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『２０２２年わが国経済の展望』

日本銀行　調査統計局　　　　　　　

参事役　佐久田　健司　氏

新春金融経済講演会 （２０２２年１月２７日　オンライン開催）

　本日は、①わが国の経済情勢②感染症のもとで

の消費関連企業③気候変動と地域企業④経済社会

の変化と千葉県という四つのテーマを私見も交え

てお話ししたい。

　最初のテーマである「わが国の経済情勢」につ

いて、まず1月に日本銀行が公表した内容に沿っ

て2023年度までの標準的な見通しを説明するとこ

ろから始めたい。

　表中のGDPの見通しをみると2021年度の欄に対

前年度比「+2.7～+2.9」％とあり、その下に「+2.8」

％という数字が入っている。2022年度の欄をみる

と、「+3.8」％という数字があり、2021年度より高

い成長を見込んでいることになる。2023年度は

「+1.1」％となっており、2021年度・2022年度より

は成長率が低いという見通しである。

　振り返ってみると感染症拡大以降、経済全体が

非常に厳しい状態にあった時期が少なくないが、

最近の世界経済全体の動向、あるいはわが国でも

特に製造業を中心とした状況は、一時に比べると

大分よくなってきている。内外において感染症と

社会・経済活動の両立が図られる方向になってい

る中、感染者数が多くなっても以前のような経済

活動の大きな落ち込みにつながりにくくなってい

る面がある。また先行きワクチンや治療薬の普及

が進むとすれば、感染症の影響そのものが徐々に

和らいでいくことも期待されている。

　感染症拡大以前を振り返ると、わが国の経済成

長は年1％に達するか達しないかぐらいだった。

先行き感染症の影響による大きな落ち込みを取り

戻していった後、感染症以前に近い成長のペース

に戻っていくというのが、現時点での標準的な見

通しになる。

　表中の各年度のGDPには、昨年10月時点での見

通しも併記されている。2021年度については、直

近の見通しは「+2.8」％だが、10月時点では「+3.4」

％となっており10月対比で見通しが下振れている。

これは、海外での経済活動が回復する中、物その

ものの不足や物流の混乱などによる各種部品の

「供給制約」が生じ、それにより自動車生産などが

下振れたことを反映したものである。2022年度を

みると直近の見通しが「+3.8」％と10月時点の見

通しの「+2.9」％から逆に上振れている。これは、

こうした「供給制約」が徐々に解消に向かい生産

が挽回することなどを見込んだものである。

　さて、経済はいわば生き物であるので先行きが

今申し上げた「標準的な見通し」から逸れていく

可能性もある。こうしたリスク要因としては、ま

ず感染症が個人消費や企業の輸出・生産活動に及

ぼす影響がある。感染が拡大すると飲食や宿泊等

の個人消費が下振れるリスクは、引き続き小さく

ない。また海外で感染が拡大した場合、サプライ

チェーンの混乱から日本に来るべき部品や部材が

輸入されず、生産活動が停滞するといった「供給

制約」に絡んだリスクもある。一方で、ワクチン

や治療薬の効果によっては、成長率が上振れてく

る可能性もある。いずれにせよ感染症の帰趨は、

先行きの経済を見ていくうえで引き続き大きな

テーマであることは間違いない。

　このほか、海外経済の動向もリスク要因のひと

つである。例えば先ほどから申し上げているよう

な物流の停滞などの「供給制約」は、わが国だけ

でなく海外での経済活動にも制約要因となりうる。

さらに一概に見通すことの難しい資源価格の動向
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も、先行きの経済活動に関するリスク要因である。

　ここまで申し上げたことをもとに、当面の経済

情勢をみるポイントを挙げるとすれば、「感染症

と個人消費」「供給制約の影響」「原材料コスト上

昇と物価」の3つになるだろう。これらについて

データを確認していきたい。

　一つ目の「感染症と個人消費」について、上の

グラフからまず言えることは、やはり感染症の影

響はサービス消費において著しいということであ

る。左のグラフの「耐久財」をみると、――　左

右のグラフの目盛りが違う点には留意して頂きた

いが　――　サービスに比べて総じて落ち込みは

小さい。この「耐久財」のグラフには、二つの「谷」

があるが、2020年の前半の谷は、最初の緊急事態

宣言のもとでの外出自粛の影響が強く出ている。

　直近の谷は、半導体不足などの「供給制約」に

よる自動車減産の影響が強い。一方、右のグラフ

の「非耐久財」は、サービスに比べて変動は小さ

いものの、感染症拡大後には落ち込みがみられる。

衣料品などに外出機会の減少の影響が出やすいも

のの、昨年後半にはやや戻しているという推移と

なっている。

　次に、二つ目の「供給制約の影響」である。こ

の間の輸出の統計をみると、感染症の初期に比べ

れば落ち込みは小さいものの、足許では「供給制

約」の影響がみられている。輸出の内訳をみると、

やはり足許では自動車関係の落ち込みが顕著であ

る。生産面の統計である鉱工業生産指数を確認す

ると、2021年入り後に落ち込んだ後、足許では持

ち直しているようにみえる。当面の底は脱したも

のの、依然不確実性が残っているというのが現状

ではないかとみている。

　最後に「原材料コスト上昇と物価」である。輸

入物価指数をみると、国際商品市況の高騰を背景

として、飲食料品、石油石炭等、金属・同製品な

どの上昇が著しい。消費者物価指数をみると、今

申し上げたエネルギー関連が同様に押し上げ要因

になっているが、こうしたエネルギー関連や携帯

電話通信料のような一時的な要因を除いてみると、

足許の統計上で消費者物価のプラス幅を拡大する

大きな要因となっているのは、「財」すなわちモノ

である。

　こうしたモノの価格の上昇についてさらに詳し

くみると、主な上昇要因は「食料工業製品」であ

る。このように、価格上昇のかなりの部分が食品

関係に偏っているのがこれまでの状況であり、今

のところは、物価が全般に幅広く上がっていくと

いう状況にはなお距離があるのではないかという

感じがする。

　物価の先行きについて一概に言うことは難しい

が、例えば、携帯電話料金の引き下げは昨年の春
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に行われたので、それから1年経つ今春以降は、統

計上の前年比という意味では物価上昇の要因とは

ならない。この点からだけ考えると、春以降は物

価統計上でのプラス幅は大きくなるのかもしれな

い。もっとも先に申し上げた通り、少なくともこ

れまでの動きからすると価格上昇が多くの分野に

広がるという状況にはなお距離があるようにも思

われるところである。

　わが国の経済情勢全般に関するお話はここまで

として、ここからは、「感染症のもとでの消費関連

企業」というトピックに移りたいと思う。

　感染症の拡大は、個人消費に下押し圧力をもた

らしているが、この間の動きをみると、感染症が

拡大した時期に経済活動が大きく落ち込んだ後、

かなり持ち直す局面もあったりと、時期による振

れが大きいことが特徴のひとつである。また、例

えば同じ外食産業であっても「ファーストフード」

と「パブレストラン／居酒屋」では全く違う売上

状況となっており、感染症の影響を受ける度合い

には、業種業態や店舗により大きな違いがみられ

る。このことも、この間の個人消費の特徴である。

　こうした状況のもとでの消費関連企業の取り組

みは、大きく言えば3つの類型に整理できると考

えている。

　一つは、感染症対策としてアクリル板を設置す

るといった「ウィズコロナに特化した取り組み」

である。こうした対策は、仮に感染症が終息すれ

ば必要なくなるが、感染症が終息しない限りは必

要な取り組みである。二つ目として、今後の「需

要の回復に備える取り組み」がある。例えば、先

行きのインバウンドの回復に備えて設備の更新な

どを図るようなものが典型である。三つ目として、

「感染症のもとでの変化に着目した取り組み」があ

る。こちらは、典型的にはデジタル化のように、

感染症をきっかけに加速・拡大した変化が今後も

続くことを想定したものである。以下、それぞれ

の事例を紹介させていただく。

　一つ目の「ウィズコロナに特化した取り組み」

としては、アクリル板を設置する、入店者数を制

限するといった感染症対策がある。他に、職域接

種を行ったことをアピールし、その地域の客足増

加につなげたといった例もある。こうした感染症

対策のほかにも、例えば土産物需要が減ることで

配達車両の稼働率が低下した場合に、宅配業務を

請け負うことで車両を有効活用するといったよう

に、既存の経営資源を他の用途に転用する例もみ

られる。ホテルで手が空いたシェフが出張料理教

室を開催するサービスを始めるといった取り組み

にも、同様の意味があるといえよう。

　二つ目の「需要の回復に備える取り組み」は、

例えばインバウンドの再開に備えて客室の改装や

サービスの改善に取り組むというように、先々の

需要回復を見越した動きである。また厳しい状況

の中で他社が撤退することにより、よい立地の物

件が出てきているので先々を見据えて積極的に出

店するという事業者の例もある。

　三つ目の「感染症のもとでの変化に着目した取

り組み」としては、典型的にはデジタル化を挙げ

ることができる。消費関係企業のデジタル化は、

例えばeコマースやSNSの活用が典型例と言えよう。

こうした動きは感染症を契機に進んだものではあ

るが、eコマースの導入やSNSを通じた販売促進は、

人口減少やこれに伴う顧客基盤の縮小など多くの

地域企業がかねて直面してきた課題への対応にも

なる、という点にも注目すべきと考えている。ま

た感染症のもとでの非接触ニーズに対応してセル

フレジを導入するような例もあるが、こうしたも

のも感染症対策だけでなく人手不足という従来か

らの課題への対応につながることが意識されてい

る。

　デジタル化以外の分野では、テイクアウトやデ

リバリーにも似たような面がある。これらは、感

染症対策としての意味を持ちながらも、共働きや

単身世帯の増加や在宅勤務の普及など長い目で見

た家族構成やライフスタイルの変化にも対応する

側面も有しているということである。

　ここまで実際の企業の取り組みを3つの類型に

分けてみてきたが、企業がこうした取り組みを進

めるうえで課題としている点もいくつか存在する。

　一つは、人材やノウハウの不足である。企業か

らは、特にデジタル人材の不足を指摘する声が非

常に多く聞かれている。また資金の面では、感染

症による厳しい状況が続く中で借入を増やしてい

る企業が少なくない。厳しい経営状況を乗り切る

ための借入は必要なことながら、将来の返済負担

を勘案しながらどのように事業を展開するかには

難しさもある。さらに、消費者側がデジタル化の

過渡期にあるため、企業側でデジタル化を進めて

も企業と顧客とがうまく噛み合わないこともある。

タッチパネルを導入しても高齢層の方々にはあま

りなじまないといった例である。デジタル化と

いっても、社会全体の中で普及や浸透にばらつき

があるということだろう。

　色々と申し上げてきたが、感染症のもとでの消

費関連企業の取り組みは、感染症そのものに対応

すると同時に、企業が直面する従来からの課題の

解決にもつながりうるものである。このことが、

私が特に強く感じ、また注目に値すると考えてい

るポイントであることを申し上げて、ここまでの

まとめとさせていただきたい。
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　さて、ここからは話題を変えて「気候変動と地

域企業」のお話に移りたい。日本のエネルギー起

源CO2排出量は、産業部門が37％、運輸部門が20％

を占めるなど、排出量のうち相当程度を企業活動

が占めている。こうした中、中小企業へのアン

ケート調査結果をみると、8割程度の企業はカー

ボンニュートラルの影響に対する方策を実施・検

討していないとされているものもある。中小企業

にとって気候変動は、今の時点では自分たちに

とっては必ずしも身近な話題ではないという認識

もあるように思うが、一方で様々な取り組みが進

んでいるのも事実である。

　気候変動に関する企業の取り組みとしては、ま

ず気候が変わるので農作物の品種を改良すると

いったように、気候の変化そのものに対応する取

り組みがありうる。また例えば太陽光パネルの設

置などを通じて自社のCO2を減らす取り組みも、

活発になってきている。さらに、例えば電気自動

車関連のビジネスを拡大するといったように、脱

炭素社会に向かう中での需要の変化に対応する取

り組みも様々な分野で進みつつある。

　企業がこうした取り組みを進める背景や動機に

も、いくつかの類型がある。まず外部的な要請に

応えようとするケースがある。特に上場企業にお

いては、市場において気候変動関係の開示が求め

られるようになってきているほか、サプライ

チェーンの中で納入先などから取り組みが要請さ

れることも増えてきている。また、気候変動への

取り組みが金銭的なメリットにつながることもあ

る。脱炭素の推進に伴いエネルギーコストを削減

すれば、企業の収益上プラスに働くし、グリーン

ファイナンスの利用がより有利な資金調達につな

がることもありうる。補助金や助成金を利用でき

る場合もあるだろう。さらに、これらとは別に企

業イメージという視点もある。気候変動への取り

組みを通じ消費者からみた企業や製品のブランド

価値を高めるだけでなく、採用への好影響を期待

する企業も出てきている。

　このように、気候変動への取り組みを進めるこ

とにはメリットもありうる反面、企業から課題が

指摘されることも少なくない。例えば、エネル

ギーの節約によりコストが削減されるといっても

エネルギー価格は変動し得るものであり、長い目

でみてどの程度のコスト削減になるかは不確実で

ある。また、そもそもエネルギーは外部から調達

していることが多いため、自社でCO2排出量をコ

ントロールすることが難しい部分もある。そもそ

も気候変動に関して問題意識を持っていても、情

報やノウハウが不足しており何をどうしていいの

か分からないという場合も少なくなさそうである。

さらには、仮に気候変動に対応した新しい商品を

作ってもまだ需要があまり多くないとか、投資を

してもその回収が容易ではない、などと考えられ

ている部分もあるようである。

　ただ先々を展望すると脱炭素社会への移行は、

エネルギーなどの「物」、消費者の志向などの「人」、

そして規制や税制などの「仕組み」の面で、変化

をもたらすことが予想される。こうしたビジネス

環境の変化を踏まえて、企業経営のあり方を考え

ていくことが重要になってきていることは確かな

のではないだろうか。

　最後に、これまでの内容のまとめも兼ねて「経

済社会の変化と千葉県」の関係について少し触れ

ることにしたい。

　千葉県の製造業における従業者数や付加価値額

をみると、食品・化学・鉄鋼といった業種が大き

なシェアを占めているが、このうち化学や鉄鋼は

CO2排出量が少なくない業種でもある。したがっ

て、こういった産業分野がどのように脱炭素に向

けた対応をしていくかは、千葉県の地域経済全体

にとっても大きな注目点だと思われる。

　また千葉県は、工業において食品のウエイトが

大きいだけでなく農業も盛んな地域である。先ほ

ど申し上げたように、感染症の影響というだけで

なくライフスタイル・働き方あるいは世帯構成の

変化が食に関するニーズを変化させている面があ

る。この点をどう受け止めていくのかは、千葉県

にとっても一つのテーマだろうと思う。

　このほか、最近の千葉県内の企業立地をみると

物流施設の増加が目立っている。eコマースが盛

んになると、千葉県のように交通が利便で人口も

多い地域では物流施設が増え、建設投資や雇用を

支えるようになっている。デジタル化の影響は、

こうした形でも千葉県に及んできている。

　世の中には「良いこと」もあれば「悪いこと」

もあるわけだが、考えてみると「考え方や受けと

め方、対応の仕方によって良いことにも悪いこと

にもなること」というのも案外少なくない。今年

を展望しても、経済社会の様々な変化の中で、私

たちが直面するであろう「良いことにも悪いこと

にもなること」にどう対応していくのか問われる

ことになるだろうと思う。（文責　事務局：なお、

図表の出所は、日本銀行「経済・物価情勢の展望

（2022年1月）」）
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2021.6 
「ポストコロナの
成田空港と地域の成長」

㈱グリーンポート・
エージェンシー
代表取締役会長兼社長

濱田　達也

2021.6.
「PCデータ整理で
　業務効率化実践セミナー」
㈱ミセルカ
代表取締役　上口　まみ

2021.6
「バイデンのアメリカ」
元駐米大使、
（公財）中曽根平和研究所

理事長　藤﨑　一郎

2021.6
「地域における

プロスポーツの価値」
（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

2021.7
「落語で学ぶ

　相続・事業承継」
きざき法務オフィス

代表　木﨑　海洋
（こころ亭　久茶）

2021.6
「菅政権の課題と

これからの日本」
産経新聞東京本社
正論調査室

室長　有元　隆志

2021.7
「野球を通じた

人と地域の交流」
元東京オリオンズ
（現ロッテ）
選手・コーチ　木樽　正明

2021.7
「自由で開かれた
　インド太平洋と法の支配」
元駐オランダ大使、
（一社）日本外交協会

理事長　辻　優

2021.7
「千葉市内の新型コロナ
　ウイルスの状況について」
医療法人社団福寿会
鷲見医院

理事長　鷲見　隆仁

2021.9
「健康維持のために」
千葉大学医学部附属病院

副病院長　大鳥　精司

2021.9
「完売王が語る！」
㈱カワセ・
クリエイティブ・
カンパニーず
代表取締役　河瀬　和幸

2021.10
「千葉県の商工労働行政

について」
千葉県商工労働部

経済政策課　谷　雅之

　２２００２２１１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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２０２１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

2021.10
「中小企業にもできる

テレワークの推進」
㈱日立システムズ
ビジネスサービス事業部

主管技師長　山野　浩

2021.10
「コロナ禍での“災害への備え”
　『防災・減災セミナー』」
フリーアナウンサー
健康・防災・
安全管理アドバイザー

小久保　晴代

2021.11
「渋沢栄一の『論語と算盤』

で未来を拓く」
シブサワ・アンド・
カンパニー㈱

代表取締役　渋澤　健

2021.11
「オリ・パラのレガシーと

来年の景気見通し」
㈱ちばぎん総合研究所
専務取締役　松永　哲也

2021.11
「コロナ後の千葉県経済」
㈱ちばぎん総合研究所
取締役社長　前田　栄治

2021.12
「現在、未来のロボット」
千葉工業大学
未来ロボット技術研究センター

所長　古田　貴之

2022.1
「生涯元気で

過ごすための秘訣」
フリーキャスター
健康管理士認定講師

和田　奈美佳

2022.3
「大多喜を

ムーミン谷に！」
いすみ鉄道㈱

前社長　鳥塚　亮
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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6611回回

4)パターヘッドをボールにセットしてアドレスを
します
5)テークバックは一切とらず、アドレスからフォ
ロースルーで、ボールをターゲット(ペットボ
トル)に向かって押し出します

　この時に、動きが良け
ればボールがペットボト
ルに当たります。左へ外
せばフェース面が左へ向
いていたり、フォロース
ルーが左へ出ていたりし
ます。
　このドリルで10球連続
当たるようになったら、
バックスイングを5～10センチほど上げて、先程
と同じようにフォロースルーをとってみましょ
う！
　これで、“寄せワン”が可能になる、ショート
パットのストロークが身に付きます！

　せっかく寄ったアプローチも、パットが入らな
ければ意味がありません。コースで結果が出る準
備をしてみてはいかがですか？

●　すぐに使えるゴルフ上達のヒント満載！

「ショートパットの精度を上げる」

　みなさんこんにちは。石渡俊彦です。

　女子のツアーも開幕して、いよいよゴルフシー
ズンとなりました。みなさんもコースへ行く機会
が増えたのではないでしょうか？
　ドライバーを打って、セカンドショットでグ
リーンを狙う！　上手くオンすればいいですが、
半分以上はアプローチをすることになります。
「ナイスアプローチ！」と声をかけてもらっても、
締めのパットが決まらなければアプローチも台無
しです。

　そこで今回は、スコアメイクのキーとなる、
“ショートパット”の簡単練習法を紹介致します。
　まず、ショートパットをよく外すプレーヤーに
見受けられるのは
①フェース面がターゲットに向いていない
②バックスイングが、距離に対して大きい
③インパクトでフェース面の向きが変わってしまう
などがあります。

　①のミスは、ボールとターゲットを結ぶ、ライ
ンや方向を示す物を使えば修正出来ます。
　②はテークバックが大きいためインパクトでグ
リップが緩み、力ないボールで右へ外れやすくな
ります。
　また、③は結果を気にし過ぎて、ヘッドアップ
などで方向がずれてしまう。
　こういったミスを減らすためには、セットアッ
プの向き、そしてフォロースルーでクラブフェー
スがターゲットへ向かって出せれば改善します。

　では、家でも出来る練習方法を説
明します。

1)ペットボトルをカーペット(ボー
ルが転がりやすい敷物)に置きま
す
2)ペットボトルから1～1.2メートル
ほどの距離にボールを置きます
3)ボールとペットボトルの間に、ガ
イドラインとなるクラブ(または
棒状の物)を両サイドに置きます 

詳しい指導は「ゴルフスタジオ f 千葉みなと」
までお問い合わせください。
千葉市中央区中央港1-16-3　TEL.043-239-7782

石渡俊彦　youtube
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TEL:043-203-3070
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　最近のスポーツ界は、多くの日本人アスリート

の活躍が報じられている。東京2020オリンピック

競技大会では、多くの日本人アスリートが活躍し、

過去最多の金27、銀14、銅17の計58個メダルを獲

得した。夏季オリンピックだけでなく、冬季オリ

ンピックでも、日本人アスリートの活躍ぶりを見

るにつけ、スポーツを通じて、多くの国民に勇気

と感動を与えていることだろう。こうした多くの

アスリートの活躍によって、競技人口の少ないマ

イナースポーツにも光が当たるようになり、ス

ポーツ人口も増えてきているのも事実だ。スポー

ツに汗を流す人々が日常生活でも見られるように

なり、いまや日本は世界でも指折りのスポーツ大

国だと言っても過言ではないだろう。

　もちろん、スポーツが国民生活に広く浸透して

いるのは、スポーツに取り組みやすい環境が充実

してきたこともあるだろう。競技施設や練習器具

などのハード面の整備や快適なスポーツ用品の開

発などソフト面の充実がバランスよく進展してき

た。その一角を支えているのが、日本発の世界で

も有力な総合的なスポーツ用品メーカーの成長が

大きく貢献している。米国のNike、ドイツの

adidasやpumaに引けを取らないのが、日本のミズ

ノである。

　ミズノの創業は1905（明治39）年に遡る。100年

を超える長寿企業だ。長寿企業にもかかわらず、

ビジネス誌で取り上げられることは少ない。ミズ

ノの社名ですら、登記上の正式名称が「美津濃株

式会社」であるとは知られていないほどだ。この

総合スポーツ用品メーカーとして独特の事業を

脈々と展開してきたミズノのミステリアスな正体

を、ブランディングの視点から解き明かすのが本

書である。水野利八氏を創始者とするミズノは、

現在水野家4代目である水野明人氏が社長を務め

ている。

　創業当時は野球のボールを輸入販売する雑貨商

であった。その後、ユニフォームの企画販売やス

ポーツ用具の生産販売に取り組んだ。中心となっ

た事業は野球関連であり、春の選抜や夏の甲子園

にも惜しみなく協賛した。職人を大事にする社風

でもある。野球のグラブやバットづくりで現代の

名工に称される人物を輩出している。祖業の野球

だけではなく、ゴルフや陸上競技、冬のスポーツ

の花形であるスキーやスピードスケートでも、超

一流アスリートの支持を得ている。ミズノのス

ポーツ用品を愛用するアスリートのなかには、自

身の身体の一部と感じている人物もいるほどだ。

こうした技術の蓄積によって、多種多様なスポー

ツ用品の開発はもとより、現在では運送会社やコ

ンビニのユニフォーム、マスクなどの生活用品も

手掛けるようになっている。

　外資系ブランドのスポーツ用品が価格高騰して

いることに対して、ミズノの製品は初心者の学生

や子どもにとって、手ごろな価格帯と適度なパ

フォーマンスをもたらす製品を豊富に揃えている。

デザイン性を追求することで消費者を煽るような

高価格の製品を正当化するのではなく、長く続け

られる愛好家を育てたいとの意向があるからだ。

　少子化が進む日本では、スポーツ市場の拡大は

見込めない。スポーツ以外の新たな領域にも挑戦

する必要がある。それが、確かな技術に基づく快

適な生活用品の開発や、スポーツ環境の維持向上

を図るための施設や公園の管理事業などである。

超人的な成果が問われるアスリートは故障が多く、

選手生命も短い。とはいえ、適度なスポーツは健

康を増進し、気持ちを前向きにする効果がある。

ミズノが長寿企業である秘訣は、スポーツとの良

好な関係を人々に提供することを支援しているか

らではないだろうか。

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88888888885555555555回回回回回回回回回回第85回

『ミズノ本』

村尾 隆介 著 ワニブックス社：2020年
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第121回
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　令和4年2月8日の労務法制委員会において、「非

正規雇用契約社員を巡る実務対応と留意点」と題

する講演をおこないました。そこで今回は、その

講演でも述べたパート・有期法について書いてい

きたいと思います。

Ｑ1　同法の概要について教えてください。
Ａ　パート・有期法（「短時間労働者及び有期雇
用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」）は、

従前のパートタイム労働法が改正され、名称が変

更されたものです。

　具体的には、①適用対象者を拡張し、有期雇用

労働者も同法の適用対象とした上で（有期雇用労

働者については、従前は労働契約法20条が適用さ

れていました）、②正規労働者と非正規労働者と

の間の不合理な待遇差解消の実効性を確保するた

めの制度が設けられました。

　これにより、パート・有期法の均衡待遇規定（同

法8条）、均等待遇規定（同法9条）が有期雇用労働

者にも適用されることになりました。

　同法は、現在、中小企業を含む全ての事業主が

適用対象とされています。

Ｑ2　均衡待遇規定（同法8条）とはどのような
規定でしょうか？

Ａ　同法8条は、正規社員と非正規社員との間に
不合理な待遇差を設けることを禁止しています。

この規定は「均衡待遇規定」と呼ばれています。

　不合理と認められるか否かは、それぞれの待遇

について、①職務内容・責任の程度、②職務内容・

配置の変更の範囲、③その他の事情のうち、④当

該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして

適当と認められるものを考慮して、判断を行いま

す。

　比較の対象になる待遇は、基本給、賞与に限ら

ず、各種手当や福利厚生など、全ての待遇になり

ます。これらの待遇それぞれにつき、個別に待遇

差の不合理性を判断します。 

Ｑ3　均等待遇規定（同法9条）とはどのような
規定でしょうか？

Ａ　同法9条は、事業主が、非正規社員について、
①正規社員と職務の内容が同一で、かつ、②雇用

関係終了までの全期間において、職務の内容・配

置が正規社員と同一の範囲で変更されることが見

込まれる場合、非正規社員であることを理由とし

て、全ての待遇それぞれについて、差別的な取扱

いを行うことを禁止しています。この規定は「均

等待遇規定」と呼ばれています。

　先程の均衡待遇規定は、差異があること自体を

否定するものではなく、差異がある場合にその差

異が不合理か否かを判断するものでした。これに

対し、この均等待遇規定は、上記の要件を充たす

場合、「全ての待遇について、正規社員と全く同じ

取扱いをしなければならない」というものです。

Ｑ4　均衡待遇規定、均等待遇規定に違反した
場合にはどうなりますか？

Ａ　これらの規定の違反となる待遇の差異は、
無効となります。その結果、無効となった部分に

つき、事業主は、不法行為に基づく損害賠償責任

を負うことになります。

　また、厚生労働大臣による報告徴収、助言、指

導及び勧告の対象になります（同法18条1項）。そ

の上、均等待遇規定に違反する場合で、かつ、上

記勧告を受けたがこれに従わなかった場合には、

公表の対象になります（同法18条2項）。

　これらのことから、事業主においては、まず均

衡待遇規定、均等待遇規定の適用を回避する手立

てを十分講じるとともに、万が一これらの規定の

適用がされてしまう場合には、速やかに改善措置

を講じる必要があります。

労務法制委員会Ｑ＆Ａ
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けやき総合法律事務所　　　　　　　　

弁護士　鳩　貝　　　滋　氏
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2022年度支部総会は書面開催となりまし2022年度支部総会は書面開催となりましたた

　2022年4月に予定しておりました2022年度支部総会につきましては、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止の観点から、書面開催（講演会・懇親会は中止）にさせて
頂くこととなりました。
　何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

講演会

日　時
場　所

講　師内　容

6月6日（月）
12：00～14：00
京成ホテルミラマーレ

産経新聞
　編集局長　五嶋　清　氏

特別講演会
「岸田政権の行方と日本の基本問題」

6月9日（木）
13：00～14：30
クロスウェーブ船橋

(元)東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会
㈱川崎フロンターレ
　プロモーション部部長
　天野 春果 氏

第194回経協フォーラム
（県西4支部共催）
「限界突破で夢を叶える方法
　～川崎フロンターレの事例から

見る発想力と巻き込む力～」

7月5日（火）
【講演会】
15：00～16：30
【懇親パーティー】
16：30～18：00
アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

銚子電気鉄道㈱
　代表取締役　竹本 勝紀 氏

新会員歓迎特別講演＆懇親パーティー
「逆境に負けない」

7月7日（木）
12：00～14：00
京成ホテルミラマーレ

キャノングローバル戦略研究所
　研究主幹　宮家 邦彦 氏

特別講演会
「米中ロ対立下における2022日本外交」

7月13日（水）
12：00～14：00
蓬莱閣

大髙醤油㈱
　取締役会長　大髙 和郎 氏

研修会（山武・印旛支部共催）
「地方創生と地域経済（仮）」

詳しくは同封のチラシをご覧いただくか、
右のＱＲコードのページをご覧ください

＜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＞＞

セミナー・行事のご案内
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委員会・研究部会

日　時
場　所

講　師内　容

5月10日（火）
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　小林　貴行　氏

第1回労務法制委員会【セミナー】
「新しい働き方の推進と労務管理のあり方」

6月1日（水）
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

第2回労務法制委員会【セミナー】
「ポストコロナ時代における

安全衛生管理の留意点」

6月27日（月）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

㈱Gentle
　代表取締役　中村　成博　氏

第2回人づくり委員会【セミナー】
「ポストコロナの働き方
　～人材育成・コミュニケーションどう変わる～」

7月1日（金）
12：00～14：00
京成ホテルミラマーレ

シッティングバレーボール
（Sitting Volleyball）
パラリンピック日本代表選手

第1回スポーツ応援部会【講演会】
「世界に挑戦したシッティングバレーボール」
　～東京2020パラリンピック日本代表の挑戦～

7月14日（木）
12：30～13：30
京成ホテルミラマーレ

㈱大崎コンピュータエンヂニアリング
千葉支店　
千葉営業部　井上　壮一　氏

第1回青年経営者クラブ【講演会】
「2024年1月ISDN終息
　～あなたの会社は大丈夫か！～」

7月26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
　柿田　徳宏　氏
　鳩貝　  滋  氏

第3回労務法制委員会【セミナー】
「ハラスメントの法律と実務」

7月28日（木）
12：00～14：00
三井ガーデンホテル

千葉県副知事　穴澤　幸男　氏
第1回空港特別委員会
「成田空港の更なる機能強化と

県内経済への効果」

視察・交流

場　所日　時内　容

館山方面
（京成成田駅集合）

5月20日（金）
8：00集合

寺と温泉　～那古寺・たてやま温泉「千里の風」～（印旛支部主催）

久能カントリー倶楽部5月27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23日（木）
8：30集合

会員親睦ゴルフ大会「第16回あじさいカップ」（12支部共催）

フクダ電子アリーナ
7月23日（土）
14：00
試合開始

ジェフユナイテッド市原・千葉を応援しよう！（千葉支部主催）
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研修・セミナー

日　時
場　所

講　師内　容

4月　B日程
11日(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

新入社員研修

10月11日(火)又は
10月12日(水)から選択
両日9：30～17：00
千葉県経営者会館

新入社員フォローアップ研修
　※新入社員研修とセット申込で割引となります

4月27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
　山本　恵子　氏

2年目社員　ブラッシュアップ研修

5月16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

管理職のための女性活用セミナー
　～女性社員の強みを活かすマネジメント術～

5月19日（木）
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」

5月30日（月）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

宇都木社会保険労務士事務所
　社会保険労務士
　宇都木　美穂　氏

労務管理セミナー（三者協定事業）
「はじめて人を採用する方、
　はじめて人事労務担当になった方のための

知っておきたい人事・労務業務の基礎知識」

6月20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21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（金）
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27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アップ＆スキルアップセミナー

8月4日（木）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

千葉労働局
　職業安定部　職業安定監察官

第3回人事労務講座
「採用選考時の留意点徹底検証」
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第50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　132,000円　　非会員　165,000円

単講：会員　 14,300円　　非会員　 17,600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2022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

(消費税込み)

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院 教授）労働法の基礎と人事管理(火)6/28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)7/11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)8/2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) 8/29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)9/15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)10/4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(火)10/25第 7 講

緒方　彰人　氏（弁護士）退職・解雇・懲戒の法律実務(金)11/4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」(火)11/29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)12/8第　10　講

 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　 kaseh@chibakeikyo.jp 
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委 員 会 ・ 支 部 だ よ委 員 会 ・ 支 部 だ よ りり
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部会長　田村　哲子　氏

　　　（㈱ワークス　代表取締役社長）

　社会貢献活動部会では2016年より経済的な理由

で修学が難しい県内の高校生へ奨学金を贈呈する

「ポケットマネークラブ奨学金」事業を行っていま

す。奨学金は会員の皆様方からの募金で成り立っ

ており、今年度は193万円のあたたかい善意が寄

せられました。受給希望者の募集は千葉県教育庁

が県立高校へ、会員私立高校へは当協会が行いま

した。その結果、25名の応募があり、11月の社会

貢献活動部会で選考を行った結果、25名全員に1

人8万円を贈呈することとなりました。例年、奨

学金贈呈式を開催していましたが、今年度は昨年

同様、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点

により贈呈式は行わず、各高校の担当の先生にお

渡しし（一部、振り込み）、学校長より生徒へ贈

呈して頂きました。

　この6年間で主に会員の皆様方より頂戴した浄

財は1,339万円にのぼり、述べ175名の高校生に一

人6～8万円の奨学金を贈呈することができました。

改めて、「ポケットマネークラブ奨学金」にご寄付

頂いた皆様方に感謝申し上げますとともに、引き

続きあたたかいご支援をお願い申し上げます。

「ポケットマネークラブ奨学金」に

ご支援ありがとうございます

【ご寄付いただいた皆様】 （2月14日現在）

＜会員企業等の皆様＞（五十音順、敬称略）

㈲アァネット、旭建設㈱、㈱東インテリア、

㈲アドヴァンスワイズ、阿部建設㈱、学市川
学園、㈱上野工業所、㈱エステーホーム、㈱

大崎コンピュータエンヂニアリング、木更津

木材㈱、九十九里ホーム病院、京成建設㈱、

㈱京葉銀行、京葉ロジコ㈱、㈱弘報社、三栄

メンテナンス㈱、㈱サンケイちば企画、白鳥

製薬㈱、㈱セキネ、社会保険労務士法人曽我

事務所、㈱新昭和、損害保険ジャパン㈱千葉

支店、大和ハウス工業㈱千葉中央支社、㈱千

葉銀行、学千葉経済学園、千葉県経営者協会
事務局、㈱千葉興業銀行、ちば国際税理士法

人、千葉信用金庫、千葉製粉㈱、学千葉黎明
学園、㈱千葉日報社、銚子信用金庫、㈱鶴商

メンテナンス工業、㈱ティーケーピーガーデ

ンシティ千葉、東洋ケミカルエンジニアリン

グ㈱、ナカノ㈱、双葉電子工業㈱、㈱マック

ス、㈱マルコウ中村組、㈱マルトシ、雪和食

品㈱、㈲ランディック市川、㈱ワークス

＜団体の皆様＞

新会員歓迎特別講演会参加者

＜個人の皆様＞

石井正様(石井開運㈱)、小松喜久子様（㈱二

葉空調）、菅間健様(㈱千葉ユニホームセン

ター)、杉本雅視様(神田外語大学)、田村哲

子様(㈱ワークス)、西村清様(学千葉黎明学
園)、福井順子様(福井電化工業㈱)、渡部茂

樹、髙橋秀穂(千葉県経営者協会)
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ポケットマネークラブ奨学金
＜受給者からの感謝文（要約）＞

　自立支援ホームで生活をしており、

生活費は自分でアルバイトをして捻

出しています。頂いたご恩を忘れな

いようにして、しっかり勉強し安定

した仕事に就きたいと思っています。

(2年)

　家族のために一生懸命働いてくれ

ている母に感謝し、また、今回奨学

金で私たちの家族を支えて頂いたこ

とに感謝し、与えられた学びのチャ

ンスを今まで以上に生かしていこう

と思っています。

(2年)

　高校でバレーボール部に入り、

日々練習に励んでいます。部活と勉

強のどちらも頑張っていけるよう時

間を大切にしながら高校生活に励ん

でいきたいと思っています。

(1年)

　頂いた奨学金を教科書購入や通学

定期券購入に充てさせて頂きました。

支援して頂きありがとうございまし

た。

(1年)

　頂いた奨学金への感謝を忘れず、

将来困っている人たちを助けられる

人になりたいと思っています。未来

への一日一日を大切にしていき、夢

をかなえていきたいと思います。

（2年）

　新型コロナウイルスの影響で父が

仕事を失ってしまいました。急に収

入が無くなったので、家庭の経済状

況が一気に悪くなりました。奨学金

を頂くことができとても嬉しく思い

ます。ありがとうございました。

(1年)

　小学6年生の時に父を亡くしてか

ら、母子家庭で母と妹の3人で生活

しています。少しでも母の経済的負

担を減らしたいと思い、応募させて

頂きました。奨学金を頂いたことで、

今まで以上に学習に対する意識も高

まり、何事も前向きな気持ちで取り

組んでいます。

（2年）

　給付して頂いた奨学金は、これか

らの目標達成のための学習に使って

いこうと思います。夢に向けて、高

校生活でできることを精一杯頑張っ

ていきます。

（1年）

　奨学金を頂き、生活面での負担が

軽減され、高校生活での勉強や部活

動に力を注ぐことができました。私

には「子供向けの物語を作る」とい

う夢があります。子供たちが感動で

きるような物語を作れるよう、勉学

に励んでいきたいと思います。

（2年）

　制服のスカートをできるだけ安く

購入するためにインターネットで購

入しましたが、規定のものと少し

違っていました。頂いた奨学金の一

部をスカートの購入費用に使いたい

と思います。皆様方への感謝の気持

ちを忘れず目標の実現に向け、今ま

で以上に努力していきたいと思いま

す。本当にありがとうございました。

（1年）

　母から「一生懸命何事も頑張って

いれば良い結果がでてくるから、こ

の調子でがんばろう。努力に勝るも

のはない！」と言われ、部活動も勉

強も頑張っています。奨学金受給の

連絡を受けた時は、日々の努力が認

められたのだと思い、とてもうれし

く思いました。将来、スポーツに関

わる職業に就くため、これからも頑

張っていきたいと思います。

（1年）

　母子家庭で中学生の弟もいるため、

母の収入のみでは生活が苦しい状況

です。頂いた奨学金は学費の一部や

部活の道具の購入に活用させて頂き

ます。将来は動物園の飼育員になり

たいと思っています。夢を叶えて母

やご支援頂いた皆様に恩返ししたい

と思います。本当にありがとうござ

いました。

(1年)

　ご支援頂いた奨学金で、部活で使

う新しい練習着やシューズを購入し、

関東大会に出場できるよう努力して

いきます。これからの学校生活は辛

いことや困難なことが沢山あると思

いますが、支えてくださる方々に感

謝し、より良い学校生活を送れるよ

うにしていきたいと思います。

（1年）

　私の家庭は経済的に大学進学でき

る環境ではありませんが、将来の職

業として医療、教育、スポーツなど

の分野に興味が湧いています。頂い

た奨学金の一部を大学のオープン

キャンパスへの交通費や資料請求の

ために使いたいと思います。奨学金

を頂き本当にありがとうございまし

た。

(2年)
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　母はシングルマザーで女手一つで

私を育ててくれました。しかし病気

を患ってしまい、仕事ができなくな

り収入が無くなってしまいました。

今回頂いた奨学金は、高校の教材費

に使いたいと思います。奨学金を支

給して頂きありがとうございました。

（2年）

　両親が離婚調停中で別居しており、

仕送りもありません。生活費を工面

するためアルバイトをしていますが、

自分の学費まで賄うことは難しく奨

学金が必要でした。頂いた奨学金は

学費や定期代に使用させて頂きます。

ご支援頂いた全ての方にお礼申し上

げます。ありがとうございました。

（2年）

　母の体調が良くないので、弟と協

力し家事をしています。食事にはあ

まりお金を使わないよう、工夫しな

がら生活をしています。奨学金は家

計を少しでも安定させるため、食材

などに使いたいと思っています。本

当にありがとうございました。

（1年）

　奨学金は交通費、学費の一部とし

て使わせて頂きたいと思います。母

子家庭なので、いつも「お金」のこ

とで不安を抱えていましたが、奨学

金のおかげで心に余裕が生まれまし

た。将来は管理栄養士を目指したい

と思っています。ご恩を忘れず、よ

り充実した学校生活を送って行きた

いと思います。

（1年）

　奨学金を頂いたことで今まで諦め

ていた資格関係の参考書が買えるよ

うになり、より一層勉強に力を入れ

ることができるようになりました。

また、奨学金をきっかけに親と家の

お金について話すことができ、家族

の愛が深まったと思います。本当に

ありがとうございました。

（1年）

　母子家庭で兄弟も多く、経済的に

余裕がなく、高校へ進学するのはと

ても母に申し訳ないと思っていまし

た。奨学金のご支援を頂き、母への

負担を少しでも減らすことができ、

勉強に集中できるようになりました。

ありがとうございました。

（1年）

　「お金が無い」、「時間も無い」そ

んな状況が続き、悲しみに押し潰さ

れそうになっていました。でも、私

にも手を差し伸べてくださることを

知り、胸が熱くなりました。「嫌な

ことは多いけれど頑張ろう」と前向

きな気持ちを持つことができました。

（1年）

　頂いた奨学金で参考書を購入し、

日々勉強に励んでいます。高校卒業

後、私立大学に進学したいと考えて

おります。奨学金を頂いていること

への感謝を込め、これからも日々学

力の向上を目指してまいります。

（1年）

　弟が3人います。中学生の弟は受

験を間近に控え、受験料の出費が多

くなり、最近では生活費を工面する

のがとても大変な状況となっていま

す。奨学金は学費等の支払いに充て

させて頂きたいと思います。本当に

ありがとうございました。

（2年）

　自立援助ホームで生活しています。

ここでは20歳までに一人で生活でき

るだけのお金を貯めなければなりま

せん。頂いた奨学金は貯金や服など

のために使いたいと思っています。

（2年）

　将来、ブライダルの仕事に就きた

いと思い、大学進学費用や教材費用

を準備していました。今回、思いが

けず奨学金を頂けたことで、アルバ

イトの時間を勉強に多く割くことが

できました。ご支援頂きありがとう

ございました。

（1年）

経済的な問題で修学できない高校生の支援をお願いします。少しの思いやりで救える人生があります。

○「ポケットマネー奨学金」寄付窓口　　　　　　　　　　　　　

（一社）千葉県経営者協会　石田・武藤 　TEL：043-246-1158
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　2月17日（木）、連合千葉との定期懇談会が京成

ホテルミラマーレにて開催された。昨年度の本懇

談会は新型コロナウイルス感染症対策として人数

を大幅に絞っての開催となったが、今年度は感染

症対策を徹底したうえで通常通り開催し、経営者

協会からは三枝会長をはじめ15名、連合千葉から

は永富会長をはじめ10名が出席した。

　冒頭、三枝会長より「県内経済は業績回復傾向

の業種が見られる一方、未だ業績回復には至らな

い業種も見られる“K字型回復”の状況にあり、そ

の影響は雇用環境の悪化にも及んでいるが、労働

者保護と人材流出防止の観点から経営者として引

き続き雇用の維持に最大限努めていく。また、今

後SDGｓへの取り組みやデジタル技術の進展など、

様々な分野でイノベーションが進むことが想定さ

れる。このような時こそ労使双方で知恵を出し合

い、持続可能な経済の発展と全ての人が個性と能

力を十分に発揮できる社会を築き上げることが必

要だ。」と挨拶を行った。

　連合千葉の永富会長会長からは「先日、連合会

長と経団連会長とのトップ会談が行われ、2022春

闘が本格的にスタートした。連合は本春闘を、将

来を見据え何が出来るか、何をすべきかについて

中期的な視点を持って取り組む“未来づくり春闘”

と位置付けている。また、春闘のキーワードであ

る“人への投資”の考えは経団連とも一致してい

ると考えている。妥結結果はもちろんだが、交渉

経緯も重要視し、交渉で働く者の思いを伝えてい

きたい。」と挨拶があった。 

　次に、両団体の活動報告として連合千葉より

「2022年連合白書について」、「労働相談の現状に

ついて」それぞれ説明があった。このうち労働相

談の現状についてでは、コロナ禍により雇用関係

の相談件数が増加傾向にあること、特に非正規雇

用で働く女性への影響が大きい点などが具体的

データから示された。また、経営者協会より

「2022年版経営労働政策特別委員会報告（経労委報

告）について」、「2021年度労働法制関係の情報提

供について」それぞれ要点やセミナーの実施状況

について説明を行った。

　その後、懇談会は連合千葉から提起された3つ

のテーマに沿って意見交換が行われた。

【懇談会テーマ】

　1．付加価値の適正分配｢取引の適正化｣について

　2．ジェンダー平等・多様性の推進について

　3．各種法改正への対応について

　また、問題提起されたテーマの他にも「コロナ

禍における外国人労働者の現状について」や「育

児休業取得率の向上について」、「春闘方針・要求

の考え方について」等、両団体より幅広い面から

意見交換が行われた。

　懇談会は最後に経営者協会 羽生副会長兼労務

法制委員長より、連合千葉 中島事務局長よりそ

れぞれ総括が述べられ、終了となった。

【連合千葉　永富会長】【経営者協会 三枝会長】

【連合千葉 中島事務局長】【経営者協会 羽生副会長】
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委員長　三枝 紀生氏

（京成電鉄㈱　相談役）

　3月10日（木）委員22名の出席により2022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。

　委員会では2022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2022年度政

策要望の大項目に沿ってそれぞれ要望内容が検討

された。

【2022年度政策要望 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.「災害に強い県土づくり」

3．「持続可能な県内経済の発展に向けて」

4.「新しい働き方の実現に向けて」

5.「成田空港と地域の更なる成長について」

　検討終了後、今回出された意見をもとに、5月開

催予定の第3回政策委員会でさらに検討していく

ことを確認した。

　その後、連合千葉から当協会に要請のあった、

2021年度政策制度要請に対する当協会の回答案に

ついて事務局より概要説明があり、承認された。

　3月10日（木）2021年度下期参与会が参与31名の

参加でホテル ザ・マンハッタンにおいて開催された。

　冒頭、三枝会長より「昨年末からのオミクロン

株の出現により感染が予想を遥かに超えて急拡大

し、コロナとの闘いも3年目に突入した。依然と

して予断を許さない状況であるが、コロナ禍を

きっかけに浸透し始めた新しい働き方やデジタル

化等のイノベーションの波を積極的に受け入れ、

ウィズコロナの下で経済回復を成し遂げていかな

ければならない。また、SDGsへの取り組み等今後

も多くの課題があるが、千葉県の豊かな資源や観

光資源等のポテンシャルを活かし官民一体となっ

て県内経済の発展と中小企業振興に貢献して参り

たい」と挨拶が行われた。

　続いて髙橋局長より「2021年度事業報告並びに

2022年度事業計画・予算」について報告があった。

　2021年度は1月末実績及び2～3月の見込み数で

176事業の実施により参加人数は2,067会員、

3,882名となり、前年度比で参加会員数＋549会員、

参加人数＋504名と増加した。なお、新型コロナ

ウイルス感染症等の影響によりオンライン開催が

9事業、書面開催が18事業、中止は34事業となった。

続いて、政策要望活動、会館事業、組織強化等に

ついて説明が行われた。

　次に2022年度の活動について「ウィズコロナ・

ポストコロナにおける最適で有意義な会員交流事

業の展開と適時適切な情報提供に心がけるととも

に、会員増強に努め、より一層の組織強化を図る」

を活動方針として活動を行う旨の説明が行われた。

　下期参与会終了後、いすみ鉄道㈱前社長であり、

現在はえちごトキめき鉄道㈱取締役社長の鳥塚亮

氏を講師に招き、「大多

喜をムーミン谷に！～い

すみ鉄道の生き残り戦略

～」と題した第40回経協

トップセミナーが46名の

参加で開催された。（講

演内容は8月号に掲載予

定）
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【講師の鳥塚亮氏】
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　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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―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―
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◇◆◇ お問合せ先 ◇◆◇　35歳からの正社員チャレンジスクエア

　TEL：043-245-9431 

　URL：https://chiba-challenge-square.com/

　E-mail：chiba-hyougaki@pasona.co.jp
35歳からの正社員チャレンジスクエアは、千葉県が運営する就職氷河期世代向け専門窓口です。

３５歳からの正社員チャレンジスクエアのご案内

求職者との

交流イベント実施！

（交流会、職場見学等）
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　県では、県内企業への正社員就職を目指す、概ね35～50歳の方を対象とした専門相談窓口「35歳からの

正社員チャレンジスクエア」を設置しています。

只今、「就職氷河期世代人材」の活用を希望する企業様を募集しています！

　働き盛りで意欲のある「就職氷河期世代人材」が、貴社で戦力として活躍できるよう、全力でサポート

させていただきます。

☆企業様向けメニューは以下のとおりです。お気軽にご相談ください☆

求人登録無料！

権

研

犬

硯

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

献
献
献
献
献
献

献
献
献
献
献
献

採用・定着の

ノウハウの提供！

権

研

犬

硯

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

献
献
献
献
献
献

献
献
献
献
献
献

意欲のある

人材のご紹介！

権

研

犬

硯

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

献
献
献
献
献
献

献
献
献
献
献
献

　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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　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。

　みなさんのアイデアやプロジェクトなどを、実証実験・社会実装するフィールドとして、千葉県を

選んでいただけるよう支援します。

　取組主体（企業・大学・団体等）と市町村（フィールド）等の間で総合的な連絡・調整を行います

ので、「千葉県でやってみたい」と思う方は、ぜひお問い合わせください！

☆支援例は以下のとおりです。お気軽にご相談ください☆

千葉県実証実験ワンストップ窓口を開設しました

フィールド市町村等

との調整

権

研

犬

硯

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

献
献
献
献
献

献
献
献
献
献

実証実験等に必要な

手続きに係る相談対応

権

研

犬

硯

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

献
献
献
献
献

献
献
献
献
献

フォローアップ調査の

実施に向けた相談対応

権

研

犬

硯

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

献
献
献
献
献

献
献
献
献
献

活用できる補助金等の

支援策情報の提供

権

研

犬

硯

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

献
献
献
献
献

献
献
献
献
献

その他実証実験等の

実施に必要な支援

権

研

犬

硯

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

献
献
献
献
献

献
献
献
献
献

実証実験等の実施に係る周知

（県ホームページへの掲載等）

権

研

犬

硯

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

献
献
献
献
献

献
献
献
献
献

◇◆◇ お問合せ先 ◇◆◇　千葉県実証実験ワンストップ窓口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県商工労働部経済政策課内）
　TEL：043-223-2703

　URL：https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/jisshoujikkenn.html

　E-mail：keisei-seisaku@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県実証実験ワンストップ窓口は、千葉県が運営する、実証実験・社会実装を支援する総合窓口です。
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会 員 異 動

ＪＦＥ東日本ジーエス㈱

　代表者：代表取締役社長　平川　宏

㈱セレス・キャピタル

　代表者：代表取締役　山田　敏郎 

㈱常陽リビング社

　所在地：市川市市川南2-8-8

　　　　　　京葉ガス本社1階

（変更箇所のみ掲載しています）



ひとつの道を歩んで50年。

ほんの少しでも誰かを幸せにできていたら…。

家づくりから、人々の暮らしを

支えつづけてきた新昭和。

これからも、皆様のそばで

新しい未来を奏でてまいります。

新昭和グループCMキャラクター 　寺尾聰さん

https://www.shinshowa.co.jp〒299-1144  千葉県君津市東坂田4-3-3
TEL.0439-54-7711（代）



http://keisei-const.jp/



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

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㈹
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▲表紙写真のコメント

▲

学校法人瀧澤学園

　こんにちは！

　当校は日本人と外国人、合わせて約600名が在籍

している学校です。留学生はアジア17ヶ国の国々か

ら来ており、日本で働く目的で日々勉強やアルバイ

トを頑張っています。

　高校生を含めて毎年様々な企業様に就職をさせて

いただいていますが、各分野で活躍できる人材の育

成に今後とも職員一同、全力を挙げて取り組んでま

いります。

　また、この4月より「物流ビジネス科」を開設し、

物流業界の活性化に少しでも尽力できるよう努めて

まいります。

　最後に各業界の企業の皆さま、当校の人材にご関

心があればいつでもご連絡ください。どうぞよろし

くお願いいたします。

訂正とお詫び

　3月号に掲載しました内容に誤りがありましたの

で、訂正しお詫び申し上げます。

　裏表紙　広告

　株式会社畔蒜工務店

　（正）代表取締役　畔蒜　義文

　（誤）代表取締役　畔蒜　毅




