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報告

習志野商工会議所

代表者連絡会議開催

４月21日㈪、平成26年度第１回代表者連絡会議（樋
口惠己委員長）が開催されました。はじめに各部会長、
委員長より平成26年度部会、委員会活動についての説
明があり異議なく承認されました。
また各部会、委員会より要望のあった習志野市長への
要望について事務局より説明があり、承認されました。
【主な要望】
▪ JR 津田沼駅周辺の景観及びバリアフリー改善
▪展示会等出展費補助制度の創設
▪企業立地促進法に基づく工場立地法に規定する環
境施設面積率の緩和について
▪オービックシーガルズ支援体制の強化について
▪国土強靭化法による各種施策実行時の市内業者活
用について
▪空き地・空き屋の把握 ▪地籍測量の推進
▪住宅リフォーム助成制度の創設
▪緊急地域経済対策事業の継続
▪緊急安全管理の確認
▪習志野市老舗店舗認定制度と表彰
▪習志野市名工（技術者）認定と表彰

建設業部会と行政との
意見交換会 ～習志野市が入札・
報告

契約制度の改善を実施～

建設業部会（鯨井徹部会長）と習志野市との間で行われ
た本市建設業界動向等に関する意見交換会（３月17日㈪
開催、商工会議所会館※商工習志野４月号掲載）で協議さ
れた「公共工事に係わる業界からの要望」を受け、習志野
市では、本年４月１日付けで、次の事項に関する入札・契
約制度の改善が実施されました。
①「低入札価格調査実施要領」を改正（４月１日施行）
◦低入札価格調査基準額の算定方法を最新の中央公
共工事契約制度運用連絡協議会モデル（平成25年５月
16日～モデル）に準拠したものに改正。
②入札参加資格における請負工事場所に係る近接要
件の制限撤廃
（習志野市 HP「入札・契約制度改善のあゆみ」より）
業界全体では、震災復興や消費増税後の建設投資の

動向、技能労働者の確保・育成などの各種課題が顕在
化するなかにあって、建設業部会では、引き続き行政
担当部署との情報交換等を通じて、行政と業界との連
携の促進を図るとともに、今後も地域産業の健全な発
展と育成に資する政策の提言や活動を積極的に展開
してまいります。

3月に行われた行政との意見交換会の様子

募集 女性会主催「食育」講演会

「食事を変えれば病気は治る」開催
健康のためには、食事、睡眠、運動などに気を付け
ていることは誰でもご存知ですが、特に食事と睡眠
は、人間にとって必要不可欠です。しかし昨今、食事
をおろそかにしている方が多くなってきています。
そこで習志野商工会議所女性会主催にて「食育」セ
ミナーを開催します。詳細は下記の通りとなります
ので、ぜひご参加ください。
日 時 ６月11日㈬ 17時30分～19時30分
場 所 習志野商工会議所3階会議室
講 師 神崎 夢風さん（健康料理研究家
（一社）日本食医食協会 代表理事）
費 用 会員：無料 一般：500円
問合せ 習志野商工会議所 山野井

募集 「商工会議所福祉制度」

キャンペーン実施のお知らせ
ベストウイズクラブでは、
「福祉制度キャンペーン」
を5月、6月に実施します。本キャンペーンは、
「商工会
議所福祉制度」を会員の皆様にご理解いただき、会員
事業所の福祉向上にお役立ていただくことを主な目
的としています。
「商工会議所福祉制度」は、経営者・役員の皆様の保
障や退職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保
障ニーズにお応えした際には、ぜひご協力いただきま
すようお願いします。
※「ベストウイズクラブ」は商工会議所共済制度・福祉制
度の普及・推進を目的とし全国各地の商工会議所およ
びアクサ生命保険㈱により運営されている組織です。
問合せ 習志野商工会議所 経営室

2 問合せ：習志野商工会議所 TEL：0 4 7（ 4 5 2 ）6700 FAX：047（452）6744

：同封チラシ有り

習志野商工会議所

平成 26 年度

部会・委員会事業計画
習志野商工会議所では商業、工業、サービス、建設の
４部会を設置しており、業界の動向や経営問題など会員
の声を商工会議所事業に反映させています。また、事業
活動について調査研究し、組織強化と事業の一翼を担う
場として委員会（街づくり戦術、企業経営戦術、情報戦
術）、青年部・女性会を設置しています。今回は前号でお
知らせしました商工会議所事業計画に続き、部会、委員
会、青年部・女性会の事業計画をご紹介します。

商業部会（食品業分科会）

柏木清孝 部会長（㈲大久保園）
主な事業
①地域資源活用事業②商
業集客促進事業③先進商
業視察
（部会員交流）④研
修事業／個店の魅力づく
りと実践、商店会連合会
との連携、商店会ごとの目標づくり、会員の主体的
参加

工業部会

樋口惠己 部会長（㈱樋口製作所）
主な事業
①部会員間交流事業②展示
会出展支援事業③産学官連
携・インターンシップ等に
よる基盤整備促進④企業見
学・研修会⑤後継者育成支
援／会員事業所の参加機会促進と技術・情報交流

サービス業部会（金融業分科会）

布施國雄 部会長（㈱レカムサービス）
主な事業
①ビジネス商談会および
交流会②受発注促進研究
事業③金融機関意見交換
会④金融セミナー⑤倶楽
部活動促進⑥公的金融制
度の周知及び改善に向けた協議・要望⑦業種別ビジネ
ス交流会の検討

建設業部会

鯨井徹 部会長（㈲鯨井測量建築事務所）
主な事業
①受発注機械と情報提供支
援②情報化推進支援③後継
者育成・事業承継円滑化支援
④会員交流支援⑤市庁舎建
設に関する要望・意見交換
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街づくり戦術委員会

佐々木秀夫 委員長（ダンデイエンタープライズ㈲）
主な事業
①地域資源を活かした新
たなまちづくりの仕組み
の考察②商業先進地域視
察③ NPO・ボランティア団
体等との情報交換

情報戦術委員会

竹谷嘉夫 委員長（総栄建設㈱）
主な事業
①情報化推進セミナー
②広報機能の見直しによ
る情報の受発信強化③組
織内の IT 化推進と情報施
策の調査研究

企業経営戦術委員会

吉田茂雄 委員長（広栄化学工業㈱）
主な事業
①会員事業所の方々に活
用される経営支援策の調
査・研究②最先端施設（技
術）の見学会③支援機関・
支援人材の活用法提案

青年部

安西繁行 会長（㈱ナラデン）
主な事業
①部員拡大②部員の資質
向上③部員間のビジネス
交流④婚活事業⑤習志野
市市民まつりへの参加
⑥県青連事業への参加

女性会

梓澤清子 会長（㈲朱泉）

主な事業
①地域活性化事業への推
進協力②女性会事業の PR
と研修会、講演会の開催
③地域福祉活動への協力
④県女連事業への参加

３月に行われた通常総会で承認された各部会の平
成26年度事業計画や、各事業へのご参加および詳細に
ついては、各部会の担当者までお問い合わせいただき
ますようお願いします。また、当所ホームページから
もご覧いただけますのでご確認ください。
問合せ

習志野商工会議所 TEL：047（452）6700
HP：http://www.narashino-cci.or.jp/

3

会社の福利厚生を充実させたい

特集

習志野商工会議所おすすめサービス！！

『あじさい共済制度』
＆バフェプラン
をご利用ください

５月号特集では、1口800円という格安な掛金と充実した保障内容で、事業主の方はもちろん、従業員やご家族
の方もご加入できる習志野商工会議所独自の共済制度「あじさい共済」と全国の宿泊施設や、テーマパークなどを
割引価格でご利用できる「CLUB CCI バフェプラン」をご紹介させていただきます！自社の福利厚生制度の充実
化にぜひご活用ください！

概
要

割安な掛金で、大きな保
01 障（不慮の事故死亡最高
1,250万円）が得られます。

業務内・業務外を問わず、 POINT ご加入手続きは簡単。
02 交通事故はもちろん不慮 03 （健康状態についての告
の事故・病気死亡にいたるまで 知が必要です）
広範囲に24時間保障。

POINT

POINT

1年ごとに収支計算を行
04 い、余剰が生じた場合に
は配当も。
（ 収支計算の結果、配
当金が0になる年度もあります）
POINT

商工会議所独自の給付制
度が充実。

POINT

05

POINT

06

掛金は損金又は必要経費
に算入も。

加入資格
習志野商工会議所会員（特別会員を含む）の役員・事業主・従業員（家族従業員を含む）で年齢が14歳6か月を超え
70歳6か月までの方で、加入（増額）することに同意した方が加入できます。
月額掛金
保険年齢

800円

女性

800円

男性

1,257円

女性

987円

男性

1,561円

女性

1,105円

習志野商工会議所独自の給付制度内容

お支払事由
死亡保険金＋災害保険金
死亡保険金＋ガン死亡保険金
死亡保険金

5口

入院

66歳～70歳

男性

口数限度

高度障害

61歳～65歳

1口

死亡

15歳～60歳

性別

保障内容

高度障害保険金＋災害高度障害保険金
高度障害保険金
入院給付金

1口

給付内容

250万円

病気による入院見舞金

1日につき 1,000円

100万円

事故による通院見舞金

一律 5,000円

50万円

結婚祝金

250万円

出産祝金

10,000円
10,000円

資格取得祝金

50万円

1口

2口以上加入者へ給付

満了祝金

1日につき

記念品

巡回健康診断受診料助成金

2,000円
［ 一口の場合 ］

1,000円
［ 一口の場合 ］

ご加入事業所限定で還元事業
（お楽しみ抽選会）を行っています！
平成25年度還元事業内容
▪日帰りバスツアー
（スカイツリー、横浜中華街）
▪花ギフト
▪肉まん、あんまんセット
H25 年度に実施したバスツアー（東京スカイツリーにて）

当選事業所

45事業所

4 マルケイ融資をご利用ください［年利1.45％で１千五百万まで（４月30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！

習志野商工会議所

2 014.05.10

20,000以上の割引メニューが月額617円から

商工会議所が提供する
安心の福利厚生制度

CLUB CCI「バフェプラン」
「バフェプラン Lite」
「えらべる倶楽部」は、商工会議所が提供する会社・企業 ( 個人
事業所を含む ) のための福利厚生代行サービス。全国のリゾート・宿泊施設やスポーツクラブ、ゴルフ場、テーマ
パーク、レストラン、レンタカーなど20,000を超える提携メニューのすべてを、月額617円からの割引価格で、
従業員様はもちろん、そのご家族様にもご利用いただけます。費用は、全額損金算入も可能。従業員様の福利厚
生の充実にご活用ください！

加入資格
◦商工会議所会員事業者
◦全従業員登録（事業者の福利厚生制度としてご利用いただくため、全従業員様の加入を原則としています）

会

費
社員数

バフェプラン

20名未満

バフェプラン Lite

えらべる倶楽部

1,080円

771円

771円

1,000名未満

972円

689円

689円

1,000名以上

864円

617円

617円

100名未満

サ ー ビ ス 内容
リゾート・宿泊施設

おトクな会員料金でご利用いただけます

エンターテイメント＆レジャー

会員様ならびにご家族様に
1泊
充実した余暇をお過ごしい
ただくために、国内の一流ホ
から
テル・有名旅館を一般価格より
おトクな会員料金でご利用いただける施設
を豊富にご用意しております。

大人気の格安映画チケット
最大
や劇場鑑賞券など、みんな
で楽しめる格安チケットを
OFF
多数ご用意しました！魅力的
な割引率の特別利用券をご用意！おトク
度＆利便性がさらに向上しています！

育児・介護・ライフサポート

グルメ

子育て支援では、働きながら
全国約
出産・育児を頑張るママ・パ
パ を 応 援！ 検 診 メ ニューや
か所
ケア制度でサポートします！
そのほか、介護の負担を軽くするサービスと
制度も充実！

会員限定で、ホテルレスト
ランや居酒屋などの外食や、
お食事券などの金券を会員価
格で提供しております。

1800円

充実した私生活を応援します

2,500

詳細お問合せ・資料請求
習志野商工会議所

スポーツクラブ・アウトドア

業界最大！全国のスポーツクラブが
法人会員優待で使えます
全国約

休日や会社帰りにリフレッシュ！

75％

食べなきゃ損というようなメニューを
取り揃えております
最大

50％

2,400

会員特典でおトクに健康増
進！年間会員や月会員を利用
か所
して「賢く！」
「楽しく！」
「健康
に！」汗を流し、心身ともにリフレッシュ！

ショッピング

有料会員組織のメリットを活かし、
「お得度最上級」でご提供します
会員

OFF

有料会員組織のメリットを
特別価格
活かし、一般市場よりも格安
で販売するほか、絶対に安く販
売しない商品を割引で販売します。

ホームページ：http://www.narashino-cci.or.jp/

経営室

TEL：047（452）6700

FAX：047（452）6744

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！
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習志野商工会議所

習志野商工会議所公式
Facebookページ開設！
4月1日㈫より習志野商工会議所公式 Facebook を開
設しました！セミナー情報、検定情報、市内イベント
情報などの最新情報をいち早く発信していきます。
Facebook を利用されている方はぜひ【いいね！】ボタ
ンクリックをお願いします！

習 志野商工会議所

フェイスブック

検索

習志野商工会議所 Facebook →
https://www.facebook.com/narashinocci

あじさい共済加入者最大 2,000 円割引！

基本健診内容
① 胸 部 X 線 撮 影、身 長、体 重、聴 力、内 科 検 診、
BMI、血圧、検尿（血糖、蛋白、ウロビリ、潜血）、
腹囲（C、D、E コースのみ）
②貧血検査（赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット）
③労働法令血液検査、肝機能（GOT、GPT、r-GTP）、
血中脂質（LDL、HDL、中性脂肪）、貧血（赤血球、
白色素）、血糖検査
④心電図検査（心疾患関係の検査）
⑤胃部 X 線撮影

オプション
• 乳がん検査（マンモグラフィ乳房撮影）
• 前立腺がん検査（PSA 検査）
• 大腸がん検査
• じん肺検査

オプション

当所では会員事業所で働く人達の健康の維持増
進を図る目的で、下記により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。

基本コース

春の健康診断を
実施します！

検診コース・検診料

コース（検診内容）

日

検診料（税込）

Ａ［①］

3,710円

Ｂ［①＋②］

4,740円

Ｃ［①＋③］

8,440円

Ｄ［①＋③＋④］

9,470円

Ｅ［①＋③＋④＋⑤］

13,680円

乳がん検査

3,910円

前立腺がん検査

2,060円

大腸がん検査

1,030円

じん肺検査

3,300円

程

会

開催日時・会場

場

受付時間

検診内容

5月27日 ㈫ 谷津公民館

9：00～11：00

A～D･ 乳

5月28日 ㈬ 茜浜ホール

8：30～11：00

A～D･ 乳

5月29日 ㈭ 茜浜ホール

8：30～11：00

A～E

8：30～11：00

E のみ

13：00～15：00

A～D

5月30日 ㈮ 商工会議所
6月 2日 ㈪ 商工会議所

8：30～11：00
13：00～15：00

A～D･ 乳

6月 3日 ㈫ 東部体育館

9：00～11：00

A～D･ 乳

6月 4日 ㈬ 東部体育館

9：00～11：00

E のみ

※前立腺がん・大腸がん検査は全日程受診可能です。

習志野商工会議所 経営室
TEL：047
（ 452）
6700 FAX：047
（ 452）
6744

お申込み・お問合せ

6 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㈯

習志野商工会議所

お知らせ
募 集

習志野市施行60周年記念
平成26年度谷津干潟の日開催
日

時

場

所

習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

募

集

行政書士相談会
日

時

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

発明相談会
日

時

場
内

所
容

相談員
費 用
問合せ

5月20日㈫
各日10時～16時
習志野商工会議所
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
㈳発明協会所属相談員
無料
習志野商工会議所

個別金融相談会
「一日金融公庫」を
開催

事業資金の借入可能性を知りたい・
商品仕入、手形決済資金が必要・車両、
機械など設備購入を検討中など各種相
談から制度案内、融資申し込みまで、
幅広い内容に個別で対応させていただ
きます。
日 時 ６月26日㈭
10時～16時（予約制）
場 所 習志野商工会議所
費 用 無料
問合せ 習志野商工会議所 担当：堀

問合せ

お知らせ

問合せ

6月7日㈯、8日㈰
9時～17時
谷津干潟自然観察センター
※2日間入館無料
※ご来場の際は公共交通機関
をご利用ください
谷津干潟の日事業実行委員会
TEL：047（454）8416

習志野市では広告掲出とネーミングラ
イツの新たな提案を募集しています

習志野市では、経営改革の一環とし
て、民間のアイデアやノウハウを活か
した広告掲出とネーミングライツの
新たな提案を募集しています。詳細に
つきましては、お手数ですが市ホーム
ページをご覧いただくか、企画政策課
までお問い合わせください。
http://www.city.narashino.
lg.jp/joho/machidukuri/
koukokukeisyutu.html
募集期間 3月31日～6月30日まで

2 014.05.10

船橋公共職業安定所
TEL：047（431）8287

（公社）習志野市シルバー人材セン
ターからのお知らせ

地域の経験豊かな高齢者の方々に、就業
の機会を提供し、生きがいの充実と福祉の
増進を図るとともに、活力ある地域社会づ
くりに寄与することを目的としています。
業務内容
駐輪場管理、ビル・マンション管理、植
木剪定、清掃業務、チラシ配布、事務作
業、育児援助、講師、パソコン指導など
※詳細はお問合せください
問合せ （公社）習志野市シルバー人材センター
TEL：047（493）8011

習志野警察署からのお知らせ

船橋公共職業安定所からのお知らせ

平成27年3月新規学校卒業者予定者
の求人取扱い等について、説明会を開
催します。事業主の皆様方のご参加を
お願いいたします。
日 時 6月5日㈭ 14時～16時
（受付開始13時30分～）
場 所 船橋市民文化創造館「きらら
ホール」
（船橋市本町1-3-1
フェイスビル６階）
内 容 平成27年3月新規学卒予定者
の求人の取扱いについて

習志野警察署

TEL：047（474）0110
千葉県警察本部 110番または
TEL：043（201）0110
http://www.police.pref.chiba.jp/

おめでとうございます！

青年部主催婚活パーティー参加者ご結婚されました！
（株式会社小出ロール鐵工所 今谷孝也さん）

ご結婚された今谷さん（右）上司の取締役小出さん（左）

習志野商工会議所青年部が行っている事業「婚活
パーティー」の出会いをきっかけに当所会員事業所、
㈱小出ロール鐵工所にお勤めの今谷さんがご結婚さ
れたとのご報告をいただきました。末永くお幸せに
お過ごしください！！青年部では引き続き本年度も婚
活事業の開催を予定しています。詳細が決定しました
ら会報紙等で周知いたしますのでぜひご参加ください。

習志野商工会議所会館をご利用ください！【当所会員は特別料金にて貸し出しています】
会議・セミナー・サークル活動、パソコン教室など様々な用途に合わせてご利用できます
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あの店・この工場

会員紹介

2014.05.10

習志野商工会議所

カフェ ダコタ

シナリー ER

地図 QR コード

地図 QR コード

No.

285

住所：習志野市津田沼 1-21-30
代表者名：宮西 弘子さん
TEL：047（472）8111・047（472）3111（予約問合せ専用）
営業時間：11 時 30 分～ 20 時（ラストオーダー 19 時 30 分）

2 月 16 日よりリニューアルオープンとなったカフェ
ダコタ。本場イタリア産の生地、トマト、モッツァレ
ラチーズを使った石窯ピッツァは大好評。その他にも
肉料理、パスタなどの豊富なメニューは季節ごとに変
わり、旬の素材を楽しむことができます。家族での会食、
デートでの食事はもちろん、全 25 席ある広々とした店
内での宴会、パーティーなど大人数での予約も受付け
ていますのでお気軽にお問合せください。

花工芸フルフラワー

住所：船橋市前原西 3-21-11
代表者名：甕（もたい）倫一（みちかず）さん
TEL：047（403）6090 FAX：047（403）6091
営業時間：9 時～ 18 時 定休日：不定休

シナリーでは化粧品をはじめ日用品からアロマまで、
「100％脱石油」の製品を次々に実現しており、鉱物油、
合成界面活性剤、合成アルコール、防腐剤など、石油
系の化学物質を一切使わない安心・安全の暮らしを提
案しています。スキンケアからメイクアップ、ボディ・
ヘアケア、フレグランスまでお客様のお肌や身体の状
態に合わせた適切なアドバイスを専門のアドバイザー
がお答えしますのでお気軽にお問合せください。

燭楽亭（しょくらくてい）

HP QR コード

HP QR コード

住所：習志野市大久保 3-8-27 代表者名：大竹 和子さん
TEL：047（471）9337 FAX：047（471）9337
営業時間・定休日：お問合せください
HP：http://fullflower.jimdo.com/

住所：習志野市藤崎 3-4-13
代表者名：横田 髙明さん
TEL：047（479）3250
HP：http://chocoyoko.exblog.jp/

花工芸フルフラワーではブライダル、記念日など大
切な日にふさわしいブーケや、フラワーフォト、ウェ
ルカムボードなどをオーダーメイドにて製作、販売を
行っています。
また、洋服に自らデザインを行うファブリックペイ
ントや、フラワーアレンジメント教室も開催していま
す。その他、個人レッスンや資格取得コースなども対
応していただけますのでお気軽にお問合せください。

習志野市藤崎の閑静な住宅街にあるチョコレート工
房燭楽亭（しょくらくてい）。店主の横田さんは大学教師を
定年退職後、自宅を改造し、燭楽亭（しょくらくてい） を
オープン。手作りながら本格的なチョコレートを割安
にて販売していることから近隣の方をはじめ多くのリ
ピーターを増やしています。この春売れ筋は高級緑茶
の紅ふうきを使用したチョコレート。おひとつからの
注文でも受けているのでお気軽にご注文ください。
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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

