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WEBなら
いつでもどこでも
お申込みいただけます！

（ オールデイ）

担 保・保 証 人は

所得証明が不要
なので、
お手続きがカンタン！

必要ありません！

ご融資金額

ご融資利率 固定金利

A 年

4.3 %

B 年

■商品概要説明書
ご利用
いただける方

10万円以上

8.9 % 14.5 %

ご融資期間

C 年

次の条件を満たし、個人事業を営んでいる方

ご融資利率
ご返済方法

（3）安定継続した収入がある方、
または安定継続した収入が見込める方
（4）保証会社の保証が得られる方
（5）
当行との他の融資取引がある場合、直近6ヶ月に月超え延滞が
ない方（住宅ローン・消費性ローン含む）

元利均等毎月返済（毎月5千円以上）
※ご返済金額の試算につきましては、店頭にお問い合わせください。

ご返済日

毎月6日
（休日の場合は翌営業日となります。
）

担保・保証人

不要
ご本人さまの証明になるもの
（運転免許証・パスポート等）

お使いみち

事業性資金（運転・設備） ※借換含む

ご融資金額

10万円以上500万円以内
（1万円単位）

取扱手数料

1,100円
（税込）※お借入時

ご融資期間

6ヶ月以上10年以内
（1ヶ月単位）

保証会社

株式会社 クレディセゾン

9:00〜21:00（土、日、祝日を除きます）
ロ

ー

ン

は

チ

バ

コ

ウ

0120-608-785

※ただし、
祝日および1月1日〜3日、
5月3日〜5日、12月31日は受付
しておりません。

（音声ガイダンス2番）

携帯電話からはこちら

043-245-7700

（通話料はお客さま負担）

以内

（1ヶ月単位）

年4.3％・年8.9％・年14.5％ （固定金利）

ご用意
いただくもの

ちば興銀コンタクトセンター

万円以内

（1万円単位）

※ご融資利率は審査の上決定させていただきます。

（1）
お申込時年齢満20歳以上、
完済時81歳未満の方
（2）
当行営業エリア内にて居住または事業をされている方

6ヶ月以上

500
10年

返済口座の届出印

ちば興銀ホームページ

ちば興 銀

検索

※くわしくは、当行本支店窓口におたずねいただくか、
ホームページをご覧ください

●お申込みにあたりましては、
当行所定の審査がございます。審査の結果、
ご希望に沿えない場合もございますので、
あらかじめご了承ください。
●金融情勢などの変化により取扱内容を見直す場合があります。●くわしくは店頭または当行ホームページ上の説明書をご覧ください。
●事務取扱手数料1,100円
（税込み）
がお借入時に必要となります。

2019年10月1日現在
44064

界最大規模の絵本原画コンクールにちなみ、スロバキアとチェコ
の絵本原画や多彩な絵本を紹介する他、日本から参加したきくち
ちき他の64点の作品を展示します。

田中一村《アダンの海辺》１９６９年
個人蔵
（千葉市美術館寄託） ©2020 Hiroshi Niiyama

CONTENTS
2

経営談話室 198

工藤 英之 氏

株式会社拓匠開発

代表取締役

特長的な街づくりでグッドデザイン賞を受賞
２代目として社員を愛し、一緒にわくわくを作りたい
～みんなで世の中をどんどん楽しくしていこう～

6

特集

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

千葉県開催競技の魅力や見どころを紹介 ①

12
22

リュボスラウ・パリョ
《僕の猫、タムタム》2017年 作家蔵 ©L’
uboslav Pal’
o

ゴールボール

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

髙橋 由佳

会
期： 開催中〜2月28日（日） 休館日：2月1日（月）
開館時間： 10:00～18:00 ※入場は閉館の30分前まで
観 覧 料：「ブラチスラバ世界絵本原画展」「田中一村展」 共通観覧料：
一 般 1,000円（800円）
大学生 700円（560円）
※小•中学生、高校生、障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料
（  ）内は前売、千葉市在住65歳以上の方の料金
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URL https://www.ccma-net.jp
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特別イベント関連

渋沢栄一の気骨

■春・GWの企画展

「ポップアップ・ミュージアム～しかけ絵本の世界～」
とびだす、引っ張ると動くなど、様々な細工が施されている
『しかけ絵本』
は、
子どもから大人まで、 見る人をわくわくさせてくれます。本展ではとびだす
絵本を中心に、 実際に絵本に触れるコーナーや、 ARを利用した絵本の
コーナー、ワークショップなどを体験することができます。
親子で楽しみながら、しかけ絵本の仕組みについて発見をしましょう。

青年部通信

【クッキーカウント】

作者：ロバート・サブダ

【会期】 Part １：２０２１年３月２０日（土）～ ４月５日（月）
Part ２：２０２１年４月１７日（土）～ ５月１６日（日）
※会期中休館日：５月６日（木）

今月の表紙

編集者のひと言

表紙はゴールボールです。本紙のオリ・パラ特集では、今月から千葉県
開催の８競技のルールや見どころ、内定選手の声を紹介しており、その第
１回目としてゴールボールを掲載しています。是非ご覧ください。
以前、パラスポーツイベントでゴールボールの試合を観戦しましたが、
選手のみなさんがゴールポストやラインからたくみに自分の位置を把握し、
また、音だけでボールの来る方向を的確に察知しているのを見て、驚いた
のを覚えています。予想していた以上に動きが激しく、試合運びもスピー
ディで楽しめました。
競技は幕張メッセで８月25日
（水）
から開催予定です。

昨年末に自宅の大掃除をしようと決意していたのに、気が付くと年が明けてしまいま
した。結局、引き出しの奥底に眠っていた学生時代の写真などをしみじみと眺めて、思
い出に浸って終わってしまいました。
最近では、雑誌や CD などを机の上にひたすら積み重ねて謎のタワーを建設してし
まっています。床に直置きしてないからまだセーフ…とポジティブに考えてますがそろ
そろタワーが崩れそうでひやひやしています。
まずは、数カ月遅れの大掃除を計画するところから始めようと思います。

（企画広報課 M.K.）

2021年₂月号

■5階常設展示室
「千葉市美術館コレクション名品選2020」

〒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：2/15㊊～18㊍、3/15㊊
☎043–308–0511

10

夢シティちば

【同時開催】

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

さん ホテルグリーンタワー幕張 宿泊部フロント

さまざまな経験を接客に活かす 夢はホテルの顔
5
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田中一村展

スロバキア共和国の首都ブラチスラバで2年ごとに開催される世

千 葉に 年 住み、 奄 美に渡り、 独 特の亜 熱 帯の花 鳥 画を描いた日本

千葉商工会議所 会報

画 家・田中 一 村。 本 展では、この 年の間に千 葉 市 美 術 館に収 蔵さ

未知の側面を探ります。

こんにちは！ チェコとスロバキアの新しい絵本

れた 約１３０点の作 品・資 料をはじめて一堂に展 示し、 画 家の生 涯の

ブラチスラバ世界絵本原画展

※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

【時間】 ９：００～１７：００
【会場】 千葉市科学館 ７階 企画展示室
【料金】 大人７００円 高校生４５０円 小・中学生２５０円
※未就学児は無料（保護者同伴）
※常設展示もご覧いただけます

【絶滅した獣たち メガビースト】

作者：ロバート・サブダ、マシュー・ラインハート

株式会社 拓匠開発

株式会社拓匠開発
代表取締役

工藤 英之
氏

～みんなで世の中をどんどん楽しくしていこう～

くどう・ひでゆき／1974（昭和49）年、千葉市若葉区生
まれ。大学卒業後工務店勤務を経て2002（平成14）年拓
匠開発に入社。2009（平成21）年に代表取締役就任。同
年、新築戸建分譲に参入。2014年度以降、８プロジェク
トでグッドデザイン賞を受賞。

）年 か ら ほ ぼ 毎 年、
26

創業しました。当初は宅地を設計して

父である先代が、現在の中央区松波で

当社は１９８８（昭和 ）年、私の

宅地開発業者として創業
大手の進入に経営危機

から代替わりし、社長に就任したのは

上がり、
再び土地分譲も始めました。
父

地造成に特化したことで業績も徐々に

その後、創業時からの強みである宅

コンセプトある宅地開発で
グッドデザイン賞を受賞

取り組みが高く評価されました。宅地と

パブリックスペースとしてまちに開く

デュースし、誰もが楽しく集える空間を

ニティスペース「椿森コムナ」をプロ

にツリーハウスのあるカフェ＆コミュ

可取得の交渉をして、ガス・水道・電

量して、設計図面を造り、行政に許認

ていきました。山林などを購入し、測

して、コンセプトのある宅地造成・分

の分譲地「モリニアル都賀」を初めと

降、しずく型道路とハイブリッド平屋

てみたことで、当社は企業として利益を

あえて分譲せずに、ツリーハウスを建て

円。利益率 ％だと４千万円の現場に、

して分譲すれば４千万円×５棟で２億

27

譲を数々手がけてきました。

34

63

気などライフラインや電柱、公園、道

21

２０１５（平成 ）年、小さな森の中

工事を請け負う業態でしたが、やがて

２００９（平成 ）年、 歳の時。以

椿森コムナとＹｏｈａＳ
利益は追いかけてきてくれる

賞を受賞させていただいています。

８つのプロジェクトでグッドデザイン

２ ０ １ ４（ 平 成

特長的な街づくりでグッドデザイン賞を受賞
２代目として社員を愛し、一緒にわくわくを作りたい

デベロッパー（宅地開発業者）となっ

日本の街を美しくする宅地開発を

Profile
工藤 英之 氏

宅地造成から新築戸建て分譲地販売、注文住宅の設計施工まで、
コンセプトのある街づくりを手がけ、高い評価を受け続けている
株式会社拓匠開発。コロナ禍を乗り越え、組織改革に着手しながら
次代を展望する工藤英之代表取締役にお話を伺いました。

した２００２（平成 ）年は、社員４

機に父の会社に入りました。私が入社

者として勉強させていただき、結婚を

内の大手工務店で３年半ほど土木技術

模索が続きました。
私は大学卒業後、
県

出し、当社も土地分譲を手がけるなど

その後、千葉にも大手ビルダーが進

完成宅地に造成する土木技術屋です。

路も整備し、すぐに住宅が建てられる

ごと造れるのだから、造成した土地を

社として、街づくり・道づくり、景色

学」を目の当たりにしました。土木会

人たちと交流を深める中で「連棟の美

アフリカのケープタウンで多くの外国

海外留学中、イギリスのロンドンや南

という思いからでした。私は１年間の

きたのは、日本の街を美しくしたい、

こうした特長的な街づくりを進めて

また２０１８（平成 ）年からは、
本

通して成長させてもらったと思います。

プラスになりました。当社はコムナを

ど、多くの出会いにつながり、むしろ

さらに数々の媒体で取り上げられるな

入って当社で自宅を購入したお客さま、

れた優れた人材の採用、世界観を気に

の両立を学びました。あの空間にひか

出していくことと、
いいものを作ること

20

うのがやっとの、まさに経営危機を迎

人きりでしたが、みんなの給与を支払

ントをあしらい、家々の外壁や屋根の

す。統一感ある木々を植え、モニュメ

自分たちで分譲したいと考えたので

う地域課題解決に向けての取り組みで、

ナイトタイムエコノミーの活性化とい

される「大賀ハスまつり」夜の部として、

社前にある千葉公園で毎年６月に開催
える状態でした。

テイストも調和させ、並んでいると美

ナイトアートフェス「ＹｏｈａＳ（ヨハ
を提案し、手がけた分譲地が評価され、 ス）
」を千葉市と共同開催しています。

しい。そんなワンランク上の街づくり

30

☎043-309-2011

代表取締役
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夢シティちば
2021年₂月号
夢シティちば

3

14

▲本社社屋外観
▲福岡支店と本社が中継で結ばれている（本社３階）

工藤 英之

千葉市中央区弁天2-20-20
本社

経営談話室
経営談話室
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からあげ光苑 都賀店

癒し創造提案企業の
株式会社ハンズ

都賀のからあげ専門店です！

【からあげグランプリ 塩ダレ部門 最高金賞受賞！】
～海鮮からあげ～ 500円(税抜)

蟹や牡蠣などの秘伝の海鮮ダレに鶏肉をじっくり漬け込み、
からだに
優しい大豆油でサクッと揚げた、当店自慢のからあげです！

熱帯魚をはじめとし海水魚やクラゲの癒し水槽のレンタル活魚水
槽の設計・施工・維持管理を行っております。
泡の出るパネルや泡で文字が浮かぶパネルのご提案も可能です。
水滴が上って行くように見える演出やガラス面を水が流れる等イ

▲明るく開放的なオフィス（総務、３階）

葉なら都内の半額、しかものびのびし

トが時代にマッチしました。土地は千

言葉をもじって「今一度、拓匠開発を

持てる。昨年７月からは、坂本龍馬の

とで、３代目を作るという意気込みを

12

ちゃんと３代目に伝えていくことが自

のが嫌でしたが、受け継いだ会社を、

在宅勤務が一般化した現在、当社分

分の仕事。あえて２代目と自称するこ

一生懸命やった成果だと思います。

譲地の主役である平屋というコンセプ

企業は「人」
。みんなで一緒に、わくわくを作りたい

で増収です。自粛ムード一色だった昨

た空間で、床暖房でなく薪ストーブを

洗濯いたし申し候」というコピーを作

万全な対策と平屋分譲が
時代にマッチし売上好調

春は、お客さまが安心して見に来られ

採用するなど、便利さよりも手間を楽

コロナ禍が続く中、当社は 期連続

る体制を作り、ホームページで公開。

り、新しい組織改革に取り組み始めま

info@shusansha.co.jp

しむ、面倒さの中に愛ややすらぎがあ

043-300-8661

感染予防対策を徹底した展示場にはご

〒260-0813 千葉市中央区生実町2498-8

るというコンセプトを押し出しました。 した。やっぱり企業は「人」
。長続きで

2021年₂月号

千葉支社 経営本部

家 族 で、 自 家 用 車 で 来 て も ら い、 ス

夢シティちば

第24000287（07）号

集 賛 舎 防災事業部

きる会社を作り、いい人材を育て、自

5

株式会社

相場よりも割高な物件にも関わらず、

若葉区みつわ台4-1-12 ベルアメニティ102
営業時間：10：00〜18：00 定休日：木曜日
http://www.j-faml.com

創業明治 16 年

タッフはモデル棟にひそんでいる。自

地 域 を 守 る 備 えをご 提 案しま す

ジュエル☆ファミリー【みつわ台店】
TEL.043-254-5356

り愛して、みんなで一緒に世の中をど

近ごろ頻繁に耳にする自然災害関連ニュー
ス。ひとたび大規模災害が発生すれば、企業
は従業員、その家族、地域の人々の安全確保
を最優先で求められます。
非常用食料・飲料水、初期避難用品、生活・
避難所用品、救助活動用品、救急・衛生用品、
水害対策用品など、自治体への納入経験を
基に、各種防災関連品を取り扱っております。

んどん楽しくして、わくわくを作るこ

「金歯もOK!」 みつわ台の貴金属買取専門店

自然災害対策

足踏式アルコール除菌スタンド

とで、より強いチームになって成長し

大丈夫です‼

ていけばいいんじゃないでしょうか。

壊れてる？錆びてる？
見積もりだけでも…

分も育っていかなければ。売上げもも

ウイルス対策

未だ感染拡大に歯止めがかからない新型コロ
ナウイルス感染症。医療崩壊を食い止めるため
には、企業の取り組みが最も重要です。
マスクや消毒液をはじめ、足踏み式消毒スタ
ンド、非接触型体温測定器、フェイスシールド、
飛沫防止アクリルパーテーション、テレワーク
構築支援など、オフィス・店舗の感染防止対策
をご提案致します。

Ｙｏｕｒ
Ｏｗｎ　 Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ」。あなた自身の冒
険を選びなさい、自分らしく生きなさい
ということ。その言葉通り、人生という
冒険を続けていきたいですね。

同じ価値観を持つ方が共鳴してくれた

地域を守るために 今できること

Ｑ 座右の銘は？
Ａ 行 動 指 針の一つ「Ｃｈｏｏｓｅ　

由に見学してもらい、何かあったらス

備えあれば憂いなし！

事な原理原則が書かれた中国古典の
翻訳やビジネス書を、片っ端から読んで
います。お気に入りの書店は東京駅前
の丸の内オアゾ。本との予期せぬ出会
いを満喫しています。

３代目につなげる組織改革を
人を育て、より強いチームに

専門店だから査定に差がでます！

千葉県千葉市稲毛区天台3-1-23

若い頃は七光り、２代目と言われる

貴金属・ジュエリーはジュエル☆ファミリーにおまかせ下さい！

〒263-0016

TEL 043-307-2525 FAX 043-307-2323
mail：office@hands-e.com
HP：http://www.hands-e.com

ちろん大事ですが、まず社員をしっか

都賀店

Ｑ 愛読書は？
Ａ 守屋洋さんの著書。経営者にとって大

のか、建築中に完売しています。

からあげ光苑～こうえん～

JR総武本線都賀駅東口より徒歩約5分 TEL:043-371-2106
千葉市若葉区都賀３-21-9 BKハイツ都賀1Ｆ
営業時間
月、水、金、土、祝前日：11時30分～14時／16時30分～22時
木、日、祝日：16時30分～22時(定休日：火曜日)

株式会社ハンズ

マホをかざして、ＬＩＮＥ電話で質問

が大好き。自宅バルコニーで炭火をおこ
し、ひたすら肉を焼くのが楽しい！ リビ
ングにいる家族には閉め出されています
が（笑）
。

してもらう。状況は確かに悪かったか

Ｑ オフはどう過ごしていますか？
Ａ 自然豊かな環境で育ったのでアウトドア

席ごとに仕切りを設けるなど、店内の感染対策も徹底して行っています!
各種お弁当のテイクアウトも可能なので、
ぜひ一度お立ち寄りください♪

もしれませんが、環境のせいにせず、

Q &A

コントロールできないことには悩まな

工藤社長

▲壁にはこれまでの開発事例が並ぶ

い。その時に自分たちができることを、

ンテリア性の高い高品質なデザイン施工もお任せください。

▲遊び心いっぱい！ 社長室にて

夢シティちば

2021年₂月号
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千葉県開催競技／ Goalball

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会

ゴールボール

使用する道具

選手は、ボール
に入った鈴の音
と相手選手の足
音、レフェリーの
笛を頼りにプレイ。
試合は静寂の中
で行われます。

コートのライン

●レフェリーが「クワイエットプリーズ」とコールをしたら、
静かに観戦します。
●ゴ
 ールが決まった瞬間や、タイムアウト、選手交代の時
など音楽が流れます。大きな歓声を！

ボール

3m

●ロングボール

●ハイボール

投げ出されたボールが最
初の線の手前でバウンドし
投げ出されたボールが、 て、
２回目のバウンドがこの
この線を越えてバウンド 線を越えたとき。
したとき。

オリエンテーション・エリア

ランディング・エリア

ニュートラル・エリア

センターライン

男子

名

宮食

行次

田口

侑治

山口

凌河

金子

和也

信澤

用秀

佐野

優人

登録名

Miyajiki Koji

Taguchi Yuji

Yamaguchi Ryoga

Kaneko Kazuya

Nobusawa Yoshu

Sano Yuto

ポジション

レフト

センター

ライト

レフト

ウィング

ライト

女子

高橋利恵子

若杉

登録名

Temma Yuki

Urata Rie

Kakehata Eiko

Komiya Masae

Takahashi Rieko

Wakasugi Haruka

ポジション

ライト

センター

レフト

ウィング

センター

レフト

氏

名

天摩

由貴

浦田

理恵

欠端

瑛子

小宮

正江

信澤 用秀

Nobusawa Yoshu

遥
©Tokyo2020

（ウィング）

千葉に大学があり、千

大会は一年延期となっ

葉県の皆様には大変お世

てしまいましたが、東京

話になっております。

2020パラリンピックで

日頃の支援や応援を糧

金メダルを獲得するとい

に、東京 2020パラリン

う目標は変わることなく、

ピックで飛躍します。

日々強化に励んでいます。

今後とも応援宜しくお

地元千葉県の皆様の前で

願い致します。

一番良い色のメダルをか

佐野 優人

天摩 由貴

ける姿をお見せできるよ

（ライト）

（ライト）

ともご声援のほどよろし

Sano Yuto

う頑張りますので、今後

Temma Yuki

くお願い致します。

競

技

歴

18年

競

技

歴

5年

競

技

歴

6年

出

身

地

東京都足立区

出

身

地

埼玉県狭山市

出

身

地

青森県八戸市

現在活動地

東京都文京区

現在活動地

千葉県印西市

現在活動地

東京都

〈参考：選手プロフィール〉http://www.jgba.jp/representative/players-staffs-2-2/

7

夢シティちば

2021年₂月号

Goalball

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

写真提供：一般社団法人日本ゴールボール協会

18

選手からのメッセージ
千葉県の皆さま、ゴー
ルボールの信澤です。こ
のような状況で多くの方
が辛い思いをされている
かと思います。
東京 2020パラリンピ
ック本番で、皆様に少し
でも明るい気持ちになっ
ていただけるような、そ
して、1番明るい色のメ
ダルを届けられるように
私たちはがんばります。
皆様応援のほどよろし
くお願いいたします。

ゴールボール

（どちらかが得点した時点で終了）で
競技の始まり
決着します。
ゴールボールは、アイシェード（目
ルールは
隠し）をして行う視覚障害者向けの競
技で、鈴が入ったボールを相手ゴール
コートのラインには太さ３ミリ以下
に投げ合い得点を競います。
の紐が入っていて、選手はその凸凹を
この競技は第二次世界大戦で視覚に
触ったり踏んだりして位置や方向を確
傷害を受けた軍人のリハビリテーショ
認します。
ンのプログラムとして考案され、１９
コートは自陣ゴールラインから３メ
４ ６ 年 に オ ー ス ト リ ア の ハ イ ン ツ・
ートルごとに「オリエンテーション・
ローレンツェン、ドイツのセット・ライ
エリア」
「ランディング・エリア」
「ニ
ンドルの両氏によって競技として紹介
ュートラル・エリア」に分けられてい
されたのが始まりとされています。
ます。
パラ リ ン ピ ッ ク で は １ ９ ７ ２ 年 の
攻撃時の投球はチームエリアと呼ば
ハイデルベルグ大会（当時西ドイツ）で
れる「オリエンテーション・エリア」
公開競技になり、１９７６年のトロン
と「ランディング・エリア」のエリア
ト大会（カナダ）で正式競技になりま
内にボールをバウンドしなければ反則
した。
となります。また、守備側の選手が投
球されたボールに触れてから 秒以内
全員目隠しを着用
にセンターラインを越えるように投げ
競技は１チーム３人ずつで対戦しま
返すルールもあります。反則を犯すと、
す。障害の程度（視力や視野）で有利、 相手に「ペナルティスロー」が与えら
不利とならないように選手は全員アイ
れます。
シェード（目隠し）をして戦います。
音を頼りにプレー
ボールはバスケットボールとほぼ
同じ大きさ（直径 センチメートル）
選手はボールの中の鈴や足音など、
ですが、重さは１・ キログラムでほ
音を頼りにプレーするので、観客には
ぼ２倍です。中に鈴が二つ入っていま
静かに見守ることが求められます。そ
す。 コ ー ト の 広 さ は バ レ ー ボ ー ル と
のうえ、力強い投球やディフェンスな
同 じ（ メ ー ト ル × ９ メ ー ト ル ）で、 ど熱い攻防が繰り広げられることから
両端に高さ１・３メートル、幅９メー 「静寂の中の格闘技」とも呼ばれます。
トルのゴールがあります。前後半 分
攻撃 側 は、 投 球 に 緩 急 を 付 け た り、
ハーフで、延長戦（前後半各３分）に
さまざまな工夫でボールの出所を消し
なった場合は「ゴールデンゴール方式」 て、多彩な駆け引きで翻弄します。守

ゴールボール内定選手一覧
氏

2021年9月
1
2
3
水
木
金

新型コロナウイルス感染症の影響で延期と

ゴール

ゴール

9m

31
火

パラリンピックで、日本は２０１２
年のロンドン大会で女子チームが金メ
ダルを獲得しています。東京２０２０
パラリンピックでも活躍に期待が高ま
っています。

有効なスローイング

30
月

なった東京２０２０オリンピック・パラリン

3m

2021年8月
27 27 29
金
土
日

ピック競技大会も開催まで２００日を切り

3m

26
木

ました。千葉県で行われる８競技のルール

3m

25
水

や魅力について、内定選手の声を交えて

3m

18m

ゴールボール競技開催スケジュール

日 程 2021年8月25日
（水）～9月3日
（金）
会 場 幕張メッセ Cホール

紹介していきます。今回はパラリンピック

3m

アイシェード

コートのラインテープには3㎜ 光を通さないようゴール 重さ1.25kg、バスケットボー
以下の紐が入っていて、選 ボール専用に加工した ルぐらいの大きさ。中に鈴が
手はこの凸凹を触ったり踏ん ゴーグルです。
２つ入ってます。
だりして位置や方向を把握し
ています。

千葉県開催競技の魅力や見どころを紹介 ①

競技の「ゴールボール」です。

備 側 は 体 を 横 た え、 幅 ９ メ ー ト ル の
ゴ ー ル を ３ 人 で 連 係 し て 守 り ま す。
また、
「選手の目の代わり」としてベン
チが相手チームを観察して戦略を練り、
タイムアウトなどで声を掛けます。

観戦方法

25

25

12

10
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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：毎週火曜日・金曜日
○相談員：中小企業診断士

商工会議所の無料相談窓口

14時～17時

※オンライン相談も実施中

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。
○相談日

月曜日〜金曜日

○相談員

外部専門家

9時〜17時

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 随時
○相談員 千葉商工会議所IT導入促進チーム

中央区

新入会員 のご紹介

㈱匠工房

花見川区

【代 表】 能瀨 隆幸 ☎043-307-5595
【所在地】 中央区汐見丘町
総合建設業

若葉区

総合建築リフォーム

稲毛区

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

2月19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

事業計画の作成について相談し
たい、国や県、市の公的支援策を
活用したいなど、経営の様々な課
題に関する相談に応じます。
○相談日 火曜日・金曜日 14時〜17時
○相談員 石井 孝昌 氏（中小企業診断士）
大矢たかし 氏（中小企業診断士）

税理士による税務相談窓口

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。

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。

9

① 2月10日（水）
・② 3月10日（水）14時〜17時

○相談日

① 2月4日（木）
・② 3月4日（木）14時〜17時

○相談員

①中村眞理子 氏（社会保険労務士）
②小林 博幸 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安藤 和則 氏（税理士）
②河原 大輔 氏（税理士）
千葉県税理士会千葉東支部所属

夢シティちば

2021年₂月号

若葉区

ロック開発㈱

【代 表】 佐々木 昇 ☎043-290-9390
【所在地】 若葉区千城台東
不動産転貸、サブリースの賃貸業

市外

小商いラボラトリー

稲毛区

若葉区

カーエステ千葉

【代 表】 目崎 賢一 ☎043-264-3381
【所在地】 若葉区大宮町

㈱東横イン 千葉幕張
☎043-242-1045

ビジネスホテルの運営

市外

髙山板金飯給店

【代 表】 髙山 大介
【所在地】 市原市飯給

☎0436-96-1833

建築板金

(同)エル・エス・シー

【代 表】 富永 浩通 ☎090-9108-1803 【代 表】 藤田 博 ☎050-3540-0595
【所在地】 花見川区柏井町
【所在地】 稲毛区小仲台
小商い専用屋台のレンタルとオーダーメイド販売
とマルシェ等のイベントプロデュース

美浜区

【代 表】 櫻井 美幸
【所在地】 美浜区新港

㈲龍達貿易

自動車及び自動車部品の販売並びに輸出業務

オンライン教育（日本語、日本文化、ビジネスマ
ナー）、オンライン通訳、外国人雇用サポート

若葉区

行政書士ちぐさ経営法務事務所

【代 表】 日野 千草 ☎043-308-7258
【所在地】 若葉区千城台東

広告代理業

行政書士業務

日本全国の求人媒体を取り扱う求人広告専門の代理店です。

建設業専門の行政書士事務所です。

若葉区

(同) Ｌａ Ｔｒａｄ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏｎ

美浜区

アイリンク

【代 表】 五十嵐 裕子 ☎090-8514-4393 【代 表】 飯島 裕允 ☎043-305-5759
【所在地】 美浜区稲毛海岸
【所在地】 若葉区都賀の台

カーメンテナンス、カーフィルム施工、ボディーコーディング

菓子製造業・小売販売

産業廃棄物コンサル、清掃、
プール施設管理

カーメンテナンスなら気軽にご相談下さい。奇麗に仕上げます。

安全・安心・自然の美味しさを追求するヨーロッパ伝統の焼菓子店

産業廃棄物に関わる全般のご相談を承ります。

中央区

ＭＳ千葉埼玉㈱

中央区

Ａｄｄ ＰＵＲＥ

中央区

㈱ナックプランニング 千葉支店

【代 表】 染矢 由美子 ☎080-3930-2705 【代 表】 藤本 祥 ☎0120-179-790
【所在地】 中央区千葉港
【所在地】 中央区鶴沢町

損害保険代理業および生命保険の取扱いに関する業務

インテリア提案・コンサルティング・セミナー

住宅のメンテナンス及びリフォーム。店舗、事務所の設計及び工事

三井住友海上を傘下にもつＭＳ＆ＡＤインシュアランスグ
ループ１００％出資の保険代理店

３２年の実務経験と空間デザイン心理学で、
あなたにピッタ
リの空間を提案します。

快適な生活をハウスドクターとしてサポートします。
リフォー
ム、
点検、
提案、
何でも！

稲毛区

ラーメン屋楢蔵 ｈａｎａｂｕｓａ

【代 表】 三上 英昭 ☎043-253-3579
【所在地】 稲毛区園生町

若葉区

わかば社会保険労務士・行政書士事務所

【代 表】 中山 徹夫 ☎043-309-8529
【所在地】 若葉区貝塚町

若葉区

㈱ＳＡＴＯＲＵ

【代 表】 森本 智之
【所在地】 若葉区都賀

☎043-400-2901

ラーメン屋

社会保険労務士、行政書士

衛生改善事業
（抗ウイルス・制菌・防カビの施工）

味噌にこだわったラーメン屋。
この度新たに塩ベースのさっ
ぱりラーメンを作りました。

給与計算、
社会保険手続き、
労働保険手続き、
助成金、
就業
規則ご相談下さい。

一度の施行で３年以上の持続性除菌を可能にする制菌認証
を持ったデオファクターカーサ

美浜区

㈱ホノックス

【代 表】 小嶋 善章
【所在地】 美浜区中瀬

☎043-297-2100

市外

豊上㈱

中央区

【代 表】 陳 紀安 ☎043-463-9988
【所在地】 佐倉市畔田

開発総合会社

中古建設機械の国内外への販売及びレンタル

アルコールと界面活性剤の力で除菌します！当社一押し、
大
容量業務用除菌シートをどうぞ！

中古建機の国内外への販売を中心にレンタルなど建機に関
することはお任せください。

中央区

㈱ＫＥＩＹＯ ＨＯＵＳＥ

【代 表】 高橋 直子 ☎043-310-7687
【所在地】 中央区青葉町

中央区

かりん国際知財事務所

【代 表】 小林 克行
【所在地】 中央区都町

☎043-312-3444

かなわ商店

【代 表】 周防 愛子 ☎070-3164-0924
【所在地】 中央区生実町
酒類、和物等のインターネット販売、衣服の仕立て、
伝統芸能とのコラボイベント企画
お酒に関するご相談、
仕立に関するご相談がありましたらお
気軽にお申し出ください。

中央区

㈱森脇工業 千葉事業所

【代 表】 平岩 賢司
【所在地】 中央区蘇我

☎043-264-6770

不動産売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理、注文住宅設
計・施工、建売分譲・リフォーム

日本及び海外での商標登録、意匠登録、特許、実用
新案登録の代理、登録後の権利行使等

工場内外の安全対策工事施工及び製缶物の納品、
機械補修及び建設工事、中古住宅の販売

千葉市の新築戸建て、土地など不動産全般と注文住宅も
承っております。

商標権、
意匠権、
特許権、
実用新案権等の知財権で会社の武
器を作るお手伝いをします。

確かな「技術」
と迅速な「対応」を日々追求してお客様の多
様なニーズにお応えします。

若葉区

○相談日

運送業

Ｆ
ｉ
ｒｓｔＳｔｅｐ(同)

【代 表】 安藤 将之 ☎043-202-8141
【所在地】 中央区中央

弁護士による商工法律相談窓口

㈱兼弘

【代 表】 トーマン クオン ☎043-372-2110 【代 表】 呂 金龍 ☎043-432-9615
【所在地】 四街道市中台
【所在地】 稲毛区長沼町

花見川区

（順不同・敬称略）

【代 表】 金子 孝一 ☎043-377-8313
【所在地】 花見川区犢橋町

㈱ＲＥＳＴＡＲＴ

【代 表】 伊藤 成博 ☎043-309-9710
【所在地】 若葉区加曽利町

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

㈱エイベックスリンク

【代 表】 阿部 雄一
【所在地】 若葉区都賀

☎043-400-2697

ノベルティ・オリジナル商品及び新型コロナウィルス
対策商品の企画、製造、卸販売
企業ＰＲ、
イベント向けオリジナルノベルティの企画、
製造承
ります。大手実績多数。

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

夢シティちば

2021年₂月号

8

商工会議所 の 動き

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（個人事業主、家族従業員、法人企業の役
員の人数は除く）
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。
）


融資期間
運転
資金

7

設備
資金

据置１年以内

年以内

10

据置２年以内

年以内

1

22

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

手みやげに一番

29

11
11

12
16

日㊌

①千葉市内で最近１年以上事業を継続している方

店舗・工場の改装／車両の購入
機械設備･什器設備の購入 など

月

融資の要件

設備
資金

17

日㊍

2,000 万円以内

※新型コロナウイルス対策としての別枠もあります。

仕入資金／手形･買掛金の決済費用
諸経費の支払い

オンザモビリティの２社のＴＶ出演を支援

融資額

で融資する制度です。

運転
資金

12

月４日㊎、

低金利

無保証人

㈱ 信 和 プクプクＪＯＹショップと ㈱ハウス

▲大人の秘密基地「トランピングカー」取材風景

「経営発達支援計画」に基づいた国
の補助事業である伴走型小規模事業者
支援推進事業を活用して、ファースト
ス テ ー ジ と な る 新 商 品・ 新 サ ー ビ ス
等合同記者発表会を 月 日に開催
し、セカンドステージとして千葉テレ
ビ「ホリプレゼンツ 求人任三郎がい
く！」への出演を支援しました。今回、
テレビ出演をした２社は、㈱信和プク
プクＪＯＹショップと㈱ハウスオンザ
モビ リ テ ィ で す 。
当日、ものまねタレントのホリとア
ナウンサーが、㈱信和に行き、生甘酒
「 こ う じ く ん 」 を 紹 介 し、 ㈱ ハ ウ ス オ
ンザモビリティでは、軽トラ＋キャン
ピングの「トランピングカー」を紹介。
千葉テレビで 月 日・ 日の両日に
放送 さ れ ま し た 。

バックアップするため、 無担保

12

17

「ホリプレゼンツ 求人任三郎がいく！」を収録

令和２年 月４日㈮に法務コンサルタ
ントの近藤英明講師による「民法改正の
ポイントと実務セミナー」をＺｏｏｍ
によるオンラインセミナーで開催しま
した。１２０年ぶりとなる民法改正の
概要、売買・賃貸・請負契約等に関す
る重要改正について講義を行いました。
また、 月 日㈭には、同様にオン
ラインセミナーとして、税理士の木村
聡子講師による「インボイス制度＆確
定申告実務対策セミナー」を開催しま
した。インボイス制度が、課税・免税
事業者に与える影響、今後の対策、経
過措置等の説明を行いました。インボ
イス制度の準備には、取引先への対応
や会計試算を含め、開始までに時間が
ないことをお伝えするセミナーとなり
ました。

資金用途

経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々を

12

令和３年１月４日現在
※利率は変動しますので
ご確認ください

Ｚｏｏｍオンラインセミナー
民法改正のポイ ン ト と 実 務
インボイス制度 ＆ 確 定 申 告 実 務 対 策

▲12月17日「インボイス制度＆確定申告 実務対策セミナー」の様子

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）
年利

マル経融資とは？

2020年12月

住宅設備機器・管工機材・建築資材の総合商社
未来の住環境に夢発見。

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

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/

フジセイコー株式会社

道場店・稲毛店・銀座店

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

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
公認会計士・税理士

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

健介

医療法人社団 報徳会

報徳千葉診療所
千葉市中央区本町1−1−13

お客様から信頼される会計事務所を目指して

11

夢シティちば

2021年₂月号

☎043‑225‑6232
夢シティちば

2021年₂月号

10

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1月15日時点

支

給付金・協力金

地代・家賃負担軽減のための
給付金が欲しい

援

情

報

一

覧

法
人 上限額600万円（100万円/月）
個人事業者 上限額300万円（50万円/月）

家賃支援給付金コールセンター
0120-653-930

千葉県感染拡大防止対策協力金
【第1弾】［NEW］

一律８０万円/１店舗

千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
０５７０－００３８９４

千葉県感染拡大防止対策協力金
【第2弾】［NEW］

最大162万円 または１８６万円

千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
０５７０－００３８９４

売上の減少した中小事業者に対する
一時金の支給
（仮称）

法人 最大４０万円
個人事業者等 最大２０万円

※詳細はＰ17をご覧ください。

雇用を維持したい

雇用調整助成金の特例措置

助成率
上限額

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

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

ものづくり・商業・サービス補助金
（一般型）

中小企業者等 上限額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

ホテルを活用してテレワーク導入を
促進したい

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

千葉市経済農政局経済部観光MICE企画課
043－245－5281

飲食店の感染症対策を支援して欲しい

千葉市飲食店冬季感染症対策支援金［期間延長］

最大10万円

千葉市飲食店冬季感染症対策支援金事務局
043-202-1826

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・５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
千葉西県税事務所
千葉市税事務所各税目担当課

緊急事態宣言の時短要請に応じた
飲食店など向けの協力金が欲しい

家賃支援給付金［期間延長］

緊急事態宣言の再発令を受けた経済産業省の支援措置として実施が予定されています。

速報 緊急事態宣言の影響で売上が
減少したので給付金が欲しい

助成金・補助金
融
資
保証
納税猶予
13

資金を調達したい

資金を調達したい

最大100%
15,000円/1人1日

最大2.8億円

納税を後にしたい

夢シティちば

2021年₂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

043-231-0161（代表）
043-279-7111（代表）
043-245-5111（代表）

夢シティちば

──

2021年₂月号

12

給付金・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1月15日時点

［NEW］千葉県感染拡大防止対策協力金
【第2弾】

［NEW］千葉県感染拡大防止対策協力金
【第1弾】

※１月８日以降の時間短縮分

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、千葉県は、東葛地域
（市川市、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、１月８日～２月７日までの間、営業時間を
５時～２０時（酒類の提供は１１時～１９時）までに短縮した下記対象要件を満たす飲食店
に対し、店舗ごとに協力金が支給されます。

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、

給付額

店を含む）の皆さまに、令和２年１２月２３日～令和３年１月１１日の期間、２２時

※申請期間などについては、後日ホームぺージ上で掲載されます。

〈東葛地域及び千葉市の飲食店〉
①酒類を提供する飲食店
（通常２０時より後も営業している方）

最大１８６万円

②酒類を提供しない飲食店
（通常２０時より後も営業している方）

最大１６２万円

〈東葛地域及び千葉市以外の飲食店〉（通常２０時より後も営業している方）

最大１６２万円

※東葛地域：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

申請期間

要請期間が終了した２月８日以降、速やかに受付を開始予定
※詳細はHPでご確認ください。

対象要件

○県内全域の飲食店
（酒類を提供しない飲食店を含む）
○要請の対象期間（東葛地域及び千葉市で酒類を提供する飲食店：１月８日～２月７日、それ以外の場合：１月
１２日～２月７日）の全期間において、県の要請に応じて５時～２０時までに営業時間を短縮いただくことが原
則です（やむを得ず１月１２日から要請に応じられなかった場合でも、１５日までに要請に応じ協力を開始した
場合には支給対象となります）
※酒類を提供する場合は１１時～１９時までとすること
○対象期間において、県が要請する感染防止対策を実施すること
◦
「感染拡大防止対策チェックリスト」
により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染
拡大防止ガイドラインが策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底すること
◦取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの 掲載により、取組状況を
県民へ公表すること
※１月１２日～２月７日の営業時間短縮要請に対する協力金については、大企業も対象となります。

【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
0570－003894
午前９時～午後６時まで（土・日・祝日含む）
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※１２月２３日～１月１１日までの時間短縮分

夢シティちば

2021年₂月号

鎌ケ谷市、浦安市）及び千葉市において、酒類の提供を行う飲食店（カラオケ
以降の営業時間短縮の要請を行いました。この要請に応じた事業者等に対し
て、協力金が支給されます。

支 給 額
一律８０万円/１店舗
受付期間
令和３年１月１５日
（金）～２月１５日
（月）

対象要件
（１）	千葉県東葛地域及び千葉市内で酒類の提供を行う飲食店を運営する中小企業者
及び個人事業主
（特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社

団法人、公益財団法人その他の法人であって、常時使用する従業員の数が中小
企業者と同規模のものを含む）

（２）
	令和２年１２月２３日より前に開業し、必要な飲食店営業許可を取得のうえ運営し
ていること

（３）
	２２時～翌朝５時までの間に営業し、客に酒類の提供を行っていた店舗が、要

請の全ての期間
（令和２年１２月２３日０時～令和３年１月１１日２４時まで）
において、
２２時～翌朝５時までの間に営業を行わないこと

（４）要請の全ての期間において、県が要請する感染防止対策を全て実施すること など
【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
0570－003894
午前９時～午後６時まで（土・日・祝日含む）

夢シティちば

2021年₂月号

14

助成金・補助金／給付金・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1月15日時点

速報

売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給（仮称）

本支援策は、緊急事態宣言の再発令を受けた経済産業省の支援措置として実施が
予定されています。記載の内容は今後変更になることがあります。申請方法などの詳
細は、経済産業省ＨＰなどからご確認ください。

緊急事態宣言（再発令）による時短営業や不要不急の外出・移動の自粛
により直接的（または間接的）な影響、売上が減少した中堅・中小企業に
対し一時金を支給します。
対

象

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛によ
り影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
支 給 額

法人：最大４０万円
個人事業者等：最大２０万円

※算出方法：前年１月及び２月の事業収入－
（前年同月比▲５０％以上の月の事業収入×２）

申請期間
未定
要

※詳細は、経済産業省HPなどから最新情報をご確認ください。

件

緊急事態宣言の再発令に伴い、
① 緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること

（農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定）

または、
② 緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直
接的な影響を受けたこと（旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等
の人流減少の影響を受けた者を想定）により、本年１月または２月の売上高
が対前年比▲５０％以上減少していること
本支援策の詳細については、準備が整い次第、経済産業省HPなどで公表を予定しています。

【お問合せ先】

詳細は、経済産業省HPをご覧ください。
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夢シティちば

2021年₂月号

［期間延長］千葉市飲食店冬季感染症対策支援金
市内飲食店について、冬季ならではの感染症対策
（暖房を行いながらの換気、
一定の加湿等）
について、追加での費用負担が見込まれることから、対象とな
る飲食店に対し、必要と見込まれる費用として支援金を支給し、市民をはじめ
とした飲食店利用者の感染拡大防止を図ります。
対

象

市内飲食店のうち、
「千葉市新型コロナ感染症対策取組宣言の店」登録店
舗で、登録した店舗の業種が 「接待を伴わない飲食店」 又は 「接待を伴
う飲食店」

支給金額

最大10万円

（令和２年10月以降で、感染対策に要した経費相当額）
実施時期

令和２年12月18日
（金）～ 令和３年 2月26日
（日）
※原則としてオンラインまたは郵送にて申請受付
※対面窓口
（事務局内に設置）
での申請も可能ですが、新型コロナウイルス感染防止
の観点から、完全予約制としております。（事前に事務局までお問合せください。）

対象となる経費

飛沫感染予防対策（アクリル板、防護スクリーン等）
、接触感染予防対策（非
接触体温計、サーモカメラ等）
、換気による感染予防対策（換気扇、サーキュ

レーター、加湿器、二酸化炭素濃度測定器等） ※マスク・フェースシール
ド等の消耗品及びエアコンを除く。
【お問合せ先】

千葉市飲食店冬季感染症対策支援金事務局
TEL 043－202－1826
夢シティちば

2021年₂月号

16

外部からのお知らせ

『街の住医』を高らかに掲げる
「グッディーホーム」

国や県、市町、商工会議所などの審議会・委員会の委員
を多数兼務している。著書に『日本でいちばん大切にした
い会社』
（あさ出版）
、
『この会社はなぜ快進撃が続くのか』
（かんき出版）など。

一方、人口の高齢化に伴い、新設

や１００万戸を大きく割り、 万戸

宅着工戸数はその後年々減少し、今

年当時１７３万戸あった年間新設住

この結果、当然ですが、１９９０

世帯、率にして ・６％、総住宅数

５４００万世帯ですので、８４１万

６ ２ ４ １ 万 戸 で す。 総 世 帯 数 は

直一途に実践し、ゆっくりですが着

あって、創業以来、正しい経営を愚

後 を 絶 ち ま せ ん。 こ う し た 業 界 に

む、いわゆる悪徳業者も残念ながら

とりわけ高齢者世帯の弱みに付け込

ています。しかしながら、利用者、

市場に新規参入する動きが活発化し

どの異業種からも、住宅リフォーム

プロパンガスや都市ガス提供業者な

はもとより、家電量販店、さらには

こうした中、近年、住宅メーカー

時 々、 喫 茶 店 と 間 違 え て 事 務 所 に

ような雰囲気が漂う事務所のため、

す。外から見ると、素敵な喫茶店の

分ほど行った商店街の一角にありま

人の企業に発展しています。

員の数は役員やパートさんを含め

め、武蔵野エリアに４店舗あり、社

に業績を伸ばし、現在では本社を含

タートさせました。以後、ほぼ順調

リーマン生活を辞め、仲間３人でス

社員にやらせない、言わない」
「お

が嫌なこと・できないことは決して

まえ、創業以来実践してきた「自分

社長がサラリーマン時代の経験を踏

救急車を呼ぼうとした人々に「救急

横断歩道で転倒したおばあさんが、

なのです。余談ですが、会社近くの

満足度調査」の平均値は、何と ％

が総世帯数を上回っています。

程度に激減しています。

本社は、東京駅から中央線に乗り

車ではなくグッディーさんを呼んで
……」と言ったという話が、これを
証明していると思います。
もとよりその最大の要因は、卯月

ますが、あえていえば、高い顧客満

同社の成長発展の要因は多々あり

活を守る」といった、社員第一主義

をする」
「社員とその家族の命と生

分ほどの三鷹駅で下車し、車で５

と位置付ける株式会社グッディー

天道様に顔向けのできる正直な仕事

世帯の住宅のリフォーム費は年間

（2）上記労働者を雇用する事業主
（１人につき）
：20万円

⑥市税の未納付がないこと
※常用雇用者100人ごとに育児休業取得者1人までとする。

①上記支給対象事業主に雇用されている千葉市在住の男性労働者

※国の両立支援等助成金との併給はできません。

③雇用保険の適用事業主であること

総合防犯設備・用品

街頭防犯カメラ

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

shien.CFC@city.chiba.lg.jp

力などにあると思います。ちなみに、 だと思います。

あなたの健康をサポートする…

公益財団法人

検索

詳しくは、 千葉市 男性の育児休業
②千葉市内に事務所を有すること

0120 ‑ 06 ‑ 2771

経営が社員の支持・共感を得たから

代の世帯主

99

足度とそれを実現している社員の魅

⑤市やマスメディアの取材等広報に協力すること

２００４年、現社長である卯月靖也

③市税の未納付がないこと
であること

務していること
①常時雇用する労働者が300人以下の企業、法人等の中小企業

千葉市稲毛区宮野木町1664-11
千葉市美浜区新港32-14

する10日以上の育児休業を取得し、職場復帰後１か月以上勤
＜支給対象事業主＞

FAX 245-5629
☎245-5105

Ｅメール

②養育する3歳未満の子に対して勤務を要しない日を除いて連続
下記支給要件のすべてに該当することが必要です。

http://www.ohshima-cp.com

ホームです。創業は今から 年前の

その１社が、自らを「街の住医」

実に成長している企業も少なからず

同社が定期的に実施している「顧客

１９４７年生まれ。 福井県立大学教授、静岡文化芸術
大学教授、法政大学大学院政策創造研究科（地域づく
り大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス長などを歴任。

住宅に代わり、住宅のリフォームの

氏が、 年間の住宅関連産業のサラ

坂本光司／さかもと・こうじ

入ってくる人もいるといいます。

万円に増加しているのです。

坂本 光司

あります。

住 宅・ 土 地 統 計 調 査 に よ る と、

会長
人を大切にする経営学会

４万１０００円程度に対し、 代世

調 査 年 報 を 見 る と、

40

２０１８年のわが国の総住宅数は

11

需 要 が 年 々 高 ま っ て い ま す。 家 計

11
であること
【支給要件】

代では

④労働協約または就業規則により育児休業制度を設けていること
（1）10日以上育児休業を取得した男性労働者：5万円

18
2021年₂月号
夢シティちば
2021年₂月号
夢シティちば

19

73

50

60

【対象者と支給額】

16

千葉市こども未来局こども未来部幼保支援課
申請・お問合せ先

＜男性の育児休業取得者＞
（最大300人以下3人まで）

営業センター

☎043‑246‑0265

https://www.kenko-chiba.or.jp

40

30

15

千葉市では、男性の育児休業取得を推進するため、市内の中小企業等に勤務する男性と事業主に対し、
奨励金を支給します。

帯 で は ７ 万 １ ０ ０ ０ 円、

男性の育児休業取得促進奨励金をご活用ください

武蔵国なので、上州（上野国）気風と

にぜひとも必要なものだから、自分が

淳

作家・
グロービス経営大学院客員教授

守屋

最近、ビジネスの世界では「Ｇｒｉｔ
すべて一人で引き受けてやる」
と宣言、創業六年目にしてようやく
黒字化にこぎつけるのです。

近代化には人造肥料が必要だ」と説得

一三共の創業者）から「日本の農業の
主はぶうぶう言う。普通ならこれでお

《火事で工場が焼けてしまった。株

うに述懐してします。

このときのことを、益田孝は次のよ

され、彼を渋沢栄一に紹介したことが
しまいなのであるが、渋沢さんの非常

そんな益田孝が、高峰譲吉（今の第

あります。彼らは、他の財界人も誘っ
な努力で、
再興することができた》（
『自

います。

明治時代に三井物産を創業した益田
て東京人造肥料（今の日産化学）を設
叙益田孝翁伝』
）

ばどこまでも世話をする》
《渋沢さん

《実に親切な人で、一旦世話をすれ
か黒字になりません。

り、営業政策の失敗がたたり、なかな

ところが、原料の硫酸が高くついた
きます。逆境やピンチのときに、心身

言葉を換えれば「胆力」とも関わって

偉人が渋沢栄一でした。

この「気骨」を誰よりも持っていた

孝という大実業家がいます。彼は、渋
立しました。

という人は、何か困難なことが起こる
起こり、すっかり焼けてしまいます。
それを強い気持ちではね返していく―

きこもりになってしまうのではなく、

ともにすぐにダメになって、病気や引

る。それに徳望が伴うものだから、ど
赤字続きで、しかも工場の焼失――一

しかも、明治 年に工場から火災が

んな困難なことでもやり遂げる。これ
緒に立ち上げた財界人が手を引くなか、 ―今のわれわれにまさに必要な力なの

と、例の上州気風を出してあくまでや

でなくてはいけないと思った》
（
『自叙
渋沢栄一は一人、

かもしれません。

益田孝翁伝』長井実編 中公文庫）

並み、あるいはプロ以上のこだわり
を持つ人が一定の顧客として見込め
るようにもなっています。ターゲッ
トにするなら、まずこの範囲までと
決めた方がいいでしょう。
私の故郷である和歌山県の梅農家
で非常に特徴的な梅酒をつくってい
る若者がいます。ものは抜群に良い
のですが、知名度もなく細々と生産
を続けていました。最初はとにかく
ボトルやパッケージのデザインを
カッコよくして広く売り込みを図っ
たのですが、高価格がネックとなり、
さほど広がりませんでした。そこで
方針を変え、ものは良いのだからと
腰を据えて、きちんとしたプロの評
価を得る努力をしました。バーや料
亭など酒の目利きにアプローチして
徐々に販路を得ていくと同時に、国
内や世界のコンクールに挑戦し続け
てきました。３年ほどかかりようや

渡辺 和博

「この会社は、日本の農業の近代化

大学倫理研究センター客員研究員。

こうした「やり抜く力」や「気骨」は、

沢栄一をこんな風に評しました。

いう訳語が一番ぴったりくると感じて

はいえないのですが、まさに「やり抜

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

（グリット）
」という言葉が言われるよ

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

く人・渋沢栄一」を指摘しているわけ

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
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

うになりました。
「やり抜く力」と訳

渋沢栄一の気骨
淳
守屋

です。

第七回

──もりや・あつし──

されたりしますが、筆者は「気骨」と

1965年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。現在は作家と
日経ＢＰ社「日経ビジネス」シニアエディター

渋沢栄一の出身地・深谷は正確には

すぐに分かりました。ただ、この店
頭にポンと置かれたときに、どれだ
け売れるかを考えると簡単ではない
とも思いました。
ではどうすればいいのでしょうか。
私がアドバイスをするとしたら、ま
ず考えるのは売る相手を変えること
です。いきなり多くの人の目に触れ
る場所で勝負しようとすると、あ“り
がち な”商品として埋もれてしまう
ことが目に見えています。ですから
本当に品質に自信があるのなら、勝
負すべき相手はその差に大きな意味
を見いだしてくれるプロを選ぶべき
だと思います。Ｂ Ｂのトップレベ
ルに選ばれるようブラッシュアップ
して、
その評価と実績を得てから、
も
し事業規模を拡大したいのならＢ
Ｃへ展開すればいいのです。最近は
インターネットの広がりなどにより、
コンシューマー（消費者）でもプロ

to

渡辺和博／わたなべ・かずひろ
１９８６年筑波大学大学院理工学研究科修士課程修了。

同年日本経済新聞社入社。全国各地のものづくり企業、
自治体、地域商社やＤＭＯなどを取材、地域に持続的に
稼げるビジネスをつくることをテーマにした著書『地方発ヒッ

トを生む逆算発想のものづくり』がある。全国の商工会議
所などで地域活性化や名産品開発を支援する講演などを
実施している。

くイタリアンやフレンチのシェフた
ちが集まるコンクールで受賞して、
自信と評価を持って広く売り込める
土台をつくることができました。
ありがちな商品から脱却するため
に は い く つ か の 道 が あ り ま す。 い
きなりメディアに取り上げられた
り、有名人に評価されたりする幸運
もあるでしょう。間違いなく言える
のは、一つは圧倒的に真面目なもの
づくり、二つ目はデザイン面の改良
に加え、コンクールや展示会出展な
ど人目に触れる努力をすることです。
そして最も大事なのは、その努力を
しつこく継続することだと思います。
２０２１年が皆さまにとってブレー
クスルー（創造と変革）の年になり
ますように。
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〝ありがち から脱却して
突き抜けるに は

先日、瀬戸内地域の特産品をいく
つかまとめて見る機会がありまし
た。ブランドとしてすっかり定着し
た瀬戸内レモンなどを手掛けている
地域です。さまざまな種類のかんき
つでつくられたジャムやドレッシン
グ、それらの畑で採取された蜂蜜な
どで、どの商品も無添加の、色も味
わいもナチュラルで高品質なもので
した。大手メーカーの量産品と違っ
て少量をほぼ手づくりしているため、
それなりに価格は高めになります。
さて問題はここからです。これら
の商品が地域でどのような位置を占
めているのかを確認するために、ま
ず東京・銀座にある広島県のアンテ
ナショップの店頭をのぞいてみまし
た。そこには同じような原料を使っ
た同じような企画の商品がいくつも
ありました。私が最初に見たものは、
その中でも最高の品質であることは
to

”

わが社のイチオシ社員

イわ
が
チ社
オの
シ
社
員

さまざまな経験を接客に活かす
夢はホテルの顔
幕張新都心に美しいフォルムで佇むホテルグリーンタワー幕張。運営
する株式会社グリーンタワーは１９５３（昭和 ）年に千葉市で創業。
28

日で開業 周年を迎えます。地元資本

私は２０１２（平成 ）年に新卒で入社

で、互いに話す機会が多いので、それら

に心がけています。ベテランから若手ま

タッフとコミュニケーションをとるよう

中堅となった今、さまざまな部署のス

ベテランと若手、つなぐ役割に

しのプロであるホテルで働くことを目指

れ以来、接客の奥深さを知り、おもてな

ャストのアルバイトをしていました。そ

時代４年間は東京ディズニーランドでキ

ディズニーの大ファンなのも高じて大学

由の一つです。もともと、接客が好きで

用していたので、親近感があったのも理

割烹みどり」も子どもの頃からよく利

した。当社発祥の地、西千葉にある「鮨

根ざす地元企業で働きたいと思っていま

しました。千葉市で育ったので、地域に

24

ず、宴会・婚礼にも力を入れています。

ム利用客で賑わいます。また宿泊のみなら

く、幕張メッセやＺＯＺＯマリンスタジア

商業地区に開業しました。海浜幕張駅に近

のホテルとして、幕張新都心の中心である

30

ホテルグリーンタワー幕張は今年６月

■アルバイトで気づいた接客の大切さ

以来、常に地域密着した企業として歩み続け、１９９１（平成３）年に同ホ
テルを幕張に開業しました。
「おもてなしの心」を届けて 年。同ホテルの
宿泊部フロントの髙橋由佳さんにお話を伺いました。

さん

ホテルグリーンタワー幕張
宿泊部フロント

髙橋 由佳

ブライダル配属が転機に
もともと、いろんな事にチャレンジし
たいと思って入社しました。そんな中、
全
く知識の無かったブライダル部門への配
属が決まりました。専門のコンサルタン

25
にはないホテルならではの強みです。

予約につなげられます。専門の結婚式場

ルは、後の記念日のご宿泊やお食事のご

うになったと思います。また、ブライダ

ようになり、より詳しくご案内できるよ

客さまのご要望により細かく応えられる

まざまな面を知ることができました。お

ブライダルでの４年間で、ホテルのさ

当によかったと感じています。

ます。このような経験ができたことは本

敗が自分を成長させてくれたと思ってい

ど失敗することもありましたが、その失

時には、お客さまと意見が合わないな

いなので、責任も問われる仕事でした。

することが多く、また扱う金額もケタ違

式のプランを考えたりと、自分から提案

せをし、一緒に会場を見学したり、結婚

ベントに携わり、長期にわたり打ち合わ

る環境でした。おふたりの人生の一大イ

業的な側面があり、それまでと全く異な

ひたすら勉強しました。宿泊と違って、
営

DATA

株式会社 グリーンタワー
千葉県千葉市美浜区ひび野２－10－３

ワーと言えば髙橋さんと言われるよう、今

秋吉 通夫

さん

さまざまな部署を経験して接客スキルを
上げた髙橋さんはフロント業務において非
常に重要な役割を果たしています。感情的
にならず、理性を保てるタイプで、何があ
っても動じない頼もしい存在です。自発的
に動いて、周囲をサポートでき、リーダー
シップもあるので後輩や上司からの信頼も
厚いです。今後は売り上げに直結する宿泊
プランを考える立場になってほしいと期待
しています。

宿泊部 部長

上司からひとこと

うな存在になりたいですね。

お客さまから「ありがとう」と言われるよ

があるので、互いに助け合えること、共

でも語学力は磨いていきたいですね。

めには、やはり英語が不可欠で、その意味

し、お客さまのニーズを詳しく理解するた

た。いい部分はまねしたいと思っています

の素晴らしさに感動したこともありまし

各国のホテルなどを観察すると、気遣い

など多くの国を旅したことがありますが、

います。旅行が好きで、韓国やフランス

語などの語学の習得が不可欠だと考えて

お客さまに対しても、まずは英語や中国

める必要があります。海外から来られる

これからは、自分の全般的なスキルを高

今後も接客に携わる業務を担当しつつ、

スでの差別化に貢献できればと思います。

ためにも、ソフト面を通じて、接客サービ

きないので、お客さまに満足していただく

ます。ハード面は、すぐに変えることはで

それぞれ、ブランド力や設備に差があり

幕張新都心には六つのホテルがあり、

後も自分の強みである笑顔と声を活かし、

ホテルの顔になるのが夢です。グリーンタ

はと思っています。将来は、接客を極めて

とで、より伝わりやすい説明ができるので

きます。お客さま目線で施設を利用するこ

テマリーンズにも詳しくなり、観戦にも行

トには詳しいですし、プロ野球の千葉ロッ

するようにしています。ディズニーリゾー

ッセなどで開かれるイベントなども熟知

を把握していなければなりません。幕張メ

フロント業務は館内から周辺まで全て

っきり伝わるように心がけています。

対策でマスクをしていますが、言葉がは

ます。今は新型コロナウイルス感染防止

ら表情や声のトーンなどを大切にしてい

まとの時間が長いので、お出迎えの時か

感じました。対照的にホテルは、お客さ

ありましたが、第一印象がすごく大切だと

けませんでした。失敗して怒られることも

顔など、一目で好印象を持たれなければい

客は一瞬がカギになります。言葉遣いや笑

さを学びました。ディズニーランドでの接

大学時代のアルバイトでは笑顔の大切

います。

た。接客を再び担当できて、うれしく思

た後、２年前に今のフロントになりまし

その後、ブライダル部門に４年間在籍し

スタッフとしての基礎を身につけました。

ち運び、館内の案内などを担当し、ホテル

され、お客さまのお出迎えやお荷物の持

入社して１年半は、ベル係として配属

すようになりました。

30

有すべき情報を積極的に提案しています。

経験し、いろんなスタッフと話したこと

ライダル、フロントとさまざまな部署を

入れて上司に進言しています。ベル、ブ

トから“婚礼のいろは”を教えてもらい、 をつなぐ役割を担い、双方の意見を取り

▲ロイヤルスイートルームで

22
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▲開業30周年を迎えるホテルグリーンタワー幕張（外観）
▲フロントでお客様をお出迎えする髙橋さん

〈ジェトロレポート〉いま世界に目を向けて

コロナ禍の今、
世界の動向を知るために
～オンラインで海外ビジネス情報の積極的な獲得を～

はどうだろうか。海外現地を「目で見て」
、「肌

形を変えてきている。海外の情報収集の面で

トナーとの会議もリアルからオンラインへと

た。展示会や商談会、また海外取引先やパー

さらなる工夫が求められるようになってき

２０２０年、海外とのビジネスの進め方も

と社内資料をすぐにでも作成できる。ベトナ

も簡潔に明示されており、これらを総合する

ルでも用意され、また、直近の政治体制など

ば基礎的統計資料などは加工しやすいエクセ

し、
「国別情報」から「ベトナム」の項に入れ

われるが、これはジェトロＨＰ にアクセスを

のあらましを定量的に調べることになると思

るとしよう。第一にベトナムという国の経済

初めてベトナムへの進出を検討する企業があ

に向けてかなりの準備ができるだろう。仮に

み進め、理解することで貿易取引や現地進出

トロＨＰ に収められている事項を丁寧に読

のビジネス情報をまず取りそろえるにはジェ

の例をもとに本稿を進めてみたい。ベトナム

大いに進化した事例は「ウェビナー」だ。従

コロナ禍によりジェトロの情報発信手法が

る日系や外資系のサプライヤーリストもある。

手できる。さらにベトナム現地に進出してい

部ベトナム編」
「南部ベトナム編」などが入

業」
”という項目にアクセスすると「北・中

公開してある。
“ ベトナム裾野産業「優良企

このサプライヤーリストもジェトロＨＰ上に

識がない、そのような方々に好評を博した。

い、しかし頼りになる関係企業については知

イヤーリストであった。ベトナムで操業した

業の方々に喜ばれた情報はベトナムのサプラ

情報の例を挙げよう。筆者駐在中、特に製造

ポート」で紹介している。さらに踏み込んだ

つ時宜の動きを捉えた報告は「地域・分析レ

躍する日系企業」といったテーマを設定しつ

ンラインを駆使し、信頼できる幅の広い情報

「情報」が鍵を握る。コロナ禍においてはオ

海外とのビジネスは充分な量かつ質の良い

ジネスパーソンとの関係構築も一層円滑化す

により情報量は太くなることから、相手国ビ

た現在のビジネス情報を「ヨコ」とすること

さらに効果的だ。
）時間軸を「タテ」
、既述し

動向年報』も同様の手法で補完し活用すると

興国であるならばアジア経済研究所『アジア

様子やその変化も理解できる。
（アジアや新

を、例えば 年分読むとたちまちビジネスの

世界貿易投資報告国別編）
」の当該国の記事

済の流れ」を抑えておくことだ。ジェトロＨ
Ｐ 上にある「世界貿易投資動向シリーズ（旧

を示したい。それは相手国の「近年の政治経

知り、ビジネスを上手に進めるためのヒント

最後にベトナムの例に限らず相手国を深く

ロードできるように整備されている。続いて
インセミナー＝ウェビナー”としてビジネス

り困難となったが、一気に舵を切り“オンラ

べく、日々海外ビジネス情報お届けするジェ

を獲得する必要があろう。皆様の一助となる

で感じて」 行う情報収集活動はコロナ禍収束
後も引き続き重要であろうが、現状ではＣｏ
ｖｉｄ - 以前のような行動には大きな制約

ベースの基礎的統計資料はもとより、現地に
現地の事情を知るにはどうすればよいか。コ
トロＨＰ の整備に邁進したい。

染症患者の治療に尽力する医療従

今回は「新型コロナウイルス感

工会議所から千葉市へ寄贈された

オブジェ「青の灯台」や、千葉商

したが、点灯期間中にはシンボル

日常のお買い物に
エコバッグを
千葉市中心市街地まちづくり協
議会歴史と未来部会では、普段の
お買い物に使用できるエコバッグ
を作成しました。
全４種類で千葉氏の家紋である
「月星紋」
や千葉市中心市街地の施
設等をイメージした模様がプリン
トされており、中心市街地内の協
力店舗で配布をします。配布枚数
に限りがあるため、なくなり次第
終了となります。
大きさ、配布場所、配布期間等、
詳しくは「チバシティガイドマッ
プ」のホームページをご覧くださ
い。
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2021年₂月号

ライブで登壇する企画もある。ベトナムにつ
いても 本のコンテンツが既にラインナップ
されている。現地を知るには文字だけではな
くビジュアルの情報収集も必要だろう。
「世
界は今」という動画番組もジェトロＨＰ に公
開しているが、ベトナムについては２０２０
年だけでも 本のコンテンツがある。

が課せられている。これを打破する一つの有
ムとの取引にあたって必要となる貿易に関係
来より積極的に進めていた「海外事情セミ

■
「太い」
情報量がビジネスをスムーズに

力な手立てとして、ジェトロ・ホームページ
する手続きや企業設立などの投資に関する諸
ナー」等のリアル開催が２０２０年 月頃よ

北川浩伸

（以下ジェトロＨＰ）情報を一層活用される
事項、例えば「拠点設立マニュアル」などの

Ｃｏｖｉｄ -が世界に大きな影響を与えた

ことをお勧めしたい。既にジェトロＨＰ に
詳細な説明はｐｄｆファイル方式でもダウン

進出する際の会社設立手続き、税制の情報に
パーソン向けに提供を始めた。現地の所長が

は多くの駐在員が現地にいながらしてのみ得
られる生きた情報を発信している。日々の細

事 者 」 や「 感 染 拡 大 防 止 に 日 々

ツリー（ヒマラヤスギ）の前で写

をまずは参照ください。
https://www.jetro.go.jp/  
https://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/Doko

ロナ禍ではあるが、各地のジェトロ事務所で

■ベトナムを例に
かな経済の動きは「ビジネス短信」
というコー

筆者は２０１９年 月に日本に帰国するま
ナーで、また「産業」や「制度」
、
「現地で活

奮 闘 さ れ て い る 事 業 者・ 市 民 の

真撮影をしたり、動きのあるイル

‼

で、ベトナム・ハノイに駐在した。ベトナム

新型コロナと闘う全ての方へ感謝を込めて
第 回千葉都心イルミネーション開催
新型コロナウイルスの感染拡大
を受けて発令された緊急事態宣言

令和２年 月 日から千葉市中
心市街地の冬の風物詩である「千

方々」に対し、「感謝」
「応援」
「早

ミネーションの様子を動画で撮影

月３日までの点灯は中止となりま

期収束」の願いを込めて、千葉駅

される姿が多くみられました。

しました。

に伴い、令和３年１月７日から２

青の灯台

葉都心イルミネーション」を開催

14

前大通り、千葉市中央公園、通町

中央公園内樹木

歩道樹木
通町公園提灯

12

30

公園の樹木等を装飾しました。

ツリー（ヒマラヤスギ）

至るまで日本語で整えている。

るだろう。

なじみのある方は、その情報量の豊富さに驚

日本貿易振興機構（ジェトロ）理事

4

かれた経験をお持ちではないだろうか。各国

■海外情報収集をオンラインで

3

5

19

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

9

まちづくり事業情報

中心市街地NEWS

WE ARE THE CHIBA

「商工会議所青年部」は、商工会議所の内部
団体のひとつで、全国５１５商工会議所のうち
４７０商工会議所に設置され全国会員数は３３，
２３５名に及んでいます。
（令和 年 月現在）
次代の地域経済を担う後継者の相互研鑽の場、
青年経済人として資質の向上と会員相互の交流
を通じ、自社企業の発展と豊かな地域経済社会
を築くことを目的としています。
「ＹＥＧ」とは商工会議所青年部の「呼称」で、
商工会議所青年部（若き企業家集団）の英語名
（ Young Entrepreneurs Group
）の頭文字を
とったもので、同時に、商工会議所青年部の持
つコンセプト（若さ、情熱、広い視野）を持っ
た経営者＝ Youth, Energy, Generalist
を表し
ています。
会員は単会や地域の枠を超えた異業種交流や
意見・情報交換を通じ、絆を醸成しビジネスや
人生の力となる仲間を増やしています。自企業
が発展するためには、自分たちの地域が元気で
ある必要があります。愛する自分たちの故郷や
地域を、青年経済人の視点や感性で見つめ、元
気で活力ある地域を築くため、考え、行動して
います。是非、一緒に行動して下さい。

☎043－244－8738

１２０本以上あったイベント関連の仕事はわずか

コロナ禍と言う未曽有の事態となり以前は年間

心者からハイレベル迄愉しみながら習得出来る

道・ブラジリアン柔術を中心に寝技の攻防を初

す。練習クラスは「愉柔会」と名づけました。柔

援は特になく、事実上の休業を強いられました。

イメージを持たれる方もいると思いますが、そ

２０２０年２月時点で長期休業を予感したの

皆無料で奉仕しております。指導者やスタッフ

出来る道場は県内唯一です。愉柔会の指導者は

れぞれ性質の異なる競技で、その両方の練習が

で、この機会に出番の少ない機材やメンテナン

も気軽に始めて欲しいと心から願っています。

含めて柔道や格闘技に縁のなかった一般の方に

─長年の夢へ舵を切る─

のも特徴です。柔道と柔術と言うと似たような

本。イベント業会場設営に対する行政からの支

方の為の生涯スポーツ推進事業を目指していま

渕自身には柔道はＴＯＰアスリートのためだ

て 年以上継続してきました。

若葉区大宮町に本拠を置く株式会社エコクラ

不動産業

けではないと言う信念があり、弊社では初心者・

㈱ ハナザワ興産

フトはプロレス・ボクシングで使用するリング

─誰もが愉しめる─

ようこそＹＥＧへ

新入会員の紹介

千葉商工会議所青年部
中高年・裾野競技者などの普段脚光を浴びない

▲代表：渕 佑介

スに手間のかかる在庫を断捨離しました。
こうして空けた倉庫のスペースを利用し、柔
道の稽古を 年以上修行している弊社代表の渕
道場にはリング事業で培った技術を活用し、
投げられても受け身がとりやすいマットや衛生
管理しやすいキャンバスを使用し快適に稽古が
出来るように気遣っています。

空き倉庫を武道館に
昨今のコロナ禍で先行きが見えない状況下に
おいて、地元千葉市内の企業がどの様に影響を
感じ活動しているかを紹介し応援したいと思い


（ダイバーシティ委員会）

ます。今回は株式会社エコクラフトをご紹介し
ます。

【法人概要】

株式会社エコクラフト
〒

URL http://www.ecocra.com/

- 千葉市若葉区大宮町２８８０ー８７
ＴＥＬ ０１２０ー２３１ー９７０

ことが出来ました。

の指導者クラスを含む多数の資格取得者を出す

早速初年度から新規に柔道四段、柔術茶帯など

に公式試合を目標にすることが可能です。また

この事によって初心者の方でも柔道・柔術とも

心して練習できる社会的立場も整備しました。

名門ねわざワールドグループ所属団体として安

柔道は全柔連公認団体、ブラジリアン柔術は

─社会的な役割─

【業務内容】 イベ
 ント設営・リング製作・
屋台製作

0016

ひでのぶ）

7

の製造やイベント会場の設営がメイン事業とし

─コロナ禍の影響は─

伊東  秀修
（いとう

2

の夢でもある自前道場を設営しました。

30
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商工会議所青年部、
ＹＥＧとは？

WE ARE THE CHIBA

26
2021年₂月号
夢シティちば
2021年₂月号
夢シティちば

27

20

2

U R L ：http : //www. chiba-yeg. jp
Email ： yeg @ chiba-yeg. jp

私たち全ての力が千葉になる

集 ： 千葉商工会議所 青年部
広報拡大委員会
編

青年部通信
千葉商工会議所

まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください！

編集：千葉商工会議所

本店 ＴＥＬ043-221-8110
支店 ＴＥＬ047-365-6007
ホームページ http：//www.chiba-cgc.or.jp/

県女連広域活動ブロック事業

オンライン講演会！

231名参加

大会協議支援課班長の松井龍行様

を講師にお迎えし、「パラスポーツ

フェスタちば」 の感染対策について

ご講演いただきました。

2021年₂月号

パラスポーツ体験会に向けて

感染対策学ぶ！

コロナ禍となり、９月より拡大理

体験会を実施する上での感染症

夢シティちば

ハイ

ブリッド型

事会前に様々な勉強会を開催して

対策として、密にならずソーシャ

15

ルディスタンスの確保は勿論、体

験時間は 分以内とし、用具の定

期的な消毒等が挙げられました。

当会で今後予定される、パラス

2021年₂月号

ポーツ等イベントに向け参考にさ

夢シティちば

月 日㈫は、 千葉県

10

せていただき、実施可能時は感染

29

30

11

予防対策に努めて参ります。

相続税対策スタッフ

13

おります。

つける」とし、
「心・

意識」が変われば習

慣が変わる、
「習慣」

が変われば人格が変

わる、
「人格」が変わ

れば「運命」が変わ

るという心理学者の

言葉を引用し、習慣

検索

を心から楽しみまし

調査のアイコウ

ょう、と締められま

◎差別につながる調査はお受けいたしません。◎秘密厳守

した。

不貞関係調査・結婚前調査・盗聴・盗撮器調査 など

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。

岩藤副会長

個人関係調査

ハイブリット型会

不貞行為調査・詐害行為調査・隠匿資産調査 など

議初体験で、大変有

法曹関係特殊調査

千葉本社 所在ビル

意義な一日でした。

社員採用前調査・社員の素行調査・企業信用調査 など

当女性会は、 月 日㈪ 時 分より、 ホテルスプリングス幕張
を会場としたリアル開催と、各商工会議所等を会場としたオンライン
開催によるハイブリット型オンライン講演会に参加しました。

問題解決へのお手伝い。
企業関係調査

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

2

有村治子様による講演テーマは

信頼と実績の総合調査

千葉県弁護士協同組合特約店

11

モニターに元気な姿が映し出され、

1983年創業

TEL/FAX：043-372-0794
E-Mail：info@chiba-milestone.jp
http://chiba-milestone.jp/

各会場の活動報告がありました。

貴社の相談窓口としても、どうぞお気軽にご相談ください。

代表：橋爪和博

新型コロナウイルスの影響で、

（費用の妥当性は品質チェックにも効果有）

マイルストーン

定例総会が書面決議になり、事業

ベンダー見積・追加費用の精査も重視

活動がことごとく中止となりまし

リスク管理と予兆監視 で ダメージ回避・低減施策 を提言致します。

た。それでも徐々に、感染防止に

漠然とした不安に

努めながら諸活動を始めている現

予算超過／品質・機能不全／稼働期日遅延

コロナ禍での、今年の広域活動

ＩＴシステム導入「リスク管理」 コンサルティング

ブロック事業は、会場と県下女性

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

当協会主催イベント等、
最新情報を配信しています！

会をリアル＋オンラインで結ぶ初

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！

めてのハイブリット型会議で開催

●事業を始める方を創業支援でサポートします！

されました。
（全参加者２３１名）

LINE
公式アカウント

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

会 場 で は、 県 女 連 副 会 長 の 髙

●金融機関からの資金調達をサポートします！

梨当会長が司会進行し、各女性会

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。

の皆様がオンラインにより参加し、 在の状況を聞くことが出来ました。 「コロナ禍において習慣を味方に

【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！
！】

女性会

28

