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平 成 ２０年 度 「千 葉 のちから中 小 企 業 表 彰 」受 賞 企 業 ・商 店 街 

 名  称  等 表彰の理由（概要） 

1 有限会社  協和デンタル・ラボラトリー 

（松戸市） 

代表者：木村健二 

創業年：昭和５９年 

資本金：３．６百万円 

従業員数：４３人 

業種：歯科技工業 

 

○インプラント技工物作成のための新技術研究・

導入に取り組み、ドイツで開発された「セルコン

システム」の国内最初のインストラクター資格者

を有する歯科技工業者。 

○経営革新計画の承認を受け、酸化ジルコニア

技工物の普及に貢献した。 

○全国から研修生を受け入れるとともに、学会や

学校でも情報を開示し、業界の発展に貢献し

た。 

○介護施設でのボランティア活動、地域の美化

活動・イベントの参加など地域社会に貢献し

た。 

2 株式会社  千葉測器 

（千葉市） 

代表者：中村正見 

創業年：昭和２３年 

資本金：１６．１百万円 

従業員数：２４０人 

業種：精密機器具卸売 

○国内全メーカーの測量機等に対応でき、県内

測量器シェアの約８０％を占める精密機器具卸

売業者。 

○OA 事務機器システム･測量製図システム IT ソ

リュウーション関係の業務等により販路を拡大。

○ダイレクトセールシステムにより安価で早いサ

ービスを提供。情報セキュリティ、セキュリティハ

ウス事業を展開し個人情報保護法にいち早く

対応するなど販路拡張・販売促進に積極的に

取り組んでいる。 

○ISO やプライバシーマークの認証を得て企業の

社会的責や果たす。 

○千葉商工会議所の卸売部会の部会長や公正

取引委員会独占禁止制作協力委員を務め、業

界の発展に貢献した。 

3 株式会社 ソフケン 

（白井市） 

代表者： 駒村武夫 

創業年：昭和５８年 

資本金：１０百万円 

従業員数：１７人 

業種：工業デザイン・製造業 

○暮らしに役立つ身近なものを開発販売するも

のづくり企業。 

○健康器具や額縁等でヒット商品を開発・販売。

世界各国で特許を取得し、販路を拡大した。 

○グリーン購入ネットワークへの加入、エコアクシ

ョン２１の導入など環境保全による経営改善に

取り組み環境への負荷削減に貢献した。 

○白井市工業団地協議会および白井市商工会

の役員として業界の発展に貢献した。 
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 名  称  等 表彰の理由（概要） 

4 株式会社 太陽社 

（匝瑳市） 

代表者：片岡正勝 

創業年：昭和２６年 

資本金：７５百万円 

従業員数：５６人 

業種：菓子製造販売業 

  

 

○千葉県優良県産品に認定されている地元落花

生「半立ち種」を使用した落花せんべいを製

造・販売する菓子メーカー・菓子店。 

○地元産の新鮮素材で無添加の商品を製造。地

場産業の振興に貢献した。 

○急速冷凍装置の導入で多品種の菓子製造を

可能にするとともに、全国の酒造メーカーと共

同で新商品を製造して販路を拡張した。 

○徹底した工場の衛生管理により、食品衛生優

良施設として千葉県知事表彰、厚生労働大臣

表彰を受賞。ＩＳＯ１４００１も取得するなど経営

改善に積極的に取り組んでいる。 

○高齢者の再雇用に積極的に取り組んでいる。 

5 株式会社 正和物産 

（鴨川市） 

代表者：藤巻武仁 

創業年：昭和２８年 

資本金：１０百万円 

従業員数：１１０人   

業種：観光土産企画卸売、小売業、 

ホテル事業、飲食業 

 

○観光ショッピングモール、ホテル、観光施設等

を運営する総合観光型企業。 

○ショッピングモールでは、地場産品を加工した

商品の販売、食事を提供し、太海フラワーセン

ターを鴨川市より事業継承して復活させた。ま

たホテル運営でも観光客の集客で地域の観光

事業に貢献している。 

○地域農産物の活用と新規事業展開による地元

雇用の拡大で地域経済の発展に貢献してい

る。 

6 共同通運 株式会社 

（船橋市） 

代表者：髙橋幸平 

創業年：昭和５６年 

資本金：１０百万円 

従業員数：１００人 

業種：一般貨物運送業 

 

○新技術装置を積極的に取り入れ、安全対策に

力を入れる一般貨物運送業者。 

○（社）低公害車普及機構の EMS（エコドライブ管

理システム）による環境と省エネ効果調査に協

力し、成果をあげて環境保全に貢献し、経営

改善にもつながった。 

○設備や就業規則を改め女性の雇用を促進し

た。 

○千葉県中小企業団体青年中央会の幹事として

組合後継者の育成など業界の振興に尽力し

た。 
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 名  称  等 表彰の理由（概要） 

7 明正工業 株式会社 

（千葉市） 

代表者：篠﨑修 

創業年：昭和４１年 

資本金：２４百万円 

従業員数：１２１人 

業種：建設業 

 

○各種製造プラント、自治体の浄化・水処理、ゴミ

処理のプラント及び上下水道工事、空調設備

の建設補修工事と業務を拡大し業績を上げて

いる。 

○基幹業務システム（経営革新計画承認）を構築

し、受注業務のリアルタイム管理と経営の効率

化、及び経費節減に積極的に取り組んでい

る。 

○各種研修会等への従業員の派遣などにより、

積極的に従業員の能力の向上に努めている。

○休業取得後の職場復帰しやすい環境整備な

ど、仕事と子育てや家庭生活の両立支援に積

極的に取り組んでいる。 

○地域の清掃活動に積極的に参加している。 

8 三幸建設 株式会社 

（富里市） 

代表者：松岡一雄 

創業年：昭和５５年 

資本金：１１．５百万円 

従業員数：７人 

業種：建設業 

 

○きめ細かいサービスで、年間５０棟の住宅建築

を手掛ける建設業者。 

○社員や下請け、ハウスメーカーが一緒になって

勉強会を開催するなど、後継者や若手の育成

や技能・技術の承継に積極的に取り組んでい

る。 
○資格取得を奨励し、積極的に従業員の能力の

向上に努めている。 

○千葉県中小企業家同友会の成田支部長として

「経営指針づくり」や「幹部社員育成」をテーマ

として勉強会を開催するなど業界の発展に貢

献した。 

9 株式会社 鹿野経営センター 

（市川市） 

代表者：鹿野俊夫 

創業年：昭和４８年 

資本金：１０百万円 

従業員数：２１人 

業種：財務会計、経営分析、経営コンサル

ティング 

○実践的な経営改善指導を行い、中小企業の業

績向上の支援を実践している会計事務所。 

○経営管理のシステム化やＩＴ化などにより、積極

的に効率化・経営技術等の向上を図っている。

○総合的な事業継承コンサルティングを実践し、

後継者の育成や教育などにより、中小企業の

振興に貢献した。 
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 名  称  等 表彰の理由（概要） 

10 福井サービス工業 株式会社 

（千葉市） 

代表者：加藤隆 

創業年：昭和２１年 

資本金：１２百万円 

従業員数：３０人 

業種：電気機械修理 

 

○産業設備・環境設備の保全サービスを総合的

に行える県内唯一の業者。 

○経営管理のシステム化やＩＴ化などにより、積極

的に効率化を図っている。 

○会社の全額負担による資格取得奨励により積

極的に従業員の技術の向上に努めている。 

○水の安全を守るため、小中学校のポンプの定

期点検制度の確立に尽力し地域に貢献した。 

○(協)千葉県設備協会の役員として業界の発展

に貢献した。 

○千葉県中小企業家同友会の共同求人委員長

として地元の雇用のために尽力し、地域振興

に貢献した。 
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 名  称  等 表彰の理由（概要） 

1 花見川団地商店街振興組合 

（千葉市） 

代表者：山之内正 

活動開始：昭和４３年 

街区延長：４００ｍ 

○商店街のバリアフリー化や団地住民との催物

の共同開催などにより顧客の呼び戻しに成功

した団地内の商店街。 

○商店街全域の照明設置、防犯パトロール、防

災訓練、花いっぱい運動など地域住民との交

流の推進、地域コミュニティとの連携等を通じ、

地域の活性化に貢献している。 

○歩行者天国、野外映画上映会、スポーツ大会

など活性化に向けた諸活動の推進に商店街全

体で積極的に取り組み、夏祭りは 2 日で 5 万人

の来街者で賑わう。 

○商人にぎわい塾を設けて商店街の現状を把握

して問題点を検討し、空き店舗をコミュニティー

プラザに改装するなど活性化に向けた取り組

みをしている。 

2 サンロード五香商店街振興組合 

（松戸市） 

代表者：秋元安定 

活動開始：昭和３８年 

街区延長：４００ｍ 

 

○新京成電鉄開通、常盤平団地造成とともにで

きた商店街。 

○わくわくサンカード（ポイントカード）や桜まつり

などの毎月のイベント、駐車場の整備、イルミネ

ーション、ホームページによる情報発信など活

性化に向けた諸活動の推進に商店街全体で

積極的に取り組んでいる。 

○ショップモビリーティー、バリアフリー化により高

齢者、障害者に配慮した工夫を積極的に行うと

ともに、ベンチやフラワーポットを配置して地域

住民との交流の推進、地域コミュニティとの連

携等を通じ、地域の活性化に貢献している。 

3 東武鎌ヶ谷駅前商店街振興組合 

（鎌ヶ谷市） 

代表者：小金徳好 

活動開始：平成５年 

街区延長：５００ｍ 

 

○地域密着型の商店街として昭和 46 年に東武

鎌ヶ谷駅前商店会として結成。 

○地元の自治会・学校等と協力し、様々なイベン

トを催して地域の子どもたちの「ふるさと」を創

出。夏祭りは市内一番の人出がある。地域住

民との交流の推進、地域コミュニティとの連携

等を通じ、地域の活性化に貢献している。 

○空き店舗を「レンタルボックスショップ」「特産品

PR 活動の場」、「カルチャー教室」等として積極

的に利用している。 

○ATM（歩いて楽しい道づくり）鎌ヶ谷では、地元

鎌ヶ谷市と連携した商店街づくりに参画してい

る。 
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