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なのはなひろば 千葉商工会議所

千葉商工会議所

青年部通信
女性会の活動

今月の表紙
今月の表紙は、亥鼻公園に隣接する千葉市立郷土博物館（亥鼻城・通称千葉城）
と桜です。
亥鼻公園は、鎌倉幕府を開いた源頼朝の重鎮であった千葉常胤の父・常重が居
館を構えた千葉発祥の地にある歴史公園です。亥鼻公園周辺は、通称「いのはな
山」や「いのはな台」と呼ばれ、
古くから展望や桜の名所として親しまれています。
公園には、
ソメイヨシノが約100本あり、
毎春「千葉城さくら祭り」が開催され、
ほかにもアジサイやツバキなど、四季折々の花を楽しむことができます。
「千葉城さくら祭り」については、今年は新型コロナウイルス感染症の影響に
より中止となっていますが、今月の表紙から少しでも春の香りを感じていただけ
ればと思います。
提供／公益社団法人千葉市観光協会
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夢シティちば

2022年₄月号

〈会報誌電子版〉

氏

ら少し離れた今井１丁目で、手狭にな

私は３代目になります。最初はここか

後半年はしっかりと研修を受け、営業

働きました。社員教育が手厚く、入社

ラーで自動車の営業マンとして４年間

年には、グループ会社として観光・送

成長することができました。１９８７

ラックや従業員を増やし、企業として

は関東近郊エリアを中心に、順調にト

高度経済成長期を経て、商圏として

たので、ドライバーに「こんな時間で

年前は、勘と経験が物を言う時代でし

トや重量も簡単に調べられますが、

でしたね。今はインターネットでルー

配車の仕事は難しく、慣れるまで大変

車を経験しましたが、運行管理を担う

～人にも地球にもやさしい経営を～

みずの・ひろとし／1964年5月、千葉市中央区生まれ。
大学卒業後、大手自動車ディーラーに入社し４年間在籍。
1991年、水野運輸に入社。2004年、代表取締役就任。グ
ループ会社・ミズノ興業㈲の代表取締役も兼任。

とにかく耐えるしかないですね。

量が減った分経費を節約していますが、

を維持しています。燃料も高騰し、物

が、
限られた人員で効率化を図り、
事業

余儀なくされました。辛い選択でした

てきましたが、ここ２年は人員削減を

ずっと右肩上がりで従業員を増やし

せん。

は、創業以来一番のピンチかもしれま

切れたので、今回のこの長いコロナ禍

災、リーマンショックもどうにか乗り

ます。阪神・淡路大震災や東日本大震

すると小麦粉や砂糖の使用量も激減し

省もしないので土産も買わなくなる、

ンや、宴会自体がなくなる、旅行や帰

た。例えば、飲んだ後の締めのラーメ

が打撃を受け、当社も影響を受けまし

ただ、今回のコロナ禍では外食産業

の波にもあまり左右されませんでした。

品なので、これまでは社会情勢や景気

ンは小麦粉などです。食品は生活必需

なども請け負っていますが、当社のメイ

品や書類などを拠点間輸送する社内便

現在、大手自動車ディーラー様で部

コロナ禍、燃料高騰の
危機的状況を耐え抜く

燃料高騰、コロナ禍…創業以来のピンチは今

り現在の場所に移ってきました。畳屋

について勉強させてもらいました。今

自動車販売で営業を体得
４年後に家業に従事

を営んでいて、畳を運んだことから運

でも感謝しています。車の整備や飛び

戦後の千葉の街で
鉄製品から食料品まで運ぶ

送の仕事を始めたようです。ちょうど

込み営業も経験しました。その経験を

私は大学卒業後、大手自動車ディー

川崎製鉄千葉工場様ができて、物資が

生かして今でも新たな企業が出来そう

創業は１９５１年。先々代が創業し、

動き出した時代でした。現在は新港に

だと言う情報を早めに収集して、営業
その後、長男ということもあり、３

ある千葉製粉様が、当時は川崎製鉄様
ら食品まで運ぶようになっていきまし

代目として家業を継ぐことは子どもの

の電話を掛けたりしています。

た。時代の経過とともに、鉄関連の運

頃から意識していたので、 歳で当社

の敷地内にあって、地元のご縁で鉄か

送を徐々に減らし、今は食品の運送に

迎バスの「ミズノ興業」
もスタート。そ

到着できない」
「こんなに積めない」と

に入りました。まずはドライバーや配

の後、お客様の荷物を預かり、そこか

かずいぶん叱られました。

特化しています。

ら出荷する倉庫事業のＭＵ美浜倉庫も
創業しました。

Profile
水野 浩利 氏

戦後の千葉の街で鉄製品から食料品までを運ぶ運輸業として成長を
遂げた水野運輸株式会社。燃料高騰やコロナ禍の影響による物流業界
の危機に耐えながら、地球環境問題やドライバーの働き方にもＳＤＧｓを
取り入れ、地球にも人にもやさしい経営を目指す水野浩利社長にお話を
伺いました。
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創業以来のピンチを耐え抜き
物流業界ゆえのＳＤＧｓを貫く
30

▲隣接するグループ会社、ミズノ興業有限会社
千葉市中央区今井3丁目12番11号
☎043−261−2377

27

水野運輸株式会社
代表取締役

▲本社外観

水野 浩利

〈DATA〉

水野 運 輸 株式 会 社

▲「商工会議所では商業流通委員を務め、車を使いながら環境にやさしい経営
をめざすグリーン経営の認証も取得。いかにＳＤＧｓに準じた経営を続けて
いくか、毎週会議で検討しています」と水野社長

代表取締役 水野 浩利

〒260-0834

経営談話室
経営談話室
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ものづくり補助金
事業再構築補助金
をお考えの事業者様

島国日本の食文化を
大切に育みます！
体よろこぶ

▲ドライバーの呼気検査

お食事処
▲オフィスの様子

▲認定証・表彰状・登録証

れが、組織としてプラスになったと思

20

ました。
そのため、
私が不在でも社業が

回るよう、私の代役もこなせる、複数

許が必要となり、取得に約 万円かか

るなど、トラック運転手になるハード

の役割ができる人を育成しました。そ

社長になって 年。近年は面接をす

ル が 上 が り ま し た。 そ こ で、 ド ラ イ

向けに、トラックドライバー体験会を
18

10

地球環境問題の危機好転の一助に

バーの仕事を気軽に体験してもらおう

います。

4

ドライバーという仕事に
理解求め体験会開催

ドライバーは「３Ｋ」というイメー

と、千葉市と共同で昨年 月から一般

ると、応募者の意識の高さに驚かされ

ジかもしれませんが、連続して 時間

実施しました。１人でも多くの雇用が

走ったら必ず 分以上の休憩を取るよ

う法で定められています。実労働時間

やＳＤＧｓに会社として取り組めば、

2022年₄月号

人手不足解消にもつながります。人に

夢シティちば

も環境にもやさしい経営をしていきた

ですね（笑）
。特に源はないです。元
気がないと負のパワーになってしまうの
が嫌。それが経営にも生きています。

い。昨今は大地震、台風などの災害が

Ｑ やる気の源は？
Ａ もともと常に、やる気がない時がない

人にも環境にもやさしく
ＳＤＧｓが経営のプラスに

自分自身がやらずに後悔するならば、
まずはやってみるという事。
また感じさせることで、人は動くという言
葉に感銘して常に心掛けています。

増え、被害も甚大で地球の異常事態を

Ｑ 座右の銘、好きな言葉は？
Ａ 感即動という言葉です。

先代より社長を引き継いでから、社

ターズ。カラオケでは平井堅や米津玄
師も歌いますが、最近の曲はリズムの
切り方が難しいですね。

肌で感じます。いきなり止めることは

Ｑ 好きな音楽のジャンルは？
Ａ 運転しながら聴くのはサザンオールス

内の組織作りに着手しました。私は青

なかなか参加できないので、冊子「職
場の教養」
を毎日読んでいます。楽し
くて、心が洗われるので大好きですね。

難しくても、その速度を遅らせ、事態

Ｑ 愛読書は？
Ａ 倫理法人会の会員ですが、活動には

年会議所という団体に加入している時

会社は曜日関係なく動いているのですが、
最近は日曜に休めるようになりました。

を好転させられるよう、その一助にな

Q &A

に活動が活発で、時には自分の仕事を

水野社長

Ｑ 休日はどのように過ごしますか？
Ａ 好天なら愛犬ペロと一緒にドッグランへ。

5

30

▲ＭＵ美浜倉庫

れればと思いますね。

● まちのおさかなやさん海鮮恵 ●
姉妹店

後回しにしなくてはならない時もあり

ajozawa@gmail.com
LINE ID: ajozawa

HP

ますね。時代の流れに沿って環境問題

☎090-4917-7347

Instagram

生み出せればと、市長も賛同してくれ

小 沢 英 司

中小企業診断士

は事務の社員よりも短く、朝が早けれ

代表

ています。

AJOコンサルティング

ば午後３時に帰ってくる人もいる。共

認定経営革新等支援機関

働きなら、配偶者と勤務時間をずらせ

（フレスポ稲毛前）

▲昨年創立70周年を迎えた

ば保育園の送迎など家事・育児を分担

☎043-445-7074

できます。タンクローリーなどは荷下

千葉市稲毛区長沼原町783-6

ろ し に 力 が 不 要 な の で、女 性 ド ラ イ

少人数ご予約承ります。

バーもいますよ。

近年は４トン車以上の運転に中型免

事業計画書の作成
ご支援いたします

経営談話室
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特集／ SDGs

株式会社ノウハウバンク

評価されたり、新規販路獲得を現実のものと

三 科 公 孝

と考えるようになったのは、携わらせていた
できた一因がＳＤＧｓなのです。

代表取締役

コロナや紛争という水面化で、時流と人の
だいているプロジェクトに参加されている

ＳＤＧ ｓへの取り組み』

意識は次のフェーズへと移行し始めていま

本気で社会課題解決と
『
利益を両立させる

「儲け」と「貢献」の両立を実現
企業や団体の多くが、ＳＤＧｓ的な取り組み

これからの時流を先取りするなら、
『
「貢
らで目撃することが年々増えていたからで

をしながら、大きな成果を上げるケースを傍
関係ない」と思われる方もいらっしゃるかも

企業の莫大な利益あってのもので、自社とは

また、
「社会貢献につながる取り組みは、大

す。

これまでビジネスの世界では儲けを追求
献」と「儲け」は両立できる』という考え方

させたいとお考えの経営者の皆様へ

することはビジネスの目的そのものだと語
しれませんが、ＳＤＧｓに規模やお金の多
寡は関係ありません。繰り返しになります

す。
たとえば、京都府の障害者就労支援事業
が、どんな人でも、どんな企業でも取り組め

にシフトすることをお勧めいたします。
このような『
「貢献」と「儲け」を両立させ
所・さんさん山城は、２０１９年に韓国・済

られてきました。しかしビジネスの現場で聞

る』ための具体的な取り組みが、今、話題の
ます。なんとなく、敷居の高さを感じてしま

かれる声は、少しずつですが変わり始めてい
ます。
州島で開催された「持続可能な開発 済州国

ＤＧｓで実現できます。

だということです。集客・売上アップは、Ｓ

実践するためのノウハウをお伝えするもの

献」と「儲け」は両立できることと、それを

ここであらためて強く訴えたいのは、
「貢

実現する最良の方法

いま「集客・売上アップ」を

う方も、どうぞご安心ください。

同じく京都府の茶農家・茶園清水屋の抹茶

海外事例として紹介されています。

際カンファレンス」に招聘され、ＳＤＧｓの

「ＳＤＧｓ（エスディージーズ）
」なのです。

「 ＳＤＧｓは

所であり茶農家です。

両者は規模的には、中小企業に属する事業

されています。

ンの星を獲得している飲食店などから注目

Sustainable Development は、世界的に有名な高級ホテルや、ミシュラ

意識すべき考え方

大企業よりも中小企業こそが

「儲けの追求だけではやり甲斐、生き甲斐
を感じられない」
、
「儲けないと生きていけな
いけど、できるなら貢献に比重を置いた生き
方をしていきたい」という経営者やビジネス
パーソンとお会いする機会が増えてきてい
ます。

」の略で、
「持続可能な開発目標」を意
Goals
ＳＤＧｓは、２０１５年に国連サミット

味します。

けど、綺麗事では生きていけない」という思
で 採 択 さ れ た『 持 続 可 能 な 開 発 の た め の

その一方で、
「人として貢献を大事にしたい

いを抱えている方々の存在も感じています。
名の利用者
近年の風水害の頻発などを目の当たりに

さんさん山城は毎日およそ
の方々が作業を行う事業所で、茶園清水屋は
して、「何かしらの社会貢献をしたい」という

２０３０アジェンダ』に記載されている、「誰
一人取り残さない」ことを目標に、地球や社
清水家のご家族５名を中心に運営されてい

みなさんは、ビジネスによる「儲け」と、そ
のビジネスを通じて行われる「社会貢献（地
会の課題を２０３０年までに解決させようと

どいないと思います。しかし、だからと言っ

は難しいはずです。ｗｉｔｈコロナ時代の経営

テルなどに注目されるような結果を出すの

儲けにつながるのも、そんな思いを持ちな

人にも簡単に参画できる社会貢献活動です。

ＳＤＧｓは、そんなジレンマを抱える現代

人も同様にほとんどいないでしょう。

の舵取りの難しい時に、広く認知されたり、

様々な業種や業態で活躍し、課題解決と

それだけで国際会議からの招聘や、超高級ホ

人商店はたくさんあるに違いありませんが、 て、仕事を辞めて社会貢献活動に打ち込める

日々真剣に仕事に打ち込む中小企業や個

気持ちがまったく起こらない方など、ほとん

域貢献）
」のどちらが重要だと思われますか？

の目標）

ＳＤＧｓで大きな注目を集めた

私が『ＳＤＧｓを経営に取り入れるという

がら日々を過ごす多くの方々の心に訴える

経済的発展を両立させて業績を伸ばしてい

小さな組織

る茶農家です。

いう の国際目標です。
（図１：ＳＤＧｓの

しょうか。
社会貢献は儲けあってのもの、という認識
が間違っているとは思いません。

ことは「貢献」と「儲け」を両立させること』

ものがあるからです。自ら取り組むことも大

青果物の取り扱い規模日本一を誇る東京都

で、多くの飲食店が営業を自粛したために、

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言

マーケットの実践例です。

東京都内に８つの店舗を構えるスーパー

「ココスナカムラ」の取り組み

東京下町のスーパーマーケット

三 方 よ し の「 フ ー ド ロス０コ ー ナ ー 」

野菜を仕入れて販売

コロナ禍で売れないままの

ます。

応援し、お金を落とすのも立派な社会貢献な
のです。
国連は『ＳＤＧｓは「社会課題の解決」と
「経済的発展」を両立させる取り組みである』
という表現をしています。
これはつまり、ＳＤＧｓは「ビジネスチャ
ンス」であるということでもあるのです。

立ち上がれ
「ＳＤＧｓアベンジャーズ」たち
私は、ＳＤＧｓに取り組む人や会社のこと

対策コーナー」で販売する取り組みを行い

そんな野菜を引き受けて「フードロス０

売れ残りました。

を、ＳＤＧｓアベンジャーズと呼んでいます。 の大田市場では、飲食店向けの野菜が大量に
アベンジャーズとは、ハリウッドの世界的
大ヒット映画です。
映画の中でアベンジャーズは、地球を侵略

映画のアベンジャーズ同様、ＳＤＧｓに

棄せずに済んだ農家や市場関係者にも喜ば

材を安く売ってお客様に喜ばれ、野菜を廃

し、破壊しようと企む組織から地球を守ります。 ました。普段は入荷しないプロユースの商

取り組む方々や企業は、個々の会社の強み

れています。

この事例は、私がコンサルティングに携

場を持つ株式会社大川印刷の取り組みです。

続いてご紹介するのは、神奈川県に本社・工

ブランディングをできる理由

「地域の印刷会社」が他社もうらやむ

せ、三方よしを実現しています。

年比１１９．５％と、このコーナーを成功さ

この結果、２０２０年４月の野菜売上が前

や、商品特性やサービス特性といった個性を
活かして、様々な分野で活躍しています。
ＳＤＧｓの の目標で言い換えれば、
「食

など。

な対策を伴って解決に挑むアベンジャーズ」

践するアベンジャーズ」
、
「環境問題に具体的

ジャーズ」
、
「地球の陸の豊かさ守る農法を実

いと経済成長という課題を解決するアベン

ジャーズ」や「障害のある人たちの働きが

品ロス削減という課題を解決するアベン

17

考えつつ、二択なら前者を選ぶのではないで

おそらく、多くの方は、どちらも重要だと

30

切ですが、ＳＤＧｓに取り組む企業や組織を

17

〈図1：ＳＤＧｓの17の目標〉

ただこの考え方は、今後、過去のもとなっ
ていく気がしています。

17

6
2022年₄月号
夢シティちば
2022年₄月号
夢シティちば

7

《特集》

１年で上場企業や官庁大使館など
約 件の新規顧客を獲得

けられる会社です。
新型コロナウイルスが世界的に拡大する

社とは？」というアンケートで、
「ＳＤＧｓ
に取り組む会社に入りたい」という回答が上

中で、
「このような不安多き時代にあっては、 位に食い込んでいることからも明らかです。

消費が一気に活発化し、企業は設備投資を強

コロナ収束後の世界は、収束宣言と同時に

快を取り除く取り組みが求められている。さ
化し、同時に人の募集と採用が活発化するの

お取引先様やお客様の不安や不満や不足、不

しての取り組みだけでも十二分に素晴らしい
らにその取り組みは多くの方に認知され、応

ソーシャルプリンティングカンパニーと

大川印刷の事例ですが、何よりも特筆すべ
ではないかと私は予想しています。

年の間

にも、日本の人口が減少し続けているという

さらにはｗｉｔｈコロナのこの

ス時代の大きな経営課題は人手不足でした。

思い返してみれば、コロナ前のアベノミク

援されるはずだ」という考えから、経営にＳ
ＤＧｓを取り入れ、日々実践することとしま

きポイントは、Ｓ Ｄ Ｇ ｓに力を入れること
で、経営的にも大成功を収めている点です。
２０１８年には、上場企業や外資系企業、 した。

の◯番に相当する商品」という表示をしま
現実を見る時、ａｆｔｅｒコロナを見据えて

プと、企業イメージの上昇へとつながります。

い」ことを誓っています。

地球や社会を守るアベンジャーズに、多く
の賞賛と尊敬が集まるように、ＳＤＧｓに取

ことでしょう。
そのことがトリガーとなって、客数アップ

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

●事業を始める方を創業支援でサポートします！

創業計画から資金調達にいたるまで、事業を始められるお客さまの夢の実現に向け、サポートいたします。

お客さま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！

や売上アップへと繋がっていくのです。

まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください！

●お客さまに合わせた経営支援でサポートします！

8
2022年₄月号

わった訳ではありませんが、大変素晴らしい
取り組みを行われ、大きな実績を残されてい
ますので、取り上げさせていただきます。

ＳＤＧｓアワードパートナーシップ賞を
受賞した印刷会社
１８８１年（明治 年）に横浜で創業した
大川印刷は、横浜名物・崎陽軒のシウマイや
シウマイ弁当の掛紙も手掛ける老舗印刷会

ています。全国的にも有名な崎陽軒のような

売り場のＰＯＰに、
「ＳＤＧｓの の目標

２００５年、６代目となる大川哲郎氏が社

した。
中小企業に今、求められるアクションは、Ｓ
ＤＧｓに着手することなのではないかと思
えます。
ＳＤＧｓに取り組むことは、マーケティン
グ面では集客力アップ、売り上げアップへと
つながります。
マネジメント面では、優秀な人材の採用の
チャンスが大きくなることにつながります。

実際の面接でこの転職希望者は、
「こちら
企業にこのような恩恵をもたらすＳＤＧ

ブランディング面では、会社の認知度アッ

のお店はＳＤＧｓに取り組まれ、その取り組

小売店始まって以来のことでした。

このような大企業からの転職希望は、この

の転職希望者がいたということでした。

帯・スマホの３大キャリアのうちの一社から

それは中途採用の応募者の中に、大手携

ところ、驚くことが起きました。

時を同じくして、中途採用の募集をかけた

していきました。

お客様からは好評で、売上も順調にアップ

企業を取引先に持つ老舗とはいえ、これだけ

ＳＤＧｓに取り組むことで、普通なら考え

長に就任した際に、印刷を通じて社会的課題

そのポイントは、
「環境負荷低減」です。
られないような大企業と、ＳＤＧｓに取り組

幅広い顧客から指名を受けるのは、ＳＤＧｓ

「ゼロカーボンプリント」に取り組み、石
む中小企業とのコラボレーションが生まれ

を解決する「ソーシャルプリンティングカン

油系有機溶剤０％の「ノンＶＯＣインキ」を
ているのです。

の使用を積極的にクライアントに提案して
いるそうです。

優秀な人を採用するチャンスを

ここまでＳＤＧｓ実践による集客力アッ
みはとてもレベルの高いものだと思ってい

また、納品においても環境負荷低減を徹底

ルケースではなく、繰り返し使えるプラス
プ・売り上げアップや、新規販路開拓の成功
ます」と話をしたそうです。その後、この方

ｓに取り組まない手はありません。

チックコンテナを用い、配送は電気自動車や
という事例を見てきました。
さらにＳＤＧｓを実践する企業の中には、 は実際に転職され、その後の働きも素晴らし

の目標で、地球上の「誰一人取り残さな

了承した納品物は、梱包も簡易なものにする

ディーゼル車を使用します。クライアントが

呼び込む力があります

3

いと、この小売業の経営幹部は話しています。 り組む企業にも、大きな賞賛と尊敬が集まる

さまざまな問題の解決に向けた世界共通

優秀な人の採用を実現させた事例が数多く

貧困や不平等・格差、気候変動などの

徹底ぶりです。

件】 ・環境、社会、経済の３側面において、具体的な取組を推進すること
・各取組について、具体的な目標が設定されていること

このようにＳＤＧｓには人を惹きつける

（持続可能な開発目標）
」
の略称です。

見受けられます。

【問い合わせ】 千葉県政策企画課
ちばSDGsパートナー
TEL:043-223-2440
メール : kityo03@mz.pref.chiba.lg.jp

このような取り組みが評価され、２０１８

【要

力があり、実践する企業にとっては優秀な人

「Sustainable Development Goals

私のクライアント企業で、２０２０年にこ

象】 県
 内に事務所等を置く企業、団体、教育機関、学校法人、特定非営利活動
法人、個人事業主 など

を採用できるチャンスとなるのです。

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

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。

【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！
！】

このことは、各種の「あなたが働きたい会

SDGsとは

んなことがありました。

【登録のメリット】 ・ＳＤＧｓの達成に向けて積極的に取り組む企業・団体等として、千葉県ホ
ームページ等で紹介します。
・チーバくんを活用した千葉県ＳＤＧｓシンボルマークを名刺や会社案内等
に使用することができます。

するため、廃棄物が出ないように、段ボー

ＳＤＧｓには人を惹きつけ、

積極的に使用。印刷に用いる紙も、エコ用紙

あってのものと考えられます。

官庁、大使館など約 もの新規顧客を獲得し

17

パニー」というビジョンを打ち出しました。

社です。

50

【対

この会社は規模的には中小企業に位置付

【募 集 期 間】 第一回の募集は２月末で終了しました（現在は募集期間外です）
。
次回
（第２回）
の募集については、
今後、
改めて募集期間を設定する予定です。

年には「第２回ジャパンＳＤＧｓアワード」

千葉県では、県内企業等におけるＳＤＧｓ推進の機運を醸成す
るとともに、具体的な取組を後押しするため、「ちばＳＤＧｓパー
トナー登録制度」を創設しました。
登録いただくと、チーバくんを活用した県ＳＤＧｓシンボルマー
クを名刺や会社案内などで使用することができます。
また、県ホームページで取組等を紹介させていただきます。

夢シティちば
2022年₄月号
夢シティちば

9

50

14

の「ＳＤＧｓパートナーシップ賞（特別賞）
」

登録制度

を受賞しています。

ちば SDGs パートナー

特集／ SDGs
エスディージーズ

千葉商工会議所景気動向調査

「新型コロナウイルス感染症の影響について」
（２）２月の売上の影響（前回調査比）

（１）自社への影響の有無
27.3％

10％未満減

100％

28.4％

③ 2.4％

32.0％

④ 6.6％

④ 8.3％

③ 1.5％

③ 1.0％

③ 1.3％

④ 9.4％

④ 9.1％ ④ 14.4％ ④10.6％

③ 2.1％

③ 1.8％
③ 2.7％

③2.9％

② 28.4％ ② 32.7％ ② 34.4％ ② 30.9％ ② 28.3％ ② 29.9％ ② 21.4％ ②27.4％
60％

22.7％

20～30％減

④ 6.1％

80％

29.1％

10～20％減

④ 3.0％

調査結果のポイント

18.7％
40％

7.7％

30～40％減

① 66.3％ ① 59.6％ ① 58.0％ ① 59.5％ ① 60.1％ ① 59.1％ ① 61.5％ ①59.1％

5.8％
20％
6.8％

40～50％減

DI値：
（増加･好転などの回答割合）
－
（減少･悪化などの回答割合）

4.9％
0％
3.6％

50％以上減

2.7％

令和４年２月

2.7％

その他

▶ 業況DIは、感染再拡大とコスト増により再び
悪化
▶ 原油・原材料等の高騰により、仕入単価DIが
4期連続の悪化となった
▶ SDGsの認知度は約75％である一方で、実際
に取り組んでいる企業は約14％にとどまる

令和３年11月

7.6％

令和2年5月

8月

11月

令和3年2月

5月

8月

11月

令和4年2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 プラスの影響あり
④ 影響は無い

令和 4 年 2 月期

調査期間：令和₄年₂月₁日（火）～ ₂月24日（木）
調査対象：千葉商工会議所法人会員事業所500社
〈回答：387社 回答率：77.4％）
100

回答数

80
60
40

建設業
72社

製造業
80社

卸売業
81社

小売業
75社

サービス業
79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。

全産業業況推移

「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。

「SDGs について」
（3）SDGsに取り組む際に予想されるメリットについて
【複数回答】 （1）SDGsの認知度について
企業イメージの向上
経営⽅針の明確化

36.4％

⼈材採⽤への好影響

31.0％

社員のモチベーション向上

21.7％

他社等との連携促進

20.2％

新規事業拡⼤や
新商品開発を誘発

全体の特徴
知っている
42.0%

19.4％

売上・利益の増加

その他

詳しくは知らないが、
聞いたことはある
18.4%

29.5％

新規取引先の拡⼤

メリットはない

まったく知らない
6.7%

69.8％

ある程度、知っている
32.9%

16.3％
6.2％
3.9％

「設問（２）」で「既に取り組んでいる」または「取り組むために、情報収集など準備を進めている」と回答した企業に伺った。

（4）千葉県が創設した「ちばSDGsパートナー登録制度」への関心について （2）SDGsの取り組み状況について
その他
制度を知っている
14.0%
制度を知らず、
関心もない
31.3%

制度を知らないが、
関心がある
51.4%

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11月、
以 設業が上昇、
製造業が横ばいとなった結果、
全産業合計DIは5.5ポイント下降し
下同じ）
と比較して、
卸売業、
小売業、
サービス業が下降し、
建設業が上昇、
製造 て▲37.2となり、
2期ぶりの悪化となった。
業が横ばいとなった結果、
全産業合計DIは2.6ポイント下降して▲33.2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、全産業が下降した結果、全産業合
また、向こう3ヶ月
（3月～5月、以下同じ）
の先行き見通しは、建設業が下降し、 計DIは▲69.2となり、
4期連続の悪化となった。
製造業、
卸売業、
小売業、
サービス業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5.5ポイント上昇の▲27.7となっている。
従業員DIでは、
前回調査と比較して、
建設業が下降し、
製造業、
小売業、
サー
ビス業が上昇、卸売業が横ばいとなった結果、全産業合計DIは16.7となり、4期
売上DIでは、
前回調査と比較して、
製造業、
卸売業、
小売業、
サービス業が下 連続の上昇となった。
降し、
建設業が上昇した結果、
全産業合計DIは8.5ポイント下降して▲27.6となり、
2期ぶりの悪化となった。
資金繰りDIでは、
前回調査と比較して、
製造業、
サービス業が下降し、
卸売業、
小売業が上昇、
建設業が横ばいとなった結果、
全産業合計DIは▲19.6となり、
2
採算DIでは、
前回調査と比較して、
卸売業、
小売業、
サービス業が下降し、
建 期ぶりの悪化となった。

3.4%

取り組む予定はない
21.2%

既に取り組んでいる
14.1%

取り組むために、
情報収集など準備を
進めている
22.0%
取り組みたいが、
検討には至っていない
42.7%

千葉商工会議所からのお知らせ

メールアドレス
ご登録のお願い

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。

登録方法
右のQRコードから
登録フォームにア
クセス

11

夢シティちば

2022年₄月号

（▲はマイナス）

【問合せ】
総務課
043-227-4101

夢シティちば

2022年₄月号
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新型コロナ関連支援情報一覧

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
2022年3月15日時点

新 型 コ ロ ナ 関 連
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
資
保証

最大250万円
最大50万円

事業復活支援金事務局 相談窓口
0120-789-140
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
０５７０－７８３９３９

雇用調整助成金の特例措置

助成率
上限額

雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999
千葉労働局職業対策課
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/1人1日

販路開拓等の取組を行いたい

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者等
補助率 2/3

革新的サービス開発・試作品開発・
生産プロセスの改善等を行いたい

ものづくり・商業・サービス
生産性向上促進補助金

中小企業者等 最大750〜3,000万円
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

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

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

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

千葉県感染拡大防止対策

［NEW］協力金【第16弾】

最大10/10
15,000円/1人1日

雇用を維持したい

最大50万円〜

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

千葉商工会議所

043−227−4103

資金を調達したい

資金を調達したい

納税猶予
夢シティちば

中小法人等
個人事業者等

中小企業 最大2.5～7.5万円または20万円/店舗・日
大企業等 最大20万円/店舗・日

時短要請に応じた飲食店など向けの
協力金が欲しい

融
13

事業復活支援金

支 援 情 報 一 覧

2022年₄月号

043−227−4103

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

夢シティちば

──

2022年₄月号

12

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

千葉綜合法律事務所

〒260-8524

千葉市中央区問屋町 16 - 3

TEL 043-241-6401   FAX 043-247-0291
www.fukuidenki.co.jp

銚子・柏・茂原・成田・水戸

個人、企業の皆様からの多様なご依頼（各種裁判、
交渉、契約書等の作成など）に対応しております。
様々な業種の皆様との顧問契約の実績もあります。
お気軽にご相談ください。
〒260-0013

千葉市中央区中央３－11－11 ニュー豊田ビル２階

代表弁護士：吉

村

類

※2月14日（月）～3月6日（日）までの時短営業等に対する協力金

[NEW] 千葉県感染拡大防止対策協力金【第16弾】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が延長されたことを踏
まえ、千葉県では令和4年２月14日（月）～３月６日（日）までの期間、県内全域の飲食店に対して、営業時
間短縮等の要請が行われました。この要請に協力した「認証店」及び「確認店」に対し、協力金が支給されます。
※認証店：千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店、確認店：千葉県飲食店感染防止基本対策確認店

【要請内容】 ○営業時間及び酒類の提供について次の通りとすること

営業時間：21時～翌朝5時まで営業自粛、酒類提供：営業時間の中で提供可
○人数制限
（同一グループ・同一テーブル 4 人以内。ただし、乳幼児、介助者等やむを得ない場合を除く）

TEL 043-224-4610

※店舗入口及び店内にその旨を掲示し、利用者に周知すること

URL https://www.chiba-so.com/

住宅設備機器・管工機材・建築資材の総合商社
未来の住環境に夢発見。

○その他
「換気」
「座席間隔の確保」
「アクリル板等の設置」
「消毒液の設置」
「食事中以外のマスクの着用」
「ソ
ーシャルディスタンスの確保」
「行政検査・指導等への協力」
「入場者の整理・誘導」「事業所の消毒」「店
内での掲示・呼びかけ」
「業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底」などを実施すること
※詳細は県HPにてご確認ください。

【支給額】

1日当たり支給額×要請に協力した日数
〈１日当たり支給額〉
区分

日

中小企業・
個人事業主
大

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/

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

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

手みやげに一番
千葉名産

医療法人社団 報徳会

報徳千葉診療所

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

千葉市中央区本町1−1−13

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

☎043‑225‑6232

本店

千葉市中央区新宿1‑20‑5

道場店・稲毛店・銀座店

2022年3月15日時点

企

業

額

最大2.5万円～7.5万円/日
最大7.5万円～20万円/日
最大20万円/日

算定方法
売上高方式※１
売上高減少方式※２※３
売上高減少方式※３

※１：令和３年、令和２年又は平成31年の２、３月の１日当たりの飲食部門の売上高から算定
※２：１日当たりの売上高が25万円超の場合のみ選択可
※３：令和３年、令和２年又は平成31年の２、３月と比べた今年２、３月の１日当たりの飲食部門の売上高の
減少額から算定

【対象要件】 （1） 県内に所在する「認証店」又は「確認店」であること。

（2）	令和４年２月14日（又は（3）により協力を開始した日）より前から、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）	県からの要請に対し、令和４年２月14日から令和４年３月６日までの全期間にわたって協力したこ
と。
（令和４年２月14日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においては、遅くとも令
和４年２月17日までに協力を開始し、令和４年３月６日まで協力したこと。）
（4）
（3）の協力期間を通して、県が要請する感染拡大防止対策を全て実施したこと。
（5）	令和３年10月25日以降、21時から翌朝５時までの間に営業時間を設け、営業していたこと（10月25
日以降、全て休業するなど、営業実態がないと判断される場合は対象外とする）
。 など

【申請期間】 ～令和４年４月21日（木）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 0570－783939 ９：00～18：00まで（土・日・祝日含む）

お口と歯のことなら何でもご相談ください！

医療法人社団 輝

藤本歯科長洲医院
千葉市中央区長洲₂丁目20−17
☎043−225−2030
休診日 日曜日・祝日
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夢シティちば

2022年₄月号

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

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

2022年₄月号

14

【 初 回 無 料 相 談 受付けています ！ 】
公認会計士・税理士・国税庁ＯＢのベテランが
ご相談に応じます。

千葉商工会議所の事業・サービスについて
シリーズでご紹介します

相続税対策スタッフ

気取らない街で、
ファッション＆グルメをどうぞ！

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

動はもちろん、当所が実施する各

日々の経営相談や部会・委員会活

商工会議所の主なミッションの

とめています。

声を集約し、要望書として取りま

種調査においてあげられた多くの

動」があります。
政策提言・要望活動は、地域経
解決することを目的に実施してお

く反映されるよう、引き続き、国・

業の声が中小企業支援策にいち早

令和４年度についても、会員企

り、当所においても、例年、国・

県・市に対し政策提言・要望活動

済界を代表して、地域の諸問題を

県・市に対して要望活動を行って

商工会議所や千葉県商工会議所連

国・県に対しては、例年、日本

いてのご意見等がございましたら、

望事項や制度改善、支援策等につ

所にも声を上げてほしいという要

を行っていきますので、商工会議

合会が各地商工会議所の要望を取

是非、お声をお寄せください。

います。

りまとめ、一括して要望書の提出
を行っています。
令和３年度は、県に対して当所
からは、「新型コロナの影響を受け
継続支援」や、
「コロナ禍での経験

た中小企業・小規模事業者等への
を活かした医療提供体制の充実 」
市に対しては、当所単独で要望

等について、要望を行いました。
書の提出を行っています。令和３
年度は、新型コロナに関する支援
のほか、
「中小企業・小規模事業者
等のデジタル化支援」や「まちづ

〒261-0023
千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンＢ棟9Ｆ
TEL：043-213-3501
お問い合わせ部署：B&M事業部 担当者：谷崎、稲田、藤田

40万 実績と信頼、松屋フーズHD様 3万人利用中！
SDGsの取組み企業を30名まで無償キャンペーン実施中！

株式会社 ジャンガ・テック

び 中 小 機 構 の「 中 小 企 業 景 況 調
査」
を実施しており、
その回答は全
国の中小企業の景況感を示すデー
当所では、会員企業を対象に年

タとして集約されています。

調査結果は、地域経済の問題や

員が抱える経営課題や当所事業に

年度の事業計画策定にあたり、会

ています。
「会員意向調査」は、
次

に一度「会員意向調査」を実施し
実態を示す資料として、国・県・

対するニーズ等を把握するために

業を対象に調査を実施する予定と

令和４年度においては、次期中

なっておりますので、ご協力の程、

期行動計画策定に向けて全会員企
ります。
「景気動向調査」では、
市

何卒よろしくお願いいたします。

当所会員企業５００社を対象に実

内会員企業の経営状況は元より、

商ＬＯＢＯ調査」や中小企業庁及

さらに、日本商工会議所の「日

を基に要望活動を展開しました。

め緊急調査を実施し、その結果等

染症の経営への影響を把握するた

３月には、新型コロナウイルス感

調査を実施しています。令和２年

をいち早く把握するために、緊急

発生時には、会員企業の被災状況

また、台風や地震等の自然災害

を拾いあげています。

経営課題や、地域経済社会の声等

実施し、会員企業が直面している

月毎にテーマを設定し付帯調査を

施している「景気動向調査」があ

主な調査として、四半期に一度、 実施するものです。

に反映させています。

市に提示し、政策提言・要望活動

て各種調査を実施しています。

ため、会員企業の皆様の協力を得

済社会の実態や景況感を把握する

当所では、市内を中心とする経

調査事業

市内経済の動向や会員企業の
経営課題を把握するため、各種調査を実施

「人事・労務JANGA」DX推進製品！

セミナーお申込み→
お客様の声→

多岐にわたる重複業務を
一元管理、コスト削減
デジタル化実現

「人事・労務JANGA」→

退社
業務
法定
業務
報酬
業務
就業
業務
入社
業務

検索
千葉ショッピングセンター

要望活動の実施にあたっては、

JR千葉駅・京成千葉駅徒歩1分

一つとして、
「 政策提言・要望活

政策提言・要望

会員企業の意見等を集約し、
行政に対する要望活動を展開

ご予約はこちら：043-306-7319

くりの推進」等について、要望を

ご利用可能！

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

ホシーワン

一元管理も一機能からも利用可能！
毎週水曜日 □10時 □16時 1時間のセミナー実施中！

─人事・労務の業務と事務工数を大幅削減可能─
IT導入補助金・ものづくり補助金

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

16
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TEL：043−227−4103
【お問合せ先】 企画広報課

11階へお気軽にお立ち寄りください。

行いました。

▲千葉市への要望書提出

❶
事業・サービス紹介
千葉商工会議所

便利の良い千葉駅西口に直結する ｢ウェストリオ２」

自由業部会
２月８日㊋
令和４年度
事業計画（案）等について書面決議

金融部会
２月９日㊌
令和４年度
事業計画
（案）
等について書面決議

建設部会
２月書面決議

運輸部会

～タイムマネジメントと業務改善のポイント～

運輸部会は、前部会長 大谷知直氏
（日本通運㈱千葉支店 前支店長）
の１
月４日㈫付異動に伴い、新部会長選任
のため、副部会長・所属議員・常任委
員会議を開催しました。
今 回 は 新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から、書面決議とし、日本
通運㈱千葉支店 支店長 松原仁志氏
が新運輸部会長に選任されました。

新部会長の紹介

２月７日㊊
令和４年度
事業計画（案）等について協議

建設部会（大久保部会長／旭建設㈱
相談役）は、建設部会正副部会長・所
属議員会議を開催しました。
当会議は、令和４年１月 日㈭に当
所会議室での開催を予定しておりまし
たが、新型コロナウイルス感染症拡大
に伴う「まん延防止等重点措置」が千
葉県に適用されたことを受け、感染拡
大防止のため、書面決議へ変更となり
ました。
「令和３年度事業進捗報告」及び「令
和 ４ 年 度 事 業 計 画（ 案 ）
」の２つの議
案について部会員に承認を求めた結果、
過半数の同意をもって承認されました。
令和４年度も新型コロナの感染状況
を見極めつつ、部会事業を進めてまい
ります。

日㊍

27

これで残業も減る！５Ｓ活動から始める働き方改革

２月

建設部会

金融部会（吉野部会長／千葉県信用
保証協会 会長）は、金融部会正副部
会長・所属議員会議を開催しました。
当会議は、令和４年１月 日㈪に当
所会議室での開催を予定しておりまし
たが、新型コロナウイルス感染症拡大
に伴う「まん延防止等重点措置」が千
葉県に適用されたことを受け、感染拡
大防止のため、書面決議へ変更となり
まし た 。
「令和３年度事業進捗報告」及び「令
和 ４ 年 度 事 業 計 画（ 案 ）
」の２つの議
案について部会員に承認を求めた結果、
過半数の同意をもって承認されました。
令和４年度も新型コロナの感染状況
を見極めつつ、部会事業を進めてまい
りま す 。

今後の活動内容について意見交換

２月 日㊊

商業流通委員会

自由業部会（水野部会長／㈱ちばぎ
ん総合研究所 取締役会長）は、正副
部会長・所属議員・常任委員会議を開
催しました。当会議は、まん延防止等
重点措置期間中であることを考慮して、
原則オンラインでの開催となりました。
会 議 で は、「 令 和 ３ 年 度 事 業 進 捗 報
告」について事務局から説明があった
後、「令和４年度事業計画（案）」の内
容について協議を行いました。
令和４年度事業としては、令和３年
度に引き続きオープンセミナー、視察
研修、意見交換会、親睦ゴルフ大会な
どを実施する方針とし、開催時期や方
法は、新型コロナウイルス感染症の状
況を踏まえながら柔軟に対応していく
こととなりました。

総務委員会
２月 日㊍
令和４年度
事業計画（案）・収支予算（案）を協議

また、これに先立って副部会長・所
属議員会議を書面により行い、「令和３
年度事業進捗報告」及び「令和４年度
事業計画（案）
」について、
過半数の同
意をもって原案どおり承認されました。
運輸部会では、令和３年度から新た
な取組として部会員への情報提供を行
っており、令和４年度も引き続き実施
する予定です。

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

24

商業流通委員会（清田委員長／フジ
建設部会（大久保部会長／旭建設㈱
セイコー㈱ 代表取締役会長）を開催
相談役）
は、
働き方改革と生産性向上に
しま し た 。
向けた環境整備や実践を、単なる「机
まず、各委員の最近の業況とＳＤＧｓ
上の空論」で終わらせないことを目的
の検討状況について情報交換を行い、
に、
「５Ｓ活動から始める働き方改革」
その後、次回以降の委員会の活動内容
セミナーをオンライン形式で開催しま
について意見交換を行いました。
した。
意見交換の結果、次回は、ＳＤＧｓ
講師には、西原裕氏（㈱創研 代表
の取組を検討するにあたり受けられる
取締役 中小企業診断士）をお招きし、
支援メニューに関する研究を行うこと
「仕事を取り巻く環境の変化」
「業務改
としました。また、会員企業の情報収
善のポイント」
「整理・整頓の５Ｓ」に
集の場づくりを目的に、委員以外の聴
ついて説明していただきました。
講も可能な形で、委員会を開催する予
オンライン開催となりましたが、チ
定で す 。
ャット機能等を駆使し、事例を交えな
最後に、ＳＤＧｓに取り組む企業等を
がら、講師と参加者との相互のやり取
登録する千葉県の制度と、地元経済界
りにより、タイムマネジメントと業務
によるＳＤＧｓを推進するネットワーク
改善のポイントの理解を深めました。
の設立について紹介し、閉会しました。

松原 仁志 氏
支店長
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

18
2022年₄月号
夢シティちば
2022年₄月号
夢シティちば

19

千葉支店

0120-54-5432
法曹関係特殊調査

24

日本通運株式会社
不貞行為調査・詐害行為調査・隠匿資産調査 など

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

問題解決へのお手伝い。
企業関係調査

21

【 新 部 会 長 】

信頼と実績の総合調査

17

総務委員会（粟生委員長／塚本總業
㈱ 取締役副会長）は今年度２回目と
なる委員会を開催しました。
会 議 で は、「 令 和 ４ 年 度 事 業 計 画
（案）」、「令和４年度一般会計、特別会
計収支予算（案）」等について協議を行
い、第２６８回常議員会・第 回通常
議員総会へ上程することが承認されま
した。また、協議の後、パワハラ防止
法等改正に伴う当所職員就業規則の見
直しについて報告するとともに、令和
４年が議員選挙選任の年にあたること
から選挙選任事務日程（案）について
事務局から説明しました。
なお、本会議はハイブリッドの会議
開催方式で行い、各委員からはＤＸ推
進など令和４年度の事業内容について
活発な意見や質問がありました。

▲オンラインセミナーの様子

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

▲書面決議により全議案が承認されました。

▲進行役を務める清田委員長

千葉県弁護士協同組合特約店

1983年創業

▲書面決議により全議案が承認されました。

▲オンライン参加を交えてハイブリッド形式で開催

▲オンライン会議で議長を務める水野部会長

86

商工会議所の動き 2月
商工会議所の動き／２月

齋 藤 直 樹

それは国の為でもありますが、ご本人
の為にもなります。
こうした安全保障貿易体制ができて
いる背景、貨物および技術の輸出管理
規制、輸出・技術供与に必要な手続き、
違反事例およびその場合の罰則等を簡
易に且つ網羅的に解説した資料（動画
を含む）を経産省・ジェトロ等で用意
しており、特に中小企業様等の相談に
のっています。次項以降に参考となる
情報を記載しますので是非、ご参照下
さい。

20
2022年₄月号

〈ジェトロレポート〉いま世界に目を向けて

輸出取引に携わる為に必須！
ジェトロ千葉アドバイザー

～貿易
輸出に関する
 取引では輸出入規制に注意を払いますが、
経済安全保障／安全貿易保障とは何でしょうか～

■最近の政府の対応

うに、輸出を開始すると我が国の安全
保障貿易管理体系の中で遺漏なき手続
きの遂行が義務付けられます。そして
〈参考〉

安全保障貿易管理ガイダンス【入門編】 第二版（令和４年３月）
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance/guidance.pdf
【動画】 外為法に基づく安全保障貿易管理（ YouTube
）
世界は今 -JETRO Global Eye
」 技-術流出防止の観点から https://www.jetro.go.jp/tv/internet/2021/08/e9e13d8072a40d8b.html
【動画】 安全保障貿易管理について（ YouTube - metichannel
）
https://www.youtube.com/watch?v=rTaWotGvCcY
【動画】 令和 年度 安全保障貿易管理説明会（ YouTube - metichannel
）
https://www.youtube.com/watch?v=CJU8fcOSHJ8
【スライド】 外為法違反事例について（安全保障貿易関係）
【令和元年度】令和２年 月

ります。貿易投資に係るご質問と合わせてご

件をベースに考え方の筋道を一緒に考えて参

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/gaitameho_document/ihanjireigaitamehou.pdf

■ジェトロ千葉でご提供の支援

相談頂けますのでお気軽にお問い合わせ下さ

Mail nexte@3sf.co.jp URL https://www.nexte-l.jp

ジェトロでは安全保障貿易管理の最新の状
い。

〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央 2-5-1 千葉中央ツインビル 2 号館 10 階

夢シティちば
2022年₄月号
夢シティちば

21

0120-253-252

お問合せ

況をフォローしており、各種ご相談頂いた案

事前お見積りを原則とし、安心できる適正料金プランを
ご提案します。

https://www.nexte-l.jp

2893 名 (2022 年 2 月現在 )
会員数

③初回相談全て無料
課題が解決するまで、専門家集団だからこそできる、
きめ細やかなサポート、ワンストップサービスをお約束します。

の専門家が在席しております

10

②課題解決に最適任の信頼できる
専門家のご紹介
専門性・得意分野を考慮した専門家のマッチングを実現します。

①スリーエスグループの豊富な
実績による有益な情報提供
お一人お一人の課題に沿って専門家が解決に導きます。

詳しくは
スリーエス nexte HP を
ご覧ください

●会員特典●
スリーエス nexte の専門家はココがちがう！

315 名
株式会社スリーエス 税理士法人スリーエス 株式会社スリーエス A＆C
社会保険労務士法人スリーエス 行政書士法人スリーエス

2

他
・保険
・労務
・人材紹介
・遺言書付言作成支援
・経営理念の明文化
・人材教育 他

関連サービス
想いの承継

政府は本年 月 日、官民の経済安
全保障対策を抜本的に強化する経済安
全保障推進法案を閣議決定しました。
米中が経済や技術開発で覇権を争う情
勢を踏まえ、半導体などの重要物資の
供給や基幹インフラ（社会基盤）の安
定性を確保し、機微技術の流出防止を
図る体制を整えるとしています。同法
案は、〈１〉重要物資の供給網確保〈２〉
基幹インフラ設備の事前審査〈３〉先
端技術開発の促進〈４〉特許非公開―
の４本柱で構成され、今国会で成立さ
せたうえで、関連する政省令を定めて
順次施行する予定です。その中で、供
給網確保については半導体や医薬品な
どを特定重要物資に指定しており、半
導体は、ロシアのウクライナ侵攻を受
け、輸出規制の対象となりました。

サービスメニュー

5

他

不動産活用
資産承継
事業承継

家族も 人生も

企業も

・不動産の有効利用コンサル
・空き家の再生
・不動産を活用した相続税対策
・次世代のための不動産改修 他
・相続対策〜相続税申告
・生前贈与
・遺言書作成支援
・家族信託コンサル 他
・事業承継プラン策定
・株価評価
・M＆A
・長期的視点からの人材育成

想いをつなぐ

① 輸出
 管理は、なぜ必要か（国際的
な平和と安全の維持のため）
② 輸出
 管理は、他人事ではないとい
うこと（民生品の輸出や取引先が
民間でも、輸出管理を行う必要あ
り）
③ 法令
 に違反して輸出したらどのよ
うなことになるか（外為法上の罰
則、
社会的制裁などのリスクあり）
④ どの
 ような規制があるのか（リス
ト規制やキャッチオール規制等の
ルールあり）
⑤ 輸出
 管理のために企業として何を
すればよいか（輸出管理体制を構
築し、適切に輸出管理を実施する
必要あり。例えば、輸出管理フロ
ーに「該否判定」
「取引審査」
「出
荷管理」等を入れ込む必要あり）
業として輸出を行う場合上記の 項
目をご理解頂き、自社なりの制度設計
をお願い致します。お医者様にかから
ない方は得てして身体に係る色々な数
値を気になさらないようですが、一度
病気・事故等で入院されたりすると医
療機関の決めた体系に組み込まれるよ

承 継 の 為 の サ ー ビ ス を 継 続的にご提供します。

25

■安全
 保障貿易管理を考えるうえで
輸出
 管理とは何でしょうか。前提と
して次の５項目をさらさらと思い
浮かべることができるでしょうか。

専 門 家 集 団 だ か ら こ そ で きる想いに寄り添ったきめ細やかな

2

承継

® は
登録済み商標です

®

2022年度各種検定試験の施行日が決まりました！
試験方式

簿記検定
統一試験

検定試験名

施行日

【１級７，
８５０円 ２級４，
７２０円 ３級２，
８５０円】
（税込）
第161回簿記検定試験（１・２・３級）

6月12日
（日）

第162回簿記検定試験（１・２・３級）

11月20日
（日）

第163回簿記検定試験（２・３級）
ネット試験

ネット試験

珠算検定
統一試験

系

【１級７，
８５０円 ２級５，
７７０円 ３級４，
２００円】
（税込）
随時

機械系

【１級２，
３４０円 ２級１，
７３０円 ３級１，
５３０円 ４～６級１，
０２０円】
（税込）
第225回珠算能力検定試験（１級〜6級）

6月26日
（日）

第226回珠算能力検定試験（１級〜6級）

10月23日
（日）

第227回珠算能力検定試験（１級〜6級）

2月12日
（日）

電気・
電子系

【１級９，
９００円 ２級７，
７００円 ３級５，
５００円】
（税込）

第51回ビジネス実務法務検定試験（２・３級）


7月1日
（金）〜 7月19日
（火）

第52回ビジネス実務法務検定試験（２・３級）


10月21日
（金）〜 11月7日
（月）

第52回ビジネス実務法務検定試験（1級） ※テストセンターで受験

福祉住環境コーディネーター検定
ネット試験

当セミナーは、専門的な職業能力を持つ人材育成を目的とした公共職業訓練です。企業に在籍している方を対象と
したスキルアップのための短期の技術研修です。ぜひ貴社の人材育成にご活用ください。

随時

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

（2022 年 4 月～ 6 月）

2月26日
（日）

簿記検定試験
（２・３級） ※テストセンターが日時を決定

リテールマーケティング（販売士）検定

千葉職業能力開発短期大学校（ポリテクカレッジ千葉）
の能力開発セミナー

12月4日
（日）

【１級９，
９００円 ２級７，
７００円 ３級５，
５００円】
（税込）

第48回福祉住環境コーディネーター検定試験（２・３級）


7月22日
（金）〜 8月8日
（月）

第49回福祉住環境コーディネーター検定試験（２・３級）


11月11日
（金）〜 11月28日
（月）

第49回福祉住環境コーディネーター検定試験（1級） ※テストセンターで受験

建築系

開催日

コース番号

4/20､25､27

N02-1

5/9､10､11

N07

5/11､16､18

N10

5/12､13

C05-1

5/18､19､20

N13

6/6､7､8

N04-1

6/6､7､8

コース名

受講料

定員

7,500 円

15 名 成田キャンパス

旋盤加工技術

18,000 円

6 名 成田キャンパス

マシニングセンタ加工技術

13,500 円

12 名 成田キャンパス

空気圧機器の選定技術

10,000 円

10 名 千葉キャンパス

技能継承と生産性向上のための OJT 指導者育成
NEW
（計画・指導・評価の方法）

15,500 円

15 名 成田キャンパス

設計に活かす３次元 CAD ソリッドモデリング技術

19,500 円

15 名 成田キャンパス

N06

旋盤加工応用技術（高精度加工編）

21,500 円

6 名 成田キャンパス

5/19､20

C11

有接点シーケンス制御の実践技術

9,000 円

10 名 千葉キャンパス

6/9､10

C17-1

5/14､21
6/4､11

２次元 CAD による機械製図技術

会場

組込みシステムにおけるプログラム開発技術

NEW

8,000 円

10 名 千葉キャンパス

C25

実践建築設計２次元 CAD 技術（JW-CAD 導入編）

NEW

12,500 円

10 名 千葉キャンパス

C23

３D プリンタを用いた製品試作における造形技術
NEW
（建築モデル作成）

10,000 円

10 名 千葉キャンパス

千葉職業能力開発短期大学校（ポリテクカレッジ千葉）

◆問合せ （千葉キャンパス）☎ 043-242-4192 ／（成田キャンパス）☎ 0476-22-4351

12月4日
（日）

５００円】
（税込）
ＢＡＴＩＣ
（国際会計検定）【５，
ネット試験

第43回ＢＡＴ
ＩＣ（国際会計検定）


7月22日
（金）〜 8月8日
（月）

第44回ＢＡＴ
ＩＣ（国際会計検定）


11月11日
（金）〜 11月28日
（月）

５００円】
（税込）
環境社会検定（eco検定）【５，
ネット試験

第32回環境社会検定試験（eco検定）


7月22日
（金）〜 8月8日
（月）

第33回環境社会検定試験（eco検定）


11月11日
（金）〜 11月28日
（月）

ビジネスマネジャー検定
ネット試験

【７，
７００円】
（税込）

第15回ビジネスマネジャー検定

7月1日
（金）〜 7月19日
（火）

第16回ビジネスマネジャー検定

10月21日
（金）〜 11月7日
（月）

メンタルヘルス・マネジメント検定
統一試験

あなたの健康をサポートする…

【Ⅰ種１１，
５５０円 Ⅱ種７，
４８０円 Ⅲ種５，
２８０円】
（税込）

第33回メンタルヘルス・マネジメント検定（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）

11月6日
（日）

第34回メンタルヘルス・マネジメント検定（Ⅱ・Ⅲ）

3月19日
（日）

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、2022年度より全ての試験は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
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夢シティちば

2022年₄月号

会員交流課 ＴＥＬ：043－227－4103

公益財団法人

ちば県民保健予防財団

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

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

総合防犯設備・警備業
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
夢シティちば

2022年₄月号

22

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

〈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

次期活動計画を推進する組織について意見交換
働く人にとって過ごしや
すい地域をつくること、②
施設・個店等の情報発信等
により来街機会を創出し
街の賑わいをつくること、
③街の顔となるような中
心市街地の魅力をつくる
こと。
部会構成案等は、次期活
動計画案とともに検討を
進め、今後、協議会の定時
総会に提案することを予
定しています。

●時間貸し駐車場の設置・運営

コンサルティング事業
次のとおりです。

中央公園

ＣＭＢ国際交流フェスティバル

中央公園
＆ダサイン２０２２

秋の収穫を祝うネパール最大の
祭り「ダサイン祭」をネパール
人留学生が多数在籍する千葉モ
ードビジネス専門学校が主催
します。当校の学生だけではな
①音楽・踊り等のパフォーマ

ントや屋台の飲食販売を行いま

いただけるようなステージイベ

く、広く一般の方にも楽しんで
ンスによるイベントの開催、

ＣＨＩＢＡ

アロハフェスティバル
フラステージ。

延期する可能性があります。

です。イベントは予告なく中止・

※記載
 の情報は３月１日時点の予定

地域情報案内（中心市街地）

近隣店舗の商品、農産物の販売、

一日市（仮称）

通町公園

●毎月１日、 日

す。

●９月 日㈯～ 日㈪・㈷

ス、ハンドメイド、飲食店。

ストラクターによる体験ブー

団体）。スポーツ教室のイン

ススクール、学校団体、市民

ダンスパフォーマンス（ダン

へそ祭り

中央公園

●８月 日㈯～ 日㈰

出店。

域活性をテーマとしたブース

②地元千葉の店舗による、地

食楽ＩＣＨＩＢＡ

中央公園

７月 日㈰、 日㈪・㈷

●５月３日㈫・㈷、

学校吹奏楽。

バル

中央公園ブラバンフェスティ

●４月 日㈰

● 月５日㈬

イベントの開催を支援しております。令和４年度分のイベントは

当協議会では、賑わいづくりの一環として中心市街地における

中心市街地活性化イベント

●技術とノウハウと活かした
理想的な宅地開発.
10

２月 日㈭、当協議会は
活性化ワーキンググルー
プを開催しました。
まず現段階の次期活動
計画案を確認した後、同計
画の推進役を担う部会の
構成案とその業務内容案
について意見交換を行い
ました。
新たな部会では、これま
での議論を踏まえ、主に次
の３点に取り組むことと
しています。①住まう人や

●オフィスビル、ロードサイド店舗の
賃貸および管理
●戸建住宅および分譲マンションの
企画・開発・販売

〒260-0016 千葉市中央区栄町 39 - 10
TEL 043-227-8001 FAX 043-227-8677

東方地所株式会社

不動産賃貸事業
不動産開発事業

専門スタッフが
お客様の
ご要望にお応え
いたします。
10

ＴＥＬ：０４３－２２７－４１０３

について解説していただ
きました。
樫浦氏からは、千葉の街
の礎を築いた千葉一族の
中興の祖である千葉常胤
氏をはじめ、千葉市誕生の
歴史や、鉄道や大型店、料
亭など、中心市街地の街並
みの変遷などについて説
明がありました。
説明後、主に昔の中心市
街地のあり様に関する質
疑応答が行われました。

18

17

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし
全国各地の商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

千葉市の街の成り立ちについて研究
２月 日㈮、当協議会ち
ーバル実行委員会は、幹事
会を開催しました。
今回の会議は、幹事会メ
ンバーを中心に中心市街
地のことを学び、街に必要
なことや面白味のある取
組を考え、今後のちーバル
事業の企画の参考にする
ため開催したものです。
当日は、樫浦敏彰氏をゲ
ストスピーカーに迎え、主
に千葉市の街の成り立ち

●不動産の開発、有効利用に関する
総合コンサルティング
28

19

確かな信用力

地域の発展と、より良い生活環境づくりを目指す 「総合不動産会社」

豊富な実績

会員交流課
千葉商工会議所

24
2022年₄月号
夢シティちば
2022年₄月号
夢シティちば

25

24

17

27

17

10

●不動産の売買、交換、賃貸の
斡旋、仲介、代理業務
in

▲挨拶する望月会長（右奥）
▲ゲストスピーカーの樫浦敏彰氏（左奥）

ベストウイズクラブでは、
「福祉制度キャンペーン」を 5/2 ～ 6/30 に実施
いたします。 本キャンペーンは、『商工会議所福祉制度』を会員の皆様に
ご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役立ていただくことを主な目的と
しています。
『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備他、
入院・介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお応えするものです。
商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には、
是非ご協力いただきますようお願い申しあげます。
18

『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ
まちづくり事業情報

中心市街地NEWS

千葉市産クラフトビール作りと
循環型の事業展開を目指す

表としてここを引き継がせていただき

位置でしたが、２０２０年７月から代

ただき、当初はアドバイザー的な立ち

を加えられるのがクラフトビールの良

ルーツ自体や野菜などいろいろなもの

にスパイスや乾燥フルーツの果皮、フ

産。あとの主原料はホップなど。そこ

材を入れたいと考えています。千葉県

さ。やはり幕張ならではの、地元の食

ました。

２０１７年、千葉市美浜区の幕張ベイエリアの一角に誕生した市内初のクラフトビール醸造所
「幕張ブルワリー」
。オリジナルクラフトビールの製造・販売を通じて、地域の住民や企業ととも
に新たな試みを続ける田代圭代表取締役にお話を伺いました。

街づくりとともに誕生した
市内初のクラフトビール醸造所

２０１５年から、ここ「幕張ベイ
パーク」の街づくりが始まり、近隣住
民から「コミュニケーションが取れる

ナーは地元出身で、この地区の魅力を

ワリー」は誕生しました。最初のオー

街全体の構想の一つとして「幕張ブル

感じましたね。一方で、まだ開発途中

場所にぽつんとあることを、すごいと

トビール醸造所が、まだ更地の拡がる

これだけきちんとした設備のクラフ

協力したり、千葉産の米を使ったりと

んが、昨年からはハチミツの生産者と

材を使ったビールはまだ作れていませ

の期待もあります。現状で、千葉の食

すし、街づくりとこの事業に行政から

は、全国でも農産物の出荷額は上位で

再確認し、食の豊かさを感じるものを
の街なので、売り上げも人口に比例し

千葉の食材でビールを
新たな試みにも前向きに

作りたいと２０１７年、１棟目のマン
て少なく、苦しいのは仕方ない。今後、 様々な試みをスタートさせるべく動き

拠点が欲しい」という声があがって、

ションが完成するタイミングで、現在

な視点で見て、大切に育んでいこうと

地産地消は当たり前
循環型を目指しチャレンジ

の場所に住民の共有スペースとカフェ、 マンション６棟が次々に完成するので、 始めています。
先行してビアパブを開業後、自社醸造
考えました。

ブルワリーが同時にオープンしました。 住民に求められる施設ならば、長期的
を開始。

昨年 月には、㈱川島屋が運営する

改めて「地産地消」とうたうより、

拡げていくつもりです。

事業者を増やし、食品ロス削減の幅を

者１４０人に贈りました。今後は参加

ファンディングで調達した資金で支援

ルーツブレッド」も開発し、クラウド

わっていた知人のご縁で、お声がけい

がけてきました。この街づくりに携

デュースからメニュー企画開発まで手

食コンサルタントとして店舗のプロ

循環の仕組みを、今年から着手して、

の併設レストランで提供する。そんな

採れた野菜を日常的に仕入れ、醸造所

畑に運んで肥料の原料にして、そこで

になりかねません。定期的に少しずつ

２排出量を考えると、ＳＤＧｓと真逆

上に水分を含んで重たい。運搬のＣＯ

は麦芽がメインですが、多くは外国

そんなに難しい作業ではないし、原料

ていくしかないですね。モノを売るだ

して何ができるか、やるべき道を探っ

ません。ならばマイクロブルワリーと

ル作りでは、大手酒造会社に絶対勝て

みんなが手に取りやすい安価なビー

思っています。

り組みに参加・協力していきたいと

過程で出た澱を活用したパン「ビアフ

を実験的に製造しました。そして発酵

り出す。
それを濾過して、
発酵させます。 減を目的とした発泡酒「パンビール」

して、沸騰した湯に入れて、麦汁を搾

けでなく、コトを売る。そのきっかけ

ビールづくりは、原料の麦芽を粉砕

それが当たり前のルーティンになれば

循環型事業への第一歩を踏み出してい

私自身は東京で飲食店の経営や、外

いい。４月からは、ビールに使うホッ

を提供したい。全国にあるブルワリー
す。

さんもそれぞれ模索していると思いま

「マロンド」と協力してフードロス削

プをこの敷地内で育て始める予定です。 ければと思います。
ホップは自生力が強く、簡単に育てら
れるので、そのホップをさらに株分け

ね。

たビールで、みんなで乾杯したいです

れば。皆さんが収穫したホップで作っ

とのコミュニケーションを強化してい

をできるだけ千葉でしたいので、農業

やレストランメニューの原材料の調達

いずれは野菜やフルーツなどビール

れないかなど、ただビールを作って

廃棄される麦芽カスでプラカップが作

容器も浸透してきているので、当社で

施していましたし、最近は植物由来の

域の子どもたちを招いて工場見学を実

コロナ感染拡大以前は、当社でも地

ＳＤＧｓという観点では、我々が

きたいですね。廃棄や規格外で市場に

売るというアウトプットだけでなく、

マイクロブルワリーとして
モノよりコトを売る

ビールを作ると大量の麦芽カスが出ま

出ない農産物を活用できればいい。商

して、近隣の住民にも栽培してもらえ

す。現在は産廃業者さんに引き取って

ビールを何かのハブとして使っていけ

圭

市内初の
クラフトビール醸造所
▲コラボした川島屋の川島代表取締役（左）と田代代表取
締役（中央）
、幕張ブルワリーの宮崎醸造責任者（右）

26
2022年₄月号
夢シティちば
2022年₄月号
夢シティちば
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業ベースだけでなく、何か意味のある

〒261-0014 千葉市美浜区若葉3-1-21
MAKUHARI NEIGHBORHOOD POD
電話／043-307-1962

もらっていて、タイミングが合えば農

会社DATA

ればいいと考えています。

▲醸造所・店舗外観

▲フードロス削減を目的としたパンビール
▲ガラスの向こうには醸造タンクがずらり。発酵のいい香りが漂う

11

ことをしないと。ビール作りにとどま

▲2017年からオリジナルクラフトビールの製造を開始

家さんで畑の肥料に活用してもらいま

▲レストランではビールとともに料理も楽しめる

らず、ニーズがあれば今後も様々な取
▲写真左からブロンドエール、ペールエール、IPA、コー
ヒースタウト

すが、１回で１００㎏単位と多すぎる

幕張ブルワリー株式会社

代表取締役／田代

私たちの
私たちのSDGs

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

幕張ブルワリー株式会社

株式会社 センエー

環境づくりの老舗

▶公害
 処理施設の地下層から強圧力で汚
泥を吸い出す特殊なバキュームカー。

ＳＤＧｓに直結する生業でインフラの更新工事にも参入

の管理清掃業務を請け負うことができ

当社は、創業者の山本政次から数え
が普及し始め、当時 業者ほどの汲み

千葉市では１９７０年頃から浄化槽

ました。

て私で５代目。大正時代、千葉市制が
取り屋さんの中から 社が浄化槽清掃
許可を受け、市内全域をエリアとした

の祖父）が、千葉衛生舎という社名に

満州から復員してきた政次の娘婿（私
きました。

は県内全域で、広く顧客を増やしてい

できました。県知事登録の保守点検業

得て、業務が本格化していきました。
戦後の日本は生活環境の近代化とし
化」の掛け声とともに「汲み取り便所」

長）が 代目の社長に就任しました。

１９８１年、父の康昭（現取締役会

て下水道が一気に普及し「一億総水洗
か ら「 水 洗 便 所 」へ、さ ら に 水 質 汚

４代目がロゴマークをデザイン
ブランドイメージを体現

して「千葉市許可業者１番」の資格を

取り業でした。創業は１９３６年。戦後、 浄化槽清掃業が拡大し、今日の基礎が

政次が生業としていたのが、し尿くみ

始まった頃に市議会議員を務めていた

浄化槽から公共下水道へ
市、県の発展とともに成長

工場内に設置された何百というトイレ

稲毛の地で戦前に創業し、 年。浄化槽や下水道にまつわる事業で基幹産業や市民のライフ
ラインを支えてきた株式会社センエー。新たな時代を見据えてゆたかな環境づくりに尽力する
山本剛代表取締役にお話を伺いました。

「セン」と衛生の「エー」を取り社名
を「センエー」とし、ブランドイメー
ジをビジュアル的にコミットしたロゴ
マークを自らデザインしました。
私は本社のあるここで生まれ育ち、
学生時代から当社でアルバイトをして
いました。自分が工事した場所に水が
流れる、という形に残る仕事が多くの
方のライフラインを支え、喜ばれ、す
ごくやりがいがある。よそに就職する
気は全くなかったです。大学卒業後、
すぐ入社して現場を経験後、営業やマ
ネジメント、経営にタッチするように
なりました。
従業員 人、拠点はＪＥＦスチール
内の事業所、中央区生実町の営業所、
市原市内の支店に加え、現在、５カ所
目となる成田支店の開業準備中です。

インフラ更新工事にも参入し
技術力と人間力の向上を

への大転換期を迎えました。また、創

許可区域とする「浄化槽管理清掃業者」

当社も区域限定の清掃業者から全市を

業デザインと、会社の経営に共通点を

メーカーの両方の視点を求められる工

のち、家業を継ぎました。ユーザーと

を学び、メーカーの研究所に勤務した

索してきました。それが評価されたの

は、自分たちで施工できるやり方を模

あっても、自分たちで受注した工事

同業者では下請けに頼むのが普通で

化し、自宅や外出先でも社内と同じ環

ていて、サーバーのデータをクラウド

コロナ禍以降はテレワークも導入し

業とし、水環境保全に努めてきました。

理を手掛け、環境にまつわることを生

キツいし、下水道＝汚いイメージ。高

昔からよく言われる３Ｋの業種。体も

に働きやすい環境を目指しています。

など、今後の課題として従業員が本当

システムをグループウェアへ移行する

また、近年は業界全体の発展のため、

で成長しようよ」と、積極的に資格取

い人材がいない」と嘆くより「みんな

業員それぞれの教育や質の高さ。
「い

なので、大事なのは作業を提供する従

ですね。物販ではなく作業をする会社

ちの技術力と人間力を高めていきたい

それにプラスして、今いる従業員た

地域企業をけん引する立場になること

もそうやって地域に育ててもらったし、

自分の会社に帰ってくださいと。我々

い入れ、当社にいる間に資格を取って

る経営者の息子さんを正社員として雇

受け入れを始めました。旧知の中であ

る場を提供したいと、次世代経営者の

会社としても活性化を図るつもりです。 ２代目社長など若い後継者に修業す

度卒から大卒の新卒の求人に乗り出し、

卒採用を続けてきましたが、令和４年

ています。ただ、求人は厳しいですね。 境を整えたり、紙の申請書類から社内

か、おかげさまで年々受注が増えてき

に尽力したことから、業務提携を結び、 見いだした父は、１９９０年、千葉の

業者が川崎製鉄千葉工場の誘致・開設

染防止の観点から廃棄物処理法が成立。 父は、美術大学へ進んで工業デザイン

4

▶本社
 エントランスにて。シンボルマ
ークは
『水』『空気』『大地』
を象徴
している

ませんね。

得や講習会参加などを推奨しています。 が、社会への一番大きな還元かもしれ

地域企業をけん引することが
社会への何よりの還元
当社が 年間続けてこられたのは、
商売が上手かったわけではなく「地域
のために」という理念のもと、社会に
対して最良の会社であったからだと思
います。当社で掲げ続けてきた「ゆた
ＳＤＧｓに直結する考え方です。特に
目標の 「住み続けられるまち」を支え
るライフラインとして下水道の維持管

代表取締役 山本 剛
〒263-0042 千葉市稲毛区黒砂2-12-11
電話／043-241-3156

日本では高度成長期に作ったインフ
ラが一気に老朽化する時期を迎え、メ
ンテナンスが必要ですが技術者不足が
深刻です。行政は予算不足や少子化も
あって、なかなか新規の開発には投資
しません。道路や上下水道など、今後

85

▲オフィスにて代表取締役の山本剛さん
（右）
と、父で会長の康昭さん
（左）

は維持管理の時代だといえるでしょう。 かな環境づくり」というモットーは、
当社も劣化を診断する調査に対応できる
よう設備投資をし、１９９６年から様々
な工法の更新工事に本格参入しました。

11 47

会社DATA

〜地域のライフラインを支える〜
▲平成30年、千葉東税務署からの優良申告法人表敬状
▲初代千葉市議会議員団。最後列左から３番目が創業者の山本政次氏（千葉市提供）

94

伝統ある老舗の企業をご紹介
▲現在の社屋完成時の外観
▲現在の社屋完成時の社員集合写真
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85

11

いきる伝統
つなぐ暖簾
いきる伝統 つなぐ暖簾

月定例会、提言に関する勉強会―私たちの力で作る未来の千葉 YEG―を開催！
い、提言書（案）を千葉YEGに提

で設営担当、事務局の最低限の人数

会場には十分な感染症対策をした上

ロナウイルス感染拡大防止のため、

［今年度を振り返り、次年度以降に行

け、それぞれのグループ内でテーマ

を使い参加者を各委員会に振り分

Zoomのブレイクアウトルーム機能

後、是非行ってほしい提案を各委員

などを理由に行えなかった事業や今

今回の定例会は、今年度コロナ禍

なかった事業が多くあったこともあ

禍において今年度行いたくても行え

見を出し議論を行いました。コロナ

間、提言書（案）を提出する為、意

など熱いディスカッションが繰り広

ちや次年度以降の期待を込めた発言

り各グループ、今年度の悔しい気持

と、意見を出すことの重要性を少し

たが今までの勉強を生かし考えるこ

動の発展に繋げる目的でもありまし

今回の定例会では次年度以降の活

活動や提言に繋げられることを実感

ることだけでなく次年度以降の地域

令和 年度は、学ぶことや理解す
YEG全国大会SETOの都・香川た

月

日㈮〜

月

2

日㈯に日本

香川たかまつ大会」
にオンライン参加

第 回日本YEG全国大会「SETOの都

げられてました。今回の定例会で頂
でも感じ取って頂けたと思います。

かまつ大会がＹｏｕｔｕｂｅを用いたオ

25

26

5

中、閉会しました。

メント欄も大いに盛り上がり、盛況の

辞、卒業生代表者の答辞が行われ、コ

記念事業では、日本YEG会長の送

となりました。

となり、総登録者数は ，
000名以上

信され、一体感のあるオンライン大会

やパブリックビューイングの映像が配

全国の単会からのメッセージボード

加いただき、９名が参加しました。

葉YEGとしてはOBの先輩にもご参

2

繋げられるよう考えました。

いた提言書（案）は研修委員会がま

した、大変有意義な一年間でした。

次年度以降の地域活動や提言活動に

会でグループディスカッションを行

60

我々、研修委員会は今年度、地域

41

とめ千葉商工会議所青年部 飯田会

令和 年度
月 日㈬に令和 年度 月定例

のみが集まり、会員はオンラインア
いたい取り組みについて］を約 分

グループディスカッションでは、

プリZoomでの参加となりました。

致しました。今回の定例会は新型コ

出することで次年度以降の活動発展

▲飯田会長（写真右）へ提言書を渡す藤崎委員長（同真中）と斉藤副会長（同左）

会、提言に関する勉強会―私たちの

2

に繋げる目的で行いました。

3

力で作る未来の千葉YEG―を開催

2

ンライン配信にて開催されました。千

2

研修委員会

3

に関する勉強会、提言に関する勉強

▲飯田会長挨拶
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16

3

▲ Zoomを介して議論する様子
▲日本商工会議所青年部 第41回全国大会 SETOの都 香川たかまつ大会

会を計 回行いました。それぞれが

▲ Zoomで多くの会員の皆さんにご参加いただきました

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

〜最高に向かってさぁ行こう〜

不撓不屈

長に提出する運びをとらせていただ
きました。
3

青年部
集： 千葉商工会議所
研修委員会
編

千葉商工会議所
青年部通信

横手 幸太郎

行行 事事

氏 新春講演会講師

『 新型コロナウイルスから命を守り、
組織を守るために』

千 葉 県 商 工 会 議 所 女 性 会 連 合 会

Ｂブロック講師

「 ア フ タ ー コ ロ ナ に 向 け た 信を受け、視聴しました。
型コロナウイルスから命を守 識と情報が組織の混乱を阻止

の横手幸太郎病院長より「新 と安心」の確保。②正しい知

32
2022年₄月号
夢シティちば

『アフターコロナに向けた
地域活性化とデジタル対応戦略 』
氏
コロナ禍により、新春賀詞 れたリーダー力に感服し、同

創

今年度の千葉県商工会議 性会、同副長は君津女性会
交歓会は中止となりましたが、病院への信頼度が更に高まり

レベルの高い様々なデー

た。千葉大学医学部付属病院 してゆく為には「職員の安全

「新春講演会」を開催しまし ①良質な医療を実践し、継続

地域活性化とデジタル対応
り、組織を守るために」を拝 し、不安を払拭。③一人では

当所会場
新春講演会

水野
所女性会連合会広域連携事 により、ハイブリッド講演
１月

日 ㈫ に オ ン ラ イ ン で ました。得た教訓は次の３点。

業・Ｂブロック事業は、１ 会のメイン会場は市原マリ
月 日㈮ちばぎん総合研究 ンホテルとなり、当会員は

戦略」を演題に熱意溢れる タ等も学び、今後の事業展
い稀なる組織運営力、卓越さ という環境の醸成。

聴し、同院長の先を読んだ類 なく皆でコロナに向き合って

所の水野創取締役会長より 当会議所特別会議室にて配

18

開に向け、多くの役立つヒ

担当ブロック長は市原女 ントを戴き好評でした。

ご講演をいただきました。

講師
創
水野

▲県女連
当所会場
新春講演会

当所会場
広域事業Bブロック講演会
▲県女連

メイン会場
広域事業Bブロック講演会
▲県女連

講師
幸太郎
横手

▲県女連

14

女性会
編集：千葉商工会議所

