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2015.03.10　習志野商工会議所　

　２月23日㈪、習志野商工会議所会館において、第
109回常議員会を開催しました。（出席常議員21名）
　３月24日に開催される通常議員総会提出議案の

「平成27年度事業計画及び収支予算」を中心に、全６
議案について可決承認されました。
議案第１号　通常議員総会提出議案について
　⑴ 平成27年度習志野商工会議所事業計画について
　⑵ 平成27年度習志野商工会議所収支予算について
　⑶ 平成27年度借入金最高限度額について
　⑷ 常議員会に委任する事項について 
議案第２号　平成26年度習志野商工会議所補正予算
　　　　　　について
議案第３号　会員加入について

　２月23日㈫、習志野商工会議所会館において、日本銀
行調査統計局企画役との意見交換会を開催しました。
　意見交換会では、正副会頭をはじめ、各部会（工業、
サービス業（金融業分科会）、建設業）青年部、女性会
から代表者が出席し、自社の現状や業界の課題・取り
組み等、現場の生の声を企画役に伝え、設備・研究投
資への優遇策充実、長期雇用の確保、成長戦略による
長期的な発注計画等の要望を行いました。
　この意見交換会での内容については、日銀総裁以下
役員に伝えられるそうです。

工業部会　部会長：樋口 惠己 氏
　１月29日㈭に第２回役員会（※部会総会）を開催し、
次年度及び予算計画について協議しました。育成事
業の実施、ものづくり講演会の開催、部会員交流事業
として市内工業視察の開催、「展示会出展支援事業」の

実施などが決定しました。
【協議議題】
 ①平成27年度事業及び予算計画について
 ②工場見学会（会員交流事業）について
 ③２号議員の選定について
 ④部会幹事職務執行者の変更について

サービス業部会　部会長　布施 國雄 氏
　第３回役員会を２月26日㈭に開催し、次年度事業及
び予算計画について協議しました。
　ビジネスマッチング事業として、例年近隣商工会議
所（習志野、船橋、八千代、浦安）との共催で開催して
いる、ビジネス交流会、ビジネス商談会を開催。ビジ
ネス交流会は東京商工会議所江戸川支部の参加も検
討中。メンバーズ優待券事業は、前回配布時の利用度、
評価から、配布回数を２～３回に増し周知を図る。金
融業分科会は、金融セミナー、金融機関意見交換会を
引き続き開催することになりました。

【協議議題】
 ①平成27年度事業計画及び収支予算について
 ②行政への提言要望について

　２月10日㈫、習志野市と「災害時相互応援協定」を結
んでいる京田辺市（京都府）から、京田辺市商工会の堀
口会長はじめ役員の皆様、京田辺市役所の皆様11名
が、商業視察・都市間交流の一環として、習志野商工
会議所に来訪されました。
　京田辺市特産のお茶「玉露」をいただきながらの意
見交換会と交流会では、両市、両商工会・商工会議所の
現状、将来に向けた交流・親交の推進などについて意
見が交換され、大変有意義な交流会となりました。

　２月３日㈫、習志野商工会議所会館において建設業
部会（鯨井徹部会長）主催による習志野市の建設行政

　 報告　　 部会役員会を開催

　　 
第109回常議員会を開催
　 報告

　　 日銀調査統計局との
意見交換会を開催
～中小企業の支援強化、景気回復を要望～

　 報告

日本銀行調査統計局　植林氏

　 報告　　 京田辺市商工会役員
（京都府）が来訪

京田辺市商工会の皆様との懇親会

　 報告　　 建設業部会と行政
との意見交換会
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　女性会では随時会員を募集しています。ぜひお気軽
にお問合せください。皆様のご参加お待ちしています。

　１月24日㈭、開催の工業部会総会に
て部会選出の２号議員に、新たに昭栄精

機工業㈱ 代表取締役社長 林研一氏が選任されました。

　商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的
に全国各地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「ベストウィズクラブ」より、
特定退職金共済制度、伸展率部門Cグループ（会員数
1,500以上2,000未満）第１位を獲得しました。

　習志野商工会議所　2015.03.10

問合せ：習志野商工会議所　TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744　　：同封チラシ有り

担当者との意見交換会を開催しました。
　市からは西村副市長をはじめ16名、当所からは芦
澤副会頭をはじめ部会から24名が参加し、建設行政
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27年度発注予定の概要につい
て②優良工事表彰制度について③中間前払制度の導
入について④建設業退職金共済証紙の購入について。
一方、市からは①工事施行上の留意点に関する要望が
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。

　２月19日㈭、工業部会（樋口惠己部会長）では、会員
交流事業として、産業用紛体機器の開発・製作等を行
う、アジサワ・ファインテック㈱（習志野市茜浜）の企
業見学会を実施しました。当日は34名が参加し、最先
端微粒子技術を核とするものづくりや、製造・開発部
門を含む全セクションに女性を配置するなど、積極的
に女性人材の職域拡大や採用・登用に積極的に取り組
んでいる企業活動現場を視察しました。

　２月７日㈯、女性会主催による「第21回チャリ
ティーダンスパーティー」を開催しました。
　習志野市ダンススポーツ協会会長（当所会員：ダン
ス＆シューズアユザワ 鮎沢氏）の協力のもと、市内在
住の社交ダンス愛好家81名が参加され、音楽に合わせ
てそれぞれダンスを楽しみました。
　また、この事業で得た収益金の一部を市内福祉事業
活動に寄与しました。

　 報告　　 工業部会主催
工場見学及び情報交換会

（アシザワ・ファインテック㈱）

２号議員選任
昭栄精機工業㈱　
代表取締役社長　林 研一 氏

習志野商工会議所が
特定退職金共済進展率部門
全国第 1 位受賞

　 報告　　 女性会
第 21 回チャリティダンス
パーティーを開催

アシザワ・ファインテック㈱工場内視察の様子

おめでとうございます
「千葉ものづくり認定製品」に
アシザワ・ファインテック㈱の
製品が認証されました
　当所会員事業所の、アシザワ・ファインテッ
ク㈱（代表取締役 芦澤 直太郎）の「卓上型連続
式乾式ビーズミル ドライスター」が、千葉県を
代表する優れたものづくり製品として、平成26
年度（第18回）「千葉ものづくり認定製品」に認
証されました。
※「千葉ものづくり認定製品」は、千葉県が、高い

技術力や開発力を持ち、業界でトップシェアを
誇る製品や、他社の追随を許さない「オンリー
ワン」の製品を開発・製造する中小企業が生み
出した優れた工業製品を認証する制度です。

▪事業所名
　アシザワ・ファインテック㈱
　（習志野市茜浜1-4-2）
▪認定製品
　卓上型連続式乾式ビーズミル ドライスター
　（認定番号第117号）
▪製品特長
　連続で粉体の微粒子化を実現できる卓上型の
粉砕機で、化粧品や自動車塗料、電子部品などの
原材料を微細化し、製品の高付加価値化を図る
ことができる。



4 マルケイ融資をご利用ください［年利1.35％で１千五百万まで（２月27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！

中小企業向け 商工会議所の保険制度特 集

き、中小企業のリコールリスクをカバーしています。
　なお、保険料は団体制度のメリットを生かして低く
設定され、加入方式も簡便となっています。　
異物混入などの報道が相次ぐ中、会員事業者、特に食
品製造・販売事業者からの関心が高くなっています。

裁判で遺族側 勝訴が相次ぐ
　過労死を巡る裁判で、従来より企業や経営者の責任
を明確にする判決が増加しています。平成26年11月
より過労死等防止対策推進法が施行されるなど、従業
員の労務管理について、企業側の対応がこれまで以上
に問われています。
　業務災害補償プランは、従来型の負傷型労災といわ
れる業務中のケガ、および労働災害の責任が企業にあ
ると法律上判断された（例えば安全配慮義務違反を問
われた）場合に発生する、企業の損害賠償責任（賠償金
など）に対応する制度です。

労災発生時に求められる責任
　労働災害が発生し、労働者が死傷すると、企業には
一般に次のような法的責任が発生します。
① 民事責任　

使用者に安全配慮義務違反あるいは過失などがあ
れば、被災労働者またはその遺族から民事上の損害
賠償を請求されます。この場合、業務に起因する災
害であれば、労災保険による労災が給付されます。

② 行政責任　
労働基準監督署長から作業停止処分、建物などの
使用停止処分などを受けます。建設業者の場合、
業務停止処分や公共工事の指名停止処分などを受
けます。

　会員企業へのサービス拡充を目的に、各地商工会議
所を通じて「中小企業PL保険制度」、「全国商工会議所
の業務災害補償プラン」といった保険を取り扱ってい
ます。各制度とも中小企業者が抱えるリスクを簡便
な事務手続きかつ、安い保険料でカバーできる、中小
企業のための制度となっています。今月号の特集で
はこれらの保険制度についてご紹介します。

『異物混入』…
そのとき事業者の取るべき対策は
　中小企業PL保険制度は、日本商工会議所、全国商
工会連合会、全国中小企業団体中央会で構成する「中
小企業製造物責任制度対策協議会」が保険契約者と
なり、参加保険会社による共同保険方式で運営して
います。今年で20年目となる本制度は、これまで数
多くの事業者が抱えてきた賠償事故を円満な解決に
導いてきました。

制度の特長
　本制度では、PL法に基づく賠償責任だけでなく、
民法上の賠償責任（不法行為責任・債務不履行責任）も
対象となっています。従って、製造・販売事業者だけ
でなく、建設工事業の工事ミスなど、仕事の結果に起
因する対人・対物事故も対象となり、実際にはこうし
たケースへの支払いの方が多くなっています。　
　さらに、近年増加傾向にあるリコールにも対応して
おり、これまでリコールによる経済的損失をカバーす
る保険は主に大企業しか加入できませんでしたが、本
制度では部品製造・販売事業者でも加入することがで

図２　過去に高額な賠償金が容認されたＰＬ訴訟
製品 事故内容 容認額（万円）

ヘリコプター
自衛隊のヘリコプターが墜落し、乗
員2人が重傷を負った。エンジンに
製造上の欠陥があった。

2億3,410

医療器具
手術中、強度不足（欠陥）によりカ
テーテルが破裂し、脳梗塞により左
半身麻痺などの後遺障害が生じた

1億1,692

食　品
東南アジア原産の植物アマメシバを
粉末にした加工食品を摂取したとこ
ろ、重篤な呼吸器機能障害を発症した

7,621

調理器具 調理中、泡立器の金属棒が外れ、眼
に突き刺さり失明 7,516

医療器具
欠陥のある人工呼吸器接続チューブ
と気管切開チューブを使用し生後３
か月の男児が呼吸不能により死亡

5,063

193件

保健衛生品
（その他）
45件

車両・乗り物
35件

住居品
19件

食料品
24件

用業務用製品
く医薬品、、 ）除く（除く医薬品、医療器具）

保険衛生品保険衛生品
、、 ）医療器具）（医医薬品、

物・・地・・土地土 設備設備建物・設土地地・建物・

娯楽教養娯楽教養娯楽品
のそそのそのそそのの他その他

図1　製品群別のPL訴訟件数

 中小企業PL保険

業務災害補償プラン
高まる企業の労災リスク



5毎月2,000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！

　習志野商工会議所　2015.03.10

　メンタルヘルス対策は中小企業では普及が遅れて
いるため、法律が施行されれば、大半の企業が対策を
迫られることとなります。
　
加入しやすい保険料水準と手続き
　本プランの保険料は、補償内容が同じ一般の保険に
比べ半額程度に設定されており、業種を問わず多くの
事業者が加入しています。売上高を基に保険料を算
出する仕組みであるため、加入に当たっては従業員
数を保険会社に通知する手間がなく、パート・アルバ
イトが多い製造業・小売業には利便性が高く、役員を
含め全従業員が自動的に補償対象となることから、中
小・中堅や下請けを抱える事業者などに活用しやすい
内容になっています。　
　最近は過労死に対する取締役個人の責任を認める判
決も出ています。従業員労務対策はこれまで安全配慮
義務の実施、福利厚生といった観点で捉えられてきま
した。しかし、今後は少子高齢化による労働人口の減
少などに対応した人材確保の観点から考える必要があ
ります。従業員の心身の健康を保つことは、企業にとっ
て効率的で持続的な成長への投資となります。

（出典：日本商工会議所）

③ 刑事責任　
業務上過失致死傷罪あるいは労働安全衛生法違反
などの責任を問われます。

④ 社会的責任　
マスコミによる報道などにより、取引停止など社
会的信用を失ってしまいます。　

民事責任に対応
　業務災害補償プランは、この４つの責任のうち、①
民事責任すなわち、使用者責任を補償するものとなっ
ています。　
　労働者が業務中に負傷するなどの労働災害が発生
した場合、使用者（経営者）は、労働者またはその遺族
から、民事上の損害賠償を請求されます。損害賠償に
は、主に治療費（死亡・後遺障害の場合は逸失利益）や
休業損害、慰謝料、弁護士費用などが含まれ、労働者
が死亡した場合、企業の民事賠償責任が１億円を超え
るような高額になるケースもあり、その額は年々上昇
しています。
　一方、損害賠償金を支払えなければ、事業継続が不
可能になることもあり、その場合、これまで雇用して
いた多くの労働者も路頭に迷うことになります。　
　本プランは、業務上の事故による死亡・後遺障害・入
院・手術・通院はもちろん、法律上の損害賠償責任を負
うことによって被る損害をカバー。事業継続の大き
な一助になります。　
　また、前述のような新しい企業責任（安全配慮義務
違反などによる企業の法律上の賠償責任）のほか、例
えばうつ病などの精神障害による「過労自殺」「過労
死」が原因で認定された労災など、法律上の企業責任

（民事賠償金）を問われた場合の慰謝料や訴訟費用（弁
護士費用など）も対象になります。

「心の病」対策の義務化
　厚生労働省は、労働安全衛生法の一部を改正。施行日
は平成27年12月。その中には、中小企業を含む全企業
のメンタルヘルス対策の義務付けが盛り込まれていま
す（労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務）。
　全従業員に年１回、医師か保健師による「心の病」の
チェックが必要になります。厚生労働省の試算では、
面接を含めた一人あたりの検査費用は350円。対象者
は3,000万人程度と見られ、産業界全体で100億円を超
える新たな負担が生じると試算されています。　

事故日 事故地 状況説明 年齢 支払い保険金
（千円） 業種

H26.8 兵庫県
自社工場内で作業
中、海苔の解砕機
に誤って巻き込ま
れ死亡。

43歳 10,000 製造業

H26.3 栃木県
クレーン作業中、
ストッパーが落下
し頚椎損傷により
死亡。

ー 20,020 建設業

H26.3 愛知県

積 荷 を 整 理 し た
際、積荷がくずれ
て き て 下 敷 き に
なった。病院に救
急搬送されたが、
死亡。

43歳 4,166 運輸業

H26.2 新潟県

自転車で自宅から
勤務先に向かう途
中、交差点を横断
中 に 自 動 車 と 衝
突。意識不明にな
りその後死亡。

50歳 10,120
ビルメン
テナンス

業

H25.8 大分県
作業中に気分が悪
くなり救急車で搬
送される。日射病
で死亡。

18歳 20,000 建設業
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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14日㈰　　販売士検定　３級　６月28日㈯　　

　　　　　習志野商工会議所検定試験日程表
検定種別 回　数 級　別 施行日 申込受付期間 試験会場（予定） 合格発表日

（インターネット） 受験料（税込）

簿　記

第140回 1〜3級 H27. 6.14 ㈰
ネット 3.23 ㈪〜 5.14 ㈭

サンロード津田沼
習志野商工会議所 
京成電鉄労働組合会館

【大原学園津田沼校
およびTAC津田沼校
は生徒のみ】

１級　　 8. 4 ㈫

1級　7,710円
2級　4,630円
3級　2,570円

窓　口
5. 7 ㈭〜 5.14 ㈭

  受付時間：9時〜18時
※ 9㈯、10㈰午前中のみ受付

2･3級   6.30 ㈫

第141回 1〜3級 H27.11.15 ㈰

ネット 8.17 ㈪〜10.16 ㈮ １級　　 1.12 ㈫

窓　口
10. 8 ㈭〜10.16 ㈮
受付時間：9時〜18時
※10㈯、11㈰午前中のみ受付
※12㈪は休館日となります

2･3級   12. 1 ㈫

第142回 2・3級 H28. 2.28 ㈰
ネット 11.23 ㈪〜 1.21 ㈭

　　 3.15 ㈫
窓　口

1.14 ㈭〜 1.21 ㈭
  受付時間：9時〜18時
※16㈯、17㈰午前中のみ受付

珠　算

第204回 1〜3級
H27. 6.28 ㈰

5. 7 ㈭〜 5.13 ㈬
  受付時間：9時〜17時
※土日祝祭日を除く

習志野商工会議所

　　 7.14 ㈫
1級　2,100円
2級　1,570円
3級　1,360円

（段位）　　　　　　
珠算・暗算　2,620円
珠算のみ　2,260円
暗算のみ　1,130円

第114回 段　位

第205回 1〜3級
H27.10.25 ㈰ 9. 7 ㈪〜 9.11 ㈮

  受付時間：9時〜17時 　　11. 2 ㈪
第115回 段　位
第206回 1〜3級

H28. 2.14 ㈰ 12. 7 ㈪〜12.11 ㈮
受付時間：9時〜17時 　　 2.23 ㈫

第116回 段　位

リテール
マーケ
ティング

（販売士）

第76回 3　級 H27. 7.11 ㈯
ネット 4.27 ㈪〜 6.12 ㈮

習志野商工会議所 　　 8. 5 ㈬

1級　7,710円
2級　5,660円
3級　4,120円

窓　口 6. 8 ㈪〜 6.12 ㈮ 
  受付時間：9時〜18時

第43回 2　級 H27. 9.26 ㈯
ネット 7.20 ㈪〜 9. 4 ㈮

習志野商工会議所 　　11. 4 ㈬
窓　口 8.31 ㈪〜 9. 4 ㈮

  受付時間：9時〜18時

第43回 1　級

H28. 2.17 ㈬

ネット 11.23 ㈪〜 1.13 ㈭
大原学園
津田沼校

50日後位に
合否通知を郵送

第44回 2　級
　　 3. 9 ㈬窓　口

1. 6 ㈬〜 1.13 ㈭
  受付時間：9時〜18時
※土日祝祭日を除く第77回 3　級

カラー
コーディ
ネーター
検定試験®

第38回 2・3級 H27. 6.21 ㈰ 4. 7 ㈫〜 5. 8 ㈮ 
（団体登録は5. 1に締切）

当所検定試験会場

　　 7.24 ㈮
（東商より合格カード直送） 1級　9,440円

2級　7,340円
3級　5,250円第39回 1〜3級 H27.11.29 ㈰ 9.15 ㈫〜10.16 ㈮  

（団体登録は10.14に締切）

１級　　 1.29 ㈮
２・３級　 1. 8 ㈮

（東商より合格カード直送）

ビジネス
実務法務
検定試験®

第37回 2・3級 H27. 7. 5 ㈰ 4.21 ㈫〜 5.22 ㈮ 
（団体登録は5.20に締切）

当所検定試験会場

　　 8. 7 ㈮
（東商より合格カード直送） 1級 10,800円

2級　6,480円
3級　4,320円第38回 1〜3級 H27.12. 6 ㈰ 9.24 ㈭〜10.23 ㈮ 

（団体登録は10.21に締切）

１級　　 3.18 ㈮
２・３級　 1.15 ㈮

（東商より合格カード直送）

福祉住環境
コーディ
ネーター
検定試験®

第34回 2・3級 H27. 7.12 ㈰ 4.28 ㈫〜 5.29 ㈮ 
（団体登録は5.27に締切）

当所検定試験会場

　　 8.21 ㈮
（東商より合格カード直送） 1級 10,800円

2級　6,480円
3級　4,320円第35回 1〜3級 H27.11.22 ㈰ 9. 8 ㈫〜10. 9 ㈮ 

（団体登録は10.7に締切）

１級　　 3.25 ㈮
２・３級　 1. 8 ㈮

（東商より合格カード直送）

BATIC
 （国際会計

検定）®

第29回
S1・2

H27. 7.26 ㈰ 5.12 ㈫〜 6.12 ㈮ 
（団体登録は6.10に締切）

当所検定試験会場

　　 9. 4 ㈮
（東商より合格カード直送） S1・2　10,150円

Subject 1： 5,400円
Subject 2： 7,990円第30回 H27.12.13 ㈰ 9.29 ㈫〜10.30 ㈮ 

（団体登録は10.28に締切）
　　 1.29 ㈮

（東商より合格カード直送）

環境社会
検定試験®

（eco検定)

第18回 H27. 7.26 ㈰ 5.12 ㈫〜 6.12 ㈮ 
（団体登録は6.10に締切）

当所検定試験会場

　　 9. 4 ㈮
（東商より合格カード直送）

5,400円
第19回 H27.12.13 ㈰ 9.29 ㈫〜10.30 ㈮ 

（団体登録は10.28に締切）
　　 1.22 ㈮

（東商より合格カード直送）

問合せ　習志野商工会議所　柴崎　TEL：047（452）6700

平成27年度
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7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

無料行政書士相談会
　会社、NPO法人等の設立、各種許認
可や登録の申請、相続・遺言書作成など
日常生活に関するお困りごと、お気軽
にご相談ください。
日　時　３月20日㈮
　　　　各日13時〜16時(要予約)
場　所　習志野商工会議所
費　用　無料
相談員　千葉県行政書士会葛南支部所属
　　　　行政書士
申　込　中小企業支援室
平成26年度分決算・確定申告相談会
　経営改善普及事業および会員サービ
スの一環として「平成26年度分決算・
確定申告相談会」を開催します。ご相
談には千葉県税理士会千葉支部所属税
理士が対応します。
日　時　３月11㈬、13㈮
場　所　習志野商工会議所
持ち物　平成26年分決算書・確定申告

書用紙、前年分決算書・確定申
告書控え、関係帳簿類（現金出
納帳・経費帳・売掛帳・買掛帳
など）、各種控除証明書（国民
年金・健康保険・生命保険・地
震保険・介護医療保険・小規模
企業共済など）、印鑑

相談員　千葉県税理士会 
　　　　千葉西支部所属税理士
問合せ　中小企業支援室
会員事業所限定DM発送代行サービス
　習志野商工会議所では、貴社のDM

（チラシ）を安価でお送りするサービス
を行っています。習志野商工会議所会
員を対象に毎月10日に発送している
会報紙「商工習志野」に、チラシを折り
込みする発送サービスです。１通約
15.4円で送ることができます。ぜひ
ご利用ください。

発送対象　会員事業所約2,000事業所
費　　用　チラシ持込：30,860円
　　　　　印刷依頼：36,000円
申　　込　経営室　柴崎
習志野商工会議所Facebookページ開設
　習志野商工会議所公式Facebook
を公開中。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！】
クリックをお願いします。
URL：https://www.facebook.com/
narashinocci

千葉西税務署からのお知らせ
　平成26年分の確定申告書作成会場
が「千葉西税務署」に変わります！
期　間　２月２日㈪〜３月16日㈪
　　　　(土日祝日を除く)
時　間　受付8時30分〜(提出は17時まで)
　　　　相談9時〜17時
場　所　千葉西税務署
　　　　（千葉市花見川区武石町1-520）
問合せ　千葉西税務署
　　　　TEL：043（274）2111
ホームページ広告募集
　習志野市では、平成27年度のホーム
ページのバナー広告を募集していま
す。ホームページのトップページアク
セス数は、1カ月に約6万件！貴社の広
告を掲載してみませんか？詳細は市
ホームページをご覧ください。

〈掲載期間〉
◦平成27年４月〜平成28年３月
　（１カ月単位の掲載可）

〈掲載できないもの〉
◦公共性を損なう恐れのあるもの、政
　治的・宗教活動に関するもの等

〈バナー〉
◦GIF形式または、JPEG形式により
　広告事業者が作成

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

募　集

〈問合せ〉　習志野市　広報すぐきく課
　　　　　TEL：047（453）9220
88,000部作成「市民ハンドブック2015」
広告募集中
　「習志野市市民ハンドブック」は、市
内にお住いの皆様方へ、本市の行政情
報をお届けするとともに、地元企業の
皆様に御協賛いただき、より利便性の
高い情報源として御活用いただけるよ
う掲載広告を募集します。

〈募集内容〉
◦5月末まで広告を募集します。
◦市民ハンドブック作成を受託した
　㈱ゼンリンが市内事業所（団体や商
　店など）を訪問させていただきます。
※広告掲載を希望する事業者様は下記
　までご連絡ください。

〈発行予定〉　7月末
〈配　　布〉　88,000部を作成し、市内
　　　　　　全世帯および転入者など
　　　　　　に配布します。

〈問　合　せ〉　広告について
　　　　　　㈱ゼンリン　
　　　　　　TEL：043（261）0043
　　　　　　掲載内容について
　　　　　　習志野市広報すぐきく課
　　　　　　TEL：047（453）9220
出向・移籍（再就職）をサポートします
人材確保
◦事業拡大、欠員発生など要員を確保したい
◦新規部門に精通した人材を確保したい
◦経験豊富な即戦力の人材を確保したい
雇用調整
◦事業整理、縮小に伴い人員削減検討
◦従業員を関連会社以外の企業へ出向
　を検討
◦工場閉鎖等のため従業員の受入れ先
　を探している
企業間の人材マッチングを支援しています！
問合せ　（公財）産業雇用安定センター
　　　　千葉市中央区富士見2-7-5
　　　　富士見ハイネスビル4F
　　　　TEL：043（225）4855
みんなで囲碁入門参加者募集中
日　時　３月30日㈪　10時〜11時30分
　　　　３月30日㈪　18時〜19時30分
　　　　３月31日㈫　10時〜11時30分
場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　（モリシア・レストラン棟７Ｆ）
費　用　無料
定　員　各日50名
問合せ　日本棋院津田沼支部
　　　　TEL：047（475）5255

お知らせ

掲載料

掲載場所 掲載
枠数

掲載料（月額、税込）
市外事業者 市内事業者

トップページ 1 20,000円 18,000円
第2階層以下の
5枠セット 5 10,000円 9,000円

第2階層以下の
ページ 1 5,000円 4,500円

※年間契約の場合は、１カ月分の掲載料
　が無料になります。
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8 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
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　昨年 10 月からオープン。京成大久保駅より徒歩２分
の場所にある「家族の写真館 日々是好日」。（ひびこれ
こうじつ）
　結婚、出産、七五三など、大切な日々を写真に残し
ます。スタジオ撮影のほか、自宅や公園などでの出張
撮影も行っています。予算に応じた内容を提案してく
れますのでお気軽にお問合せください。

住所：習志野市本大久保 3-11-11 プロシード 1F
代表者名：戸嶋 穂高さん　TEL：047（481）8112
営業時間：10 時～ 19 時　定休日：火曜日
HP：http://hibi-kore.com/

鈴蘭苑

　京成実籾駅から徒歩８分にあるお好み焼・もんじゃ
焼・ジンギスカンのお店、鈴蘭苑。
　代表の石渡さんおすすめは臭み、クセがないジンギ
スカン、自家製の焼肉タレに相性が抜群。座席は全部
で 66 席ありますので大中小宴会が可能です。コース
メニューも予算に合わせて可能ですのでぜひご利用く
ださい。

住所：習志野市実籾 4-34-5　代表者名：石渡 敏夫さん
TEL：047（475）7428　定休日：火曜
営業時間：月～土曜 17 時～ 1 時　日曜祝日 16 時～ 1 時
　　　　　（ラストオーダー 0 時）

地図 QRコード

金の鋏

　京成津田沼から徒歩５分の場所にある美容室「金の鋏」。
　喧騒を避けるためあえて２階に店舗を構え、店内は
友達の家にいるかのような落ち着いた雰囲気です。
　「心地よい」空間をコンセプトに来店したお客様に満
足してもらうことを心掛けているそうです。お近くの
方はお気軽にお問合せください。

住所：習志野市津田沼 2-6-34 白鳥ビル 202
代表者名：香取 真由美さん　TEL：047（471）4946
営業時間：10 時～ 20 時　定休日：水曜日、第 1 火曜日
HP：http://www1.cnc.jp/kinnohasami/index.html

HP QRコード

HP QRコード

家族の写真館　日々是好日

小山生花店

　京成津田沼駅前ワイがや通りに店舗を構える小山生花店。
　冠婚葬祭、ブーケ、コサージュなどお客様の要望に
幅広くお答えできるサービスを行っています。プレゼ
ント用花束などをお買い求めにくる男性のお客さんも
多く、予算に合わせて花束を作っていただけます。
　記念日のプレゼントや、買い物帰りなどぜひ一度気
軽に立ち寄ってみてください。

住所：習志野市津田沼 5-9-12
代表者名：小山 道江さん
TEL：047（453）0665
営業時間：9 時～ 17 時　定休日：月曜日

地図 QRコード


