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司法書士法人つばさ総合事務所

所長

※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

《経営談話室》

大久保 博史 氏

司法書士という仕事を知ってほしい
皆さまから必要とされ、
皆さまに貢献できる事務所へ…
《特集》

千葉市の礎を築いた千葉氏
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青年部通信
女性会の活動

今月の表紙「大賀ハス」
大賀ハスは、2000年前から存在したとされる蓮で、1951年に千葉市花見川
区にある現東京大学検見川総合運動場で大賀一郎博士が発見し、この名がつきま
した。
大賀ハスは、6月中旬～7月上旬が開花の最盛期となっており、花の色や姿が
最も優美なのは、開花2日目で、7～9時頃に満開となります。
今年は、大賀ハスが開花して70年経つことを記念して、
「大賀ハス開花70周
年記念フォーラム」や「大賀ハスまつり」が開催される予定となっています。大
賀ハスは、千葉市の市花にも制定されていますので、ぜひこの機会に古代ロマン
を秘めた大賀ハスを見に行かれてはいかがでしょうか。
写真提供／千葉市
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司法書士法人つばさ総合事務所
所長 大久保 博史

氏

～ホームドクターとして「かかりつけ司法書士」を目指したい～

めたのは大学生の頃。バブルの絶頂期

私が司法書士の資格取得を目指し始

法人の不動産関連から
個人の相続対策まで

東 京の神保町にある合同事務所に入

決めていたのですが、資格取得後に、

私はもともと地元・千葉での独立を

初心忘れず「この仕事が天職」
司法書士の周知と活用を

私は不動産が絡む要素が大きい司法書

所をスタート。そして2007年、「つ

人事務所を構え、大久保司法書士事務

おおくぼ・ひろし／1970年、千葉市生まれ。中央大学法
学部卒業後、1995年、東京・神保町の合同事務所に入所。
1997年、合同事務所内で独立。2000年、千葉市中央区新
田町に大久保司法書士事務所を開設。2007年、千葉市中
央区新宿で司法書士法人「つばさ総合事務所」を法人化し、
現在に至る。

「とりあえず聞いてみよう」でいい

必要とされる存在を目指して
一般の相続の約９割は、相続税が発
生しない額の案件です。誰に相談して
よいかわからない時は、ぜひ司法書士
を訪ねてもらいたい。必要なら税理士、
弁護士など他の士業を紹介できます。
体調が悪くなった時、街のクリニック

員７人で現在の場所に事務所を移しま

を受診して大きな病院あてに紹介状を

司法書士は、経済的に厳しい方から

した。独立後、若葉マークの自分をプ

書いてもらう感覚で、まずは私どもを

富裕層まで、個人にも法人にも幅広く

ロとして信頼し、依頼してくれるお客

りがたさと喜びは、今でも忘れません。

接受けることは然程ないのですが、顧

売上は、世の中の景況感の影響を直

待を超えていきたいですね。

貢献できる事務所へ」が全て。とにか

葉「皆さまから必要とされ、皆さまに

訪ねてもらいたい。名刺に明記した言

ご縁がある仕事です。今、増えている

様に一生懸命応えることで、大切なお

ハウスメーカー関連、会社の書き換え

正に「初心忘るべからず」です。

顧客層は世の中の大多数を占める、税

す。例えば相続部門ですと、私どもの

司法書士という仕事をもっと知ってほ

ようになりました。一般の皆さまには、 の中で一定以上のシェアを持たせない

半で「この仕事が天職かな」と思える

客が偏ってしまうと大口に何か起きた

理士さんに頼むほどではないボリュー

しいし、できればホームドクターとし

その後、一心不乱に頑張って 代後

ムゾーン。もめている場合は弁護士さ

て「かかりつけ司法書士」を持ってほ

時に共倒れになってしまうので、売上

んの出番ですが、もめることなく円満

しい。もっともっと、様々な場面で私

ますね。

てのバランスが取れてきていると思い

在の規模になってようやく事務所とし

するにはある程度の規模が必要で、現

ようにしています。ただ、それを実現

解決に向けて一緒に進めていきましょ

ども司法書士を活用していただきたい
ですね。

う、というのが司法書士の仕事です。

して相続関連をそれぞれ担当していま

など他の士業と連携した法人関連、そ

はスタッフ 人が３つの部門に分かれ、 何の実績もない自分を選んでくれたあ

相談は生前の相続対策ですが、ご依頼

ばさ総合事務所」として法人化。従業

Profile
大久保 博史 氏

起業、相続、住宅ローン、成年後見など様々な人生の節目に「10
年に一度は関わる」と言われる司法書士の仕事。幅広い士業専門家
ネットワークを活用し、ワンストップサービスを提供する司法書士法人
「つばさ総合事務所」の大久保博史所長にお話を伺いました。

知り合いを紹介してくれたりしました。 く必要とされたい、そして依頼者の期

格しました。

士の道を選び、卒業の翌年、 歳で合

囲には司法試験を目指す学生が多い中、 所しました。2000年に新田町で個

で、就職の花形は不動産業でした。周

地元・千葉で司法書士事務所を開き「天職」に

司法書士という仕事を知ってほしい
皆さまから必要とされ、皆さまに貢献できる事務所へ…

の内容は非常に多岐に渡ります。当所
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▲オフィスのミーティングスペース
深山ビル2F
〒260-0021 千葉市中央区新宿2-1-16
☎043-204-3280

22

▲幹部の皆さんと。
「苦楽を共に歩んできた大切な仲間です」と大久保所長

司法書士法人つばさ総合事務所
所長

▲事務所外観

大久保 博史

３代目社長に就任し
青年部会長を務める
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おたからや きぼーる通り店
圧倒的な高価買取

経営談話室

▲法務局長からの表彰状

お客様の大切なお品物その場で高価買取！

▲事務所ロゴマーク

いと感じています。

まだまだ成長戦略描き
模索しつつ仕事人間を貫く

と思います。

同年代には早期退職後のセカンドラ

イフを考える人もいますが、自分は仕

事人間だとつくづく思います。ともに

夢シティちば

ともに頑張るスタッフの総意は右肩上がり

独立する若者を尊重
人を育てることが楽しい

事務所に入って、５～６年で独立す

2022年₆月号

27

頑張っていこうと言ってくれるスタッ

夢シティちば

司法書士となり 年目、事務所も業

5

る司法書士資格者は多いです。せっか

▲オフィスには専門書がずらりと並ぶ。
「司法書士としての仕事にプライドを持ち、日々お
客様に応対させていただいています」と大久保所長

フのおかげで、
責任がともなう一方、
や

TEL：043-312-5900 FAX：043-312-0509
E-mail：yoshino@yoshino-kikai.co.jp

界としてはそれなりの規模になり、こ

まだまだ成長の未来図を描いていくか、 よりも、まだまだ自問自答しつつ仕事

株式会社吉野機械製作所

く資格保有者となった以上、独立した

に取り組むことを選び、これからも模

〒267-0056 千葉県千葉市緑区大野台1丁目5-18

りがいも感じます。リタイアを考える

本人がやりたいことを尊重するだけで

決定してませんでした。つい先日の会

ものづくりに関するご要望、お悩み
是非お聞かせください！
生産効率アップ、省人化、自動化を
得意とする弊社技術スタッフが
最適な改善プランをご提案致します！

いという気持ちは私もよくわかるので、 のまま現状維持か、縮小していくか、

す。うちにいる間にウィンウィンの関

か、常に自問自答してます。やる気の
源は「心の奥底から湧き出る欲」で
すかね。

索を続けていきたいですね。

Ｑ やる気の源は？
Ａ 自分が何を欲していて、何がしたいの

議で幹部メンバーたちの意見を聞き出

切にしていきたい。どちらかと言うと持久
力より瞬発力が高いので、
「一生懸命」
よりも「一所懸命」、今ここで頑張る、
その連続でいい。

係を築いて、
いい意味で利用し合う、
そ

Ｑ 座右の銘、好きな言葉は？
Ａ「一期一会」。とにかく目の前のことを大

したところ、ぜひ成長させていきたい

先端低炭素設
備導入促進補
償制度
第1号案件に
認定！

れでお互いプラスになって、うちから

経済産業省

と言われ、今後も右肩上がりの成長戦

ンサートへ行きました。邦楽で好きなの
は中島みゆきです。

羽ばたいていけばいい。若者がやりた

メールアドレス kibo-ru@otakaraya.jp

移して規模を拡大していくことになる

TEL/FAX 043-441-8482

Ｑ 好きな音楽のジャンルは？
Ａ エリック・クラプトンは来日時に何度もコ

略を描いていくという方向性が決定し

おたからや きぼーる通り店
京成千葉中央駅より徒歩５分/千葉モノレール、葭川公園より徒歩５分
千葉県千葉市中央区中央4-2-3川口ビル1F
営業時間 10時00分～18時00分

いことを具体化していける、自分探し

さわしい人間になることを深く考えさせ
られます。自分の生き方について自問
自答するきっかけを作ってくれた大切な
一冊です。

ました。具体的な戦略はこれから取り

Ｑ 愛読書は？
Ａ 稲盛和夫氏の「生き方」。経営者にふ

に役立つ場にしたいです。実際、私自

ご自宅に眠っている貴金属、宝石、ブランド品ございませんか？
お客様の思い出のお品物、その場で高価買取させて頂きます。
御見積だけでも大歓迎！
！是非一度お立ち寄りください。

まとめていきますが、スタッフの人数

かせる資格取得に向けて勉強する時
間に充てています。

身も常に思い悩んでいる。それは若者

Ｑ 休日はどのように過ごしますか？
Ａ コロナ禍で外出しにくくなり、業務に生

でも、経験を積んだ者でも一緒なので、 もさらに増やし、事務所も広い場所に

Q &A

人を育てることは共に成長できて楽し

大久保所長

▲オフィスの様子
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特集／千葉市の礎を築いた千葉氏

〜千葉開府９００年に向けて〜

千葉氏

千葉市 の
礎 を築いた

の千葉県中部を支配する）として東国に赴

まります。平高望は、国司（上総介・現在

（寛平元）に平の姓を与えられたことに始

平氏は、桓武天皇の曾孫高望王が８８９年

千葉氏は桓武平氏に属しています。桓武

を本拠としました。この村岡は、相模国村

軍、陸奥守で、村岡五郎とも呼ばれ、村岡

子です。千葉氏の祖となる良文は鎮守府将

坂東の英雄とも称えられる将門は良将の

香や良将、良文など多くの子供がいました。

付き、勢力を広げました。高望には長男国

起こっていました。高望は武威に優れた者
柏市、茨城県取手市、守谷市など）の地を

績をあげ、下総国相馬郡（現在の我孫子市、

8

き込む大反乱を起こしました。この反乱は
数年間続きましたが、追討使源頼信に制圧
されました。この乱の影響で房総一帯は荒
廃しましたが、忠常の子、常将等は上総・
下総の地を開発し、
「両総平氏」として繁
栄しました。その中から分かれたのが千葉
氏で、下総国千葉郡（現在の千葉市中央
区など）を開発して最大の所領にしました。
忠常の曾孫平常兼は上総国大椎（現在の千

てからと返答しましたが、常胤は直ちに頼
朝に味方するという明確な意志を表し、下
総国内の平氏方を討ちました。それだけで
なく、要害の地で源氏とゆかりの深い鎌倉
（現在の神奈川県鎌倉市）に本拠を構える
ことを進言します。頼朝は、安房の豪族安
西景益など味方を集めながら北上し、 月

日に下総国府（現在の市川市）で千葉常
胤はじめ千葉一族と対面し、この時大いに
喜んだ頼朝は常胤を「父と思う」と述べた
と記されています。
もっとも伝承では、その途中で千葉に立
ち寄り千葉氏の館で休息をとったのでは
ないかといわれています。房総には頼朝に
かかわる伝承がたくさん残されていますが、
千葉市内にもいくつかあります。千葉常胤
が一族を率いて出迎えたという「君待橋」
や湧水を汲んでお茶をたてたという「お茶
の水」
、頼朝が陣を置いて白旗を立てたい
われのある「白幡神社」などです。
千葉常胤、上総広常などが味方に付いた
朝は 月初めに鎌倉に入りました。これ以
頼朝らは、平氏の追討軍を富士川（静岡県
に攻め上ろうしますが、常胤や広常、三浦

富士市）の合戦で撃退すると、そのまま都
て箱根山中を逃げ、真鶴岬から小舟で房総

ありながら、自分に従う武士の本領を安堵

はこの段階では国家への反逆者の立場で

模国府（現在の神奈川県大磯町）で、頼朝

制圧に専念しました。鎌倉へ戻る途中の相

義澄などの有力武士の進言により関東の

『吾妻鏡』によると、広常は常胤と相談し

呼びかけました。鎌倉幕府の作った歴史書

と千葉常胤に使者を送り、味方となるよう

に上陸した頼朝は、房総の有力者上総広常

へ逃れました。安房国猟島
（現在の鋸南町）

（現在の神奈川県小田原市）の戦いに敗れ

平氏方の伊豆の目代を討ちますが、石橋山

4
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2026年（ 令 和8） は、 千 葉 の ま ち が あ ゆ み 始 め て900年 の「 千 葉 開 府
900年」という節目の年にあたります。千葉のまちはどのように発展してきたの
でしょうか。また、それに貢献した千葉氏はどんな人たちだったのでしょうか。
込めず、また、中級とはいえ貴族としての
地位と権威は地方では大いに役立ったか

任しました。当時の東国は、おおむね現在
岡（現在の神奈川県藤沢市）
、武蔵国村岡

千葉氏のはじまり

の関東・東北地方に長野・山梨・静岡３
郷（現在の埼玉県熊谷市）等諸説あります。

らです。南関東の有力者と婚姻関係で結び

県を加えた地域で、律令制度による国の支
良文は、 世紀に起こった平将門の乱で功

という伝承があり、東国の状況を抑えるこ
得ました。
良文は千葉氏、三浦氏など坂東八平氏の

１１５６年（保元元）に京都で起きた保元
の乱では、義朝軍に加勢しました。このよ
うな苦心も、 年後に平治の乱で平清盛と
義朝の郎従として権利を否定され、相馬御
厨は再び国司に没収されてしまいます。以
降、源頼朝挙兵までの約 年は、平清盛と
政など平氏方の圧迫を受け、厳しい対応を
迫られたとみられます。

平氏打倒を命ずる以仁王の令旨に応じて

平治の乱に敗れ伊豆に流された源頼朝は、 ことを受けて関東武士が次々と加わり、頼

千葉氏と源頼朝

を伸ばすと、国司に逆らって房総一帯を巻

国司の任期が終わっても高望は都に帰

父義朝が介入して、相馬御厨の所有権を主

祖と呼ばれています。良文の孫の忠常は上

した。それと前後して、現在の千葉郡の所

張する、常重の従兄弟平常澄の主張に便乗

らず、子供たちとともに東国に留まりまし

葉市緑区）を本拠にしましたが、その子常
領を鳥羽天皇の皇女暲子内親王（八条院）

総介となり、下総から上総、安房にも勢力

とが期待されていたとみられます。

9

た。都に戻っても上位の官職への出世が見

重が１１２６年（大治元）千葉に本拠を

千葉市立郷土博物館

配が行き届かず、盗賊が多く反乱も次々と

▲伝源頼朝像（複製 原資料：神護寺（京都市）蔵）

進し、源義朝にも接近して折り合いをつけ、

た。そこで、再び伊勢神宮に自分の名で寄

分として納め、相馬郡司に任じられまし

胤は砂金、馬などの多大な品を税の未納

てしまいます。１１４６年（久安 ）
、常

し、自らの名で相馬郡を伊勢神宮に寄進し

に寄進して「千葉庄」とし、また、良文の
代から所有していた相馬郡の地を伊勢神
宮に寄進して「相馬御厨」として自身は現

2

姻戚関係を結んで勢力を伸ばした藤原親

20

9

地荘官となって支配権を強化しました。こ
れと立花郷（のちの東庄、現在の東庄町な
ど）が千葉氏の主な領地でした。１１３５
年（保延元）
、常重は一族の惣領の地位を
子の常胤に譲ります。ところが翌年、下
総国司藤原親通は常重の税の未納を理由
さらに、１１４３年（康治 ）
、源頼朝の

▲白幡神社

にして相馬御厨と立花郷を取り上げました。 戦った義朝が敗死すると、
常胤は「謀反人」

3

１１８０年（治承 ） 月に挙兵しました。 降は「鎌倉殿」と呼ばれます。勢いづいた

10

▲妙見宮（現千葉神社）に参詣する頼朝と千葉一族「下総国千葉郷妙見寺大縁起絵巻」
（相馬妙見歓喜寺蔵 非公開）

構え、地名を家名として千葉氏を称しま

▶源氏の白旗（復元）

2

夢シティちば
2022年₆月号
夢シティちば

7

▲千葉介常胤像
▲君待橋之碑

17

特 集

士の信頼感も大きなものとなりました。

領を取り戻すことができ、鎌倉殿と東国武

したため、常胤も相馬御厨、東庄などの所

ます。
頼朝が鎌倉に入った翌１１８１年
（冶

朝の厚い信頼を得ていたことがうかがえ

様々な役割を任されていたことからも、頼

また、常胤が幕府の儀式や行事などで

乱」のさなかの１４５５年（康正元）
、惣領家

代を通じて下総国を支配しますが、
「享徳の

考えられます。千葉氏は鎌倉時代・室町時

氏が本拠を置いて以降、大きく発展したと

点、基準点として活用しながら千葉市らし

「千葉氏」
、
「海辺」の４つの地域資源を起

に根差した「加曽利貝塚」
、
「オオガハス」
、

プランに基づき、本市固有の歴史やルーツ

その後の源平の合戦では、常胤は 歳を
直は自害しました。康胤も幕府が送った追

千葉胤直と庶家馬加康胤が戦い、敗れた胤
りを進め、その積み重ねを通じて「都市ア

いまちづくり・ひとづくり・くらしづく

おう ばん

を献じています。元日の「鎌倉殿」への椀
イデンティティ」の確立を目指しています。

承 ）元日に、常胤は頼朝に椀飯（祝宴）

範頼に従って九州まで遠征しました。頼朝
飯は、武士にとって最も名誉なことでした。 討軍に敗れて亡くなり、惣領家は一族の千
千葉氏は、その歴史的な価値はもちろ

過ぎた高齢にもかかわらず、頼朝の弟 源
は常胤を特に気遣い、軍を率いる範頼に宛
さらに翌年の 月には、頼家（頼朝長男、 葉輔胤が継ぎました。その子、孝胤は文明

は政治の中心地ではなくなったのです。し

に城を築き、新たな本拠としました。千葉

年間に本佐倉（現在の酒々井町、佐倉市）

となど、現代や将来においても通じる価値

てはかなり高齢にも関わらず活躍したこ

響を及ぼすとともに、千葉常胤が当時とし

ん、様々な地域と交流し相互に文化的な影

いくさ

かし、千葉のまちは 千葉氏が信仰した妙
観が見いだせます。

代将軍）誕生に際して七夜の儀を執り行

である。傍輩よりはるかに尊ぶべきである。 院などの造営にも携わっています。常胤は

にもかかわらず、遠征の苦労に耐えて神妙
鎌倉殿、頼朝へ奉公するためには惜しみな
見菩薩を祀る妙見堂や大日寺、来迎寺などの

ら大事にするように」
「千葉介常胤は老齢

およそ常胤の大功は、生涯これに報いるべ
く財を提供したのでしょう。
このような
「奉
門前町として、また湊や街道の集まる交通

いました。加えて鶴岡八幡宮、東大寺戒壇

きであろう」などと書き記しています。常
公」により得た信頼は、１１９９年（建久
）に頼朝が亡くなるまで続きました。

な「御家人」となりました。千葉氏は、戦

まで全国各地に所領を得て、千葉氏は有力

力したことにより、北は東北から南は九州

なっていたのでしょう。宗長は 日にわた

氏だけでなく民衆の信仰を集めるように

います。この頃には、千葉の妙見は千葉

連歌師宗長は千葉妙見の祭礼を見物して

組みを進めていきます。

知っていただき、その理解を深める取

れからも千葉氏とこのまちのあゆみを

９００年という節目の年を迎えます。こ

国時代末までの４７０年間千葉市域を含
記しています。詳細は書かれていませんが、
盛大な行事だったことがうかがえます。多
ちが出来ていたと考えられます。妙見の神

くの人が集まる信仰の場とそれを囲むま
都市としての千葉は、１１２６年（大治
事は１１２７年
（大治 ）に始まったとされ

この表現はかなり誇張がありますが、千葉

などと大きなまちとして書かれています。

そ一万六千軒なり、
表八千軒、
裏八千軒、
…」

世紀にできた『千学集抜粋』には、
「およ

千葉の様子はよくわかっていませんが、

から始まったといわれています。その頃の

元）に千葉常重が大椎から移って来たとき

千葉のまちの起こり

り祭礼が行われ３００頭の早馬を見たと

１５０９年（永正 ） 月、千葉を訪れた

の要地として、その後も繁栄を続けました。 千 葉 氏 が 千 葉 の ま ち の 礎 を 築 い て か ら

4

む下総国を支配しました。

常胤が源頼朝による鎌倉幕府創設に尽

年後の２０２６年（令和８）には、

胤は、長期の遠征に不満を漏らす武士たち
をなだめ、統率を保ちました。奥州合戦で
は東海道大将軍として功績をあげ、恩賞と
して九州、東北などに多くの所領を獲得し
ました。

仕事に対する意識とは……

新入社員職業意識調査結果

勤続意欲は「とにかく様子を見てみる」

研究に苦慮したと推測されます。

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。
就職活動で苦労したことでは、昨年度
「会社の選定」が ・ ％でしたが、今年

ていますが、まちの発展とともに祭礼も盛
大になっていったのではないでしょうか。

千葉開府９００年に向けて
千葉市は、都市アイデンティティ戦略

仕事がおもしろそう
（12.7％）

上司、先輩、
同僚との人間関係
（28.9％）

わからない
（16.3％）

会社が堅実で
安定性がある
（9.1％）

通勤に便利
（14.5％）

経済的に豊かな
生活を送りたい
（23.1％）
自分の能力をためす
生き方をしたい
（15.4％）
定年まで
勤めたい
（28.6％）

社会のために
役に立ちたい
（15.4％）

福利厚生が
良い
（6.4％）

技術が覚えられる
（15.5％）
給料が良い（5.5％）

自分の能力や
個性が活かせると
思った
（17.3％）
会社の将来性が
ある（4.5％）

仕事がうまく
やっていけるか
どうか
（36.8％）
生活環境の変化に
対応できるかどうか
（19.7％）

先輩や知人が
務めている（3.6％）

専門的知識を
身につけたい
（7.7％）

その他（4.5％）

楽しい
生活がしたい
（32.7％）
とにかく
様子を見てみる
（36.7％）
他にいい仕事が
あれば転職する
（6.1％）

労働時間が短く、
休日が多い
（2.7％）

結婚・出産まで
勤めたい
（4.1％）

基本的なマナーや
常識が不足している
のではないか
（10.5％）

その他
（11.8％）

経営者に魅力を
感じた
（3.6％）

その他
（5.8％）
独立するまで
勤めたい（2.0％）
その他
（2.0％）
不安などない
（1.3％）

結婚・出産後も
勤めたい（4.1％）
その他（2.6％）

就職活動の期間が
長かったこと
（23.5％）
求人情報サイト
（28.6％）

Q5 今の会社を選んだ理由
Q6 働く目的
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

2

順調だった
（28.6％）
4〜9社
（27.1％）

厳しかった
（40.8％）
ほぼ順調だった
（16.3％）
会社の選定
（43.1％）
学校就職課
（40.8％）

▲千葉氏についての展示がある千葉市立郷土博物館

11

2

会社情報の入手
（9.8％）

16

が昨年度１位であった「定年まで勤めた

◆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）

0

度は、 ・ ％となり、新型コロナウイル

上記で開催した新入社員研修において、調査票を配布した。

32

8
2022年₆月号
夢シティちば

65

てた書状の中で「千葉介は軍上手であるか

5

10

い」を上回り、再び１位となりました。

◆調査方法

1

スに起因した就職活動の変化により企業

令和４年度の新規学卒・第２新卒者

やや厳しかった
（14.3％）

▲千葉氏累代の墓碑（大日寺）

2

8

◆調 査 日 令和４年４月４日
（月）
、５日
（火）

43

6

その他
（12.2％）
20〜29社
（12.5％）

自分で探した
（14.3％）
1〜3社
（37.5％）
10〜19社
（12.5％）

2022年₆月号
夢シティちば

9

◆調査対象

説明会・面接等
の日程調整
（5.9％）
競争が
厳しかった
（5.9％）
親・知人
（2.0％）
先輩
（2.0％）

30〜49社
（6.3％）
50社〜
（4.2％）

Q2 就職活動で苦労したこと Q1 就職活動について
Q3 どのような方法で
今の会社を知ったか
Q4 訪問した企業数

計50名
男性34名、女性16名
◆回答者数

特集／千葉市の礎を築いた千葉氏

Topics
新入社員職業意識調査結果

新型コロナ関連支援策一覧

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5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

千葉市中小企業者事業継続支援金

一律２０万円

千葉市中小企業事業継続支援金 事務局
０４３－２０２－１８２１

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 最大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〈一般型〉

小規模事業者等 最大50〜200万円
補助率 最大2/3〜3/4

千葉商工会議所

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

Ｉ
Ｔ導入で業務効率化等を行いたい

ＩＴ導入補助金（通常枠）

雇用を維持したい

助成金・補助金

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
夢シティちば

最大10/10
最大15,000円/1人1日

中小企業者等
補助率1/2

30～450万円

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

043−227−4103

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

千葉市テレワーク推進デスク
043－201－6334

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

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）

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

資金を調達したい

資金を調達したい

納税猶予
11

支 援 情 報 一 覧

2022年₆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₆月号

10

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5月15日時点

今すぐ取り組む 健康経営 ①
前月号の特集では、「健康経営」に取り組むことにより、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の
活性化をもたらし、結果的に業績向上や組織としての価値向上に繋がることをご説明しました。
今月号では、「健康経営に取り組みたいけど、何から始めたらいいかわからない」といった企業の皆様が
健康経営を始めるにあたり、身近な指標として活用できる「千葉市健康づくり推進事業所」 認証制度に
ついてご紹介します。

千葉市では 市内の事業所 等で働く皆さんの健康づくりを推進するた
め、職場での健康づくりの取り組みを点数に換算し、規定の点数に達し
た事業所を「千葉市健康づくり推進事業所」として認証しています。

従業員の健康が企業の力に！ 働く人の健康が地域の健康に！

千葉市中小企業者事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少したものの、国の事業復活支援金
の対象とならない事業者向けに、千葉市独自の支援金として「千葉市中小企業者
事業継続支援金」が創設されました。

【給付対象者】
次の全てに該当する事業者の方が対象です。

・千葉市内に本社又は本店を有する中小企業者、個人事業主（原則として、直近の確定
申告書で納税地
（法人）
又は主たる事業所
（個人）
が千葉市内であること）
。
・新型コロナウイルスの影響で2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の

職場での健康づくりに取り組むメリット
従業員が元気に
いきいき働ける

従業員の
やる気アップ

企業の
イメージアップ

生産性の向上

健康上の
リスクの回避

従業員の
結びつき強化

就職希望者の
増加

事業所への
愛着度向上

「千葉市健康づくり推進事業所」に認証されるとこんなメリットがあります！
★認証証が発行され、認証マークが使用できます。( ステッカーの掲示、名刺等への印刷など）
★認証事業所として、事業所名が掲載されます。( 市政だより、封筒、市ホームページなど）

売上高が過去3年の同月比で20%以上30%未満減少し、5か月間の減少額の合計が
20万円以上となること。過去3年の同月比で30%以上減少する月がないこと。
・今後も千葉市内で事業を継続する意思があること。

【給付額】
1事業者当たり一律20万円

【申請受付期間】
～令和4年7月15日（金）

★従業員の健康づくりに役立つ情報の提供が受けられます。
★希望の日時に健康運動指導士等を派遣し、事務室で行える運動をお教えします。
★３年の認証期間を経て取り組みを継続している場合、更新後、選考により千葉市健康づくり優良事業
所として表彰します。
★健康経営優良法人の認定へ向けたワンステップとなります。

【お問合せ先】

千葉市中小企業者事業継続支援金事務局
TEL

043-202-1821

8：30～17：30（土・日・祝日は除く）

※経済産業省が実施する健康経営優良法人（中小規模法人部門）の認定にあたっては、加入保険による健康宣言事業
への参加が必須項目でしたが、加入保険による健康宣言事業がない場合は、千葉市健康づくり推進事業所の認証を
その代替とすることができます。

認証までの
流れ

①健康づくりの実践！

事業所で取り組んでいる健康づく
りの内容に応じて、点数が決まっ
ています。認証基準500点

②申請する（随時受付）

申請書に必要事項を記入し、下記
に提出してください。後日、担当
から取組等の詳細をお伺いします。

【千葉市健康づくり推進事業所に関する申請・問い合わせ先】

千葉市

保健福祉局

健康福祉部

健康推進課

〒260-8722 千葉市中央区千葉港１－１
TEL：043－245－5223 FAX: 043－245－5659
Mail：suishin.HWH@city.chiba.lg.jp
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③認証

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。

認証を受けると、認証マークを使用
することができます。
認証期間3年間（期間終了時は要更新）

詳しくは
千葉市健康づくり推進事業所

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

2022年₆月号
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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

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

銚子・柏・茂原・成田・水戸

村

類

議員選挙・選任日程のお知らせ
議員選挙・選任日程表
月

8

TEL 043-224-4610
URL https://www.chiba-so.com/

9

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/

日

曜日

12

金

選挙人名簿縦覧の告示

20

土

選挙人名簿作成基準日（入会・口数変更の申込期限）

22

月

選挙人名簿作成・縦覧開始（異議申立て期間・26日（金）まで）

31

水

選挙人名簿確定（この日までに会費、特定商工業者負担金を納入された方が
選挙権・被選挙権を行使できます。）

6

火

16

金

１号議員選挙告示

20

火

小売部会/食品部会（２号議員選任）

21

水

卸売部会/工業部会（２号議員選任）

22

木

金融部会/運輸部会（２号議員選任）

26

月

建設部会/観光・サービス部会（２号議員選任）

27

火

自由業部会/医療・介護部会（２号議員選任）

2

日

1号議員立候補・推薦届出締切

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

千葉市中央区長洲₂丁目20−17
☎043−225−2030
休診日 日曜日・祝日

公益財団法人

手みやげに一番

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

https://www.osenbei.co.jp/
本店

千葉市中央区新宿1‑20‑5

千葉市美浜区新港32-14

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

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

道場店・稲毛店・銀座店

☎043‑246‑0265
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千葉名産

夢シティちば

2022年₆月号

部会長会議（２号議員割当決定）
第270回常議員会（３号議員選任）

投票場入場券発送
第2回選挙管理委員会

11

17

月

1号議員選挙（即日開票）

18

火

第3回選挙管理委員会

31

月

現議員任期満了

4

金

第271回常議員会
第71回 臨時議員総会（当選証書、選任証書交付、会頭・副会頭・専務理事・
常議員・監事等の選任）

選挙管理委員会委員名簿
役職

あなたの健康をサポートする…

金

10

医療法人社団 輝

藤本歯科長洲医院

容

1号議員立候補・推薦辞退締切

7

お口と歯のことなら何でもご相談ください！

内

氏名

（順不同、敬称略）

事業所名

役職

氏名

事業所名

國見倫太郎 ライフアップ㈱

委員長

永島

克彦

千葉商工会議所

副委員長

佐久間正敏

千葉商工会議所

〃

永野

直樹

千葉港運協会

委

小池

毅彦

㈲エンジョイ

〃

鮫島

功一

千葉アロー㈱

〃

藤原

滉司

㈱藤原商店

〃

藤澤

茂久

㈱Craftsmans Community

〃

金子

和彦

㈱金子機材

〃

大久保博史

司法書士法人つばさ総合事務所

〃

中根

昭

三立機械工業㈱

〃

木村

(医)学而会木村病院

員

委

員

章

任期：2022年4月1日～2025年3月31日まで

〈お問い合わせ〉

選挙管理委員会事務局（総務課内）
TEL. 043-227-4101

夢シティちば

2022年₆月号
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千葉商工会議所

事業・サービス紹介

❸

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
千葉商工会議所

申込受付は使用予定日の６ヶ月前

から３日前まで先着順に行います。

申込はＷｅｂ、電話にて会議室の

空室状況を確認の上、Ｗｅｂからお

申込みいただくか、所定の申込用紙

に必要事項を記入し、当商工会議所

会館担当者へＦＡＸまたはメールに

添付の上、お申込みください。

使用予定日の１～２日前の直前の

午後３時までにＷｅｂからお申込み

お申込みは、使用予定日の前営業日

いただくか、午後３時までに会館担

当者へ電話にてお申込みの上、午後

５時までに申込用紙をＦＡＸまたは

メールに添付の上、お申込みくださ

い。多くの方のご利用をお待ちして

おります。

貸会議室のご案内

当所では、会員事業所、並びに一

般事業所等の方々に定員８名の会議

室から、最大で２７２名収容可能な

ホールまで全５室を貸出いたしてお

ります。

人が集まりやすい千葉市の中心地

に立地しており、
「商工会議所」とい

うネームバリューがございます。

講演会、セミナー、展示会、試験、

会社説明会、採用面接など多様な用

途に応じた利用が可能です。当所会

員の方の利用料金は、会員特典とし

て一般料金の約 ％オフとなってお

ります。

新型コロナウイルス感染拡大防止

の対策として、
受付カウンター、
打合

せブースへのアクリル板の設置、会

議室利用前後の換気等を行っており

ます。また付帯設備として、サーマ

ルカメラ、非接触型体温計、飛沫感

染防止用パネルの貸出もございます

◀特別会議室

ので併せてご利用ください。

◀第１ホール

30

『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ

一 般
会 員
一 般
会 員
一 般
会 員
一 般
会 員
一 般
会 員
一 般
会 員

９時〜12時
９時〜17時
９時〜21時
13時〜17時
13時〜21時
18時〜21時

第１ホール
47,800
31,900
112,200
74,800
157,600
105,100
64,200
42,800
126,700
84,500
62,200
41,500

ABC
30,700
20,500
71,800
47,900
103,500
69,000
40,900
27,300
82,900
55,300
41,700
27,800

第２ホール
AB
20,400
13,600
47,800
31,900
70,000
46,700
27,300
18,200
56,200
37,500
28,800
19,200

あなたの会社をピカピカにする

（円／消費税10％込）

C
10,200
6,800
23,800
15,900
36,600
24,400
13,500
9,000
29,700
19,800
15,900
12,700

小会議室

特別会議室

14,400
8,500
33,800
19,900
50,600
29,800
19,300
11,400
40,900
24,100
21,500
12,700

28,900
19,300
67,600
45,100
96,100
64,100
38,400
25,600
77,200
51,500
38,700
25,800

付帯設備
デジタルプロジェクター
スクリーン
録音（カセットテープ・USBメモリ等）
高性能レーザーポインター
CD録音
レーザーポインター

【お問合せ先】 総務課
17

12階会議室

9時〜21時
1コマ1時間
計12コマ
（1コマあたり）
一般 1,980
会員 1,320

中小企業の成功のための
【５つ】のメソッドを活用した

オンライン開催／参加無料
18：00〜19：30

詳しくは折り込みPR便をご覧下さい

経営強化塾
６/９（木）
７/14（木）
８/４（木）
９/８（木）
９/10（土）
10/13（木）

Visionのつくりかた
財務戦略の神髄
儲けにつながる数字
適正な人事評価制度と教育
事業承継&相続
予測力の磨き方

ソニー生命保険株式会社 東京中央ライフプランナーセンター第4支社
ライフプランナー 久保田薫 SL2505-3460-0497
〒100-0004  東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル29F TEL：03-4334-5204

内科・消化器科・甲状腺・糖尿病外来
人間ドック・各種健診・マンモグラフィ検診
がん検診・出張健診

医療法人社団 報徳会

報徳千葉診療所
千葉市中央区本町1−1−13

☎043‑225‑6232
まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください！
本
店 ＴＥＬ043-221-8110
松戸支店 ＴＥＬ047-365-6007
ホームページ https：//www.chiba-cgc.or.jp/

（円／消費税10％込）

有線マイク・ワイヤレスマイク・ピンマイク
各マイク1本目 2,200円
2本目から 1,100円
ポータブルマイク
2,200円
Wi-Fi 一式
2,200円
Web 会議用カメラ
1,100円

夢シティちば

2022年₆月号

会館管理担当

3,300円
2,200円
2,200円
1,100円
2,200円
550円

会員交流課

ＴＥＬ：０４３－２２７－４１０３

室料（平日） ※土日・祝日は料金が変わりますのでHPにてご確認ください。
室名

※「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。

千葉商工会議所

▲予約はこちら

時間

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 まで実
施しています。 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。

パソコン
DVD・CDプレイヤー
サーマルカメラ
非接触型体温計
飛沫防止用パネル

TEL：043−227−4101

2,200円
2,200円
11,000円
1,100円
550円

【中小企業・小規模事業者の皆さまを全力でサポートします！
！】
●金融機関からの資金調達をサポートします！

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

●事業を始める方を創業支援でサポートします！

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

●お客さまに合わせた経営支援でサポートします！

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

当協会 LINE 公式アカウントは検索もしくは
下記QRコードからご登録できます。

LINE
公式アカウント
当協会主催イベント等、
最新情報を配信しています！

夢シティちば

2022年₆月号
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エスディージーズ

ちば SDGs パートナー登録制度

ご入会いただき
ありがとう
ございました

本年１～２月の第１回目の募集において９４５の企業・団体が登録となっ
た 「ちばＳＤＧｓパートナー登録制度」について、令和４年５月２５日（水）
から、「ちば電子申請サービス」により、募集期間を設けず、通年で随時
申請を受け付けることとしました。
なお、詳細については、千葉県ホームページをご覧ください。
【対
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

花見川区

花見川区

㈱Phoenix System
【代 表】 秋元 麻里 ☎043-307-9157
【所在地】 花見川区み春野
軽貨物運送業
軽貨物運送業

結婚相談所ALC
【代 表】 田村 美佐江 ☎050-1403-5668
【所在地】 花見川区幕張本郷

障がい者向けの結婚相談、
カウンセリング
障がい者向けの結婚相談、
お見合いのサポートを行っており
ます。気軽にご相談下さい。

中央区

など

【要
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
【登録のメリット】
ア 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。
イ 登録企業等は、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。
ウ 低利の県制度融資（ちばＳＤＧｓパートナー支援資金）による支援を受けることができます。
※ちばＳＤＧｓパートナー登録制度に登録されたことをもって融資が確約されるものではなく、金融機関所定の審査を
通る必要があります。

【問い合わせ】

新入会員 のご紹介

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

稲毛区

社会保険労務士法人アスリード
【代 表】 川﨑 美嘉子
【所在地】 中央区中央

☎043-216-5601

社会保険労務士業務全般、労働保険事務組合

㈱ナイスシーズ
【代 表】 中尾 正二郎
【所在地】 稲毛区園生町

中央区

☎043-309-8006

DCマイクロモータを主軸とする電気機械器具の設計、製
造、販売。
DCマイクロモータ及び応用等について、
お気軽にご相談下
さい。

経営コンサルティング、補助金申請支援
ものづくり補助金、事業再構築補助金申請のための事業計
画書作成支援いたします。

稲毛区

☎080-4719-3777

エステサロン

美浜区

長塚青果㈱
【代 表】 長塚 京子
【所在地】 美浜区高浜

【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。

花見川区

便利の良い千葉駅西口に直結する ｢ウェストリオ２」
11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

若葉区

【代 表】 柿内 邦賢 ☎043-228-3101
【所在地】 若葉区中田町

消臭剤や除菌剤の開発、製造、
ペット用品の開発製造

若葉区

Circle win（同）野 ～inacaya～ cafe nanoha
【代 表】 小林 直美 ☎043-228-8455
【所在地】 若葉区野呂町

相続税対策スタッフ

地産地消を目的とした創作料理レストラン、
オープンカフェな
どの運営、
ケータリング
当店では千葉産食材を使った料理や店外ではワンちゃんと
一緒に自然を楽しめます。

美浜区

訃

報

千葉 滋胤 氏

平口社会保険労務士事務所
【代 表】 平口 明 ☎090-6945-7772
【所在地】 美浜区磯辺

社会保険労務士業務全般、特に外資系企業及び外国人
労働者の労務相談、助成金相談

【代 表】 佐藤 早織
【所在地】 中央区弁天

中央区

CROW'S factory
【代 表】 黒川 正行
【所在地】 中央区松波

外国人患者様の受け入れに関するコーディネーター業務

市外

NPC（協）
【代 表】 福田 謙介 ☎03-6435-5788
【所在地】 東京都港区赤坂

外国人技能実習生共同受入れに係る職業紹介事業

緑区

SYSPLEX Japan(同)
【代 表】 鴇田 和広 ☎050-5437-8719
【所在地】 緑区大膳野町

ITシステム制作、Webサイト制作、
デザイン、Web広告
DXを高めるUX設計と、
オフショアによるシステム開発を行う
制作会社です。

市外

(同)ジダイグループ
【代 表】 上口 素司 ☎03-6271-8638
【所在地】 東京都世田谷区成城

事業再生を専門とする経営コンサルタント
月額4万円からのコンサルタント料であなたの会社を再生さ
せます。

☎043-287-0926

オリジナルバッグの製造販売、
オーダーメイドの受注販売
アメリカから輸入した素材をメインにオーダーメイドのバッグを
お求めいただけます。

市外

㈱さくら印刷
【代 表】 鎌田 俊郎 ☎0475-22-3593
【所在地】 茂原市下永吉

印刷物及びデジタルコンテンツの作成業務
未経験から6ヵ月でWeb・動画クリエイターとしてのスキルを
学べるスクールです。

若葉区

㈱TEAM UNITE CHIBA
【代 表】 小川 智之 ☎043-232-1435
【所在地】 若葉区加曽利町
経営コンサルタント

中央区

【代 表】 張 志浩 ☎043-382-9591
【所在地】 中央区富士見

☎080-7572-2161

セルフホワイトニング
痛み、知覚過敏症状、食事制限のない芸能人のような白い
歯になるセルフホワイトニング

稲毛区

富士国際ヘルスケア(同)

出張専門で鍼灸治療、
トレーニング指導、
トレーナー派遣業、
コラボイベント開催
Jリーグ専属トレーナー、全国大会7回サポート経験を踏まえ
意味あることを届けます。

㈱ギカ

☎043-248-3540

青果仲卸業、青果小売業
千葉の台所として
「継続は力なり」
をモットーに情熱・真心を
持って専心努力をする所存です。

鍼灸コンディショニングBrillio
【代 表】 近藤 真樹 ☎090-4839-2593
【所在地】 花見川区長作町

中央区

花見川区

【代 表】 小沢 英司 ☎090-4917-7347
【所在地】 花見川区幕張町

（順不同・敬称略）

LIGHT BEAUTY 千葉店

AJOコンサルティング

リンパドレナージュ rencontre
【代 表】 髙橋 奈美子
【所在地】 稲毛区小仲台

☎043-445-8668

特許技術による無塩次亜塩素酸水の製造販売、関連する
容器、装置の販売、
メンテナンス
ウイルスに対しての効果を証明した次亜塩素酸水です。感
染対策にお役立てください。

㈱ＮＥＸＴ
【代 表】 小俣 堅一
【所在地】 中央区蘇我

衛生管理のトータルサービス ナイスシーズ

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

㈱マルエンECO
【代 表】 佐野 道成 ☎080-1137-2360
【所在地】 稲毛区山王町
古紙回収

緑区

千葉キッチンカー（協）
【代 表】 伊藤 正信 ☎043-310-4321
【所在地】 緑区おゆみ野中央

キッチンカー個人事業者等の取り纏め及び共同事業の運営

花見川区

㈱アクセス
【代 表】 髙橋 和男 ☎043-250-9996
【所在地】 花見川区花島町
電気工事
電気工事・空調工事を得意としています。

稲毛区

LUTZ㈱ LUTZ
【代 表】 實松 慶一郎 ☎043-356-5054
【所在地】 稲毛区長沼原町

人工樹脂製のスケートリンクの輸入販売とスケートリングイベ
ントの運営受託他
私たちは水も電気も使用しない、地球環境に優しいスケート
リンクのメーカーです。

当所元会頭で、株式会社千葉銀行元副頭取の千葉滋胤氏が４月20日ご逝去されました。享年89歳。
千葉滋胤氏は当所第11代会頭として、平成12年９月から平成22年10月まで会頭職を務められました。
ご生前のご功績をしのび、ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。
なお、通夜・葬儀は、ご家族の意向により家族葬にてしめやかに執り行われました。
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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

夢シティちば

2022年₆月号

18

商工会議所の動き ４月

商工会議所の動き／４月

日時：４月20日（水）

内容：令和４年度は、オープンセミナー、親
睦ゴルフ大会等を開催予定

内容：令 和４年度は、親睦ゴルフ大会、視
察研修会、研修セミナー等を開催予定

■建設部会

■自由業部会

大久保部会長

【旭建設㈱

水野部会長

相談役】

【㈱ちばぎん総合研究所

取締役会長】

■食品部会
森山部会長

【㈱はせべ 代表取締役社長】
日時：４月28日（木）

【㈲虎屋

内容：令和４年度は、研修セミナー、親睦
ゴルフ大会、新入部会員歓迎会等を
開催予定

11

代表取締役】

日時：４月26日（火）
内容：令和４年度は、視察研修会、研修セ
ミナー、ちばのいち等を開催予定

▲活発な意見交換が行われた

18

都市開発・産業政策合同委員会

■工業部会
長谷部部会長

4

月 日㊊

内容：令和４年度は、オープンセミナー、視
察研修会、意見交換会等を開催予定

▲２日間にわたりビジネスマナーなどを学ぶ

提言書の作成に向けた勉強会の実施

内容：令和４年度は、親睦ゴルフ大会、視察
研修会、研修セミナー等を開催予定

4

22

都市開発委員会（塩入委員長／東京
ガスネットワーク㈱千葉支社 千葉支
社長）および産業政策委員会（大木委
員長／㈱幕張メッセ 代表取締役専
務）は、合同委員会を開催しました。
今回は、㈱トーワ綜合システムの杉
田開発企画二部長から「三越跡地の計
画」について、また、三井不動産㈱Ｓ
＆Ｅ総合研究所の大道研究員から「千
葉駅東エリア周辺活性化のアイデア」
について、東日本電信電話㈱千葉事業
部の境千葉事業部長から「ネクストサ
イト千葉ビルの概要」についてご説明
をい た だ き ま し た 。
当合同委員会では、任期中の総括と
して提言書の提出を予定しており、勉
強会終了後は提言の取りまとめに向け
た意見交換を行い、閉会しました。

日時：４月22日（金）

を行い、両議案とも原案通り承認され
ました。また、今年 月に行われる当
所役員・議員改選についても説明があ
りま し た 。

日時：４月27日（水）

月 日㊊・５日㊋

日時：４月27日（水）

4

新入社員教育

代表取締役】

令和４年度

【㈱さつま屋

新社会人として の 基 礎 を 学 ぶ

会長】

４月４日㈪・５日㈫の２日間にわた
り、「令和４年度 新入社員教育」を開
催しました。
講師には、エム・アイ・エス・イン
ターナショナルから畠山直美氏と山本
恵子氏をお招きし、千葉の企業 社か
ら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、仕事への心構えからコミュニ
ケーション、ビジネスマナーなど、実
践を交えて学びました。
参加者からは、「名刺交換や電話応対
など、業務を行ううえで必要となるこ
とを学ぶことができた」、「研修を通じ
て、以前よりも安心して業務に臨むこ
とができそうだ」という感想をいただ
き、有意義な研修となりました。

【千葉県信用保証協会

山口部会長

卸売・自由業・食品・金融・建設・工業部会

吉野部会長

令和４年度各部 会 の 事 業 計 画 に つ い て 協 議

■卸売部会

卸売・自由業・食品・金融・建設・
工業部会は、正副部会長・所属議員お
よび常任委員会議を開催しました。
会議では、「令和３年度事業報告」「令
和４年度事業計画（案）」について協議

■金融部会

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！
IT導入補助金・ものづくり補助金

ご利用可能！

─人事・労務の業務と事務工数を大幅削減可能─
入社
業務

就業
業務

報酬
業務

法定
業務

退社
業務

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」DX推進製品！

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JANGA」→

お客様の声→

セミナーお申込み→

株式会社 ジャンガ・テック

〒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

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
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〈ジェトロレポート〉いま世界に目を向けて

ジェトロ・ヘルスケアビジネス・フォーラム２０２２

ジェトロ千葉

係長



寿 里

千葉 開催

新 井

の関係機関の先生方にもご登壇いただ

ました。共同研究や企業間連携等、具

案件がその後も協議や情報交換を継続
していく見込みとなりました。
〈参考〉
千葉
（イベント概要）

千葉
（参加海外企業・講演一覧）

https://www5.jetro.go.jp/newsletter/chb/2021/JHBFC2022/flyer.pdf

※１ ： ジェトロ・ヘルスケアビジネス・フォーラム２０２２
		
※２ ： ジェトロ・ヘルスケアビジネス・フォーラム２０２２

https://www5.jetro.go.jp/newsletter/chb/2021/JHBFC2022/webinar.pdf

22
2022年₆月号

ジェトロ千葉では、上記取組の他、
ヘルスケア分野で国内外を繋ぐプラッ
ト フ ォ ー ム「 Healthcare Partnering

（通称 Chiba HCPDX
）
」
Chiba Digital
（※３）を運用しています。ジェトロ
の海外拠点を通じ日本との連携・協業
に関心を持つ海外企業を発掘、企業や
製品情報を定期的に配信し、日本側の
面談をアレンジする仕組みです。通年

ご要望に応じてジェトロがオンライン
イン大使館経済商務部）の協力のもと、 われます。参加海外企業情報や講演内

）までご連絡ください。
go.jp
今後ともジェトロではこれらの試み

で参加者を募集中ですので、ご関心の

ヘルスケア分野の国際連携促進、千葉

ンライン商談会では、ウェビナーでの
を通じ、千葉県企業・研究機関と海外

容等の詳細は、参考情報（※２）をご

響で国境を越えた人の往来の制限が続
県への投資誘致を目的に実施するもの

海外企業のピッチや各社情報をご覧い
企業とのさらなる協業や連携、外資誘

２月２日～４日にかけて併催したオ

ただいた日本企業や研究機関等の関心
致促進に取り組み、千葉県経済の活性

ある方はジェトロ千葉（ CHB@jetro.

く中、ジェトロ千葉はこれまでデジタ
で、本取組が新たなイノベーションの

今回で４回目の実施となる本フォー

国内有数の研究機関や大学等（国立研
き、各分野の最新動向や最先端の研究

われた結果、会期終了時点で約半数の

地域から 社にご参加いただきました。 体的な協業に向け活発な意見交換が行
では、
参加海外企業の業種を医薬品、
医

品や技術、日本への期待等に関するプ

究開発法人国立がん研究センター、国
内容等をご紹介いただきました。海外

化、国際化に貢献してまいります。

に基づき、計 件の面談をアレンジし

参照ください。

ル技術等を活用し、バーチャルで日本
と海外の橋渡しを続けてまいりました。 創出、ひいては様々な健康課題の解決
業分野のうち、弊所はここ数年ヘルス
ラムですが、各国・地域より数多くの

にも繋がることを目指しています。

ケア分野の集積に着目し、県内企業や
応募があり、欧米やアジアの ヵ国・

千葉県の経済成長に大きく寄与する産

研究機関と海外企業との交流の場をオ
ンラインで設け、国際連携を推進して
２ ０ ２ ２ 年 ２ 月、 ジ ェ ト ロ 千 葉 は
療機器、高齢者ケア、スポーツの４分

２月１日～３日に実施したウェビナー

「ジェトロ・ヘルスケアビジネス・フ
野に分け、各社 分のピッチ（自社製

います。

千葉」
（※１）を

ォーラム２０２２
オンラインで４日間にわたり開催しま

立研究開発法人産業技術総合研究所柏
企業からは高い関心が寄せられ、海外

した。本フォーラムは、千葉県の後援、 レゼンテーション）を行った他、前述

センター、東京大学大学院新領域創成

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

（プログラム概要）
Healthcare Partnering Chiba Digital
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/chiba/info/chiba_hcpdx.html

〒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

新型コロナウイルスの感染拡大の影

～千葉県企業・研究機関と海外企業の協業・連携を促進～

in
※３ ：

の専門家が在席しております
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0120-253-252

お問合せ

https://www.nexte-l.jp

3,101 名 (2022 年 4 月 19 日現在 )
会員数

315 名
株式会社スリーエス 税理士法人スリーエス 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 株式会社スリーエス A＆C

in

15

サービスメニュー

in

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。

39

での「千葉県＝ヘルスケア先進県」と

承 継 の 為 の サ ー ビ ス を 継 続的にご提供します。

科学研究科、千葉大学、国立研究開発

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

しての認知度が益々向上したものと思

お一人お一人の課題に沿って専門家が解決に導きます。

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。

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！

家族も 人生も

法人量子科学技術研究開発機構、スペ

®

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

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
税理士、公認会計士、行政書士、社会保険労務士、
宅地建物取引士 など
当グループ
専門 家

他

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。

10

・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

企業も

不動産活用
資産承継
事業承継

関連サービス
想いの承継

in

承継

® は
登録済み商標です

中心市街地NEWS

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

まちづくり事業情報

（2022年7月 ～ 8月）

〈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

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。

千葉商工会議所地域振興課内 電話 043-227-4103 FAX043-227-4107
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▲これまでの活動にお礼を述べる望月会長（右奥）

て、買い物や遊ぶところを目当てに訪れ

る人がいる街となっている。また、街

の魅力として、文化・芸術の要素が取

り入れられていて、街を訪れると知的

好奇心が生まれるようになっている。

③まちづくりに関わる人が情報交

換や意見交換を活発に行っていて、事

業者をはじめ、若手経営者、学生、住

民などの、幅広い人がまちづくりに関

与している街になっている。

また、前述の将来像を目指す、事業

の推進役となる部会を、①地域づくり

部会、②賑わいづくり部会、③魅力づ

くり部会、④特別部会の４部会に再編

成し、大きく変わる街に対応した事業

を行っていくとともに、従来よりも効

率的・効果的な事業運営に努めていく

こととしています。

▲ワーキングにおける検討の成果物として新たな中期活動計画案を
作成しました。

新たな中期活動計画案を作成

４月 日㈪、当協議会は活性化ワー

キンググループを開催し、これまでの

検討結果として、新たな中期活動計画

案をまとめました。

同計画案は、協議会の定時総会に上

程していくことを予定していますが、

大きく変わる街への適応と、設定した

課題を達成しながら、千葉開府９００

年（２０２６年 ま)でに協議会事業を通

じて目指す街の将来像は、次のとおり

としました。

①中心市街地がきれいで、安心・安

全で、住まう人や働く人にとって過ご

しやすい街となっている。また、過ご

しやすい街に必要なインフラ整備が

進められている。

②中心市街地に所在する施設や個

店の魅力が十分に情報発信されてい

系

系

電気・電子系
建

築

系

工場管理系
教

育

コース名

7/4、5

N01

7/7、8

C05-2

7/7、8

N12

生産現場の機械保全技術

7/20、21、22

N11

7/26、27、28

受講料

定員

会場

３次元 CAD を活用したアセンブリ技術

16,000 円

15 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

8,500 円

10 名 成田キャンパス

油圧実践技術

11,000 円

10 名 成田キャンパス

C02

2 次元 CAD による機械設計技術

10,000 円

15 名 千葉キャンパス

8/6、7

C04

３次元 CAD を活用したソリッドモデリング技術

NEW

8,000 円

15 名 千葉キャンパス

8/3、4

C15

HDL による LSI 開発技術

NEW

9,500 円

10 名 千葉キャンパス

8/18、19

C26

地理情報システムの運用技術

8,500 円

10 名 千葉キャンパス

8/21、28

C28

実践的な施工図作成技術

10,000 円

10 名 千葉キャンパス

7/14、15

C31

標準作業手順書の作り方と効果的な現場運用管理

9,500 円

10 名 千葉キャンパス

7/5、6

C36-1

５S によるムダ取り・改善の進め方（製造現場の５S 改善や現場
力の強化に役立てる）

9,000 円

12 名 千葉キャンパス

NEW

千葉職業能力開発短期大学校（ポリテクカレッジ千葉）

1983年創業

信頼と実績の総合調査

第 回中央公園ブラバンフェスティバル開催！

24

【開催日】

令和４年４月 日㈰

【会 場】

千葉市中央公園

【概 要】

16

▲千葉市消防音楽隊の演奏

リアル会場での実施は、三年ぶ

りとなる「第 回中央公園ブラバ

ンフェスティバル」が開催されま

学校、職場の吹奏楽団体が中央

した。

公園に集合し、熱い演奏を繰り広

げ、観客からは大きな拍手が沸き

起こりました。

2022年₆月号

※降雨
 のため一部の演奏は中止と
なりました。

【主 催】

中央公園ブラバンフェスティバル

夢シティちば

実行委員会

電話：０４３ ２
-２３ ０
-１２５
（株式会社感動舎内）

25

▲福井実行委員長からのあいさつ

械

コース番号

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

16

▲蘇我中学校の演奏

機

開催日

問題解決へのお手伝い。
企業関係調査

千葉県弁護士協同組合特約店
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

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

不貞行為調査・詐害行為調査・隠匿資産調査 など

個人関係調査

不貞関係調査・結婚前調査・盗聴・盗撮器調査 など
◎差別につながる調査はお受けいたしません。◎秘密厳守

千葉本社 所在ビル

0120-54-5432

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。

調査のアイコウ

夢シティちば

検索

2022年₆月号

24

▶オフィスの様子

千葉ハートケア
訪問介護サービス

自宅での自立を支援、モットーは
「みんな仲良く」
──

すべて手書き。行政の窓口担当者には
怖いもの知らずだったから続けられた

「やめた方がいい」と言われました。

「ママならできるから、やってみれ
のかもしれません。ただ、普通の 倍
くらい苦労したと思いますね。
事業所の立ち上げにはヘルパー３人

て」と土下座のいきおいで薦めてきた

母が「お願いだから介護の資格を取っ
ももまだ２歳だったし、飼い犬の世話

いは自分の給与を削るしかない。子ど

人雇っていましたが、最初の３年くら

在籍が条件なので、母、私、それと１

んです。祖母が要介護５で、私も介護
もあり…とにかく大変でした。

介護保険から障害者福祉へシフト
設立から３年くらいはいわゆる高
齢者、介護保険の訪問介護だけをお受

のたびに確認しています。従業員や家

からない。エクセルも使えず、書類は

がなく、会社の経営なんて何ひとつわ

トさせました。でも就職すらしたこと

を立ち上げ、訪問介護事務所をスター

要望に応える形で、自宅の一画で法人

とになり、顧客３人を抱えていた母の

のこと。みんなが技術を上げて、どん

のです。それはひとえに従業員あって

事ですが、子どもや若い障害者の方と

ました。障害者の方のケアは大変な仕

仕事量もヘルパーの人数も増えていき

害者の同行支援などの認可を取得し、

する障害福祉サービス事業や、視覚障

歳以前の障害者の方たちの訪問ケアを

けしていました。２００９年からは

族に発熱があれば仕事を休ませるか、

な案件にも対応できるスキルを持って
が続いています。
「和」を持って働い

ＰＣＲ検査キットを常備し、定期的に

歳の時、母の勤務先が閉鎖するこ

せんでした。

が、まさか仕事にするつもりはありま

学校へ通って何とか資格を取りました

介護保険制度が出来はじめたばかり。

を手伝ってはいました。その頃はまだ

代半ばの頃、介護ヘルパーだった

て始めたのが 年前。

きりなのでやってみようと、思い切っ

ば」という夫の応援もあり、人生一度

知識もないまま訪問介護事業を設立

若葉区で訪問介護事業所として 年。
「千葉ハートケア訪問介護サービス」は、介護が必要な高齢者や障害者の自
宅で利用者の生活を守りながら自立を支援し、心のこもったケアの提供を大切にしています。ゼロから事業を立ち上
げた千葉ハートケアサービス株式会社の創業者・所長の中原忍さんにお話を伺いました。

数十年という長いおつきあいになるの
で、事業所としては介護保険よりも経
営が安定します。現在では全体の８割

コロナ感染で怖いのはクラスターの

てくれれば技術は上がっていくし、苦

いてくれることで、ずっと右肩上がり

発生ですが、当所は施設ではなく、利

手なことは他のヘルパーがサポートす

実施しています。

用者さんの自宅へこちらが伺うので、

る。その人なりに頑張ること、仲間を

注意点、食べてはいけないものなど、

まな難病の患者さんが生活する上での

ヘルパーさんがクラスターを起こす可

ゼロから勉強してケアに臨みます。

私自身、学生時代の成績は惨たんた

大切にしてくれる気持ちがあれば、そ
ールドを併用したりと、工夫していま

るものでしたが、今はこうして経営者

能性は低い。陽性が疑われる訪問先で

す。感染予防グッズについては、国内

として事業を続けている。勉強ができ

２０１６年に、計画相談支援専門員

外の社会情勢の不安要素もあるので、

れだけ頑張るかで、人生はいくらでも
変わります。設立当初は本当に厳しか
ったし、実は経営面で軌道に乗ってき
張ってやってきたから、今があると思

たのは、令和に入ってから。地道に頑
な長く定着して働いてくれています。

いますね。

現在、社員７人、パート 人、みん

「和」を持ってスキルあげ仲良く

いますね。

たかどうかよりも、社会に出た時にど

れでいいんです。

の資格を取得すると、より制度の理解
につながり、より幅広い仕事を受けら
れるようになりました。２０１７年、
自宅と事務所を切り離し、現在の場所
へ移転しました。

コロナ禍以前から感染対策は万全
２０２０年、新型コロナウイルスの
感染拡大で、感染対策グッズの品不足

人の魅力は十人十色。完璧な人はいな

（千葉ハートケア訪問介護サービス）

が深刻になる以前から、当所は難病な

千葉ハートケアサービス株式会社

いし、人それぞ
れ、どこかで活
躍できる場所が
ある。一緒にや
るからには「お
互い様」という
気持ちを持っ
て、 仲 良 く や
ることが一番だ
し、必然と売上

会社DATA

ど抵抗力の弱い患者さんに対し、イン
フルエンザなど感染症予防のために、
従業員には必要なだけ、使い捨てグロ
ーブとマスクを毎日配布していまし
た。日頃のストックがあったので不自
由もなかったのですが、どんなに感染
拡大となっても患者さんのところへ行
かなくてはならない仕事ですから、従
業員とお客様双方の健康管理表を作成
し、せきやくしゃみの有無、体温など

できるだけ余裕をもってストックして

はマスクを二重にしたり、フェイスシ

が障害者のお客様。統合失調症やうつ

16

も伸びてくるも

▲「事務所内のキッチンに業務用の製菓調理器具をそろえて
あって、従業員の家族の誕生日にケーキやパンを作っておみ
やげにしたり、子どもの学校のバザーには焼き菓子を作って
販売したりしています。みんなが喜んでくれる顔が好きなの
で、いずれは子ども食堂のような形でやってみたいですね」
と中原所長

などの精神疾患や、知的障害、さまざ

31

（介護保険におけるケアマネージャー）

▲事務所入り口前で、ヘルパーの皆さんと

26
2022年₆月号
夢シティちば

ゼロからスタートした訪問介護事業で地域福祉を支える

（千葉ハートケアサービス株式会社）

▶事務
 所内に介護用ベッドや、着替え練習用のトルソーを備え
た研修室もある

16

毎日の健康状態を表に記入して、訪問

忍
所長／中原

コロナ禍で頑張る企業をご紹介

▶ウイルス除去機能付き空気清浄機がオフィスの一画に
他にも事務所内の各部屋に換気扇を増設した

20

10

65
千葉市若葉区多部田町１５９２－２
電話 043－228－6887
〒265-0066

2022年₆月号
夢シティちば

27

12

コロナニモマケズ
コロナニモマケズ

大会関係の写真出典：サクラテンペスタ

地域の子どもたちの支援活動と
ユニバーサルデザインで印刷業界の未来を展望
創業 年、高い技術を誇る株式会社Ｄ＆Ｐメディアは、メディアユニバーサルデザインに基づ
いた企画・提案・デザイン・版下製作や、企業価値を高めることで持続可能な経営に尽力してい
ます。印刷業界の未来を展望する小粥将直代表取締役にお話を伺いました。

ら、日本人男性の 人に１人が色弱で、

ていきました。今後、エンドユーザー

「使い勝手のいい会社」へとシフトし

ど制作、ソフト面を提供できる、より

何か貢献できないかと思うようになっ

印刷会社の経営者として、デザインで

ともなかった私は衝撃を受けました。

印刷物がどう見えているかと考えたこ

ンでしたが、私の入社後はデザインな

さんとの直接取引の割合を増やしてい

当社は 年前、先代社長である私の
父が「サンヨー印刷株式会社」として
たんです。

注する下請け、「仲間仕事」専門でした。 の取り組みもさらに重要視されていく

に役所の仕事がとても多かった頃です。 社Ｄ＆Ｐメディアの代表取締役に、私

やパンフレットなど一般商業印刷、特

バブル景気の名残りもあって、チラシ

が就任しました。そして２０１８年、

刷株式会社と制作・製版部門の有限会

２００６年、印刷部門のサンヨー印

として取り組み続けるべきだと考え、

の勉強会の２年間で終わらせず、業界

経産大臣賞）を受賞しました。青年部

組合連合会が主催）
でグランプリ
（現・

刷工業組合を統括する全日本印刷工業

デザインコンペティション（全国の印

大量印刷が可能な競合会社に比べ、当
両社を合併させ株式会社Ｄ＆Ｐメディ

と思います。

社は少量の案件しか受けられず、下請

ル・デザイン協会を立ち上げ、現在も

間とＮＰＯ法人メディア・ユニバーサ

一緒に勉強していた全国の印刷業者仲

そこで、仕事のスタイルを「受け」か
ら「攻め」へと切り替え、営業に注力
２００６年、印刷工業組合の青年部

ディアユニバーサルデザイン教育検定

は、業界内のニーズに応える形で、メ

理事を務めています。２０１２年から

雇用。受注から納品までワンストップ
の勉強会に参加した際、
「メディアユ

すると同時に、社内に制作部隊を新規
サービスが可能になり、受注を増やす

を創設、私も講師を務めています。

のバリアフリー」というテーマがあり

ニバーサルデザイン」
の原型である
「色

印刷技術協会で講師を務めるなど、
ました。カラー印刷に携わっていなが

６年前、地域でボランティアが子ど

には企業価値を上げていかなければな

じながら働いてもらいたい。そのため

業員には、当社に勤務して幸せだと感

そんな相乗効果を期待しています。従

く」の追求はすでに限界で、いわゆる

と言うだけでは未来はないし「早く安

ます。
ただ、「何か印刷ありませんか？」

言われるほど暗いものではないと思い

ちにＤＴＰを教えることで刺激になる、 うになり、印刷業界の未来は、世間で

もたちに無償でコンピューターのプロ

印刷通販と戦うのは無理。当社では色
本の印刷物の標準化に関する色見本

に関して厳しい品質管理を続け、日

りません。

Ｄｏｊｏ」と出会いました。小４の息
子と参加してみると見事にハマってし

を取得しています。直接的に受注につ

「ジャパンカラー」のマッチング認証
当社では、デザイン面でしっかり効

まい、自宅近くで道場を開きたいと申
し出たんです。そこから若葉みつわ台

また、機械のメンテナンスをきちん

ながらずとも、企業価値の担保として
業支援に注力しています。アメリカと

として、品質を保ったままスムーズに

果の出る印刷物を作っていくため、カ

大人がサポートする形で高校生の息子

中国に申請して特許を取得し、今年２

印刷ができればロスが減り、同じ金額

と、若葉若松に道場を開設し、子ども

と運営しています。

月には千葉市産業振興財団主催のビジ

評価は受けられると考えています。

また、縁あって知り合った女子高校

をいただく案件なら、無駄を省ければ
材を選べたり、従業員の福利厚生やＣ

ネスコンテストで優秀賞をいただきま
ここ数年、お客様から「ＳＤＧｓに

ＳＲに反映させられます。それこそが

生の「国際ロボコンの世界大会にチー
銘を受け、中高生国際ロボコンチーム

対応した形にしたい」という要望も増

持続可能な経営の形であり、持続させ

利益が上がるぶん、環境にやさしい資

「サクラテンペスタ」をスポンサー・

えました。多少高価でも環境に優しい

した。

メンター（アドバイザー）としてサ

〒266-0002 千葉市緑区平山町176-1
電話／043-228-3413
HP：https://www.dandpmedia.biz

なければ意味がないんだと思いますね。

株式会社 Ｄ＆Ｐメディア

素材を採用する、そんな提案が通るよ

会社DATA

代表取締役／小粥 将直

はもちろん、制作過程や１年間のアウ
トリーチの活動の様子が評価され、彼
女たちは念願の世界大会へ出場し、５
年連続で賞を獲得しています。
私自身が仕事で身につけたノウハウ
が生きる場面もあり、若い世代との交
流から非常に多くのことを学んでいま
すね。今年からは、会社のＣＳＲ活動
の一環としても取り組んでいます。例

▲印刷技術に関しては数々の国際特許を取得している

ポートしています。ロボットの完成度

ムとして出場したい」という情熱に感

が子どもに教える共同の「道場主」を、 ラーコンサルティングを中心とした営

特許取得やジャパンカラー認証取得
品質維持で持続可能な経営へ

グラミングを教える団体「Ｃｏｄｅｒ

プログラミング道場の運営や
ロボコンチームの活動をサポート

高い技術を持つ父の代では印刷がメイ

ことができました。

メディアユニバーサルデザインで
業界を牽引し社会貢献

け会社の中でも競争に負けていました。 アとし、代表取締役に就任しました。

私が大学卒業後に入社したのは、まだ

２００８年、メディアユニバーサル

くことで、環境への配慮やＳＤＧｓへ

20

若葉区で創業。以来、印刷会社から受

「仲間仕事」専門の印刷会社
家業を承継し「攻め」の営業に注力

48

48

えば従業員が講師となって、子どもた

▲子ども向けプログラミング教室「Coder Dojo若葉若松」
の活動の一コマ

▲社員の皆さんと小粥社長（前列中央）
▲大会最高の賞、
「Chairman’s Award」を獲得し、世界大会への切
符を手に入れた（写真提供：NPO法人サクラテンペスタ）
▲大会期間中のピット内で調整
▲2019大会でのチームロボッ
ト
「黒桜（クロウ）
」
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私たちの
私たちのSDGs

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
印刷・加工

株式会社 Ｄ＆Ｐメディア

称賛と喝采

令和 年度 月定例会

第 号議案 令和
年度 役員選任・変更（案）に

関する件

第 号議案 令和
年度 収支予算書（案）承認に

関する件

4

厳かな雰囲気のなか、コロナ禍によって機会の
少なくなった総会となり緊張感をもって慎重審議
し、第 回の定時総会を閉会することが出来まし
た。オンライン参加の会員からの積極的な質疑や
それに対する応答などを拝見し新しい時代、今年
度のスタートを切るにふさわしい定時総会になっ
たのではないかと思います。
残念ながら昨年度に引き続き、ご来賓の列席は
叶いませんでしたが、来年度はまた良い形で開催
していける課題が出来たのではないかなと前向き
に思いました。
そして今年度のスローガン「称賛と喝采 ～過
去から学び、現在（いま）を楽しみ、未来を創ろ
う～」会長所信の一文にこんな文言があります。
「現在（いま）を生きる私たちは、
この世界が大
きく変化する中でも、常に進化し続け、生き抜い
ていく。その言導力となるのは、仲間とともに現
在（いま）を楽しむことではないでしょうか。
」
言導力という所、お気づきになられましたでし
ょうか？ 言葉を導く力を持って常に前向きに変
化を恐れず、YEGらしさ全開で今年度も未来を
切り開いて参りますので、ご指導ご鞭撻のほど何
卒よろしくお願い申し上げます。
総務広報委員会

第 号議案 令和
年度 事業報告書（案）承認に

関する件

べてが可決承認されました。

その後、今回審議した次の 件の議案につきす

表明だったと思います。

か？新しい時代のリーダーとして素晴らしい所信

千葉YEGがどのように時代を切り開いていくの

第 回定時総会を開催
令和 年度第 回定時総会が 月 日㈬、千葉
商工会議所 階第一ホールにて開催されました。
昨年度に引き続き、会場とオンライン参加による
ハイブリッド方式で行われた定時総会は、前年度
の活動を報告しそれを活かし、今年度どのような
活動を行っていくのかを斉藤玄樹会長から示して
いただき会員で決議し、新年度の千葉YEGの未
来を占う重要な会議となりました。
開会に先立ち、定足数の確認を行い会員総数
名中出席 名、委任状提出 名にて総会が成立す

5

第 号議案 令和
年度 収支決算書（案）承認に

関する件

3

第 号議案 令和
年度 事業計画書（案）承認に

関する件

3

き抜いていく。その言導力となるのは、仲間
とともに現在（いま）を楽しむことではない
でしょうか。
決して平たんな道ではありません。歯を食
いしばり、時には涙することもあるでしょう。
でもそれは、現在
（いま）
を真剣に楽しんでい
る証拠でもあり、仲間とともに歩を進めてい
る軌跡です。そして、その私たちの軌跡があ
るからこそ、これからの未来が創られる。
私たちが未来を創る。
称賛と喝采は、人に勇気を与えます。勇気
づけることができると信じています。
だからこそ、この激動の時代を共に生き抜
く、その想いを分かち合える千葉ＹＥＧの仲
間たちを称え合い、喝采を送ろうではありま
せんか。
私たち千葉ＹＥＧが奮い立ち、研鑽と交流
を活発に行い、その魅力にひかれる新たな仲
間を迎え、更なる千葉ＹＥＧの成長と、自企
業と自身の成長につながる１年にしてまい
ります。
以上の想いを内に秘め、青年部は令和４年
度を活動して参ります。本年度も皆さま方や
ＯＢ・ＯＧの先輩方には、ご理解ご協力やご
指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、
会長挨拶とさせて頂きます。
本年度も何卒よろしくお願い申し上げま
す。

4

ることを確認した後、斉藤会長から今年度の熱い
想いや意気込み、方針などをお伝えいただきまし
た。コロナになって活動を制限された中で我々、

1

4

▲斉藤会長挨拶

千葉商工会議所の皆様、元気ですかー‼
令和４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トレンデ
ィワールド株式会社 斉藤玄樹と申します。
皆様どうぞよろしくお願い致します。
今年度は会員拡大と会員交流に集中し、ス
ローガンは、称賛と喝采～過去から学び、現
在
（いま）
を楽しみ、未来を創ろう～と、掲げ
させて頂きました。
私は千葉ＹＥＧが好きです。これまでも数
多くの研鑽と交流の機会を頂きました。そし
て、この数年は非常に厳しい経験をしてきま
した。
しかしながら、これまでも苦難や逆境はあ
りました。その中でも先人たち、先輩方も同
じく、悩みもがきながらも、英知を積み重ね、
仲間とともに歩を進めてきたのだと、学びま
した。
現在
（いま）
を生きる私たちは、この世界が
大きく変化する中でも、常に進化し続け、生

▲斉藤会長の掛け声に会員一同気持ちを新たにしました
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令和 年度 新会長よりご挨拶
4

2

3
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トレンディワールド㈱
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玄樹
斉藤

47

20

令和４年度会長

4

5

URL: https://chiba-yeg.jp
Email: yeg@chiba-cci.or.jp
〜過去から学び、現在（いま）
を楽しみ、未来を創ろう〜

〜過去から学び、現在（いま）
を楽しみ、未来を創ろう〜

集： 千葉商工会議所 青年部
総務広報委員会
編

千葉商工会議所
青年部通信

▲定時総会の様子

もてなしつるし雛」の展示のみの

表取締役社長中島徳至氏より「社
ＤＧｓ経営に学ぶ気付く力と巻き

会課題解決で新市場を開拓！～Ｓ

今後はレガシーを受継いで、共
込む力～」をテーマにご講演を戴

出展となりました。
生社会の実現に向け、各種事業や
きました。
当会は、会員が任意の日時にアク
セスし視聴する方法と、 月 日に
当所第１ホールへ参集し視聴する

関東商工会議所女性会連合会と
困を無くすため、持続可能で豊か

苦労とご経験により、世界から貧

トを、学ばせて戴きました。

32
2022年₆月号
夢シティちば

オリ・パラ ののレガシー をを次世代 にに
展示
諸活動につなげて参りたいと思い
ます。
関商女性連・東商女性会共催

方法で聴講させて戴きました。

東京商工会議所女性会の共催によ
な社会を実現し、収益を上げるビ

講師が３社を連続起業されたご

る講演会が、録画動画を ＹｏｕＴｕ
ジネスモデルについて、詳しくご

ｂｅ に よ り ２ 月 １ 日 ～
限定公開されました。
㈱ 代
Global Mobility Service

説明戴き、ＳＤＧｓに繋がるヒン

日まで

オンライン講演会 でで学ぶ

10

〝千葉つながるフェス〟ににつるし雛
「千葉つながるフェス」が 月 日㈯、 日㈰の両日、イオンモ
ール幕張新都心にて開催されました。
つるし雛の体験会は取り止めとなり、作品展示のみとなりまし

イベントに加え、展示による周知
が実施される予定でしたが、コロ

2

!

当初、ステージイベントや体験

した。

たが、地域の皆さまに喜んで戴き、好評でした。
本フェスは、東京２０２０オリ
ンピック・パラリンピックの感動
を振返りつつ、「共生社会実現」と
いう大会レガシーを、受継ぐこと

!
▲ 関 商 女 性 連・東 商 女 性 連 共 催 オ ン ラ イ ン 講 演 会 参 加 の 様 子

30

ナ禍により、当女性会も「千葉お

▲オンライン講演会での集合写真

14

1

を第一として、企画・開催されま

▲千葉つながるフェス つるし雛展示（１月30日）

29

▲千葉つながるフェス つるし雛展示（１月29日）

女性会
編集：千葉商工会議所

