
代表者のみならず、経営幹部、管理職が
関心ある分野の委員会・研究部会にご参加ください。

委員会・研究部会では、相互啓発や人的ネット
ワークの構築・交流を目的として、企業経営に資
する様々なテーマを取上げて調査・研究を行っ
ています。 常
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労務法制委員会
委員長 羽生 弘 氏 （京葉瓦斯㈱ 取締役社長 社長執行役員）
人事労務管理上のトラブル未然防止、人事労務担当
者のスキルアップを目的として労働法制改正関連を中
心としたセミナーを行う。

2021年度は職場のメンタルヘルス対策と法的
留意点、多様で柔軟な働き方の推進と労務管理
のあり方、ハラスメントの法律と実務等について
解説を行い、実務対応能力の向上を図った。

備考

問題社員への対応と法的留意点
第5回 12/13火

退職・解雇・雇止め・内定取消時における実務上の留意点
第6回 2/7火

労働時間管理の実務と法的留意点
第4回 9/6火
ハラスメントの法律と実務
第３回 7/26火

ポストコロナ時代における安全衛生管理の留意点
第2回 6/1水

兼業・副業、テレワーク等、
多様な働き方の推進と労務管理のあり方

第1回 5/10火

空港特別委員会
委員長 諸岡 靖彦 氏 （米屋㈱ 相談役）
成田空港の更なる機能強化の早期実現と周辺地域及
び千葉県全域へ経済効果を波及させるため、講演会
等を開催し、周知啓発活動を行う。

2021年度は成田国際空港㈱専務取締役 濱田
達也氏による「ポストコロナの成田空港と地域
の成長」と題した講演会を6月に開催した。

備考

成田空港視察
第３回 10/6木

パネルディスカッション
「空港周辺地域の活性化について（仮）」
コーディネーター
㈱ちばぎん総合研究所 取締役社長 前田 栄治 氏

第2回 9/7水

講演「成田空港の機能強化による波及効果について（仮）」
千葉県副知事 穴澤 幸男 氏

第1回 7/28木

組織・財務委員会
委員長 山﨑 清美 氏 （㈱千葉銀行 取締役専務執行役員）
財政基盤の確立を図るために会員増強を推進する。また、
会館運営を含めた健全な財政運営について検討する。

2021年度は会員の協力を得て136会員の新
入会員を迎え、7月に新会員歓迎特別講演会
を開催した。

備考

2022年度決算見込、2023年度予算（案）検討
第３回 2/22水
新会員歓迎特別講演会＆懇親会
第2回 7/5火

2021年度決算報告、会員増強について他
第1回 5/11水

政策委員会
委員長 三枝 紀生 氏 （京成電鉄㈱ 相談役）
会員からのアンケートを基に行政機関に向けて政策要望
提言を行うとともに、千葉県との行政懇談会を開催する。

2021年度は7月21日に政策要望書を県知事
宛提出し懇談会を開催。2月に政策要望につ
いて県との懇談会を開催。政策要望書に対す
る県からの回答書については3月に送付。

備考

2023年度の政策要望内容の検討
第2回 3/10金

2023年度の政策要望大項目の決定、
国道事務所長との懇談会

第1回 12/14水

2022年度の政策要望内容の検討
第3回 5/18水

2022年度の政策要望内容の決定
第4回 7/5火

千葉県知事宛て政策要望書提出、千葉県との懇談会
第5回 7月下旬



人づくり委員会
委員長 市川 由貴子 氏
（㈱ハッピースマイル 代表取締役会長）

次代の千葉県産業界を担う人材育成をテーマにした千葉県
教育庁と会員企業との意見交換会、働き方やコミュニケー
ション術に関するセミナー等を実施する。また、千葉県教育庁
との交流会を実施する。

2021年度はアンガーマネジメントや接客術に関する
セミナーを実施した。備考

講演会並びに教育庁との交流会
講演会「Society 5.0時代の学び～EdTechで
切り拓く教育の未来と企業の対応～」 
（一社）日本経済団体連合会

第5回 1月中旬

経営品質向上に向けた実例研究
（千葉県経営品質協議会との共催）

第5回 11月中旬

セミナー「伝えるから伝わるへ、相手の心を
動かすコミュニケーション術」
E-ComWorks㈱ 代表取締役 山本 衣奈子 氏

第4回 11/1火

セミナー
「一流アスリートから学ぶ集中力アップの真髄」
集中力プロデュ－サ－ ㈱集中力 代表取締役 森 健次朗 氏

第３回 9/21水

セミナー
「ポストコロナの働き方、人材育成どう変わる」
㈱Gentle 代表取締役 中村 成博 氏

第2回 6/27月
教育庁との意見交換会
第1回 5月下旬

地域経済委員会
委員長 小松 美智子 氏 
（㈱エム･アイ･エス･インターナショナル 代表取締役）

千葉県より講師をお迎えし県内の地方創生についての講演を
実施する。また、廃校を道の駅にリノベーションし、地域活性化
に成功している「保田小学校」の視察会を実施する。

2021年度は古民家再生事業「まるがやつ大多喜」を
視察、千葉県　商工労働部による「千葉県の商工労働
行政について」と題した講演会を実施した。

備考

年末会員交流会
第4回 12/16金
館山方面視察会
第３回 11/13日 ~14月

講演会「千葉県の地方創生について」
千葉県　総合企画部政策企画室

第2回 10/5水

地方創生事業「道の駅『保田小学校』」視察
第1回 8/26金

中小企業委員会
委員長 宮腰 巖 氏 （㈱ミヤコシ 名誉会長）
業務効率化やリスクマネジメントに関するセミナー等を実施
する。また、日本銀行を交えた金融経済情勢懇談会、経営品
質向上に向けた実例研究等を実施する。

2021年度は業務効率化実践セミナーや新型コロナ
ウイルスに備えるリスクマネジメントセミナー等を実
施した。

備考

セミナー
「経営危機を乗り越える！資金繰りと経営再考」
財務リスク研究所㈱ 代表取締役 横山 悟一 氏

第4回 11/17木
金融経済情勢懇談会（日本銀行）
第３回 10/17月

セミナー
「ポストコロナの売り方、今スグ出来る販促技術」
㈲いろは 代表取締役 竹内 謙礼 氏

第2回 9/26月

セミナー「中小企業におけるＤＸ推進セミナー」
第1回 6/8水



社会貢献活動部会
部会長 田村 哲子 氏 （㈱ワークス 代表取締役社長）
学習意欲があり真面目に修学しているにもかかわらず、経済
的理由により高校での修学が困難な生徒への奨学金贈呈事
業、「ポケットマネークラブ奨学金事業」を運営する。

2021年度は6年目となる「ポケットマネークラブ奨学
金事業」を実施した。会員企業より約193万円の寄付
をいただき、その基金で県内の高校生25人に1人8万
円の奨学金を贈呈した。

備考

奨学金贈呈式
第３回 2/12日

受給者選考、確定
第2回 11/25金

「ポケットマネークラブ奨学金事業」の
今年度の計画、前年度の報告

第1回 5/26木

スポーツ応援部会
部会長 塩入 英治 氏 （東京ガス㈱ 千葉支社長）
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシー等
についての講演会を実施する。

2021年度は日本ゴールボール協会顧問 西村秀樹氏
による「ゴールボールとパラリンピックの見どころ」と
題した講演会、㈱ちばぎん総合研究所専務取締役 松
永哲也氏による「オリ・パラのレガシーと来年の景気
見通し」と題した講演会を実施した。

備考

講演会「王者アメリカに挑む
～東京2020パラリンピック銀メダルの栄光～」
車いすバスケットボール日本代表ヘッドコーチ 京谷 和幸 氏

第３回 2/27月

講演会「東京2020オリンピックサーフィン競技が残したもの」
一宮町

第2回 9/22木

講演会
「東京2020パラリンピックへの挑戦」
（一社）日本パラバレーボール協会

第1回 7/1金

茨城・埼玉・千葉県経営者協会青年部会
合同視察会（茨城県）

第5回 2月中旬

青年経営者クラブ
代表幹事 浅見 英知 氏 （日本データマテリアル㈱ 代表取締役社長）
経営者として求められる能力・資質の向上を目指す。

2021年度は医療法人社団福寿会理事長 鷲見隆仁氏
による「千葉市内の新型コロナウイルスの状況につい
て」、銀座ルナピエーナオ－ナーママ 日高利美氏によ
る「成功していく経営者の共通点」、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 氏による
「ロボット博士が語る 『現在、未来のロボット』」と題し
た講演会を実施した。

備考

講演会
「松下幸之助から若人へ
～時代を超えて大切なこと～」
PHP研究所 松下理念研究部 研究部長 川上 恒雄 氏

第4回 12/7水

第47回全国経営者協会青年部会全国大会
（岐阜県）

第３回 9/29木～ 30金

視察会「家族で行く京成車両基地」
第2回 8/5金

講演会「2024年1月ISDN終息！
～あなたの会社は大丈夫か！～」
㈱大崎コンピュータエンヂニアリング千葉支店 井上 壮一 氏

第1回 7/14木


