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については、2018・19年と全体として増加し、今

年になって減少に転じているとは言え、減少して

いる自治体は約半分で、増加幅は小さくなってい

るが残りの半分は転入が続いている。特に野田市

は200人以上も増加しているし、八千代市とか緑

区なども三桁増加だ。一方で、市川市や松戸市等

は人口がもともと多いが、今年は数百人単位で

減っていて、昨年との対比で1,000人以上減少し

ているところもある。なぜ自治体別にこんなに差

があるのか、どういう要因があるのかは、私自身

もまだわからないが、おそらく外国人にとって働

く場所があって、安心・安全・快適・便利という

部分があるのだろうと思う。

　それに比べると日本人は減少している自治体が

多い。ただ、昨年は1年間の数字で、今年は9月ま

での集計という事を加味しても、昨年に比べれば

減少の幅自体は小さくなっているようだ。これま

で、子育て環境や交通の利便性が良いということ

で、流山や印西などは非常に人口の増加・流入が

目立っていたが、増加幅自体は昨年の水準に達し

ていない。住む所の見直しが始まっていると思わ

れる中で、これからどうなるか注目したい。また、

昨年まで減少していて今年増加しているのが、千

葉市の稲毛区や花見川区だ。何かしらの選択の中

でプラスになっているのかもしれない。これに対

して、減少幅は昨年より少ないが昨年も今年も減

少しているというのは、成田・市原・香取・銚

子・館山等々だ。台風やコロナの影響で仕事が

減ってしまっているとか、いろんな要素が考えら

れる。なかでも南房総地域は、もともと過疎化・

高齢化が進んでいる所で、コロナ禍においてどの

ようにもう一度発展させていくのか。これからは

災害と景気の両面から考えていかなければならな

いと思う。「全体としては」と「自治体別には」

という話では大分イメージが違うが、ぜひ克服し

ていけるといいなと思う。

　次は、成田空港とオリンピック・パラリンピッ

クだ。国内空港の利用状況と出入国者数だが、国

内の客は多少戻ってきているが、やはり海外の客

は戻りが鈍い。様々な規制を緩和するにしても、

元へ戻るのには数年単位で時間がかかるだろう。

一方で貨物のほうは、成田空港の貢献が非常に大

きい。もともと成田の周辺で活発に行われている

物流関係の投資が、今後どういう意味を持ってく

るのか期待をしたい。

　これらの影響を非常に大きく受けるのが、ホテ

ルや旅館だ。オリパラを展望して、非常に大きな

投資が行われてきているので、下がっていた客室

数の推移が、2016年から増加した。15年～18年の

客室数を見ると、全国が6％強の増加に対して、千

葉県は東京都と並んで2割近い増加になっている。

これだけ投資をしたところで、このような環境に

なったということだ。本当に厳しい状況だろうと

思う。少しでも早く元へ戻ることが期待される。

そのためにもオリパラを何とか成功させて、人の

動きが安心してできる環境を整えることが大事だ。

千葉県にとってオリパラを成功させることは、今

後の復興に弾みをつけるという意味でとても大切

なことだと思っている。

　「何でこんなときに、何千億円も使ってオリパ

ラをやる必要があるんだ」という声が一部にある

が、国民に10万円ずつ配って、それがみんな貯蓄

されてしまうよりは、復興の弾みがつくイベント

にまとまった投資をすれば、今後の発展につなが

るのではないかと思っている。政府、東京都も

きっとそういう思いがあって、開催延期を決めた

あとは「開催するんだ」ということで、それに向

けてウイルス対応、出入国、大会日程、その他に

ついて着々と手を打ってきた。オリパラそのもの

についても、新しい会場や競技日程を決めて、お

金がかかり過ぎないように簡素化に向けた見直し

をＩＯＣと行った。

　オリンピック本番は7月、パラリンピックは8月

になるが、選手がホストタウンにやって来るのは

6月ごろなので、6月には実際に人の動きが始まる。

それまでに手順をしっかり整えて、各自治体が対

応できるようにしなければいけない。厳しい状況

ではあるが、対応をしっかり決めて、プレ大会な

どを通じて一つずつ確認しながらやっていけば、

「このようにやれば大丈夫なんだ」という蓄積を積

むことができる。そういう成功体験をもとに、実

際にお客を迎え入れつつ、オリンピックのあとは
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そのマニュアルを生かしながら、より大きな人の

移動・交流・イベントの実施につなげていけると

いいなと思う。そういうふうに、前向きに位置づ

けた上で、成功に向けて努力していけると良いの

ではないか。

　今、県内の新規コロナ感染者が非常に増えてい

て、対応もいろいろ言われている。過去の拡大期

は、4月初めからと7～8月、そして今回。三つの時

期毎に自治体別で何人の新規感染者が出ているか

を見ると、4月の50人以上は松戸・船橋・千葉だっ

たのが、7月になると市川・佐倉・浦安が加わり、

11月にはさらに柏・我孫子・流山というように、

東京に近い所は確かに増えている。しかし、南房

総や銚子などはこの段階でもゼロだ。それぞれの

地域に応じてどういう対応を取るのか、きめ細か

くやっていかないといけない。そうしないと、大

変な所もそうでない所も、経済的に非常に大きな

ダメージを受けてしまうだろう。ただ、今新規感

染者が少ない所も、人との交流が増えれば、その

ままというわけにはいかないかもしれない。最初

に感染した段階でそれが集団感染につながらない

ように、拡大を防ぐための知見を集約・集積し、

徹底していくことで抑えることができるのではな

いだろうか。その知見を集約したところで、オリ

パラに向けたマニュアルとともに対応すれば、全

体としての復興のスピードを早められるのではな

いかと思っている。

　同時にオリパラの簡素化に向けた動きがある。

チケットを完売し会場を満員にしておもてなしす

る事は非常に難しくなっており、「何をもって成

功というか」ということでは再定義が必要だ。再

定義に当たって一つのポイントになるのが、コロ

ナ禍における日常と技術変化、特に通信技術の変

化の「5Ｇ」だ。「通信技術と暮らし」では、働き

方の変化で時差通勤、テレワーク、サテライトオ

フィスなどがあり、文化面では、デジタル美術館、

映画・音楽会のネット配信、ネット飲み会などだ

ろう。5Ｇのサービスが開始されそのエリアが拡

大していく。それと重なってオリパラのころには、

会場には行けないが会場にいるのと同じような、

会場外からのリアルタイムの応援や、双方向から

の応援が可能になるのではないか。選手や会場で

応援している人と一体化して盛り上がっていく。

それを外にも発信できれば、国内だけでなく世界

全体で応援することも可能になる。課題は色々あ

るだろうが、そういう事が千葉の会場からも実現

できると良いのではないかと思う。

　話は変わってインフラの整備だ。まず新しい湾

岸道路について、千葉県区間では、外環道高谷Ｊ

ＣＴから蘇我ないし市原をつなごうという動きが

加速してきている。これができると湾岸の渋滞回

避につながり、産業面での効果もあるし、人が暮

らすうえでのメリットも大きいので、ぜひ早くで

きるといいなと思っている。その他の交通インフ

ラとしては、ＪＲ京葉線の幕張新駅、圏央道の全

線開通、成田空港の機能強化で第3滑走路の整備、

北千葉道路開通などがある。さらに東関道千葉市

内の新スマートＩＣ、千葉柏道路などが期待され

ている。希望としては、成田の第3滑走路の整備

と北千葉道路が同時にできて、そんなに遅れるこ

となく、新たな湾岸道路ができるといい。これか

らの活動次第なので、大いに期待したいと思って

いる。

　このようにインフラが整備され環境が変化して

くると、土地活用も活発になる。最近の県内の動

きについて整理してみた。発端は、千葉県の空き

家とか空き公共施設を活用して、県外企業の誘致

や県内企業をますます発展させることができない

だろうかという考えだ。空き公共施設は、8月現

在、県内16市町で28施設ある。東京から比較的近

いので、他県のものに比べて人気が高い。人気の

ある空き公共施設が、むしろ品薄になってしまう

ぐらいの状況だ。この空き家・空き公共施設の活

用、それから工業団地についても、県や自治体が

整備しているものについては、ほぼ完売状況で空

きがない。そこで新たな工業団地ではなく、すで

にある工業団地の中で、空きができた所をうまく

融通して、新しい企業に来てもらえると良いので
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はないか。そういうことも、県が仲介したりしな

がら行われている。

　もうちょっと大きな「まちづくり」という意味

では、睦沢町でスマートエネルギーを活用した新

しいまちづくりや、旭市では「生涯活躍のまち・

未来あさひ」として、農地の転用を図って旭中央

病院と連携しながら安心・安全なまちづくりをし

ていくという動きもある。コロナによる需要減少

はあるが、「リモートワーク」とか「一極集中の

見直し」とか、そういう中で様々なチャンスや可

能性があるだろう。一つずつ成功するように、応

援していけるといいなと思っている。

　さて、昨年の追加提言で、災害時における広報

と連携の重要性を指摘したが、その後「災害時に

おける連携協定等の締結」が具体的な形で進んで

いる。東京電力パワーグリッドさんと千葉市、あ

るいは千葉県との間で、電源車の配置の基本協定

が結ばれ、通信分野では、ＮＴＴ東日本さんと千

葉市の間でやはり同じような内容の協定が結ばれ

た。広報については、電気・通信が使える状態に

あれば、「千葉県防災ポータルサイト」に入って自

分で必要な情報を集められ、何かみんなに知らせ

たいことがあれば、「ちば減災プロジェクト」で気

象情報・災害情報を投稿することも可能だ。今後、

さらに使い勝手が良いものにしていくにはどうす

ればよいか、色々な課題があると思うので、それ

を整理していければと思っている。

　様々な分野で色々なことを整理して進めていく

と、きっと新たな産業も育っていくだろう。交通

網が充実し首都圏湾岸機能を持って、東京都一極

集中の是正も実現できていくと思うし、それぞれ

のエリアの特徴を生かしながら、新たな産業を育

てていくことも可能になってくると思う。長い目

で見ると、今やっている活動を千葉県の将来像に

つなげていきたい、いけるといいなと思っている。

　追加提言をするのに先駆けて実施したアンケー

トでは、千葉県の30年後の将来像について、千葉

県の強みを生かして経済力を強化する方向が良い

という意見が多かった。ただ足もとの状況が厳し

いだけに、この台風・コロナ前のアンケートと比

較すると、その割合は低下して慎重さも増してい

るという結果だ。そうした慎重な見方に対して、

改めて当面の復興と、千葉県の強みを生かして中

長期的に経済力を強化するための課題を示し、取

り組んでいくということだ。

　昨年の台風に続いて、今年も大雨被害が全国各

地で発生している。また感染症だけではなくて、

東日本大震災の余震とか、噴火とか、自然災害に

も目が離せない。そしてコロナへの対策で我が国

の財政赤字が一段と巨額になり、将来の不安も高

まっている。コロナで、既に補正だけで何十兆円

も国債を出しているわけだし、これから次の追加

補正で、また膨大な国債が出てくるだろう。将来

への不安を高めているので、各地域も短期的・中

長期的な課題に取り組むとともに、こういう財政

赤字、高齢化、人口減少等、我が国の抱える構造

問題に真正面から取り組む。地球規模での環境問

題に対しても、ＳＤＧsの枠組みを生かして積極

的に取り組んで、持続可能な社会の実現に貢献す

ることで、この将来像は千葉県だけでなく世界全

体に対しても実り多いものなると考えられる。足

もとは非常に苦しいが、そういうことに向けて取

り組んでいきたいと思う。

　コロナに関しては、当面厳しい状況だから、追

加的な国の予算も含めて、この期間を乗り切れる

ような政策をぜひお願いしたい。我々も政策をあ

てにするだけではなくて、それぞれの立場で最善

を尽くしたいと思っている。各国でワクチンを打

ち始めて、時間が経てば何か見えてくることもあ

るだろう。ぜひ来年は今年よりいい年になってほ

しい。オリンピック・パラリンピックも何らかの

形で開催し、そこで蓄積したものを「こうすれば

感染者を出さないんだ、大丈夫なんだ」というこ

とで、その後の社会・経済活動に活かし、海外と

の交流も含めて経済の回復を加速してほしい。回

復に目途がつくまでの間は財政面で相当な負担を

負ってでも、生き残るべき企業が生き残れるよう

に、全体的なばらまきではなくて、本当に必要な

ところに必要なお金がいくような政策を、自治体

や経済団体も含めて考え、その成果を地域に出し

ていけると良いのではないかと思う。

（文責　事務局）
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2020.6
「本当のウリの
　　　　　　見つけ方と伝え方」
㈱エスト・コミュニケーションズ

代表取締役　弓削　徹　氏

2020.6
「成田空港周辺の地域づくりに
　関する『実施プラン』について」
千葉県総合企画部空港地域振興課

錦織　良匡　氏

2020.7
「夢と絆」
新潟産業大学

准教授　蓮池　薫　氏

2020.7
「最近の中国情勢と日中関係」
毎日新聞　論説室専門編集委員

坂東　賢治　氏

2020.7
「千葉県内の
　　　道路ネットワークの現状」
千葉県県土整備部道路計画課

課長　菰田　直典　氏

2020.7
「大災害対策７つの法則」
㈱ＢＣＰＪＡＰＡＮ

代表取締役　山口　泰信　氏

2020.7
「未来をつくる“5Ｇ”の挑戦」
㈱ＮＴＴドコモ
千葉支店長　平松　孝朗　氏

2020.9
「地域と取り組む
　　外国人観光客のおもてなし」
旅館澤の屋

館主　澤　功　氏

2020.9
「外国語が通じなくても自信をもっ
て接客販売ができるようになる！」
ブライトスターUniversity㈱
代表・接客販売講師

たかみず　保江　氏

　２２００２２００年度も多彩な講師年度も多彩な講師にに　 壇上を飾っていただきまし壇 た
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２０２０年度も多彩な講師にに　 壇上を飾っていただきまし壇上を飾っていただきましたた

2020.9
「こうして店は潰れた」
元地域土着スーパーやまと

代表取締役　小林　久　氏

2020.10
「天下人に学ぶ
　　　　　タイプ別経営戦略」
静岡大学　名誉教授・歴史学者

小和田　哲男　氏

2020.10
「どうなる日本！
新型コロナウイルス！地方創生！
ゆれる政局、経済の動きを読む」
ジャーナリスト
法政大学名誉教授
元朝日新聞編集委員

　萩谷　順　氏

2020.11
「労働環境を考慮した
　　コロナ禍における人材確保」
ホライズン・コンサルティング㈱

代表取締役　小林　毅　氏

2020.12
「千葉県の将来像」
㈱ちばぎん総合研究所

取締役会長　水野　創　氏

2020.12
「文在寅独裁体制：
　　　　韓国と日韓関係は」
元在大韓民国大使
外交経済評論家　武藤　正敏　氏

2021.3
「東アジア情勢と
　　　　　　　日本外交の課題」
元外務事務次官
立命館大学客員教授

薮中　三十二　氏
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　芝の状態が良くボールを上げやすいライであれば、
サンドウェッジをやや開いてアドレスをするとイ
メージしたようにボールは上がりやすくなります。

　しかし、芝が薄かったり、土の上のような状態
であれば話は別です。その場合は、頭の中から
「フワッと上げる」イメージを消し、ボールを低く
転がすイメージに切り替えます。持っているクラ
ブがサンドウェッジやアプローチウェッジであれ
ば、ボールを右足の前に置いてクラブフェースを
被せて構えます。

　また、クラブを変える時間があれば、アイアン
の9番や7番などが大きなミスを防いでくれるで
しょう。それでも自信がない場合は、勇気を持っ
てパターを手にしてください！
　このような状況で大事なのは、“まずグリーン
にのせる”こと。どんな方法でも良いので“グリー
ンにのせる”べきです。見栄を張ってのザックリ
やトップは賢明なプレーとは言えません。
　どんな状況でも数字を出すのは経営と一緒です。

●　石渡プロの直接レッスン実施中！
　体験随時受付中！

≪ゴルフスタジオエフ≫
千葉市中央区新町10レクサス千葉中央2階

（TEL）043-301-7337

●　すぐに使えるゴルフ上達のヒント満載！

「グリーン周りでスコアは変わる！」

　みなさんこんにちは。石渡俊彦です。

　皆さんはスコアアップのために、普段からどん
な練習を多くしていますか？
　ゴルフのスコアを構成しているのは「ロング
ゲーム」と「ショートゲーム」に分類されます。
　そして、スコアの内訳を調べてみると、「ロング
ゲーム」は全スコアの35％ほどしかなく、「ショー
トゲーム」が65％前後を占めていることがわかり
ます。
　つまり、スコアを良くしたいのであれば、ドラ
イバーをひたすら打つのではなく、「ショート
ゲーム」の練習に時間を割く必要があるわけです。
　「ショートゲーム」にはアプローチ、バンカー、
パッティングがありますが、今回はグリーン周り
のアプローチについて説明をします。

　皆さん経験があると思いますが、グリーン周り
でのミスは、スコアはもちろん、精神的なダメー
ジも大きいですよね？
　グリーン周りのアプローチではカップに「寄せ
る」のか？それともグリーンへ「のせる」だけで
いいのか？を打つ前に決めて対処する必要があり
ます。
　そして、その選択をする時に重要なのがボール
の「ライ」となります。
　例えば砲台グリーンのアプローチの場合、まず
フワッと上げるアプローチをイメージすると思い
ますが、これもライ次第となります。 

月イチゴルファーの月イチゴルファーの
　　90切りへの近道　　90切りへの近道
月イチゴルファーの月イチゴルファーの
　　90切りへの近道　　90切りへの近道
月イチゴルファーの
　　90切りへの近道

石渡俊彦プロ 第第4499回回

ゴルフスタジオエフ

石渡俊彦　アメブロ
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　個人商店や中小企業の廃業理由には、人材確保

が真っ先に挙げられる。その背景には商品やサー

ビスの販売不振があり、突き詰めると、商品の魅

力が色褪せたのではないかと分析されている。ど

んなに魅力的で画期的な商品やサービスでも、い

つかは飽きられてしまう。つまり、「負の遺産」を

意味するレガシー化してしまうのである。レガ

シー化はすべての経営者にとって、永遠の課題な

のである。

　本書は、愛知県にある老舗寝具店の四代目が業

界再生に向けた新市場の創出秘話を通じて得られ

た教訓を語るビジネス書である。商店街の一角に

ある「町のふとん屋」が栄枯盛衰を振り返り、衰

退期にどっぷり漬かっている事業モデルを、激し

く動く時代の推移に合わせて適応させる一連の取

り組みを実施し、「快眠」を売る事業モデルへと変

貌していた様相が余すことなく語られている。

　かつて「町のふとん屋」にも黄金期があったと

いう。とりわけ、豪華絢爛で知られる名古屋の婚

礼文化にあやかり、大いに繁盛したという。人生

のハレの日に携わる商売であるがゆえに、婚礼

セット一式が50万円でも売れたという。町のふと

ん屋は家族経営であったため、低コストで高い利

益が見込まれる事業モデルであった。

　寝具業界もまた、平成を迎えるころに大きく変

化していく。異業種の参入による競争の激化は販

売チャネルの増加を引き起こした。羽毛ふとんの

量産体制の確立と低価格化の実現により、業界の

担い手が綿ふとんの製造小売りを手掛ける「町の

ふとん屋」から量販店や通販などの「小売業」へ

とシフトしていった。昭和の時代に成長した事業

モデルが平成に変わったころから輝きを失って

いった。

　町のふとん屋が生き残るには、どうすべきか。

そのヒントは、原点に立ち返り、ふとん屋の存在

理由を探ることにあったという。現代人の多くは

肩こり腰痛、首の痛み、疲労感や不眠に悩んでい

る。また近ごろでは「睡眠負債」という言葉が知

られているように、慢性的な睡眠不足が借金のよ

うに蓄積し、病気リスクが高まったりすることも

増えている。

　確かに、大量生産された規格品として高品質の

羽毛ふとんや枕がマスメディアを通じて宣伝され、

寝具市場に低価格で安定的に供給されている。高

品質や低価格を訴えたところで、顧客の悩みが解

決されるわけではない。骨格、筋肉のつき方、寝

相、睡眠時間などは人それぞれ。問題を一様に解

決できる万能の寝具は存在するわけがない。顧客

が大金を払ってでも求めたいのは、快適な睡眠な

のである。

　快眠を得られるのであれば、心身ともに健康で

あり、生活の質や仕事の生産性が高まり、快適な

人生を送ることができるのではないだろうか。そ

れゆえ、顧客ごとにカスタマイズされた寝具選び

が重要になり、専門店が必要とされるわけである。

ここに、モノ売りからコト売りへとシフトしたこ

とによって、快眠市場が誕生したわけである。

　しかしながら、快眠市場の誕生で、寝具業界が

息を吹き返すわけではない。老舗寝具店とはいえ、

意外と世の中に知られていないことがある。快眠

市場の担い手であることが広く認知されるように、

多様な手段で情報を発信し続けなければならない。

　また、IT化やSNSやデータを活用したマーケ

ティングは多くの業界で導入されているが、意外

と歴史の長い業界では未着手のまま放置されてい

ることも少なくない。寝具業界の経験則に過ぎな

いが、業種や業界の枠組みを超えて、どんな事業

でも再生できるというのが、本書のメッセージで

ある。

評　者
千葉大学大学院社会科学研究院 教授

小川　真実 氏(おがわ　まさみ）

書書書書書書書書書書評評評評評評評評評評「「「「「「「「「「経経経経経経経経経経営営営営営営営営営営者者者者者者者者者者にににににににににに役役役役役役役役役役立立立立立立立立立立つつつつつつつつつつここここここここここのののののののののの一一一一一一一一一一書評 「経営者に役立つこの一冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊」」」」」」」」」」」第第第第第第第第第第7777777777第733333333333回回回回回回回回回回回

『ＲＥＧＡＣＹ ＲＥＶＩＶＡＬ』

高原 智博 著 幻冬舎：2020年
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第109回

　パートが社会保険に入る基準が変わるそ
うですね。総務として早めに手を打とうと

思います。予算も取らなくてはいけないと思うの
でよろしくお知らせください。

　そうですね。時給で働くパートにとって
お給料から社会保険料を引かれるかどうか

が手取りに響くので大きなことです。また、会社
にとっては社会保険料の会社負担が大幅アップと
なる法改正ですのでここはきちんと押さえておか
なくてはいけません。
　パートの社会保険加入については、平成28年10
月から社会保険加入が500人以上の「特定適用事業
所」で働くパート・アルバイト等の短時間労働者
が一定の要件を満たすことで「健康保険・厚生年
金」の被保険者となりました。一定の要件とは
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上であること
④学生でないこと

　一つの法人番号が同一の事業所の被保険者が
500人(短時間労働者を除く)を超える事業所につ
いて加入対象でしたが、令和4年10月からは100人
(短時間労働者を除く)を超える事業所となり、更
に令和6年10月からは50人(短時間労働者を除く)
を超える事業所となります。 

　平成28年からパートの社会保険の加入が始まっ
た訳ですが、当初会社は社会保険料を節約するた
めにパートを社会保険に入れるのには消極的では
ないかと心配しましたが、人材不足の折、社会保
険に入って働いてくれるパートは逆に歓迎された
ようで、社会保険に加入するパートは増大しました。
　今後は令和4年10月から常時100人超の会社、令
和6年10月からは常時50人超の事業所で働くパー
トも加入義務となり、一気に増えます。パートか
らも社会保険料を徴収したいとの国の意図も見え
ます。

　さあ、大変なのは総務です。まずパートとの雇
用契約書を法令に沿った書式で結んでいるかを点
検し、次に社会保険に加入する一定の要件に該当
するパート人数をピックアップします。加入人数
から社会保険料の額などを検討し、今後の売上や
利益の予想を考慮の上、社会保険加入予想人数を
決定します。
　一方、パートに対しては法改正により社会保険
に加入することを伝え、できれば社会保険に加入
して働くメリットとデメリットを伝え個別に相談
にのってあげると良いと思います。一般的なメ
リット・デメリットは次のとおりです。
メリット
敢将来的にもらえる年金が増える
柑「傷病手当金」「出産手当金」がもらえる
桓障害になった時の「障害厚生年金」がもらえる
棺国民健康保険を払っている場合であれば、国民
健康保険より安い(会社が半分負担しているた
め)

デメリット
敢給与の手取りが少なくなる
柑配偶者の会社から「配偶者手当」が出ている場
合、もらえなくなる（扶養を抜けるため）

　一般的に年収150万円以上のパートなら加入し
た方が有利です。パートでも厚生年金は70歳まで
加入できますから、老後の年金を少しでも増やす
方法としては良いと思います。

【社会保険労務士法人　ハーモニー】
℡　043－273－5980

Q

A

Ｒ6.10～Ｒ4.10～Ｈ28.10～

常時50人超常時100人超常時500人超規 模

変更なし　変更なし週20時間以上労働時間

変更なし　変更なし
月額

88,000円以上
賃 金

継続して2か

月以上使用さ

れる又は見込

み

継続して2か

月以上使用さ

れる又は見込

み

継続して1年

以上使用され

る見込み

勤務期間

変更なし変更なし

学生ではない

こと(夜間は

加入対象)

適用除外
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　2021年2月4日の労務法制委員会において「同一

労働同一賃金への対応」と題して、講演をおこな

いました。なお、今回の労務法制委員会は緊急事

態宣言下ということもあり、Zoomを利用した形に

なりました。　以下当該講演の簡単なまとめをお

送りいたします。

Ｑ1　まず、改めて、同一労働同一賃金制度とは
どのような制度なのでしょうか。

Ａ　わかりやすくいえば、正社員と非正規雇用
労働者との間の不合理な待遇差が禁止されるとい

うこということです。

　パートタイム・有期雇用労働法の改正法が昨年

の4月に施行され、義務化されました。

　企業に求められることとしては、①不合理な待

遇差をなくすための規定の整備と、②労働者に対

する待遇に関する説明義務の強化が挙げられます。

Ｑ2　同一労働同一賃金について今年の4月から
は中小企業も適用になると聞きましたが。

Ａ　1で述べた改正については既に2020年4月1
日に施行されています。しかし、中小企業につい

ては2021年4月1日まで施行が猶予されていました。

　どのような会社が中小企業にあたるのかについ

ては、「業種」、「資本金の額」、「常時使用する労働

者の数」の3つの要素によって決まります。具体的

には中小企業とは、資本金の額または出資の総額

が3億円（小売業・サービス業は5,000万、卸売業

は1億円）以下である事業主、又は、その常時使用

する従業員の数が300人（小売業は50人、卸売業・

サービス業は100人）以下である事業主をいいます。

Ｑ3　そうすると企業はどのような対応をおこ
なうと良いのでしょうか。 

Ａ　まず、①不合理な待遇差があるのかどうか、
たとえば正社員と非正規雇用労働者への手当の支

給に関して違いがあった場合にその差について合

理的といえるかどうかを検討し、不合理なものは

修正する必要があります。

　次に、②説明義務を履行することが必要になり

ます。

　具体的には、パート・有期労働者を雇い入れた

際に、実施する雇用管理に関する措置の内容につ

いて説明しなければなりません（法14条1項）。

　次に、仮にパート・有期労働者から求めがあっ

たときには、通常の労働者（正社員）との待遇の

相違の内容、理由、考慮した事項について説明し

なければなりません（法14条2項）。

　この2つの説明義務に対応できるように準備を

しておくことが必要でしょう。

　特に14条2項に関しては、「比較対象となる正社

員をどの正社員にしたか」「その選定理由」「待遇

についての違いの有無」「そのような待遇の違いを

設けた理由」についていつでも説明できるように

しておく必要があります。そのような待遇の違い

を設けた理由については、具体的・客観的なもの

があることが必要とされています。

Ｑ4　参考となる裁判例を教えてください。
Ａ　以前もこの欄で説明しましたが、最高裁の
判例が参考になります。

　具体的には、

・ハマキョウレックス事件（2018年6月1日）

・長澤運輸事件（2018年6月1日）

・大阪医科薬科大學事件（2020年10月13日）

・東京メトロコマース事件（2020年10月13日）

・日本郵政事件3件（2020年10月15日）

　があります。

　これらの判例をもとに説明の仕方や不合理な待

遇差といえるかどうかを検討してください。

労務法制委員会Ｑ＆Ａ

矯

脅

胸

興

恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭

狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂

教
教
教
教
教
教

橋
橋
橋
橋
橋
橋

けやき総合法律事務所　　　　　　　　

弁護士　柿　田　徳　宏　氏
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セミナー・行事のご案内
詳しくは同封のチラシを

ご覧ください

講演会

日　時
場　所

講　師内　容

6月15日（火）
12：30～14：30
ザ・クレストホテル柏

（公社）ジャパン・プロフェッショナル・
バスケットボールリーグ
代表理事ＣＥＯ　島田　慎二　氏

第187回経協ランチフォーラム
（県西4支部共催）
「地域におけるプロスポーツの価値」

6月17日（木）
12：00～14：00
京成ホテルミラマーレ

産経新聞　
正論調査室　月刊正論　発行人
室長　有本　隆志　氏

特別講演
「菅政権の課題とこれからの日本」

7月6日（火）
15：00～18：00
アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

元東京オリオンズ（現ロッテ）
選手・コーチ
木樽　正明　氏

新会員歓迎特別講演会
「野球を通じた人と地域の交流」

7月14日（水）
15：00～18：00
志津本

きざき法務オフィス
代表　こころ亭　久茶　氏

研修会（山武・印旛支部共催）
「落語で学ぶ相続・事業承継」

＜新型コロナウイルスの影響により、今後中止となる場合もあります＜新型コロナウイルスの影響により、今後中止となる場合もあります＞＞

委員会・研究部会

日　時
場　所

講　師内　容

5月11日（火)
15：00～17：00
千葉県経営者会館

弁護士法人リバーシティ法律事務所
弁護士　和田　はる子　氏

労務法制委員会【セミナー】
「職場のメンタルヘルス対策と法的留意点」

5月11日（火)
12：00～13：30
ホテルフランクス

－
組織財務委員会【会議】
「2020度決算報告、会員増強運動について他」

5月13日（木）
14：30～15：45
京成ホテルミラマーレ

－
政策委員会【会議】
「政策要望内容の検討」

5月25日（火)
15：30～17：00
千葉県経営者会館

－
人づくり委員会【会議】
「教育庁との意見交換会」

5月27日（木)
12：00～13：30
TKPガーデンシティ千葉

－
社会貢献活動部会【会議】
「2021年度『ポケットマネークラブ奨学金』の
活動について、2020年度決算について他」

6月2日（水)
15：00～17：00
千葉県経営者会館

弁護士法人リーガルプラス
弁護士　谷　靖介　氏

労務法制委員会【セミナー】
「多様で柔軟な働き方の推進と労務管理の
あり方」

6月4日（金）
12：00～14：00
京成ホテルミラマーレ

成田国際空港㈱専務取締役
(一社)千葉県経営者協会副会長
濱田　達也　氏

空港特別委員会【講演会】
「ポストコロナの成田空港と地域の成長」

6月9日（水）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

㈱ミセルカ
代表取締役　上口　まみ　氏

中小企業委員会【セミナー】
「ＰＣデータ整理で業務効率化実践セミナー」

6月18日（金)
12：00～14：00
京成ホテルミラマーレ

日本ゴールボール協会
顧問　西村　秀樹　氏

スポーツ応援部会【講演会】
「ゴールボールとパラリンピックの見どころ」
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日　時
場　所

講　師内　容

7月6日（火）
13：45～15：00
アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

－
政策委員会【会議】
「政策要望内容の決定（最終案決定）」

7月7日（水）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

リスクコンサルタント/MTRC代表
高橋　勝　氏

中小企業委員会【セミナー】
「まだ続く新型コロナウイルスに備える
リスクマネジメントセミナー」

7月15日（木）
12：00～14：00
京成ホテルミラマーレ

医療法人社団福寿会
理事長　鷲見　隆仁　氏

青年経営者クラブ【講演会】
「千葉市内の新型コロナウイルスの状況に
ついて」

7月27日（火)
15：00～17：00
千葉県経営者会館

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

労務法制委員会【セミナー】
「ハラスメントの法律と実務」

視察・交流

場　所日　時内　容

市原、鴨川
（京成成田駅東口
コンフォートホテル成田前集合）

5月19日（水）
7：50集合

トロッコ列車で行く温泉（印旛支部主催）

久能カントリー倶楽部5月28日（金）
9：00集合

春季親睦ゴルフ大会（印旛支部主催）

袖ヶ浦カンツリークラブ6月24日（木）
8：30集合

会員親睦ゴルフ大会「第15回あじさいカップ」（12支部共催）

マザー牧場
7月31日（土）
18：00～20：30

マザー牧場花火大会とジンギスカンの夕べ（君津支部主催）

研修・セミナー

日　時
場　所

講　師内　容

4月
Ａ日程5日(月)、6日(火)
Ｂ日程12日(月)、13日（火)
両日 9：30～17：00
千葉県経営者会館

㈱パルスＥ＆Ｔ
代表取締役社長
伊藤　亜彩子 氏

新入社員研修

Ａ日程10月11日（月）
Ｂ日程10月12日（火）
両日 9：30～17：00
千葉県経営者会館

㈱パルスＥ＆Ｔ
代表取締役社長
伊藤　亜彩子 氏

新入社員フォロー研修
※新入社員研修とセット申込で割引となります

4月19日（月）
15：00～17：00
オンライン開催

社会保険労務士事務所
Ｓ&Ｕ労働コンサルティング
代表　上村　俊一　氏

コロナを超えて！
新たな人事労務管理で目指す企業成長

【オンライン開催】

4月28日（水）
9：30～17：00
千葉県経営者会館

㈱エム・アイ・エス・インターナショナル
能條　照美　氏

2年目社員ブラッシュアップ研修
～若手社員の能力アップ～
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日　時
場　所

講　師内　容

5月17日（月）
13：30～16：30
千葉県経営者会館

篤志館㈱
代表取締役
雨間　けい子　氏

女性のためにキャリアアップセミナー

5月26日（水）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

社会保険労務士法人ハーモニー
代表社員　特定社会保険労務士
徳永　康子　氏

第1回人事労務講座
「基礎から理解する社会保険・労働保険の仕組みと実務」

6月14日（月）
15：00～16：30
千葉県経営者会館

㈱京葉銀行　法人営業部
㈱NIPPONIA SAWARA スタッフ

「地方創生」金融機関の役割と現場の課題

6月21日（月）
9：30～17：00
千葉県経営者会館

㈱パルスＥ＆Ｔ
代表取締役社長
伊藤　亜彩子 氏

新任管理職研修

6月22日（火）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

社会保険労務士法人ハーモニー
特定社会保険労務士
森本　哲郎　氏

第2回人事労務講座
「基礎から理解する給与計算」

7月15日（木）
13：30～16：30
千葉県経営者会館

弁護士法人リバーシティ法律事務所
弁護士　
和田　はる子　氏

取締役の法的義務と責任

7月28日（水）
9：30～17：00
千葉県経営者会館

㈲島田教育総合研究所
代表取締役
島田　義也　氏

若手リーダーパワー＆スキルアップセミナー

第49期労働法大学講座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全10講　各日13：30～17：00
権威ある経営法曹会議所属の弁護士が、受講者を労働法の第一人者に育てます！

千葉県経営者会館場　所

総務・人事・労務担当者対　象

全講：会員　120,000円　　非会員　150,000円

単講：会員　 13,000円　　非会員　 16,000円

単講申込者は菅野和夫著「労働法」第12版（弘文社刊）と

「労働関係法規集2021年版」を別途ご用意下さい。（全講申込者は参加費に含みます。）

参加費

(消費税別)

講　　　　師テ　　　ー　　　マ日　　　程

皆川  宏之　氏
（千葉大学大学院社会科学研究所 教授）労働法の基礎と人事管理(水)6/23第 1 講

石井  妙子　氏（弁護士）(1)就業規則・労働協約と労働契約
(2)賃金・賞与・退職金の法律実務(月)7/12第 2 講

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

中井　智子　氏（弁護士）人事異動と出向・転籍の法律実務(月) 8/30第 4 講

深野　和男　氏（弁護士）女性労働、高年齢者雇用、障害者雇用等に関する法律実務(木)9/16第 5 講

山中　健児　氏（弁護士）労働災害、安全配慮義務、その他健康問題への対応と法律実務(火)10/5第 6 講

和田　一郎　氏（弁護士）非典型労働者―有期労働者・パート労働者・
請負労働者・派遣労働者―の法律実務(木)10/28第 7 講

緒方　彰人　氏（弁護士）退職・解雇・懲戒の法律実務(水)11/10第 8 講

丸尾　拓養　氏（弁護士）事例研究「日常管理上のトラブル防止対策」(金)11/26第 9 講

木下　潮音　氏（弁護士）組合活動･団体交渉と不当労働行為(木)12/9第　10　講
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 出 張 研 修 
　教育研修のプロが貴社の社内研修をお手伝いいたします。当協会の経験豊富な「階層別教育」「テーマ

別研修」ノウハウを活かし、あらゆるニーズに合わせた社内研修プログラムをご提示します。これまでに

経協で実施したテーマだけでなく、貴社のニーズにあわせ講師・テーマのピックアップも可能です。費用

は、講師費用（謝礼・交通費）、資料代、会場費のみ。低廉な費用で、講師派遣による社内研修をお考え

なら、まずはお気軽にご相談ください！

　　研修テーマ　お勧めテーマ

　　　「ビジネスで失敗しないためのマナー講座」　「リスクマネジメントセミナー」

　　　「メンタルマネジメントとＥＱリーダーシップ」　「法律知識・コンプライアンス」

　　　「決算書の読み方講座」　「すぐ役立つクレーム対応講座」など

　この他、「新入社員研修」・「若手社員研修」から、幹部候補者向けの本格的な「管理職研修」、「リー煮 紗社社社社社
ダーシップ研修」や、「決算書の読み方」、「改善セミナー」、「会社を良くする『5Ｓ』のやり方」など

の研修プログラムを豊富にご用意しております。貴社のニーズに合わせ、ご提案させていただきます。

申込・手配　 実施希望の2～3ヶ月前までにご相談ください。

　　　　　　 (ご要望のテーマに合わせて、講師を紹介させていただきます)

場　　　所   貴社会議室、地域の商工会議所会議室等ご指定ください。

費　　　用   千葉県経営者会館も会員料金で利用可能です。

　　　　  　 講師謝礼　階層別研修（1日から） 　　：10万円～20万円程度（交通費別）

　　　　　　 　　　　　テーマ別研修（半日から）  ： 7万円～15万円程度（交通費別）

　　　　　　 研修内容・人数等により異なりますので、お打合せの上見積りいたします。

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

お申込・お問い合わせは、事務局まで

ＴＥＬ　０４３－２４６－１１５８

ＦＡＸ　０４３－２４６－０７２９

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

●連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉とととととととととととととととととととととののののののののののののののののののののの定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会　　 

　2月17日（水）、連合千葉との定期懇談会が開催

された。本年は、新型コロナウイルス感染症拡大

防止の観点からソーシャルディスタンスを確保す

るために出席者を制限し、経営者協会から小島会

長と羽生副会長（兼労務法制員長）、連合千葉から

小谷会長以下6名が出席した。

　冒頭、小島会長は、「経済活動の停滞を余儀なく

され、その影響は雇用環境にも及んでおり、雇用

維持が困難な状況にある企業も少なからず存在す

る。しかしこの状況を見過ごせば、各産業に精通

した人材の流出を招き、需要が回復した際の事業

拡大に支障をきたしかねない。そのような事態を

防ぐためにも引き続き事業継続と雇用の維持に最

大限努めていく。」と挨拶を行った。

　連合千葉の小谷会長は、「医療や介護をはじめ

生活基盤を支えてくれている方々への感謝を社会

に呼び掛けていく必要がある。また、このような

方々は労働組合のない組織の場合が多く、労働の

価値に対する処遇が低いとされている。厳しい経

済環境の中ではあるが、賃金引き上げの流れを継

続させ、労働組合のない組織にも波及させるべく、

社会に対して春季生活闘争の意義を呼び掛けてい

きたい。」と挨拶を行った。

　次に連合千葉より、「2021年春季生活闘争の取

り組みのポイント」と「労働相談の現状」につい

て説明があった。また、経営者協会からは、日本

経団連発刊の「2021年版経営労働政策特別委員会

報告」と「2020年度労働法制関連の情報提供」に

ついて説明を行った。

　その後、連合千葉から提起された3つのテーマ

(1)「コロナ禍における課題」(2)「テレワーク導

入の課題」(3)「同一労働同一賃金」について、活

発な意見交換を行った。

　最後に羽生副会長と連合千葉永富事務局長より

総括の言葉が述べられた。羽生副会長は「今年の

春季労使交渉は、この危機的な状況を乗り越え将

来の成長につなげるべく、労使で認識を共有しな

がら検討を深める重要な機会であると考えている。

個別労使において実のある議論が展開されること

を期待したい。」と述べられた。

　永富事務局長は「厳しい環境の中、労働条件の

引き下げなど影響が見え始めており、雇用のセー

フティーネット機能の強化が急務であるとの認識

のもと春季生活闘争に取り組んでいる。克服すべ

き課題は多くあるが、雇用の維持や経済の回復に

向けて、今後とも緊密な連携をお願いしたい。」と

述べられ、連合千葉との定期懇談会は終了となっ

た。

【経営者協会 羽生副会長】 【連合千葉 永富事務局長】

【経営者協会 小島会長】 【連合千葉 小谷会長】
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　3月11日（木）、2020年度下期参与会が参与28名

の参加で開催された。

　冒頭、小島会長から「新型コロナウイルス感染

症が未だに猛威を振るっているが、私達は事業継

続と雇用維持を最優先に取り組み、感染防止と経

済活動の両立を成し遂げていかなければならない

こと、また、協会事業については感染防止対策を

実施しながらオンライン開催も取り入れ安全が確

保できる事業は継続できたこと、会員数は皆様の

おかげで昨年度末比 53会員純増の 1,420会員と

なり、経団連の地方組織の中で最大級の会員数を

維持していること」などについて話しがあった。

　続いて渡部専務理事が「2020年度事業報告並び

に2021年度事業計画・予算」について報告を行っ

た。2020年度は1月末までで122事業を実施し、参

加人員は1,193会員、2,413人となり、参加人員は

前年に比べ△5,052人減少した。新型コロナウイ

ルス感染症の影響によりオンライン開催が6事業、

書面開催が20事業、中止が67事業となった等の報

告に続き、2021年度事業計画の説明が行われた。

2021年度は新型コロナウイルス感染拡大状況を注

視しながら、オンライン開催等も積極的に活用し、

会員の皆様に役立つ情報提供、価値ある事業を展

開するとし、教育研修事業や会員交流事業等の詳

細と予算の説明が行われた。

　下期参与会終了後、立

命館大学客員教授で元外

務事務次官の薮中三十二

氏を講師に招き「東アジ

ア情勢と日本外交の課

題」と題した「第38回経

協トップセミナー」が44

名の参加で開催された。

（講演内容は6月号に掲載予定）

●222222222222222222222000000000000000000000222222222222222222222111111111111111111111年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第222222222222222222222回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会　　 

委員長　小島　信夫 氏

（㈱京葉銀行　相談役）

　3月11日（木）、委員18名の出席により2021年度

第2回政策委員会がホテルザ・マンハッタンにおい

て開催された。

　2021年度政策要望の内容について、活発な議論

がなされ、前回決定された2021年度政策要望の大

項目1．「コロナウイルス感染症被害への対応とポ

ストコロナに向けて」、2.「大規模自然災害への対

策について」、3．「持続可能な県内経済の発展に

向けて」、4.「働き方改革の実現に向けた支援につ

いて」、5.「成田空港と地域の更なる成長につい

て」の内容が検討された。今回出された意見を参

考に、次回5月の第3回政策委員会でさらに検討し

ていくこととなった。

　その後、連合千葉から当協会に要請のあった、

2020年度政策制度に対する当協会の回答案につい

て概要説明があり、承認された。

2020年度下期参与会 第38回経協トップセミナ　2020年度下期参与会　第38回経協トップセミナーー

【小島会長】 【講師の薮中三十二氏】
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●千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県とととととととととととととととととととととののののののののののののののののののののの懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会　　 

　3月17日（水）、千葉県との懇談会が開催された。

本年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観

点から出席者を制限し、小島会長と諸岡副会長が

千葉県庁を訪問のうえ、滝川副知事、田中商工労

働部長、石井経済政策課長と懇談を行った。

　懇談会冒頭、滝川副知事より、「コロナ禍にあり

ながらも県内経済と雇用を支えていただき感謝申

し上げる。コロナ対策のほか、要望いただいた災

害からの復旧・復興やインフラの整備、成田空港

の更なる機能強化等について着実に準備を進めて

いく。県内経済のV字回復に向けて引き続きご協

力をお願いしたい。」と挨拶があった。 

　続いて小島会長より、「私達は事業継続と雇用

維持を最優先に取り組み、感染防止と経済活動の

両立を成し遂げていく所存である。本日の御回答

を踏まえ、『私達が出来ることは何か』を十分検討

し、千葉県経済の再生に向けてともに努力してい

きたい。」と挨拶があった。

　懇談会では、県内経済の現状や今後の見通しの

ほか、雇用情勢、成田空港の機能強化と周辺地域

の活性化、道路網の整備、東京都一極集中の緩和

等について意見交換を行った。

　なお、県からの回答内容については、5月号に同

封いたします「（一社）千葉県経営者協会の2020年

度政策要望に対する県からの回答書」をご参照く

ださい。

【滝川副知事】 【小島会長】

【左から 滝川副知事、小島会長、諸岡副会長】
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●印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印旛旛旛旛旛旛旛旛旛旛旛旛旛旛旛旛旛旛旛旛旛支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾　　 

支部長　赤海　守　氏

（㈱あかうみ　代表取締役会長）

　1月17日（水）、印旛支部主催の『道経塾』が20

名の参加により開催された。本日は、1月に予定

していた神渡先生の『道経塾』が新型コロナウイ

ルス感染症により延期されたもので、緊急事態宣

言下ではあるが十分な感染防止対策をして実施さ

れた。

　冒頭、赤海支部長より「このような中ですが、

毎年1回の神渡先生の『道経塾』は、他の支部会員

や会員以外の神渡先生のファンの方々も楽しみに

されており、なんとか開催することができました。

ありがとうございます。」との挨拶があった。 

　神渡先生は、38歳のとき脳梗塞で倒れ、一時は

半身不随となったが、必死のリハビリで再起した

という経験を持つ。今回は当初の予定を変更して、

先生の最新の著書「人を育てる道～伝説の教師徳

永康起の生き方～」を題材にし、教え子から慕わ

れ続けた稀有なる伝説の教師：徳永康起先生の

数々のエピソードを紹介しながら、「教え子みな

吾が師なり」を信条に、一人の教師として命いっ

ぱい生きた人物から学ぶものは何かを話され、質

疑応答も活発に行われた。

　例年開催する先生を交えての懇親会は、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった

が、参加者は久しぶりに先生にお会いし、講演後

も時間を忘れて話を咲かせていた。

【神渡先生と参加者の皆様】

【神渡先生】 【赤海印旛支部長】
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―公正・中立な立場で、労使トラブルの早期解決をお手伝いします―

 

 

 
 

 

 

 

  
 

260-8667 1-1 7  
:043-223-3735   

��� ����
　会員にとって役に立つ「千葉県からの情報」を提供いただき
掲載しています。詳しくは県庁ＨＰをご参照ください。
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～計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する

「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を！～

事業主の皆様へ
　新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方

を実践するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制

度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度の

導入が効果的です。

　詳しくは、千葉労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

��� ����
　会員にとって役に立つ「千葉県からの情報」を提供いただき
掲載しています。詳しくは県庁ＨＰをご参照ください。

　若者向け就職支援施設『ジョブカフェちば』では、「求人情報の登録・公開」、「定着支援・採用支援

セミナー」、「若者と交流できるイベント」を実施し、若者を採用したい企業のお手伝いをしています。

（全て無料です。）

　詳細はホームページをご確認の上、下記窓口までお問い合わせください。

ジョブカフェちば（企業窓口）　船橋市本町3-32-20　東信船橋ビル3階

ホームページ：http://www.jobcafe-chiba.jp/company/

電話（企業窓口）：047-460-5500

※　「ジョブカフェちば」は、千葉県が設置している若者向けの就職支援施設です。

　　若者の就職支援と企業の採用支援を総合的に実施しています。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　ジョブカフェちば のご案内
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　千葉県社会保険労務士会は、千葉県経営者協会、千葉県労働基準協会連合会との

『働き方改革推進に係る連携協力に関する協定書』に基づき、働き方改革推進相談窓

口を設置しております。

場　　　所　　〒260-0015 千葉市中央区富士見２－７－５

　　　　　　　　　　　　　 富士見ハイネスビル７Ｆ

　　　　　　　　　　　　　 千葉県社会保険労務士会内

日　　　時　　原則毎週水曜日（祝日の場合は木曜日）

　　　　　　　　　　　　10：00～12：00、13：00～16：00

　　　　　　　　　　　　※　相談時間は概ね1時間以内

申 込 方 法　　下記の電話番号にて、相談日時の予約をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　察　０４３－２２４－８７０１

　　　　　　　　（予約時間：月曜日から金曜日の午前９時から午後５時迄）

　　　　　　　　　　　　　　（土日・祝日・夏季休暇、年末年始を除く）

働き方改革推進相談窓口のご案内

会 員 異 動

戸田建設㈱千葉支店

　代表者：支店長　林　和男

（一財）建設業振興基金

　代表者：理事長　佐々木　基

㈱アイ・エス・エス

　代表者：代表取締役社長　山本　和也

　所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-14-9

　　　　　　テルウェル代々木ビル8階

コンドル産業㈱

　所在地：茂原市西野94-1 

ＡＢＣ㈱

　所在地：市川市鬼高4-1-7

　ＴＥＬ：047-729-1800

大平エンジニア㈱

　所在地：柏市旭町1-4-11

　　　　　　Insurance bldg.ⅤⅡ203

　ＦＡＸ：04-7196-7489

アヅマホールディングス㈱（社名）

　（旧：アヅマ㈱）

（変更箇所のみ掲載しています）
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http://keisei-const.jp/



千葉中央会計事務所
税務、会計、監査、公益法人会計、相続税相談

お客様から信頼される会計事務所を目指して

公認会計士・税理士 手 島 英 男

公認会計士・税理士 田 中 昌 夫

公認会計士・税理士 本 橋 雄 一

公 認 会 計 士 岸　 健 介

http://www.ccaf.jp 千葉市中央区中央1-2-1

緯043－225－1211㈹



会議室は３タイプ！
大ホール１４０名、Ａタイプ７５名、Ｂタイプ４０名
会議室は３タイタイプ！
大ホ大ホールール１１４０名ル１ ００名名、Ａタイプ７５タイ ７５名名、Ｂ 名プ４０名タイプ４タイ
会議室は３タイプ！
大ホール１４０名、Ａタイプ７５名、Ｂタイプ４０名

株式会社 東インテリア
代表取締役　菊池　祥皓

〠２６０－００２７
千葉県千葉市中央区新田町１－１３
　　ＴＥＬ：０４３－２４２－１６２４
　　ＦＡＸ：０４３－２４２－６４４６

••••••••••• 業 務 内 容 •••••••••••

◆ 内装仕上工事全般
◆ 床 長尺シート貼工事
◆ 塩ビタイル工事
◆ タイルカーペット貼工事
◆ カーテン・ブラインド取付工事
◆ クロス貼工事
◆ ダイノックシート・フィルム工事
◆ リフォーム工事
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