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会報誌「夢シティちば」令和４年１月号（１月１日発行）
にて年賀用「誌上名刺広告」の
掲載を企画しています。会員企業の皆様の多数のご参加を心よりお待ちしています。
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国際ビジネスに役立つ関税の仕組み

青年部通信

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種は、新型コロナウイルス感染症の発症を
予防する高い効果があり、また、 重症化を予防する効果が期待されています。

経営者の皆様におかれましては、ご自身の予防接種に取り組むとともに、 職場に

おける感染防止対策の観点から、 従業員の皆様へ予防接種をご推奨いただくよう
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今月の表紙

編集者のひと言

今回の表紙は、今年4月稲毛海浜公園内にオープンしたグランピング施設、
small planet CAMP＆GRILL（スモールプラネットキャンプアンドグリル）
です。
近年日本だけでなく海外でも流行しているグランピングですが、実はグラマラ
ス
（魅力的な）
とキャンピングを掛け合わせた造語で、快適さを兼ね備えた自然体
験という意味です。この施設は手ぶらで楽しめるのが特徴で、木々や海に囲まれ
た豊かな自然の中で旅行気分を味わうことができます。また、千産千消をテーマ
に食材を用意しており、地元食材をたっぷり盛り込んだメニューも用意されてい
ます。
今後エリアの拡大も予定されています。老若男女問わず心ひかれる施設にぜひ
訪れてみてください。
撮影／明角和人(明角写真事務所)

みなさんは自動翻訳機能を使ったことはありますか？
私は趣味の関係上使うことが多いのですが、本格的なものでなく無料翻訳アプ
リや備え付けの機能を使うため、翻訳された言葉はちょっと微妙。
例えば、
「僕に伝えたいことがあったらコメントを残してください！」
という文
章が、自動翻訳にかけると
「俺に言いたいことがあったら置いておけ！」
と、何故
か上からかつ俺様風な仕上がりに。他にも
「なに？」
という文章が、自動翻訳にか
けると
「山芋ってなに？」
と、自我が芽生えて勝手に山芋を付けたりと、アレンジ
は様々。自動翻訳とはいえ、あまりの自由気ままな翻訳加減に日々、笑ってい
ます。
（A.Y.）

夢シティちば

2021年10月号

お願いいたします。

※ワクチン接種は強制ではなく、 あくまで本人の意思に基づき接種を受けるものです。 決して、
接種を強制したり、 接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることのないよう、 職場

での配慮をお願いします。

千葉市のワクチン接種に係る最新情報についてはこちら
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/covid19-vaccine.html

株式会社吉野機械製作所
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千葉市緑区大野台1丁目5-18
☎043−312−5900
従業員数 55名

氏

～世界のどこにもないものを作り出したい～

務し、
戦後、
高校時代の恩師に起業を勧

業高校を卒業後、計器を扱う会社に勤

４８年に東京で創業しました。父は工

当 社 は 先 代 で あ る 私 の 父 が、 １ ９

を崩したため入社１年で退職。同業で

販売会社に就職しましたが、父が体調

大学卒業後はコンピューターの輸入・

ほしいとは一切言わなかったんです。

長男だった私に、両親は跡を継いで

同業他社や大手との競合
多品種少量で業務拡大

められて、汽車の窓の真ちゅう金具を

当社と同規模の名古屋の会社で１年間
その頃には当社も競合他社の乱立で

加工する仕事を受注し始めました。や
圧）機械製作が有望だ」という言葉を

行き詰まり、同業者たちと意見交換を

修業した後、当社へ入社しました。

きっかけに、江戸川区小松川に小さな

ても食べていけない」という結論に達

くり返して「大手と同じことをしてい

「吉野製作所」を立ちあげました。

工 場 を 建 て、近 所 の 方 数 人 を 集 め て

がて同業者の「これからはプレス（鍛

「計器屋」職人だった父が
プレス機械工場として起業

よしの・ありのぶ／1950（昭和25）年９月20日、東京
都生まれ。早稲田大学理工学部電気工学科を卒業後、コン
ピューターの輸入・販売会社に１年間在籍。1975（昭和
50）年に株式会社吉野機械製作所入社。1990（平成２）
年、同社の代表取締役に就任。

かったですね。３年連続で、暮れに年

の需要が非常に高く、急ぎの仕事も多

動で送り、完成させていくライン機械

頃は、外箱や内箱を板金で工作して自

全国で自動販売機の生産が急増した

「最後まで面倒を見てくれる」が、
リピートオーダーを生む

した。

会社の規模を大きくすることができま

の他社さんからもお引き合いが増え、

てもらったと思っています。同じ業界

がって、われわれはずいぶん勉強させ

ました。当社の業務範囲もどんどん拡

戦後、職人気質の先代が東京で立ち上げた町工場

プレス機械製作で顧客第一主義を貫く
多品種少量生産で専用機に特化し大手に対抗
お客さま個々のニーズにきめ細かく応

してきました。

れわれが独自に作りだすことを大切に

す。まだ世界のどこにもないものをわ

を持ち続け、今があるという気がしま

にできるだけ応える、というポリシー

のは「顧客第一」
。お客さまが望むもの

いただきながら、当社が一貫していた

から、横のつながりでさらにお仕事を

でよく面倒を見てくれる」との信頼感

ダーをいただき、「吉野に頼めば最後ま

そうしてお客さまからリピートオー

月返上だったこともありました。

しました。さまざまな装置を開発して、 またぎで社員たちと終夜仕事をし、正

など精密機械を成型する機械のニーズ

えられる専用機に特化する必要性を実
そこで、設計部門を充実させ、仕事

が多く、計器屋出身の父は精度にシビ
らいいものを」という姿勢が認められ、

の範囲を拡げていきました。多品種少

感しました。
業界で「精密機器のプレスは吉野がい

形状が違うものを作るのは、大手企業

量、お客さまの要望に即してサイズや
その後、関東近郊の東芝の工場から

流し台などを扱うサンウエーブ工業

では難しい部分です。そこに少しずつ
てきます。当社のような中小企業がど

さんからプレス機械のメンテナンス作

受注をいただくようになりましたが、

う生き残っていくのか、模索が続きま

業を受注したのが、大きな転機となり

食い込んでいきました。

した。

結局はそこにも大手がどんどん参入し

い」といわれるまでになりました。

アな職人でした。その「どうせ作るな

当時、東京の下町では玩具やカメラ

Profile
吉野 有信 氏

戦後まもなく東京で創業し、プレス機械製作で実績を重ねてきた株式会
社吉野機械製作所。顧客第一主義を貫き、業界では「吉野に頼めば最
後までよく面倒を見てくれる」
といわれるまでに成長を遂げました。今年、
敷地内に大型自動省力化製造ラインの組立に対応した新工場を建設し、
先代から事業承継して31年を迎えた吉野有信社長にお話を伺いました。
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▲パーテーションを制作するラインの一部となる機械

▲主力となるプレス機械「YSP」
（サーボプレスブレーキ）

株式会社吉野機械製作所
代表取締役社長

▲本社外観。正門（写真左手前）には、60年前製造の
モニュメントプレス機が置かれている

吉野 有信

代表取締役社長 吉野 有信

本社

経営談話室
経営談話室
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▲オフィス・設計部門の様子

え？こんなところでコンサート？？
千葉県、 首都圏を中心にライブ、レコーディング
サポートを行っています。 PA 機材を持ち歩き
どんな場所でも演奏を行います。

Live Rec Support

▲オフィス・営業事務所の様子

ができあがるまでを保障します。その

夢シティちば

顧客からの評価を積み重ねリピートオーダーへ

ます。移転を機に、薄い板などを曲げ

リピートオーダーにつながってきまし

積み重ねで「吉野は最後までちゃんと

た。今期はコロナ禍ながら増収で、悩

る大型のＹＳＰ（サーボプレスブレー

少しずつブランド力もついてきた頃、 率を売上全体の約５割まで高めること

みは仕事を請けきれないこと。コロナ

面倒を見てくれる」という信頼を得て、

を目指しました。油圧式と違い、モー

禍で海外との交流が難しいため、国内

キ）
という機械を主力とし、
その生産比

れ、当社も移転を余儀なくされました。 ター駆動式でメンテナンスフリー。３

小松川が東京都の再開発地域に指定さ

～４年で機械の初期投資を回収できま

で設計から携わっていただける協力会

1

小松川から船橋へ、
さらに土気で規模を拡大

広い敷地を求めて、船橋市栄町の工業

す。１０００分の ㎜台で精度維持で

社を選定中です。

31

団地に急きょ移転しましたが、まもな

きるなど非常に優秀で、省エネ商品と

社長に就任して 年、現在は次男が

専務（生産部長）
、
三男が常務（営業部

2021年10月号

長）として一緒に頑張ってくれていま

夢シティちば

す。これからは若い社員の感覚や、新

5

しい情報、技術をどんどん採り入れて

いくことが課題ですね。

▲吉野代表取締役社長

く東日本大震災で敷地内の地盤が液状

してあげたい、という気持ち。自分もそ
ういう立ち位置、世代になったんだな
と実感しています。

して助成金の対象にもなります。

Ｑ やる気の源は？
Ａ 社員の笑顔。特に若手社員を笑顔に

化。千葉市からの助成や優遇制度を活

一会」。

用し、土気緑の森工業団地へ移りまし

Ｑ 座右の銘、好きな言葉は？
Ａ 社長室の壁に掲げた掛け軸の「一期

た。今年２月、第２工場が竣工。ご注

です。私は八代亜紀、アイジョージ、中
村雅俊など。

労を惜しまず、人を大事に
息子たち、若手社員と未来へ

Ｑ カラオケの十八番は？
Ａ 歌はどちらかと言うと家内の方が上手い

文いただいた大型の自動省力化製造ラ

んだのはリコー三愛グループ創設者・
市村清さんの生涯を描いた尾崎芳雄
「茨と虹と」。そして元国連職員だっ
た同級生・九島伸一君の「義政」。

これまで社員教育では「人を大事に

日本音楽家ユニオン会員
日本ラテンアメリカ音楽協会 AMLAN 理事

Ｑ 愛読書は？
Ａ ビジネス書をよく読みますが、最近、読

インでも効率よく生産できる工場がで

演奏動画

しなさい」という父の遺言を貫いてき

Lesson

素敵な音楽を
お届け致します

子たちと一緒に廻ります。お客さまとは
ただ飲食するよりゴルフで１日健康的に
過ごす方がいいと思っています。それと
大学時代から続けているのはマージャン。
年数回、仲間と集まっていましたが、コ
ロナ禍で途絶えているのが残念ですね。

きました。

お問い合わせ：shinya_nakada@nobordersound.com

ました。そして「労を惜しまない」
。わ

Ｑ 休日はどのように過ごしますか？
Ａ 趣味はゴルフ。仕事のお付き合いや息

「器」ができると、お客さまの方も

Q &A

れわれは、お客さまが生産される品物

吉野社長

▲工場にて、社員の皆さんと

器に見合う発注をくださるようになり

ギタリスト
仲田シンヤ

2021年10月号
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市制100年を振り返る～経済の視点から〜 ⑥

年譜

市 千葉市

年

2009（平成21）

2012（平成24）
2013（平成25）
2015（平成27）
2016（平成28）
2018（平成30）
2019（

平成31/
）
令和元

2020（令和₂）

100

市「脱・財政危機」
宣言
会

全国初のツイッターによる市民と市長の対話会実施
支店長交流会開催

市

東日本大震災発生、市でも美浜区の液状化などで大きな被害

市

日本貿易振興機構千葉貿易情報センターとの連携協力に関する包
括協定の締結
会 千葉県産業復興相談センターを当所に設置
会 経営革新等支援機関に認定
会 千葉県経営改善支援センターを千葉県中小企業再生支援協議会内に新設
市 学校施設の耐震化工事すべて完了
会 千葉県事業引継ぎ支援センターを当所に設置
市 東京圏国家戦略特別区域の一部に指定
市 JR千葉駅舎リニューアルオープン
市「千葉開府記念式典」開催、８月には第1回千葉氏サミット開催
会 オリンピック・パラリンピック特別委員会の設置
会 IT導入促進チームの設立
市 房総半島台風などで大きな被害
会 台風15号の影響に伴う特別経営相談窓口の設置
会 新型コロナウイルスに関する経営相談窓⼝の設置
会 10月28日、千葉商工会議所創立80周年
会

2021（令和₃）

市

1月1日、市制施行100周年

2026（令和₈）

市

千葉開府900年

年 を振り返る

2011（平成23）

市制

できごと

〜経済の視点から〜 ⑥

2010（平成22）

会 会議所

SINCE1921

▲東京湾から千葉市を臨む （千葉市広報広聴課提供）

第６回

2008〜2026

中心市街地再開発
開府900年へ

2021年10月号

年、 財 政 危 機 を 乗 り 越 え た 市 で は

「脱・財政危機」宣言が解除されてい

ます。

夢シティちば

２０１９（令和元）年５月、元号

31

が平成から令和へと変わり、改元日

10

の５月１日には例年の 倍の婚姻届

19

出がありました。

15

その年の９月から 月までわずか

25

１カ月半という短い期間に、房総半

10

島には台風 号と 号が上陸、さら

に 月 日の大雨と、３度の大きな

自然災害に見舞われました。家屋や

道路の損傷、長期にわたる停電など、

市域には甚大な被害が発生し、房総

半島各地の経済は多大なダメージを

受けました。

2

ようやく復興のきざしが見えてき

た２０２０（令和 ）年の幕開けと

が世界的に拡大。相次ぐ緊急事態宣

財政危機、災害、
コロナ禍を乗り越えて

危機」宣言を発出した千葉市は、人

言など「コロナ禍」による先の見え

20

21

ともに、新型コロナウイルス感染症

口減少社会や少子高齢化、環境問題

ない混乱と経済活動の制限が続くな

10

２００９（平成 ）年に「脱・財政

への対応など、 年後、 年後を見

た。都市としての成長のあゆみを振

据えたまちづくりを進めてきました。 か、２０２１（令和３）年１月１日

災発生にともない、市では学校施設

り返り、先人たちの業績に感謝する

23

に千葉市は市制１００年を迎えまし

の耐震化工事に着手。２０１５（平

とともに、今後も、安全・安心の確

２０１１（平成 ）年の東日本大震

成 ）年に完了しています。

保と活発な経済活動を両立させるこ

2021年10月号

1

２０１６（平成 ）年にはＪＲ千

夢シティちば

とにより、素晴らしい千葉市を未来

7

▲市制100周年記念ロゴマークとキャッチフレーズ 市制100周年を記
念した取り組みのシンボルとして、ロゴマークとキャッチフレーズを
公募で決定

葉駅舎がリニューアルオープン。同

▲東日本大震災 2011（平成23）
年に発生した東日本大震災では、
市内で最大震度５強の
揺れが観測され、液状化による住宅被害や交通機関のまひによる多くの帰宅困難者が発
生した （千葉市広報広聴課提供）

へ継承させていくことに期待します。

▲千葉開府890年 千葉開府890年を記念し、千葉の親子三代夏祭りに合わせて、千葉
氏ゆかりの11自治体が全国から集まり
「第1回千葉氏サミット」
を開催。武者行列も36
年ぶりに復活

年「千葉開府記念式典」や第 回千

葉氏サミットが開催されました。翌

▲令和元年台風15・19号、10月25日の大雨 市域に甚大な被害が発生
（千葉市広報広聴課提供）

28

27

6

生まれ変わった

千葉駅舎
２０１６（平成 ）年 月 日、
ＪＲ千葉駅が 年ぶりに新しくなり、
エキナカ商業店舗の一部とともに開
業しました。千葉の玄関口にふさわ
しく快適で、安全・安心なターミナ

ら金沢称名寺（現在の横浜市金沢
区）
まで、寺の年貢を千葉湊
（結城
浦）から船で運んだという史料が
江戸時代には都川河口周辺の

残っています。
港が、佐倉などから陸路で運ばれ
た物資を江戸などへ運ぶ水運の

千葉港は東京湾東岸、
市川市～
て船だまりを設け、近代的な港湾

都川河口を浚渫（しゅんせつ）し

拠点でした。１９１０年から県が

袖ケ浦市の 市にまたがり、海岸

千葉の港

線総延長約１３３㎞、港湾区域面
在の千葉港の始まりです。

としての機能を整えたことが現

月に 万ｔ級の船舶「高栄丸」が

所の操業にあたり１９５３年

戦後、
当時の川崎製鉄千葉製鉄

積が約２４，８００ と日本一広
い水域面積を有しています。貨物
取扱量の 割は海外との貿易貨
物で、貿易港として重要な役割を
千葉港に入港し、翌年 月には国

ったようです。また、東庄上代

城浦という港が都川の河口にあ

しゅうばっすい）
」によると、結

を伝える「千学集抜粋（せんがく

鎌倉や室町時代の千葉の様子

貿易港に成長しています。

になるなど、日本を代表する国際

年連続で貨物取扱量が全国 位

され、２００２～２０１９年は

１１年には国際拠点港湾に指定

際貿易港として正式に開港。２０

果たしています。

郷（現在の香取郡東庄町ほか）か

２０２１年度関東商工会議所連合会長表彰

「ベスト・アクション表彰」受賞
当所会員企業が受賞

この度、当所の会員企業である公益財
団法人ちば県民保健予防財団が商工会
議所事業活動に関連して地域経済の振
興などに貢献している会員に贈られる
２０２１年度関東商工会議所連合会長表
彰「ベスト・アクション表彰」を受賞さ
心からお祝い申しあげます。

れました。

会報誌でもご紹介したいと考えてお

※会員 企 業 が 受 け ら れ た 種 々 の 表 彰 を

8
2021年10月号

年 月から千葉駅・駅ビルの建替え
工事が始まり、高架下１階の千葉駅
東口改札・コンコースが線路上空の
３階に移転。わかりやすく、
安全・安
心で、明るく開放感のある駅になり
ました。新駅舎は、駅周辺施設（千
葉都市モノレ
ールなど）や
駅の北部（千
葉公園方面）
、
西口再開発ビ
ルと 階でつ
ながり、東西
南北への歩行

者ネットワー

クが形成され、

回遊性・利便

性が高まりま

した。

福祉環境委員会・小売部会
８月２日㊊
デジタル経営セミナーを開催
福祉環境委員会（日暮委員長／㈱太陽
堂印刷所 代表取締役）および小売部会
（中島部会長／㈱中島書店 代表取締役）
は当所第２ホールにおいて、ハイブリッ
ドによる合同セミナーを開催しました。
第一講座では、㈱船井総合研究所デジ
タルイノベーションラボ 金子慶彦氏を
お 迎 え し て、
「デジタル経営の始め方」
ま た、 第 二 講 座 で は ㈱ セ キ ネ 代 表 取

についてご講演いただきました。
締役社長 関根洋一氏をお迎えして、
「デ
ジタル経営の実践事例」についてご講演
いただきました。
今後、ＤＸ対応力が企業の業績を左右
すると言われるなか、経営者の強い意志

6

2

公認会計士・税理士・国税庁ＯＢのベテランが

ル駅に生まれ変わるべく、２０１１

福祉環境委員会
８月２日㊊
今後の活動内容 に つ い て 意 見 交 換
福祉環境委員会 （ 日 暮 委 員 長 ／ ㈱ 太 陽
堂 印 刷 所 代 表 取 締 役 ） は、 当 所 会 議 室
において委員会を 開 催 し ま し た 。
議題である今後 の 委 員 会 活 動 に つ い て
事務局から説明を 行 い 協 議 し た 結 果 、 原
案どおり進めるこ と と な り ま し た 。
始めに現任期３ 年 間 に 取 り 組 む 調 査 研
究テーマについて 再 確 認 す る と と も に 、
また、コロナ禍 で の 事 業 活 動 に お い て

今後行う活動内容 に つ い て 協 議 し ま し た 。
委員事業所がそれ ぞ れ 行 っ て い る 、 テ レ
ワークの実施や事 業 の Ｉ Ｔ 化 な ど の 取 組
みについて活発な 意 見 が 交 わ さ れ ま し た 。
会議終了後は同 会 場 に お い て 、 小 売 部

1

11

会との合同により オ ー プ ン セ ミ ナ ー を 開

のもと、生産性向上を目指して工夫改善

7

【初回無料相談 受付けています！ 】

▲千葉市の海辺
▲
 大
 正～昭和初期の都川河口 （千葉市立郷土博物館所蔵）
▲昔の都川河口 （千葉市広報広聴課提供）

世界とつながる
ha

り ま す。 そ う し た 情 報 を 是 非、 お 寄

▲千葉みなと旅客船さん橋オープン
2016（平成28）
年、港めぐりや工場夜景クルーズなど、千葉市の海に親しむことが
できる新たな拠点が誕生 （千葉市広報広聴課提供）

18

便利の良い千葉駅西口に直結する ｢ウェストリオ２」
ご相談に応じます。

T OPICS
6

6

28

10

することが必要であると説明されました。

【計画位置図】（千葉市HPより転載）
▲企業のDX対応について２名の講師が説明

トピックス

せください。

▲（写真右）藤澤 武彦 氏 公益財団法人ちば県民保健予防財団 理事長

3

53

催し、第１回委員 会 を 閉 会 し ま し た 。

【外観パース（イメージ）】（千葉市HPより転載）

夢シティちば
2021年10月号
夢シティちば

9

【断面図】（千葉市HPより転載）

20

▲挨拶する日暮委員長

市制100年を振り返る～経済の視点から〜 ⑥

８月
商工会議所 の 動き

1 1 階へお気軽にお立ち寄りください。

ご予約はこちら：043-306-7319

相続税対策スタッフ

支援情報一覧

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報のご案内
2021年9月15日時点

支

援

情

一

覧

中小法人等
個人事業者等

上限20万円/月
上限10万円/月

月次支援金事務局相談窓口
0120－211－240

千葉県中小企業等事業継続支援金
【支援金A】

中小企業等
個人事業者等

一律20万円
一律10万円

千葉県中小企業等事業継続支援金コールセンター
０１２０－１７９－１５５

千葉県中小企業等事業継続支援金
（酒類販売事業者への上乗せ支給）
【支援金Ｂ】

中小企業等
個人事業者等

最大20万円/月
最大10万円/月

千葉県中小企業等事業継続支援金コールセンター
０１２０－１７９－１５５

千葉市中小企業者月次支援金
（中小企業者向けの支援金）

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

時短要請に応じた
飲食店など向けの協力金が欲しい

［NEW］千葉県感染拡大防止対策協力金
【第12弾】

中小企業
最大4〜10万円/店舗・日
大企業など 最大20万円/店舗・日

千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
０５７０－００３８９４

まん防区域の大規模施設等への
時短要請に関する協力金が欲しい

［NEW］千葉県感染拡大防止対策協力金
（大規模施設・テナント等）
【第4回】

大規模施設 最大20万円/1000㎡・日＋加算金
テナント等
最大 2万円/ 100㎡・日
非飲食業カラオケ事業者 最大2万円/日

千葉県感染拡大防止対策協力金
（大規模施設・
テナント等）
コールセンター
０１２０－２９７１０７

宿泊事業者向けの支援金が欲しい

千葉県宿泊施設感染対策支援金【第1期】
・
【第2期】

最大50〜500万円

千葉県宿泊施設感染対策支援事務局コールセンター
0570－020166

雇用を維持したい

雇用調整助成金の特例措置

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

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

小規模事業者持続化補助金
（一般型）

小規模事業者等 最大50万円または100万円
補助率 2/3

千葉商工会議所

043−227−4103

小規模事業者等 最大100万円
補助率 最大3/4

千葉商工会議所

043−227−4103

中小企業者等 最大1,000万円
補助率 1/2～2/3

ものづくり補助金事務局サポートセンター
050−8880−4053

中小企業・小規模事業者等
30～450万円 補助率1/2～2/3

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

新型コロナウイルス感染症特別貸付

融資限度額
（別枠）
中小企業事業6億円／国民生活事業8,000万円

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

新型コロナウイルス対策マル経融資

融資限度額
（別枠） 1,000万円

千葉商工会議所
043−227−4103

セーフティネット保証４号

保証枠
（別枠） 最大2.8億円

取引のある金融機関
千葉県信用保証協会新型コロナウイルスに関する
経営相談窓口 043−221−8111

月次支援金

支援金・協力金

売上が減少した事業者向けの
支援金が欲しい

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

融
資
保証
11

報

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

資金を調達したい

資金を調達したい

夢シティちば

2021年10月号

夢シティちば

2021年10月号

10

支援金・協力金

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報のご案内
2021年9月15日時点

※7月12日
（月）
～ 8月1日
（日）
、8月2日
（月）
〜 8月31日
（火）
までの時短営業等に対する協力金

※9月1日
（水）～ 12日
（日）
までの時短営業に対する協力金

【第4回】
［NEW］千葉県感染拡大防止対策協力金（大規模施設・テナント等）

［NEW］千葉県感染拡大防止対策協力金【第12弾】

千葉県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、人流抑制を図るため、
まん延防止等重点措置区域または緊急事態措置区域（※）を決定し、時短営業等の協力を
要請しました。この要請に協力した大規模施設・テナント等を運営する方に対し、協力金
が支給されます。

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12弾）
」
が支給されます。

※まん延防止等重点措置区域
（7月12日〜8月1日）
は千葉市・市川市・船橋市・松戸市・成田市・習志野市・
柏市・市原市・浦安市・八千代市・鎌ケ谷市
（八千代市・鎌ケ谷市は7月19日から対象。
）
※緊急事態措置区域
（8月2日〜8月31日）
は県内全域

【要請内容】 ・20時から翌朝5時までは営業しないこと（イベント開催の場合は21時まで。映画館については、

上映時間を含め21時まで。非飲食業カラオケ事業者の場合は、休業すること。）
・店舗での飲酒につながる酒類提供（利用者による酒類の店内持ち込み含む）及びカラオケ設備の
使用はしないこと
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底すること など

※当協力金の第11弾は、10月15日
（金）
まで受付中です。

第12弾協力金は、緊急事態措置区域（千葉県内全市町村）が対象となっており、
「事業者の規模」
「売上高」
等により内容が異なります。

【支 給 額】 事業規模に応じて算定した日額 × 要請に協力した日数
日額

域
（県内全域）で、下記に該当する事業者
・大規模施設：時短要請に協力した施設のうち、1,000㎡超の施設等
・テナント等：大規模施設の一部又は1,000㎡超のイベント施設等を賃借し、来場した一般消費者
を対象に飲食業以外の事業を営む店舗等
・非飲食業カラオケ事業者：食品衛生法に基づく飲食店等営業許可を受けていないカラオケ店

【支 給 額】 ・大規模施設：休業面積1000㎡ごとに

20万円×（短縮した時間／本来の営業時間）×協力日数＋加算額 ※1
・テナント等：休業面積100㎡ごとに
2万円×（短縮した時間／本来の営業時間）×協力日数
・非飲食業カラオケ事業者：2万円 × 協力日数 ※2

※１：大規模施設で「支給対象テナント店舗数が10以上」「特定百貨店」「映画館運営事業者」の場合には、
短縮した営業時間に応じて１店舗あたり最大２千円～２万円が加算されます。
※２：非飲食業カラオケ事業者のうち、大規模施設またはテナント等に該当する場合は、協力金の計算方
法が異なります。

【申請期間】 令和３年10月31日(日)まで

※
「要請内容」「支給対象」「支給額」等の詳細は、HP等を参照ください。

【お問合せ先】

千葉県感染拡大防止対策協力金（大規模施設・テナント等）
コールセンター
TEL 0120－297107 ９時～18時まで（土・日・祝日含む）
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夢シティちば

2021年10月号

大企業（中小企業も選択可能※2）※3

最大4～10万円/店舗・日
最大20万円/店舗・日

※１：前年度又は前々年度の１日あたりの売上高から算定
※２：１日あたりの売上高が25万円を超える場合のみ
※３：前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額から算定
※支給額、日額の詳細は、公募要領、HPをご確認ください。

※上記内容は緊急事態措置区域における要請内容となっております。まん延防止等重点措置区域の要請
内容についてはHP等をご参照ください。

【支給対象】 7月12日～8月1日の間はまん延防止等重点措置区域、8月2日～8月31日の間は緊急事態措置区

中小企業 ※1

【支給要件】

・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店及び結婚式場は休業すること。ただし、酒類及びカラオケ
設備の提供（利用者による酒類の店内持ち込み含む）を取りやめる場合は、20時から翌朝５時まで
営業を自粛すること
・上記以外の飲食店は、20時から翌朝５時まで営業自粛すること
・
「換気の徹底」
「座席の間隔の確保（アクリル板等の設置）」「手指消毒の徹底」「食事中以外のマスク
着用の推奨」を遵守すること
・結婚式場については、1.5時間以内で、なるべく少人数（50人または収容定員50%のいずれか小さ
い方）で開催すること など

【対象要件】（1）千葉県内で飲食店を運営する事業者であること

（2）県からの要請に基づき行った営業時間短縮の協力開始日より前から、必要な飲食店営業許可又は
喫茶店営業許可を取得のうえ営業していること
(3) 9月1日（水）～12日（日）の期間について、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が、県
からの要請に対し協力したこと
（4）県の要請に協力した全ての期間において、県が要請する感染拡大防止対策を全て実施すること
（5）事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと など

【申請期間】 令和3年10月29日（金）まで
【お問合せ先】

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

夢シティちば

2021年10月号

12

〜令和３年

１ インボイス制度とは

格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を

千葉県税理士会所属
  

を求めなければ仕入税額控除の適用が受けら

藤
 代 浩司

記載が追加された書類やデータをいい、このイ
れません。

税理士

ンボイスを発行することができるのは登録事
〈課税事業者の影響〉

日以降は、適格請求書の保存がない支払いにつ

行わないと、適格請求書を発行することがで

請求書発行事業者（登録事業者）の登録申請を

インボイス制度が開始される令和５年 月１

で預かった消費税から仕入や経費等で支払っ
いては仕入税額控除が受けられなくなります。

すでに消費税の課税事業者の場合でも適格

業者に限られます。

た消費税を差し引いた差額を納付することに

負担するのは消費者となります。事業者は売上

なりますが、インボイス制度においては、この
めの手続きとして導入されるものになります。

支払った消費税を差し引く（仕入税額控除）た

ることになり、消費税の課税事業者だけでなく

買手側双方にそれぞれ必要な対応が生じてく

インボイス制度が導入されますと、売手側・

する商品に軽減税率対象品目があるかどうか

ことができません。また、登録事業者は、販売

行できないため、取引先が仕入税額控除を行う

きません。登録を受けるかどうかは事業者の任

除の方式としてインボイス制度が導入されま
「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格
適格請求書
（インボイス）
とは、売手が買手に
もので、具体的には、現行の
「区分記載請求書」

免税事業者においても影響を及ぼすことがあ
を問わず、取引の相手方（課税事業者に限りま

意ですが、登録を受けなければ適格請求書が発

請求書発行事業者（登録事業者）
」になるために
対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える

消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、
ると考えられます。

ります。適格請求書を発行することができるの

した適格請求書の写しを保存しておく必要があ

求書を交付しなければなりません。また、交付

手
（課税事業者）
から求められたときは、適格請

売手である登録事業者は、買手である取引相

点も踏まえ、登録の必要性を検討する必要があ

求書を交付する必要はありません。このような

客が消費者のみの場合には、必ずしも適格請

対する交付義務はありませんので、例えば、顧

者や免税事業者など、課税事業者以外の者に

書を交付しなければなりません。一方で、
消費

す。
）
から交付を求められたときには、適格請求

に
「登録番号」
、
「適用税率」
及び
「消費税額等」
の

は登録事業者に限られるため、登録事業者でな
ります。
〈免税事業者の影響〉

い事業者が適格請求書を発行することは法律
によって禁止されています。
原則として、取引相手
（売手）
である登録事業者

の取引事業者は売上に係る消費税を転嫁でき

格請求書を発行することができませんので、そ

インボイス制度が始まると、免税事業者は適

から交付を受けた適格請求書の保存等が必要

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、

となります。もし、交付を受けた適格請求書が

登録申請書」に加えて「消費税課税事業者選択

を受けるためには、
「適格請求書発行事業者の

実務上これまでは売上に係る消費税を預かっ

免税事業者は消費税の納税義務がないため、

なくなります。

要件を満たさないものであった場合には、要件
を満たした適格請求書を登録事業者に再交付

５ 今後の対応について

届出書」を提出し、課税事業者となる必要があ
りますが、令和５年 月１日を含む課税期間中

出し、
登録を受ける必要があります。なお、
課税事

長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提

インボイス制度の最新情報については、国税

税事業者となる経過措置が設けられています。

に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課

適格請求書発行事業者となるためには、税務署

適格請求書発行事業者の申請から登録まで

業者でなければ登録を受けることはできません。

す。適格請求書等保存方式が導入される令和５

されています。

細やＱ＆Ａ、問い合わせの多い質問などが公開

庁のサイトにアクセスしますと手続方法の詳

年 月１日から登録を受けるためには、原則と

申請書は、令和３年 月１日から提出可能で

返品や値引きなど、売上げに係る対価の
付する。
交付した適格請求書に誤りがあった場合

③修正した適格請求書の交付

して、令和５年３月 日までに申請書を提出す
る必要があります。

免税事業者の登録手続
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/
zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

「特集インボイス制度」
─国税庁

返還等を行う場合に、適格返還請求書を交

②適格返還請求書の交付

て、適格請求書を交付する。

取引の相手方（課税事業者）の求めに応じ

①適格請求書
（インボイス）
の交付

の義務が課されます。

インボイスの発行側の登録事業者には以下

４ 経理・帳票類の管理システムの対応

…

商品や製品などが販売される都度その販売価

たとしても、納税をしていませんでしたが、イ
ンボイス制度によってその分の利益が減るこ
買手の立場からすると、適格請求書の発行が

とになります。
なければ仕入税額控除ができないため、取引先
を選別する可能性も考えられます。場合によっ
ては登録事業者としか取引をしない、といった
取引先が現れることも十分考えられます。
免税事業者が登録事業者になることも可能
ですが、その場合消費税の課税事業者になるた
め、これまでは必要がなかった消費税の申告手
続きを行う必要があるため事務的な負担も増
えてしまいます。

に、修正した適格請求書を交付する。
交付した適格請求書（適格返還請求書）の

となります。

④写しの保存
写しを保存する。
右記の内容については、端数処理の方法や複
数の書類
（請求書と納品書など）
による対応、電
磁的記録の場合の保存方法など細かなルール
が決められているため、現在の業務フローや帳

登録日以降は課税事

３ 経営に及ぼす影響
これまでお話ししたように、適格請求書の発
行がなければ仕入税額控除ができないためイ
ンボイス制度が始まると、取引先の選別や免税

日の消費税率引上げに際して消費税転嫁

票類がインボイス制度にどこまで対応できて
いるのか検証を行い、必要に応じて帳票の書式
やシステムについて修正や更新などの対応が
また、経理の対応については、消費税の仕入

必要になります。
税額控除の適用のために一定の事項が記載さ
れた帳簿及び請求書等の保存が必要になりま
す。仕入税額控除については経過措置があり、
適格請求書が発行されない課税仕入について
は、令和 年 月 日から令和 年 月 日ま

（課税事業者）

適格請求書
発行事業者

（課税事業者）

事業者に対する値引き要求（買いたたき）をさ
れるなどの懸念が広がっています。平成 年
月
対策特別措置法が制定され、消費税の転嫁拒否
や値引き要求などの行為は公正取引委員会に

（税抜き又は税込み）及び適用税率

日までは仕入税額相当額

業者となりますので、

提出期限

おいて厳しく監視されていました。しかしなが

②取引年月日

では仕入税額相当額の ％、令和 年 月 日
月

税務署

消費税の申告が必要
（令和5年3月31日）注

（令和5年10月1日）

登録日
登録申請書の

ら、同法は令和３年３月 日をもって失効とな

8,000円
年

事業者

③登録及び公表
・登録簿への
登載

令和6年12月期
令和5年12月期
令和4年12月期

事業者は以下の事項をインターネットを
通じて確認できます。
・適格請求書発行事業者の氏名又は名称
・登録番号、登録年月日
（取消、失効年月日）
・法人の場合、本店又は主たる事務所の所在地
②税務署による
審査

り（失効前の違反行為については引き続き監視

3,200円
消費税

％を仕入税額控除とすることができるた

登録年月日

タオルセット

の対象となる）
、インボイス制度開始後におい

消費税
80,000円

から令和
の

通知される登録番号の構成は、以下の
通りです。

11/2

て、仕入税額控除ができない分だけ値引きを要

40,000円
10％対象

め、注意が必要になります。

〜免税事業者の登録手続き〜

31

④税務署からの通知
①登録申請書の提出

適格請求書
発行事業者

免税事業者
免税事業者

書

・法人番号を有する課税事業者
Ｔ＋法人番号
・上記以外の課税事業者（個人事業
者、人格のない社団等）
Ｔ＋13桁の数字
通知
登録 書
申請

上記のほか、事業者から公表の申出があっ
た場合には、
・個人事業主：主たる屋号、主たる事務
所の所在地
・人格のない社団等：本店又は主たる
事務所の所在地

10

〜適格請求書発行事業者の申請から登録まで〜

10,000円

求されるといった場合には規制の対象外にな

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

1

＊

る可能性も考えられるため、取引先に対しては

⑤税率ごとに区分した消費税額等

30

豚肉

また、インボイス制度に対応するための各種シ

④税率ごとに区分して合計した対価の額
9

10

慎重な対応が求められます。

③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
8

8

11/1

ステムの改修や、業務フローの見直しなど社内体

10

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
80

××年11月30日

制を再構築する必要が生じ、そのためのコスト

10

８％対象

あります。

は、登録申請書を提出し、登録を受ける必要が

２ インボイス制度による影響

す。適格請求書
（インボイス）
を発行できるのは、

令和５年 月１日から、消費税の仕入税額控

月１日から登録申請書受付開始〜

10
軽減税率対象
＊

③
1

30

5,000円

③

⑤
11,200円

④
10

9

＊

4

消費税
5

魚

②

金額
品名
日付

2,000円

11/1
26

120,000円
11
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インボイス制度について

2023年10月
（令和5年）

Ⅰ インボイス制度の概要について

適格請求書等保存方式

△△商事㈱

⑥
㈱○○御中

登録番号 T 012345…

①
11月分 131,200円
31

合計
50

2021年10月号

INVOICE
10

請 求 書

や事務的負担にも対応しなければなりません。

令和５年３月31日までに提出することが困難な事情がある場合は、令和５年９月30日まで
注

夢シティちば

15

10

《特集》
■適格請求書
（インボイス）
の記載事項
1

したメールと請求書のファイルを保存し、なおか

度への対応も含めて、デジタル化の促進について

そのため、改正電子帳簿保存法、インボイス制

作業を紙ベースで行う場合には、事務的にも多く

16
2021年10月号

例えば、電子メールで請求書を受領した場合に

際的な利用が進んでいます。日本では、
令和２年末に

つ後から検索できるような仕組みを作らないと

は、請求書を印刷して保管するのではなく、受信

電子インボイス推進協議会
（ＥＩＰＡ：エイパ）
が国

書面に出力した状態で保存していた場合には、帳

もし、このような対応ができずに電子データを

いけないことになります。

に対応した日本標準仕様を策定・公開ができるよ

「電子帳簿保存法Ｑ＆Ａ
（一問一答）～令和４年１

申告の承認取消しの対象となり得ます。
（国税庁

簿の保存義務を果たすことにならないため、青色

２ 改正電子帳簿保存法

う進めています。

拠させることを発表し、日本の法令や商慣習など

内向け電子インボイスの仕様にＰｅｐｐｏｌ に準

Ⅱ インボイス制度を契機としたデジタル化の促進について
１ 電子インボイス制度と電子帳簿保存法
適格請求書は、書面だけではなく電子データに
より交付を受けることも可能です。

電子データにより適格請求書の交付を受けた
場合は、データの保存と出力した書面を保存す
ることで、仕入税額控除の要件を満たすことが
できます。
月１日以後に保存等を開始する方～ 電子取引
関係
【問 】
）

しましたが、手続きが煩雑で運用が難しい状況で

検討する機会が必要になると考えられます。

これまでも帳簿書類の保存を電子データで保存

した。改正された電子帳簿保存法では、電子帳簿

するための手続きとして、電子帳簿保存法が存在

和４年１月１日以後行う電子取引に係る電子データ

の保存要件が緩和され、従前よりも使い勝手がよ

一方で令和３年度の税制改正により電子帳簿保存

を書面に出力して保存することができず、全ての電

インボイス制度への対応は、適格請求書の発行
が大きな柱となりますが、事業者は売手側、買手
側双方の立場になるため、いずれにも対応できる
体制を取らなければなりません。インボイスに対
応するための業務フローやシステムを見直す場合、

販売管理システムや請求書などの帳票の改修で対

の工数が必要となってしまいます。このような作

経営支援課

法の改正が行われ、所得税及び法人税については、令

子取引の取引情報に係る電子データを一定の要件の

日以内に行う必要がありましたが、最長 ヶ月

応を図ります。買手側は、適格請求書を受領した

売手側の適格請求書の交付手続きでは、対応する

と相互けん制などの適正事務処理要件が廃止さ

③不正防止を目的とした内部統制のため定期検査

以内に延長されました。

３ デジタル化の推進について

くなりました。

②電子データが作成された日時を確定するタイム

認は不要とされました。

①事前に税務署長の承認が必要でしたが、事前承

改正の主なポイントは下記の通りです。

下、保存しなければならないこととされました。

そのため、インボイス制度においても、電子
データを書面に出力して保存を行うのではなく、

管を行うことが必要とされていきます。政府は
スタンプ付与は、電子データ受領（署名）後の

電子帳簿保存法に則った形で電子データでの保

会計システムなどを手がける民間企業団体と協
議を開始し、企業間でやり取りする請求書の完
全なデジタル化、すなわち電子インボイスの導

ＥＵでは、既に電子インボイスの加盟国間での

入検討を始めています。

ときに適格請求書が正しく記載されているかを確
認し、間違っていた場合は再発行の依頼が必要と

れました。

なります。また、新規の取引先やスポット契約を

規格統一が図られており、世界的にも電子インボ

電子データの出力書面等の保存をもってその電

④電子取引の取引情報に係る電子データについて、

行う取引先が適格請求書発行事業者かどうか、あ

④の電子データの保存については、インボイ

業をデジタル化するためには、販売管理、財務管

国際規格Ｐｅｐｐｏｌ
（ペポル）
は、受発注や請求に
子データの保存に代えることができる措置が廃

イスの導入が進んでいます。

かかる電子文書をネットワーク上でやり取りする
止されました。

ス制度の電子データの保存要件と相反すること

理、顧客管理などさまざまなシステムを活用する

らかじめ確認しておく必要があります。これらの

ための、文書仕様・ネットワーク・運用ルールの規

になりますが、法人税・所得税と消費税のどち

格で、国際的な非営利組織であるＯＰＥＮ ＰＥＰ
ＰＯＬが管理しているグローバルな標準規格です。

らにも対応するためには、電子データを電子帳
中でデータの連携や一元管理できるようなシステ

Ｂ取引でも利用が促
簿保存法の要件にて保存する必要があります。

当初はヨーロッパの公共調達の仕組みとして導
入されましたが、その後Ｂ
進され、Ｐｅｐｐｏｌ に基づく電子インボイスの国

ムの導入を行い、ＡＰＩ連携など極力人の手を介
さずデータのやり取りができることが望ましいで
す。特に税務会計の分野においては、インボイス
制度が開始されてから６年間は経過措置があるた
め、消費税の計算が大変複雑になってしまいます。
消費税の区分や取引の内容を電子インボイスから
直接取込むことができれば、適切に消費税の計算
を行うことができます。
デジタル化は自社の対応も大切ですが、取引先
との連携も重要な要素になります。自社で独自に
開発したシステムは利便性が高いですが、他社と
の連携がうまくいかない場合にはかえって効率的
にならない可能性もあります。可能であれば取引
先とも協議をしながら進めていくのもひとつの方

また、デジタル化を推し進めていく中で、既存

法になります。

街頭防犯カメラ

※あらかじめお電話で相談日時等をご連絡ください。

検索

3

TEL 043-227-4103
調査のアイコウ

◎差別につながる調査はお受けいたしません。◎秘密厳守

のフローから大きく変化することに懸念を抱く従

未来の住環境に夢発見。

▶ 千葉商工会議所
不貞関係調査・結婚前調査・盗聴・盗撮器調査 など

検索
千葉ショッピングセンター

お問合せはこちら
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

業員の方もいらっしゃいますので、事業所内での

〒260-0014  千葉市中央区本千葉町15-1
☎043-227-6543（事務所）

インボイス制度対策講習会も11月26日（金）に開催予定（個別相談会付）

0120-54-5432
不貞行為調査・詐害行為調査・隠匿資産調査 など

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

0120 ‑ 06 ‑ 2771

相談日：1
0月7日（木）、11月4日（木） 14時～17時
千葉本社 所在ビル

社員採用前調査・社員の素行調査・企業信用調査 など

法曹関係特殊調査

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

フジセイコー株式会社
千葉市稲毛区宮野木町1664-11

千葉商工会議所では税理士による税務相談を実施しています。

重要
問題解決へのお手伝い。
企業関係調査

理解を得るための工夫や研修も必要に応じて実施

JR千葉駅・京成千葉駅徒歩1分

インボイス制度に関するご相談承ります

信頼と実績の総合調査

2

https://www.c-one.or.jp
シーワン
CHIBA SHOPPING CENTER

ホシーワン

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

42

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

千葉県弁護士協同組合特約店

1983年創業

が必要です。

４ おわりに
令和３年９月１日デジタル庁が設置されました。
政府はこれまでも行政のデジタル化を進めていま
したが、新型コロナウイルスの影響を受けて、行
政の押印原則・書面主義・対面主義の見直しなど
デジタル化のスピードを加速させた感があります。
事業者においても、感染防止の観点からテレワ
ークの実施やＡＩの活用による業務の効率化など
デジタル化は直面している現実問題です。インボ
イス制度への対応を含め、現在の状況を好機と捉
えて、アフターコロナの事業活動を加速させるべ

気取らない街で、
ファッション＆グルメをどうぞ！

夢シティちば
2021年10月号
夢シティちば
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くデジタル化への取り組みをさらに進めてみては
いかがでしょうか。

http://www.ohshima-cp.com

営業センター

千葉ショッピングセンター
〜
シーワン
CHIBA SHOPPING CENTER

〜皆様とともに歩む

to

令和3年8月期

「新型コロナウイルス感染症の影響について」
（２）8月の売上の影響（前年同月比）

（１）自社への影響の有無
100％

15.0％

10％未満減

24.4％
27.5％

10～20％減

30.8％

④ 3.0％

④ 6.1％

④ 6.6％

④ 8.3％

④ 9.4％

③ 0.3％

③ 2.4％

③ 1.5％

③ 1.0％

③ 1.3％

③ 2.1％

③1.8％

② 40.8％

② 28.4％

② 32.7％

② 34.4％

② 30.9％

② 28.3％

②29.9％

60％

18.6％

40％

8.2％

30～40％減

① 59.6％

① 58.0％

① 59.5％

① 60.1％

①59.1％

0％

9.0％

3月
（※） 令和2年5月

7.7％
13.7％

50％以上減

① 66.3％

20％

7.2％

40～50％減

① 51.7％

5.9％

令和3年8月

0.9％
5.4％

「設問（１）」で「①マイナスの影響あり」と回答した企業に伺った。

11月

令和3年2月

5月

8月

① マイナスの影響あり
② 現時点で影響はないが、今後マイナスの影響が出る懸念がある
（3月・5月：
「長期化した場合、マイナスの影響が生じる」）
（8月・11月・2月：
「経済活動の停滞が長期化するとマイナス影響が出る懸念がある」）
③ プラスの影響あり
④ 影響は無い
※新型コロナウイルス感染症に関する緊急調査
新型コロナウイルス感染拡大に伴う経営への影響について調査するため当所が会員企業に対して実施した。
【調査期間】令和２年３月18日〜４月３日
【調査対象】4,550社

（4）インボイス制度導入に向けた課題について【複数回答可（3つまで）】 （1）インボイス制度について
48.4％

顧問税理士から指導がなく、何をしたらよいのかわからない

発行する請求書等の様式を変更しなければならない

19.0％

仕入先が免税事業者かどうか確認しなければならない

自社が発行する請求書等の写しを
保存しなければならない（３万円未満を含む）
受け取った３万円未満の請求書等も
保存しなければならない

よく知らない
52.8%

17.8％

システムの入替・改修コストがかかる

13.1％

（2）直近１年間（事業年度）の課税売上高（消費税のかかる売上高）について

6.5％

１千万円以下
9.9%

3.9％

3.9％

１千万円超～
５千万円以下
14.9%

端数処理のルールが変わってしまう 0.9％
その他

60
40

建設業
76社

製造業
85社

卸売業
76社

小売業
75社

サービス業
78社

20
0

景気動向調査はインターネットで詳細を
ご覧いただけます。

全体の特徴 （▲はマイナス）

23.4％

（登録番号、税率ごとの消費税額、消費税率 等）

回答数

80

知っている
27.7%

27.3％

受け取った請求書等がインボイスの要件を
満たすか確認しなければならない

受け取った納品書と請求書とを
突合しなければならない

全く知らない
19.5%

100

DI値：
（増加･好転などの回答割合）
－
（減少･悪化などの回答割合）

「インボイス制度について」

そもそも制度が複雑でよく分からない

▶ 業況DIは、感染急拡大により５期ぶりに
悪化した
▶ 約６割の事業者は新型コロナウイルスに
よるマイナスの影響が継続している
▶ ７割超の事業者がインボイス制度を知
らない

調査期間：令和₃年₈月₄日（水）～ 27日（金）
調査対象：千葉商工会議所法人会員事業所500社
〈回答：390社 回答率：78.0％）

全産業業況推移

令和2年8月

8月

千葉商工会議所景気動向調査

調査結果のポイント

④9.1％

25.8％

20～30％減

その他

80％

④ 7.2％

調査結果報告

１億円超
61.6%

7.4％

５千万円超〜
１億円以下
13.5%

業況DI
（前年同月比ベース、
以下同じ）
を見ると、
前回調査
（令和３
年５月、
以下同じ）
と比較して、
建設業、
製造業、
卸売業、
小売業が下
降し、
サービス業が上昇した結果、
全産業合計DIは10.2ポイント下降
して▲38.7となり、
５期ぶりの悪化となった。
また、
向こう３ヶ月
（９月～11月、
以下同じ）
の先行き見通しは、
全ての
業種が上昇する見込みとなっており、
全産業合計DIは現状より6.6ポ
イント上昇の▲32.1となっている。
売上DIでは、
前回調査と比較して、
建設業、
卸売業、
小売業が下降
し、
サービス業が上昇、
製造業が横ばいとなった結果、
全産業合計DI
は6.9ポイント下降して▲32.6となり、
２期ぶりの悪化となった。
採算DIでは、
前回調査と比較して、
全産業が下降した結果、
全産

業合計DIは13.5ポイント下降して▲37.7となり、
２期ぶりの悪化となった。
仕入単価DIでは、
前回調査と比較して、
建設業、
製造業、
サービス
業が下降し、
小売業が上昇、
卸売業が横ばいとなった結果、
全産業合
計DIは▲42.4となり、
２期連続の悪化となった。
従業員DIでは、
前回調査と比較して、
卸売業、
小売業が下降し、
建
設業、
製造業、
サービス業が上昇した結果、
全産業合計DIは12.5とな
り、
２期連続の上昇となった。
資金繰りDIでは、
前回調査と比較して、
建設業、
小売業、
サービス
業が下降し、
卸売業が上昇、
製造業が横ばいとなった結果、
全産業合
計DIは▲20.4となり、
２期ぶりの悪化となった。

（5）インボイス制度導入後、免税事業者からの仕入について
まだ分からない

76.9％

免税事業者であるということで
取引を行うか否かの判断はしない予定
経過措置がある間（６年間）は
免税事業者との取引を行う予定
免税事業者との取引は一切行わないようにする予定
一部の免税事業者を除いて取引は行わない予定
その他

12.9％

特に何もしていない

4.8％

夢シティちば

2021年10月号

56.1％

情報収集は行っているが、
具体的には取り掛かっていない

1.8％

情報提供を受けたことはあるが、
どのような準備が必要か分からない

1.5％

請求書等発行システムや経理・受発注システムの
入替・改修などを行っている

24.9％

その他

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

9.4％

5.9％

2.1％
消費税の課税事業者の方に伺った。

19

（3）インボイス制度導入に向けた貴社の準備状況について

3.7％

お客様から信頼される会計事務所を目指して

夢シティちば

2021年10月号
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〈問合せ先〉千葉市中心市街地まちづくり協議会（事務局）千葉市中央区中央2-5-1

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

千葉市中央区本町1−1−13

令和３年度

千葉市中央区新宿1‑20‑5
本店

道場店・稲毛店・銀座店

グループを開催しました

21

▲基調講演（講師：東京大学名誉教授 保立道久氏）

サービス

緊急時対応/相談事のお手伝い

ご入居の条件

利用料金
●60歳以上 （ご夫婦の場合

●入居時お預り金
（保証金）


栄養士による毎日の食事・行事食/
●ご入居時自立の方
●保証人 2人

●月額利用料 

入浴用意/日常生活支援/

300,000円
87,895〜118,595円

して関わってきています。
本サミットでは、はじめに「千葉常
胤と鎌倉時代の千葉の町・村」をテー
マとした基調講演が行われ、続く郷土
史家らによるパネルディスカッショ
ンでは、千葉氏が生きた中世のまちと
そこに生きた人々の暮らしについて
紹介されました。
最後の首長フォーラムでは、千葉市
をはじめとする千葉氏ゆかりの 都
市の首長等がオンラインで意見交換
を行い、これまでの取り組みや今後の
連携について協議しました。
今回はコロナ禍ということで、会場
での観覧は１００名程度に制限され
ましたが、すべてのプログラムがＷＥ
Ｂ上でライブ配信され、多くの方々が
自宅などで視聴しました。
次 回 は、 千 葉 開 府 ９ ０ ０ 年 の
２０２６年に開催される予定です。

※居室電気料金はご自分の負担です。

JR都賀駅 徒歩５分 貝塚インター1.5 km
ホームページ http://www.wakabaen.jp
若葉園は自由に自立した生活を
長く続けていただくためのお住まいです。

043-231-2088
電話

ケアハウス

「千葉氏サミット」 が開催されました

13

どちらかが60歳以上であれば可）

千葉市若葉区都賀 2−13−1
社会福祉法人 若葉会

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/

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

活性化ワーキング

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

10

20
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報徳千葉診療所
☎043‑225‑6232
手みやげに一番

第２回歴史と未来部会開催

▲挨拶する望月会長

11
▲オンラインでの首長フォーラム

医療法人社団 報徳会
来年のＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の
８月５日㈭、第２回歴史と未来部会
月 日㈫、
千葉市中心市街地まち
人」で、俳優の岡本信人さんが千葉
を開催し、令和３年度事業内容につい
づくり協議会は活性化ワーキンググ
常胤役を演じることが先日発表され、
て、千葉振舞の実施の検討などをテー
ループ（以下ワーキング）を開催しま
「千葉氏」の注目度が急上昇している
マに協議を行いました。
した。
中、８月 日㈯に三井ガーデンホテル
コロナ禍における今後の進め方と
はじめに、望月会長から本ワーキン
千葉において「千葉市制１００周年記
して、具体的な事業内容については、 グの座長に栗原そぞろ歩き部会長を
念 第３回千葉氏サミット」が開催さ
例年同様の開催時期などにはこだわ
推薦したい旨提案があり、出席者の承
れました。
らず、感染拡大状況や千葉県のイベン
認が得られたことから、栗原氏が座長
千葉氏サミットは、「千葉氏」
によっ
ト開催に関するガイドラインなどを
を務めることになりました。
鑑みながら、引き続き検討することと
会議ではまず、ワーキングの設立、 て成立・発展をとげてきた都市同士が
相互交流により友好関係を深め、
「千
いたしました。
メンバー、目標及び今後のスケジュー
葉氏」の知名度の全国的な向上を目指
また、通町公園の再整備と利活用促
ルについて確認しました。その後、こ
すとともに、それぞれの地域の活性化
進の検討について、千葉市都心整備課
れまでの協議会事業についての振り
に向け、経済や観光・防災など様々な
から現状の整備状況や今後のスケジ
返りを行いました。
分野での連携を促進していこうとい
ュールなどを説明していただき、意見
出席者からは、各事業の現状分析や
うものです。
交換を行いました。
改善点、まちづくり協議会の役割・あ
過去の開催は、千葉開府８９０年
るべき姿などについての意見があげ
にあたる２０１６年と千葉常胤生誕
られました。
９００年にあたる２０１８年。中心市
街地まちづくり協議会も実行委員と
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若葉園
▲パネルディスカッション

千葉名産
▲第２回歴史と未来部会の様子

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

まちづくり事業情報

中心市街地NEWS

㈲新生電気工業
屋内電気配線工事

不動産及び建築、開発、売買、賃貸、管理

各種資格試験対策指導、社会人向けキャリアアップ支援

海外モバイルアクセサリーの輸入、卸売り、小売販売
不動産のことならランドハートにお任せ下さい。空き家・空
地募集中！

LECの呼称で全国展開し、人々の成長を支援する資格試
験の予備校です。

海外から各種アクセサリー・日用品等、価格相談、お見積り
は気軽にご相談ください。

あなたの健康をサポートする…

公益財団法人

ちば県民保健予防財団

20

10

10

特定健診 保健指導 一般健診
出張健診 環境測定 人間ドック
各種がん検診 各種精密検査
禁煙外来 骨粗しょう症検査
千葉市美浜区新港32-14

☎043‑246‑0265
https://www.kenko-chiba.or.jp

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

https://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/navi.html

※３：ジェトロ「原産地証明ナビ」

https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1504_jr.htm

※２：税関「特恵適用国・地域一覧」

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！

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

当協会主催イベント等、
最新情報を配信しています！

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。

LINE
公式アカウント
●金融機関からの資金調達をサポートします！

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。

必要がある。この手続きのための必要書類
の作成が煩雑で難しいとの声もあり、特に
中小企業にとってはハードルが高く感じら
れることが多い。そこでジェトロは、簡単
かつ効率的に書類作成を行うことのできる
Ｅｘｃｅｌツール
「原産地証明ナビ」
（※３）
を
開発し、今年８月から無償提供を開始した。
ツール上の案内に従って必要情報を入力す
ることで、根拠書類や原産地証明書
（または
「原産地に関する申告文」
）
、一般的な貿易書
類
（インボイス、パッキングリスト）
の自動
作成が可能となる。企業情報や商品情報を
ツールに蓄積し自動転記することで、都度
入力の手間も軽減され、より効率的な書類
作成が可能となる。どなたでも無料でご利
用いただけるので、業種を問わず、ＥＰＡ
等の利用や貿易実務の効率化に是非ご活用
いただきたい（利用登録は末尾のＵＲＬ、
ＱＲコードご参照）
。
関税やＥＰＡ等の利用の仕組みは一見複
雑のように見えるが、
規則や手順をしっかり
理解すれば手続きを行うことができ、
それに
よって享受できるメリットは大きい。
利用に
あたって迷われること、その他貿易実務で
お困りの点などあれば、いつでもお気軽に
ジェトロ千葉までご相談いただきたい。

まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください！

https://www.kanzei.or.jp/statistical/tariff/top/index/j

※１：日本関税協会「Ｗｅｂタリフ」

〈 参考 〉

ＰＴＰＰを適用して輸入した方が有利であ
ることがわかる。このように関税率を正し
く理解することで、より低い税率での輸入
が可能となり、コスト削減に繋がる。
前述の通り、輸出入に際してＥＰＡ等
を活用すると、通常よりも有利な関税率の
適用を受けることができる。ここ数年の間
に、ＣＰＴＰＰ、日ＥＵ・ＥＰＡ、日米貿
易協定、日英ＥＰＡと、相次いで大型のＥ
ＰＡ等が発効したほか、中国、韓国とは初
めての協定となるＲＣＥＰが昨年署名され
今後の発効も控えるなど、ＥＰＡ等利用に
よる関税コストを削減し競争力を強化する
ことの重要性は益々高まってきている。一
方でＥＰＡ等の利用には、輸出者等におい
て商品がＥＰＡ等締約国の原産品であるこ
と
（原産性）を証明する原産地手続きを行う

新 井 寿 里

～関税率と減免税制度を正しく理解し、貿易コストの削減を～
ジェトロ千葉

を輸入することを例にとり、税率の違いを
確認してみよう。Ｗｅｂタリフ（※１）を参
照すると、基本税率は ％、ＷＴＯ税率は
％、一般特恵税率
（ＧＳＰ）
は ％、特別
特恵税率
（ＬＤＣ）
は無税であることが分か
る。一定の開発途上国から特定の原産品を
輸入する場合に課す関税を一般税率より低
税率／無税にする制度を特恵関税制度とい
い、適用対象国・地域のうち後発開発途上
国をＬＤＣ、それ以外をＧＳＰという。税
関ＨＰの特恵適用国・地域一覧
（※２）
によ
ると、グアテマラとベトナムはＧＳＰ税率
適用国、エチオピアはＬＤＣ税率適用国で
あり、ここに記載のないブラジルはＧＳＰ
やＬＤＣの適用外であるが、ＷＴＯ加盟国
であるためＷＴＯ税率が適用されることが
分かる。ここでＷｅｂタリフのＥＰＡ等に
よる協定税率を確認すると、ベトナムはＣ
ＰＴＰＰ
（ＴＰＰ ）
を適用すると無税との
記載があり、ＧＳＰ税率の ％より低いＣ
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【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！
！】

㈱KUTUROGIAN

本誌６月号掲載の本コーナーにて
「ＨＳコード」
と
「関税」
について説明した。
関税は、基本的に輸入国において輸入者が支払う税金だが、そのコストは製品
の最終価格に含まれるため、輸出者・輸入者の立場にかかわらず、その仕組み
をしっかり理解し価格競争力を高めることが重要である。今回は関税率の種類
や減免税制度、ＥＰＡ／ＦＴＡ
（以下
「ＥＰＡ等」
という）
について説明し、これらを
正しく理解することで得られるメリットとその活用方法について紹介したい。
関税の制度は各国で異なるが、基本的な
部分では共通している。ここでは、日本へ
の輸入を例にとり、その仕組みを解説した
い。少額貨物
（課税価格 万円以下）
や携帯
品、別送品以外の貨物輸入の場合に使用さ
れる税率を「一般税率」
という。一般税率は、
①国内法で定められる国定税率（例 基本税
率、暫定税率、特恵税率）
、②協定税率（例
ＷＴＯ税率、ＥＰＡ等による協定税率）
に分
けられる。基本税率とは、関税率の基本で
あり全ての輸入品目に定められるもの、暫
定税率とは、一定期間に輸入される特定品
目を対象とした暫定的な税率、特恵税率と
は、特定の開発途上国からの原産品の輸入
に対して適用される税率である（特恵税率
はさらにＧＳＰとＬＤＣに分かれ、これに
ついては後述する）
。
グアテマラ、ベトナム、エチオピア、ブラ
ジルから煎ったコーヒー豆（カフェインを
除いていないもの、ＨＳコード 0901.21
）
12

●お客さまに合わせた経営支援でサポートします！

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

30代が中心に活躍する活気溢れる会社です。未経験でも
一から丁寧に教えます。

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。
☎043-420-8009
【代 表】 清原 秀尚
【所在地】 八街市榎戸

【代 表】 林 佶緯 ☎043-223-7567
【所在地】 中央区本町

知らないと損！ 国際ビジネスに役立つ関税の仕組み

市外

☎043-227-0075

〈ジェトロレポート〉いま世界に目を向けて

焼き立てにこだわり、
一つ一つ心を込めて焼いております。

人材派遣業・有料職業紹介事業を主に人材関係の
ビジネスを展開します。

食パンの製造、販売
からあげの販売とお弁当作り

㈱ヌリエ
20
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【代 表】 三瓶 真里 ☎070-8335-1093 【代 表】 若松 秀子 ☎043-307-8373
【所在地】 若葉区都賀の台
【所在地】 花見川区花園

中央区

㈱東京リーガルマインド 千葉支社
中央区

㈱ランドハート
中央区

【代 表】 深澤 正樹 ☎043-222-5009
【所在地】 中央区富士見
【代 表】 森部 彰 ☎043-223-1234
【所在地】 中央区富士見

【代 表】 木梨 友和 ☎043-400-2750
【所在地】 中央区汐見丘町
レストラン・食堂の経営

Goo Nextion㈱
中央区

一本堂JR新検見川駅前店
花見川区

(同)大成企画
若葉区

システムサポート、L P 作 成 事 業 、販 促 物 作 成 、
WEB広告手配事業

建築物の設計・監理、店舗の設計・デザイン、建築物
のリノベーション、
リフォーム

一般廃棄物、産業廃棄物収集運搬処理業及び中間
処分業

付帯設備工事

建築・内装

【代 表】 安山 学銖
【所在地】 中央区中央
【代 表】 竹中 修 ☎080-5034-8291
【所在地】 美浜区磯辺
【代 表】 岡村 忠良 ☎043-239-1988
【所在地】 若葉区下田町

中央区

竹中修建築設計室
美浜区

㈲岡村商事
若葉区

【代 表】 森田 貴宏 ☎043-304-1012
【所在地】 四街道市内黒田
総合解体業、外構工事、造成工事、土木工事

森田工業㈱
市外

薄田内装
花見川区

㈱ベストランド千葉
中央区

【代 表】 薄田 勝則 ☎043-445-8002
【所在地】 花見川区検見川町
【代 表】 楊 嘉麟 ☎043-441-5850
【所在地】 中央区末広

（順不同・敬称略）

新入会員 のご紹介

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント
ご入会いただき
ありがとう
ございました

方のお客さまともご縁ができました。

ただければ、総武線沿線のお客さまも

り。掃除は毎日２回、徹底的にきれい

日本でも今後、新しい食品衛生管理

足を運んでくれますが、つまり東京の

「東京まで行かなくても千葉で本格

法「ＨＡＣＣＰ」が浸透し、いわゆる

レストランがライバルだということ。

にする。それがあの国の飲食店のスタ

ホテルのレストラン並みの基準になっ

こちらを向いてもらうには、より高い

イタリアンが食べられる」と知ってい

ていくと思います。イタリアでは他に

クオリティが求められ、それが千葉の

ンダードでした。

も３つの州で働いて８年半後に帰国。

のお店同士で切磋琢磨し、レベルの高

東京や浦安のレストランで働きながら、 街を盛り立てていくことになる。周り
独立の準備を進めました。

い飲食店が増えることで、地域全体が
向上していけたらいいですね。

ようやく固定客を確保できて安定し

コロナ禍で売上は半減するも
アンテナ広げ、
地域を盛り上げたい

始めた頃に一昨年秋の台風被害、続け

で、２０１３年 月にオープン。現地
の「アンティコ ジェノベーゼ」をカ

てコロナ禍が始まりました。ランチに

元の方の行動半径にこのエリアが入っ

ングをしてわかったのは、意外にも地

（笑）
。最初の半年、チラシのポスティ

どお客さまがいらっしゃらなかった

しかし想像以上に、びっくりするほ

リルパーティションも置きました。

て、さらにいち早くテーブル上にアク

ただき、店全体で８～９人を満席とし

テーブルに２名様のみ対角で座ってい

９ 席 だ っ た 店 内 は 昨 年 ４ 月 以 降、１

ルディスタンスを求められ、４名様×

コロナ禍で勉強になったのは、全く

ました。ネット上の反響は大きく、遠

ラン」アワードを受賞させていただき

２０１５年の「ベストシェフ＆レスト

など、コロナ禍と関係なく外食が難し

あり、小さなお子さんがいる常連さん

アウトを始めたこと。意外にニーズが

メディアサイト「ヒトサラ」に登録し、 予定していなかった、まさかのテイク

を活用した集客に力を入れて、グルメ

ていないこと。そこでインターネット

ぱい食べられる大衆酒場）としました。 ついても常に満席なはずが、ソーシャ

ジュアルにしたオステリア（お腹いっ

働くスタッフに恵まれたのがきっかけ

物件探しを始めてから半年、一緒に

「東京」をライバルに
地域の飲食業のレベルアップを

▲店舗外観
▲紙粘土で手作りしたパスタの見本

仲間と手をたずさえ、
飲食業で地域を盛り上げていきたい
▲入口横のアルコール消毒噴霧器 ▲手描きのポップをボードに掲示 ▲千葉県コロナ感染防止対策モデル認証店

会社DATA

オステリア アンティコ ジェノベーゼ
〒260-0032 千葉市中央区登戸1-13-22
シティファイブA棟101号
☎043-245-7055

オーナーシェフ 鈴木 康嗣

料理人の世界で仲間と支え合い
イタリアで修業後、独立目指す
私は東京の小岩出身。調理師を目指
して服部栄養専門学校に在学中、家族
が花見川区幕張本郷へ移り住んだこと
で千葉とご縁ができました。 歳で料

１９９８年、 歳で初めてイタリア

ました。

携わり、それぞれの職場で頑張ってき

ティア、そして地域の活動にも一緒に

ら、災害発生時には被災地支援ボラン

ですが、同業の仲間と情報交換しなが

学んできました。調理師は厳しい世界

りで、料理はもちろん経営についても

働いて、いずれは自分の店を出すつも

道を選びました。東京などの個人店で

理人の世界に飛び込み、イタリアンの

19

を貯め、 歳で再びイタリアへ。外国

国後２年間はがむしゃらに働いてお金

へ。ホームステイで３カ月過ごし、帰

22

だと思いますね。

んなで街を盛り上げていくことが大切

なって街の情報を得ること、そしてみ

かつ周囲の店舗と地域全体で仲良く

されるお客さまの気持ちをくみ取り、

理がどういうものかより、むしろ来店

いことは何もありません。提供する料

小規模な同業者でいがみあってもい

きます。

お客さまを紹介し合い、情報交換もで

方がいい。ジャンルや価格帯が違えば

飲食店同士も、ライバルだと思わない

げ、地域の方々と仲良くなることです。

して新規参入するなら、アンテナを広

い、
と思って行動してほしいですね。
そ

く初めから思った通りになるはずがな

のニーズをよくリサーチして、とにか

これから創業する皆さんには、立地

する機会にも恵まれました。

全国の農家さんなど生産者の方と交流

きましたし、時間に余裕ができたぶん、

たが、料理の内容に集中することもで

数を制限したために売上は半減しまし

スを提供していくしかありません。席

すが、その時に合ったやり方でサービ

や制度もめまぐるしく変わっていきま

感染拡大の状況によって次々に情勢

さっています。

る と、喜 ん で 定 期 的 に 利 用 し て く だ

い方がご自宅でコース料理が食べられ

家製。ソースやデザートまで全て手作

スタを粉から作り、パンもチーズも自

れる作業の一つ一つが細かくて、生パ

イレベルで厳しい職場でした。求めら

“大雑把”というイメージと真逆の、
ハ

そこは、日本人がイタリア料理に抱く

「アンティコ ジェノベーゼ」でした。

れたのがジェノバ近郊のレストラン

年間学びながら、研修生として派遣さ

人のための料理学校「ＩＣＩＦ」で１

24
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中央区登戸でオープンして８年を迎えたイタリアンレストラン「オステリア
アンティコ ジェノベーゼ」
。ハイクオリティな本格イタリアンの味を追求し
ながら、地域とのつながりにこだわって街を盛り上げるオーナーシェフの鈴木
康嗣さんにお話を伺いました。
▲好評のテイクアウトメニュー

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

▲店内にて、スタッフの皆さんと（右端が鈴木オーナーシェフ）

令和３年度

千葉商工会議所青年部メンバー紹介

ＹＥＧとしての活動がままならない
現状ではありますが、次代を担って
いく青年経済人としてたくさんの仲
間に出会い、共に経済・経営の学び
を深めていけたらと思っておりま
す。今までは考えられなかったリモ
ートによる会議も確立し活動しやす
くなった方もいらっしゃるかと思い
ます。リモートによる定例会の見学
も可能となっておりますので、この
機会をチャンスととらえ、お気軽に
お問い合わせいただければ幸いで
す。皆様のご入会ご参加をお待ちし
ております。

青年部の事業を組立てる中で仕事と
監事
は違う角度から、視点や意見をぶつ
け合う事を自ら体験する事で他の人
の気持ちになって考える事を改めて
知る事ができました。コロナ禍で、
普段とは違った方法や視点が必要と
なった今こそ、青年部を通して仕事
では試せない事や人間関係構築の
新たな試みを思い切り体験して、そ
れを自らの経験として自企業に持ち
帰れるチャンスだと私は考えていま
「頼まれごとは、試されごと」
先輩 す。大きな時代変動の中、皆様と一
緒に社会で生きていけるよう、これ
方に、教わった教訓です。
経営者になると、誰からも意見や からも邁進していきたいと思います。
注意を受けにくくなると思いますが、

監事

令和３年度監事を承りました、い
なげ司法書士・行政書士事務所の廣
田栄里です。
新型コロナウイルスの猛威により

千葉商工会議所青年部副会長紹介

えております。是非、
皆様、
奮って参加してください。

今年度入会したメンバーとも楽しく交流したいと考

千葉県商工会議所
青年部連合会 副会長

本年度、千葉県連で副会長を務め
させていただいております、シード
税理士法人の船本です。本年度もコ
ロナ禍の中、あまり多くの活動はで

きておりませんが、諸先輩方の培っ
ていただいた交流を絶やさぬよう、
他単会との交流の一助になるような
活動をして参りたいと存じます。
また、本年度は千葉県連 周年事
業がございます。私が所属している
区企画委員会では、記念誌を任さ
れております。昨今のＩＴを利用し
たわかりやすい記念誌を作るべく進
めております。多くの会員が楽しん
で交流を深め、千葉県連の歴史を多
くの方に祝ってもらえるような周年
事業にできるよう、微力ながら貢献
してまいりたいと思います。よろし
くお願い申し上げます。

関東ＹＥＧは関東の１都８県、 単会、
約８，３００名からなるＹＥＧの連合会組
織で、本年度は５つのスクラム委員会（総
務・広報・研修・政策提言・ネットワーク）
が組織され、関東の各ＹＥＧより出向を希
望したメンバーが、単会や地域の枠組みを
超え活動しています。自分が所属するＮＷ
委員会では、
「新設ＹＥＧ、連合会未加入
ＹＥＧへの関東ＹＥＧ加入勧奨」
、
「関東ブ
ロック大会の開催に関する日本ＹＥＧ及び

令和 ３ 年 度 関 東 ブ ロ ッ ク 商 工 会 議 所 青

禍により非接触型の委員会活動が大半です

Ｇのメンバーと活動しています。コロナ

各県連との連絡窓口」などを担当し他ＹＥ

年部連合会（以下：関東ＹＥＧ）スクラム

が、オンライン型のネットワーク活動によ
ってＹＥＧの組織強化に努めて参ります。

年 回開催いたします。商工会議所
副会長（研修委員会）
の存在意義の一つでもある『提言』活
動の一助になりたい、なれるよう、
青年部として研修や行動を重ねてま
いります。ＹＥＧに入会し良かった
と実感することは、やはり『人とのつ
ながり』
が一番です。 普段の仕事では
知り合えない地域の方々との対話、
研修講師等での著名人の方々との懇
談、そして、千葉に限らず全国のＹ
ＥＧメンバーとの業種業界を越えた
令和 年度研修委員会担当副会長 交流と連帯こそ、ＹＥＧメリットだ
のトレンディワールド株式会社斉藤 と実感しています。これからもこの
玄樹です。今年度は飯田会長のもと、 『人とのつながり』を糧に、自企業の
定例会として提言に関する勉強会を 発展へとつなげられたら最高です。

岩崎正一です。

ネットワーク委員会に出向しております

関東ブロック商工会議所
青年部連合会 出向

1

副会長（交流委員会）

年度副会長の蒔田です。

煩わしいと思う事もありますが
【何か

街に貢献したい】と欲しているが「何
からやっていいのか」
など、
色々な
「何
故」
に対して、それがあるほうが答え
や 道 筋 が 見 つ け や す い と 感 じ ま し た。
人として成長を自分の職以外でする
に は Ｙ Ｅ Ｇ な ど で、 い か に ル ー ル の
中で自分や仲間と膝を突き合わせ想
い を 信 じ、 想 い を 具 現 化 し 成 し 遂 げ
ていく経験は糧に成り今後の人生に
最 後 に、 コ ロ ナ ウ イ ル ス に よ る 未

おいて有意義になると思います。
曾 有 の 災 禍 の 中、 現 役・ Ｏ Ｂ の 皆 様

たらと思います。

ＹＥＧへ入会して感じた事は、規律 ご 苦 労 も 多 い か と 拝 察 し て お り ま す
や 規 則 が 歴 史 が あ る 分 多 い こ と で す。 が、 共 に 乗 り 越 え て い く こ と が で き

令和

3

令和３年度

副会長（総務委員会）

この 年間では先輩方や現役メンバ
ーの皆様と、様々な事業や交流を通
じて、たくさんの仲間ができ、自企
業の発展や自身の成長に繋がり、楽
しいＹＥＧ活動を過ごす事が出来ま
した。現在、千葉ＹＥＧとしてもコ
ロナ禍による事業活動の自粛が続い
ていますが、その中でオンラインに
よる会員同士のコミュニケーション
を と り な が ら、 こ の 苦 境 を 乗 り 越
え、千葉ＹＥＧの事業や地域の発展
のために尽力したいと思っています
ので、宜しくお願い致します。

案内、名刺の製作・ 月定例会：親子三代夏まつり
・ 月定例会：新年懇親会・定例会等のＨＰ投稿と夢
シティ記事作成、理事会の議長と議事録作成を担当・
外部事業担当として全国会長研修会などがあります。
昨年から続くコロナ禍の中、どのように、この事
業をしていくのか委員長を中心として、日々、委員
会のメンバーと模索しているところです。 月定例
会の親子三代夏祭りも初のオンライン開催となり、
我々委員会の参加はなくなり、代わりに定例会とし
て、 月にＹＥＧ夏の芸術祭２０２１を開催する予
定であります。地元の高校生や大学生などとオンラ

委員会の内容としましては、夢シティちばの原稿

インを活用し対内対外的に千葉ＹＥＧを知って頂き、

管理・ＳＮＳ等の新しい視点からの広報活動・会員

最後に 年間よろしくお願い致します。

船本 幸史
㈱正一塗装

30

87

シード税理士法人

岩崎 正一
斉藤 玄樹

蒔田 宣弘

今年度、総務委員会の担当副会長
を仰せつかりました髙野です。私は
歳で千葉ＹＥＧに入会し、早くも
年目の活動がスタートしました。

副会長（ 広報拡大委員会）

皆様、こんにちは令和３年度副会長の鷲見隆仁で

8

トレンディワールド㈱

㈱アフロディーテ

10

拡大を行う・ＨＰの運営・管理等・会員手帳、入会

す。私の担当委員会は、広報拡大委員会です。

8

3

そらのかけら

廣田 栄里
㈲リクライム
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1
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田中 あすか

Bar

いなげ司法書士・行政書士事務所

髙野 大海
鷲見医院

鷲見 隆仁

（医）福寿会

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

〜最高に向かってさぁ行こう〜

不撓不屈
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編集 ： 千葉商工会議所
青年部 執行部

千葉商工会議所
青年部通信

外部からのお知らせ

11月11日～17日は 「税を考える週間」です

程で東京２０２０大会があり、そ

・美浜区役所１階

の参画に向け設立の上、学生団体

13：00～15：00

・高洲コミュニティセンター１階（美浜区高洲３）
・稲毛区役所１階

つるし雛展示 ＆＆講演 ＆＆体験会

10：00～12：00

の活動を数多く創出し、パラスポ

11月16日(火)

・生涯学習センター１階（中央区弁天３）
・若葉区役所１階

ーツの普及やレガシー作りの取組

11月15日(月)
11月16日(火)

場

オ リパラ 成 功 をを願願 いい開 催

11月11日(木)
11月12日(金)

会

にも触れ、熱意溢れる貢献度に感

開催時間

動しました。

開催日

ボッチャ体験会では老若男女、

税理士による税の無料相談

女性会

オリパラ機運醸成事業として千葉市の協力を得 、五輪開催

国税局の職員がお受けします

10

障害の有無に関らず、全ての人が

「１」を選択

”

前 の ７ 月 日㈯三井ガーデンホテル千葉にて公募作品平和のシ

043-274-2111

“

競い合えるスポーツで、共生社会

千葉西税務署

自動音声に従って番号を選択

ンボル 鳩 のつるし雛他、多数作品展示や学生団体おりがみの

043-261-5571

を実感した実りある１日でした。

千葉南税務署

「国税局電話相談
センター」への
接続の流れ

協力による講演会やボッチャ体験会を開催しました。

043-225-6811

副会長 岩藤千代子

千葉東税務署

優雅な展示に入場者は魅了されて

所轄の税務署に電話

関連団体と連携し、
活動して参りました。

話

※つる
 し雛づくりの取 組は、６年 前から
オリパラのおもてなし事業として市民や

電

会場には、オリパラ成功を願い

説明会会場で配布していた源泉所得税及び法定調書関係用紙の入手に当たっては、国税庁ホームページから用紙をダウン
ロードすることができます。
保険料控除申告書及び住宅ローン控除申告書など、年末調整の際に作成する各種申告書をパソコンやスマートフォンで作
成できる「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」を令和２年10月以降国税庁ホームページ等から入手可能となりました。
税務署にご来署され用紙を入手される場合、お車でのご来署はご遠慮ください。
（千葉西税務署の駐車場は、庁舎建設工
事のため11月末まで使用できない予定です（身体障がい者用駐車場は除きます。）
。）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からも、国税庁ホームページを利用した用紙の取得をお願いいたします。
なお、年末調整に関する一般的なご相談（制度や法令等の解釈・適用についてのご相談や手続案内など）については、
「国
税局電話相談センター」において、国税局の職員がお答えしています。

いました。又、学生団体おりがみ

源泉所得税及び法定調書関係用紙の入手について

子供の頃からの夢→宇宙。その過

一昨年の11月まで千葉市民会館にて年末調整等説明会を開催しておりましたが、令和３年度以降
は実施しないこととなりました。
これは、今般の新型コロナウイルス感染症の発現にともない、年末調整に係る情報提供についてこ
れまでの大規模集合方式から、インターネット等での動画配信を中心とした情報提供に体制の見直し
を図ったためです。
説明会の開催の取りやめにつきまして、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

平和の象徴“鳩”のモチーフで作

令和３年度以降の年末調整等説明会の取りやめについて

元代表都築則彦氏による講演では、

千葉東・千葉南・千葉西税務署からのお知らせ

られた「つるし雛」を中心に様々

くらしを支える税

な雛がコーナーを彩り、華やかで

今年のテーマは

編集：千葉商工会議所

問合せ先
千葉県税理士会
千葉東支部
TEL：043-243-1527
千葉県税理士会
千葉西支部
TEL：047-455-8200

相談は当日受付順。電話予約不可。ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
また、マスクの着用をお願いします。

夢シティちば
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