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謹んで新春のお慶びを申し上げます
富士山への良好な眺望を得られる地点として、国土交通省が選定した「関東富士見百景」に習志野市の
「茜浜緑道」が選ばれています。
写真タイトル：茜浜緑地から富士山を望む
澄みきった空気の厳冬の朝、茜浜緑道からアサリ漁を営む船の向こうの雄大な富士山を撮影。
写真撮影者：写真家　早坂　卓さん　習志野、幕張を主な撮影拠点として活動。
　　　　　　　　　　　　　　　　　写真教室や、講師なども行っています。　HP　http://taku24.com/
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習志野商工会議所 会頭　鈴木　喜代秋
　新年おめでとうございます。年頭にあ
たり、会員ならびに市民の皆様へ新年
のご挨拶を申しあげますとともに、旧
年中に賜りましたご支援に対しまして
改めて心から厚く御礼を申しあげます。

力強い経済運営に大きな期待
　さて、大震災からの復興と景気回復

期待の中で迎えた昨年は、世界の主要国で国政選挙・政
権交代が行われた政治の年でしたが、各国とも内向きの
経済政策の結果、大変不安定な１年になりました。
　このような中、明るい希望と大きな期待をもって平成 25
年がスタートしました。本年こそは被災地復興の道筋をつ
けるとともにデフレからの脱却に向け、政治の安定と強い
リーダシップにより、全国の地域産業の再生が実感できる
力強い経済運営が行われることを念願してやみません。

未来のニーズに対するチャレンジ
　全国の商工会議所では、地域密着型の事業展開により、
まちづくりに主体的に関わり各地の活性化に貢献してい
ます。そして、全国には独自の強みを持ち、地域に精通
する企業が数多く存在し、商工会議所活動を通じて広く
社会発展の一翼を担っています。
　社会経済は依然として先行き不透明ですが、私たちが
抱えている地球環境問題や少子高齢化など多くの課題は、
転じてみれば未来のニーズともいえます。今こそ企業は
社会活力の再生とビジネスチャンス創造のために、それ
らの課題解決に果敢にチャレンジすべきと考えています。
　さらに、理念を共有するパートナーとして商工会議所
に会員が集い、各々が持てる力を結集し企業の総合力と
して未来のニーズに応えることができるならば、地域社
会発展の大きな原動力となり得ます。そのため、商工会
議所といたしましても課題解決に向けて積極的に取り組
んでまいります。

市民の積年の夢がついに形に
　本年は、地域の明るい話題が二つあります。一つ目は、
谷津船橋インターチェンジの開通が本年中に予定されて
います。当所では、10 年以上前から設置要望を展開して

習志野市内での
はお任せください！

http://2750002a.hpbegin.jp/
事務所・店舗探し

千葉県知事免許（9）第7171号

習志野市実籾5-9-28　TEL：047-479-3122

年頭所感
まいりましたが、ようやくその夢が実現することになり
ました。
　次に、JR津田沼駅南口で進められております土地区画
整理事業では、習志野市の玄関口にふさわしい賑わいを
醸し出すための商業環境や景観形成にあたり、地元経済
への波及を願い様々な取り組みを行ってまいりましたが、
まちが全貌を現し始め積年の夢が形になろうとしていま
す。これらの完成が市民生活の向上はもとより、地域経
済再生の大きな機会となりますよう期待しています。
　結びに、本年も皆様にとりまして、より良い年になり
ますようご祈念申しあげ、新年のご挨拶とさせていただ
きます。

光が射す方へ向けて 前進
習志野市長　宮本　泰介

　皆様におかれましては、輝かしい陽
光が射す新年を健やかにお迎えのこと
とお喜び申し上げます。
　昨年は東日本大震災からの復興に邁
進する中、市民プラザ大久保、杉の子
こども園、ひまわり発達相談センター
がオープンし、市内で最も歴史ある津
田沼小学校の新校舎が竣工するなど、

新たな時代の兆しを見せました。また、48 年間使用した
市役所本庁舎を閉じ、仮庁舎へ移転する大きな転換の年
でもありました。
　市長として３年目を迎える本年は、現在の本市基本構
想の集大成であるとともに、市制施行 60 周年となる平成
26 年度を初年度とする新たな基本構想を策定し、目指す
べき都市の姿を描く非常に重要な年です。
　その土台にはまちが元気であるということが必要であ
り、そのためには市内で働く皆様が生き生きとしている
ことが大切です。市では「市民みんなが夢と輝きをもっ
て働ける都市（まち）づくり」の実現に向けて、実効性
のある施策をしてまいります。
　最初に商業振興では、商店街が賑わいと交流の場とし
ての機能を発揮できるように共同施設の整備やコミュニ
ティ施設の運営支援などに取り組んでまいります。また、
工業振興においては、本市の特色である流通経路の利便
性や良好な操業環境の保持を進め、工業集積の場として
の魅力創出を支援いたします。
　次に産学官民連携として、産学官民の人的ネットワー
クを機軸とした活動拠点を運営する「産学官連携プラッ
トフォーム委託事業」を貴会議所に委託するなかで、製
品開発に向けた「技術相談」や、市内大学と市内企業と
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の情報交流である「マッチング支援事業」、「先端技術等
研究事業」などを実施し、商業、工業における新技術・
新産業の創出を図ってまいります。
　平成 17 年に本市は、県内初となる「習志野市産業振興
基本条例」を市議会、貴会議所と一体となって策定して
おり、これが私たちの産業振興の原点となっております。
改めてその志に帰し、地域に根差した産業への支援、育
成を継続的に行い、産業の振興と調和のとれた地域社会
の発展に努めてまいります。
　本年は、JR津田沼駅南口に誕生する「奏の杜」のまち
開き、谷津船橋インターチェンジの開通など、今日まで
着実に歩んできた成果が形になって表れ、本市のポテン
シャルを大きく発揮させる年になります。前へ前へと、
一段と加速しながら全力疾走してまいります。
　皆様とともに習志野市を活性化し、明るい光の射す
方へと向かっていきたいと思いますので、本年もよろ
しくお願い申し上げます。

日本商工会議所 会頭　岡村　正
　平成 25 年の新春にあたり、謹んで
ご挨拶申しあげます。本年が日本再生
へ力強く踏み出す一年であることを心
より祈念いたします。

「決める政治」のもと
         産業の競争力強化を
　2012 年はわが国をはじめ米国、中

国など、世界経済に影響力のある国々が新たな指導体制
に移行した年でした。本年は各国が協調し、日本、欧州、
米国、新興国のそれぞれにおいて、力強い経済発展が実
現されることを期待したいと思います。
　しかし、現下の世界経済は減速懸念が強まる状況にあ
ります。欧州の財政金融問題は当面の危機は回避してい
るものの、経済不安は依然くすぶり続け、また、米国の
財政問題や新興国の成長力鈍化など不安材料も多く、今
後も注意深く見守る必要があります。国内経済も 10 年以
上にわたるデフレにより国内市場は縮小し、GDP（国内
総生産）も減少し続ける中、長引く円高やエネルギー供
給制約など企業経営を圧迫する要因も重なり、景気後退
局面との見方も強まっています。
　こうした中、昨年末の選挙を経て発足した新たな政
権には、強いリーダーシップによる「決める政治」の
もと、成長戦略の着実な実行、なかでも私どもが求め
続け、その柱に位置づけられた中小企業戦略を強力に
進めることを強く期待します。「科学技術創造立国」、「文
化立国」を旗印に、官民あげて成長分野へ集中的投資

を行い、国内需要を喚起しながら、世界を牽引する気
概を持って産業のイノベーションを巻き起こす政策を
断行するときです。

被災地復興と「攻め」の中小企業政策を
　東日本大震災から間もなく２年が経過しようとする
中、被災地復興と福島の再生は遅々として進まない状
況にあります。震災の記憶を風化させず、国内需要を
拡大させるためにも復興のスピードを上げなければな
りません。被災地の復興が日本の再生の第一歩である
ことを改めて強く認識する必要があります。商工会議
所では具体的な活動として遊休機械の無償提供事業や
被災地域産品の販路開拓支援事業などを展開していま
すが、今後も復興の支援活動を継続的に展開してまい
ります。
　また、わが国の国民生活や企業経営を左右する重要課
題については、その解決に一刻の猶予もありません。国
家の命運を握るエネルギー政策、給付の重点化・効率化
策の多くが先送りされた社会保障と税の一体改革、価格
転嫁対策などの課題が残る消費税増税、早急な決断が求
められるTPP（環太平洋経済連携協定）への交渉参加問
題、企業の海外進出などの加速に伴う国内産業の空洞化
や雇用の減少など、今後の経済社会にとって極めて重要
な課題ばかりです。
　日本経済を成長させる原動力は中小企業のダイナミズ
ムです。中小企業の「成長」を促す視点を踏まえた起業・
創業や販路開拓、海外進出支援、人材供給・育成など「攻め」
の政策が必要です。中小企業の支援ニーズは多様かつ成
長段階に応じて異なりますが、我々としてもきめ細かく、
より踏み込んだ具体的な支援策を政府などへ強く働き掛
けてまいりたいと存じます。
　日本商工会議所でも全国の商工会議所間のネットワー
クをさらに強固にし、これら直面する諸問題の解決に向
けて全力でまい進してまいります。

よりよい経済社会を次の世代に
　今日の日本は閉塞感の中にありますが、我々には将来
の世代に対してよりよい経済社会を創り、襷を渡してい
く責務があります。長年にわたり積み残してきた課題に
勇気を持って切り込み、日本経済の再生を果たしながら、
50 年、100 年後の社会発展の基盤を再構築しなければな
りません。絶え間ない「イノベーション」への挑戦によ
り閉塞感を打ち破り、日本経済の再生と持続可能な経済
社会の実現を果たすため、本年も皆様とともに前進して
いく決意であります。皆様の一層のご支援とご協力を心
からお願い申しあげます。

株式会社 ハセガワ
本　　社：習志野市大久保 1-6-2
八千代工場：八千代市大和田新田 710

http://www.hasegawa-eco.com/

産業廃棄物中間処理場
廃棄物の事は全てお任せ下さい！

TEL：047‒473‒1638株式会社 Tel.043-297-8220
Fax.043-297-8223

千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブイースト7Fコメット工業
PC周辺機器の検査及び修理から在庫管理・配送迄の一貫したサービス提供

お気軽にお問合わせ下さい。
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マルケイ融資をご利用ください［無担保・無保証人、年利1.75％で1,500万円まで（12月21日現在）］

習志野商工会議所のサービス
知って、得して上手に使う

　習志野商工会議所は、地域経済の振興と発展を目的と
して、昭和62年設立以来、会員事業所をはじめとする
商工業者の方々の経営基盤強化のお手伝いや街の活性化
を推進しています。皆様のよきパートナーとして、豊富
な経営情報の提供や、従業員の方々の福利厚生事業など、
幅広い会員サービス事業を展開していますので、ぜひご
活用ください。

★ 経営を広くサポート
　金融、税務、労務など経営
に関するご相談を無料（一部
有料）で受けられるほか、煩
雑な労働保険、雇用保険の事
務手続きの代行など、経営全
般の支援を行っています。

★ 自己啓発・人材育成のお手伝い
　事業主や従業員の自己啓
発のためのセミナーを開催
しているほか、ビジネスに
役立つ各種検定試験を実施
しています。
▪各種セミナー（経営革新、
　ビジネスプラン、マーケティング、創業塾、営業力アッ
　プ、IT セミナー他）
▪各種検定（簿記、珠算、販売士、福祉住環境、カラーコー
　ディネーター、ビジネス実務他）

★ 会議所会館を活用（駅に近くて便利！）
　社内研修、サークル活動、
パソコンセミナー、パーティー
など多目的に使える会議室
を一般の方も割安で利用で
きます。

★ 情報の受発信とお店の PR
　様々な媒体を通じて事業所
の PR をお手伝いします。
▪ JR 津田沼広告版へのポス
　ター掲示
▪会報紙への広告（チラシ）
　同封
▪ HP で取引先を探す

★ 交流・ビジネスチャンスを提供
　商工会議所活動の根幹でも
ある部会、委員会活動を通じ、
ビジネスチャンス創出や出会
いの場を演出します。
▪ビジネス交流会、商談会
▪会員交流会
▪部会活動（商業、工業、サービス業、建設業）
▪賀詞交歓会

★ いざという時のための共済・福利厚生サービス
▪役員、従業員の福利厚生や退職金制度
　など
▪労災リスクに備える
▪取引先の倒産リスクから企業を守る

その他 詳しくはこちらから

習志野市津田沼4-11-14
TEL：047（452）6700 
FAX：047（452）6744
URL：http://www.narashino-cci.or.jp/

HP QRコード

それは「地域活性化の仕掛人」
気がついたら大流行のB級グルメやご当地検定。

どれも、自然に人気が出たわけではありません。多くのブレイクの陰には地域活性化の仕掛人が！
じつは、商工会議所も、かなりのヒットメーカーなんです。

詳しくは http://www.jcci.or.jp/secret/index.html

習志野商工会議所 検索
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ドコモショップ津田沼店
TEL：047-476-1100
ドコモショップ津田沼北口店
TEL：047-455-7778
ドコモショップ北習志野店
TEL：047-496-3900
ドコモショップ八千代中央店
TEL：047-480-6622

★ ますます充実！ スマートフォン ★
～ ドコモだからできる、色々なサービス  ～
・「しゃべってコンシェル」
　スマホに話しかけて、簡単検索・操作
・「災害用音声お届けサービス」
　大規模な災害時に音声メッセージで安否情報をお届けする
・「NOTTV」（ノッティービィー）
　2012 年 4 月に開局するスマートフォン向けの新しい放送局

詳しくは、ドコモショップへ！

なやみごと・相談受付、お気軽にご相談ください　顧問弁護士　渡辺 惇先生　TEL：047（472）0911

お知らせ
募  集

初心者～中級者向け
パソコンセミナー ONE 講座開催！
無料体験　1 月 15 日㈫、25 日㈮
　　　　両日 10 時～ 12 時
講　座　ワード、エクセルなど
　　　　※有料講座は内容により日程
　　　　　が異なりますのでお電話で
　　　　　ご確認ください。
受講料　7,000 円（4 回）
定　員　20 名
場　所　習志野商工会議所
年末調整 ･ 源泉税納付相談会
日　時　1 月 17 日㈭
　　　　10 時～ 16 時（昼休有）
場　所　習志野商工会議所
持ち物　24 年度分源泉徴収簿、給与

支払明細書、扶養控除等申告
書、源泉徴収納付書、24 年
度分上期源泉税納付書、国保
･ 年金 ･ 生命保険 ･ 地震保険
等控除証明書、印鑑など

相談員　千葉県税理士会 
　　　　千葉西支部所属税理士
問合せ　習志野商工会議所
商店街防災対策セミナー

「駅周辺商業集積地の防災対策について」
　大規模災害時の商店街及び各事業
所の危機管理体制に必要な知識を得
る為、津田沼地区をモデルに防災対
策について学びます。
日　時　1 月 18 日㈮ 13 時 30 分～
場　所　津田沼一丁目町会会館
講　師　習志野市企画政策部
　　　　危機管理課職員
対　象　習志野商工会議所会員及び津

田沼駅北口街づくり協議会員
定　員　30 名

受講料　無料　　
定　員　100 名
申込み　電話にて習志野商工会議所
　　　　経営室まで

平成 25 年度 償却資産の申告について
　平成 25 年１月１日現在、事業の
用に供している償却資産（土地およ
び家屋以外の固定資産（構築物・機
械・備品等））を所有している事業者
の皆様は申告が必要です。１月 31
日㈭までに申告書の提出を下記の住
所に郵送または持参してください。　
〒 275-0014
習志野市鷺沼２丁目１番 47 号

（第三分室１階）　
問合せ　習志野市役所　資産税課

償却資産係
TEL：047（451）1151
内線 334

京成バスの新路線の運行が開始されました
　京成バスにおいて、新都心営業所

「芝園車庫」（芝園２ｰ７）が新設され
たことに伴い、JR 新習志野駅・海浜
幕張駅～芝園車庫間の新路線が運行を
開始いたしました。

（時刻表［一部抜粋］）新習志野駅発
～新都心営業所行き（平日）【８時】
０２・３９・４９・５６分、【９時】０７・
１７・３２分、新都心営業所発～新習志
野駅行き（平日）【１８時】０８分・５４分、

【１９時】１７分・４２分
※なお、時刻表は、変更する場合が
　あります。
市役所からのお知らせ
　習志野市では、 平成 25 年 3 月ま
で各種健康診査、がん個別検診を実施
しています。
健康診査対象者
習志野市国民健康保険又は後期高齢
者医療制度加入者
がん検診対象者
習志野市民（検診ごとに対象年齢等が
異なります）
　受け方など詳しい内容やご不明な点
は、下記へお問合せください。
問合せ　習志野市役所健康支援課
　　　　TEL：047（453）2923

問合せ　習志野商工会議所
第 7 回工場見学会

「他社の製造現場をみる」参加者募集
日　時　2 月 7 日㈭ 9 時～ 13 時
見学先　㈱日下製作所：医療機器部品、

半導体部品、 サーボモーター
部品等の精密機械部品を製造。
㈱森精機製作所 千葉事業所：
日本を代表する国内最大手の
切削型工作機械総合メーカー。

定　員　30 名
参加費　1,000 円（昼食代含む）
問合せ　習志野商工会議所
環境 ･ 省エネセミナー

「電力危機に打勝つ省エネのツボ」
日　時　2 月 8 日㈮
　　　　18 時～ 19 時 30 分
場　所　習志野商工会議所大会議室
講　師　習和産業㈱ エネルギー管理士
　　　　土本　裕 氏
定　員　80 名（無料）
対　象　企業経営室、施設管理者ほか
問合せ　習志野商工会議所
2013 年合同ビジネス交流会 in 船橋
　習志野・船橋・八千代・浦安の 4 商
工会議所会員が参加する合同ビジネス
交流会を開催します。
日　時　2 月 15 日㈮ 17 時～
場　所　船橋商工会議所
参加費　3,000 円（お一人様）
定　員　80 事業所（先着順）
対　象　各商工会議所会員事業所
問合せ　習志野商工会議所
経済講演会
　テレビ朝日「ワイドスクランブル」、

「ビートたけしの TV タックル」、読売
テレビ「たかじんのそこまで言って委
員会」等、テレビ、ラジオでお馴染み
の須田慎一郎氏の経済講演会です。
テーマ　「どうなる日本！これからの
　　　　　　　　中小企業の生き方」
～裏舞台から見た政治経済のシグナル～
講　師　経済ジャーナリスト　
　　　　須田　慎一郎 氏
日　時　3 月 12 日㈫
　　　　16 時～ 17 時 30 分
場　所　日本大学生産工学部
　　　　39 号館 6 階
　　　　（京成大久保駅徒歩 10 分）

募　集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

お知らせ




