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オンリーワンまで振り切ってとがらせる勇気を

報徳千葉診療所
千葉市中央区本町1−1−13

☎043‑225‑6232

青年部通信

ＩＴシステム導入「リスク管理」 コンサルティング
予算超過／品質・機能不全／稼働期日遅延

編集者のひと言

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレスリング・
フェンシング・テコンドー・車いすフェンシング・シッティングバ
レーボール・ゴールボール・パラテコンドーの会場となる幕張メッ
セ前の大通りに掛かる７競技のピクトグラムが描かれたバナーフ
ラッグ。来年に延期になった東京2020大会に向け世界各国のアス
リートが集う日を楽しみにしているように新緑と一緒に爽やかにそ
よいでいます。

ＮＨＫの大河ドラマ
「麒麟がくる」
と連続テレビ小説
「エール」
の放送が一時休
止されるとの発表がありました。テレビは新型コロナウイルスの影響で、新た
なロケを概ね中止しているようで、情報番組等で見るリモート出演の姿も徐々
に違和感がなくなりつつあります。
本誌も人との接触が生じる取材活動を中止して制作を行っている状況です。
経営から個々人の生活にいたるまで様々なところに影響が及んでいますが、
明けない夜はないと信じてもうひと踏ん張りですね。

（企画広報課 T.K.）

2020年₆月号

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

医療法人社団 報徳会

今月の表紙

夢シティちば

千葉市美浜区新港32-14

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

セーフティネット保証４号・５号

※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

1

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

漠然とした不安に

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。
ベンダー見積・追加費用の精査も重視
（費用の妥当性は品質チェックにも効果有）

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。

マイルストーン

代表：橋爪和博

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

夢シティちば

2020年₆月号
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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
2020年5月15日時点

支

情

報

一

覧

ページ

給付金・支援金

売上が減少したので給付金が欲しい

持続化給付金

法人200万円
個人事業主100万円

持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570

4

県からの給付金が欲しい

千葉県中小企業再建支援金

中小企業10万円～40万円

千葉県中小企業再建支援金相談センター
0570-04-4894

5

補助金を使って入居テナントの
賃料を減免したい

テナント支援協力金制度

ビル等のオーナー
上限額50万円/1テナント

千葉市新型コロナウイルス感染症に対する
事業者向け臨時相談窓口

6

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#)

7

テレワークの環境を整備したい

働き方改革推進支援助成金

上限額20万円～40万円/１人
上限額100万円～300万円/１企業
補助率1/2～3/4

テレワーク相談センター
0120-91-6479

8

ホテルを活用してテレワーク導入を
促進したい

市内ホテル・テレワークプランの
割引制度

割引上限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

9

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

中小企業・小規模事業者等
原則1,000万円

ものづくり補助金事務局サポートセンター
050-8880-4053

10

販路開拓等の取組みを行いたい

持続化補助金
（コロナ特別対応型）

小規模事業者等100万円
補助率2/3

千葉商工会議所

11

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

12

新型コロナウイルス感染症特別貸付

融資限度額(別枠)
中小事業3億円／国民生活事業6,000万円

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
0120-154-505

13

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

14

セーフティネット保証４号・５号

保証枠(別枠)

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

15

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
0120-948-271

16

納税猶予・納付期限の延長
（地方税）

地方税の納税猶予

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

17

雇用を維持したい

助成金・補助金

Ｉ
Ｔで業務効率化等を行いたい

融
資
保証
納税猶予
3

援

Ｉ
Ｔ導入補助金

資金を調達したい

資金を調達したい

最大100%
8,330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

2020年₆月号

1,000万円

043-245-5898

043-227-4103

夢シティちば

2020年₆月号
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給付金／支援金

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報のご案内
2020年5月15日時点

千葉県中小企業再建支援金
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた中小企業が行う、
３つの「密」の防止、飛沫感染・接触感染の防止等の感染症予防対策や、休業
した事業者の営業再開に向けた周知、感染予防のための設備や消耗品類の整備、
テナント料の負担などを総合的に支援するため、売上が大きく減少している事
業者に対して支援金を給付いたします。
【支給額】
※１
※２
対象要件を満たす中小企業者に対し、賃借 している事業所 の数に応じて、
以下の額を支給する。
令和₂年₄月22日
令和₂年₅月₉日か
から₅月₆日の
ら₅月31日※3までの
全ての期間について 全ての期間について
要請に応じている
要請に応じている

休 業 要 請
対 象 業 種
でない業種
休 業 要 請
対 象 業 種

複数の
賃借
１事業所を
事業所を
している
賃借
賃借
事業所が
している
している
ない

──

──

20万円

30万円

40万円

○

○

20万円

30万円

40万円

○

×

10万円

20万円

30万円

×

○

一律10万円

※1「賃借」
の対象は、事業所のほか、事業所の底地である土地についても含むものとする。
※2「事業所」
は、従業者及び設備を有して、物の生産や販売、
サービスの提供が継続的に行われていること。
※３ 休業要請が令和２年５月３０日までのいずれかの日で終了する場合、令和２年５月９日から当該終了日まで
の期間とする。

【対象要件】
詳細はHPまたは申請要領参照
【申請受付期間】
令和２年５月７日
（木）
から８月31日
（月）
まで
【お問合せ先】
千葉県中小企業再建支援金相談センター
ＴＥＬ：0570-04-4894
https://www.chiba-shienkin.com
受付時間 6月まで → 午前９時から午後６時まで（土・日・祝日含む）

7月から → 午前９時から午後５時まで（土・日・祝日除く）
5

夢シティちば
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持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続
を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給し
ます。農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、
事業収入（売上）を得ている法人・個人の方が対象となりますので、本制度の
活用をご検討ください。
【給付額】
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入) —（前年同月比▲50％月の売上×12ヶ月）
【給付対象の主な要件】
①新 型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で
50％以上減少している事業者。
②2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継
続する意思がある事業者。
③法人の場合は、
（Ⅰ）資本金の額または出資の総額が10億円未満、又は、
（Ⅱ）上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下であ
る事業者。
【申請サイト】
「持続化給付金」の事務局HP
https://www.jizokuka-kyufu.jp
【申請要領・よくあるお問合せ等】
上記の事務局HPまたは、経済産業省HPよりご確認いただけます。
経済産業省HP（持続化給付金）
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
【お問合せ先】
持続化給付金事業コールセンター
直通番号：0120ｰ115ｰ570 IP電話専用回線：03-6831-0613
受付時間：8時30分〜19時00分
※5月・6月（毎日）
、7月から12月（土曜日を除く）
夢シティちば

2020年₆月号
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助成金／補助金

給付金／支援金

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報のご案内
2020年5月15日時点

雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金とは？

休業要請を受けた業種又は飲食店が入居しているビル等のオーナーのうち、賃
料減免の配慮要請に応じたオーナーに対して、緊急事態宣言の発令期間中に減
免した賃料に対する支援を行います。
（上限額：1テナント当たり50万円）

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

支援対策

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的
に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の
一部を助成するものです。

対象となるテナントの賃料を減免した賃貸人
〈対象テナント〉
1 千葉県から発出された休業要請に応じて休業した中小企業・小規模事業者の店舗

【特例の対象となる事業者】

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主（全事業主）

【特例措置の内容】※下線が令和２年４月１日から拡大
○助成内容・対象の大幅な拡充

※千葉県の休業協力要請施設一覧には千葉県ＨＰを参照

※ 令和２年４月１日から令和２年６月30日までの休業等に適用
① 休業手当に対する助成率を引き上げ（中小企業4/5、大企業2/3）
② 解雇等行わない場合、助成率の上乗せ（中小企業9/10、大企業3/4）
③ 教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ
		 （中小企業2,400円、大企業1,800円）
④ 新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が６か月未満
の労働者も助成対象
⑤ １年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
⑥ 雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に

○受給要件の更なる緩和
※
⑦
		
⑧
⑨
⑩
⑪

休業等の初日が令和２年１月24日以降のものに遡って適用
生産指標の要件を緩和（対象期間の初日が令和２年４月１日から
令和２年６月30日までの間は、５％減少）
最近３か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件（クーリング期間）を撤廃
事業所設置後１年以上を必要とする要件を緩和
休業規模の要件を緩和

○活用しやすさ
※
⑫
⑬
⑭
⑮

休業等の初日が令和２年１月24日から令和２年７月23日までの場合に適用
事後提出を可能とし提出期間を令和２年６月30日まで延長
短時間一斉休業の要件を緩和
残業相殺制度を当面停止
申請書類の大幅な簡素化

※本特例措置の拡充として
「助成率100％への引上げ」
「生産性指標と比較対象月の緩和」
等が実施さ
れています。詳細は厚生労働省HPなどでご確認ください。

最寄りの都道府県労働局またはハローワークへ

またコールセンターでも雇用調整助成金に関するお問い合わせに対応します。
0120-60-3999 （受付時間 9:00～21:00（土日・祝日含む）
）

夢シティちば
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2	自粛要請により実質的に休業に準ずる影響を受けている飲食店のうち中小企業・
小規模事業者の店舗

※市が定めた新型コロナウイルス感染症対策8か条を順守しており、かつ新型インフルエンザ等対
策特別措置法に基づく千葉県の飲食店に対する協力要請（19時以降の夜間の酒類提供の自粛）
に応じている店舗に限ります。
※詳細はＨＰ掲載の「千葉市テナント支援協力金申請のご案内」を必ずご参照ください。

交 付 額

対象テナントに対して、減免した賃料等（税抜額）の10分の8（1テナント当り50万
円を上限とします。）
※対象となる賃料は、緊急事態宣言発令期間中（令和2年4月7日から5月6日まで）に支払いが発生
する、1か月分の賃料等を限度とします。

受付期間

令和2年4月28日（火）～6月30日（火）まで
※ただし、3期に分けて受付します。

〈受付スケジュール〉
第3期 期
間 5月25日（月）～7月3日（金）
  初回登録 6月30日（火）まで
  申請期限 7月  3日（金）まで

※申請は各期内で申請者情報の登録から申請（必要書類の提出）まで完了していただく必要がありま
すので、事前に書類を準備していただき、期間に余裕をもって登録及び申請を行ってください。

【お問合せ先】

〈事業の制度等に関すること〉

新型コロナウイルス感染症に対する事業者向け臨時相談窓口
電話 043-245-5898

【お問合せ先】

7

テナント支援協力金制度

〈申請受付システムに関すること〉
厚生労働省HP雇調金ページ

経済農政局経済部企業立地課
電話 043-245-5276、043-245-5279、043-245-5679

夢シティちば

2020年₆月号
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助成金／補助金

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
2020年5月15日時点

市内ホテル・テレワークプランの割引制度
観光やイベントの自粛により大きな影響を受けている宿泊業では、テレワーク
プランを提供し、苦境の中でも可能な限りの対策を実施しています。そこで千
葉市では、自宅でのテレワークで不便を感じている方や、職場に通えなくなっ
ている方などに対し、ホテルでのテレワークを促進するため、テレワークプラ
ンを割引料金で利用できる制度を実施しています。

利用できる方
1  千葉市内にお勤めで、千葉県内にお住まいの方
2  千葉市内にお住まいで、千葉県外にお勤めの方

働き方改革推進支援助成金

テレワークコース、新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
新たにテレワークを導入した中小企業事業主等に対して、
テレワーク用通信機器の導入等に係る経費について助成します。

対

象

テレワークを新規で導入する、もしくはテレワークを継続して活用する労働者災害補償保険
の適用中小企業主

支給額

〈テレワークコース〉
※評価期間中のテレワーク実施目標に対する達成状況に応じて決定
１人当たりの上限額： （達成） 40万円 ／（未達成） 20万円
１企業当たりの上限額：（達成）300万円 ／（未達成）200万円
〈新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース〉
１企業あたりの上限額：100万円

補助率

利用期間
6月30日（火曜日）のチェックアウトまで
※予算の上限に達した時点で終了します。

割引の内容
ホテルが提供するテレワークプラン利用料金のうち、1回1人あたり割引上限
3,000円とし、利用者は、その差額を自己負担いただきます。（利用者は、最低
1,000円（税別）を負担いただきます。）
例： 5,000円プラン（税別）の場合（割引3,000円、利用者負担2,000円＋税）
3,000円プラン（税別）の場合（割引2,000円、利用者負担1,000円＋税）

〈テレワークコース〉
※評価期間中のテレワーク実施目標に対する達成状況に応じて決定
（達成）3／4 ／ （未達成）1／2
〈新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース〉
1／2

助成される取り組み

テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更、労務管理担
当者に対する研修、労働者に対する研修、周知・啓発、外部専門家（社会保険労務士など）
によるコンサルティング 等

申請期限

〈テレワークコース〉
交付申請：令和２年１２月１日
（火）

※なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、１２月１日以前に受付を締め切る場合があります。

〈新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース〉
交付申請：令和２年５月２９日（水）／ 支給申請：令和２年７月１５日（水）
対象ホテルなどの詳細は、市ホームページをご覧ください。
千葉市経済農政局経済部観光MICE企画課
電話：043-245-5281
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2020年₆月号

【詳細・応募方法は以下QRコードよりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症
対策のためのテレワークコース

テレワークコース

【お問合せ先】 テレワーク相談センター
電話：0120－91－6479（受付時間：平日9：00～17：00）

夢シティちば

2020年₆月号

8

助成金／補助金

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
2020年5月15日時点

持続化補助金（コロナ特別対応型）
小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う販路
開拓等の取組を支援。

基本情報

対
象：小規模事業者等
補助上限：100万円
補 助 率：2/3

※売上高が前年同月比▲20％以上減少した小規模事業者で、補助金の早期の受領を希望する事業者に対し
ては、補助金交付決定と同時に概算払いによって交付決定額の1/2（最大50万円）を即時支給する。
※2月18日以降に実施した取組まで遡って補助する。

想定される活用例

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援。

基本情報

対
象：中小企業・小規模事業者 等
補助上限：原則1,000万円
補 助 率：中小1/2、小規模2/3
（特別枠は、一律2/3）※詳細はHP参照

※特別枠については、補助対象経費に広告宣伝・販売促進費も加わります。

想定される活用例

・新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける中でも、営業を継続するため、店内
飲食のみであった洋食屋が、出前注文を受け付けるためのwebサイトを作成し、来
店しない顧客への販売を開始
・旅館が、自動受付機を導入し、非対面型のサービスを提供する

・部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るために設備投資を行う
・感染症の影響を受けている取引先から新たな部品供給要請を受けて、生産ラ
インを新設・増強する
・中国の自社工場が操業停止し、国内に拠点を移転する

公募スケジュール

公募スケジュール（3次締切）  

※２次締切り後も申請受付を継続し、複数回の締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、採択発
表を行います。（制度内容、予定は変更する場合がございます。）

※３次締切後も申請受付を継続し、令和2年度内には令和2年11月（4次）
、令和3年2月（5次）
に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、採択発表を行います。（制度内容、予定
は変更する場合がございます。）

申請開始：5月1日（金）
２次締切：6月5日（金）必着

特別枠（コロナ特別対応型）
の申請要件

申請開始：６月
（予定）
申請締切：８月
（予定）

補助対象経費の1/6以上が「サプライチェーンの毀損への対応」
「非対面型ビジネスモデルへの
転換」
「テレワーク環境の整備」のいずれかに合致する投資であること。

ものづくり補助の応募方法等の詳細は、下記のサイトよりご確認ください。

応募方法等の詳細は、下記サイトよりご確認ください。

【ものづくり・商業・サービス補助についてのお問合せ先】

【小規模事業者持続化補助（コロナ特別対応型）についてのお問合せ先】
※お申し込み窓口は商工会議所地域と商工会地域で異なります。
詳しくは最寄りの商工会議所・商工会にお問合せください。

日本商工会議所

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

電話番号：03-6447-5485
受付時間：9:30～12:00／13:00～17:30（土日祝日除く）

全国商工会連合会

http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/

電話番号：03-6670-3960
受付時間：9:30～12:00／13:00～17:30（土日祝日除く）
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ものづくり・商業・サービス補助金

夢シティちば

2020年₆月号

ものづくり補助金事務局

http://portal.monodukuri-hojo.jp/
または、右のQRコードよりご確認ください。
現在、コロナウイルス感染拡大防止のため、コールセンターの体制を大幅に縮小させ
ていただいております。そのため、ご照会につきましては、原則電子メールにてお願
いいたします。ご照会内容によって、宛先が異なりますのでご注意ください。
公募要領に関するお問合わせ：monohojo@pasona.co.jp
電子申請システムの操作に関するお問合わせ：
monodukuri-r1-denshi@gw.nsw.co.jp
お問い合わせが集中した場合、ご回答までにお時間をいただく場合がありますので、
お問い合わせの前に公募要領、マニュアルをご確認いただきますようお願いいたします。

夢シティちば

2020年₆月号
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融資

助成金／補助金

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
2020年5月15日時点

日本政策金融公庫

新型コロナウイルス感染症特別貸付
※特別貸付に特別利子補給制度を併用することで
実質的な無利子化を実現

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9％の金利引き下
げを実施。据置期間は最長５年。各公庫の既往債務の借換も可能。
【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、
次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5％以上減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、
売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業（ベンチャー・ス
タートアップ企業を含む。）
など、前年（前々年）同期と単純に比較できない場合等は、
最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5％以上減少している方
a 過去3ヶ月（最近1ヶ月を含む。）の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月～12月の売上高平均額

※個人事業主（事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る）は、影響に対する定性的な
説明でも柔軟に対応。

【資金の使いみち】 運転資金、設備資金

【貸付期間】 設備20年以内、運転15年以内

【担保】無担保

【うち据置期間】5年以内

【融資限度額
（別枠）】 中小事業3億円、国民事業6,000万円

【金利】 当初3年間基準金利▲0.9％、4年目以降基準金利
中小事業1.11％→0.21％、国民事業1.36％→0.46％
【利下げ限度額】 中小事業1億円、国民事業3,000万円

※金利は令和2年5月１日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律
※国民事業における利下げ限度額は、
「新型コロナウイルス対策マル経融資」
、
「生活衛生新型コロナウイル
ス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で3,000万円となります。
※令和2年1月29日以降に日本公庫等から借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。

【お問合せ先】
➡平日のご相談 日本公庫事業資金相談ダイヤル：0120-154-505

➡土日・祝日のご相談 日本公庫：0120-112476
（国民）
、0120-327790
（中小）
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Ｉ
Ｔ導入補助金
ITツール導入による業務効率化等を支援。5月からベンダー・ツール登録を開
始し、同時に補助事業者の申請受付を開始予定。

基本情報

対 象：中小企業・小規模事業者 等
補助額：30～450万円
補助率：1/2（特別枠は、2/3）※詳細はHP参照

※通常枠でも、テレワークの導入に取り組む場合は、審査において加点

想定される活用例

・在宅勤務制度を新たに導入するため、テレワークに利用できる業務効率化ツー
ル等を導入する特別枠に限り、PC・タブレット等のハードウェアにかかるレン
タル費用も補助対象

※特別枠に限り、PC・タブレット等のハードウェアにかかるレンタル費用も補助対象

  
公募スケジュール（３次締切）

公募要領公開：４月24日
（金）
申請開始：５月11日
（月）
申請締切：〈通常枠〉6月12日
（金）17：00予定
〈特別枠〉6月26日
（金）17：00予定

※３次締切後も申請受付を継続し、令和2年９月、12月に締切りを設け、それまでに申請のあった分
を審査し、交付決定を行います。（9月の締切の前倒し・締切追加を検討しており、制度内容、予
定は変更する場合がございます。）予定は変更する場合がございます。）

IT導入補助の応募方法等の詳細は、下記のサイトよりご確認ください。
【IT導入補助についてのお問合せ先】
一般社団法人 サービスデザイン推進協議会
https://www.it-hojo.jp/
または右のQRコードよりご確認ください。
電話番号：0570-666-424

※IP電話等からお問合せの場合は042-303-9749までご連絡ください。

受付時間：9:30～17:30（土日祝日除く）

※「IT導入補助金2020」に関するお問い合わせは以下のお問い合わせフォームにおいても
受け付けております。

https://it-hojo.secure.force.com/QuestionForm/QuestionForm_R1_Page
お問い合わせの混雑が予想されるため、回答までにお時間を頂く場合がありますので、
お問い合わせの前に各種要領、手引きをご確認いただきますようお願いいたします。

夢シティちば
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保証

融資

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
2020年5月15日時点

セーフティネット保証４号・５号
セーフティネット保証とは？
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証（最大2.8億円）とは
別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。

○セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠（最大2.8億円）で
借入債務の100％を保証。
※売上高が前年同月比▲20％以上減少等の場合

○セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠
（最大2.8億円、４号
と同枠）
で借入債務の80％を保証。
※売上高が前年同月比▲5％以上減少等の場合

※3月13日から、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等について認定基準の
運用を緩和
（過去3ヶ月
（最近1ヶ月を含む。）
の平均売上高の比較等）

※4号の対象地域及び５号の対象業種は？

◆ SN 4 号：3月2日に全都道府県を対象に指定しました。
◆ SN 5 号：5月1日より全業種を指定しました。

※ご利用手続の流れ（４号・５号）

①取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。
②対象となる中小企業者の方は本店等（個人事業主の方は主たる事業所）所
在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の
申込みをしてください。
※都道府県を通じて市区町村に対し、金融機関によるワンストップ手続きの推進、申請書類等の負担
軽減、認定事務の円滑化等の配慮を要請しました。

認定窓口の混雑緩和、事業者の利便性確保といった観点から、令和2年1
月29日から7月31日までに認定を取得した事業者については、従来30日
間としていた認定書の有効期限を令和2年8月31日までに延長します。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。
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日本政策金融公庫

新型コロナウイルス対策マル経融資

※特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現
小規模事業者経営改善資金融資（通称：マル経）は、商工会議所・商工
会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政
策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の
資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常
の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3
年以内、設備資金で4年以内に延長する。
【ご利用いただける方】

最近１か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少し
ている小規模事業者の方

【資金の使いみち】
運転資金、設備資金

【融資限度額】
別枠1,000万円

【金利】

経営改善利率1.21%（令和2年5月1日時点）
より当初3年間、
▲0.9%引下げ
※金利引下げの限度額は、
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
、
「生活衛生新
型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」の金利
引下げ」
との合計で3,000万円となります。

【お問合せ先】
日本政策金融公庫の本支店
または、お近くの商工会・商工会議所

※経済産業省ＨＰ特設ページ内の
「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口一覧」
または右のQRコードよりご確認いただけます。

夢シティちば
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14

納税猶予

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
2020年5月15日時点

納税猶予・納付期限の延長
（地方税）
個別の事情がある場合の地方税の納付猶予制度
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者等、売上げの急
減により納税資力が著しく低下している納税者等への徴収の猶予等について、迅速かつ柔
軟に適切に対応するよう、地方公共団体に対し要請をいたしました。

納税猶予・納付期限の延長
（国税）
１. 税務申告・納付期限の延長

昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹
底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、
期限を区切らずに、4月17日（金）
以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。
また、法人税・法人の消費税の申告・納付についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、
法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただく
ことにより期限の個別延長が認められます。

２. 事業収入が減少する場合の納税猶予（国税・地方税）の特例

１．徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者（ご家族を含む。）がり患された場合のほか、新型
コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予
制度が認められることがあります。

【個別の事情】

① 災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、
備品や棚卸資産を廃棄した場合

②ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

③事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

④事業に著しい損失を受けた場合

納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

２．申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合

は、申請による換価の猶予制度が認められることがあります。

【お問合せ先】
徴収の猶予等に関する具体的なご相談・お問い合わせは、

お住まいの都道府県・市区町村にお願いいたします。
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昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を
踏まえ、2020年2月以降、事業収入が減少（前年同月比▲20％以上）し、納税が困難となった
事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予します。法人税や消費税、固定資産税など、
基本的にすべての税が対象となります。
※原則、１年間納税猶予が認められます。

３. 個別の事情がある場合の国税の納付猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申
請することにより、換価の猶予が認められることがあります。また、以下の事情がある場合には、納
税の猶予が認められることがあります。まずはお電話で所轄の税務署にご相談ください。税務署に
おいて所定の審査を早期に行います。

【個別の事情】
① 災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、
備品や棚卸資産を廃棄した場合

②ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付
できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用

③事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付で
きない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額

④事業に著しい損失を受けた場合

納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を
一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額

猶予が認められた場合
◆ 原則、
１年間猶予が認められます。（状況に応じて更に１年間猶予される場合があります。)
◆ 猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。
◆ 財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。

詳細は、

国税庁

で検索してください。
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新型コロナウイルスに関する当所対応について

３. ＷＥＢセミナー

経営相談窓口で問合せが多くある事業者の関心が高いテーマについて、対面でのセミナーに変えて、
インターネットを活用したＷＥＢセミナー形式で情報提供を行っています。
第１回
第２回

期
期

間：令和２年５月19日
（火）～ ５月２９日
（金）
間：６月以降を予定

テーマ：資金繰り、テレワーク

４. テレワーク導入支援

当所調査によると、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを導入している企業は7.7％に
留まっており、導入の仕方がわからないといった声が多く見受けられます。こうした現状を踏まえ、ＷＥ
Ｂセミナーでの情報提供に加え、当所会員のＩ
Ｔベンダー等と連携し、相談から導入までの一貫した支
援を実施しています。
相談対応時間：９：００～１７：００（土日・祝日を除く）
問 合 せ 先：地域振興課（043-227-4103）
※新型コロナウイルス感染予防のため、可能な限り電話・メール・ＦＡＸ等で対応させていただいております。

５. 人材採用支援

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、雇用や企業の採用活動にも影を落
とし、一部では内定取り消しを行う動きも見受けられることから、学生等を積極的
に採用したい会員企業を緊急募集し、東京商工会議所が運営する採用情報緊急掲
示板で紹介しています。

６. 情報発信

ホームページ、Facebook、ダイレクトメール、会報誌などを通じて、
国・県・市・その他支援機関などによる新型コロナウイルス感染症
に関する支援施策の情報を提供しています。

ホームページ

７. 調査活動

東京商工会議所
採用情報緊急掲示板

Facebook

新型コロナウイルス感染症による会員企業への影響を調査し、当所の経営支援に反映させるとともに、
国・県・市などが支援策を検討する際の情報提供や、当所の要望活動を行っています。

（参考）
新型コロナウイルス感染症の影響に関する緊急調査 概要
・調査期間：令和２年３月18日～４月３日
・調査対象：会員企業4,550社（回答683社、回答率15.0％）
・結果概要：
「９割を超える企業に経営へのマイナス影響がでている」
「マイナス影響の内容は売上減少が76.2％と最多」
「マイナス影響を受けている企業の５割超で３月売上が20％以上減」

新型コロナウイルスに関する当所対応について
2020年5月15日時点

千葉商工会議所では、政府による緊急事態宣言発令および千葉県の特定警戒都
道府県指定を受け、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止への配慮をしつつ、
下記の通り対応を行っております。
１. 経営相談窓口

新型コロナウイルスによる影響を受けた、またはその恐れがある中小企業からの、資金繰り、持続
化給付金、雇用調整助成金、テレワークの導入といった経営上の相談についての経営相談窓口を設置
しています。
相談対応時間：９：００～１７：００（土日・祝日を除く）
問 合 せ 先：経営支援課（043-227-4103）

※緊急事態宣言中の相談は、感染拡大防止対策として下記の通り実施しています。

１．新型コロナウイルス感染予防のため、可能な限り電話・メール・ＦＡＸ等で対応させていただいてお
ります。
２．相談窓口・ブースに透明アクリル板等を設置し、職員はマスクを着用し対応させていただいており
ます。
３．館内への入場にあたっては、感染予防のためにマスク着用、消毒にご協力いただき、体調不良の
方の来所はご遠慮いただいております。

２. 販路開拓支援

新型コロナウイルス感染症の影響により経済的に打撃を受けている中小企業の販路開拓等を支援す
るため、全国の商工会議所が共同で運営するビジネスマッチングサイト「ザ・ビジネスモール」内に特
設ページを開設しています。
ＢＭ ＳＯＳモール

➢緊急販路開拓支援「ＢＭ ＳＯＳモール」
 イベント中止、休校、来店客数の減少等により生じた企業が抱える過剰在庫の
情報と資材調達を行いたい企業の情報を掲載してマッチングを促進
➢緊急販路開拓支援「医療介護資材ＳＯＳマッチング」
 医療・介護現場で不足する医療・資材ニーズと、企業からの提案をマッチング
することが可能。医療機関と医療機関で不足する防護服や医療用マスクを提供で
きる企業とのマッチングなどを促進

医療介護資材ＳＯＳマッチング

相続税対策スタッフ
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ご入会いただき
ありがとう
ございました

2020年６月・７月施行予定の

検定試験の中止のお知らせ

中央区

新入会員 のご紹介

㈲康伸

稲毛区

【代 表】 鈴木 康之 ☎043-222-3939
【所在地】 中央区富士見
タイ料理の調理販売と不動産賃貸

平素より、当所検定事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大防止と受験者の皆様の安全を鑑み、以下の検定試験を
中止とさせていただきます。

中央区

【代 表】 茂木 竜男 ☎043-290-5766
【所在地】 中央区椿森

試験日��������������������������������������������������������������������������� ６月14日（日）

・第 47 回 ビジネス実務法務検定試験 試験日�������������������������������������������� ６月21日（日）
・第 11 回 ビジネスマネジャー検定試験 試験日��������������������������������������� ６月27日（土）
・第219回 珠算能力検定試験

試験日����������������������������������������������������������������� ６月28日（日）

【代 表】 高橋 貞子 ☎043-423-7583
【所在地】 稲毛区山王町

【代 表】 清水 直紀 ☎043-297-7667
【所在地】 花見川区幕張町

小料理、酒、肴
中央区

うどん・そば店

串焼き雅

【代 表】 酒井 雅人
【所在地】 中央区中央

杵屋幕張イトーヨーカ堂店

若葉区

☎043-386-8660

リッティ㈱

【代 表】 山本 要子 ☎043-301-3160
【所在地】 若葉区西都賀

串焼きと一品料理・
ドリンクの販売

不動産業と国際物流業務

地域密着のリフォーム工事を手掛ける会社です。気軽にお
声掛け下さい。

味に鮮度にこだわり、
全国から厳選した食材を使い、
炭火で
丁寧に焼き上げております。

国際物流を主業務として１０年目。新規に不動産業を立ち
上げ、
業務拡大を目指す。

㈱ディルナックス キラスタイル

【代 表】 木村 仁 ☎043-312-0311
【所在地】 中央区浜野町

【中止となる検定試験】

花見川区

（順不同・敬称略）

建設リフォーム業

中央区

・第155回 簿記検定試験

㈱ファインドホーム

和食鰆

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

中央区

㈱Ｃ－ｎ
ｉ
ｎｅ

【代 表】 酒井 康弘
【所在地】 中央区長洲

稲毛区

☎043-306-9555

行政書士倉橋裕子事務所

【代 表】 倉橋 裕子 ☎090-4530-4286
【所在地】 稲毛区稲毛東

新車及び中古車の販売、ユーザー車検代行業務、訪
問介護サービス

ＯＡ通信機器の販売、設置工事、メンテナンス、サー
ビスの提供

建設業許可申請をはじめ、各種許認可に伴う書類の
作成及び届出。

千葉県内最安値宣言！１５年以上の実績のあるキラスタで
車検や構造変更等お任せ下さい。

千葉県を中心にＰＣ・インターネットでわからない事がござ
いましたらお任せください。

ご相談は無料で承ります。
（３０分）
会社設立、
古物商等お気
軽にご連絡下さい。

テルウェル東日本㈱ 東関東支店

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。

中央区

㈱クリエイトホーム

【代 表】 竹村 義彦
【所在地】 中央区弁天

☎043-307-3388

建築業請負工事を中心に宅地の販売、不動産仲介
等をしております。

中央区

【代 表】 濱 孝之 ☎043-227-7401
【所在地】 中央区祐光
清掃、オフィス用品販売、指定管理施設運営や電
柱広告掲載等、多様なサービスを展開

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

・第 44 回 福祉住環境コーディネーター検定試験 試験日�������������������７月 ５ 日（日）
・第 86 回 リテールマーケティング（販売士）検定������������������������������ ７月11日（土）
・第 39 回 BATIC（国際会計）検定試験 試験日��������������������������������������� ７月12日（日）
・第 28 回 環境社会（ eco ）検定試験 試験日����������������������������������������� ７月12日（日）
受験者の皆様にはたいへん ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。

４月号掲載内容についてのお知らせ
４月号で掲載した「東京2020特集 東京2020大会時の交通対策」については、
大会の開催延期が決定される前の情報になりますのでご了承ください。

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
支店 ＴＥＬ047-365-6007
ホームページ http：//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！

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。
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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！
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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。
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。

走った鹿児島市の北西部に、阿久根

九州新幹線川内駅から車で 分ほど

鹿児島空港から車で約１時間半、

社員数は約８００人、年間来店者数

「Ａ Ｚ-はやと店」
（霧島市）の計３
店舗を展開している。３店舗合計の

店」
、現在は、このほかに、
「Ａ Ｚかわなべ店」
（南九州市）
、そして

る。運営会社の名は株式会社マキオ

張っている注目すべきスーパーがあ

なお、この地に本社本店を構え、頑

と、中堅規模の小売店に成長しても

域住民の命と生活を守らねば……」

優 先 す る ……」 で あ る。 こ の た め、 や市役所への送迎も担っている。

どよりも、地域住民の命と生活を最

勝ち負け、さらには、効果・効率な

は地域住民の生活インフラ。損得や

牧尾社長の掲げたモットーは、「店

受けてきたからである。

評価され、この間、変わらぬ支持を

より地域外に住む人々からも、高く

経営・店づくりが、地域住民はもと

である現社長、牧尾英二氏の進めた

が、その最大の要因は、実質創業者

同社の成長発展の要因は多々ある

宅から店までの送迎どころか、病院

り、マイクロバスを４台購入し、自

は、交通弱者であるということもあ

扱っている（これがＡ Ｚ-の由来）
。
より驚くことは、地域住民の多く

１年に１人の顧客の要望であっても

とあれば、たとえ 個でも、たとえ

イテム。ちなみに、地域住民が必要

聞くと、取扱品目はなんと 万ア

今から 年前、１９５５年のピー

伝はほとんどしていないが、その業

チェーン店の衰退をよそに、広告宣
さらにはカー用品から軽自動車まで、

商品・仏具・住設部品・ドラッグ、

品はもとより家電・衣料品・ＤＩＹ

１９９７年に１号店である「Ａ
め、営業もあえて 時間、平屋建て
の巨大な店舗内で扱う商品も、食料

績は右肩上がりである。

Ｚあくね店」を開店して以来、全国

ク時の人口は４万人を数えていたが、 といい、本店舗名は「Ａ Ｚ-あくね
その後、年々減少を続け、今や当時
の半分の２万人である。深刻なこと
は、地域に住む人々の高齢化の進行
で、現在の高齢化率は約 ％と、全
国平均の ％はもとより、鹿児島県
の ％も大きく上回っている。 年
後（２０６０年）に国平均で ％に
達するといわれている高齢化率とほ
ぼ同率で、超高齢社会の縮図のよう
なまちである。
こうした過疎化・高齢化が著しく
進行する小さなまちにあって、
「地

ちなみに、気になる値段はという
と、ディスカウントストア並みの低

地域資源を活用したものづくりで、 いもの」をつくろうとして、その結

「ハッピーターン」
という商品をご存

新潟の亀田製菓がつくっている

先日テレビで見かけた長野県のサ

価格である。

果バランスの取れた、別の言い方を

じでしょうか。コンビニやスーパー

る限界まで」味を濃くしてみた、と

よくあるのがご当地食材を使った調

すれば目立った特徴のない商品に仕

に多いジャンルです。ともすれば同

脇役でありながら、ライバルが非常

レッシングがつくられています。

数え切れないほど多くの調味料やド

いえば調味料というくらい、全国で

す。

商品であることの方が望ましいので

語りたくなるほどとがったイビツな

目立った特徴があり、それを誰かに

選ばれるには、バランスを取って何

す。あまたある競合の中からあえて

消費者がそれを選ぶ理由が弱いので

か？」と聞いたら、「これ以上調味粉

倍、４倍に増やした商品はどうです

とです。開発担当者に「それなら３

法の粉 の”濃度を２倍、 2.5
倍に増量
した商品を投入してヒットさせたこ

せていただいたことがあります。面

以前、取材で製造工場の中まで見

から、これではいくらおいしくても、 せんべいに独特の味がする洋風の調

的なロングセラー商品です。俵型の

してとことんとがった商品に変身で

ものよりも、２番でなく１番を目指

嘆くなら、何となくバランスの良い

「良いものなのになぜ売れない」
と

ていました。

面白い点を「これでもか」と強調す

品を発掘しては、それが持つ長所や

があると思いました。地方に埋もれ

店」の商品開発にも似たような視点

いうわけです。

味料や副食材です。ドレッシングや

ン ク ゼ ー ル が 展 開 す る「 久 世 福 商

じ地域で同じ素材を使った類似商品

例えば、「日本一辛いトウガラシを

を入れると塩辛くて食べられないか

きないか考えてみるのも一つの戦略

もともと競合の多いジャンルです

私もいろいろな地域でこうした商

使った〇〇」とか「日本一ねばりの

ら」と言っていました。つまり、あ

だと思います。

ンとなる食品ではなく、あくまでも

が多数あります。

となくおいしいものをつくるよりも、 白かったのは、味を決めている 魔“

ある商品に育てて全国デビューさせ

るようにブラッシュアップし、特徴

た「良いものだけどあと一歩」の商

品に取り組む事業者さんの相談を受

強い納豆味の〇〇」といった具合で

えて特徴を付けるために「食べられ

味粉をまぶしたものです。

けたことがあります。ちょっと変な

す。

こうした商品は、食卓の上でメイ

話ですが、皆さん「きちんとおいし

たぐいです。農産物の６次産業化と

で売られているスナック菓子の代表

オンリーワン ま で
振り切ってとがらせる勇気を

40

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。

上げてしまいがちです。

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

スパイス、調味塩、ごはんのお供の

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、

40

1

渡辺和博／わたなべ・かずひろ

39

ろっている。

市という名の小さなまちがある。

は延べ６５０万人、そして売上高は
もうけではなく生活者の利便性のた

日常生活に必要な商品はほとんどそ

坂本光司／さかもと・こうじ
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

２８０億円である。

過疎地域の生活者を守り続ける
総合スーパー『マキオ』

坂本 光司

渡辺 和博

65

28
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会長
人を大切にする経営学会

24

日経ＢＰ社「日経ビジネス」シニアエディター

40

40

31

１８６７（慶応３）年、渋沢栄一は

普通、和食しか知らない日本人がは

要さと、
情報のインフラが「紙」である

弱のあいだ、パリを拠点にヨーロッパ

栄一はその随員として選ばれ、約２年
言われますが、栄一は完全に後者のタ

にチャレンジして楽しむ人がいる、と

い料理は注文しない人と、新奇なもの
と勧められて、実際にフランスの政府

フランス人から「公債を買うといい」

さらに、彼はパリでお世話になった

繋がったのです。

を回りました。
公債と鉄道公債を購入しました。帰国

移植していきました。そして、このと

しみて実感し、帰国後に日本にそれを

スにおける資本主義経済の威力を身に

な経験もしています。

回りました。そんななかで、次のよう

たり、オペラを見たりと精力的に動き

パリに着いてからも、病院を見学し

の証券市場の設立にも繋がっていきま

たそうです。こうした経験が、日本で

がりをしていて、それなりの利益が出

の前に売ったところ、鉄道公債は値上

小さいことは世間万事の出来ごとより、

きに彼が武器としたのが、その好奇心
彼は「新しいものは何でも楽しんで
大きいことは国家の差し迫った重要問
ひるがえって昨今、一人あたりの生

「はじめて見た新聞紙というものは、 す。

みよう」
「学んでみよう」という性格の
題にいたるまで、いちいちこれを報道
産性やＧＤＰで、お隣の韓国にも抜か

まさしく強い好奇心と探究心あって

持ち主でした。実際、乗船中の日記に
して世間一般に広く知らしめる面白い

この経験から栄一は、情報流通の重

「千葉おもてなしＳＨＯＰ
ガイド」とは？

店舗様も、この機会に「千葉おも

まだ当サイトに登録していない

地域の飲食店を応援しませんか。

すいテイクアウト・デリバリーで、

の飲食店を支援する「新型コロナ

ＰＲＯＪＥＣＴ」
による、
千葉市内

葉市１０００人のＳＡＭＵＲＡＩ

ＢＡもメンバーに名を連ねる「千

また、ちーバルや食楽ＩＣＨＩ

千葉市と船橋市、習志野市が運
営する多言語の店舗検索サイトで
す。
通常は、訪日外国人向けのＷＥ
Ｂサイトとして運営されています
が、新型コロナウイルス感染症の
拡大を受け、日本人向けにテイク
アウト・デリバリーに対応してい
る店舗を検索できる機能を新たに
設けました。

てなしＳＨＯＰガイド」にご登録

ウイルスに負けない！緊急飲食店
年部通信のページをご覧ください。

応援プロジェクト」については青

してはいかがでしょうか。

外出を控えている方も利用しや

ている店舗を紹介しています。

イクアウトやデリバリーに対応し

市内の飲食店を応援するため、テ

コロナウイルス感染症の感染拡大

出前の情報を発信・検索して、お

市」のついているテイクアウト・

ハッシュタグ「＃食べよう千葉

実施しています。

う千葉市」ＳＮＳキャンペーンを

ている店舗を紹介する「＃食べよ

すいテイクアウトや出前に対応し

外出を控えている方でも利用しや

千葉市内の飲食店を応援するため、

現在千葉市では、新型コロナウ

なしＳＨＯＰガイド」では、新型

語の店舗検索サイト「千葉おもて

さらに、千葉市が運営する多言

ましょう。

千葉市の飲食店を盛り上げていき

いしい体験をみんなでシェアし、

べきなのかもしれません。

び直すといった姿勢を日本は強く持つ

の日本の近代化だったのです。

こんなことを書いています。

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

思いました」

れるような状況下、もう一度海外に学

砂糖、牛乳を加えてこれを飲む。胸が

「カフェという豆を煎じた湯を出す。 もので、同時に非常に重宝なものだと

と探究心だったのです。

そこで彼はヨーロッパ、特にフラン

イプだったのです。

に使節団を送るよう求めてきたのです。 う。よくレストランにいって、知らな

ことを見抜きました。これが後の、王

大学倫理研究センター客員研究員。

じめてコーヒーを飲んだら、
「何だこ

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

ヨーロッパに渡りました。
当時、
フラン

1965年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。現在は作家と

子製紙や今の日本経済新聞社の設立に

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

れは」となってもおかしくないでしょ

淳

作家・
グロービス経営大学院客員教授

守屋

淳
守屋

ス政府がパリ万博を計画し、徳川幕府

好奇心と探究心
──もりや・あつし──

により、大きな影響を受けている
テイクアウト販売の様子（写真は美彩や）

イルス感染症の感染拡大を受け、

「千葉おもてなしＳＨＯＰガイド」
＆「＃食べよう千葉市」ＳＮＳキャンペーン

千葉の飲食店を応援しよう！

とてもスッとする」

〈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
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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

登録フォームは
こちら

まちづくり事業情報

中心市街地NEWS

青年部通信

WE ARE THE CHIBA

千葉商工会議所

〈〈ステップ２〉〉
応援したい飲食店を指定

次に、参加店から応援したい飲食

〈はじめに〉

全国的に外出自粛が呼びかけられ
る中、千葉市内の飲食店の多くが自

ました。会員の安全を考慮し、これ

部活動全般を自粛することといたし

いては、令和２年４月３日より青年

県の方針を踏まえ、千葉ＹＥＧにお

拡大状況に対する政府の提言や千葉

今般の新型コロナウイルス感染症

がなくなっても家賃や水道光熱費の

い危機的状況を迎えています。収入

食産業は、先行きの見通しがつかな

セルとなってしまいました。今、外

３月・４月の宴会予約も全てキャン

しています。また、繁忙期であった

しました。
そのため、
売り上げが激減

主的に営業時間の短縮や休業を決断

以上の感染拡大のリスクを回避する
支払い、従業員への給与の支払いを

千葉ＹＥＧの活動状況について

ための判断ですので、ご理解ご協力
続けなくてはなりません。事業継続

食経営者が数多くいます。

高を確認しながら、不安に怯える飲

の瀬戸際に立たされ、日々の資金残

のほどよろしくお願いいたします。

千葉市の飲食店を応援する

プロフェクトを紹介したいと思いま

ち千葉ＹＥＧも協力している、ある

借りて、会員の一部も参加し、私た

す。そのような中、今回はこの場を

かできることはないか模索していま

大防止を図りつつ、地域のために何

自粛しているところですが、感染拡

千葉ＹＥＧは現在すべての活動を

「
「美味しい╳楽しい」はコロナに負け

か助けたい！」

食店ファンの皆様の力を借りて何と

「この未曾有の危機を千葉市の飲

は街に活気がなくなってしまう…

で悲鳴をあげています。このままで

在です。その街の飲食店があちこち

飲食店は街の活力を与える大切な存

る支援」という形で応援して欲しい！

千葉市の飲食店を「未来につなが

す。それは、
「 緊急飲食店応援プロ

ない。今できる、未来につながる形で、

プロジェクトに協力しています

ジェクト『千葉市１０００人のＳＡ

いたします。

店舗希望の方は再度ご購入をお願い

１店舗となっておりますので、複数

ＭＵＲＡＩ ＰＲＯＪＥＣＴ』
」です。 客足遠のく飲食店を応援したい！」

ト有効期間（２０２０年８月 日か
ら２０２１年 月 日まで）に、チ
ケットと引き換えて下さい。
なお、
返
礼特典として、店舗ごとにオリジナ
ル特典を用意しています。

会長より読者の皆様へ

会員の皆様こんにちは。新型コロ
ナウイルス感染症拡大により自企業、
生活に影響を受けられている皆様に
は、心よりお見舞い申し上げます。
さて、上記のように、我々千葉商
工会議所青年部も、「千葉市１０００

皆様には、ご自身も大変な状況の
方もいらっしゃると思いますので、
出来る範囲でのご協力のほどよろし
くお願いいたします。
どなた様も、どうぞご自愛くださ
いますようお願い申し上げます。
令和２年度会長 田中あすか
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千葉市の飲食店を美味しく支援できるプロジェクトに協力しています

このような未曽有の危機を迎える
外食産業の支援を行うために令和２
年４月 日に立ち上げられたのが、
本プロジェクトです。
店を指定してください。
参加店は、
本

プロジェクトのホームページで確認 （特典例１）

応援する形はとってもシンプルな
３つのステップで参加することがで
することができます。申し込み画面

がございます（変更があった際は、
本誌の読者の皆様にも

人のＳＡＭＵＲＡＩ ＰＲＯＪＥＣ

購入決済が完了したら、登録した

プロジェクトホームページで告知さ

自粛要請が長引いた場合、チケッ

）にアクセスして、トップペー
com/
ジのメニューの中から「プロジェク

メールアドレス宛てに、購入番号付

Ｔ」に協力する事になりました。

トを支援する」をクリックしてくだ

・飲食店舗へお声掛けする

・ＦａｃｅｂｏｏｋでのＰＲ
万が一サービス券をご購入された

・購買促進してくださる

れます。
）
。
店舗が休業・閉店等となった場合、

きの電子メールが届きます。購入番

てください。

があった際、実行委員会は干渉いた

いしたく存じます。

など広報する活動にご協力をお願
す。応援（支援）という性質上、い

サービス券の利用ができなくなりま

〇２，０００円チケット

かなる理由においても返金は致しま
万が一、サービス券がご利用でき

〇５，０００円チケット
〇３０，０００円チケット

ない事態が発生したとしても、実行

せん。

〇５０，０００円チケット

委員会では責任を負いません。

〇３０，０００円協賛

しません。

各店舗とお客様との間でトラブル
（飲食特典なし）

回の購入で選択できるお店は

※協賛クレジット記載

【運営事務局応援】

〇１００，０００円チケット

〇１０，０００円チケット

【飲食店応援】

さい。開いたページで次の応援金額

トの利用できる期間が短くなる場合

（必ずご確認の上、 ご購入下さい）

６つの注意事項

全力でお礼します！

の「備考欄」に、ご利用希望の店名 （特典例２）
と、お店への応援メッセージをお寄
せください。

〈〈ステップ３〉〉

1

％分のサービス致します！

きます。

〈ステップ１〉
応援チケットを選ぶ

まずは「千葉市１０００人のＳＡ
ＭＵＲＡＩ ＰＲＯＪＥＣＴ」ホーム

電子メールを確認し、チケットを

31

号の画面を飲食店へ提示し、チケッ

直接飲食店で受け取る

7

の中からご希望のチケットを選択し

ページ（ https://chiba1000samurai.
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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／ WE ARE THE CHIBA

〈ジェトロレポート〉いま世界に目を向けて

新型コロナウイルス感染拡大による海外ビジネスへの影響

同月比約 割～ 割減）
」
（ ％）
、
「極めて大
きい
（売上等が前年同月比約 割以上減）
」（
％）と約 割の企業が影響が出る見込みと回
答、 ％の企業はその影響が大きいと見込む。

査」
を実施
（第 回調査、実施期間：２０２０

新型コロナウイルス対策に関わる緊急調

ジェトロ在米事務所は「在米日系企業の

も多く、
「従業員の安全確保の体制確立」が

待機令の解除」を挙げた企業が約 割で最

今後の事業活動再開の条件としては「自宅

本人商工会議所は、同会議所会員１，７６４

ジェトロ・バンコク事務所とバンコク日

新型コロナウイルス感染拡大の影響」を設け、

ジェトロでは、特設ＷＥＢサイト「特集

■ジェトロの新型コロナウイルス関連支援策

ぶ。また、生産を中断・減産している企業

上が減少した企業が全体の 分の にも及

産・販売の状況について、過去１ヵ月に売

造業：５１０社、非製造業：４４４社〉
）
。生

品の確保」など安全対策が上位に挙げられ

多、続いて「マスクなど防護用具、衛生用

への課題は「従業員の不安の払しょく」
が最

「わからない」との回答も 割に上る。再開

しは「 月中」
が 分の 以上で最も多いが

（２１３社）が「売上の ％以上の大きなマイ

製造業の ％（２２７社）
、非製造業の ％

月 日～ 日）
。同時点での業績への影響は、 いる。加えて、
直接対面による面談が困難な

造業：２６７社〉
、実施期間：２０２０年

年 月 ～ 日、回答企業数：９５４社
〈製

は実に約 割に達し、その最大要因は国内
る。米政府の支援策では、 割の企業が
「給

3

1

中、ＴＶ会議システムなどのデジタル技術

が「失業保険給付」
を申請または活用してい
スの影響がある」
と回答。 月下旬以降、
入国

ナスの影響がある」もしくは「多少のマイナ

等にも取り組んでいる。国際ビジネスにつ

ＴＶ会議を活用した貿易相談・専門家支援

を活用し、ウェビナー（ＷＥＢセミナー）
、

ンに影響が出ている。年内の米国事業の方
制限を含む非常事態令の発動で、タイ国内の

https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/

ジェトロ千葉（０４３ ２
‒７１ ４
‒１００、
＠ jetro.go.jp
）
までご連絡願いたい。
chb

きご相談のある方は、いつでもお気軽に

る。また、日本本社に米国の事情を理解し

千葉・柏・袖ヶ浦・茂原・幕張・成田・松戸

を見込んでいるが、約 割の企業が「縮小」

千葉市中央区中央1丁目1番3号
住生・りそな千葉ビル3F
☎ 043-202-7111

3

月初旬時点では売上への悪影響は更に強く

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

かれている。

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

営業センター

を強いられると予想している。

道場店・稲毛店・銀座店

〈 参考 〉

http://www.ohshima-cp.com

次に、雇用への影響であるが、約 割の

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

新型コロナウイルス感染拡大の影響

街頭防犯カメラ

在米日系企業が「影響なし」
と回答。業務の

http://www.osenbei.co.jp/

5

0120 ‑ 06 ‑ 2771
〒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

千葉市中央区新宿1‑20‑5
本店

ジェトロ「特集

未来の住環境に夢発見。

総合防犯設備・用品
住宅設備機器・管工機材・建築資材の総合商社

なくなった従業員の扱いは、雇用契約・健

エースター株式会社

向性について、 割超の企業が「現状維持」

79

3

耐久消費財支出は大きく落ち込んでおり、

5

80 13

ルス関連海外ビジネス相談窓口」を設置して

需要の減少である。部材・原材料の調達遅
与保護プログラム
（ＰＰＰ）
」
を、 割の企業
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私たちは、千葉県エリアにおける
地域密着型の
総合飲料自販機オペレーターです。
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てもらうことに苦慮しているという声も聞
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出ていると考えられる。
ホーチミン日本商工会議所とジェトロ・ホ
ーチミン事務所は、ベトナム南部に拠点を置
く同会議所会員企業に日系企業の状況やビ
ジネスへの影響等につきアンケートを実施
（回答企業数：３５９社
〈製造業１６８社、非
製造業１９１社〉
、実施時期： 月 日～

比約 割減）
」
（ ％）
、「大きい
（売上等が前年

日）
。
同時点では
「ある程度
（売上等が前年同月

25

～進出日系企業の現状とジェトロの支援～
佐藤 拓

■タイ、ベトナムにおける影響

3

5 19

ジェトロ千葉 所長

康保険などは維持する「一時無給休職」
が約

新型コロナウイルス感染拡大が在外日系企業のビジネスにどのような影響を与えているのか、ジェトロ（日本貿易振興
機構）は緊急アンケートを実施した（詳細は文末ＷＥＢサイトをご参照願いたい）
。
■米国における影響
～タ
 イでは約 割、ベトナム南部では

4 34

社に対し、新型コロナウイルスのビジネスへ

割を占め、解雇は約 分の にとどまる。

30
6

2

6

割超でこれに続く。事業再開の時期見通

～在米日系企業の７割超が売り上げ減少

1

25

最新の海外ビジネス情報を提供するととも

約 割の日系企業に影響

8

の影響に関する緊急アンケートを実施（回答

1

に、海外ビジネス相談窓口「新型コロナウイ

4

企業数：５５２社〈製造業：２８５社、非製

5
5

3
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延により約 割弱の企業のサプライチェー
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手みやげに一番

