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『コロナ後の千葉県経済』

株式会社ちばぎん総合研究所　　　　

取締役社長　前田　栄治　氏

特別講演会

　まず、内外経済についてお話する。今年はコロ

ナに振り回された年だった。来年の景気も、コロ

ナがポイントとなりそうだが、基本的にはブース

ター接種を含めたワクチン接種の普及、経口薬の

利用開始、医療体制の充実などで鎮静化に向かう

と思っている。

　もう一つの特徴だが、今年は内外ともに政治に

関するイベントが多かった。日本では衆議院議員

選挙、自民党総裁選挙があり、千葉県でも熊谷知

事が就任された。米国では、バイデン大統領が就

任。ドイツのメルケル首相も、本年末で退任する

予定となった。来年も日本の参議院議員選挙を含

め、政治イベントには引き続き注意が必要だ。

　このほか、脱炭素やデジタル化といった長期の

課題がある。官民双方で取り組まざるを得ない課

題だ。企業にとってはビジネスチャンスにつなげ

るべく、前向きに取り組むことが大事だ。

　次に世界のPMI（購買担当者景気指数）を見ると、

コロナショックで、製造業もサービス業も大きく

下がったが、製造業が早目に回復した。しかし夏

場以降、どの地域でも減速感が見られる。これは

供給制約の影響などが背景ではないかと思う。

　サービス業は、振れはあるが、欧米が強めだ。

欧米では重症化が抑制されていることから、経済

回復を優先している姿となっている。

　中国はいずれも早目に回復したが、製造業・

サービス業とも、ここに来て頭打ち傾向になって

いる。要因の一つは、習近平が共同富裕の考え方

から、不動産業・IT産業の活動を抑制しているこ

とが影響していると見ている。

　最近の製造業の頭打ちの要因である世界的な供

給制約だが日本経済にとっても悩みだ。これによ

り回復してきた輸出が頭打ちとなり、同時に輸入

コストの上昇という形で、悪影響を及ぼしている。

　供給制約はなぜ起きているか。実はリーマン

ショックの後よりも、世界需要の回復は極めて早

かった。世界需要が回復する一方で、いろんな所

で供給が追いついていないことにより生じている

ものなので、多少時間はかかるかもしれないが、

基本的に摩擦的・短期的な現象と見ている。

　現在三つのボトルネックがある。まず「人手不

足」は、特に米国で顕著だが、時間の経過ととも

に解消していくと思っている。

　次に、「サプライチェーンの混乱」は、新興国

における感染拡大に伴う生産停止がかなり大きな

要因とされてきたが、ここも新興国の感染抑制に

伴って、とりあえずは収束に向かいつつある。

　厄介なのは最後の「エネルギー価格上昇」だ。こ

れは米国でのハリケーンの影響や、OPECプラスに

よる減産緩和の見送りといった短期的要因も影響

しているが、脱炭素に向けた動きという長期的要

因が影響している可能性も指摘されている。長引

く可能性も念頭に置いて、脱炭素等、エネルギー

効率の上昇に努めていくことが必要かと思う。

　主要国の株価は、昨年大幅に下落したあと、景

気低迷の中でもコロナ鎮静後の経済回復を先取り

して上昇してきている。日本の上昇が鈍いのは、

ワクチン接種の遅れが一つの要因だが、イノベー

ションや成長の姿が見えにくいことも要因として

挙げられている。

　来年の株式市場は、世界経済が明確になること

がプラスに作用すると思っている。一方、海外で

インフレが進んで、米欧で金融緩和の修正が行わ

れた場合などに、高水準となっている米国を中心

に、一時的に下落する局面が出てくることもあり

得る点に注意が必要。ただ、来年のうちは本格的

な利上げには遠いと思っているので、株価が下落

トレンドに方向転換するとは見ていない。

　世界的な株価の上昇を支えて、景気の底割れを

回避してきた大きな要因は、世界的に大規模に行

われた財政金融政策だ。日本においても、今回の

対策は、一般会計ベース31.6兆円も含めると、昨

（２０２１年１１月２４日開催）
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年来合計で100兆円を超える対策がなされている。

　日本では来年、参議院議員選挙があるので、積

極的な財政政策が維持され、金融政策も米欧とは

異なり、緩和の修正には向かわないと見ている。

ただ、いずれ財政支出は削減され、支出の中身も、

誰でも救済するものから、企業や個人の努力を促

すものへと変わっていくのではないか。

　こういうマクロ政策のおかげで、首都圏の倒産

については、千葉を含め歴史的に低い水準まで低

下してきている。同時に、厳しい経営環境の中で、

小規模事業者が他社に事業を引継ぐ動きが、かな

り増えている。

　設備投資は、短観の9月調査をみると、昨年度下

がったあと今年度はリバウンドしてきている。特

にソフトウェアの投資がかなり増えていて、デジ

タル投資を中心に明確な増加に転じている。

　個人消費は、サービス関連中心に低迷したが、

最近では回復が徐々に明確になってきているよう

だ。千葉・東京の人流を示したものを見ると、千

葉はコロナ前に近いところまで回復してきている。

　家計が保有する金融資産残高は、コロナ前の19

年末と比べ、金融資産全体で102兆円増えて1,992

兆円、ほぼ2,000兆円。現預金で65兆円増えて

1,072兆円と、かなり大規模な数字となっている。

　この要因は、一つはコロナになって消費しなく

なった一方で、そんなに失業はしない、給料も引

き続きもらえる、そして、政府から13兆円の定額

給付金をもらった、これをため込んだ結果である

と見ていて、株価の上昇も影響していると思う。

　内外経済の最後は経済見通しだ。まずIMF（国際

通貨基金）による世界経済見通しは、昨年秋以降

上振れてきたが、10月時点では今年の春と比べ、

本年は若干下振れ。来年は上振れ、来年後半には

コロナ前からの成長トレンドに戻るイメージだ。

　先進国や中国の成長は強いが、南米とかアフリ

カといった新興国は、成長がにぶい状態からなか

なか脱しきれない、いわゆるＫ字型経済だ。この

Ｋ字型の状況が、来年もある程度は残りそうだ。

　日本経済の見通しは、20年度は、4.4％の減少

だった。今年は3％強。来年は、3％弱の経済成長

になる見通しだ。来年度の後半ごろにはコロナ前

のトレンドに戻ることが予想される。

　今年は経済全体としては、世界経済に牽引され

る形で健闘してきた。来年度も追加財政の効果も

あって、上振れる可能性が十分にある。そのうえ

で、不透明な要素があることも指摘しておきたい。

　まず、コロナの感染状況だ。こちらはワクチン

接種の浸透や経口薬の普及などから、1年前に比

べ不確実性は低下しているが、なお注視が必要だ。

　一方で、コロナ禍で加速しているデジタル化や

グリーン化の動きは、企業にとってコスト増につ

ながる面もあるが、イノベーションを促し、ビジ

ネスチャンスにも結びつくと期待できる。この面

で日本は遅れぎみなので、今後オールジャパンで

の取り組みが、コロナ後の経済の実力を高める上

で極めて重要で、株価にも影響してくると思う。

　このほかに、グローバルな供給制約とそれに

伴ったインフレ持続のリスクを受けて、金融緩和

転換の可能性が新たなリスクとして挙げられる。

　FRBは、今月、資産買い入れのペースを来年半ば

にかけて段階的に縮小していくことを決めた。そ

れ自体は、大きな影響を及ぼさないと思うが、縮

小が終わったあとに利上げするのではないかとい

うところに、市場の注目が移ってきている。私自

身は、来年利上げすると思っているが、利上げす

るとしても来年後半に2回程度、水準としては

0.5％の政策金利になるぐらいだ。

　とは言え、株式市場がいったん大きく下がると

か、新興国から米国などへの資金の流れが加速し

て、国際金融市場がいったん混乱するというリス

クには、目配りする必要があるだろう。

　最後に国際関係について、極端に心配している

わけではないが、中国と米欧との関係悪化には、

引き続き注意が必要かと思う。

　続いて、千葉県経済に移りたい。千葉県は様々

な産業をバランスよく有して、首都圏経済の影響

を強く受ける。

　千葉県企業経営動向調査の業況判断では、昨春

に大きく落ち込んだあとかなり明確に戻ってきて

いる。ただ、産業や企業によるばらつきは大きい。

　この9月に、業績が芳しくない先に「コロナ禍以
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前に戻る時期はいつか？」と調査したものでは、

「2年かかる」「3年以上かかる」「戻らない」、この

三つの合計で半分強だった。特に非製造業につい

ては規模の大小に関係なく、影響の長期化を懸念

している。

　千葉県企業の設備投資は、全国と似通った動き

だ。定性的な調査では、春の調査に比べて増加さ

せるという企業が増えている。

　日本政策投資銀行の6月の調査でも、首都圏に

比べて千葉県企業の設備投資の伸びが、今年度＋

35.3％とかなり高めとなっている。第1の要因は

運輸で、成田空港の拡張工事が入り、設備投資が

大幅増。第2番目に、資金繰りが良好。第3番目に、

コロナ後を見据えてデジタル化を含め、戦略投資

の重要性が認識されていること。

　観光を見ると、成田空港の旅客数は、国内線は

徐々に戻りつつあるが、国際線はほとんど変わら

ない。入国制限の緩和によって、ビジネス客の回

復が多少は期待できそうだがコロナ前の約9割が

観光客だったので、回復には時間がかかりそうだ。

ただ、成田空港における物の輸出入は、世界貿易

動向を反映してはっきりと増加してきているので、

この傾向が続くことは期待できるのではないか。

　千葉県内の宿泊者数の推移は、20年と比べると

昨年の秋、県内の客がすごく増えて、全体でも19

年並みにまで回復。「マイクロツーリズム」が千葉

の観光を支えた形だ。感染が沈静化するにつれて

県外客も増えるとは思うが、当面は県民に来ても

らえるような魅力づくりと、県民が観光を支える

という意識の双方が大事だと考えている。房総半

島の個人客を対象とする宿泊施設では、料理とお

風呂、そして感染対策によって県民のリピーター

がかなり増え、「コロナ前より売り上げが増えて

いる」といった声も聞かれる。

　最後に、コロナ後の千葉県経済について、私な

りの考えをお話しさせていただきたい。

　一番大きな変化は、人口動向だ。これからの10

年は全国の減少が加速し、東京ですら横ばいくら

いだ。千葉県は、減少に転じていく可能性が高い。

　これまで千葉県経済は、不動産・建設（ベット

タウン関係）にしても、サービス業、農林水産業、

製造業にしても、東京を中心とした首都圏の発展

の恩恵を受けてきた。今後は、首都圏でもこうい

う状況なので、いかに千葉に人や企業を呼び込ん

で、千葉経済圏をしっかり確立していくか。これ

まで以上に努力が必要になってくる。

　コロナによって千葉に有利な動きも見られてき

ている。東京圏の転入超過数の状況を見ると、昨

年度の転入超過数は、19年度と比べて、首都圏4都

県の中で、千葉が唯一前年に比べて転入超が増え

た。かつ、千葉では30歳代以下の子育て世代、こ

れからコミュニティを支える世代が増えていると

いうグッドニュースもある。

　背景には、コロナ禍でのテレワークがある。テ

レワークが相当広がったので広い家に住みたい、

そして千葉県の感染が相対的に少ない、住宅価格

が相対的に安いことが背景にあったと見ている。

　そうした状況を踏まえてちばぎん総研では、東

京都民に調査を実施した。東京都の人口1,100万

人のうち千葉県へ移住ポテンシャルがどのぐらい

あるかを、調査結果から試算すると、具体的に予

定しているのが11万人、将来検討の可能性が40万

人、足して50万人だ。千葉県の人口は600万人超

だが、それなりのポテンシャルはあるということ

だろう。

　別の課題の一つは千葉県の産業構造だ。人口、

面積、県民所得、農業、水産業、製造業等々全国

の順位を見ると、いずれも全国で一桁台の順位に

位置していて、バランスの取れた経済構造である

ことが強みであると言える。

　しかし、仔細に見ていくと、コロナの中で需要

が高まったのは情報関連だということ、もう一つ

は自動車の需要が増えたことだ。自動車製造業は

千葉にはないので、ここはやむを得ない。情報関

連・情報通信業のウエイトが千葉は少ない。科学

技術もやや低めだ。そうしたことが、長い目で見

た大きな課題だと思われる。

　コロナを契機にデジタル化・グリーン化の重要

性が指摘されており、国もその方針だ。千葉県の

企業に私どもがデジタル化に関する調査をしたが、

5割強の企業がまだ実際には活用しておらず、活

用している企業についても抜本的な業務改革に資

するようなものは少ない。



5ＣＨＩＢＡ ｋｅｉｋｙｏ・Ｎｏ４８４

　これは、千葉県の企業が多少まだ鈍いというこ

とであるが、逆に言えば、今後まだまだDX(デジタ

ルトランスフォーメーション)活用の余地が高い

ことを示したものでもある。大事なことはDXと

言っても経営をどう変えたいからやるのかという

目的をはっきりさせることだろう。

　次に、デジタル化と並んで今後の課題と思われ

る、SDGsへの取り組みを見てみたい。19年と21年

にちばぎん総研が千葉県の企業に実施した調査の

結果を見ると、「すでに実施」、「具体的に検討中」

という答えが増えている。一方で、75％がまだ検

討にも至っていないとも言える。「何から取り組

んだらよいかわからない」という回答が多いよう

だ。

　行政も遅れ気味だ。例えば、「ゼロカーボンシ

ティ宣言」だが、千葉県は今年2月になって出した。

それが全国47都道府県の中で29番目だ。

　また、脱炭素に関する調査では、取り組む企業

に対して、生活者は「応援したい」、「商品・サー

ビスを購入したい」といった回答が6～7割に上る

ので、そういう消費行動も考えていく必要がある

だろう。

　将来の千葉県経済はどうあるべきか。千葉県で

は熊谷新知事のもと、現在新たな総合計画を策定

中だ。若干紹介すると、基本理念は、10年後を見

据え、「千葉の未来を切り開く」だ。この総合計画

は、産業のみならず、教育、防犯、文化、防災等、

幅広くカバーする。

　産業については、「目指す姿」を六つに分けて

言っており、「千葉経済圏の確立」という表現が使

われている。東京都経済だけに頼らない、千葉な

らではの自立性も高めていく必要があるという意

識がある。また、新しい産業やビジネスの発展を

促進していく。企業誘致も、これまで以上に進め

ていくといった方針が詳しく書かれている。

　千葉県では1983年の沼田知事時代に「新産業三

角構想」を掲げて、学術教育・研究開発・国際的

物流の3機能に着目して、これらを幕張新都心、か

ずさアカデミアパーク、成田国際空港都市構想、

この三つの核となるエリアを中心に整備してきた。

あらためてその成果を点検・評価し、時代の変化

に応じて修正しつつ、発展・拡大させることが必

要な局面にきているのではないか。

　それで今回、「スクエア」という言葉をつけた。

「三角構想」の三角はトライアングルだが、最近、

先進的な動きが出ている柏などの東葛エリアも含

めて考えていくべきだろうということで、四つの

エリアなので「スクエア」と名づけた。

　四つの地域をしっかり結びつけるための交通イ

ンフラも必要だろう。東葛と成田は、交通の便が

よくないので北千葉道路をなるべく早く開通させ

る、こういう交通インフラも重要だと思っている。

　次に、イノベーション促進の対象となる産業や

分野だが、できれば千葉県の強み・特徴を活かせ

るものをターゲットとしたほうが、千葉県経済全

体の発展にも結びつきやすいと思う。

　例えば農林水産業は、やはり千葉が強い。デジ

タル化という場合にこういう千葉の強みを生かし

て、もっと発展させるように活用していく。「ス

マート農業」、あるいは「プレシジョン農業」と

言われるが、スマート化が進めば、当然それを目

的に関連産業も出てくると思う。

　それ以外では、ヘルスケア・ライフサイエンス

の関連産業を発展させることも重要だろう。また、

成田空港は、世界の玄関口であることのメリット

を、最大限生かしたい。さらに、千葉工大が取り

組むロボットや千葉大が取り組むドローン、この

あたりもしっかり活かしていく。湾岸エリアは素

材産業が多くて、ブラウン的なイメージがあるが、

だからこそグリーン化を目指していく。

　ヘルスケア・ライフサイエンスだが、医療特区

である「成田」、あるいはDNA研究所のある「かず

さ」、に加え、例えば、「柏の葉」には国立がん研

究センターや東大・柏キャンパスがある。これの

連携を高めていくことが極めて重要ではないか。

　いずれにしても千葉県が、ヘルスケアを含めて

産業の発展、イノベーションに取り組んでいく

メッセージを明確に発信していくことは、人口減

少社会において人や企業を千葉に呼び込んでいく

上で、極めて重要なことだ。

　今後も幅広い方々から色々な知見をいただいて

いきたいと考えている。

（文責　事務局）
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石渡俊彦プロ 第第6622回回

　そして、それらの指でクラブヘッドを押すこと
で、芝に当たり負けしないグリップが完成します。
　実はこれ、ラフからのショットでも同じことが
求められます。

　レッスンの現場では「右手を使ってはいけない」
「クラブは左手でスイングするもの」などの情報を
鵜呑みにしたゴルファーが、このことが原因でよ
くミスします。

　グリーン周りに行ったら、ボール周辺の芝の様
子を観察してみてください。
　そして、「あれ、これはダフるかも」とゴル
ファーの直感が出てきたら、この記事を思い出し
て実践してみましょう！

　コースで1回成功すると、ゴルファーは大きな
自信になりますよ。

●　すぐに使えるゴルフ上達のヒント満載！

「春先のアプローチ“芝対策”」

　みなさんこんにちは。石渡俊彦です。

　桜の花も散り、草木の息吹きを感じる季節とな
りました。いよいよゴルフシーズン本番です！
　ゴルフ場では冬の枯れた芝の下から、逞しい芝
の新芽が伸びています。そして、この時期に良く
耳にするのが“グリーン周りのダフリ”です。
　今回は春先のアプローチ“ダフリ対策”につい
てお話しします。

　この時期にグリーン周りでダフるゴルファーの
特徴の一つに、“グリップが緩い”という問題があ
ります。
　練習場のマットではうまくボールが飛んでくれ
ますが、生きた芝ではそうはいきません。なぜか
と言うと、芝の新芽は葉が広くしっかりしている
ために、うまくボールをコンタクトしてもクラブ
が芝に“引っかかってしまう”ことがよくあるか
らです。
　そこで重要になるのが「グリッププレッシャー」、
つまり「握る強さ」ということになります。

　ちょっと試してみてください！
　クラブで何かを押す力を加
えてみましょう。

　いかがですか？右手人差し
指に圧がかかるのを感じたと
思います。
　つまり、芝の抵抗を想定し
て、アドレスの段階から右手
の人差し指、中指あたりを、
しっかりグリップしておく必
要があるわけです。 

詳しい指導は「ゴルフスタジオ f 千葉みなと」
までお問い合わせください。
千葉市中央区中央港1-16-3　TEL.043-239-7782

石渡俊彦　youtube
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　日本では、どら焼きや大福、米菓などの和菓子

だけでなく、ケーキやアイス、焼き菓子などの洋

菓子が巷に溢れている。その種類の豊かさは老若

男女に愛される。新鮮で良質な素材を使った、真

心のこもった商品をお手頃価格で楽しみたいとい

うのは、贅沢なのだろうか。子どもにとって憧れ

の洋生菓子は、めったに口にできない嗜好品。こ

れを本物の素材のままで、手の届く価格で届けた

い。これに挑戦したのが、山梨県に本社がある総

合菓子メーカー「シャトレーゼ」である。

　シャトレーゼは、コロナ禍に直面し、多くの同

業が不振にあえぐなか、国内600店舗、海外8ヶ国

に進出し、100店舗を展開している。手がける事

業は、菓子事業、ワイナリー事業、ゴルフ事業、

リゾート事業と多岐にわたる。無理やりの拡大路

線を選んだわけではなく、シャトレーゼにできる

ことがあるかを基準に火中の栗を拾った結果であ

るという。

　それゆえ、老舗和菓子屋がシャトレーゼの支援

を求めて傘下に加わっている。独自戦略で成長を

続けるシャトレーゼの経営の秘訣を解説したのが

本書である。なお、創業者が現在もリーダーを務

めているにも関わらず、本書では店舗開発、商品

開発、広報戦略および海外進出などの各部署の担

当者がシャトレーゼの魅力と強みを語っている点

に、類書にはない特色がある。

　食品工場の大量生産品の多くは「手作り未満」

の味だったりする。全国展開を狙う商品はいずれ

も、問屋や配送などの中間コストを商品価格に転

嫁せざるを得なく、それを埋め合わせるかたちで、

原材料費を削らざるを得ない。それゆえ、まちの

個人店のほうが魅力ある商品を提供することも少

なくない。

　しかし、シャトレーゼは工場による大量生産で

も、設備への工夫や人材配置を見直し、原材料の

持ち味を最大限に引き出した美味しさを追求して

いる。シャトレーゼ独自の農園工場供給体制と工

場直販の流通システムである「ファームファクト

リー」（農園工場供給体制）構想の実現により、

おいしくて安い商品を提供している。また、創業

時から一切メディア広告を出さないことで、コス

トを抑えている。それが店舗の看板に標榜されて

いるように、「自然のおいしさと、人を想うおいし

さと」なのである。なお、赤字覚悟でアレルギー

対応のケーキや糖質カットのケーキも販売する。

消費者のためにあえて生産することも少なくない。

　さて、シャトレーゼが海外進出を始めたのは、

2015年4月になってのこと。わずか7年で海外8ヶ

国に進出し、100店舗を展開しているのは、ロイヤ

リティを取らず、対等な関係を構築する独自のフ

ランチャイズ方式を海外でも適用したからである。

言葉は通じなくとも、良好な関係を打ち出した海

外展開は瞬く間にアジアを席巻する。利益の分配

ではなく、理念を共有できるパートナーと提携す

ることで、シャトレーゼの未来を託しているので

ある。

　本書では、シャトレーゼのSNS戦略、三喜経営、

取引先とのフェアな関係構築、ブランディング、

人材育成など、様々な取り組みが紹介されている

が、それらに共通するのは顧客第一をモットーに、

シンプルで合理的な手法による企業経営を展開す

るものである。まさしくお手本と呼べる存在では

ないだろうか。

　シャトレーゼは上場企業ではない。上場するこ

とのメリットより優先せず、顧客に美味しいもの

を安く届けることを創業より愚直に守り続けてい

る。すべては、シャトレーゼの経営理念「三喜経

営」を体現したいからであるという。近江商人の

「三方良し」にも通じる商売の極意がここにも継承

されていたのである。精読を勧めたい。

評　者
千葉大学大学院社会科学研究院 教授

小川　真実 氏(おがわ　まさみ）

書書書書書書書書書書評評評評評評評評評評「「「「「「「「「「経経経経経経経経経経営営営営営営営営営営者者者者者者者者者者にににににににににに役役役役役役役役役役立立立立立立立立立立つつつつつつつつつつここここここここここのののののののののの一一一一一一一一一一書評 「経営者に役立つこの一冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊」」」」」」」」」」」第第第第第第第第第第88888888886666666666回回回回回回回回回回第86回

『シャトレーゼは、なぜ「おいしくて安い」のか』

齋藤 貢 著 CCCメディアハウス：2020年
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　新年度となりましたので、今年度の人事労務関

係に関わる法改正を取り上げます。

Ｑ　女性活躍推進法の改正によって、何が変
わったのでしょうか

Ａ　現在、常時雇用する従業員が301名以上の企
業に義務づけられている取り組みがいくつかあり

ますが、この対象となる従業員数が101名以上と

変更されます（100名以下の場合は努力義務）。

　これらの企業は、①自社における女性の活躍に

関する状況把握、課題の分析を行って、②数値目

標を定めた行動計画の策定・社内周知・公表をし、

③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届

出、④女性の活躍に関する情報の公表、をしなけ

ればなりません。

Ｑ　パワハラ防止に関して、何かしなければな
らないでしょうか

Ａ　パワハラ対策に関し、中小企業に認められ
ていた猶予期間は4月1日まででした。したがって、

現時点では以下の様なパワハラ対策の措置を講じ

る義務が生じています。仮に対策を取っていない

場合、パワハラに関して企業の安全配慮義務違反

が問われることになりますので，ご注意ください。

①　パワハラの内容及びパワハラを行ってはな

らない方針を明確化し、労働者に周知啓発す

る（パワハラの具体例やそれが許されないこ

と・懲戒処分の対象となり得ることを内容と

する研修・講習の実施）。

②　パワハラを行った者に対し厳正に対処する

旨の方針及び対処内容を就業規則その他の服

務規律を定めた文書に規定し労働者に周知啓

発する（懲戒処分の例として定める）。

③　相談窓口を定め周知する（会社内部に限ら

ず、外部委託も可）。

④　相談窓口の担当者が相談内容や状況に応じ

て適切に対処する（研修等を受講させた、適

切な対応が可能な担当者を選任する必要があ

る）。

⑤　パワハラ相談の申し出後、迅速かつ適切な

対応をすること（迅速かつ適切な事実確認、

被害者に対する配慮の措置の適切な実施（配

置転換等）及び行為者に対する適切な措置（懲

戒処分等）、パワハラの事実が認定できたか

否かにかかわらず職場全体における再発防止

措置の実施）。

⑥　相談時・または相談後、被害者・行為者等

のプライバシー保護に必要な措置を講じ、労

働者に周知する（情報漏洩のないよう、相談

担当者への指導教育の実施）。

⑦　パワハラの相談や、事実関係の確認等に協

力したことを理由とした不利益取り扱いの禁

止。

Ｑ　その他人事労務に関わる改正はなにがある
でしょうか

Ａ　短時間労働者の社会保険加入に関する改正
があります（10月から）。

　雇用する被保険者の労働者が常時100人を超え

る事業所で働く短時間労働者であり、かつ、継続

して2ヶ月以上使用される、または使用される見

込みである場合に社会保険の加入対象となります。

　また、成人年齢が18歳に引き下げられましたの

で、18歳以上であれば、親権者の同意なく雇用契

約を締結しても、雇用契約が取り消されることは

なくなりました。

労務法制委員会Ｑ＆Ａ
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弁護士法人リーガルプラス　成田法律事務所

弁護士　宮　崎　寛　之　氏
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詳しくは同封のチラシをご覧いただくか、
右のＱＲコードのページをご覧ください

セミナー・行事のご案内

講演会

日　時
場　所

講　師内　容

6月6日（月）
12：00～14：00
京成ホテルミラマーレ

産経新聞
　編集局長　五嶋　清　氏

特別講演会
「岸田政権の行方と日本の基本問題」

6月9日（木）
13：00～14：30
クロスウェーブ船橋

(元)東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会
㈱川崎フロンターレ
　プロモーション部部長
　天野 春果 氏

第194回経協フォーラム
（県西4支部共催）
「限界突破で夢を叶える方法
　～川崎フロンターレの事例から

見る発想力と巻き込む力～」

7月5日（火）
【講演会】
15：00～16：30
【懇親パーティー】
16：30～18：00
アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

銚子電気鉄道㈱
　代表取締役　竹本 勝紀 氏

新会員歓迎特別講演＆懇親パーティー
「逆境に負けない」

7月7日（木）
12：00～14：00
ホテル ザ・マンハッタン

キヤノングローバル戦略研究所
　研究主幹　宮家 邦彦 氏

特別講演会
「米中ロ対立下における2022日本外交」

7月13日（水）
12：00～14：00
蓬莱閣

大髙醤油㈱
　取締役会長　大髙 和郎 氏

研修会（山武・印旛支部共催）
「過疎の山武に宝あり」

委員会・研究部会

日　時
場　所

講　師内　容

5月10日（火）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

弁護士法人リーガルプラス
　弁護士　小林　貴行　氏

第1回労務法制委員会【セミナー】
「新しい働き方の推進と労務管理のあり方」

6月1日（水）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

弁護士法人
リバーシティ法律事務所
　弁護士　和田　はる子　氏

第2回労務法制委員会【セミナー】
「ポストコロナ時代における

安全衛生管理の留意点」

6月27日（月）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

㈱Gentle
　代表取締役　中村　成博　氏

第2回人づくり委員会【セミナー】
「ポストコロナの働き方
　～人材育成・コミュニケーションどう変わる～」

7月1日（金）
12：00～14：00
京成ホテルミラマーレ

シッティングバレーボール
（Sitting Volleyball）
　パラリンピック日本代表選手
　高砂　進　氏

第1回スポーツ応援部会【講演会】
「世界に挑戦したシッティングバレーボール」
　～東京2020パラリンピック日本代表の挑戦～

＜新型コロナウイルスの影響等により、変更・中止となる場合もあります＜新型コロナウイルスの影響等により、変更・中止となる場合もあります＞＞
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視察・交流

場　所日　時内　容

館山方面
（京成成田駅集合）

5月20日（金）
8：00集合

寺と温泉　～那古寺・たてやま温泉「千里の風」～（印旛支部主催）

久能カントリー倶楽部5月27日（金）
9：00集合

春季親睦ゴルフ大会（印旛支部主催）

袖ヶ浦カンツリークラブ
6月23日（木）
8：30集合

会員親睦ゴルフ大会「第16回あじさいカップ」（12支部共催）

フクダ電子アリーナ
7月23日（土）
14：00
試合開始

ジェフユナイテッド市原・千葉を応援しよう！（千葉支部主催）

マザー牧場
バーベキューテラス

7月31日（日）
17：00集合

マザー牧場花火大会とジンギスカンの夕べ（君津支部主催）

京成電鉄㈱
宗吾参道車両基地

8月5日（金）
11：00集合

家族で行こう！京成車両基地（青年経営者クラブ主催）

地域交流施設
道の駅「保田小学校」

8月26日（金）
10：30集合

地域交流施設・道の駅「保田小学校」視察会（地域経済委員会主催）

成田国際空港
9月7日（水）
9：00集合

成田空港視察会～更なる機能強化が図られる空港内をバスで巡る～
（空港特別委員会主催）

鹿野山ゴルフ倶楽部
9月9日（金）
8：00集合

会員親睦ゴルフ大会（君津支部共主催）

7月14日（木）
12：30～13：30
京成ホテルミラマーレ

㈱大崎コンピュータエンヂニアリング
千葉支店　
　千葉営業部　井上　壮一　氏

第1回青年経営者クラブ【講演会】
「2024年1月ISDN終息
　～あなたの会社は大丈夫か！～」

7月26日（火）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

けやき総合法律事務所
　弁護士
　徳吉　  完　氏
　柿田　徳宏　氏
　鳩貝　  滋  氏

第3回労務法制委員会【セミナー】
「ハラスメントの法律と実務」

7月28日（木）
12：00～14：00
三井ガーデンホテル

千葉県副知事　穴澤　幸男　氏
第1回空港特別委員会【講演会】
「成田空港の更なる機能強化と

県内経済への波及効果」

9月6日（火）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

弁護士法人リーガルプラス
　弁護士　宮崎　寛之　氏

第4回労務法制委員会【セミナー】
「労働時間管理の実務と法的留意点」

9月21日（水）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

㈱集中力
　代表取締役　森　健次郎　氏

第3回人づくり委員会【セミナー】
「ビジネス成功の方程式
　～世界の一流アスリート

も実践する集中力アップの秘訣～

9月26日（月）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

経営コンサルタント　
㈲いろは　
　代表取締役　竹内　謙礼　氏

第2回中小企業委員会【セミナー】
「これからの消費動向徹底分析
～販路拡大・販売促進成功の秘訣～」
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研修・セミナー

日　時
場　所

講　師内　容

5月16日（月）
13：30～16：30
千葉県経営者会館

篤志館㈱
　代表取締役　雨間　けい子　氏

管理職のための女性活用セミナー
～女性社員の強みを活かすマネジメント術～

5月19日（木）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

社会保険労務士法人ハーモニー
　代表社員　特定社会保険労務士
　徳永　康子　氏

第1回人事労務講座
「基礎から理解する

社会保険・労働保険の仕組みと実務」

5月30日（月）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

宇都木社会保険労務士事務所
　社会保険労務士
　宇都木　美穂　氏

労務管理セミナー（三者協定事業）
（当協会・千葉県社会保険労務士会・千葉県労働基準協会連合会）

「はじめて人を採用する方、
　はじめて人事労務担当になった方のための

知っておきたい人事・労務業務の基礎知識」

6月20日（月）
9：30～17：00
千葉県経営者会館

㈱パルスＥ＆Ｔ
　代表取締役社長
　伊藤　亜彩子　氏

新任管理職研修

6月21日（火）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

社会保険労務士法人ハーモニー
　特定社会保険労務士
　森本　哲郎　氏

第2回人事労務講座
「基礎から理解する給与計算」

7月15日（金）
13：30～16：30
千葉県経営者会館

弁護士法人リバーシティ法律事務所
　弁護士　和田 はる子　氏

取締役の法的義務と責任

7月27日（水）
9：30～17：00
千葉県経営者会館

㈲島田教育総合研究所
　代表取締役　島田 義也 氏

若手リーダーパワーアップ＆スキルアップセミナー

8月3日（水）
13：30～17：00
千葉県経営者会館

㈱インソース
　講師　大塚　友子 氏

ビジネス文書力養成講座
～伝えたいことが一目でわかる文書作成のコツ～

8月4日（木）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

千葉労働局
　職業安定部　職業安定監察官

第3回人事労務講座
「採用選考時の留意点徹底検証」

8月22日（月）
9：30～17：00
千葉県経営者会館

㈱オンリー・ワン　代表取締役
　経営コンサルタント・税理士
　古川　英夫　氏

財務基礎力養成講座
～Ｂ/Ｓ・Ｐ/Ｌが短時間でわかる～

8月25日（木）
13：30～16：30
千葉県経営者会館

元日本HR協会 改善事業部
　改善コンサルタント
　東澤　文二　氏

改善セミナ基礎編
～3時間で学ぶ！手っ取り早い改善ノウハウ～

9月13日（火）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

社会保険労務士法人ハーモニー
　特定社会保険労務士
　森本　哲郎　氏

第4回人事労務講座
「新しい働き方に向けて～対応事項総確認！
　近時の主な法改正状況の要点整理～」

10月11日(火)
又は
10月12日(水)
から選択
両日9：30～17：00
千葉県経営者会館

㈱パルスＥ＆Ｔ
　代表取締役社長
　伊藤　亜彩子　氏

新入社員フォロー研修
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第50期労働法大学講座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全10講　各日13：30～17：00
権威ある経営法曹会議所属の弁護士が、受講者を労働法の第一人者に育てます！

千葉県経営者会館場　所

総務・人事・労務担当者対　象

全講：会員　132,000円　　非会員　165,000円

単講：会員　 14,300円　　非会員　 17,600円

単講申込者は菅野和夫著「労働法」第12版（弘文社刊）と

「労働関係法規集2022年版」を別途ご用意下さい。（全講申込者は参加費に含みます。）

参加費

(消費税込み)

講　　　　師テ　　　ー　　　マ日　　　程

皆川  宏之　氏
（千葉大学大学院社会科学研究院 教授）労働法の基礎と人事管理(火)6/28第 1 講

石井　妙子　氏（弁護士）(1)就業規則・労働協約と労働契約
(2)賃金・賞与・退職金の法律実務(月)7/11第 2 講

峰　　隆之　氏（弁護士）労働時間・休憩と休日・休暇の法律実務(火)8/2第 3 講

中井　智子　氏（弁護士）人事異動と出向・転籍の法律実務(月) 8/29第 4 講

深野　和男　氏（弁護士）女性労働、高年齢者雇用、障害者雇用等に関する法律実務(木)9/15第 5 講

山中　健児　氏（弁護士）労働災害、安全配慮義務、その他健康問題への対応と法律実務(火)10/4第 6 講

和田　一郎　氏（弁護士）非典型労働者―有期労働者・パート労働者・
請負労働者・派遣労働者―の法律実務(火)10/25第 7 講

緒方　彰人　氏（弁護士）退職・解雇・懲戒の法律実務(金)11/4第 8 講

丸尾　拓養　氏（弁護士）事例研究「日常管理上のトラブル防止対策」(火)11/29第 9 講

木下　潮音　氏（弁護士）組合活動･団体交渉と不当労働行為(木)12/8第　10　講

 出 張 研 修 
　教育研修のプロが貴社の社内研修をお手伝いいたします。当協会の経験豊富な「階層別教育」「テーマ
別研修」ノウハウを活かし、あらゆるニーズに合わせた社内研修プログラムをご提示します。これまでに
経協で実施したテーマだけでなく、貴社のニーズにあわせ講師・テーマのピックアップも可能です。費用
は、講師費用（謝礼・交通費）、資料代、会場費のみ。低廉な費用で、講師派遣による社内研修をお考え
なら、まずはお気軽にご相談ください！
　　研修テーマ　お勧めテーマ
　　　「ビジネスで失敗しないためのマナー講座」　「リスクマネジメントセミナー」
　　　「メンタルマネジメントとＥＱリーダーシップ」　「法律知識・コンプライアンス」
　　　「決算書の読み方講座」　「すぐ役立つクレーム対応講座」など

　この他、「新入社員研修」・「若手社員研修」から、幹部候補者向けの本格的な「管理職研修」、「リー煮 紗社社社社社
ダーシップ研修」や、「決算書の読み方」、「改善セミナー」、「会社を良くする『5Ｓ』のやり方」など
の研修プログラムを豊富にご用意しております。貴社のニーズに合わせ、ご提案させていただきます。
申込・手配　 実施希望の2～3ヶ月前までにご相談ください。
　　　　　　 (ご要望のテーマに合わせて、講師を紹介させていただきます)
場　　　所   貴社会議室、地域の商工会議所会議室等ご指定ください。
費　　　用   千葉県経営者会館も会員料金で利用可能です。
　　　　  　 講師謝礼　階層別研修（1日から） 　　：10万円～20万円程度（交通費別）
　　　　　　 　　　　　テーマ別研修（半日から）  ： 7万円～15万円程度（交通費別）
　　　　　　 研修内容・人数等により異なりますので、お打合せの上見積りいたします。

※お申込は、ホームページ(http://www.chibakeikyo.jp/)よりお願いいたします。

お申込・お問い合わせは、事務局まで

ＴＥＬ　０４３－２４６－１１５８

ＦＡＸ　０４３－２４６－０７２９

E-mail　 kaseh@chibakeikyo.jp 
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委 員 会 ・ 支 部 だ よ委 員 会 ・ 支 部 だ よ りり

●船船船船船船船船船船船船船船船船船船船船船橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催 千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉ジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふなななななななななななななななななななななばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばししししししししししししししししししししし応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会　　 

支部長　坂齊　和彦 氏

（京成建設㈱　代表取締役社長）

　3月19日（土）、千葉ジェッツふなばし応援会（群

馬クレインサンダース戦）が6会員17名参加のもと、

船橋アリーナにて開催された。新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響により2年ぶりの開催となっ

た本応援会は当日JR西船橋駅へ集合、一同京成バ

スシステム㈱の貸切バスに乗り込み、渋滞を挟み

つつも無事ゲーム開始前に会場へ到着した。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として

設定されていた収容人員制限が解除されて以降、

初の試合となった会場は、約3,700名のサポー

ターが集い、各々手拍子や鳴り物等で会場を盛り

上げており、参加者も会場で配布された千葉

ジェッツカラーの“着るエコバッグ”を身に纏い

応援を行った。

　試合は序盤より昨年のB.LEAGUE優勝チームであ

る千葉ジェッツが押す展開となり、一度もリード

を許さず88対75で見事勝利を飾った。

　また、プロジェクションマッピングを活用した

会場演出やハーフタイム中には子ども向けゲーム

や抽選会が開催されるなど、ゲーム外の部分でも

大いにエンターテインメント性に溢れる応援会と

なった。

【多くのサポーターが集った会場】

【着るエコバッグを着て応援！】
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　会員にとって役に立つ「千葉県からの情報」を提供いただき
掲載しています。詳しくは県庁ＨＰをご参照ください。

千葉県東葛テクノプラザ　貸研究室の御案内

千葉県では、飲食店の認証制度を実施しています。
　県では、感染防止対策と経済の両立を目指し、飲食店の感染防止対策を促進するため、高いレベル

の感染防止対策が取られている飲食店を県が認証する「千葉県飲食店感染防止対策認証制度」を実施

しています。

　高いレベルの感染防止対策が取られていることを認証した店舗に対して、認証取得のために要した

設備等の整備費用への支援を行っております。

※緊急事態宣言が発令されている時及びまん延防止等重点措置区域等における営業時間の短縮等の

要請内容については、県ホームページなどでご確認ください。

　柏市柏の葉に所在する千葉県東葛テクノプラザは、県内の中小企業やベンチャー企業の支援を行ってい
る施設で、支援の一環として研究室の貸し出しを行っています。研究室は約12㎡の小部屋から、約115㎡の

大部屋まで多様な部屋があり、企業様のニーズに合った研究室を比較的安価に貸し出しております。

　入居者の募集は例年5月、9月、12月の年3回実施しており（手続きの都合で前後することがあります）、

募集開始時には千葉県と東葛テクノプラザのホームページにて案内を掲載いたしますので、新たな研究室
をお探しの中小企業様、ベンチャー企業様は、ぜひ応募をご検討ください。

　研究室のほかにも、各種の会議室や、研究開発に必要となる試験機器約90機種を安価にお貸ししており

ますので、ご興味のある方は下記までお問い合わせください。

　お問合せ
　　　公益財団法人千葉県産業振興センター
　　　東葛テクノプラザ　事業推進課
　　　柏市柏の葉５－４－６
　　　TEL　04-7133-0139

　　　FAX　04-7133-0162

※入居条件など、募集内容の詳細は下記ホームページをご覧ください。

　■千葉県ＨＰ：http://www.pref.chiba.lg.jp/sanshin/incubation/toteku-nyuukyo.html

　■東葛テクノプラザＨＰ：http://www.ttp.or.jp

対　　象　食品衛生法による営業許可を受けている県内飲食店
　　　　　（テイクアウト・デリバリー型を除く）
認証までの流れ
　①　申請に必要な書類一式を作成し、事務局に提出
　②　認証基準を満たしているか現地で確認
　③　認証を受けた店舗に認証ステッカーを交付
申請方法　ホームページから電子申請、郵送、メールまたはファックス
　※認証基準や「申請の手引き」など、詳しくはホームページをご覧に
　　なるかお問い合わせください。
問い合わせ・申請先　千葉県飲食店認証事務局
　　電話 043-307-9003　メール chiba-ninsho@tobutoptours.co.jp
　　FAX 043-307-9004　 
　　電子申請はこちら　　 https://www.chiba-inshoku-ninsho.jp/ 検索千葉県 飲食店認証
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　会員にとって役に立つ「千葉県からの情報」を提供いただき
掲載しています。詳しくは県庁ＨＰをご参照ください。

　千葉県では、テレワークの推進に取り組んできた県内企業・事業者の皆様の事例を紹介した、好事例集・
導入支援動画を作成しました。
　テレワークの導入が難しいとされている業種を中心に、具体的な取組や成果、今後の展望等を伺っています。
　導入を検討されている方や、課題解決のヒントをお探しの方、是非御覧ください！

■テレワーク好事例集
　https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/
　hatarakikata/r3jirei.html

■テレワーク導入支援動画（YouTube「千葉県公式PRチャンネル」での配信）
　https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/
　hatarakikata/douga.html

　ちばテク（千葉県立高等技術専門校）では、職業に必要な技能や知識を習得しようとする方を対象

に、能力向上などを短期間で目指す「ちば企業人スキルアップセミナー」を開催しています。

　5・6月に申込開始になるセミナーは下記のとおりです。また、企業からの要望に応じたオーダー

メイド型のセミナーも開催しております。

ちば企業人スキルアップセミナー

※申込み方法や費用等については、下記URLまたはQRコードよりご覧ください。
　【お問い合わせ先】千葉県商工労働部産業人材課　TEL 043-223-2754
　　　　　　　　　　https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/skillup/

2022年度セミナーより電子申請による申込みが可能となりました。

テレワーク好事例集・導入支援動画のご案内

　【お問い合わせ先】
　　　千葉県商工労働部雇用労働課　　TEL:043-223-2743　　FAX:043-221-1180
　【千葉県働き方改革ポータルサイト】
　　　働き方改革・テレワークに関する情報を掲載しています。　https://chiba-hatarakikata.com/
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会 員 異 動

サントリー酒類㈱千葉支店

　代表者：支店長　中田　英二

損害保険ジャパン㈱千葉支店

　代表者：千葉支店長　福井　圭

昭和産業㈱船橋工場

　代表者：執行役員工場長　仙波　美智代

セコム㈱千葉統轄支社

　代表者：統轄支社長　谷内　寛和

サンミックス㈱

　代表者：代表取締役社長　在原　和夫

千葉科学大学

　代表者：学長　東　祥三

Ｋ＆Ｏヨウ素㈱

　代表者：代表取締役社長　高橋　丈夫

ＮＴＴコムマーケティング㈱千葉営業所

　代表者：所長　矢野　啓治

ＪＦＥ鋼板㈱

　代表者：取締役　佐藤　直也

三機工業㈱千葉支店

　代表者：支店長　枝　大貴

南関東日野自動車㈱千葉支社（社名）

（旧：千葉日野自動車㈱）

　代表者：支社長　野田　明彦 

三菱電機ビルソリューションズ㈱

　首都圏支社千葉支店（社名）

（旧：三菱電機ビルテクノサービス㈱

　　　　首都圏第一支社千葉支店）

　代表者：支店長　桑嶋　真一

東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社

　代表者役職：常務執行役員千葉総支社長

　　　　　　　　伏見　保則

伊勢化学工業㈱

　代表者役職：取締役兼専務執行役員管理本部長

　　　　　　　　菅　秀章

㈱ハートリーフ

　所在地：柏市松ヶ崎1043-1

㈱ALLSWELL

　所在地：船橋市松が丘4-24-9

日本たばこ産業㈱千葉支社（社名）

（旧：日本たばこ産業㈱東関東支社CRM推進担当）

　代表者：副支社長　関口　宗孝

　ＴＥＬ：043-331-6300

コカ・コーラボトラーズジャパン㈱

　野田セールスセンター（社名）

（旧：コカ・コーラボトラーズジャパン㈱野田支店）

　所在地：野田市花井288

東京ガスネットワーク㈱千葉支社（社名）

（旧：東京ガス㈱千葉支社）

（変更箇所のみ掲載しています）
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千葉中央会計事務所
税務、会計、監査、公益法人会計、相続税相談

お客様から信頼される会計事務所を目指して

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

http://www.ccaf.jp 千葉市中央区中央1-2-1

緯043－225－1211㈹

会議室は３タイプ！
大ホール１４０名、Ａタイプ７５名、Ｂタイプ４０名
会議室は３タイプ！
大ホール１４０名０名、ＡＡタイプ７５名５名、Ｂタイプ４０名
会議室は３タイプ！
大ホール１４０名、Ａタイプ７５名、Ｂタイプ４０名

経営者会館
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▲表紙写真のコメント

▲

株式会社人と古民家

　「人と古民家」は新築案件100件以上のノウハウを

活かし、古民家を通して地域に貢献することを目的

としてスタートしました。

　現在、建築業と宿泊業の二つの事業を行なってお

り、大多喜町にある「まるがやつ」は私たちの手が

ける一棟貸し古民家宿です。

　過疎化の進んだ大多喜町では空き家古民家も問題

となっていました。

　そんな大多喜町の活性化に少しでも貢献したいと

古民家を活用し、雇用を生み、人を呼ぶ。私たちの

プロジェクトの原点です。

　二度と再現できない日本の伝統技術によって建て

られた古民家を、より身近に感じていただけるよう、

一棟でも多くの古民家を再生、活用し、そして後世

に継承していくことが私たちの使命です。

「会費の自動引落し」へご協力を
会費の自動引落しにご協力下さい。

全ての金融機関において、引落し手数料は無料（協会負担）で、

事務の効率化がはかれます。事務局までご連絡ください。申請

書を送付します。

担当：武藤　ＴＥＬ043-246-1158

ひとつの道を歩んで50年。

ほんの少しでも誰かを幸せにできていたら…。

家づくりから、人々の暮らしを

支えつづけてきた新昭和。

これからも、皆様のそばで

新しい未来を奏でてまいります。

新昭和グループCMキャラクター 　寺尾聰さん

https://www.shinshowa.co.jp〒299-1144  千葉県君津市東坂田4-3-3
TEL.0439-54-7711（代）




