円（税込）で590円もお得です！

入ってきてくれる土壌を強固にしない

会員の方限定で「特別優待券」も販売しております！
メールまたはお電話にてお問合せください。

就職して３年間営業職を経験しました。 今、グリボーン事業部を担当してくれ

よね。

する機械を所有する会社へ当社が借り

Ｑ やる気の源は？
Ａ やはり保護猫・犬の存在。癒されます

て、長柄町で頑張ってくれています。

の人生ぞや」。人生一度きり、楽しま
ないと。また、周りの人々に助けられ
ていると強く感じます。

中学の同級生だった妻が、先代社長の

私たち、Re.Ra.Ku 千葉中央店は、お客様と会話をしながら一緒に「あなたに
合った健康」を考え、サポートいたします。丁寧なカウンセリングでお客様の
お疲れに合わせてコース提案いたしておりますので、お気軽にご相談ください。
そして、 人の手によるもみほぐしで日常から離れた自分だけの最高のリラッ
クスタイムをお過ごしください。

に行ったり、逆に当社が持つ機械を必

Ｑ 座右の銘、好きな言葉は？
Ａ 作家・吉川英治の「楽しまずして何

しっかり基盤を築いて、安定させてく

年目の浮気」などアップテンポが好き
です。コロナが収束したら楽しみたいで
すね。

娘だったご縁で、１９８５年に当社に

「恋する街角」
「３
Ａ「酔っぱらっちゃった」

要な会社へ貸し出すなど、それぞれが

メール info @kenshu.jp

15

植物破砕関連商品の充実と
他社との連携で合理的な経営を

http://www. kenshu.jp

Ｑ カラオケの十八番は？

当社が生き残るために、大手企業と

URL: https://sr-misono.jp

SANWA INTERNATIONAL CO.,LTD.
三和インターナショナル株式会社
0120‑81‑0030

から吉川英治のファンで、今も読み返
すと新たな発見があります。

随したものを豊富に取りそろえていき

千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビル３階
TEL 043-202-5400 FAX 043-202-5445

www.kenshu.jp/

れればと思っています。

御園 富士夫

公開セミナーは随時開催中

Ｑ 愛読書は？
Ａ「太閤記」など歴史小説。学生時代

入りました。入社後に整備技能士の国

特定社会保険労務士

み その

80,000円〜150,000円・＠１日

家資格を取得し、若い頃はとにかく忙

御 園 社 労 士 事 務 所

出張研修

（詳細お問い合わせ下さい。）
【平均価格80,000円/2h〜6h, 7〜8名程度対象】

しかったですが、それでも仕事は楽し

その

かったです。突然、経営者となって

費用等詳細は当事務所HPをご覧ください。

年。人材不足が悩みの種です。リース

３ヵ月無料顧問

生活力のチェックからビジネス実践マナーまで、
30年の実績に進化を加え、適正カリキュラムと料金 千葉商工会議所会員価格

犬１匹の世話をしに出社します。昼間は
テレビを見るなどゆっくり過ごすか、ゴル
フの打ちっぱなしへ。

同じことをするのは難しいと思います。 といけません。社員が満足してもらえ

有期特措法第2種申請代行

労働条件通知書、副業・兼業届出書付

Ｑ 休日はどのように過ごしますか？
Ａ 朝と夕方、会社で保護している猫５匹、

はサービス業なので、休日のとり方も

貴社用にカスタマイズ

説明用就業規則付

付

売上
アップで
ニコニコ経営

るような働き方ができる会社に変えて

典

聞く力
理解する力
発信する力

中間処理施設の許可を持つという強み

特

参加者一体の
たくましい
集団づくり

Q &A

▲22ｍの高所作業車

難しいです。建設業関連会社は雨など

５ 大

山部社長

▲本社入口前で、従業員の皆さんと

いきたいですね。

2020年10月の最高裁判決を受け「同一労働同一賃金」対策が急浮上！
労働法弁護士が監修。あらゆる非正規従業員に、
１冊で対応可能。

▲リース重機を高圧洗浄してピカピカに

を生かし、リースも草刈り機や植物破

6月
18日㈯
21日㈫
12月
17日㈯
20日㈫

で工期が遅れれば、土日休みも関係あ

5月
17日㈫
21日㈯
11月
15日㈫
19日㈯

砕機、
チェーンソーなど、
植物破砕に付

4月
16日㈯
19日㈫
10月
15日㈯
18日㈫

りません。他業種に比べて働き方改革

3月
15日㈫
19日㈯
9月
17日㈯
20日㈫

【非正規従業員 就業規則】のお知らせ【千葉市内事業所様限定】
「同一労働同一賃金」対策未対応の事業所様必見です！

み

ビジネスマナー研修

毎月第三 火・土曜日【９：００～１２：００】
秘密厳守します‼ TEL 202-5400
2月
15日㈫
19日㈯
8月
16日㈫
20日㈯

▲発電機は近年需要が高まっている

が遅れがちなのが、課題ですね。

2022年
1月
15日㈯
18日㈫
7月
16日㈯
19日㈫

「コミュニケーションで生産性をあげる」

▲本社で保護している５匹の猫たちの世話はすべて社長が担当

夢シティちば

2021年12月号

4

▲バンクに接するよう配置されたプレミアムシートは高級感あふれる革張り

Data of facilities （施設データ）

ＴＩＰＳＴＡＲ　 ＤＯＭＥ　 ＣＨＩＢＡ
（ティップスター　 ドーム　 チバ）

た走路を有する自転車競技用ドーム

「千葉競輪場」を国際規格に準拠し

千葉市は民間活力の導入により、

トラック種目の「ケイリン」に準拠

五輪など国際大会で行われる自転車

１周２５０ｍの木製バンクを備え、

今年５月に竣工したドーム施設は

（にーごーまる）競走」を 月２日よ
「２５０競走はスポーツと公営競技

２日からスタート。神谷俊一市長は
を融合させた世界初の取り組み。選

まるでエンターテインメント！

にますます期待が高まります。

交流の場としての千葉公園の再整備

ム誕生によって、さらなる賑わいと

に貢献できる」
としています。
新ドー

らは有観客で開催されている新ドー
葉競輪をご紹介します。
千葉公園再生のシンボルとして
２５０ｍの木製バンクを整備
興計画事業として整備された千葉公
新しい「競輪」の形

千葉競輪場は１９４９年、戦災復
園の一画に、全国 番目の競輪場と

を市にもたらしましたが、施設の老

れた競輪事業は約６００億円の収益

して開設。半世紀以上市民に親しま

いていましたが、いよいよ 月 日

影響から、開幕後は無観客開催が続

新型コロナウイルス感染症拡大の

に、音や光など特殊効果をふんだん

シュレス決済となっています。さら

の入場券や飲食などはすべてキャッ

を委託する日本写真判定（現㈱ＪＰ

市は廃止の方針を決定。しかし運営

れました。売上も低迷し、いったん

朽化から大規模改修の必要性に迫ら

ト合板を使用。世界最高レベルの時

使われるほどの強度を持つラミネー

木製バンクは、橋やビルの建設にも

のみ。新たな取り組みとして施設内

券発売はせず、インターネット投票

従来の競輪と違い、場内窓口での車

からは有観客で開催されています。

ドーム施設の全貌ついに公開

の高い演出で場内を盛り上げます。

速 ㎞超が出るよう設計されていま

13

に使用したエンターテインメント性

11

す。観客席は約２千席。正面最前列
のプレミアムシートはバンクから約
１ｍしか離れておらず、至近距離で

ＩＰＳＴＡＲ ＤＯＭＥ ＣＨＩＢＡ

業㈱ミクシィが命名権を取得し「Ｔ

ド ー ム の 新 名 称 は、 Ｉ Ｔ 関 連 企

できるアリーナ席も設置。これまで

ファが配され、くつろぎながら観戦

クの中央には、ラグジュアリーなソ

の臨場感を味わえます。また、バン

迫力いっぱいのハイスピードレース

（ティップスター ドーム チバ）
」に決

にない角度で、エキサイティングな
ムの形状は、直径１９８ｍの球の表
最大とされる無柱の大空間となって

生のレースの迫力味わって

国際ルールを採用した

面を楕円に切り取った形状で、県内
います。レースのスピード感を体感

「ＰＩＳＴ６ チャンピオンシップ」

車番の色でなく、デザイン性の高い

が選手入場を華やかに演出。選手も

炎などの特殊効果、照明や音響など

や液晶画面がつるされ、スモークや

天井には国内最大級のミラーボール

輪などの国際大会に向けて、選手の

う国際ルールを採用しています。五

士が接触しない、縦の動きだけで争

走制」
を導入。
ブロックなどで選手同

が１日に２度レースに臨む「１日２

てほしい」とアピールしています。

力を、
施設担当者は「ぜひ生で味わっ

プルで分かりやすいレース。その魅

れました。選手の脚力勝負となるシン

現行競輪にない賭式「単勝」も用意さ

車券購入はインターネットに限り、

競技力向上を狙います。

国際規格に沿った１周２５０ｍの

目の前でレースの迫力を体感

世界最高レベルのスピード

ています。

ど、これまでの競輪とは一線を画し

オリジナルユニホームを着用するな

設けず、バンク内にアリーナを設置。 は１レース６周の６車立て。１選手

できるようバンクと座席の間に柵を

レースを楽しめます。

定（２０３１年 月１日まで）
。ドー

華やかな演出も見どころ

85

6
2021年12月号

Ｆ）が、国際レース規格の屋内施設
へ自社負担での再整備を提案し、市
は千葉公園再生の中心的事業として
競輪事業存続へとかじを切りました。
世界初の取り組みで

「ＴＩＰＳＴＡＲ ＤＯＭＥ ＣＨＩＢ
した公営競技「２５０競走（ＰＩＳ

自転車競技活性化に寄与

Ａ（ティップスター ドーム チバ）
」へ
Ｔ６ チャンピオンシップ）
」が 月

りスタートさせました。 月 日か

10

手の育成などで自転車競技の活性化

13

ムの全貌に迫り、生まれ変わった千

11 10

再整備し、新たな形の競輪「２５０

ＴＩＰＳＴＡＲ ＤＯＭＥ ＣＨＩＢＡ

１周２５０ｍの木製バンク。コーナーの角度は40度を超え、ほぼ直角に見える。
施設所有者： 株式会社ＪＰＦ

11

（ティップスター ドーム チバ）
誕生

地： 千葉市中央区弁天４－１－１
在
所

造： 施設 地下１階、地上４階、高さ約27ｍ
屋根 リングシェル（単層張弦ドーム構造）
重量約1,000トン、長辺116ｍ、短辺93ｍ
構

夢シティちば
2021年12月号
夢シティちば

7

▲バンクを見下ろす「TIPSTAR BAR」では食事やお酒を楽しむこともできる
▲「ＰＩＳＴ６ チャンピオンシップ」の演出イメージ（写真提供：㈱ JPF）

10

《特集》
生まれ変わった千葉競輪に注目！
特集／TIPSTAR DOME CHIBA

【初回無料相談 受付けています！ 】
公認会計士・税理士・国税庁ＯＢのベテランが
ご相談に応じます。

便利の良い千葉駅西口に直結する ｢ウェストリオ２」
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

相続税対策スタッフ

▲TIPSTAR DOME CHIBA 外観（写真提供：㈱ JPF）

▲バンク内に設置されたキッチンカー

▲バンクにぐるりと囲まれた、ラグジュアリーなアリーナ席

フォーマンスでの選手紹介がうれし

夢シティちば

若い世代のファン獲得目指し

電話０４３（２５１）７１１１

い」
「ようやく有観客開催が始まり、

公営事業事務所

千葉公園周辺に賑わいを

千葉市経済農政局経済部

お客さんの前でいい走りができてい

2021年12月号

株式会社ＪＰＦ

●問い合わせ

新ドーム完成で生まれ変わった千

夢シティちば

一般財団法人日本サイクルスポーツ振興会

●開催包括業務

る」という喜びの声も聞いています。

千葉市

催

葉競輪では、新規のファン層獲得に

単勝、二車単、二車複、三連単、三連複、ワイド

●主

ぜひ、世界最高スピードを体感しに、

●発売賭式

向けたさまざまな取り組みに注目が

 ンターネット発売のみ、窓口や車券発売機による現金での発売はなし
イ
ギャンブル依存症対策として、車券購入上限金額の設定が可能

新ドームに足を運んでほしいと思い

メインエントランスにてＱＲコード受付後、顔認証システムにより顔撮影後、入場

●車券発売

集まっています。

●入場方法

ます。

 50ポータルサイト（Ｐ
2
Ｉ
ＳＴ６）から事前予約・購入・座席指定（キャッシュレス販売のみ）
※購入後、ＱＲコード発行
ＵＲＬ https://www.pist6.com

車立てが少なく、当たる確率が上

昼夜各部毎 レギュラーシート：2,000円 プレミアムシート：5,000円

●チケット購入

●競技実施業務

9

昼夜２部制 昼の部６レース：入場11時、退場15時30分 夜の部６レース：入場16時30分、退場21時

●入場料金

がるのはもちろん既存の競輪にはな

●開催時間

かった「単勝」という車券の賭け式

を導入し、個々の選手に投票できる

ため「推し」選手のファンとして応

援することも。初めての人でも車券

が購入しやすくなるはず。

車券を買いに来るためだけの場所

ではなく、スポーツ観戦の場として、

エンターテインメントを楽しめる賑

わいの空間づくりを目指し、若い世

代のファン獲得も目指しています。

市外、県外からの集客も想定し、将来

的には自転車競技の国際大会の誘致

も予定しています。新ドーム完成で

千葉公園が賑わいを取り戻せば、周

辺地区の人の流れも変わってくるで

しょう。なお、千葉市ではレンタサ

イクル「ダイチャリ」に代表される

自転車をテーマとしたまちづくりを

進めています。

実際に走った選手からは、
「 距離

が 短 く、 カ ー ブ が き つ い ぶ ん、 技

術的には緊張するが、従来の競輪に

はない演出、特に入場時の派手なパ

DATA（PIST6 チャンピオンシップ）

2021年12月号

8

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11月15日時点

支

援

情

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30万円
一律15万円

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

支援金・協力金

NEW

千葉県感染拡大防止対策協力金
【第14弾】

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

中小企業 最大2.5〜7.5または20万円/店舗・日
大企業等 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

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

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） 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
11

覧
上限20万円/月
上限10万円/月

千葉市中小企業者向け支援金
時短要請に応じた
飲食店など向けの協力金が欲しい

一

中小法人等
個人事業者等

月次支援金

売上が減少した事業者向けの
支援金が欲しい

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）
ＩＴ導入補助金

資金を調達したい

資金を調達したい

夢シティちば

2021年12月号

夢シティちば

2021年12月号
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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11月15日時点

［NEW］千葉県感染拡大防止対策協力金【第14弾】

追 加 支 給（支援金A）
［ 対象月追加
（【支援金A】、
【支援金B】）
（支援金B）］千葉県中小企業等事業継続支援金

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
千葉県は、
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14弾）
」
が支給されます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大幅に減少している中小企業者等に対して、事業の継続・
立て直しのための取組を支援するため、支援金（「支援金Ａ：幅広い事業者を対象とした支援金」、
「支援金Ｂ：
酒類販売事業者への上乗せ支給」）が支給されます。
このたび、時短要請や外出自粛が長期間に及んだことから、「支援金A」については追加支給がされます。ま
た、「支援金Ｂ」の支給対象月に10月が追加されます。
なお、「支援金Ａ」の追加支給については、すでに申請されている方の改めての申請は不要となります。

【支給要件】
〈千葉県飲食店感染防止基本対策確認店（以下、
「確認店」
）
の場合〉

・21時～翌朝5時まで営業自粛すること。
・基本的な感染対策を継続、遵守すること。
・飲食を主とする店舗及び結婚式場でのカラオケ設備の利用を自粛すること。
・酒類の提供は11時～20時までとすること。
・同一グループ・同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること。（同居家族・乳幼児及び介助者を除く）
・同一グループ・同一テーブルは原則4人以内である旨の掲示をし、店内に周知すること。
・要請期間中（10月1日～24日）に確認店となる店舗については、確認店になる前日までの間、〈千葉県飲食店
感染防止対策認証事業認証店（以下、「認証店」）、確認店以外の店舗〉の支給要件を遵守すること。

〈認証店、確認店以外の店舗の場合〉

・酒類の提供
（利用者による酒類の店内持ち込み含む）を自粛すること。
・20時～翌朝5時まで営業自粛すること。
・感染防止対策（換気の徹底、アクリル板等の設置（座席の間隔の確保）、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着
用の推奨）
を徹底すること。
・飲食を主とする店舗及び結婚式場でのカラオケ設備の利用を自粛すること。
・同一グループ・同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること。（同居家族・乳幼児及び介助者を除く）
・同一グループ・同一テーブルは原則4人以内である旨の掲示をし、店内に周知すること。

額

大 企 業

最大2.5～7.5万円/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。

【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） 県からの要請に対し、下記のとおり必要な期間において協力をしたこと。
確 認 店 の 場 合

10月1日～24日の期間について、従前は21時～翌朝５時までの間に営業している時間の
あった店舗が、遅くとも10月6日までに協力を開始し、10月24日まで協力したこと。

認証店、認証店以外

10月1日～24日の期間について、従前は20時から翌朝５時までの間に営業している時間の
あった店舗が、遅くとも10月6日までに協力を開始し、10月24日まで協力したこと。

（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。

【申請期間】 令和3年12月10日（金）

【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）
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（1） 令和3年3月31日までに創業し、申請時点で千葉県内に「本店」又は「主たる事業所」を有する中小企業等又は個人事
業者等であること。
（2） これまで千葉県が実施した令和3年度の「千葉県感染拡大防止対策協力金（飲食店、大規模施設・テナント等）」の支給
対象となっていないこと。
（3） 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月～10月までのいずれかひと月の売上が、令和元年又は令和2
年の同月比で30％以上減少していること。 など

【支 給 額】
区

分

支

給

額

中 小 企 業 等

20万円+10万円（追加支給分）＝30万円

個人事業者等

10万円+5万円（追加支給分）＝15万円

※支給要件を満たす場合に、一律定額で支給されます。支給は、一法人（個人）1回限りです。

【対象要件】

事業規模に応じて算定した日額 × 要請に協力した日数
日

【対象要件】

〈支援金Bの場合〉

【支 給 額】

中小企業

〈支援金Aの場合〉

など

（1） 令和3年3月31日までに創業した酒類販売事業者等で、申請時点で千葉県内に「本店」又は「主たる事業所」を有する
中小企業又は個人事業者等。
（2） これまで千葉県が実施した令和3年度の「千葉県感染拡大防止対策協力金（飲食店、大規模施設・テナント等）」の支給
対象となっていないこと。
（3） まん延防止等重点措置等に伴う飲食店への酒類の提供停止を含む時短営業要請等の影響により、令和3年4月～10
月までの期間について、売上が令和元年又は令和2年の同月と比較して70％以上減少した月があること。
※令和3年4月～10月の7ヵ月全ての売上が70％以上減少している必要はありません。ひと月でも対象月があれば、
当該月分が支給対象となります。
（4） 令和3年4月～9月の間における緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う休業・時短営業要請・酒類提供停止
要請又は10月における時短営業要請等に応じている飲食店と直接又は間接の取引があること。 など

【支 給 額】
区

分

支

給

額

中 小 企 業 等

20万円/月（上限額）（4月～10月の7ヵ月間で最大140万円）

個人事業者等

10万円/月（上限額）（4月～10月の7ヵ月間で最大70万円）

※ただし、売上減少額から、国の月次支援金の上限額（中小企業等20万円/月、個人事業者等10万円/月）を控除した額が、
上記の金額に満たない場合は、その額が支給額となります。
※支給額は、各月ごとに算定されます。

【申請期間】 令和3年12月28日
（火）

【お問合せ先】

千葉県中小企業等事業継続支援金 コールセンター
TEL 0120－179－155 ９時～18時まで（土・日・祝日含む）
夢シティちば
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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

お客様から信頼される会計事務所を目指して

未来の住環境に夢発見。

組みを導入した会社も増えてきまし

柔軟な働き方を可能にする制度や仕

要請が高まり、個々の事情に合った

ここ数年、働き方改革への社会的

組織全体の仕事への活力は出てきま

思いも見えなくなってしまっては、

き方が増え、互いの仕事への姿勢や

かということです。単に孤立する働

い影響を与える状況になっているの

いをみんなでやってみる。

えてきます。そんな仕事への向き合

と、そこに互いの苦労も頑張りも見

も、ちょっとした瞬間を重ねてみる

前向きに働いてきたわけではない人

ところがコロナをきっかけに、リ

いかないという声も大きかったと思

できる人は限られ、なかなかうまく

下の３つの取り組みを考えてみてく

取り組みが必要です。具体的には以

方を再構築するという仕事革新への

向き合い、自分たちで良い仕事の仕

ここで改めて、仕事というものと

のだろう。顧客や社会が求めている

んでもらっている理由はどこにある

ニーズとは何だろう。自分たちを選

顧客の顧客、顧客の先にある社会の

ちの仕事の価値を問い直してみる。

ないスピードで働き方改革への動き

た働き方が一気に導入され、意図し

てきたのか。その中で、この仕事の

のです。これまでどんな仕事をやっ

事への思いを重ね合わせるというも

最初の取り組みは、
互いの仕事、
仕

べき仕事、止めても良い仕事、新しく生

価値が何かを見いだし、やり続ける

て、自分たちが追求し続ける本当の

いけるだろうか。そんな対話を通じ

か。私たちはその変化に応え続けて

います。
モートワークや在宅勤務、時差出勤

ださい。

ただここで確認してもらいたいの

大変さとコツ、押さえどころとは何

み出したい仕事を洗い出してみる。

が加速しました。
は、働き方が変わったことで、人が

だと思ってきたか。この仕事を通じ

ものが変わってきていないだろう

や出社制限など、個人の裁量に任せ

次に、顧客や社会の目線で自分た

た。しかし、日々の仕事の仕方が変

高橋 克徳

せん。

ジェイフィール 代表取締役

わらない中で、そうした制度を活用

街頭防犯カメラ

イキイキし、仕事への思いが持てる

0120-54-5432

事の喜びや悩みを共有しながら、絶
えず顧客や社会のために何ができる
か、もっと良い方法がないかを一緒
に考え、仕事の仕方を自分たちで変
えていく新しい仕事のプロセスをつ
く っ て み る。 互 い の 仕 事 の 状 況 を
シェアし、互いの小さな課題や思い
を持ち寄り、対話をしながら、解決
していく仕事の進め方、プロセスを
一緒に考えてみます。
働き方も貢献の仕方も多様になっ
ていく時代だからこそ、みんなで追
求すべきものを共有し、困ったこと
は一緒に考え、応援し合える仕事の
仕方が重要になっていきます。バラ
バラに見えても、一緒に働いている
という実感が持てる。そんな仕事の
仕方をみんなでつくってほしいと思
います。
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商業流通委員会
月 日㊊
会員企業のＳＤＧｓ
（持続可能な開発
目標）
の取組について研究しました

商業流通委員会 （ 清 田 委 員 長 ／ フ ジ セ
イコー㈱ 代表取締役会長）を開催しま
した。
ＳＤＧｓに取り 組 む 企 業 の 事 例 研 究 の
ため、県内でイタ リ ア ン レ ス ト ラ ン 等 を
経営する㈱レプコ 社長の野本様にお越
しいただき、同社 で 主 に 取 り 組 ん で い る
①品質には問題 が な い の に 廃 棄 さ れ て

次の２点について 紹 介 が あ り ま し た 。
いる食品を集め、 必 要 と し て い る 人 に 届
㎏もの食

ける「フードドラ イ ブ 」 の 取 組 を 実 施 し
ていて、同社の店 舗 で は 週 に
品が集まっていま す 。 ② ま た 、 お 付 き 合
いのある農家さん か ら 、 規 格 に 合 わ ず 廃
棄される野菜を回 収 し ド レ ッ シ ン グ な ど
に加工して有効活 用 す る 「 ベ ジ タ ブ ル レ
スキュー」の取組 も 行 っ て い ま す 。

健介

公認会計士・税理士

働き方改革から仕事革新へ

▲㈱レプコ 野本社長（奥左から2番目）から取組事例をご紹介いただきました

その上で最後に、そんなふうに仕

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

25

て得た小さな喜びとは何か。決して

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

の動きをリードしている。

不貞行為調査・詐害行為調査・隠匿資産調査 など

10

ようになり、それが組織全体にも良

任教授を兼務。榊原清則氏、野中郁次郎氏に師事し、組織論、
組織心理学、人材マネジメント論、人材育成論を専門とする。

問題解決へのお手伝い。
企業関係調査

野村総合研究所、ワトソンワイアットを経て、ジェイフィール設立
に参画。２０１０年より現職。13年より東京理科大学大学院イ
ノベーション研究科教授、18年より武蔵野大学経営学部 特

法曹関係特殊調査
発などに力を入れている。08年に出版した『不機嫌な職場（共
著、講談社現代新書）』が28万部のベストセラーとなり、その
後も数多くの書籍や講演活動を通じて働く日本人の心の再生へ

千葉本社 所在ビル

社員採用前調査・社員の素行調査・企業信用調査 など
特に、人と人との相互作用が組織に与える影響、ダイナミズム
を研究し、組織感情、リレーションシップなどの新たな切り口を
提示し、組織変革コンサルティング、人材育成プログラムの開

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
高橋 克徳／たかはし・かつのり

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

0120 ‑ 06 ‑ 2771

千葉県弁護士協同組合特約店

1983年創業

〒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
千葉市稲毛区宮野木町1664-11

夢シティちば
2021年12月号
夢シティちば
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http://www.ohshima-cp.com
営業センター

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

30

10 月
商工会議所 の 動き

重要

ご入会いただき
ありがとう
ございました

新型コロナウイルス対策

専門家による経営相談を実施しています。
○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

中央区

TEL043-227-4103

※あらかじめお電話で相談日時等をご連絡ください。

事業承継何でも相談窓口

IT導入何でも相談窓口

事業承継の準備を始めたい、事
業を売却したい、廃業の方法がわ
からないなど、事業承継に関する
相談に応じます。

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

○相談日

月曜日〜金曜日 9時〜17時

○相談日

随時

○相談員

経営指導員・外部専門家

○相談員

千葉商工会議所IT導入促進チーム

弁護士による商工法律相談窓口

総合サービス業

12月17日
（金） 14時〜17時

○相談員

榎本

初雄

氏
（弁護士）

社会保険労務士による労務相談窓口

○相談日

月曜日・水曜日・金曜日 14時〜17時

○相談員

坂本ゆみか 氏（中小企業診断士）
香川 大輔 氏（中小企業診断士）
大矢たかし 氏（中小企業診断士）

テレビ設備工事、弱電工事等

若葉区

リンク・ネクスト

社会福祉法人初穂会

【代 表】 林 隆春 ☎043-207-5599
【所在地】 稲毛区萩台町

介護老人福祉施設、
フードバンク事業、農福連携

若葉区

㈱GOOリフォーム

【代 表】 二瓶 美樹 ☎090-3648-5913 【代 表】 山口 吉平 ☎043-235-4171
【所在地】 若葉区小倉町
【所在地】 若葉区加曽利町

リラクゼーション業

業者紹介、プロパンガス会社紹介、ガス機器販売

リフォーム全般

mindful＆power of thinkink

ガス機器をお手頃価格でお求めいただけます。気軽にご相談下さい。

抗菌処理から内装・外装リフォーム全般を請け負いしております。

若葉区

ブリング

中央区

【代 表】 大友 守 ☎070-4218-1420
【所在地】 若葉区加曽利町

移動スーパーとくし丸として、イトーヨーカドーの
品物を移動販売する業務委託

中央区

Re.Ra.Ku 千葉中央店

【代 表】 香遠 美緒
【所在地】 中央区中央

☎043-306-1282

セオサイクル 千葉駅北口弁天店

中央区

尚陽千遜酒店管理㈱ THE QUBE HOTEL CHIBA

【代 表】 堀内 譲太郎 ☎043-306-7733 【代 表】 叶 建民 ☎043-246-1888
【所在地】 中央区弁天
【所在地】 中央区問屋町
自転車小売、自転車修理

宿泊、ホテル業

一般の自転車は勿論、各種スポーツ自転車も是非当店に
お任せ下さい。修理迅速承ります。

269室の大型ホテル。会議室や宴会場などの大型設備も
充実。露天風呂を4タイプ用意。

花見川区

㈱正倉院

【代 表】 佐藤 こず惠 ☎043-250-4115
【所在地】 花見川区横戸町

肩甲骨はがしを中心とした全身もみほぐしで健康
的な体作りをお手伝いしています。

霊園企画開発・委託管理、石材製品原石は世界の
銘石を限定製作、加工を中国泉州工場に発注輸入

私達は「お客様に合った健康」を考えサポートしています。
お気軽にご相談下さい。

半世紀、
墓所関連事業に従事。少子高齢化が進みお墓選び
も変化。家族一緒に家に置く墓を発表。

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。

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

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。

①12月9日（木）
・②1月13日（木）14時〜17時

○相談日

①12月2日（木）
・②1月6日（木） 14時〜17時

○相談員

①鈴木 澄雄 氏（社会保険労務士）
②山根 義道 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齊藤 敏正 氏（税理士）
②山田 貞夫 氏（税理士）
千葉県税理士会千葉東支部所属

2021年12月号

【代 表】 大沼 雅之 ☎043-287-8221
【所在地】 稲毛区園生町

稲毛区

税理士による税務相談窓口

○相談日

夢シティちば

LE設備

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。

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。

17

Mary Meditation

【代 表】 鈴木 康修 ☎043-306-7450
【所在地】 稲毛区稲毛東

稲毛区

（順不同・敬称略）

中小企業診断士による経営の相談窓口

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

㈲エマージェントプロサービス

【代 表】 酒井 修 ☎043-215-8832
【所在地】 中央区栄町

稲毛区

商工会議所の無料相談窓口

新入会員 のご紹介

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

夢シティちば

2021年12月号
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〈ジェトロレポート〉いま世界に目を向けて

ジェトロと国立がん研究センター、包括的連携推進協定を締結

■最後に

とが期待されます。

タートアップの海外展開が実現するこ

本連携により、さらに国際産学連携、ス

係る共同研究契約（詳細は※２ご参照）
。

のNCC東病院での難治性がん創薬に

新 井 寿 里

～国際産学連携やスタートアップ海外展開支援等を強化～
ジェトロ千葉

ップの海外展開支援（ＮＣＣ発スター

を促進）
、②ＮＣＣ発・関連スタートア

月 日、国立研究開発法人国立がん研究センター（中釜 斉 理事長：以下
「ＮＣＣ」
）
と、独立行政法人日本貿易振興機構
（理事長 佐々木 伸彦：以下
「ジェ
トロ」
）
は、国際産学連携、スタートアップの海外展開等を通じたイノベーショ
ンの共創を柱にした包括的連携推進協定を締結しました
（※１）
。

■背景と目的

（大津 敦 病院長、千葉県柏市）
、ジェ

NCCとジェトロは、NCC東病院

ＮＣＣと外国企業・機関の連携

■ジェトロ支援を通じた

機関とNCCが連携・共同研究を行う

※１：【記者発表】
ジェトロと国立がん研究センター、包括的連携推進協定を締結
（ＷＥＢサイト）

〈参考〉

ば幸いです。

にジェトロ千葉までご連絡いただけれ

てご関心、ご質問のある方は、お気軽

推進していく所存です。本連携につい

等を活用し、止めることなく本連携を

大きなシナジー効果を期待しています。 ロの海外ネットワークとデジタル技術

本協定は、ＮＣＣとジェトロが、ヘ
トアップ、ＮＣＣ
国内外で新型コロナウイルス感染症
Venture
Incubation
ルスケア分野・ライフサイエンス分野
参加スタートアップ等の海外
が広がり、未だ国境を越えたヒトの往
Program
で相互に連携し、学術研究や人材育成、 展開を支援）を基軸に連携することで、 来が制限される中、両機関は、ジェト
産学連携等での国際展開を推進するこ
とで、日本及び地域の発展と国内外の
健康課題解決に寄与することを目的と
しています。ジェトロが国立研究開発
法人との包括的連携推進協定を締結す
るのは、今回が初めてです。
トロ千葉を中心に様々な協業を行った

本協定では、ＮＣＣのヘルスケア・
など、既に協業の具体的成果が出てい

■連携内容

ライフサイエンス（国内随一のがん研
ます（①米国フレデリック国立がん研

結果、ジェトロが紹介した海外企業・

究機関）の強みとジェトロの国際ビジ
究 所 とNCC EPOCのAI診 断 と

https://www.jetro.go.jp/news/releases/2021/1f28377883c12b73.html

ネスノウハウ・海外ネットワークを組

日本人が学ぶ

社内研修に

やさしい日本語

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_News/releases/2021/1f28377883c12b73/attachment.pdf

※２：ジェトロ支援を通じた国立がん研究センター（ NCC
）と
外国企業・機関の連携

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/

〈Facebook〉
〈会報誌 電子版〉

ンアルジュナ・セラピューティクスと

美術品の国際的なオークション、ギャラリー、アートフェアの開催に向けた動きがあり、
文化の振興や国際物流・経済の活性化に寄与すると考えられることから、事務手続きを整理
し、国際的なオークション等の開催について、関税法基本通達を明確化しました。
これまでの保税展示場／総合保税地域にお
（イメージ図）
ける開催のほか、保税蔵置場においても開催
外国
することが可能です。
保税地域でなければ、基
保税蔵置場における開催につきましては、
本的に全ての貨物につい
蔵置・閲覧に供する外国貨物の厳格な管理、
て関税等の納付が必要
入退場者の管理等において業務体制の整備が
必要となる事項がありますので、保税地域に
保税地域での
関税等を納付
関税等を
して輸入して
納付せず
おいて国際的なオークション等を御検討の際は、
国際的なオー
引き取り
海外へ送る
クション等
横浜税関千葉税関支署までご相談ください。
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創薬を中心とする連携協定、②スペイ

保税地域における国際的なオークション等の開催について

▲包括的連携推進協定締結式の様子

千葉市国際交流協会 043-245-5750
nihongo@ccia-chiba.or.jp
千葉市国際交流協会
043-245-5750
nihongo@ccia-chiba.or.jp

13

合せ、①国際産学連携の推進
（ＮＣＣと

（横浜税関千葉税関支署）

ジェトロの紹介する海外企業との連携

千葉商工会議所

外国
国内

☎ 043-241-9526
✉ yok-mado-chi@customs.go.jp

外国人従業員との
コミュニケーションに
役立つ
無料！
〈ホームページ〉

保税部門

千葉税関支署
【連絡先】

オンライン研修
2022.1.26 13:30-15:30

10

外部からのお知らせ

中心市街地NEWS

まちづくり事業情報

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

〈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

▲中央区長・藤代様から（中央奥）からご説明いただきました

千葉市中央区本町1−1−13

☎043‑225‑6232
まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください！
本
店 ＴＥＬ043-221-8110
松戸支店 ＴＥＬ047-365-6007
ホームページ https：//www.chiba-cgc.or.jp/

【中小企業・小規模事業者の皆さまを全力でサポートします！
！】
●金融機関からの資金調達をサポートします！

ポイント１

認証基準の達成に必要となる設備等の整備費用に対して支援を行います。

飲食店の感染防止対策を現地で確認し、千葉県が作成する基準を満たす店舗
に認証ステッカーを交付します。

「千葉県飲食店感染防止対策認証事業」が
始まっています。

ポイント２

千葉県ホームページへの掲載などにより、高いレベルでの対策が徹底されて
いることを公表します。

千葉県では、感染防止対策と経済の両立を
本事業は、飲食店が取り組む感染防止対策
目指し、飲食店の感染防対策を促進するため、 について、県が現地を確認したうえで、高い
飲食店における感染防止対策を県が認証する
レベルでの対策が取られていることを認証す
制度を、県内全域で実施しています。
るものです。

ポイント３
■お問い合わせ 千葉県飲食店認証事務局
電話 ０４３・３０７・９００３

※飲食
 店等を支援する「Ｇｏ Ｔｏイート」事業では、県内の認証店
（※ 認証店で「Ｇｏ Ｔｏイート」事業に加盟登録した飲食店）
）限定で
使用できるプレミアム付き食事券を発行しています。

（１２，
５００円分の食事券を１０，０００円で販売）

2021年12月号



夢シティちば

⑴販売価格 １セットあたり１０，
０００円 （ ％のプレミアム付き）

21

⑵購入方法 ＬＩＮＥによるオンライン購入 （電子クーポンのみ）

■お問い合わせ ＧＯ ＴＯイート千葉県事務局
電話 ０５７０・０５２・０８０
千葉県ホームページ
（千葉県飲食店感染防止対策認証事業）

25

報徳千葉診療所

中心市街地の
「現在及びこれか

12

らを知る」をテーマに開催

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「現在及び
これからを知る」をテーマに開催したものです。
まず、千葉市政策企画課課長補佐の中島様か
ら千葉市基本計画（素案）についてご説明を受
け、その後、千葉市中央区長の藤代様から同基
本計画を踏まえ中央区として目指す姿、ポイン
トにする点などについてご説明いただきました。
今後のまちづくりについての意見交換では、増
えつつある若年層の住民に対する取組や駅から街
中にまで人を回遊させる仕掛け、商売のしやすい
環境づくりが必要などの意見があげられました。
10

医療法人社団 報徳会

信用保証協会がお客さまの保証人となることで、金融機関からの資金調達力が高まります。

●事業を始める方を創業支援でサポートします！

創業計画から資金調達にいたるまで、事業を始められるお客さまの夢の実現に向け、サポートいたします。

●お客さまに合わせた経営支援でサポートします！

お客さまごとの経営課題解決に向け、経営相談や外部機関と連携した専門家派遣等でサポートいたします。

手みやげに一番
千葉名産

https://www.osenbei.co.jp/
本店

千葉市中央区新宿1‑20‑5

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

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

LINE
公式アカウント
当協会主催イベント等、
最新情報を配信しています！

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

夢シティちば
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コロナニモマケズ

プクプクJOYショップ

て、さっぱりとおいしくて、体にとて

やすく、砂糖不使用なのに甘みがあっ

「生甘酒こうじくん」は濃厚で飲み

使えるかな、とメニューをいろいろ調

かけは、塩糀ブームでした。お弁当に

いですね。生甘酒の販売を始めたきっ

食事の前か、食事と一緒に飲むのがい

の普通の甘酒。糀だけの甘酒があると

売上前年比 ％、ネット販売に活路

金 万円で包丁の研ぎ屋さんを始めま

造販売を経験した後、１９７９年に資

て、高級サンドイッチチェーン店で製

若い頃から起業したい気持ちがあっ

全てなくなり、売上が前年比 ％にま

ルといった場がメインで、イベントが

お弁当は学校や会社、幼稚園、サーク

そして昨年のコロナ禍です。当店の

入れ、 坪の売店で販売するなどし、

した。その後は、共同経営でパンを仕
年から店で製造販売している糀の甘酒

で落ち込みました。それで、２０１２

所に移転して８年目になります。

ニューが増えていきました。現在の場

弁当のデリバリーを始め、どんどんメ

大赤字で、それをカバーするためにお

トを販売しましたが、ノウハウもなく

レハブ屋台で焼きそばやフランクフル

第１回東京モーターショーに出店。プ

た。やがて５丁目に移転し、縁あって

で、おにぎりなどがたくさん売れまし

校生が大勢自転車で店の前を通るの

新都心の街も何もできていない頃、高

の幕張総合高校）が開校したばかり。

ました。ちょうど「幕張三校」
（ 現在

１９８１年にはお弁当屋さんを創業し

を価値ある値段で提供したいので、値

いろ勉強しました。私は価値あるもの

し、Ｚｏｏｍのオンライン会議でいろ

向上チーム「ＮＡＴＩＯＮＳ」に参加

うまでが一番大変で、楽天市場の売上

リピート率はよくても、見つけてもら

とんでもない。一度買ってくれた人の

界が注目してくれるだろうと思ったら、

ちでした。商品がいいのだから、全世

見に来てくれるだろうという軽い気持

た２千円。ホームページさえ作れば、

ました。
しかし、
最初の月の売上はたっ

昨年１月にネットショップを立ち上げ

をインターネットでも販売しようと、

て、調子に乗って、ネットで販売する

んです。

ん。無限の可能性を、糀は秘めている

引きとの戦いを続けています。

ことになりました。

コロナ禍で経営は大変になりました
ない、というイメージです。知ってさ

が「こうじくん」には明るい未来しか

お弁当でも糀入りメニューを採用

え い た だ け れ ば、き っ と 喜 ん で も ら

お弁当でも酵素を採れるメニューを

しています。例えば鶏肉を焼いた後、

えるはず。ぜひ、
「生甘酒こうじくん」

をもっと研究したいですね。なるべく

今後はお弁当も、糀を使ったおかず

で検索してみてください。

℃以下になったら塩糀をドレッシン

グとしてかければ、活きた酵素を食べ
られます。漬物なども塩糀でつけてい
ますよ。
りなくなってくるそうです。一生懸命

食べれば消化もよくなり、高齢者にも

ものを作りたい。酵素が入ったものを

酵素を取れるように、なおかつ安全な
サプリメントを飲んでも効果がないの

やさしい、アスリートの体づくりにも

人間は 代後半から体内の酵素が足

は、酵素不足で栄養分が体の必要な部

22
2021年12月号

お弁当の製造・販売から、酵素入り生甘酒
「こうじくん」
のネット販売へ──

価値あるものを価値ある価格で販売し、健康を待つひとのもとへ届けたい
サンドイッチ販売や包丁研ぎ、イベント出店などを経て、花見川区幕張町でお弁当販売業を営んできた「プクプク
ＪＯＹショップ」
。コロナ禍での売上低迷に先駆けて、糀を生かしたお弁当や酵素入り「生甘酒こうじくん」の製造・

もいいんですよ。冷凍で販売していま
べていたら、糀の甘酒を見つけました。

す。できれば冷たいまま飲むのがおす
初めて知り、試しに自分でも作ってみ
たんです。それを毎日、家族や店のス

すめ。夏はシャーベットとしておいし
く食べられますよ。

タ ッ フ で 飲 ん で い る う ち に、私 自 身

黎明期の新都心でお弁当を販売

ネットショップでの販路拡大に賭ける株式会社信和の代表取締役 吉野愼一さんにお話を伺いました。

酵素の二つがありますが、
「こうじく

すが、電子レンジなどは使わず湯せん
それまで私がよく飲んでいたのは、神

ん」の酵素は、ほとんどが消化酵素。

で優しく温めてください。酵素は熱に
社などで振る舞われる酒粕と砂糖入り

▲店舗入り口にて（吉野夫妻）

弱く、 ℃を超えると壊れてしまいま

酵素が活きている「生甘酒こうじくん」

コロナ禍で頑張る企業をご紹介

人間の体の中には、消化酵素と代謝

のひどい花粉症やアレルギー症状が、

将来的には「こうじくん」で一本立ち

役立つ、そんなお弁当を作ってみたい
くなり、
「飲む点滴」という言葉通り、

したい気持ちもありますが、おかず類

分に届かないから。一緒にこうじくん

栄養を体まで届けることができます。

は糀を使ったもの、例えば調理したも

ですね。

まだまだ糀のいろいろな力は知られて

のを湯煎で食べられるような商品のネ

を飲めば、活きた酵素の力で消化もよ

いない部分もあって、奥が深い。これ

千葉市花見川区幕張町6－329－4
電話 043－271―1525

年々軽くなってきました。不思議に思

35

愼一
代表取締役／吉野

い、いろいろ調べたら酵素の働きがわ

2

ット販売も検討しているところです。

プクプクJOYショップ

かってきて、それから猛烈に勉強しま

3

から新しい効能がわかるかもしれませ

会社DATA

した。最初は大袋を店で販売していま

35

▲お客様が作ってくれた甘酒の説明書き

子が良くなる。これを待っている人が

▲人気の日替糀弁当

夢シティちば
2021年12月号
夢シティちば
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信 和
株式会社

全国にいるはず」と絶賛してくださっ

▲仕込み中

したが、高齢のお客さまが「身体の調

▲娘さんが描いた「こうじくん」のロゴと、おすすめ「こうじくん」を持つ吉野夫妻

30

60

60

コロナニモマケズ

▲仕入れた自動車

会社DATA

株式会社 ZervTek

代表取締役 ルパシンハ シャリンダ

１００％止まって、たった１日で市場

年３月にスリランカで自動車輸入が

輸出に特化していましたが、２０２０

した。
もともと当社は、
スリランカへの

場にも多大な影響が及ぶようになりま

を心がけています。

トでお見せするなど、きめ細かな対応

要望にも応えられるよう、ピンポイン

カスタムメイド。特定の車種のプロの

特に商品のチェックはお客さまごとに

輸出の段取り、船積みの仕方、そして

が下ろせなかったり。
逆に、
車を乗せた

でに値段が上がったり、港にコンテナ

ナ不足に悩まされました。船の到着ま

コロナ禍では船賃が急騰し、コンテ

が消えてしまったんです。

カ国を新規開拓
顧客にはカスタムメイドの対応を
そこで急きょ、
アメリカ、
オーストラ

リア、ケニアなどに新たな市場を求め、 船が港に着いても、お客さまのお支払
いがないため納車できないことも。ま

スリランカから留学
会社を引き継いで２年
創業は２０１５年３月、私の親戚が
立ち上げた自動車輸出会社です。私は
２０１１年から日本の同業他社で働い
ていましたが、２０１７年に退職し、
当社に入りました。２０１９年に社長
が引退したため、私が社長を引き継ぎ、
現在に至ります。
私はスリランカ出身で、父は母国で
会社を経営しています。工学と自動車
に興味があり、治安がいい日本で勉強
したいと思い、２００５年に来日し、
大学入学前に日本語学校で１年間学び
ました。留学生として大学生活を送り、
その後は理系の大学院に進む予定でし
たが、日本での就職が決まり、自動車
輸出業に携わることになりました。
経営者となって２年。他の業界と同
様に、コロナ禍以前は経営もスムーズ
でした。スリランカは、日本で登録さ
れてから３年以内の車しか輸入できな
いため、この業界では単価が高い車を
輸入している国で、現地で乗られてい
るのは８割が日本車です。だから当社
の業績も、先代社長の時代からずっと
順調でした。
しかし私が社長になって１年後、新
型コロナウイルス感染症の世界的な感
染拡大で、当社が携わる自動車輸出市

費もいいので人気は続くと思いますが、
中国やアメリカは電気自動車に力を入
れ、日本は電気よりも水素自動車。ど
ちらが主流となるかは分かりません
が、今後 年で自動車業界は大きく変
貌するでしょう。当社でも、いずれど
こかのタイミングで水素自動車などを
扱うと思います。数多くの国に取引先
とネットワークがあるのが強みですが、
今後はまた違う形で、お客さまのデー
タを活用してビジネスを続けていきた
いですね。世界の社会情勢のリサーチ

た、海外との取引はタイムラグがあり、 とマーケティングに力を入れ、自動車

この１年で カ国ほどが取引先となり
ました。ケニアには昨秋から当社の事

ある程度の持ちだしも覚悟しないとい

本人２人、ケニア人１人、私を含めて

会社としてのビジョンは、 年落ち

する必要があります。

変化に備えて情報を集め、将来を予測

業界の変わり目と、そのさらに大きな

務所を置き、現地スタッフが頑張って

けません。

▲オフィスの様子

くれています。

経年劣化など購入後のクレームにつな

スリランカ人３人の計６人で頑張って

間売上げを上回ることができました。

です。次の 年はアフリカの時代とい

います。
あとは、
取引先のさらなる拡大

があり、例えば当時の日産ＧＴ Ｒ
‒は、
今の新車価格を超え、根強いファンも

クカーはアートです。唯一無二の価値

て販売することです。日本のクラシッ

し、全てのパーツを交換して作り直し

いるので、古い自動車をリフレッシュ

のクラシックカーが品薄になってきて

25

アメリカなどでは日本のバブル期
後 の ス ポ ー ツ カ ー が 人 気 で、当 時 の

水素、電気自動車の時代の幕開け
年後を見据え取引先拡大へ

社員のおかげ。アメリカとの連絡では

スカイラインやＲＸ７など３００～
際は毎週月曜日から土曜日まで行われ

時差があり、深夜までお客さまとやり

そんな危機を乗り越えられたのは、

ている自動車オークションに参加しま

とりして、翌朝には９時から始まる国

４００万円で売れています。仕入れの

すが、海外との取引で難しいのは、現

内のオークションに参加してくれるな

がる可能性もあり、後から不具合が出

います。昨年、一気に落ち始めた売上
当社のお客さまは７割が業者、３割

くて長く使えます。修理しやすく、燃

日本車は性能やデザインに優れ、安
価をいただけた時はうれしいですね。

が個人。販売サイトのレビューで高評

し、了承してもらうようにしています。 も、今年は９月の時点でこれまでの年

ないよう、お客さまにもしっかり確認

の写真と動画でしか伝えられないこと。 ど、本当に感謝しています。現在は日

物を見に来てもらえず、現場から商品

10

千葉市花見川区検見川町2-465-14
シティファイブA棟101号
☎０４３－２１６－３４４２

われ、各国で車が足りず、まだまだ需
要が伸びる余地がある。そうしたマー
ケットに合わせて、何ができるか考え
ていきたいですね。

24
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25

10

10

10

▲ルパシンハ・シャリンダ代表取締役
▲オークション参加時
▲お客様とのやり取りは深夜まで続くことも

10

25年前の日本のスポーツカーが、海外の市場で人気を博しています。2015
年に創業された「株式会社ZervTek（ザーヴテック）
」は、自動車輸出業として
コロナ禍の危機を乗り越えてきました。今後の社会情勢の激変に備えるスリラン
カ出身のルパシンハ・シャリンダ代表取締役に、お話を伺いました。
〒262-0023

激変する自動車業界の未来を見据え
グローバルな少数精鋭で
自動車輸出業にまい進
▲仕入れの際は細部まで確認

汗 の 輝き
汗の輝き／創業して10年未満の若い企業をご紹介
汗の輝き／創業して10年未満の
若い企業をご紹介

日㈬

時
月定

分より千葉商工会議所

第１回臨時総会開催

グリーンカプセルコーポレーション㈱

岩

崎

正

一
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しょういち
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亀

島

直

輝
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小

山
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弘
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斉

藤

玄

樹
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佐

野

卓

郎
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嶋

村

礁
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鷲

見

隆

仁
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髙

野

大

海

たかの

髙

山

智

広

たかやま

有

司

つつみ

ゆうじ

三幸商事㈱
まさひろ

学校法人瀧澤学園

㈲わかな造園
のまる

花

澤

美

嗣

はなざわ

よしつぐ

㈲夢現

早

川

崇

博

はやかわ

たかひろ

Patisserie TRADITION

平

木

智

子

ひらき

藤

﨑

将

寛

ふじさき

まさひろ

㈱丸藤

船

本

幸

史

ふなもと

こうじ

シード税理士法人

蒔

田

宣

弘

まきた

のりひろ

㈱アフロディーテ

横

山

輝

男

よこやま

若

菜

義

大

わかな

日

暮

洸

一

ひぐらし

飯

田

敬

道

いいだ

たかみち

飯田環境クリーン㈱

田

中

あすか

たなか

あすか

Bar そらのかけら

なお令和 年度青年部役員人事は、次年度会長
予定者に斉藤玄樹副会長が指名され、留任理事
名、新任理事 名、監事 名が選任されました。
新たな役員人事のもと、次年度も千葉ＹＥＧは、
様々な事業を通して地域経済に貢献していきたい
令和 年度も前半を終え、今回の 月定例会・

と思っています。

に、改めて御礼申し上げます。ありがとうござい
ました。
総務委員会 一同

第 回役員会開催

千葉県商工会議所青年部連合会

▲飯田会長挨拶

月 日㈫ 時
28

15

Ｇ）第 回役員会が

（ 以 下、千 葉 県 Ｙ Ｅ

会議所青年部連合会

インにて千葉県商工

分よりＺｏｏｍオンラ

30

3

9

もと、第 回役員会

根会長の議事進行の

千葉県ＹＥＧの関

開催されました。

3

1

㈲日暮石材店

寛

こういち

令和 年度

ゆうすけ

ともひろ

▲臨時総会 議長

ＯＵＴＲＵＮ㈱

月定例会
月

階 第 ホールおよび Ｚｏｏｍにおいて「
例会令和 年度第 回臨時総会」が感染防止対策
を徹底し開催されました。
臨時総会は、飯田敬道会長の挨拶から始まり、
佐久間英利様より頂戴致

最後になりますが、今回の臨時総会に多くの会

確認する機会となりました。

ＹＥＧの団結と青年経済人としての気概を改めて

臨時総会は今年度後半、また次年度に向けて千葉

10

千葉商工会議所会頭
しました祝電の披露がありました。ご多用のとこ
ろ祝電を賜りましたことに改めて心より御礼申し
上げます。
議事に先立ち、会員 名中、出席 名、委任状行

2

員にご参加頂きましたこと、またスムーズな議事

使 名により臨時総会が有効に成立したことが司

23

4

1

14

会の佐野副委員長より報告されました。そして、
規

いいずみ

の開催に関する審議
を行い、臨時総会の
開催や千葉県ＹＥＧ
周年記念事業につ
いて協議を行いまし
た。
議事終了後には、
今年度関東ブロック
大会の開催地である
神奈川県厚木商工会
議所青年部と全国会
長研修会の開催地で
ある茨城県土浦商工
会議所青年部のキャ
ラバンから大会のＰ
Ｒが行われました。

▲臨時総会の様子
▲土浦キャラバン
▲厚木キャラバン

24

の進行、準備や後片付けにご協力頂きましたこと

介

ひろみ

00

約により飯田敬道会長が議長を務め、
「第 号議案

祐

医療法人社団福寿会

67

令和 年度役員人事（案）承認に関する件」を諮

泉

たかひと

1

られたところ、慎重審議の結果、本議案は全会一致

飯

しょう

19
㈲イチザワ ／ ダスキンイチザワ

で原案通り可決され臨時総会は閉会となりました。

安藤和則税理士事務所

堤

4

令和 年度役員

かずのり

留 任 理 事

よしひろ

千葉商工会議所青年部

あんどう
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1 20

和

げんき

3

4

藤

やすひろ
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10
31
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安

30

福井電機㈱

みさ

元

てるお

4

㈲リクライム

あきもと

昌

事

㈱ Leap Gate

沙

丸

監

トレンディワールド㈱

美
秋

なぎ

田

ともこ

鷲見医院

3

㈱蛸姫

あいだ

野

新 任 理 事

ほけんプラザエイプス㈱

10
㈲ソーダグループ

凪
相

事 業 所 名
な
か

URL: https://chiba-yeg.jp
Email: yeg@chiba-cci.or.jp

〜最高に向かってさぁ行こう〜

不撓不屈

名
氏
区分

青年部
集： 千葉商工会議所
総務委員会
編

千葉商工会議所
青年部通信

県県 島津室長 より学学
みんな でで挑戦
ぶぶ

アクション

!
17

!

‼

2021年12月号

携して持続可能な開発に取組むこ

とが求められていることを、大変

分かり易く解説して戴きました。

夢シティちば

更に、身近な課題の取組み事例

をご紹介戴く等、今後の活動に役

・千葉都市モノレール「葭川公園駅」より徒歩5分

立つお話も伺えました。

・京成電鉄「京成千葉中央駅」より徒歩6分

当会は、
定例理事会の始まる前の時間を活用し、
様々な勉強会等を

「中央三丁目」下車

今回の勉強会は概要を学びまし

7番のりば「大学病院・南矢作」行きで、

開催しております。９月には、日頃よりご支援戴いております、千

・JR「千葉駅」東口よりバス、

ＳＤＧs

17

たが、ＳＤＧｓが目指す社会づく

・JR「千葉駅」東口より徒歩15分

女性会

Ｇｓは２０３０年までに のゴー

【交通】

葉県商工労働部中小企業団体支援室長の島津政男様を講師にＳＤＧ

小中学生100円

りに、私共が、具体的な課題を見

		

ルのもと、１６９のターゲットと

プラネタリウム：大人510円、高校生300円、

【お申込み先】 千葉商工会議所 女性会事務局
TEL 043 − 227 − 4103

ｓ
（持続可能な開発目標）の取組みについてお話を伺いました。

小中学生100円

つけ出し、何をどのように取組ん

		

２３２の目標から構成され、地球

常 設 展 入 館 料：大人510円、高校生300円、

えし、ＳＤＧｓへの理解を深める

〒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：12/20㊊、29㊌、30㊍、31㊎
☎043–308–0511

【料金】

でいくのかを考え、アクションを

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

日常の視点で科学を捉え子どもから大人まで楽しめる、 人から人へのコミュニケーションを大切にした 「人が主役」と
なる参加体験型科学館。
140もの体験展示がある常設展示は、ふとした日々の疑問や何気なく見過ごしている現象を科学と結びつけて紹介し、
来館者と気づきを共有することを目指している。週末を中心にワークショップなどのイベントも開催。
複合施設きぼーるの巨大な球体内部には県内最大のプラネタリウムがある。映し出す恒星の数は1000万個を超え、
全天に投影されるデジタル映像を交えた多彩な番組が充実。

上の誰一人取残さない社会を目指

【次回展予告】企画展「ジャポニスム―世界を魅了した浮世絵」 会期：2022年1月12日（水）〜3月6日（日）
「つくりかけラボ06 岩沢兄弟｜キメラ遊物園」 会期：2022年1月13日（木）〜4月3日（日）
〒260-0013 千葉市中央区中央3‑10‑8
☎043‑221‑2311
043‑221‑2316

為、勉強会を開催致しました。

※入場受付は閉館の30分前まで

起こすよい機会となりました。

（金・土曜日は20:00まで）

【同 時 開 催】5階常設展示室 「千葉市美術館コレクション選」

14

し、各国の政府や企業、市民が連

休 館 日：12月6日（月）
開館時間：10:00～18:00

会
期： 開催中〜12月26日（日）
会
場： 4階  子どもアトリエ
観 覧 料： 無料

国連サミットで採択されたＳＤ

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

※（  ）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

アーティストによる公開制作やワークショップを通して、来場者
が参加することで空間を作り上げていく、参加・体験型のアー
ティストプロジェクト「つくりかけラボ」。 第5弾では、コマ割りド
ローイングによる映像作品を制作している映像作家の松本力が、
「SF」をテーマに人間の社会生活からみたスズメたちとの共生
に注目。 私たちの身の回りにある少し不思議なイメージや話を
来場者から集め、アニメーションなどで発信します。

９月 日㈫、千葉県経済政策課

会
期： 開催中〜12月19日（日） 会
場：8・7階  企画展示室
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

編集：千葉商工会議所

中小企業 団･体支援室室長の島津
政男様【右下写真】を講師にお迎

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
葛飾北斎や伊藤若冲など日本美
術から、福田自らがセレクトした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。
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