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　3月25日㈫、商工会議所会館にて第54回通常議員総
会を開催し、平成26年度の事業計画と収支予算などの
主要議案が可決承認されました。
　また、6年間にわたって専務理事を務められた竹
蓋和夫氏の退任に伴い、新たに高野次夫氏が選任さ
れました。
　総会終了後は、「経営者の健康と経営について」の研
修会に続いて役員議員・会員交流会が開催され、有意
義な交流を図る機会となりました。

　3月11日㈫、千葉工業大学津田沼校舎にて、部会員
交流会を開催しました。
　「第1部」では、テレビでもお馴染みの元NHKワシン
トン支局長 手嶋龍一氏を講師に迎え、「動乱の東アジ
ア情勢を読み解く～中国の台頭と日本の針路～｣と題
した講演会を開催しました。当日は、市民の方も含め
559名が聴講され、テレビや新聞では報道されない豊
富な現場取材とインテリジェンス理論に基づく緻密
な話に聞き入っていました。
　「第2部」では、会員事業所の皆様による交流会を開

催し、名刺交換や他業種との情報交換など、会員事業
所相互の親睦を深める充実した時間となりました。
　習志野商工会議所では、今後も会員同士の交流の場
を設けていきますので、ぜひご参加ください。

　建設業部会（部会長：鯨井徹）では、3月3日㈪に「～首
都圏経済の胎動を感じる～　東京オリンピックを支
える建設」と題した視察研修会を実施し、国立競技場

（秩父宮スポーツ記念博物館）、築地市場、清水建設技
術研究所を訪問しました。（参加者30名）
　今年の視察は、2020年の東京オリンピック・パラリ
ンピックの開催決定を受け、今後の首都圏を中心とし
た経済の活性化に注目が集まるなか、都市大改造の中
心を担う施設やそれらを支える基盤技術の研究開発
等の最新の情報収集を目的に実施しました。
　1964年の東京オリンピック開催のため1958年に完
成した国立競技場は、2014年7月から「新国立競技場」
の建設に向け解体工事が始まり、また、世界最大級の
水産物の取扱規模を誇る築地市場（昭和10年2月開場）
は、平成26年度中の開場に向け、現在、豊洲地区への
移転整備が進められています。他にも、多くのオリン
ピック関連施設やインフラ改修のプロジェクトが計
画されるなか、それを支える耐震や液状化などの先端
技術は、今回訪問した清水建設技術研究所などの現場
で日進月歩の開発が進められています。
　当部会では、今後の事業経営に大きな影響が及ぶこ
れら建設投資や技術開発の動向を注視しながら、会員
事業所の技術や業績の向上および交流の促進に繋が
る事業を引き続き積極的に展開してまいります。

　建設業部会（部会長：鯨井徹）では、習志野市の建設行
政担当者との意見交換会を3月17日㈪に開催しました。

　 報告　　 第 54 回通常議員総会を開催
平成 26 年度事業計画など
全 7 議案を承認

　 報告　　 建設業部会
習志野市との意見交換会を開催

　 報告　　 建設業部会 視察研修会を実施
国立競技場、 築地市場、
清水建設技術研究所を視察 

　 報告　　 部会員交流会を開催
手嶋龍一氏講演会に約 560 名
が参加

外交ジャーナリスト　手嶋龍一氏

清水建設技術研究所にて

挨拶をする白鳥会頭
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防犯カメラが設置されました。地域生活者のみなら
ず、買物客や学生に安全で安心な商店街と住環境を提
供するとともに、犯罪や事故の早期解決及び抑止力と
して期待されます。

　この度の議員総会におきまし
て専務理事に選任いただき、4月
1日付けで着任いたしました高野
でございます。
　元気ある習志野商工会議所の
専務理事という名誉ある地位

で仕事をさせていただきますことを大変誇りに
思っております。
　商工会議所は、地域の総合経済団体として商工
業の総合的な発展を図り、社会一般の福祉の増進
に資するという使命を持っておりますが、その果
たす役割は非常に大きなものがあります。
　習志野市の変貌は著しいものがあります。そ
の中で習志野商工会議所の役割はますます地域
総合経済団体として地域の中核的な役割を果た
し、商工業をリードしていかなければならないと
思っております。
　もとより非力ではございますが、白鳥会頭のも
と事務局職員と共に会員の皆様のご指導ご協力
をいただきながら、習志野市内の商工業発展のた
めの職責を全うすべく努力してまいりますので、
よろしくお願い申し上げます。

　この度、３月31日付をもって専
務理事を退任することになりま
した。
　顧みますと、平成20年４月に就
任以来６年間在任させていただき
ましたが、その間、鈴木前会頭を

はじめ多くの役員、議員、会員の皆様方の温かなご
指導、ご厚情のもと、この元気ある習志野商工会議
所の専務理事という名誉ある地位で仕事をさせて
いただいたことを大変誇りに思っております。
　この思い出ある習志野商工会議所会館で、様々な
事業を通じまして地域経済の発展に関われたこと、
そして、多くの皆様方との出会い、人と人との繋が
りは、私にとりまして大きな財産となりました。
　今後は、地域社会の伸展にいささかなりとも貢
献できますよう心掛けてまいる所存でおります
ので、在任中と変わらぬご厚誼をくださるようお
願い申し上げ、退任の挨拶といたします。ありが
とうございました。

　市からは西村副市長はじめ15名、当所からは白鳥会頭を
はじめ部会から21名が参加し、建設行政の現状と課題、今
後の建設業施策のあり方などについて話し合いました。
　部会からは、①平成26年度発注予定の概要について
②設計単価見直しの現状と今後の取り組み方につい
て③工事の早期発注について。一方、市からは①公共
工事に関する要望が部会へなされました。
　今回の意見交換を通じて抽出された課題は、今後の
市の施策や企業活動の参考として、よりよい建設工事
反映に向けて活かされます。

　会員事業所で働く人達の健康の維持増進を図る目
的で、巡回健康診断を行います。事業主の方、従業員
の方、どなたでも受診できます。
※検診内容などの詳細は同封のチラシをご覧いただ
　くか、下記までお問合せください。
問合せ　習志野商工会議所　柴崎・鈴木

　学園おおくぼ商店街では、千葉県の「千葉県地域と
連携した商業活性化事業」、習志野市の「商店街共同施
設整備事業補助金」を活用し、大久保商店街に18台の

　　    
あじさい共済加入者「最大 2,000 円割引！」

春の健康診断を実施します！

　 募集

　 報告　　 学園おおくぼ商店街
防犯カメラが設置されました

清水建設技術研究所にて

全18台設置された防犯カメラ

建設業部会　行政との意見交換会

就任ご挨拶　高野 次夫

退任ご挨拶　竹蓋 和夫



4 マルケイ融資をご利用ください［年利1.60％で１千五百万まで（３月28日現在）。無担保・無保証人］
マル経融資とは、小規模企業の方が商工会議所の経営指導を経て、融資申込みをする「無担保・無保証・低利」の国の制度です！

▪巡回による課題把握と
連携による経営支援の
強化！

　日常的・定期的な戸別巡
回訪問を通じて経営課題
の把握に努めるとともに、
解決のための適切な具体的施策の提供と、自治体・専
門家との連携による支援環境を強化し、経営安定と成
長のための経営支援に取り組みます。
具体的な取組
◦巡回訪問経営支援（巡回訪問による実態把握と解決

のための適切かつ具体的施策の提供）
◦金融経営支援（資金需要把握、実態に即した斡旋、

融資後の指導強化）
◦専門家派遣経営支援（専門的見地からの発展段階に

応じた適切な経営支援）
◦施策普及経営支援（経営の改善・飛躍に資する各種

施策の提供支援）
◦研修指導経営支援（課題ごと研修方式による集団指

導型経営支援）
・販促・商談経営支援（販売促進支援・ビジネスマッチ

ング支援）

▪地域資源活用による経
済と企業の潜在力発揮
と社会貢献！

　掛け替えのない生活と
事業の舞台としての本市
経済の自律的発展や地域
資源活用による商店・工場の飛躍を支援するととも
に、地球環境への対応など、企業の潜在力発揮により
社会貢献や社会問題解決に資するため、ワークライフ

バランスなど企業風土の醸成に取り組みます。
具体的な取組
・産学官連携プラットホーム（研修・交流・販路開拓、共同

研究・実用化支援、情報提供、ロボット関連、景気対策・
中小企業振興、地域活力基盤の強化、地域資源の活用）

・活性化チャレンジ支援（がんばる企業・活性化チャ
レンジ支援）

▪目的達成のため現場に
立脚した継続的で大胆
な行動の強化！

　会員のための団体とし
て果たすべき役割と存在
意義を会員と共有し、現場
に立脚した継続性のある活動を強化するとともに、重
点事業の実現に対しては産学官民連携による大胆な
活動を展開するなど、状況と優先順位に応じて実践を
重視した行動強化に取り組みます。
具体的な取組
・会員の絆・出会い交流（部会員交流会、婚活事業）
・会議所組織・機能強化（福利厚生面からの経営改善

支援と当所の財務強化、会議所機能強化）

会員企業の経営支援！

地域特性と潜在力発揮！

会議所の機能・行動強化！

 平成26年度事業計画
～会員と地域の発展・飛躍のために

政府・自治体の成長戦略の推進役を担います！～

習志野商工会議所
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5毎月2100部発行「商工習志野」へチラシ同封して PR しませんか？ 1回につき30,860円
両面印刷 ･ 光沢 ･ カラー印刷も OK ！ 36,000円で印刷 ( モノクロ ) 代行します！

②KAZASUアプリのインストールが完了したら、アプ
　リを起動し、画面中央に下の写真にかざしてください。

　動画がスマートフォンに画像上に動画が流れ、同
が終了後にサンプルメーカーサイトが表示されま
したでしょうか。
　今回ご紹介したものはKAZASUアプリにある機
能のほんの一部をご紹介しました。
　KAZASUアプリではその他にも…
　　⃝位置情報コンテンツ配信
　　⃝3Dコンテンツの配信
　　⃝カメラ機能、SNS連動コンテンツの配信
　　⃝360度コンテンツの配信
　千葉市ではこのコンテンツを利用し、避難所、避難
ビルがカメラを通して表示される「AR千葉市防災」ア
プリを展開しています。その他にも、商店街マップ、
会社案内など多方面での活躍が期待されています。
　詳細、ご質問、お問合せは下記HPをご覧いただ
くか、下記連絡先までお問合せください。
株式会社ベル・ヴォア　担当：大久保
TEL：047（473）1304　URL：http://kazasu.co.jp/

特 集

　商工習志野４月号では、当所に所属する会員事業
所が取り扱う新製品・新商品をご紹介し、商工習志
野を通じて、会員事業所同士のマッチングを目的に
特集記事として掲載していきます。
　第１回目は、株式会社ベル・ヴォアが取り扱う、
次世代広告アプリ「KAZASU」のご紹介をさせてい
ただきます。

　現在、スマートフォンの保有率は55.2％（参考デー
タ：博報堂DY調査2013年11月現在）と若い世代を中
心に保有率が高まっています。それに伴い、SNS（ソー
シャルネットワーク）の中でも Twitter、Facebook、
Lineなど多くのSNSを数多くの人が使い、人のつな
がり、拡散、口コミの場を利用しています。
　KAZASUアプリはAR「Augmented Reality（拡張
現実）」という技術を使用し、その名の通り「現実世
界のもっと知りたいをWebと連携して補う」という
ことを実現する次世代広告アプリです。今回は一
部サンプルを掲載しましたので手順に従い一度お
試しください。

①QRコードから「KAZASU」アプリをダウンロード

　4月1日㈫より、習志野商工会議所のホームページがリ
ニューアルしました。会員事業所の皆様に役に立つ情報を
探しやすく・分かりやすくしました。また、リニューアルに
併せて会員事業所紹介動画の掲載や、フェイスブックを開設
し様々な情報を発信していきます。

次世代広告アプリ「KAZASU」

習志野商工会議所HPリニューアル
見やすくなりました！！

利用手順

会員事業所新製品・
新商品紹介①

掲載事業所募集！
新商品・新製品をPRしたい！という方はぜひご連絡ください！
商工習志野を使ってPRしましょう！
習志野商工会議所　経営室　柴崎まで
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ビジネスの最前線で役立つ知識、技術を効率よく学べる商工会議所の検定試験【簿記検定試験・販売士検定試験】
直近の試験日　簿記検定　１～３級　６月８日㈰　　販売士検定　３級　７月12日㈯

平成26年度
　労働者を１人でも雇っていれば、事業主は労働保健
の加入手続きが必要です。
　習志野商工会議所では会員事業所限定サービスと
して、忙しい事業主の皆さまに代わり労働保険の事務
代行を行っています！

①労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に
　代わって処理するため、「事務が軽減」
②労働保険料の額にかかわらず3回に「分割納付」がで
　きます
③労災保険に加入できない事業主や家族従業員など
　も「特別加入」ができます（労災保険が成立（加入）し
　ていることが条件）

労働保険に加入していますか？
　労働保険料の納付その他労働保険に関する事務、　
一般搬出金に関する事務
  

常時使用する労働者が…
　 50人以下　金融、保険、不動産、小売業
　100人以下　卸売、サービス業
　300人以下　その他事業
  

保険料の10％（最低5千円、上限15万円）

習志野商工会議所　中小企業支援室　TEL：047（452）6700

 開催日時
7月20日㈰　9時～21時
 募集期間
4月8日㈫～4月25日㈮　※平日9時～17時
 参加資格
千葉県暴力団排除条例（平成23年9月1日施行）に
抵触しない者および出店内容が市民まつりの趣旨
を逸脱しない者で、①・②いずれかに該当する者。
①習志野商工会議所会員で、習志野市内に店舗及
び事業所を有する事業者。ただし、登記だけで店
舗及び事業所が市内に実在しない事業者などは
不可。
②習志野市内で活動している団体及び町会・自治
会等。
※千葉県暴力団排除条例に関するお問合せは、
　習志野警察署刑事課までお問合せください。
　TEL：047（474）0110

 募集内容
グルメの部（飲食物の販売）40コマ（9時～21時）
1コマサイズ（間口2.7m×奥行1.8m）
バザーの部（物品の販売・ゲーム等）22コマ（9時～
21時）1コマサイズ（間口1.8m×奥行1.8m）
※1団体の申込コマ数は、グルメ、バザーともに各
1コマまで。ただし、参加申込者数の状況により、
2コマ使用可能です。（2コマ目も有料です。）
 出店協賛金
1日1コマ：15,000円※雨天やその他の理由で、出
店の目的を達することができなかった場合でも、
出店協賛金は返却できません。
 応募方法
①習志野商工会議所（047（452）6700）へ電話をし、
事前に予約（4月8日㈫～4月15日㈫まで）を行って
ください。その際、出店の概要を確認します。
②仮受付終了後10日以内に申込書（別紙1）および
誓約書（別紙2）に必要事項を明記し、出店責任者
本人および従事者全員の写真並びに、運転免許証
または健康保険証等の写しを添付し、郵送・持参の
いずれかの方法により、習志野商工会議所に提出
してください。（申込書および誓約書をまとめて警
察署に提出します。）※ただし、商店会連合会へ申
請し許可を受けている方は、従事者全員の許可書
のコピーを提出してください。

習志野きらっと2014　７月20日開催

出店者募集
4月8日㈫から受付開始！

第21回市民まつり

労働保険の事務委託するメリットは？

委託事務の範囲

委託できる事業者

委託手数料

お問合せ
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発明相談会
日　時　４月15日㈫、５月20日㈫
　　　　各日9時～16時
場　所　習志野商工会議所
内　容　特許・実用新案・意匠・商標、
　　　　外国出願、先行技術調査、商
　　　　標調査など
相談員　㈳発明協会所属相談員
費　用　無料
問合せ　習志野商工会議所　
行政書士相談会
日　時　４月18日㈮、５月16日㈮
　　　　各日13時～16時
場　所　習志野商工会議所
内　容　会社設立・建設業等の各種許
　　　　認可申請・諸規定構築入管手
　　　　続き相続・遺言など
　　　　※紛争性のある事案等につい
　　　　　ては対応できない場合があ
　　　　　ります。
相談員　千葉県行政書士会
　　　　葛南支部所属行政書士
問合せ　習志野商工会議所

小規模事業者持続化補助金のご案内
　経営計画に基づき、商工会議所と一
体となって行う、小規模事業者による
創意工夫を凝らした地道な販路開拓
（創意工夫による売り方やデザイン改
変、チラシ作成、商談会参加等）等に係
る費用の２／３を国が補助します。
補助額　補助上限額50万円
　　　　（補助率2/3）
　　　　※雇用を増加させる取組につ
　　　　　いては、補助上限100万円。

　　　　※従業員5人以下の小規模事
　　　　　業者を優先的に採択します。
締　切　二次締切5月27日㈫
　　　　〔締切日17時必着〕
　　　　※その他詳細は当所ホーム　
　　　　　ページをご覧ください。
問合せ　習志野商工会議所　
　　　　中小企業支援室
平成26年度
業務改善助成金のお知らせ
　千葉県内に事業場を置き、事業場内
で最も低い時間給（時間換算額）が800
円未満の労働者を使用する中小企業事
業主が、①事業場内最低賃金を時間給
で40円以上引上げる計画を策定②労
働能率の増進に資する設備・機器の導
入、研修等の業務改善、賃金制度の設
備、就業規則の作成・改正等の業務改善
計画を策定③賃金引上げを実施した場
合に、業務改善に要した費用（10万円
以上）の2分の1（常時使用する労働者
数が企業全体で30人以下の事業場は
4分の3）を国の予算の範囲内で助成す
る制度です。（業務改善助成金の上限は
100万円、下限は5万円です。）
問合せ　千葉労働局労働基準部賃金室
　　　　TEL：043（221）2328
「習志野市緊急地域経済対策事業
受注登録希望事業者」を募集
　市では、消費税率の引き上げを含め、
経済情勢の影響を受けやすい、市内の
営繕・修理業などの市内事業者への緊
急地域経済対策事業として、昨年に引
き続き公共施設（市内108箇所）の修繕
等を緊急発注します。
対　象　市への業者登録の有無を問わ
　　　　ず、市内営繕・修理業を営んで
　　　　いる事業者。個人事業者は、
　　　　本市に住所を有すること。
登　録　これまでに本事業に登録をし
　　　　ていない新規事業者は、新規
　　　　登録が必要です。
　　　　※すでに登録している事業者
　　　　　は登録手続き不要。
期　間　4月1日㈫～25日㈮
　　　　8時30分～17時（平日のみ）
方　法　商工振興課窓口または、FAX　
　　　　（「受注希望者申込書」は、市ホーム
　　　　ページからダウンロード可）
事業総額　3,000万円

開　始　5月上旬～
内　容　50万円以下の小規模修繕

（営繕）方法受注希望者名簿から
各所管課長・施設長が直接発注

問合せ　商工振興課
　　　　FAX：047（453）5578
習志野市骨髄移植ドナー支援事業
について
　市では、提供者（ドナー）の増加や多
くの骨髄・末梢血幹細胞移植の実現を
めざして、ドナーとドナーが従事する
国内の事業所に助成金を交付する「骨
髄移植ドナー支援事業」がございます。
助成対象者
①提供者（ドナー）
習志野市内に住所があり、公益財団
法人骨髄移植推進財団が実施する骨
髄バンク事業で骨髄・末梢血幹細胞
の提供を完了し、証明する書類の交
付を受けた方
②提供者（ドナー）が従事する事業所
提供者（ドナー）が従事している国内
の事業所（国・地方公共団体等を除く）
助成金の額
①提供者（ドナー）
骨髄・末梢血幹細胞の提供1回につき
10万円
②提供者（ドナー）が従事する事業所
提供者（ドナー）1人につき5万円
問合せ　習志野市役所健康支援課
　　　　TEL：047（451）1151
習志野警察署からのお知らせ
「口コミ作戦」で振り込め詐欺を撲
滅しましょう！
<これらは全て詐欺です！>
①息子や孫からのお金を要求する電話
　➡必ず、息子や孫の元々の電話番号
　　にかけて確認を！
②市役所職員等からの還付金の電話
　➡ATMで還付金が受けられること
　　は絶対にない！
③警察官や銀行員を名乗る電話
　➡現金や通帳、キャッシュカードは
　　絶対に他人に渡さない！
「私は大丈夫」と思っていませんか？誰
でも騙される危険性があります！
※このような電話があったら、遠慮な
　く警察に電話してください。
習志野警察署　
TEL：047（474）0110

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

募　集

お知らせ
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健 香 堂

　習志野市谷津で営業を行っている健香堂では、アメ
リカの doTERRA 社の製品をはじめ厳選した高品質な
エッセンシャルオイルの販売を行っています。100％自
然なエッセンシャルオイルは安全でストレスなどの緩
和にも役立つことから、1 日の中で 1 番長く過ごす職
場内での設置を推進しています。リラックスできる空
間での職場作りにご興味のある方は一度ご連絡してみ
てはいかがでしょうか。

住所：習志野市谷津 3-18-19　代表者名：茂木 ユウ子さん
TEL：047（452）1185　FAX：047（452）1192
メール：sokaumotegi@ozzio.jp
HP：http://www.rakuten.co.jp/sokanmotegi/index.html

㈱中臺肉店

　毎朝多くの飲食店の方が仕入れなどに訪れる船橋市
中央卸売市場内に店舗を構えている㈱中臺肉店。
　国産牛肉、豚肉、鶏肉など多くの種類を揃えている
ほか、冷凍、チルド製品も数多く取り揃えています。
また、自家製の焼豚は創業当時からの人気メニューで
それを目当てに訪れるお客さんも少なくありません。
　一般家庭向けの小売も行っていますのでお近くの方
はぜひ船橋市場までお越しください。

住所：船橋市市場 1-8-1　代表者名：中台 恵二さん
TEL：047（423）0437　FAX：047（423）0437
定休日：日曜祝日、第 2、4 水曜
営業時間：５時 30 分〜 11 時

　鹿島学園高等学校津田沼キャンパスでは通信制で全
日程と同じ資格を得ることができます。また、高卒資
格の他に進路に合わせた資格、技術取得のカリキュラ
ムを組むことができるのが魅力です。
　習志野市保育補助申請対象の保育園、チューリップ
ナーサリーでは、民間施設の長所を活かし京成津田沼
駅徒歩 1 分という好立地にて 24 時間保育を行っていま
す。気になった方はお気軽にお問合せください。

住所：習志野市津田沼 5-13-6
代表者名：古井 敏昭さん
TEL：047（408）0156（鹿島学園）
TEL：047（453）1214（チューリップナーサリー）

地図 QRコード

HP QRコード

栄 来 軒

　幕張本郷住宅街にあるラーメン店「栄来軒」。メニュ
ーは醤油・味噌・塩ラーメンのほか、餃子や、定食メ
ニューも充実しており、安価でボリューム満点のメニ
ューが豊富でランチタイムはもちろんのこと、夜の営
業は深夜 2 時まで営業していますので、仕事帰りに晩
酌をしつつ、食事をするお客さんも多くいらっしゃい
ます。お近くの方はぜひ一度足を運んでみてはいかが
でしょうか。

住所：千葉市花見川区幕張本郷 7-13 望月コーポ
代表者名：渡辺 昇さん　TEL：043（275）7766
営業時間：11 時〜 14 時　17 時〜 2 時
定休日：なし

地図 QRコード

地図 QRコード

鹿島学園高等学校 津田沼キャンパス
チューリップナーサリー


