
発行所　習志野商工会議所　　発行人　専務理事 高野次夫
〒 275-0016 習志野市津田沼４-11-14　TEL　047（452）6700　 FAX　047（452）6744　HP　http://www.narashino-cci.or.jp　Ｅメール　key21 ＠ narashino-cci.or.jp

NARASHINO  CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

習志野商工会議所報 4
2016. Vol.349

※社内でご回覧ください

　３月30日㈭、習志野都市計画道路３・３・１号東習志野実籾線の開通式が行われ、16時より一般開放されました。線路下を通
るアンダーパス道路に切り替えることにより、踏切による慢性的な交通渋滞が解消されます。

３･３･１号東習志野実籾線開通
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第58回通常議員総会を開催
　 報告

　３月22日㈫、習志野商工会議所にて第58回通常議
員総会を開催し、平成28年度の事業計画と収支予算を
はじめ、全６議案が可決承認されました。また、創立
30周年記念事業策定会議委員について、習志野市長及
び千葉県知事への要望（回答）について他を事務局よ
り報告しました。
　総会終了後には、役員議員・会員交流会を開催し、
有意義な交流を図る機会となりました。

【議案】平成28年度習志野商工会議所事業計画につい
て／平成28年度習志野商工会議所収支予算について
／平成28年度借入金最高限度額について／常議員会
に委任する事項について／平成27年度習志野商工会
議所補正予算について／会員加入について

　 報告　　  新入会員交流会
「会員の集い2016」を開催

　３月３日㈭、モリシアホールにて「会員の集い2016」
を開催し、加入３年未満の新入会員事業所をはじめ、
約120名の会員事業所の皆様にご来場いただきました。
　会場にはお祭りの屋台をモチーフにした会員事業
所による飲食店ブースをはじめ、地域団体商標登録出
願中の習志野ソーセージも大好評でした。
　後半は、サザンオールスターズのトリビュートバン
ド「いとしのエリーズ」によるライブやお楽しみ抽選
会など、会場が一体となり大変盛り上がりました。
　会員事業所同士の交流をはじめ、新入会員の会議所
事業への参加のきっかけとなる機会となりました。

参加者で賑わう屋台ブース

「いとしのエリーズ」によるアトラクション

　　  情報戦術委員会・商業部会主催

グループウェア事業最大手
「サイボウズ㈱」を視察

　 報告

　３月16日㈫、情報戦術委員会（竹谷嘉夫委員長）、商業
部会（柏木清孝部会長）主催による視察研修会を開催し、
企業向けソフトウェア最大手の「サイボウズ㈱」を訪問
しました。はじめに事業概要、製品であるグループウェ
アの活用方法などの研修、社屋内の見学を行いました。
　その後、浅草に昨年オープンした日本全国の名産
品、物産を取り揃えるショップが集まった「まるごと
にっぽん」を訪問しました。
　視察終了後、創業110年、建物は有形文化財にも指
定されている桜なべ「中江」にて懇親会を開催し、参加
者同士の懇親を深めました。
　普段訪れることのできない先端IT企業を訪問し、
自社の業務効率を図るIT化への取り組みに前向きに
なる有意義な研修となりました。

サイボウズ㈱オフィス内を視察

　　  習志野市の中小企業資金
融資審査等業務が当所へ移管
　 報告

　当所では、４月１日から、習志野市より「習志野市
中小企業資金融資業務」が委託され、これにより、市
制度融資の申込窓口が当所へ移管されました。
※習志野市中小企業資金融資制度
　市内の中小企業者が、市内で事業を営む上で必要な
資金を、取扱金融機関から低利で融資を受けることが
できる制度です。また、一定の要件を満たせば、市よ
り利子補給を受けることができます。（本制度を利用
するためには、千葉県信用保証協会の信用保証を得る
必要があります。）

習志野きらっと2016
第23回市民まつり出店者募集

４月13日㈬より受付開始！
　今年の市民まつりは会場が大幅に変更されていま
すのでご注意ください。
開催日時　７月17日㈰ ９時～21時

2016.04.10　習志野商工会議所　



3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

募集期間　４月13日㈬～４月22日㈮ ※平日９時～17時
参加資格　千葉県暴力団排除条例に抵触しない者及
　　　　　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もの。
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。
募集内容　⃝グルメの部（飲食物の販売）
　　　　　　第１会場（消防庁舎裏）　20コマ
　　　　　　第３会場（開発公社跡地）　18コマ
　　　　　⃝バザーの部（物品の販売・ゲーム等）
　　　　　　第３会場（開発公社跡地）　9コマ
出店協賛金　第１会場：30,000円　第３会場：18,000円
応募方法　①習志野商工会議所（047-452-6700）へ
　　　　　　電話受付（４月13日㈬～４月22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。
　　　　　　※詳細は当所HPをご確認ください。
問　合　せ　経営室

創立100周年
おめでとうございます
　この度、下記の会員事業所が創立以来100周年とい
う大きな節目の年を迎えられます。
　今後ますますのご発展をご祈念申し上げます。

退職者のお知らせ
　事務局長山田宏が３月31日をもって定年退職とな
りました。

人事異動のお知らせ ４/１〜

新入職員のお知らせ
　
　平成28年４月１日より３名の新入職員が入所しま
した。

　習志野商工会議所　2016.04.10

白鳥製薬㈱（当所会頭）

住所：習志野市茜浜2-3-7
代表取締役社長　白鳥　豊　氏

住所：習志野市津田沼7-9-35
代表取締役　白鳥　理一郎　氏

白鳥製粉㈱（当所１号議員）

住所：習志野市谷津4-2-19
代表取締役社長　田久保　浩一　氏

田久保建設㈱（当所１号議員）

理事・事務局長　山田　宏

堀　万有光
（経営室）

柴崎　光治
（中小企業支援室）

専務理事 兼 事務局長　高野　次夫

水見　桂子 （経営室）

村富　一仁 浅利　俊
（中小企業支援室）



4 マルケイ融資をご利用ください［年利1.15％で2,000万円まで（３月31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！

2016.04.10　習志野商工会議所　

　地域経済の活力を担う
会員の経営を応援するため
に、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
◦伴走型巡回訪問経営支援（巡回訪問による課題解決

に向けた施策執行）
◦伴走型金融経営支援（経営改善実現のための実態に

即した斡旋と事後指導）
◦伴走型研修指導経営支援（企業の成長段階に応じた

経営改善）
◦伴走型販路拡大・経営支援（企業の成長段階に応じ

た経営発達実現のためのBtoB支援）

　価格競争や商圏間、同種
製品の製造競合など、諸々
の競争環境への対応支援の
ために、巡回訪問や個店強
化の取り組みを通じて、会員とともに独自の強みと特性
の発掘・発揮に努め、差別化及び魅力度の高い、顧客満足
度を高められる経営・製品の特性発揮に取り組みます。

　習志野商工会議所では、会員事業所の皆様のために様々な事業を実施しています。そこで今月は、平成28
年度の主な事業計画を掲載します。

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・協

同研究・実用化支援・情報提供・先端技術関連）
◦自治体への要望と実現（経営課題・経営環境の解決に

資するための政策及び地域振興に関する要望）
◦活性化チャレンジ支援（厳しい環境・構造変化への対応

に自主的に取り組む活性化へ向けた事業に対する助成）

　中小企業と地域経済の活性化が、地域総合経済団体
としての商工会議所に求められる使命である原点に返
り、世の潮流や多様化した会員・地域ニーズに応じた活
動を行いうる団体を目指し、事業の定期評価を行うなど、
会員から期待される組織体へ向けた機能強化に取り組
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）
◦会議所組織・行動強化（商業魅力向上、消費喚起、歴

史・文化・スポーツ活動支援、都市間交流）

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28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

個店や工場が有する独自の強みの発掘
と特性の発揮！

新たな時代に対応し得る会議所の相対
的機能の強化！

巡回による課題把握と連携による
経営支援の強化！



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　2016.04.10

　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、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、主要事業を日常
的に調査研究・提言活動を行う機関として委員会（街づく
り戦術、情報戦術、企業経営戦術）を設置しています。

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

連携と差別化、商店会ごとの目標づくり、会員の主体的参加

①会員交流事業
②展示会出展支援事業

（受発注拡大支援）
③産学官連携等基盤整備促進
④企業視察・研修会　

⑤若手リーダー育成支援 ⑥情報発信支援（多言語Web
企業情報）／会員事業所のアクティビティ（技術・情報・
人）交流促進、販路開拓支援

①ビジネス商談会及び交流会
（交流機会増加）
②受発注促進研究事業

（会員事業所優待カード）
③金融機関意見交換会

④金融及びビジネスマナーセミナー開催 ⑤倶楽部活動
推進 ⑥公的金融制度の周知及び改善に向けた協議・要
望／参加型部会運営

①行政懇談会 ②意見交換会
③定例研修会 ④視察研修会
⑤修繕斡旋 ⑥会員交流
⑦公民連携事業の研究／受
発注機会と情報提供支援及

び受注先別の課題の相違

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（出会いと交流事
業）の開催  ⑤県青連事業へ

の参加 ⑥地域資源を活用したにぎわい創出 ⑦商工会
議所事業への参加／新規部員拡大、参加率向上

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／会員

拡大、後継者育成

①スポーツを通じた街づくり
②オリンピックに向けた観光
客誘致検討
③NPO・ボランティア団体等
との情報交換／地域資源（ス

ポーツ、文化）を活かしたまちづくりと都市イメージの発
信及び次世代への継承

①情報化推進セミナー
②最新情報施設の視察研修会
③組織内のIT化推進と情報
施策の調査研究／ITを利用
した業務効率の向上と集客

ノウハウの支援

①経営支援策の活用促進／
有効支援策提案・会員満足
度の向上
②ビジネスマッチング支援事
業の調査・研究

③支援機関・支援人材の活用法提案
④経営発達支援計画の推進／支援施策の有効活用、外
部機関との連携

部会・委員会等
事業計画

主な事業

建設業部会
鯨井 徹 部会長［㈲鯨井測量建築事務所］

主な事業

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

情報戦術委員会
竹谷 嘉夫 委員長［総栄建設㈱］

主な事業

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

女性会
吉野 綾子 会長［㈱津田沼運輸サービス］

主な事業

青年部
久島 幹雄 会長［㈱京葉レヂボン］

主な事業

樋口 惠己 部会長［㈱樋口製作所］
工業部会

主な事業

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

吉田 茂雄 委員長［広栄化学工業㈱］
企業経営戦術委員会



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12日㈰　　販売士検定　１～３級　７月９日㈯
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平成26年度

　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）

　ワイがや通り活性化委員会では、習志野市市民参
加型補助金を活用し、京成津田沼駅周辺の店舗約
400店を掲載した「ワイがやマップ」を作成しました。
マップを利用してワイがや通りを中心に周辺の地域
活性化の一助となればとの思いが込められていま
す。マップは掲載店舗をはじめ、市役所や公民館な
どにて配布しています。

▲完成を喜ぶワイがや通り活性化委員会の皆さん

　JR津田沼駅周辺の安心安全を守るため、JR津田沼
駅北口コンコースに防犯カメラが設置されました。
　今回、千葉県遊技業組合の支援を受け、防犯カメラ
設置が実現されました。

　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
※一人親方、家族従業員のみの事業所は委託できません。
  

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　FAX：047（452）6744

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

ワイがや通り活性化委員会
ワイがやマップを作成

津田沼一丁目商店会
津田沼駅北口に防犯カメラを設置

労働保険に
加入していますか?



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

since1971

会費の納入について（お願い）
　会費を「預金口座振替扱い」で納入さ
れている会員の皆様には、４月20日㈪
に貴事業所指定の口座から振替させて
いただきますので、出費ご多端の折と
は存じますが、残高のご確認をお願い
いたします。
春の巡回健康診断を開催します
日　時　５月30日㈪・31日㈫
　　　　６月１日㈬・２日㈭・３日㈮
　　　　７日㈫・８日㈬
場　所　商工会議所、谷津公民館、
　　　　茜浜ホール、東部体育館
　　　　※受診内容、日程等詳細につ
　　　　いては同封のチラシをご確認
　　　　ください。
問合せ　経営室
習志野商工会議所会員限定企画
千葉ロッテマリーンズ
「トクトク回数券」販売開始
　QVC マリンフィールドでの千葉
ロッテマリーンズ主催公式戦をお気軽
にお楽しみいただけるよう、習志野商
工会議所会員様“限定”のお得な回数券
をご用意しました。
内　容　内野自由席共通回数券
　　　　10セット
価　格　10,800円（税込）
日　程　３月29日～７月13日までの
　　　　平日16試合のうちお好きな
　　　　日程でご利用いただけます。
　　　　※日程詳細については同封の

　　　　チラシをご覧ください。
問合せ　中小企業支援室

平成28年６月１日に、平成28年経済
センサス活動調査を実施します
　経済サンセス活動調査は、我が国に
おける産業構造を包括的に明らかにす
ることを目的とする政府の重要な調査
で、「統計法」という法律に基づいた報
告義務のある基幹統計調査です。平成
28年６月１日現在で、全国すべての事
業所・企業を対象に経済サンセス活動
調査を実施いたしますので、ご回答よ
ろしくお願いいたします。
総務省・経済産業省
平成28年度習志野市緊急地域経済
対策事業の実施と新規事業者の登録
　市内の営繕・修理業などを営む市内
事業者に対して、重点的に市公共施設
の修繕等の発注を行い、緊急的な経営
支援の一助となる「緊急地域経済対策
事業」を昨年に引き続き行います。
対　象　市内で営繕・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
登録期間　４月１㈮～22日㈮
　　　　８時30分～17時
　　　　（土日を除く）
　　　　新規事業者のみ必要
　　　　（既登録事業者は申込不要）
申込・　習志野市産業振興課
問合せ　TEL：047（453）7396
第15回谷津遊路商店街
アートフリーマーケット参加募集
日　時　５月28日㈯・29日㈰
　　　　11時～17時
場　所　谷津遊路商店街
　　　　（１ブース200㎝×200㎝）
費　用　500円（１日１ブース）
締　切　４月25日㈪
問合せ　谷津商店街協同組合
　　　　TEL：047（451）3744
みんなで囲碁入門参加者募集中！
日　時　４月29日㈮  10時～11時半

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

　　　　４月30日㈯  10時～11時半
場　所　津田沼囲碁クラブ（モリシア・
　　　　レストラン棟７ F）
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
平成27年度補正（平成28年実施）
小規模事業者持続化補助金
　経営計画に基づいて実施する販路開
拓等の取り組みに対し、原則50万円を
上限に補助金（補助率2/3）が出ます。
　計画の作成や販路開拓の実施の際
は、商工会議所へご相談ください。
受　付　２月26日㈮～５月13日㈮
対象者　小規模事業者（卸売業・小売業
　　　　５名以下、サービス業（宿泊・
　　　　娯楽業以外）５名以下、サービ
　　　　ス業（宿泊・娯楽業）20名以下、
　　　　製造業その他20名以下）
対象となる事業
　　　　広告宣伝、店舗改装、展示会、
　　　　商談会への出展、商品パッケ
　　　　ージや包装紙変更など
補助率　補助対象経費の2/3以内
　　　　補助額上限50万円
問合せ　中小企業支援室

習志野警察署からのお知らせ

不審なことがありましたら
110番または
習志野警察署　TEL：047（474）0110

お知らせ

　習志野商工会議所　2016.04.10

募　集
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　京成実籾駅前と便利な立地に店舗を構えるセブンイ
レブン実籾店。
　実籾店では、自宅からあまり出られない方にはとて
も便利なサービス「セブンミール」を取り扱っており、
500 円から無料で配達を行っています。また、話題の
セブンカフェ、ドーナツも店頭にて販売しています。
　仕事帰り、通勤途中などお近くを通った際はぜひお
立ち寄りください。

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

西や

　習志野市香澄の閑静な住宅街に店舗を構える和食料
理のお店「西や」。
　毎日市場で仕入れられる新鮮な魚介類を、ご主人が
丁寧に仕込み提供される料理はどれも絶品。ランチタ
イムのメニューはリーズナブルの値段でボリューム満
点な食事を楽しめます。夜にはお酒にぴったりなおつ
まみのメニューも豊富です。お近くの方はぜひ一度伺
ってみてください。

セブンイレブン実籾店

タイヤ取付どっとこむ

　武石インターより実籾方面へ車で約５分の場所に店
舗を構える、タイヤ交換専門店「タイヤ取付どっとこ
む」。
　予約をすることによって実現される低価格な工賃か
つ、スタッフは 10 年以上の経験を積んだプロスタッ
フが作業をしてくれるので安心して任せられます。タ
イヤの持ち込み、商品の直送も対応していただけます
のでタイヤ履き替えの際はぜひご相談ください。

住所：習志野市実籾４-1-1 眞壁ビル 1F
TEL：047（478）4580　営業時間：24 時間
定休日：なし

地図 QRコード

住所：習志野市実籾 3-7-14　代表者名：長澤 脩さん
TEL：0120（966）960　FAX：047（411）9764
営業時間：10 時～ 20 時　定休日：水曜日
HP：http://tire-toritsuke.com/narashino/

住所：習志野市香澄 4-7-15　TEL：047（451）7518
営業時間：11 時 30 分～ 14 時・16 時 30 分～ 21 時
定休日：火曜日

HP QRコード
地図 QRコード

地図 QRコード


