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HACCPの導入が義務化されます！
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HACCP制度化の対象となる事業者

原則、全ての食品等事業者（食品の製造・加工、調理、販売等）※ がHACCPに沿った衛生管理の実施
対象となります。ただし、公衆衛生に与える影響が少ない業種については、一般的な衛生管理を行い、
HACCPに沿った衛生管理を実施する必要はありません。

～確かな技術力で時代の変遷を生き抜く～
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2021年度各種検定試験の施行日が決まりました！
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
特集②

コロナニモマケズ

※学校や病院等の営業ではない集団給食施設もHACCPに沿った衛生管理を実施しなければなりません。
※公 衆衛生に与える影響が少ない営業については、食品等事業者として一般的な衛生管理を実施
しなければなりませんが、衛生管理計画の作成及び衛生管理の実施状況の記録とその保存を行う
必要はありません。
※農業及び水産業における食品の採取業はHACCPに沿った衛生管理の制度化の対象外です。

ご不明な点は施設を所管する保健所等にご相談ください。
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なのはなひろば 千葉商工会議所 女性会の活動

千葉商工会議所

渋沢栄一の胆力
HSコードを正しく理解しスムーズな国際ビジネスを

各種補助金の申請が電子化されています

「GビズID」の登録はお済みですか？
経済産業省の補助金申請は「jGrants（電子申請システム）」によるインターネットでの受付に移行しており、
今後、国や県などの補助金申請各種手続きにおいて、電子申請が主流となることが予想されます。
これを利用するためには、
「GビズIDアカウント」の取得が必要です。

「GビズIDアカウント」 取得には、２～３週間程度かかりますので、補助金申請を検討
されている方は、お早目の手続きをお願いします。

青年部通信

【GビズID取得の流れ】
ステップ ❶

今月号の表紙は、エイブルPresents第71回全日本フェンシング選手権大会個
人戦の試合です。
写真右は、フェンシング男子エペ代表に内定している見延和靖選手。福井県出
身の見延選手は、世界ランキング１位、日本フェンシング界史上初の年間王者に
なるなど輝かしい記録を打ち立てており、東京2020大会での活躍に限らず今後
の国際大会での活躍が期待されています。
フェンシングは、フレール、エペ、サーブルの3つの種目に分かれ、中でもエ
ペは競技人口が多く変化に富んだ試合展開が繰り広げられます。
今月号の特集では、フェンシングの紹介に加えて、見延選手からのメッセージ
も掲載しています。是非ご覧ください。

夢シティちば

ステップ ❷

編集者のひと言

今月の表紙

1
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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 ⑤
24

食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）
を把握した上で、原材料の入荷か
ら製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を
管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

ステップ ❸

表紙を見てお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、夢シティちばが今回
発行の６月号で通巻700号を迎えました。また、会員事業者を紹介するコーナー
「経営談話室」
も200回目となる記念すべき号となっております。これもひとえに
皆様の多大なるご支援ご協力の賜物と感謝しております。振り返ってみますと、
「経営談話室」
では２代に亘って取材をさせていただいた事業者もおり、皆様の発
展とともに一つの節目を迎えられたことをとても感慨深く思います。
これからも当所の情報発信ツールとして、皆様にとって有益な情報を発信して
参りますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

（企画広報課 A.Y.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

ステップ ❹

GビズID公式HPで企業概要を入力し登録申請書を作成
登録申請を印刷、押印し印鑑証明書を添えて運用センターへ郵送
審査完了後に届くメール内のURLへアクセス
設定完了
ログインパスワードを設定...................................................

【お問合せ先】

GビズIDサポートセンター
TEL0570-023-797

〈受付時間〉9：00～17：00（土・日・祝日、年末年始を除く）

https://gbiz-id.go.jp/top/
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日立製作所特約店として成長し75年
社会情勢と顧客ニーズの変化とらえ、社内の企業改革に挑む

～確かな技術力で時代の変遷を生き抜く～
Profile
村杉 茂治 氏

ムのナイター照明など、県内はもとよ

ル内の照明、ＺＯＺＯマリンスタジア

張ベイタウンの街路灯、地下道トンネ

灯へ、千葉市内の防犯灯、美浜区の幕

工事しかり、浄水場の制御システムや

ただけたからこそ。照明や空調の設備

技術力を持ってお客様にご満足してい

てこられたかと言えば、やはり確かな

代の激しい変遷の中で、なぜ生き残っ

日立製作所の
特約店として創業
当社は１９４６年、創業者の福井孝

り都内の案件も受注させていただくな

からこそだと思っています。

の担当者ひとりひとりが技術者だった

太郎が出身地・銚子で事業を興し、そ

また学校の普通教室への空調（エア

ど、かなりの規模の事業となりました。 監視システムしかり、営業を含め当社

た。当初は家庭用や灌漑用のポンプな

コン）設置事業では２０１９～昨年度

凍空調機器の施工会社と合併したのは

分離や合併を経て今日に至ります。冷

空調・冷凍部門・リビング部門などの

としてスタートしています。その後、

し、中央区新田町で福井電機株式会社

１９６０年に重電機関連部門を分離

企業にもお手伝いいただくなど、コン

協力業者でこなしきれなければ地域の

と現場担当者がきちんと工程を組み、

営業部門がしっかりとらえ、設計部門

た社会情勢の変化にともなうニーズを

で受注させていただきました。そうし

製品の設備機器販売も含め、県内全域

す。他にも土木、
建設業経理士、
電気工

は県内企業でも随一の人数だと思いま

員名が 人ほど並んでいますが、これ

され、一級施工管理技士資格を持つ社

関には資格取得者一覧のボードが掲示

書きとしています。本社の１階正面玄

すべて条件をつけ「資格ありき」の肩

数年前からは社内の役職についても、

１９６ 年。現在では売上の６割が設

製品の販売により大きく成長しました。 に工事を請け負い、業者さんへの日立

どモーター製品が基軸で、のちに家電

の翌年に日立製作所特約店となりまし

75

むらすぎ・しげはる／1955（昭和30）年8月29日、
長生郡睦沢町生まれ。法政大学卒業後、1979（昭
和54）年、福井電機株式会社に入社。業務部（資材
調達など）
、営業部を経て2012（平成24）年、代
表取締役社長に就任。

日立グループ各社製品の販売・保守や関連設備設計・施工に携わ
る日立特約店として、今年、創業75周年を迎える福井電機株式会社。
年々高度化・多様化する顧客ニーズに対応したベストソリューション
を提案し、技術力で社会貢献をめざす村杉茂治代表取締役 社長執
行役員にお話を伺いました。

社会情勢変化にともなうニーズとらえ、迎えた創業 周年

村杉 茂治

環境施設エンジニアリング、上水道シ
ステム、保守メンテナンスの４事業が
柱となっています。

進めています。

事士、衛生管理者など、部署によって
それぞれ専門の資格取得を支援してい
ます。資格試験の２回目までは全額会
社負担で受験できますし、認定資格を
当社はお陰様で会社設立から昨年で

はみんなそれぞれ仕事が忙しい中、コ

の評価も当然上がっていきます。社員

取得すれば報奨金も出るほか、社内で
周年、
そして今年、
創業から 周年の

時代の変遷の中、
技術あっての 年

70

当社で近年、大きく伸びているのは

まで、さまざまな事業に携わってきま

節目を迎えることができました。これ

くれていますよ。

ツコツ勉強して目標に向けて頑張って

それまでの蛍光灯や白熱灯からＬＥＤ

バブル崩壊、リーマンショックなど時

新、特に照明設備のＬＥＤ化事業です。 したが、終戦直後から高度経済成長期、

省エネなど地球環境に配慮した設備更

社会情勢の変化に対応
新たなニーズを事業化

75

計・施工、４割が卸販売で、機器販売、 ソーシアムを組むことで事業を着実に
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中期経営計画をもとに
企業改革プロジェクト推進

らは３年ごとの中期経営計画をスター

仕事が
おもしろそう
（14.8％）

自分の能力や
個性が活かせると
思った
（46.3％）

ろ学びましたね。今もおつきあいが続

トさせました。具体的な方針と目標は

給料が良い
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福利厚生が良い
（3.7％）

く会社様に育てていただいたと、本当

部署ごとに異なりますが、ＰＤＣＡサ

労働時間が短く
休日が多い
（3.7％）

システム設計と営業職
人とのご縁に育てられる

から離れるのを反対され、１９７９年、 ステムは、入社直後の私と専務が作り

屋で就職する予定が、長男なので実家

上げたもの。そのお陰かシステム的な

イクルがうまく回るよう、部・課・個人

ほぼ順調だった
（29.8％）

社長に就任した翌年、２０１３年か

当社に補欠で入社しました。日立から

仕 事 が 得 意 に な り、お 客 様 の 自 動 化

けるようになるといいですね。

に恩義を感じています。

製品を調達する窓口業務を経て、営業

の書類フォーマットを統一し、同じ方向

Ｑ やる気の源は？
Ａ ゴルフと旅行。早く気兼ねなく行

私は睦沢町出身。大学卒業後は名古

部で当時、右肩下がりの業界を担当し、 ニーズに応え、多くの自動搬送設備や

を向いて仕事ができるようになりました。

積極進取 顧客第一」の中の、
「誠実と責任」。

実は当社のコンピューターの基幹シ

課ごとの査定はいつも社内最低でした。 ロボットシステムをまとめました。晴
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今後もさらなるデジタル化を社内の

夢シティちば

売上げを増やすため新しい仕事を求め、 海や幕張メッセで開催されたモーター

Ｑ 座右の銘は？
Ａ あえて言うなら社是「誠実と責任

▲社長室のデスクにて
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最優先課題としながら、企業改革プロ

楽しい
生活がしたい
（26.4％）

ショーに映像システムや自動車展示シ

社会のために
役に立ちたい
（15.1％）

当時ブームだったモニュメントやから

経済的に豊かな
生活を送りたい
（37.7％）

ジェクトを推進していきますが、コン

自分の能力をためす
生き方をしたい
（7.5％）

ステムを納めたことは記憶に残る仕事

とにかく
様子を見てみる
（18.0％）

専門的知識を
身につけたい
（7.5％）

くり時計を、全国のビルや公園に設置

わからない
（20.0％）

独立して
社長になりたい
（1.9％）

サ ル タ ン ト の 分 析 で は、社 長 の リ ー

定年まで
勤めたい
（24.0％）

クソングから歌謡曲、演歌も一通り。

Q5 今の会社を選んだ理由

その他
（3.8％）

です。今の若い社員にもそういう仕事

結婚・出産まで
勤めたい
（4.0％）

する仕事を受注したりしました。その

基本的なマナーや
常識が不足している
のではないか
（19.2％）

他にいい仕事が
あれば転職する
（14.0％）

Q6 働く目的

ダーシップが強すぎると評価されてし

生活環境の変化に
対応できるかどうか
（15.4％）

仕事がうまく
やっていけるか
どうか
（48.1％）

独立するまで
勤めたい
（6.0％）
結婚・出産後も
勤めたい
（8.0％）

順調だった
（19.1％）

に積極的に取組んでもらいたいと思い

上司、先輩、
同僚との人間関係
（13.5％）

その他
（6.0％）

厳しかった
（34.0％）

Ｑ カラオケの十八番は？
Ａ 古い歌なら何でも歌います。フォー

かせようという気持ちになりましたね。

Q8 勤務するうえで、
Q7 勤続意欲
最も不安に思っていること
不安などない
（3.8％）

やや厳しかった
（17.0％）

就職活動の期間が
長かったこと
（28.0％）

学校就職課
（28.0％）

グ。会社でいただいたランの花を
枯らさずに咲かせ続けるのが得意。
秘けつは愛があるか否か（笑）
。今
も社内に10鉢近く咲いています。

後、課長時代には多くの企業さんとご

4〜9社
（23.4％）

Ｑ オフはどう過ごしていますか？
Ａ 庭のバラの手入れなどガーデニン

まいました。今後は、もっと社員にま

会社情報の入手
（14.0％）

Q &A

ます。

自分で探した
（12.0％）

説明会・面接等
の日程調整
（10.0％）

村杉社長

▲エントランスを入ると掲げられている資格取得者一覧

縁ができ、また、日立の方とも人脈が

求人情報サイト
（40.0％）

会社の選定
（32.0％）

▲明るく開放的なオフィス。社員の多くはテレワーク

慶の「社長の心得」はくり返し読
んでいます。

その他
（10.0％）

その他
（12.0％）
1〜3社
（46.8％）

競争が
厳しかった
（6.0％）

▲無人コンビニを備えた
「リフレッシュルーム」
は社員の憩いの場

Ｑ 愛読書は？
Ａ ビジネス書やゴルフ雑誌。小宮一

Q2 就職活動で苦労したこと Q1 就職活動について

親・知人
（8.0％）

経営談話室

広がり、お陰でずいぶん助けられまし

10〜19社
（17.0％）

仕事に対する意識とは……

20〜29社
（8.5％）

新規学卒社員の傾向を知ることは、社員管理に必要かつ有用です。
アンケートの結果を今後の採用等にご活用ください。

30〜49社
（4.3％）

の不安感が順位の変化に繋がったのでは

Q3 今の会社を知った方法

勤続意欲は「定年まで勤めたい」が、１

Q4 訪問した企業数

計50名

ないかと推測される。

男性37名、女性13名

2

位となった。この回答は２０１７年まで

◆回答者数

1

会社を選んだ理由の１位は、
「自分の能

◆調査内容 「会社を選んだ理由」

や
「不安に思うこと」など、新入社員
の意識に関するもの。
（調査結果の項参照）

連続 年間 位であったが、２０１８年～

 記調査日に開催した新入社員研修において、参加者に
上
調査票を配布し、その場で回収した。

3

力や個性が活かせると思った」で 位以下

◆調査方法

2

２０２０年の 年間「とにかく様子をみ

令和３年度の新規学卒・中途就職者

と 倍以上の差が発生しており、自己実現

◆調査対象

等を求める声が多く現われた。

令和３年４月５日
（月）
、６日
（火）

てみる」が 位となり、本年再び元に戻っ

た。新型コロナウイルスに起因した将来へ

◆調 査 日

1

11

新入社員職業意識調査結果

Topics

新入社員職業意識調査結果

夢シティちば

2021年₆月号

4

市制100年を振り返る～経済の視点から〜 ②

年譜

市 千葉市

年

100

会

11月
12月

社団法人千葉商工会議所設立（玉屋喜章会頭）
社団法人日本商工会議所設立

1947（昭和22）

会

２月

商工相談所・税務相談所を開設、月刊「所報」発刊

1948（昭和23）

会

３月

商業・工業・税務・交通通信・金融の５委員会設置

1949（昭和24）

市

市営競輪が開始

1950（昭和25）

会

５月

1951（昭和26）

市

大賀一郎博士、検見川で約２千年前のハスの実を発見

1952（昭和27）

会

２月

1953（昭和28）

市

川崎製鉄千葉製鉄所の溶鉱炉の火入れ式挙行

1954（昭和29）

市

千葉港が港湾指定となり正式開港

市

糸川英夫博士が、日本初ロケット発射実験を開始
２月 商業、工業、金融、交通、建設、
自由業、
サービス業各部会設置

市
会

放射線医学総合研究所開所
４月 当会議所、事務局機構整備

市

東京電力千葉火力発電所完成

市
会

千葉市中央卸売市場が問屋町に開場
８月 当会議所会館落成、創立20周年記念式典挙行

1962（昭和37）

会

６月 集団求人事業開始

1963（昭和38）

市

国鉄千葉駅が現在地に移転

1957（昭和32）
1959（昭和34）
1961（昭和36）

会

〜経済の視点から〜 ②

会

1955（昭和30）

市制

できごと
市 「戦災復興計画立案」焼け野原からの再建はじまる

千葉市商店会連合会設立
第１回のみの市開催

年 を振り返る

1946（昭和21）

会 会議所

SINCE1921

▲1946（昭和21）
年、旧千葉銀行本店（現千葉中央ツインビル１号館）
屋上から。通りの正面は旧国鉄千葉駅
（現・市民会館） 千葉市広報広聴課提供

10

▲戦災より復興した商店街 奈
 良屋千葉店の屋上から南東方面を望む。建物が密集し道路沿いに露店が並んでいる 峰庫治
『観光千葉』

1946〜1963

焦土からの復興
〜高度経済成長期

2021年₆月号

に３８６・８ （約１１７万坪）の

事業認可を受けました。この計画に

夢シティちば

より国鉄千葉駅、国鉄本千葉駅、京

11

成千葉駅の移転を中心として、道路

24

や公園などの整備が行われました。

１９４９（昭和 ）年には全国

番目の公営競輪場として千葉競輪場

が完成。同年９月の第１回千葉市営

競輪で、その歴史の幕を開けていま

す。一時は廃止も検討されましたが、

現在はオリンピックと同じ国際ルー

ルに基づいた「２５０競輪」へと生

まれ変わるべく、リニューアル工事

が 進 め ら れ て い ま す。 再 整 備 後 の

30

ーツとしての自転車競技と、公営事

2021年₆月号

昭和 年代に入ると、日本経済は

夢シティちば

30

史上まれな高度成長を続けました。

7

和 年代後半からは多くの工場が建

▲250競輪が開催される
（仮称）
千葉公園ドーム

設されました。

▲高栄丸入港 千葉市広報広聴課提供
1953（昭和28）年6月、千葉航路と泊地岸壁が完成し、
千葉港に初の１万トン級の船が入港

55

）年に復興計画事業は完了しまし

た。

◀内陸工業地域 千葉市広報広聴課提供
戦
 時中は広大な軍用地であった内陸部では、戦後農地
開拓が進められた。その後、
工業団地が造成され1960
年代には多くの工場が建設された

「千葉公園ドーム（仮称）
」は、スポ

業である競輪が融合した世界初の取

20

戦災復興で生まれ変わる千葉の街

太平洋戦争において、千葉市では

り組みとして注目されています。

戦時中に広大な軍用地であった内陸

１９４５（昭和 ）年６月 日、７

なりました。被害は死傷者１５９５

部では、戦後、農地改革が進みまし

月７日の２度の空襲により、市街地

人、被災戸数８９０４戸、被災者４

た。その後、
工業団地が造成され、
昭

の約７割（２３１ ）が焼け野原と

万１２１２人に及びました。

都市化とともに千葉の街並みは大

戦争終結後、空襲による家屋の焼

は困窮を極めましたが、人々は復興

きく変わっていき、１９８０（昭和

失、
物価高騰、
食糧不足など市民生活

に向けて立ち上がりました。政府の

戦災復興計画基本方針に基づき、都

市計画委員会が中心となって戦災復

興院や県などと協議を重ね復興計画

を立案し、
１９４６（昭和 ）年６月

21

ha

第２回

ha

6

市制100年を振り返る～経済の視点から〜 ②

2021年度各種検定試験の施行日が決まりました！

第50回ビジネス実務法務検定試験
（２・３級）


10月14日
（木）〜 11月8日
（月）

第50回ビジネス実務法務検定試験
（１級）

12月5日
（日）

【１級１２，
１００円 ２級７，
７００円 ３級５，
５００円】
（税込）

第46回福祉住環境コーディネーター検定試験
（２・３級）


7月14日
（水）〜 8月6日
（金）

第47回福祉住環境コーディネーター検定試験
（２・３級）


11月15日
（月）〜 12月13日
（月）

第47回福祉住環境コーディネーター検定試験
（１級）

12月5日
（日）

14

16

かつて袖ヶ浦と呼ばれ、白砂青松をうたわれた海

岸線は、現在の国道 号・３５７号・ 号線付近に

ありました。遠浅の海は、文人墨客に愛された保養

地として、また潮干狩や海水浴など東京方面からの

日帰りの行楽地として賑わいました。そして豊かな

漁場として貝や海苔の養殖が盛んに行われ、多くの

人々の生活を支えていました。

3月20日
（日）

出洲海岸（現在の千葉ポートタワー付近）の埋

第32回メンタルヘルス・マネジメント検定
（Ⅱ・Ⅲ）

の埋立地が造成されました。さらに

11月7日
（日）

11
ha

め立てが始まったのは明治の末頃で、都川を浚渫し

第31回メンタルヘルス・マネジメント検定
（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）

15

た土砂で

統一試験

【Ⅰ種１１，
５５０円 Ⅱ種７，
４８０円 Ⅲ種５，
２８０円】
（税込）

１９４０（昭和 ）年には、蘇我地先の海岸が埋め

メンタルヘルス・マネジメント検定

30

立てられ、日立航空機の工場が建設されました。戦

10月14日
（木）〜 11月8日
（月）

後、昭和 年代からは幕張から南の海岸埋め立てが

第14回ビジネスマネジャー検定

戦後の千葉市は、復興への足がかりとして、臨海

6月17日
（木）〜 7月9日
（金）

▲近年注目を集める工場夜景
千葉ポートタワーからの夜景は日本夜景遺産にも認定されている

始まり、海辺の生活は大きく変化していきます。

第13回ビジネスマネジャー検定

部の埋め立てによって生まれた市域面積の約８分

【７，
７００円】
（税込）

の１に相当する土地に

ネット試験

工場誘致を進めていき

ビジネスマネジャー検定

ました。やがて川崎製

11月15日
（月）〜 12月13日
（月）

鉄千葉製鉄所（現ＪＦ

第31回環境社会検定試験
（eco検定）


Ｅスチール㈱東日本製

7月14日
（水）〜 8月6日
（金）

鉄所）が操業し、京葉

ネット試験

第30回環境社会検定試験
（eco検定）


工業地帯の中核を担っ

５００円】
（税込）
環境社会検定（eco検定）【５，

ていきます。その翌年

11月15日
（月）〜 12月13日
（月）

に、千葉港が関税法上

第42回ＢＡＴ
ＩＣ
（国際会計検定）


の開港をしたことによ

7月14日
（水）〜 8月6日
（金）

って、千葉市は消費都

第41回ＢＡＴ
ＩＣ
（国際会計検定）


市から生産都市へと転

ネット試験

換を図りました。

５００円】
（税込）
ＢＡＴＩＣ
（国際会計検定）【５，

▲川崎製鉄千葉製鉄所火入れ式 千葉市広報広聴課提供
1958（昭和33）
年3月、第二溶鉱炉の火入れ式が行われた

さらに五井・市原地区の石油化学コ

6月17日
（木）〜 7月9日
（金）

ンビナートなどとともに、戦後日本

統一試験

の高度経済成長を支えました。

第49回ビジネス実務法務検定試験
（２・３級）


福祉住環境コーディネーター検定
ネット試験

▲川崎製鉄千葉製鉄所
写真集  千葉市のあゆみ
（2001市勢要覧）
戦後の千葉市発展の原動力となった

【１級１２，
１００円 ２級７，
７００円 ３級５，
５００円】
（税込）

京葉臨海工業地帯の誕生

2月13日
（日）

26

戦後初の大規模臨海一貫製鉄所の

第224回珠算能力検定試験
（１級〜6級）

建設を目的に、１９５１
（昭和 ）
年

10月24日
（日）

70

２月、川崎製鉄（現・ＪＦＥスチー

第223回珠算能力検定試験
（１級〜6級）

ル）
は千葉製鉄所
（現・東日本製鉄所）

【１級２，
３４０円 ２級１，
７３０円 ３級１，
５３０円 ４～６級１，
０２０円】
（税込）

を開設しました。以来、 年間で生

統一試験

随時

28

産した鉄鋼製品は約２億６千万トン

リテールマーケティング
（販売士）
検定試験
（１・２・３級） ※テストセンターが日時を決定

ビジネス実務法務検定
ネット試験

【１級７，
８５０円 ２級５，
７７０円 ３級４，
２００円】
（税込）

40

和 ）年６月には、当時の世界最先

統一試験

随時

端の技術を取り入れた第１高炉の操

簿記検定試験
（２・３級） ※テストセンターが日時を決定

業を開始。その後も拡張を進め、１

珠算検定

2月27日
（日）

９６５
（昭和 ）
年３月には５本の高

第160回簿記検定試験
（２・３級）

リテールマーケティング（販売士）検定
ネット試験

11月21日
（日）

炉が並ぶ大規模臨海一貫製鉄所が完

第159回簿記検定試験
（１・２・３級）

成しました。これをきっかけに京葉

ネット試験

【１級７，
８５０円 ２級４，
７２０円 ３級２，
８５０円】
（税込）

臨海工業地帯が誕生し、市内の埋立

統一試験

施行日

地に発展した千葉食品コンビナート、

簿記検定

検定試験名

（粗鋼量）
にのぼります。
１９５３
（昭

試験方式

T OPICS
トピックス

埋め立てで
豹変した

千葉の海

変更事項：

※簿記検定試験は全国統一試験のほか２級および３級については、随時の受験が可能となります。但し試験会場はテストセンターと
なりますので、各自でご確認ください。
※リテールマーケティング（販売士）検定試験は、１級から３級まで全てがネット試験方式となり、テストセンターでの受験となります。
詳しくは日本商工会議所ホームページをご確認ください。
※東京商工会議所企画検定試験は、2021年度よりビジネス実務法務検定１級および福祉住環境コーディネーター検定１級を除き
ネット試験のみとなりました。
詳しくは東京商工会議所ホームページをご確認ください。

（お問合せ先） 千葉商工会議所
9

夢シティちば

2021年₆月号

会員交流課 ＴＥＬ：043－227－4103

▲打瀬舟 検見川海岸 千葉県立中央博物館提供
打
 瀬網は底引き網の一種で、大きな帆を張った船（貝船）が
横航する風景がよく見られた

▲稲毛海岸ノ景（着色） 千葉市立郷土博物館所蔵
稲
 毛の松林から海方向を見た絵葉書
海岸には海の家が、海上には稲毛浅間神社の鳥居が見える

▲東京湾岸の臨海工業地域 千葉市広報広聴課提供
京
 葉工業地帯の中核となった川崎製鉄千葉製鉄所
（奥）
と
東京電力千葉火力発電所
（手前）
、1965年頃

夢シティちば

2021年₆月号

8

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5月15日時点

支
給付金・支援金

売上が減少したので支援金が欲しい

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

雇用を維持したい

助成金・補助金

販路開拓等の取組を行いたい

革新的サービス開発・試作品開発・
生産プロセスの改善等を行いたい
Ｉ
Ｔ導入で業務効率化等を行いたい
ホテルを活用してテレワーク導入を
促進したい

融
資
保証
納税猶予
11

援

報

一

覧

［NEW］月次支援金【国】

中小法人等
個人事業者等

［NEW］千葉市中小企業者一時支援金

一律15万円/1事業者

千葉市中小企業者向け支援金事務局
043-202-1821

［NEW］千葉市中小企業者月次支援金

一律5万円/月

千葉市中小企業者向け支援金事務局
043-202-1821

［NEW］
千葉県感染拡大防止対策協力金【第6弾】

一律76万円/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

雇用調整助成金の特例措置

助成率 最大10/10
上限額 15,000円（または13,500円）/1人1日

雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999
千葉労働局職業対策課
043-221-4393
ハローワーク千葉
043-242-1181(32#)

新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金

休業前賃金の80%
上限額 11,000円（または9,900円）/1人1日

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
コールセンター
０１２０－２２１－２７６

小規模事業者持続化補助金
（一般型）

小規模事業者等 最大50万円または100万円
補助率 2/3

千葉商工会議所

043-227-4103

小規模事業者等 最大100万円
補助率 最大3/4

千葉商工会議所

043-227-4103

中小企業者等 最大1,000万円
補助率 1/2～2/3

ものづくり補助金事務局サポートセンター
050-8880-4053

中小企業・小規模事業者等
30～450万円 補助率1/2～2/3

千葉商工会議所 043-227-4103
サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
0570-666-424

テレワークプランの割引制度

割引上限最大3,000円／1回1人

千葉市テレワーク推進デスク
043－201－6334

新型コロナウイルス感染症特別貸付

融資限度額(別枠)
中小企業事業6億円／国民生活事業8,000万円

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
0120-154-505（平日）、0120-112476（土曜日）

新型コロナウイルス対策マル経融資

融資限度額(別枠)

千葉商工会議所
043-227-4103

セーフティネット保証４号

保証枠(別枠)

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

小規模事業者持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）
ものづくり・商業・サービス
生産性向上促進補助金
（一般型）
ＩＴ導入補助金

資金を調達したい

資金を調達したい

情

上限20万円/月
上限10万円/月

最大2.8億円

納税を後にしたい

夢シティちば

2021年₆月号

1,000万円

月次支援金事務局相談窓口
0120-211-240

──

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₆月号
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支援金・割引制度

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5月15日時点

※４月１日
（木）～４月19日
（月）までの時短営業に対する協力金

［NEW］千葉県感染拡大防止対策協力金【第６弾】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、千葉県は、下記のとおり時短営業等
の協力要請を行いました。この要請に応じた事業者に対して、
「千葉県感染拡大防止
対策協力金（第６弾）
」が支給されます。

【給 付 額】 一律76万円/ １店舗
【支給対象】

県
 からの要請に対し、令和３年４月１日から４月19日までの全期間協力した県内
全域の飲食店
※食品衛生法に基づく
「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けていること
※従前から21時～翌朝５時までの間に営業している時間のあった店舗であること

〈要請内容〉

○21時～翌朝５時までの営業自粛
○酒類の提供は11時～20時まで
○業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底

【申請受付】 令和３年６月18日(金)まで

千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
TEL 0570－003894 ９時～18時まで（土・日・祝日含む）

［再開］テレワークプランの割引制度【市】
感染拡大防止策の一環として、テレワークを行いやすい環境を整えるとともに、
コロナ禍で広がった働き方の変革を更に進めていくため、千葉市内ホテルのテレワー
クプランが割引で利用できる制度が再開されました。

象】 千葉県内にお住まいで、テレワークを目的とする方（お勤めの地域を問わず）

【利用期間】 令和3年5月下旬から9月末まで（予定）
【割引の内容】 対象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人あたり上限3,000円
（税別）
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。）
※最新の情報は、千葉市ホームページをご覧ください。
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）

千葉市テレワーク推進デスク

夢シティちば

2021年₆月号

【給 付 額】 2020年（または2019年）の基準月の売上 − 2021年の対象月の売上※
中小法人等 上限20万円/月
個人事業者等 上限10万円/月
①
緊
急事態措置又はまん延防止に伴う、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
【支給対象】
②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50％以上減少していること

【申請受付】 令和３年６月下旬頃（予定）
※詳細はHPでご確認ください

【お問合せ先】 月次支援金事務局相談窓口

TEL 0120－211－240

8時30分～19時（土・日・祝日含む）

※千葉市中小企業者一時支援金と千葉市中小企業者月次支援金は１度の申請で受給できます。

［NEW］千葉市中小企業者一時支援金

【給 付 額】 一律15万円/1事業者
【支給対象】 ①令和2年12月までに創業し、千葉市内に「本店」又は「主たる事業所」を有する中小企業者等（個人事業主を含む）
②国の一時支援金（売上減少率50%以上の場合）及び都道府県による営業時間短縮要請に伴う協
力金の対象とならないこと
③令和3年1月から令和3年3月までの間で、いずれかの月の売上が、前年同月比あるいは前々年
同月比20％以上50％未満減少していること
④令和3年1月から3月までの売上減少額の合計が15万円以上あること
⑤引き続き千葉市内で事業継続の意思があること

【申請受付】 令和３年５月31日〜８月31日まで（予定）

【お問合せ先】 千葉市中小企業者向け支援金事務局
TEL 043－202－1821 8時30分～17時30分（土・日・祝日除く）
※千葉市中小企業者一時支援金と千葉市中小企業者月次支援金は１度の申請で受給できます。

［NEW］千葉市中小企業者月次支援金

令和3年5月のまん延防止等重点措置の延長に伴う緊急支援策として、国が実施する月次支援金及び
都道府県による営業時間短縮要請に伴う協力金の対象とならない事業者を対象に「千葉市中小企業者
月次支援金」が給付されます。

【給 付 額】 一律5万円/月
【支給対象】 ①令和２年12月までに創業し、市内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者等（個人事業主を含む）

②国の月次支援金（売上減少率50％以上の場合）及び都道府県による営業時間短縮要請に伴う協力金の対象とならないこと
③令和3年4月、5月の各月の売上の減少率が、対前年又は対前々年の同月比で20％以上50％未満であること
④令和3年4月、5月の各月の売上の減少額が、対前年又は対前々年の同月比で5万円以上あること
⑤引き続き千葉市内で事業継続の意思があること

【申請受付】 令和３年５月31日〜８月31日まで（予定）

【お問合せ先】
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2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止に伴う、
「飲食店の休業・時短営業」や「外出
自粛等」
の影響により、売上が50％以上減少した中小法人・個人事業者等に
「月次支援金」
が給付されます。

国が実施する一時支援金及び都道府県による営業時間短縮要請に伴う協力金の対象とならない事業者を
対象に「千葉市中小企業者一時支援金」が給付されます。

【お問合せ先】

【対

［NEW］月次支援金【国】

TEL 043－201－6334

【お問合せ先】 千葉市中小企業者向け支援金事務局
TEL 043－202－1821 8時30分～17時30分（土・日・祝日除く）

夢シティちば

2021年₆月号
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ご入会いただき
ありがとう
ございました

新入会員 のご紹介

ＥａｓｔＳｈｉｐ㈱

緑区

【代 表】 船田 昌弘 ☎043-292-0905
【所在地】 緑区おゆみ野南
ハンバーガーの製造及び販売

中央区

ＩＨＡＴＯＶ

緑区

仲田晋也

音楽演奏ならびにレッスンなど

若葉区

ＧｏｏｄＮｅｓｓＰｌｕｓ(同)

音楽制作、レコーディング事業、スマホに特化し
たＷｅｂデザイン、コーディング事業

弁護士法人戸田労務経営 西船橋法律事務所

【代 表】 戸田 哲 ☎047-401-9301
【所在地】 船橋市印内町

労務問題に関する企業顧問。書面作成、就業規則
作成、労務相談、労使トラブル対応

中央区

企業の労務管理・労働問題に特化した弁護士法人。
労務・法務に総合対応致します。

花見川区

ＣｏＺＹ ｗｉｎｄｓｕｒｆ
ｉｎｇｓｃｈｏｏｌ

【代 表】 叶 幸司 ☎080-3526-2133
【所在地】 花見川区朝日ケ丘

プラスチックス・ジャパン㈱

【代 表】 秋元 英郎
【所在地】 美浜区中瀬

☎0120-198-881

主に建設、そこから他の内容へ派生させ、幅の広
いサービスを提供。

緑区

㈱ Ｈａｒｖｅｓｔ

☎050-5532-2147 【代 表】 鈴木 琢弥 ☎080-2579-2020
【所在地】 緑区おゆみ野

イベントの企画、演出、運営

機械のメンテナンス業
大手コンビニ、
スーパーなどに導入されている機械の点検、
修理の業務

㈱ ＥＳ クレアトゥール華

【代 表】 遠藤 雅也 ☎043-215-7077
【所在地】 若葉区西都賀
ネイルサロン、マツゲサロン、脱毛サロン、エス
テサロン運営

ウィンドサーフィンの乗る楽しさと上達する楽しさを気軽に
体験できます。
プロが指導。

㈱トラブルバスターズ リフォーム＆小工事専門店おうちのリフォーム119番

ＳＮＳを活用したプロモーションにたけており、
トレンド１位
の実績があります。

若葉区

マリンスポーツの指導、管理、販売、
メンテナンス

美浜区

㈱ ゲート・クリエイティブ

【代 表】 後藤 享稔
【所在地】 中央区弁天

中央区

美容のお手伝いをさせていただきます

美浜区

中央区

㈱ Ｈａｎｄ Ｍａｄｅ Ｊａｐａｎ 職人工房

【代 表】 安澤 幸祐 ☎043-309-7385
【所在地】 中央区星久喜町
リフォーム全般、工事提案、現場管理
パッキン交換からリノベーションなどの大改修までお家の
事ならお任せ下さい。

宮本純一公認会計士事務所

☎050-5273-6453 【代 表】 宮本 純一
【所在地】 美浜区中瀬

☎047-707-2990

プラスチックに関する技術情報発信及び技術セミ
ナー等の開催

法人及び個人に対する税務申告書作成、事業計画
の策定支援、創業支援等

プラスチックの技術に関するサイト
「プラスチックス・ジャパ
ン・
ドットコム」
を運営中

顧問先の事業・企業価値の最大化を図るべく全力でご支援
いたします！

※無料PCR等検査

☎043-291-0104

生コンクリート製造販売業

☎043-206-3977 【代 表】 岩渕 千穂
【所在地】 中央区末広

音楽教室運営、コンサート等企画運営、ＣＤ等関
連商品企画制作販売

☎090-3104-7830

感染拡大の予兆の早期探知のための
「モニタリング検査」のご案内

㈱ヤマセ建材

【代 表】 仲田 晋也 ☎080-1249-5765 【代 表】 高橋 清一
【所在地】 四街道市四街道
【所在地】 緑区誉田町

【代 表】 加藤 寛暁 ☎090-5190-6762 【代 表】 徳田 雄一郎
【所在地】 花見川区横戸町
【所在地】 若葉区桜木

市外

藤栄

建設資材、土砂等 運搬・販売

緑区

（4月30日時点の情報）

（順不同・敬称略）

☎043-376-7396 【代 表】 伊藤 慎一
【所在地】 緑区誉田町

出版およびデジタルコンテンツ配信

市外

屋根工事

㈱ｄＺＥＲＯ

【代 表】 岩間 さち子
【所在地】 若葉区都賀

前野ルーフ

【代 表】 前野 利和 ☎043-376-4638
【所在地】 中央区大巌寺町

花見川区

若葉区

政府からのお知らせ

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

感染源を早期探知し、早期対応で地域の感染再拡大を防ぐため、
政府（担当事務局：㈱三菱総合研究所）が無料でPCR等のモニタ
リング検査を実施します。
【対象地域】 14都道府県（政府からの指定地域）
	北海道、宮城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、
京都府、大阪府、兵庫県、福岡県、沖縄県
【対 象 者】 対象地域における中小企業、中堅企業、大企業の経営者や従業員
（派遣社員やアルバイト等も可）
【費

用】 無料（検査や検査キット送付等の費用負担無し）

【検査方法】 民間検査機関での唾液PCR検査（予定）
【検査場所】 事業所内または検査対象者の自宅（要相談）
【申込方法】	内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室ホームページの登録フォームから申込
https://corona.go.jp/monitoring/form-group/

お問合わせ先

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

株式会社三菱総合研究所コールセンター
☎０５７０－０２０２９９

E-mail:proactive_test@ml.mri.co.jp

住宅設備機器・管工機材・建築資材の総合商社

総合防犯設備・警備業

未来の住環境に夢発見。
街頭防犯カメラ

http://www.ohshima-cp.com

営業センター

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

0120 ‑ 06 ‑ 2771
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夢シティちば

2021年₆月号

フジセイコー株式会社

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

〒260‑0001 千葉市中央区都町1‑18‑13
TEL 043‑231‑1011 FAX 043‑231‑9181

夢シティちば

2021年₆月号
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商業流通委員会

医療・介護部会

16
2021年₆月号

日㊋

（医）

▲医療・介護部会の様子

月 日㊊・
27

正副部会長・所属議員会議を開催

日㊋

４月

▲SDGsに関連する取組について事例紹介

夢シティちば
2021年₆月号
夢シティちば

17

☎043‑246‑0265

https://www.kenko-chiba.or.jp
総務課
043-227-4101

千葉市美浜区新港32-14

【問合せ】

右のQRコードから
登録フォームにア
クセス

公益財団法人

ちば県民保健予防財団

メールアドレス
ご登録のお願い

４月 日㊊
ＳＤＧｓに取組む
企業の事例について研究

千葉市中央区本町1−1−13

医療・介護部会（藤本部会長／ 輝
藤本歯科長洲医院 理事長）は、正副
部会長・所属議員会議を開催しました。
藤本部会長、佐久間常務理事の挨拶
の後、同部会長が議長となり「令和２
年度事業報告」
「令和３年度事業計画
（案）
」について協議し、新型コロナウ
イルスの感染状況を見ながら、事業を
進めることで、原案どおり承認されま
した。
今年度のセミナーについては、新型
コロナウイルスの影響からひきこもっ
てしまい、コミュニケーション不足に
よる孤独感や運動不足による体力低下
など、健康維持がままならない状況が
あることから、心のケアや食育などを
通じた明るいテーマでの内容を検討す
ることとなりました。

当所では、非常時における調査と情報提供をより迅速に行うため
メールを活用した非常時用の連絡網を構築しております。恐れ入り
ますが、メールアドレスのご登録にご協力をお願いいたします。

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

登録方法

あなたの健康をサポートする…

千葉商工会議所からのお知らせ

☎043‑225‑6232
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/

5

6

令和３年度 新入社員教育
即戦力化を目指 し
社会人としての 基 本 を 学 ぶ

▲新入社員研修の様子

商業流通委員会（清田委員長／フジ
セイコー㈱ 代表取締役会長）を開催
しま し た 。
当 委 員 会 で は、 ＳＤＧｓ（ 持 続 可 能
な開発目標）の認知度を高め、取組む
企業を増やすこととしています。
こ の 目 標 に 向 け、 当 日 は、 ＳＤＧｓ
に取組む企業の取組事例研究として、
㈱そごう・西武 そごう千葉店 店長
の豊田様から、盲導犬育成などの全社
的な社会貢献活動をはじめ、親子向け
夏休み体験イベントなどのそごう千葉
店における活動などについて説明して
いた だ き ま し た 。
その後、事例紹介に対する感想や、
自 社 のＳＤＧｓに 関 連 す る 取 組、 今 後
の委員会の進め方などについて意見交
換を 行 い ま し た 。

報徳千葉診療所

4

21

４月５日・６日の２日間にわたり、
「令和３年度 新入社員教育」を開催
しました。
講師には、三和インターナショナル
㈱から加藤栄子氏、㈱エム・アイ・エ
ス・インターナショナルから中山宏子
氏をお招きし、千葉の企業等 社 名
の参加をいただきました。
本研修では、新入社員の即戦力化を
目 指 し「 職 場 の ル ー ル と エ チ ケ ッ ト 」
「社会人の言葉づかい」
「接遇応対」
「ビ
ジネス文書の基本」などについて研修
を行い、参加者は、明るく和やかな雰
囲気の中、社会人としての基本を熱心
に学びました。
今回は、コロナ禍での開催であり、
様々な制約がありましたが、工夫を凝
らし、有意義な研修会となりました。

医療法人社団 報徳会

52

相続税対策スタッフ

19

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

4月
商工会議所 の 動き

淳

作家・
グロービス経営大学院客員教授

守屋

渋沢栄一の胆力

衛という国の内乱にまきこまれて、斬

たとえば孔子の場合、弟子の子路は

ていた、ということ。

下手をすれば命を落とす乱世で活動し

景には共通点があります。それは共に

が、二人の思想や行動を支える時代背

渋沢栄一は孔子を尊敬していました

と四日市町の通りとの交叉点の処へ来

気見舞いに往くつもりで、江戸橋通り

て、伊達宗城（伊予宇和島侯）伯の病

二頭立馬車を駆って兜町の事務所を出

《明治二十五年の十一月頃、自用の

りの体験をしています。

のです。そして栄一も、これとそっく

上、襲撃者など何するものぞ、という

自分に何も疚しいところはない以

んで、次のように述懐しています。

ためでした。

くに言い触らし》
、襲撃者を扇動した

て外国製品の使用を主張するかのごと

外国商人よりコムミッションでも取っ

ば、この一派の人々は、あたかも余が

が あ っ て、そ の 後 聞 知 せ る 所 に よ れ

ではこれを製造納入しようと企てた者

国製品の使用を主張せるに対し、内国

かぶとちょう

り殺されました。また、宰予という弟
かかると、突然物陰から二人の暴漢が
《余が暴漢に襲われた際には確かに

か

子は斉の内乱で、一族皆殺しにされて
抜刀で現われ、馬の足を払ったことが
この（
「桓魋ごときが私に何をできよ

ぎょしゃ

むねなり

いるのです。
ある。一頭の馬は傷つけられたけれど
う」引用者注）意気があったのだ。し

えい

さ ら に 孔 子 自 身 も、 諸 国 を 放 浪 中
も、馭者が馬に鞭を当てて極力走らし
かしこの意気は、内に省みて疚しから

さい よ

に、彼を快く思っていなかった桓魋と
たから、一頭は傷も受けず、傷つけら
ぬ確乎たる信念がなければとても起ら

栄一が狙われたのは、《当時喧しかっ
た東京市水道鉄管事件に関し、余は外

じない胆力を生んでいたのです。

ているという自負が、命の危機にも動

私利を捨てて、社会のために尽くし

栄一は、先ほどの孔子の言葉にちな

いう人物の襲撃を受けました。そのと
れた一頭もまたよく一緒に走ったの
ぬものである》

かんたい

き、彼はこう口にしました。
で、難なくその場を脱し、一まず駿河

な

じゅつじ

■ＨＳコードとは？
上 桁までで、 桁目以降は各国・地域独

意が必要なのは、世界共通のＨＳ コードは

ジェトロ千葉

いては、 桁のＨＳ コード 1902.19
号のほ

寿里

かに、ＥＵ 域内で使用されている統計細分

な時間がかかったり、予期せぬ関税が課さ

あるいは通関ごとに異なると、通関に余計

ている、輸出入する商品を分類するコード

ェトロの契約により日本に居住している方

輸出の場合、
まずは輸入者に確認すること

どうしたら良いのだろうか。

回避し、輸出入の予見可能性を高めるには

れる可能性があるが、そのようなリスクを

は無料で利用できる（ただし初回登録が必

フランスでの関税を確認するためには、
ジ

されるほか、経済連携協定（ＥＰＡ）等の品

輸出入規制、貿易統計を調べるために利用
目別原産地規則でも使われている。

■ＨＳコードの確認手順

ができる。なお、
Ｗｅｂタリフでは日本の関

を利用した場合の特恵税率を確認すること

ことで、輸入時に適用されるＨＳ コードが

な情報を添えて申請し、文書で回答を得る

う。予め輸入国・地域の税関に対して必要

要） World Tariff
（※２）
を利用し、 1902.19 が必要だ。輸入者を通じて相手国・地域の税
号 を 検 索 す れ ば、 一 般（
関に確認したり、輸入者が過去に同じ商品
Most
Favored
）
税率のほか、日ＥＵ Ｅ
を輸入したことがあれば、これまでどのＨ
Nation: MFN
-ＰＡ
Ｓ コードが適用されているかが分かるだろ

確認すれば良いのだろうか。例として乾麺

税や輸入時に課せられる法令を確認できる

それでは、このＨＳ コードはどのように
のそばをフランスに輸出することを例にと

ため、輸入のときに活用できる。
さらに注意が必要な点として、上 桁ま

一定条件のもと確定できる事前教示制度が
各国で導入されている。日本をはじめ米国、
ＥＵ等では、事前教示制度の過去の回答を
データベースで公開しているので、ＨＳ コ
ードの判断に迷った輸出入事業者からの問
合せに対して、各国・地域の税関がどのよ
うに判断しているかを参考にすることがで
きる。また、日本の税関の照会窓口（※３）
に問い合わせれば、相手国・地域の判断を
確定させることはできないが、参考情報と
してアドバイスを得ることができる。この
ほか、通関業者に相談したり、日本を含め
た各国・地域の税関の分類例規（※４）も参

■ＨＳコードの再点検を
このように、ＨＳ コードは確実かつスム
ーズな貿易取引のために必要な礎と言える
だろう。さらに、日ＥＵ Ｅ
-ＰＡ やＴＰＰ
などのＥＰＡの利用にあたっても、ＨＳ
コードの把握は不可欠だ。これを機にＨＳ
コードについて改めて理解を深め、自社製
品の輸出入について見直してみてはいかが
だろうか。本テーマに限らず、貿易・投資
に関してご相談のある方は、いつでもお気
軽にジェトロ千葉までご連絡いただきたい。

https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/

※４ ： 税関「関税率表解説・分類例規」

https://www.customs.go.jp/tokyo/zei/k_sodan1_1.htm

※３ ： 東京税関「税番
（関税分類）
・税率に関する相談・お問合せ」

https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/

※２ ： ジェトロ
「世界各国の関税率」

※１ ： 日本関税協会「 Web
タリフ」
https://www.kanzei.or.jp/statistical/tariff/top/index/j

り、実際の手順を確認してみよう。簡単な
るＷｅｂタリフ
（※１）
を使用する方法だ。キ

当者によっても通関ごとにも異なることが

〈参考〉

調べ方としては、日本関税協会の出してい
ーワード検索で「そば」
を検索すると、いく

される場合と、 44.21
項の
「木製品」
に分類さ

各国に輸出すると、 95.03
項の
「玩具」
に分類

ある。例えば、木製ブロックの玩具を世界

でのＨＳ コードは各国・地域で共通のもの
だが、相手国・地域の運用によってどのＨ
Ｓ コードに該当するか判断が異なることが

つか候補が出るが、今回は穀物としてのそ
ばではなく、乾麺のそばなのでＨＳ コード
項に該当することがわかる。 19.02
項
19.02

の下位分類を見ると、ビーフン、スパゲテ

ィなどがあるが、そばの場合はＨＳ コード

ある。

れる場合が、国・地域により、また税関担

略）―その他のもの― うどん、
そうめん及び

の「スパゲティ、マカロニ（中
1902.19-092

そば」
に該当するとわかるだろう。ここで注

大学倫理研究センター客員研究員。

ＨＳ コードの判断が国・地域によって、 考にすべきだろう。

■より正確なＨＳコードを把握し
貿易トラブルを回避

新井

ＨＳコードを正しく理解しスムーズな国際ビジネスを

貿易に携わる方必見！

〈ジェトロレポート〉いま世界に目を向けて

何）
」 述而篇

かまびす

「天は、
私に徳をさずけられたのだ。

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

町の三越呉服店にはいり、休息した》

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
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

桓魋ごときが私に何をできよう（天、

1965年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。現在は作家と
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

『論語講義』渋沢栄一述 以下同

第十一回
淳
守屋

徳 を 予 に 生 せ り。桓 魋 そ れ わ れ を 如

やま

──もりや・あつし──

を確認する必要がある。

ＨＳコードとは、ほぼ全世界で採用され

ＨＳ コードと見聞きしたことがあるだろう。 ンス（ＥＵ）税関で適用される品目番号につ

これまで輸出入を経験された方であれば、 自の統計細分となっている。つまり、フラ

7

である。各国・地域での商品毎の関税率や

6

18
2021年₆月号
夢シティちば
2021年₆月号
夢シティちば

19

6

11

6

医療介護通信

歯周病と糖尿病の関係

抜歯の原因の第１位は、歯周病です。 頂いています。

星野歯科クリニック

星

野

浩

之

せん。歯がグラグラ動いていることが

が溶けてきても痛みがほとんどありま

もあります。歯周病は進行して顎の骨

すると、ひとりでに抜けてしまうこと

ラグラして動いてくる病気です。進行

の根の周りの顎の骨が溶けて、歯がグ

歯周病とは、歯肉に炎症が起こり、歯

（２０１８年全国抜歯原因調査を参照）

ビの健康番組などの

きている方は、非常に少ないです。テレ

かもしれませんが、効果的な歯磨きがで

が多いです。たかが
「歯磨き」
と思われる

ての年代を通して、歯磨きが不十分な方

代から始まっています。残念ながら、全

経過を辿ります。歯周病の始まりは 歳

病は痛みが出ないので、気が付かず長い

以上で顕著になると述べましたが、歯周

が良くなる→歯周病治療により糖尿病が

炎症物質が減少→インスリンの効き目

なので、歯周病が改善→歯周病による

青森県のＨＰの図は
「改善サイクル」

と、負のスパイラルに陥って行きます。

して、高血糖状態が続くと、老化に関係す

う！お口がスッキリしますし、全身も

が減少する患者さんを、何人も
HbA1c
経験しています。歯周病を治しましょ

実際に当院では、歯周病治療により

性物質が作られ、歯周病を悪化させる。 深く関係しているのです。

る物質が作られ、これを分解する際に炎症

健康になります！

改善する。と、糖尿病と歯周病は相互に

くくなる→糖尿病が改善すると歯周病も

改善する。続いて、糖尿病が改善→身体

自分で分かる程になると、治療で抜か
情報は一方通行なの

症性物質によりインスリンの働きが悪

ずに長持ちさせることは、かなり難し
で、ぜひ、歯科医院

の抵抗力が上がる→歯周病菌に感染しに

くなります。つまり、自分で歯が動く
で歯磨きのチェック

くなり血糖値が上がり、
糖尿病になる。そ

のが分かる位だと、手遅れなことが多
を受けていただきた
歯も、悪くなってか

いです。なんとか現状維持で、進行を
しかし、歯周病の初期から中程度ま

歯周病と糖尿病の

ら直すよりも、予防

歯周病の原因は、歯磨きで磨き落と
関係は、紙面の制限

でならば、歯周組織再生治療で溶けて

せていない
「歯垢」
と
「歯石」
です。歯垢
で詳しく述べること

したほうがいいに決

は食べカスではなく、生きている細菌
はできませんが、歯

しまった顎の骨をほぼ完全に再生する

の塊です。と、言葉ではインパクトが
周病で歯肉に炎症が

まっています。

ないので、当院では顕微鏡で動きまわ
起きると炎症性物質

ことが可能です。

る、生きた歯周病菌を見てもらい、歯
が産生され、その炎

令和３年度
第１回歴史と未来部会開催
４月 日㈮、第１回歴史と未来部会を開催し、
令和２年度事業報告および令和３年度事業計画
（案）
について協議いたしました。
令和２年度は、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
様をプリントしたエコバックを作成し、中心市
街地内の協力店舗での配布を行いました。
今後のコロナ禍における事業の進め方につい
ては、
「オンラインツールを活用した勉強会の開

令和３年度
第１回住み心地部会開催
４月 日㈫に開催された第１回住み心地部会では、
年度の事業計画（案）について活発な議論が交わされ

副部会長選任のほか、令和２年度の事業報告、令和３
ました。
住み心地部会は、来街者だけでなく居住者にとっ
ても住み心地の良い街の実現に向けて活動しています。
事業内容は年間を通して、美化活動、環境対策、防犯
対策など幅広く盛りだくさん。令和２年度は、新型コ
ロナウイルス感染症の影響で残念ながら中止になった
事業もありましたが、ゴミ拾い、打ち水、防犯パトロー
ルなどは、中心市街地の春夏秋冬の定番行事として定

催」や「他団体主催事業との連携」の検討等、活発

検索

◎差別につながる調査はお受けいたしません。◎秘密厳守

調査のアイコウ

不貞関係調査・結婚前調査・盗聴・盗撮器調査 など

な意見交換が行われましたので、具体的な事業

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

個人関係調査

着してきているのではないでしょうか。

不貞行為調査・詐害行為調査・隠匿資産調査 など

0120-54-5432
法曹関係特殊調査

内容について、引き続き検討を重ねてまいります。

社員採用前調査・社員の素行調査・企業信用調査 など

問題解決へのお手伝い。
企業関係調査
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【糖尿病と歯周病の改善サイクル
（青森県HPより）
】
令和３年度は、新たに、中心市街地における防災の

信頼と実績の総合調査

東京都弁護士協同組合特約店
神奈川県弁護士協同組合特約店
埼玉弁護士協同組合特約店
山梨県弁護士協同組合特約店
長野県弁護士協同組合特約店
群馬弁護士協同組合特約店

千葉本社 所在ビル

いです。歯周病も虫

抜歯の原因の第 位が歯周病で、 歳
50

遅くすることが精一杯です。

特に 歳以上は歯周病が増えてきます。
1

周病の原因は何なのか、理解を深めて

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

20
2021年₆月号
夢シティちば
2021年₆月号
夢シティちば

21

50

〈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

10

取組についても検討していくことになりました。

▲第1回住み心地部会の様子

千葉県弁護士協同組合特約店

1983年創業
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【2018 全国抜歯原因調査】
▲第1回歴史と未来部会の様子

まちづくり事業情報

中心市街地NEWS

千葉県開催競技／ Fencing

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会

フェンシング

フェンシング競技開催スケジュール

千葉県開催競技の魅力や見どころを紹介 ⑤

日程／2021年7月24日
（土）〜8月1日
（日）
会場／幕張メッセBホール
7月24日
（土）
7月25日
（日）
7月26日
（月）

女子

エペ

7月27日
（火） 女子

エペ団体

男子

サーブル

7月28日
（水） 男子

サーブル団体

女子

フルーレ

7月29日
（木） 女子

フルーレ団体

男子

エペ

7月30日
（金） 男子

エペ団体

女子

サーブル

7月31日
（土） 女子

サーブル団体

男子

フルーレ

8月1日
（日） 男子

フルーレ団体

フェンシング Fencing

フルーレ
背 中を含む胴 体 が 有 効
面。
「 優先権」を尊重する
のが特徴。

※開催日によって開始・終了時間が異なります。

フェンシング代表内定選手

サーブル
男
子

エペ

フルーレ

女

サーブル

子

エペ

エペ
「優先権」
はなく先に突い
た方に得点。
頭の先から足
の裏まで全身が有効面。
双方、同時得点がある。

サーブル
上半身が有効面。剣身で
触れる
「斬り」の動作が認
められている。

写真提供：公益社団法人日本フェンシング協会

とく なん けん た

さ とう

徳南 堅太 選手
千葉県の皆様、フェン
シング・サーブル競技日
本代表の徳南堅太です。
応援してくださる方々
に感動を与えられるよ
う、国の代表として誇
りを持って戦います！

男子エペ

のぞみ

み のべ かず やす

佐藤 希望 選手

見延 和靖 選手

2019年学校訪問で千葉県の小学校でフ
ェンシングを教えに行かせていただいて、
明るい子供達にすごくパワーをもらいま
した。次は私が千葉県の皆さんにパワー
や明るいニュースを届けたいと思います。
応援していただけたら嬉しいです。よろ
しくお願いします。

普段は海外で試合をすることがほとんどで、
なかなか国内で試合をすることが無いので、
応援して下さる皆様の声援を直に感じられる
良い機会だと思っています。応援を力に変えて
皆様と一緒に金メダルを目指していきたいと
思います。千葉県民の皆様の熱い応援よろし
くお願いします。

他にもいろいろ聞いてみました！
①フェンシングを始めたきっかけをお教えください。
②フェンシングの見どころや、自分のプレーで特に見てほしいところをお教えください。
③普段の練習で意識していることをお教えください。
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夢シティちば

2021年₆月号

千葉県

競技内定選手

14

夢シティちば

エペ、サーブルの育成強化に取り組み、
２０２１年の活躍が見込まれる東京
世代の選手も実績を残し始めています。

※他の千葉県開催競技の選手からいただいたメッセージを県ホームページで紹介しています。
https://www.pref.chiba.lg.jp/oripara/kaisai/naiteisensyusyoukai.html

①フェンシングを始めたのは高校からで、もともと経験者であった父親の
すすめでフェンシングを始めました。
②フェンシング競技の中でも自分がやっているエペという種目の魅力はなん
と言っても駆け引きにあると思います。自分としても、これまで積み重ね
てきた経験を活かした距離の取り方やタイミングを見ていただきたいです。
③普段の練習で意識していることは、昨日の自分に勝つということです。
日々の練習に課題を持ち、少しでも前進できることを意識しています。
④自慢できるようなことは特にありませんが、最近ハマっているのは料理で、
特に出汁を取ることです。 決してメインにはならないですが、出汁がな
くては料理として成り立たない存在に日本らしさを感じています。
⑤休みの日には自然に触れる時間を持つようにしています。自然からエネ
ルギーをチャージして、競技にいかします。
⑥好きな食べ物は、昔から変わらず、うどん、寿司、ピザ、です。
⑦ 「限界を迎えてからが勝負」 です。 限界というのは人それぞれで、自
分の中にあるもの。その、自分が設定する限界値を超え、もがくことで
こそ成長できると思います。
⑧東京オリンピックへは悲願であった団体戦で出場することが出来ます。
チーム一丸となり金メダルを目指したいと思います。
⑨普段は海外で試合をすることがほとんどで、なかなか国内で試合をする
ことが無いので、応援して下さる皆様の声援を直に感じられる良い機会
だと思っています。 応援を力に変えて皆様と一緒に金メダルを目指して
いきたいと思います。熱い応援よろしくお願いします。

17

フルーレ、激しい攻防

©Tokyo2020

①中学生の時に高校のフェンシング部の体験に行き、もともと剣道を
していたこともあり似ていて楽しい！と思ったのと、フェンシングは
オリンピックがあるけど剣道はオリンピックがないので、フェンシン
グで日本一になったりオリンピックに行きたいと思って始めました。
②フェンシングは相手との駆け引きが魅力で、私はわざと相手を出さ
せて小手を突いたり相手が剣を避けたくなるように出して足を突く
ところを見てもらいたいです。
③時間を無駄にしないように1日のスケジュールを決めて、練習・家
事・育児等を計画的にこなしています。
④趣味はディズニーランドに行くことでしたが、 今は行けないので
美味しいスイーツを探して食べることです。特技は大体のスポーツ
はなんでもできることで、2人の子供と色んなことをして遊べるの
が自慢です。
⑤2人の子供と公園で遊んだり雨の日はアイロンビーズで色んなもの
を作ったりしてます。
⑥お肉
⑦最後まで諦めない
⑧女子エペの代表として結果にこだわり戦いたいと思います。そして
子供たちにメダルをかけてあげたいと思います。
⑨コロナで大変な世の中ですが少しでも明るいニュースを届けられた
ら良いなと思ってます。応援よろしくお願いします。

⑦座右の銘をお教えください。
⑧大会への意気込みをお教えください。
⑨その他、発信したいことがありましたらご記入ください。

13

12

繰り広げられます。

①高校入学時、顧問先生のお誘いを受けて
②相手の虚を突いたトリックプレーに注目してくだ
さい。
③悪い癖を減らす努力をする。チームへの貢献を
考える。
④趣味はヨガ、特技は韓国語
⑤自宅でセルフケア
⑥おはぎ
⑦施されたら施し返す…恩返しだ！
⑧ホームアドバンテージを最大限に活かし、メダル
獲得を目指します‼応援宜しくお願い致します。
⑨SNS等でも情報発信しているのでぜひチェック
してください！

④趣味や特技、人に自慢できることをお教えください。
⑤休みの日の過ごし方をお教えください。
⑥好きな食べ物をお教えください。

20

ルーツは中世ヨーロッパ

女子エペ

フルーレは、背中を含む胴体が有効面
と な り ま す。 先 に 攻 撃 を 仕 掛 け た
選手が攻撃する権利を得る「優先権」を
尊重するのが特徴で す 。対 戦 相 手 は
剣を払ったり、叩き返したりして相手の
攻撃を防御することで優先権を奪い返す
ことができます。「攻撃―防御―反撃―
再反撃」と目まぐるしく変わる激しい
攻防が見どころです。

男子サーブル

見延和靖選手からのメッセージ

15

フェンシングは、華麗な剣さばきと
頭脳を 用 い た 駆 け 引 き が 魅 力 の 奥 が
深い競技です。
ル ーツは中世ヨーロッパの騎士たち
の剣 術 に あ り、 １ ７ ５ ０ 年 ご ろ か ら
ヨーロッパ各地で競技会が開かれる
ように な り ま し た。 ア ン・ ギ ャ ル ド
（ 構え ）
、ア レ（ 始 め ） な ど、 試 合 で
の 用 語 は フ ランス語が使用されます。
オリンピックでは第１回アテネ１８９６
大会から、現在まで毎回正式種目として
実施されている伝統ある競技です。

佐藤希望選手からのメッセージ

45

エペ、変化に富む展開

徳南堅太選手からのメッセージ

競技はピストと呼ばれる長さ メートル
エペは、優先権はなく、先に突いた方
の 細 長 い パ ネ ル の 上 で 行 わ れ、電 気 （両者同時は双方）に得点が入るので、
審判機が判定を下します。剣が相手の
初心者が見ても勝負が分かりやすい
有効面に触れると、審判機にランプが
種 目 で す。有 効 面 は 頭 の 先 か ら 足 の
点灯し得点が入ります。
裏までと全身が対象となり、意表を突く
個人戦トーナメントは３分×３セットで
攻めが可能です。
「ピスト上の決闘」と
点 を 先 取、ま た は 試 合 終 了 時 点 で
も言われ、頭脳戦、接近戦など変化に
リ ー ド す る 選 手 の 勝 利 と な り ま す。
富んだ展開が期待できます。
同様に、団体戦は１チーム３人による
サーブル、ダイナミックな攻防
総当たりで行い、３分×９セットのう
ち 点を先取、または試合終了時に得点の
サーブルはハンガリー騎兵隊の剣技
多いチームに軍配が上がります。
から競技化した種目で、頭や両腕を含む
種目はフルーレとエペ、サーブルが
上 半身が有効面です。フルーレとエペは
あり、剣の形状や有効面（得点となる 「 突 き 」 だ け が 得 点 と な り ま す が、
範囲）
、
優先権などが異なります。東京
サーブルでは剣身で触れる「斬り」の
２０２０大会ではそれら３種目、男女
動作が認められます。優先権のルールは
個人・団体の計 種目が実施されます。 ありますが、一撃必殺の豪快な剣さばきが
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日本ではフルーレが主流ですが、ジュニア

（2021年５月12日時点）

フェンシングのルール

フルーレ

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

名
よしだ けんと
すとりーつ かいと
しまむら ともひろ
とくなん けんた
やまだ まさる
みのべ かずやす
かのう こうき
うやま さとる
しきね たかひろ
さいとう としや
まつやま きょうすけ
ながの ゆうだい
えむら みさき
たむら のりか
あおき ちか
ふくしま しほみ
さとう のぞみ
うえの ゆうか
あずま せら
あずま りお
つじ すみれ

（ ～ 歳）やカデ（ ～ 歳）世代の

氏
吉田 健人
ストリーツ海飛
島村 智博
徳南 堅太
山田
優
見延 和靖
加納 虹輝
宇山
賢
敷根 崇裕
西藤 俊哉
松山 恭助
永野 雄大
江村 美咲
田村 紀佳
青木 千佳
福島史帆実
佐藤 希望
上野 優佳
東
晟良
東
莉央
辻 すみれ

今月は、東京２０２０オリンピックで
幕張メッセが会場となる「フェンシング」
の
ルールや見どころを紹介します。

種目

2021年₆月号

22

コロナニモマケズ

コロナニモマケズ

コロナ禍で頑張る企業をご紹介
トータルビューティーサロン

土台からきれいに！妥協せず、
いいものを提供したい───

師一筋です。もともと中央区中央で美

私は専門学校を卒業してから、美容
ます。特にヘッドスパなど頭皮ケアには

本当に必要なものにこだわって揃えてい

商材についても、髪やお肌にとって

土台からトータルできれいを目指す

容室を開いていましたが、結婚・出産
力を入れています。頭皮はお顔とつなが

年前に開店、充実の美容メニュー

でいったん店を閉め、子育てが落ち着
っていますから、まずは頭皮からお手入

ール・マツエク・シェービングなどと

サロン」に。フェイシャル・まつ毛カ

れ、いつしか「トータルビューティー

新しい技術を一つ一つ勉強して取り入

言えなくて、ご要望にお応えしながら

しいわ」と言われ「やれません」とは

お客様に「○○や○○などもやってほ

着物の着付けをするくらいでしたが、

最初は普通のヘアサロンで、あとは

客層も、生後数カ月の赤ちゃんから、

も若くキレイで健康でいてほしいです。

も扱っています。お客様にはいつまで

れるようサプリメントなどの健康食品

ルで、体の中から、全身がきれいにな

いいものは育ちません。それこそトータ

けどんなにケアしても、土台が悪ければ

クもうまく乗りませんよね。また、髪だ

す。お肌そのものがキレイでないとメイ

スキンケアから見直していただいていま

代の方までと本当に広いです。メンズ

きます。だからこそ 年やってこられ

が、そのぶんあらゆるお客様に対応で

ました。メニューが増えると大変です

思うことも（笑）
。癒やしを求めてヘッ

性ばかりになって「うちは床屋か 」と

も多くて、休日などは店内のお客様が男

同時にヘアのメニューも充実していき

ビューティのメニューが増えていき、

から近い現在の店をオープンしました。 れしていくとお顔も上がります。お顔も

いた２０００年、自宅や子どもの学校

20
たのだと思いますね。

はやる気に満ちていて、状況が悪化し

ドスパを受けられる男性も増えています。

気持ちが揺らいだこともありましたが、 伸ばしている方ばかり。悩みを共有で

双方が安心できます。そんなにお金を

あきらめずにポリシーを貫いたことで、 きる仲間と人間力を磨き、スタッフと

ても何とか生き抜いていく方法がある

ーに掲げてきました。外見の美しさだ

助け合って楽しく仕事をしていけば、

かけられる方ばかりじゃない、もっと

けではなく、心のケアを含めた体の基

逆にいいお客様だけが残り、長いお付

きてくれるものだと思います。

本的な健康維持に重点を置くこと。そ

には恵まれていますね。

いずれはヘアとビューティーを分散
近年、ホットペッパーなど情報サイ

特化した静かな空間でお迎えしたい。

ロナ疲れを抱えたお客様を、癒やしに

させて、新拠点を設ける予定です。コ
トを利用して、インターネット上の情

こんな時期だからこそ、あえて明るく

コロナ禍は新規顧客を得るチャンス

ら先もずっと同じ悩みを抱えて生活し

報発信を大切にしてきました。昨年か

未来を展望しないと。経営者はネガテ

実際に髪だけなら安くできるんです。

ていくのなら、しっかりとカウンセリ

ら続くコロナ禍で、当店の客層も大き

ィブになってはいけませんね。

しかし頭皮の状態が悪いのに、これか

ングをして、土台から直していきまし

く変わり、実は売上は伸びています。
近隣の方が当店を見つけてくださるな

素晴らしいスタッフ達がいたからこそ

らないスタッフにも恵まれています。

私はお客様にも恵まれ、なくてはな

そうなると、どうしても使用する商

ど、逆に新規のお客様に知ってもらう

遠出しにくくなり、スマホで検索して

材は高価になりますが、含有する素材

長年やってこれたのだと感謝しかあり
ません。

チャンスをいただいた形です。
感染対策としてはお客様との接触は

代表／篠㟢 清美
千葉市若葉区桜木７－３－８
電話 043-214-9030 https://www.truth-chiba.com/

最低限とし、マスクや検温は必須、手

トゥルース

いいものを使いたいですし、その方が
クレームもなく、私たちもお客様も、

指や使用機材の消毒、換気は高性能の
空気清浄機を設置し、飲み物サービス
もペットボトルに替えました。完全予
約制で混雑もせず、店内も広々として
お客様同士の距離もゆったり確保し、
なるべく時短でサービスを提供できる
よう心がけています。
私は全国の理美容師の団体に加入し
ていて、コロナ禍でも常にオンライン
セミナーに参加していました。参加者

会社DATA

などのランクは落とせません。本当に

て下さるお客様が多いです。

ょう、という考え方に共感し、理解し

▲スタッフの皆さん。下の写真右端が篠㟢さん

てくれればいい、という方もいますし、

料金の安さを求め、髪だけきれいにし

結果的にお客様も利益も後からついて

はず、とアイデアを出し合い、業績を

⁉

安価な商材を使った方がいいのか…と

20

れを曲げずに、ずっと続けてきました。 き合いが続いています。本当にお客様

開店当初から「美と健康」をポリシ

ポリシー貫き、いいものにこだわる

▲ゆったりとした店内で、お客様に施術中の篠㟢さん

24
2021年₆月号
夢シティちば
2021年₆月号
夢シティちば

25

人間力磨き、お客様のコロナ疲れを癒やす〝美〟の空間づくり

▲明るく広々とした受付カウンター

90
バス通り
（国道51号線）に面した
店舗外観

▲感染予防対策を明記した黒板

ヘアからエステまで心身ともにトータルビューティーを提供するサロン「トゥルース」
。コロナ禍を逆手に取って、
インターネット情報サイトのネット予約で売上を伸ばしています。美容師一筋、これからもお客様を癒やしの空間で
迎えたい…そんな展望を抱く代表の篠﨑清美さんにお話を伺いました。

トゥルース

回定時総会開催」

階第１ホールにて第 回定時総会が

ある行動で応援し、千葉ＹＥＧの新

令和３年度 総務委員会委員長を拝
命しました三幸商事株式会社の堤です。
当委員会は昨今の情勢を踏まえ、オン
ライン開催を併用した理事会・総会の
運営を担当します。コロナ禍において、
奮闘する千葉ＹＥＧ・会員企業の皆様
の土台となり、下支えできるように飯
田会長主導のもと、精一杯尽力して参
ります。何卒宜しくお願いいたします。

研修委員会 委員長を拝命頂きまし
た㈱丸藤の藤﨑将寛と申します。
私たちは提言や要望に関する情報収
集と研究を主にそれらに対する勉強会
などを行う委員会になります。メン
バーと共に千葉の明るい将来を真剣に
考え行動できる千葉ＹＥＧを築き上げ
るため全力で努めて参ります。宜しく
お願い致します。

令和３年度交流委員会委員長を拝命
頂きました、ほけんプラザエイプス㈱
嶋村礁と申します。
まだまだコロナ禍で制限されること
が多い世の中ですが、改めてメンバー
間の絆を深め結束を強くするために青
年経済人として何ができるのか、しっ
かり考えながら活動していきたいと考
えております。宜しくお願い致します。
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した次の５件の議案につき全てが可
決承認されました。
・第１号議案 令和２年度 事業報
告書承認に関する件
・第２号議案 令和２年度 収支決
算書承認に関する件
・第３号議案 令和３年度 事業計
画書（案）承認に関する件
・第４号議案 令和３年度 収支予
算書（案）承認に関する件
任に関する件

・第５号議案 令和３年度 役員選

告、今年度の事業計画を決議する新
このようにして、定時総会を無事
今回ご多用の中ご祝電を賜りまし

終えることが出来ました。

ご来賓の列席はご遠慮頂きました
た皆様には改めて御礼を申し上げま
委任状行使された会員の方々、すべ

す。また、ご参加された会員の方々、

定刻通り開会した後、当青年部飯
ての会員の皆様のご協力にも感謝申
そして、今年度スローガン「不撓

田会長から今年度のスローガンに込
等の挨拶を致しました。続いて祝電
不屈～最高に向かってさぁ行こう

し上げます。

披露にて、青年部会員へ向けての激
～」のもとにそれぞれ自身の職務を

そして飯田会長が議長席に着き議

しい時代と未来を切り開いていきま

全うしつつ、また仲間の活動にも愛

案の審議に入り、各副会長が議案内

す。新型コロナウイルスの影響もあ
後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお

り、
厳しい一年と予測されますが、
今

今回の定足数については会員総数

願い申し上げます。

令和３年度 新委員長よりご挨拶

総務委員会

名中出席 名、委任状行使者 名

疑応答と採決が行われました。

容の説明を行った上で会員による質

から頂きました。

励や、優しいお言葉を数多くの方々

めた思いや当年度に掛ける意気込み

ました。

が、厳粛な雰囲気の中で執り行われ

トさせるための重要な会議です。

年度千葉ＹＥＧとして新しくスター

た定時総会は、前年度活動の事業報

ン参加のハイブリッド形式で行われ

ス感染対策として、会場とオンライ

開催されました。新型コロナウイル
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にて総会が有効に成立し、今回審議

29

令和３年度４月定例会「第

す。今年度も依然として新型コロナ
ウイルスの感染拡大が続く中、常に
状況に応じ判断しながら、オンライ
ン参加を併用したハイブリッド開催
が主になっての活動が予想されます。
しかしそれは誰もが本来望んでいる
形ではありません。青年部の魅力で
ある人と人とが接しながらの熱い議
論、語り合うこと、笑いあうこと等、
思い描いているような活動はどれだ
け実現するかは分かりませんが、活
動が限られた中でこそ、我々青年部
にとっての本領発揮の場だと思って
います。できることを会員それぞれ
が考え出し、それを全員で実現でき
るように努力すること、限られた時
間の中で会員同士の交流を深め絆と
いう一生の財産を作ること。そして

21

４月 日㈬に、千葉商工会議所

～飯田会長年度がスタート！～

令和 年度千葉商工会議所青年部
会長職をお預かりすることになりま
した飯田敬道と申します。私自身会
長職を精一杯務めさせていただく所
存ではありますが、新たなる挑戦で
もあります。ＯＢ・ＯＧの先輩方に
は今後ともご指導ご鞭撻のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。今年度
は不撓不屈～最高に向かってさぁ行
こう～をスローガンに掲げさせてい
ただきました。不撓不屈とは文字通

何よりも限られた貴重な時間を楽し
むこと。長く短い一年が始まりまし
たが今年度が終わる時には一人一人
に繋がると信じています。
令和 年度も全会員一丸となり千
葉商工会議所青年部は明るく一生懸
命活動していきますので、皆様方か
らの今後も変わらぬご支援ご協力を
賜りますようお願い申し上げ会長挨

66
令和３年度、広報拡大委員会委員長
をやらせて頂きます。㈲夢現（むげん）
の花澤美嗣です。 ウィズコロナの新し
い時代にあった新しい発信の仕方、地域
や人との関わり方を委員会活動を通し
て見つけたいと考えています。出来ない
事を嘆くよりも、出来る事を全力全開
でやる。 その気持ちで楽しく、学びあ
る青年部活動にしたいと思いますので、
一年間どうぞ宜しくお願い致します。

礁

46

本年度もどうぞよろしくお願い致
します。

将寛

㈱丸藤

藤㟢

ほけんぷらざエイプス㈱

有司

美嗣

研修委員会
委員長

交流委員会
委員長

嶋村

りどんな困難にも負けず、挫折しな
いで立ち向かうこと。また、会員そ
れぞれが何か一つ 年間通して目標
もちろん望ましいですが、多くの困
難がある中で、たとえ目標を達成で
きなかったとしても、その過程、そ
の時間が一人一人の中で最高だった
と思えるような 年であればと思っ

定例会、委員会全ての事業が今まで
とは形を変えての開催となっていま

14
三幸商事㈱

堤

㈲夢現

飯田

18

総務委員会
委員長

花澤

敬道

令和３年度 新会長よりご挨拶
飯田環境クリーン㈱

昨年度から青年部の活動は理事会、 拶とさせて頂きます。

ています。

3

広報拡大委員会
委員長

令和３年度会長

を達成することが最高の結果であり、 の小さな最高が青年部の大きな最高

1

1

夢シティちば
2021年₆月号
夢シティちば
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〜最高に向かってさぁ行こう〜

不撓不屈

3

集 ： 千葉商工会議所
青年部
総務委員会
編

千葉商工会議所
青年部通信

編集：千葉商工会議所

「花の放送局」千葉ガーデン

千葉放送局

梶原局長 へへ感謝状 をを贈呈

25

NHK

地域の方々が育て、満開の菜の花が咲き揃った「花の放送局」千葉ガー

〜みんなで応援〜

製作公募中

２-２７ ４-１０３
夢シティちば

オリパラ成功させよう
「つるし雛
（平和の鳩）
」

【お申込み先】 ☎０４３

皆様と一緒に美しい花を咲かせ

“花の放送局”として親しんで戴

ける様努めて参ります。
」等と謝

辞を頂戴しました。

その後、同局からボランティア

の猪俣豊様へ感謝状贈呈が行われ、

式典は終了しました。

※補足 ＮＨＫ千葉ガーデンとは、Ｎ

ＨＫ千葉放送局（千葉市中央区）の敷地

内にある前庭の花壇の植え付け及び管

理を、地域の子供たちやボランティア

の方々と一緒に行うプロジェクトです。

状と記念品（クリスタルトロフィ

され、花々の成長に元気を戴き感

当協会主催イベント等、
最新情報を配信しています！

ま れ て い る「 Ｎ Ｈ Ｋ 千 葉 ガ ー デ

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。

LINE
公式アカウント

ー）を贈呈致しました。

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！

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。

ン」に対し祝辞を述べられました。 謝しております。今後も地域の誇

●事業を始める方を創業支援でサポートします！

梶原局長より「当ガーデンから

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。

りである花壇活動を継続して戴き

●金融機関からの資金調達をサポートします！

髙梨会長より『
「花の放送局」と

▲髙梨会長から梶原祐理子局長に感謝状と記念品を贈呈

本
店 ＴＥＬ043-221-8110
松戸支店 ＴＥＬ047-365-6007
ホームページ https：//www.chiba-cgc.or.jp/

【中小企業・小規模事業者の皆さまを全力でサポートします！
！】

元気を貰っているというお言葉に

まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください！

ますよう願っております。
』 等と

道場店・稲毛店・銀座店

千葉市花見川区作新台 7-14-2
TEL : 043-308-4222
https : //www.env-r. jp/

して、咲かせよう千葉！をスロー

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

環境リサイクル株式会社

感動しました。これからも地域の

千葉市中央区新宿1‑20‑5

挨拶の後、梶原祐理子局長へ感謝

本店

▲左側から猪俣氏、植木室長、髙梨会長、梶原局長、渡辺教授

ガンに、地域の皆様と共に活動な

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

未来を創るリサイクル。汚泥や食品残さを処理し、
堆肥等にリサイクルし有効活用します。

デンを背景に３月 日㈭ＮＨＫ千葉放送局１階ロビーにて、髙梨会長よ

千葉名産

地球温暖化の防止に向けて

り梶原局長へ感謝状とクリスタルトロフィー記念品を贈呈いたしました。

手みやげに一番

また、式典では千葉大学環境フ

お客様から信頼される会計事務所を目指して

当日はＮＨＫロゴの花のオブジ

健介

ィールド科学センターの渡辺均教

岸

ェやワンワン等のキャラクターが

公 認 会 計 士

授並びに、千葉市都市局公園緑地

本橋 雄一

ガーデンに展示され、がんこちゃ

公認会計士・税理士

部緑生課緑と花の推進室の植木公

田中 昌夫
んの着ぐるみも登場し、心のこも

公認会計士・税理士

章室長がご臨席され、同局で取組

手島 英男

った演出で迎えて戴きました。

公認会計士・税理士

女性会

!

!
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