
後輩へのメッセージ
　商工会は様々な業種の方 と々接するので、
日々新しい知識や発見に出会える職場です。
　また、千葉県には魅力ある資源がたくさんあ
ります。商工会ではその資源を将来に向けて存
続させ、さらにより良いものとしていくこともでき
ます。
　一緒に取り組める仲間を待っています。

お問い合わせ先

千葉県内40商工会

■…商工会がある地域

商工会は中小・小規模企業の皆様と
ともにあゆむ地元のビジネスパートナー

〒２６０－００１３ 千葉市中央区中央４－１６－１ 建設会館ビル５階
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千葉県商工会連合会
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四街道市

印西市
●我孫子市商工会 ………………… 04-7182-3131
　我孫子市寿１－１３－２７
●鎌ケ谷市商工会…………………… 047-443-5565
　鎌ケ谷市南初富６－５－６０
●野田市関宿商工会 ……………… 04-7198-0161
　野田市東宝珠花２３７－１　いちいのホール５F
●柏市沼南商工会 ………………… 04-7191-2803
　柏市風早１－６－１６
●四街道市商工会 ………………… 043-422-2037
　四街道市鹿渡８９５－１４
●酒々井町商工会 …………………… 043-496-0063
　印旛郡酒々井町酒々井１６５９－１
●富里市商工会 ……………………… 0476-93-0136
　富里市七栄６５３－１
●白井市商工会 ……………………… 047-492-0721
　白井市復１４５８
●印西市商工会 ……………………… 0476-42-2750
　印西市大森３９３４－４
●栄町商工会 ………………………… 0476-95-0245
　印旛郡栄町安食台１－２　栄町役場庁舎内４階
●成田市東商工会 ………………… 0476-73-2205
　成田市吉岡４－１
●一宮町商工会 ……………………… 0475-42-3089
　長生郡一宮町一宮３００２－１
●睦沢町商工会 ……………………… 0475-44-0112
　長生郡睦沢町上市場９１１－６１
●長生村商工会 ……………………… 0475-32-0152
　長生郡長生村岩沼８２２
●白子町商工会 ……………………… 0475-33-2517
　長生郡白子町古所３３０２－９４
●長柄町商工会 ……………………… 0475-35-3450
　長生郡長柄町桜谷６８７
●長南町商工会 ……………………… 0475-46-0188
　長生郡長南町長南２５２８－２
●千葉市土気商工会 ……………… 043-294-2474
　千葉市緑区あすみが丘１－４５－３
●大網白里市商工会 ……………… 0475-72-0239
　大網白里市金谷郷２４－９
●九十九里町商工会 ……………… 0475-76-4165
　山武郡九十九里町片貝６９２８－３３０
●山武市商工会 ……………………… 0479-86-5147
　山武市松尾町松尾１８３－４
●横芝光町商工会 ………………… 0479-82-0434
　山武郡横芝光町横芝６４４－３
●芝山町商工会 ……………………… 0479-77-1270
　山武郡芝山町小池９９１－２
●匝瑳市商工会 ……………………… 0479-72-2528
　匝瑳市八日市場イ２４０４－１
●旭市商工会 ………………………… 0479-62-1348
　旭市ロの７９５－６

●神崎町商工会 ……………………… 0478-72-2548
　香取郡神崎町神崎本宿１５８
●香取市商工会 ……………………… 0478-82-3307
　香取市小見川７７８－２
●多古町商工会 ……………………… 0479-76-2206
　香取郡多古町多古２５０８－１
●東庄町商工会 ……………………… 0478-86-3600
　香取郡東庄町笹川い６７１－３
●木更津市富来田商工会 ………… 0438-53-4141
　木更津市茅野５３７
●富津市商工会 ……………………… 0439-87-7071
　富津市青木１５７３－１
●袖ケ浦市商工会…………………… 0438-62-0539
　袖ケ浦市福王台３－１－３
●勝浦市商工会 ……………………… 0470-73-0199
　勝浦市墨名６５７－２
●大多喜町商工会 ………………… 0470-82-2538
　夷隅郡大多喜町大多喜２３１－２
●いすみ市商工会 …………………… 0470-62-1191
　いすみ市大原７４００－８
●御宿町商工会 ……………………… 0470-68-2818
　夷隅郡御宿町新町４１７－２２
●鴨川市商工会 ……………………… 04-7092-0320
　鴨川市横渚６４３－２
●南房総市内房商工会 …………… 0470-33-2257
　南房総市富浦町原岡９１８
●南房総市朝夷商工会 …………… 0470-44-1331
　南房総市千倉町瀬戸２２９４
●鋸南町商工会 ……………………… 0470-55-3691
　安房郡鋸南町勝山１４４　

千葉県商工会連合会（職員採用担当）

https://www.chibaken.or.jp/
ホームページはこちら

大網白里市商工会

早川 徹さん

平成26年
４月１日採用

Q1

Q2

Q3

　商工会青年部、工業部会、講習会の企画運営、火災
共済の推進を行っています。

どんな仕事をしていますか

　日々、色 な々相談があり、幅広い知識を身に付けられる
こと。
　地域の資源を活かした商品開発支援やＰＲにより、地
域の発展に貢献できること。

仕事のやりがいは何ですか

　会員さんから頼られるだけでなく、地域の発展につな
がる支援を出来る職員を目指しています。

これからどんな職員になりたいですか

Q1

Q2

Q3

　補助金の申請支援や、労働保険の事務、青年部などを
担当しています。

どんな仕事をしていますか

　様 な々業種の方からの相談があり、多くの知識を得ら
れるため、自身のスキルアップに繋がるところ。

仕事のやりがいは何ですか

　簡単な質問から、専門的な質問までしっかりと対応
できる職員を目指しています。

これからどんな職員になりたいですか 御宿町商工会

出口 宏希さん

令和２年
４月１日採用

後輩へのメッセージ
　私が現在の職場で感じていることですが、
残業が少なく、休暇が取得しやすいので、ワーク
ライフバランスが取れています。
　また、業務にアナログな部分もありますが、
幅広い業務・様 な々業種に触れることができます。
　今後就職を検討される皆様、参考にして
いただければと思います。

地
域
の
未
来
を
創
る

にインタビューにインタビュー商工会職員
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39,381人

青年部員

若手経営者・後継者の
集まり

女性経営者・経営者の
配偶者の集まり

76,905人

女性部員

地域の企業に
寄り添った成長支援を

したい！

元気な
地域づくりに
貢献したい！

成果が身近に
感じられ、やりがいの
ある仕事をしたい！

商工会って

どんな組織？

多古町商工会

尾形 真一さん

平成30年
４月１日採用

1,643商工会

Q1

Q2

Q3

※令和４年４月１日現在

全国商工会連合会

都道府県
商工会連合会
（４７連合会）

商工会数

全国の商工会 千葉県の商工会について

会員事業者数

（事業所数） ※令和４年４月１日現在

40商工会

会員事業者数 20,398事業所

青年部員数 821人

女性部員数 1,704人

職員数 253人

経営支援から地域活性化まで、幅広い業務に携わることができます
　商工会は、地域経済や地域の雇用を支える中小・
小規模企業の経営と地域の発展に貢献することを使
命に様 な々事業を行っています。
　主な事業内容は、経営や税務、金融などについて
の相談や支援、事業計画の策定支援、セミナーの開
催などの地域企業の経営支援です。
　もう一つの事業の柱として、地域の活性化につながる

　商工会は、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、
お互いの事業の発展や地域の発展のために活動を行う地域唯一
の総合経済団体です。
　商工会法（昭和３５年法律第８９号）に基づいて設立された特別
認可法人であり、千葉県内には４０の商工会が設置されています。
　また、国や県の小規模企業施策の実施機関でもあり、小規模事
業者の方 を々支援するために様 な々事業を実施しています。

事業者に寄り添う経営支援
　販路拡大、業務の効率化、ＩＴ活用、事業計画
作成、事業承継等の経営に関する課題や悩み
を解決するためのアドバイス、国・県等の支援策
の活用等の相談支援業務を行います。
　また、これから地域で起業する方の支援や広く情
報を提供するためのセミナーの開催等も行います。

地域経済の活性化

屋外イベント研修会 展示会

　地域唯一の「総合経済団体」として、また
中小・小規模企業の「支援機関」として、元気な
地域づくりや商工業の振興のために、まちづくり
事業、地域活性化事業、意見活動など、様 な々
事業に取り組んでいます。

※令和４年４月１日現在

約790,000
他に

　労務（労働保険事務関係）、青年部（若手後継者や
経営者の集まり）、商店会のポイントカード事業の支援
業務に携わっています。

どんな仕事をしていますか

にインタビューにインタビュー商工会職員

　商工会はお客様（会員事業所）との距離がとても近く、
小さなことでも相談をしてくれるだけでなく、感謝してもら
えるので、やりがいを感じています。

仕事のやりがいは何ですか

後輩へのメッセージ
　誰からでも気軽に相談してもらえる、親しみやすい指導
員を目指しています。
　何か困ったことがあったときに、真っ先に自分の名前を
思い浮かべてもらえる存在になりたいです。

これからどんな職員になりたいですか

相談業務

　商工会は、幅広い業務に携わることが出来、
常に新しい知識を習得することができます。
　幅広い業務に携わる大変さもありますが、
「楽しい仕事」だと思っています。
　地域の発展のために、自分がやりたいことを
企画し、実現できる職場でもあります。

Q1

Q2

Q3

　直売所や宿泊組合の委託事務や経理、駅前マルシェ
の運営、融資や補助金の申請支援を担当しています。

どんな仕事をしていますか

　会員さんから相談を受け、改善策や解決策を探して、
感謝の言葉をもらえたときにやりがいを感じます。

仕事のやりがいは何ですか

　様 な々業種や経営に関する知識を身に付けて、地元の
皆さんに頼りにされるような職員になりたいです。

これからどんな職員になりたいですか 横芝光町商工会

武居 日向子さん

令和４年
４月１日採用

後輩へのメッセージ
　商工会での仕事は多岐にわたり、色 な々こと
に挑戦できます。また、研修制度が充実している
ので、常に学び続けられる環境です。
　仕事も上司や先輩が助言をしてくださり、
地元の方 も々温かく、とても働き甲斐があります。
　皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしており
ます！

経営指導員
　中小・小規模企業経営者の
経営課題解決のための経営
支援業務や税務・労務等の各
種経営支援業務のほか、商工
会組織運営業務、地域活性化
事業などを主に担当します。

補助員
　経営指導員を補助し、簡易
な経営支援業務や商工会の
総務や経理関係業務、地域
活性化事業の補助等を主に
担当します。

経営指導員研修生
　採用後２年間は商工会連
合会勤務となり、実地研修な
どを通じて経営指導員として
の基礎を身に付け、３年目から
経営指導員として各商工会へ
配属されます。

事業も実施しています。
　商工会業務の特徴は、地域の事業者に寄り添った
きめ細やかな支援を行うことです。
　企業への訪問巡回や商工会の窓口での経営相談・
支援を行っており、経営者の方 と々の距離がとても
近く、支援の成果も身近に感じることができるため、
とてもやりがいのある業務です。

商工会業務の２つの柱
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の相談や支援、事業計画の策定支援、セミナーの開
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　商工会は、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、
お互いの事業の発展や地域の発展のために活動を行う地域唯一
の総合経済団体です。
　商工会法（昭和３５年法律第８９号）に基づいて設立された特別
認可法人であり、千葉県内には４０の商工会が設置されています。
　また、国や県の小規模企業施策の実施機関でもあり、小規模事
業者の方 を々支援するために様 な々事業を実施しています。

事業者に寄り添う経営支援
　販路拡大、業務の効率化、ＩＴ活用、事業計画
作成、事業承継等の経営に関する課題や悩み
を解決するためのアドバイス、国・県等の支援策
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会組織運営業務、地域活性化
事業などを主に担当します。

補助員
　経営指導員を補助し、簡易
な経営支援業務や商工会の
総務や経理関係業務、地域
活性化事業の補助等を主に
担当します。

経営指導員研修生
　採用後２年間は商工会連
合会勤務となり、実地研修な
どを通じて経営指導員として
の基礎を身に付け、３年目から
経営指導員として各商工会へ
配属されます。

事業も実施しています。
　商工会業務の特徴は、地域の事業者に寄り添った
きめ細やかな支援を行うことです。
　企業への訪問巡回や商工会の窓口での経営相談・
支援を行っており、経営者の方 と々の距離がとても
近く、支援の成果も身近に感じることができるため、
とてもやりがいのある業務です。

商工会業務の２つの柱
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39,381人

青年部員

若手経営者・後継者の
集まり

女性経営者・経営者の
配偶者の集まり

76,905人

女性部員

地域の企業に
寄り添った成長支援を

したい！

元気な
地域づくりに
貢献したい！

成果が身近に
感じられ、やりがいの
ある仕事をしたい！

商工会って

どんな組織？

多古町商工会

尾形 真一さん

平成30年
４月１日採用

1,643商工会

Q1

Q2

Q3

※令和４年４月１日現在

全国商工会連合会

都道府県
商工会連合会
（４７連合会）

商工会数

全国の商工会 千葉県の商工会について

会員事業者数

（事業所数） ※令和４年４月１日現在

40商工会

会員事業者数 20,398事業所

青年部員数 821人

女性部員数 1,704人

職員数 253人

経営支援から地域活性化まで、幅広い業務に携わることができます
　商工会は、地域経済や地域の雇用を支える中小・
小規模企業の経営と地域の発展に貢献することを使
命に様 な々事業を行っています。
　主な事業内容は、経営や税務、金融などについて
の相談や支援、事業計画の策定支援、セミナーの開
催などの地域企業の経営支援です。
　もう一つの事業の柱として、地域の活性化につながる

　商工会は、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、
お互いの事業の発展や地域の発展のために活動を行う地域唯一
の総合経済団体です。
　商工会法（昭和３５年法律第８９号）に基づいて設立された特別
認可法人であり、千葉県内には４０の商工会が設置されています。
　また、国や県の小規模企業施策の実施機関でもあり、小規模事
業者の方 を々支援するために様 な々事業を実施しています。

事業者に寄り添う経営支援
　販路拡大、業務の効率化、ＩＴ活用、事業計画
作成、事業承継等の経営に関する課題や悩み
を解決するためのアドバイス、国・県等の支援策
の活用等の相談支援業務を行います。
　また、これから地域で起業する方の支援や広く情
報を提供するためのセミナーの開催等も行います。

地域経済の活性化

屋外イベント研修会 展示会

　地域唯一の「総合経済団体」として、また
中小・小規模企業の「支援機関」として、元気な
地域づくりや商工業の振興のために、まちづくり
事業、地域活性化事業、意見活動など、様 な々
事業に取り組んでいます。

※令和４年４月１日現在

約790,000
他に

　労務（労働保険事務関係）、青年部（若手後継者や
経営者の集まり）、商店会のポイントカード事業の支援
業務に携わっています。

どんな仕事をしていますか

にインタビューにインタビュー商工会職員

　商工会はお客様（会員事業所）との距離がとても近く、
小さなことでも相談をしてくれるだけでなく、感謝してもら
えるので、やりがいを感じています。

仕事のやりがいは何ですか

後輩へのメッセージ
　誰からでも気軽に相談してもらえる、親しみやすい指導
員を目指しています。
　何か困ったことがあったときに、真っ先に自分の名前を
思い浮かべてもらえる存在になりたいです。

これからどんな職員になりたいですか

相談業務

　商工会は、幅広い業務に携わることが出来、
常に新しい知識を習得することができます。
　幅広い業務に携わる大変さもありますが、
「楽しい仕事」だと思っています。
　地域の発展のために、自分がやりたいことを
企画し、実現できる職場でもあります。

Q1

Q2

Q3

　直売所や宿泊組合の委託事務や経理、駅前マルシェ
の運営、融資や補助金の申請支援を担当しています。

どんな仕事をしていますか

　会員さんから相談を受け、改善策や解決策を探して、
感謝の言葉をもらえたときにやりがいを感じます。

仕事のやりがいは何ですか

　様 な々業種や経営に関する知識を身に付けて、地元の
皆さんに頼りにされるような職員になりたいです。

これからどんな職員になりたいですか 横芝光町商工会

武居 日向子さん

令和４年
４月１日採用

後輩へのメッセージ
　商工会での仕事は多岐にわたり、色 な々こと
に挑戦できます。また、研修制度が充実している
ので、常に学び続けられる環境です。
　仕事も上司や先輩が助言をしてくださり、
地元の方 も々温かく、とても働き甲斐があります。
　皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしており
ます！

経営指導員
　中小・小規模企業経営者の
経営課題解決のための経営
支援業務や税務・労務等の各
種経営支援業務のほか、商工
会組織運営業務、地域活性化
事業などを主に担当します。

補助員
　経営指導員を補助し、簡易
な経営支援業務や商工会の
総務や経理関係業務、地域
活性化事業の補助等を主に
担当します。

経営指導員研修生
　採用後２年間は商工会連
合会勤務となり、実地研修な
どを通じて経営指導員として
の基礎を身に付け、３年目から
経営指導員として各商工会へ
配属されます。

事業も実施しています。
　商工会業務の特徴は、地域の事業者に寄り添った
きめ細やかな支援を行うことです。
　企業への訪問巡回や商工会の窓口での経営相談・
支援を行っており、経営者の方 と々の距離がとても
近く、支援の成果も身近に感じることができるため、
とてもやりがいのある業務です。

商工会業務の２つの柱
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後輩へのメッセージ
　商工会は様々な業種の方 と々接するので、
日々新しい知識や発見に出会える職場です。
　また、千葉県には魅力ある資源がたくさんあ
ります。商工会ではその資源を将来に向けて存
続させ、さらにより良いものとしていくこともでき
ます。
　一緒に取り組める仲間を待っています。

お問い合わせ先

千葉県内40商工会

■…商工会がある地域

商工会は中小・小規模企業の皆様と
ともにあゆむ地元のビジネスパートナー

〒２６０－００１３ 千葉市中央区中央４－１６－１ 建設会館ビル５階
ＴＥＬ：０４３－３０５－５２２２　ＦＡＸ：０４３－２２２－５１３３

千葉県商工会連合会

商工会職員
募集案内

野田市関宿

柏市沼南
我孫子市

白井市
鎌ケ谷市

栄町
成田市東

富
里
市

酒
々
井
町

九
十
九
里
町

多古町

神崎町

香取市 東庄町

旭市
匝瑳市

芝山町

横芝光町
山武市

大網白里市
千葉市土気

白子町
長生村

長南町 一宮町
睦沢町

いすみ市

袖ケ浦市

木更津市富来田

大多喜町
御宿町

勝浦市
鴨川市

富津市

南房総市朝夷
南房総市内房

鋸南町

長柄町

四街道市

印西市
●我孫子市商工会 ………………… 04-7182-3131
　我孫子市寿１－１３－２７
●鎌ケ谷市商工会…………………… 047-443-5565
　鎌ケ谷市南初富６－５－６０
●野田市関宿商工会 ……………… 04-7198-0161
　野田市東宝珠花２３７－１　いちいのホール５F
●柏市沼南商工会 ………………… 04-7191-2803
　柏市風早１－６－１６
●四街道市商工会 ………………… 043-422-2037
　四街道市鹿渡８９５－１４
●酒々井町商工会 …………………… 043-496-0063
　印旛郡酒々井町酒々井１６５９－１
●富里市商工会 ……………………… 0476-93-0136
　富里市七栄６５３－１
●白井市商工会 ……………………… 047-492-0721
　白井市復１４５８
●印西市商工会 ……………………… 0476-42-2750
　印西市大森３９３４－４
●栄町商工会 ………………………… 0476-95-0245
　印旛郡栄町安食台１－２　栄町役場庁舎内４階
●成田市東商工会 ………………… 0476-73-2205
　成田市吉岡４－１
●一宮町商工会 ……………………… 0475-42-3089
　長生郡一宮町一宮３００２－１
●睦沢町商工会 ……………………… 0475-44-0112
　長生郡睦沢町上市場９１１－６１
●長生村商工会 ……………………… 0475-32-0152
　長生郡長生村岩沼８２２
●白子町商工会 ……………………… 0475-33-2517
　長生郡白子町古所３３０２－９４
●長柄町商工会 ……………………… 0475-35-3450
　長生郡長柄町桜谷６８７
●長南町商工会 ……………………… 0475-46-0188
　長生郡長南町長南２５２８－２
●千葉市土気商工会 ……………… 043-294-2474
　千葉市緑区あすみが丘１－４５－３
●大網白里市商工会 ……………… 0475-72-0239
　大網白里市金谷郷２４－９
●九十九里町商工会 ……………… 0475-76-4165
　山武郡九十九里町片貝６９２８－３３０
●山武市商工会 ……………………… 0479-86-5147
　山武市松尾町松尾１８３－４
●横芝光町商工会 ………………… 0479-82-0434
　山武郡横芝光町横芝６４４－３
●芝山町商工会 ……………………… 0479-77-1270
　山武郡芝山町小池９９１－２
●匝瑳市商工会 ……………………… 0479-72-2528
　匝瑳市八日市場イ２４０４－１
●旭市商工会 ………………………… 0479-62-1348
　旭市ロの７９５－６

●神崎町商工会 ……………………… 0478-72-2548
　香取郡神崎町神崎本宿１５８
●香取市商工会 ……………………… 0478-82-3307
　香取市小見川７７８－２
●多古町商工会 ……………………… 0479-76-2206
　香取郡多古町多古２５０８－１
●東庄町商工会 ……………………… 0478-86-3600
　香取郡東庄町笹川い６７１－３
●木更津市富来田商工会 ………… 0438-53-4141
　木更津市茅野５３７
●富津市商工会 ……………………… 0439-87-7071
　富津市青木１５７３－１
●袖ケ浦市商工会…………………… 0438-62-0539
　袖ケ浦市福王台３－１－３
●勝浦市商工会 ……………………… 0470-73-0199
　勝浦市墨名６５７－２
●大多喜町商工会 ………………… 0470-82-2538
　夷隅郡大多喜町大多喜２３１－２
●いすみ市商工会 …………………… 0470-62-1191
　いすみ市大原７４００－８
●御宿町商工会 ……………………… 0470-68-2818
　夷隅郡御宿町新町４１７－２２
●鴨川市商工会 ……………………… 04-7092-0320
　鴨川市横渚６４３－２
●南房総市内房商工会 …………… 0470-33-2257
　南房総市富浦町原岡９１８
●南房総市朝夷商工会 …………… 0470-44-1331
　南房総市千倉町瀬戸２２９４
●鋸南町商工会 ……………………… 0470-55-3691
　安房郡鋸南町勝山１４４　

千葉県商工会連合会（職員採用担当）

https://www.chibaken.or.jp/
ホームページはこちら

大網白里市商工会

早川 徹さん

平成26年
４月１日採用

Q1

Q2

Q3

　商工会青年部、工業部会、講習会の企画運営、火災
共済の推進を行っています。

どんな仕事をしていますか

　日々、色 な々相談があり、幅広い知識を身に付けられる
こと。
　地域の資源を活かした商品開発支援やＰＲにより、地
域の発展に貢献できること。

仕事のやりがいは何ですか

　会員さんから頼られるだけでなく、地域の発展につな
がる支援を出来る職員を目指しています。

これからどんな職員になりたいですか

Q1

Q2

Q3

　補助金の申請支援や、労働保険の事務、青年部などを
担当しています。

どんな仕事をしていますか

　様 な々業種の方からの相談があり、多くの知識を得ら
れるため、自身のスキルアップに繋がるところ。

仕事のやりがいは何ですか

　簡単な質問から、専門的な質問までしっかりと対応
できる職員を目指しています。

これからどんな職員になりたいですか 御宿町商工会

出口 宏希さん

令和２年
４月１日採用

後輩へのメッセージ
　私が現在の職場で感じていることですが、
残業が少なく、休暇が取得しやすいので、ワーク
ライフバランスが取れています。
　また、業務にアナログな部分もありますが、
幅広い業務・様 な々業種に触れることができます。
　今後就職を検討される皆様、参考にして
いただければと思います。

地
域
の
未
来
を
創
る

にインタビューにインタビュー商工会職員

210210207



後輩へのメッセージ
　商工会は様々な業種の方 と々接するので、
日々新しい知識や発見に出会える職場です。
　また、千葉県には魅力ある資源がたくさんあ
ります。商工会ではその資源を将来に向けて存
続させ、さらにより良いものとしていくこともでき
ます。
　一緒に取り組める仲間を待っています。

お問い合わせ先

千葉県内40商工会

■…商工会がある地域

商工会は中小・小規模企業の皆様と
ともにあゆむ地元のビジネスパートナー

〒２６０－００１３ 千葉市中央区中央４－１６－１ 建設会館ビル５階
ＴＥＬ：０４３－３０５－５２２２　ＦＡＸ：０４３－２２２－５１３３

千葉県商工会連合会

商工会職員
募集案内

野田市関宿

柏市沼南
我孫子市

白井市
鎌ケ谷市

栄町
成田市東

富
里
市

酒
々
井
町

九
十
九
里
町

多古町

神崎町

香取市 東庄町

旭市
匝瑳市

芝山町

横芝光町
山武市

大網白里市
千葉市土気

白子町
長生村

長南町 一宮町
睦沢町

いすみ市

袖ケ浦市

木更津市富来田

大多喜町
御宿町

勝浦市
鴨川市

富津市

南房総市朝夷
南房総市内房

鋸南町

長柄町

四街道市

印西市
●我孫子市商工会 ………………… 04-7182-3131
　我孫子市寿１－１３－２７
●鎌ケ谷市商工会…………………… 047-443-5565
　鎌ケ谷市南初富６－５－６０
●野田市関宿商工会 ……………… 04-7198-0161
　野田市東宝珠花２３７－１　いちいのホール５F
●柏市沼南商工会 ………………… 04-7191-2803
　柏市風早１－６－１６
●四街道市商工会 ………………… 043-422-2037
　四街道市鹿渡８９５－１４
●酒々井町商工会 …………………… 043-496-0063
　印旛郡酒々井町酒々井１６５９－１
●富里市商工会 ……………………… 0476-93-0136
　富里市七栄６５３－１
●白井市商工会 ……………………… 047-492-0721
　白井市復１４５８
●印西市商工会 ……………………… 0476-42-2750
　印西市大森３９３４－４
●栄町商工会 ………………………… 0476-95-0245
　印旛郡栄町安食台１－２　栄町役場庁舎内４階
●成田市東商工会 ………………… 0476-73-2205
　成田市吉岡４－１
●一宮町商工会 ……………………… 0475-42-3089
　長生郡一宮町一宮３００２－１
●睦沢町商工会 ……………………… 0475-44-0112
　長生郡睦沢町上市場９１１－６１
●長生村商工会 ……………………… 0475-32-0152
　長生郡長生村岩沼８２２
●白子町商工会 ……………………… 0475-33-2517
　長生郡白子町古所３３０２－９４
●長柄町商工会 ……………………… 0475-35-3450
　長生郡長柄町桜谷６８７
●長南町商工会 ……………………… 0475-46-0188
　長生郡長南町長南２５２８－２
●千葉市土気商工会 ……………… 043-294-2474
　千葉市緑区あすみが丘１－４５－３
●大網白里市商工会 ……………… 0475-72-0239
　大網白里市金谷郷２４－９
●九十九里町商工会 ……………… 0475-76-4165
　山武郡九十九里町片貝６９２８－３３０
●山武市商工会 ……………………… 0479-86-5147
　山武市松尾町松尾１８３－４
●横芝光町商工会 ………………… 0479-82-0434
　山武郡横芝光町横芝６４４－３
●芝山町商工会 ……………………… 0479-77-1270
　山武郡芝山町小池９９１－２
●匝瑳市商工会 ……………………… 0479-72-2528
　匝瑳市八日市場イ２４０４－１
●旭市商工会 ………………………… 0479-62-1348
　旭市ロの７９５－６

●神崎町商工会 ……………………… 0478-72-2548
　香取郡神崎町神崎本宿１５８
●香取市商工会 ……………………… 0478-82-3307
　香取市小見川７７８－２
●多古町商工会 ……………………… 0479-76-2206
　香取郡多古町多古２５０８－１
●東庄町商工会 ……………………… 0478-86-3600
　香取郡東庄町笹川い６７１－３
●木更津市富来田商工会 ………… 0438-53-4141
　木更津市茅野５３７
●富津市商工会 ……………………… 0439-87-7071
　富津市青木１５７３－１
●袖ケ浦市商工会…………………… 0438-62-0539
　袖ケ浦市福王台３－１－３
●勝浦市商工会 ……………………… 0470-73-0199
　勝浦市墨名６５７－２
●大多喜町商工会 ………………… 0470-82-2538
　夷隅郡大多喜町大多喜２３１－２
●いすみ市商工会 …………………… 0470-62-1191
　いすみ市大原７４００－８
●御宿町商工会 ……………………… 0470-68-2818
　夷隅郡御宿町新町４１７－２２
●鴨川市商工会 ……………………… 04-7092-0320
　鴨川市横渚６４３－２
●南房総市内房商工会 …………… 0470-33-2257
　南房総市富浦町原岡９１８
●南房総市朝夷商工会 …………… 0470-44-1331
　南房総市千倉町瀬戸２２９４
●鋸南町商工会 ……………………… 0470-55-3691
　安房郡鋸南町勝山１４４　

千葉県商工会連合会（職員採用担当）

https://www.chibaken.or.jp/
ホームページはこちら

大網白里市商工会

早川 徹さん

平成26年
４月１日採用

Q1

Q2

Q3

　商工会青年部、工業部会、講習会の企画運営、火災
共済の推進を行っています。

どんな仕事をしていますか

　日々、色 な々相談があり、幅広い知識を身に付けられる
こと。
　地域の資源を活かした商品開発支援やＰＲにより、地
域の発展に貢献できること。

仕事のやりがいは何ですか

　会員さんから頼られるだけでなく、地域の発展につな
がる支援を出来る職員を目指しています。

これからどんな職員になりたいですか

Q1

Q2

Q3

　補助金の申請支援や、労働保険の事務、青年部などを
担当しています。

どんな仕事をしていますか

　様 な々業種の方からの相談があり、多くの知識を得ら
れるため、自身のスキルアップに繋がるところ。

仕事のやりがいは何ですか

　簡単な質問から、専門的な質問までしっかりと対応
できる職員を目指しています。

これからどんな職員になりたいですか 御宿町商工会

出口 宏希さん

令和２年
４月１日採用

後輩へのメッセージ
　私が現在の職場で感じていることですが、
残業が少なく、休暇が取得しやすいので、ワーク
ライフバランスが取れています。
　また、業務にアナログな部分もありますが、
幅広い業務・様 な々業種に触れることができます。
　今後就職を検討される皆様、参考にして
いただければと思います。

地
域
の
未
来
を
創
る

にインタビューにインタビュー商工会職員
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