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第１回代表者連絡会議を開催
　 報告

　４月25日㈪、平成28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。会議では、議員改
選と小千谷商工会議所との交流会の２議案が承認さ
れ、また、各部会長、委員長より年度事業計画が、事務
局より創立30周年記念事業、習志野ソーセージ普及事
業などが報告されました。

第１回代表者連絡会議の様子

　 お知らせ

今年は、習志野商工会議所
役員・議員の改選が行われます
　商工会議所は、「商工会議所法」によって運営される
地域唯一の総合経済団体です。習志野商工会議所は、
昭和62年に設立されて以来、地域の商工業振興や社会
発展における様々な活動を行っています。なかでも、
商工会議所の議員は、地域商工業者の代表として、商
工会議所の最高意思決定機関を構成する重要な役割
を担っています。
　本年は、その役員・議員の任期満了（任期３年/10月
31日まで）に伴う改選の年となっています。
　会員の皆様には、新たな役員・議員の改選が円滑に
行われますようご協力をお願いいたします。

（※選挙・日程等の詳細は決定次第お知らせします）

役員・議員の選任方法

　選挙による１号議員、各部会から選出される２号
議員、選考委員会が選任する３号議員の合計100名
が、習志野商工会議所を代表する議員として選任さ
れます。
■１号議員とは（定数50名）
　会員と、会員以外の特定商工業者が投票によって会
員の中から選任する議員です。会員の代表者として、
皆様の意見を会議所事業に反映させています。
■２号議員とは（定数35名） 
　業種別に分かれた部会ごとに、部会員の中から選任
する議員です。職能代表的性格をもち、会員のみなら
ず各業界の意見を反映させる役割を担っています。

■３号議員とは（定数15名） 
　会頭が選任した選考委員会において会員の中から
選任する議員です。業種・業態・地域等を考慮し、会議
所運営に必要な議員を総合的な見地から選任します。

　　  「小規模事業者持続
化補助金セミナー」を開催
　 報告

　４月５日㈫、「小規模事業者持続化補助金セミナー」
を開催し、11名が参加しました。
　小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の創意
工夫による売り方やデザイン改変等の販路開拓の取
組みにかかる経費の一部（上限50万円）を国が補助す
るもので、その申請には、商工会議所の助言や支援等
を受けて経営計画を策定する必要があります。
　同15日㈮に行われた個別相談会にも多くの事業者
が足を運び、5月13日㈮の申請期限に向け、自社がこ
れからどのような経営を行っていくのか等の計画や
ビジョンの策定に熱心に取り組んでいます。

　　  「新入社員研修会」を開催　 報告
　４月８日㈮、「新入社員研修会」を開催し、市内事業
所等から８名が参加しました。
　研修では、屋木 綾伊子氏をマナー講師に招き、新入
社員にとって日々の成長や変化を実感できることが
より高みを目指す原動力となることから、社会人とし
ての基礎スキルの習得や実行、振り返り、反復しなが
ら自身にフィードバックする手法等を学びました。
　受講生からは、これから始まる日々の役割を、自身
のスキルアップにつなげ、一日でも早く職場で貢献し
ていきたいと抱負が語られました。

謹んでお見舞いを申し上げます
熊本地震の被災者支援のための
募金箱を設置しました。

　この度の熊本地方等を震源とする地震の発生によ
り、多数の方々がお亡くなりになり、ここに謹んでお
悔やみ申し上げるとともに、全ての被災者の方々に心
からお見舞い申し上げます。
　習志野商工会議所では、
被災された方々を支援する
ため、会館窓口に義援金受
付のための募金箱を設置し
ました。今後、日本商工会
議所等と連携し被災された
方々の生活再建の支援に取
り組んで参りますので、皆
様のご理解とご協力をお願
い申し上げます。 熊本地震災害 募金箱
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試 験 名 実 施 回 試 験 日 受付期間 受付期間

簿　　記
第143回　1〜3級 6月12日㈰ 4月 1日㈮〜 5月13日㈮ 1級　 7,710円

2級　 4,630円
3級　 2,570円

第144回　1〜3級 11月20日㈰ 9月 1日㈭〜10月20日㈭
第145回　2〜3級 平成29年 2月26日㈰ 12月 1日㈭〜 1月19日㈭

珠　　算

第207回　1〜3級
6月26日㈰ 5月16日㈪〜 5月20日㈮

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117回　段位　 
第208回　1〜3級

10月23日㈰ 9月12日㈪〜 9月16日㈮
第118回　段位
第209回　1〜3級

平成29年 2月12日㈰ 1月 5日㈭〜 1月11日㈬
第119回　段位

日商PC検定
（文書作成）

（データ活用）

1・2・3・Basic級
（Basicは基礎級）

※施行級・日時は会場（アビバ津田沼校、さくらスクー
ル）によって異なりますので、各会場校へ直接お問い
合わせください。

1級　10,290円
2級　 7,200円
3級　 5,140円

Basic　 4,120円

リテール
マーケティング

（販売士）

第78回 　2・3級 7月 9日㈯ 5月 1日㈰〜 6月10日㈮ 1級　 7,710円
2級　 5,660円
3級　 4,120円第79回 　1〜3級 平成29年 2月15日㈬

12月 1日㈭〜 1月20日㈮
1月16日㈪〜 1月20日㈮

環境社会検定試験®
（ECO）

第20回 7月24日㈰ 5月10日㈫〜 6月10日㈮
5,400円

第21回 12月18日㈰ 10月 4日㈫〜11月 4日㈮
福祉住環境

 コーディネーター
 検定試験®

第36回 　2・3級 7月10日㈰ 4月26日㈫〜 5月27日㈮ 1級　10,800円
2級　 6,480円
3級　 4,320円第37回 　1〜3級 11月27日㈰ 9月13日㈫〜10月14日㈮

ビジネス実務法務
検定試験®

第39回 　2・3級 7月 3日㈰ 4月19日㈫〜 5月20日㈮ 1級　10,800円
2級　 6,480円
3級　 4,320円第40回 　1〜3級 12月11日㈰ 9月27日㈫〜10月28日㈮

平成28年度   習志野商工会議所 検定試験スケジュール
習志野商工会議所の検定試験は、企業の社員研修や個人のスキルアップの一環としてご活用ください。

⃝簿記検定試験
　企業の経営成績と財務状態を明らかにする技能検定です。
⃝珠算能力検定試験
　「そろばん」を学習することで、計算力や暗算力、集中力、記憶力を養います。
⃝日商PC検定試験
　文書作成や表計算などのアプリケーションソフトの利活用能力を問うネッ
　ト検定です。
⃝リテールマーケティング（販売士）検定試験
　接客マナーや商品知識から、マーケティング、経営管理手法まで販売のあ
　らゆるノウハウが習得できる検定です。

⃝環境社会（ECO）検定試験
　「社会と環境を考える人づくり」を目指してスタートした検定です。検定試
　験合格者はエコピープルと呼ばれ、環境保全等を目的に様々な活動も行っ
　ています。
⃝福祉住環境コーディネーター検定試験
　すべての人に住みやすい住環境を整備するための福祉・医療・建築・福祉用
　具についての知識検定です。
⃝ビジネス実務法務検定試験
　ビジネスマンとして業務上理解しておくべき法令遵守知識の習得レベル検
　定です。

検定試験の内容

 産業界の信頼ブランド
習志野商工会議所の
検定試験のご案内

▋商工会議所の検定試験とは？
　商工会議所の検定試験は、ビジネス実務
に直結する知識やスキルを重視し、企業が
必要とする人材の育成を目的に実施する、
全国統一の「公的試験」です。

▋検定試験の活用方法とは？
　企業の規模や業種等に関係なく高い信頼と評価を得ており、
昇進や昇格の条件、資格手当の対象としている企業もあります。
各種の資格取得を通じて、従業員のビジネススキル習得やキャ
リアアップ、企業の経営基盤向上にご活用いただけます。
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習志野ソーセージとは？
　千葉県千葉郡幕張町実籾（現・習志野市東習志野）に
は、1915年（大正４年）９月から1920年（大正9年）１
月までの間、第一次世界大戦中に日本の捕虜となった
ドイツ兵約1,000人が収容されていた「習志野俘虜収
容所」がありました。
　その捕虜収容所にいたドイツ兵が製造法を公開し
たことから、習志野市は、日本のソーセージ製造法伝
承の地とされています。

　大正７年、高栄養価食品として
ソーセージに注目していた当時
の農商務省は、ドイツ国内でソー
セージ職人だったカール・ヤーン
氏ら５人が、実際に収容所内で
ソーセージを製造していること
を知り、千葉市に新設された農商

務省畜産試験場の飯田技師を収容所に派遣し、そこで
カール・ヤーン氏達からソーセージ製造の秘伝を公開
してもらいました。
　このソーセージ製造技術が、農商務省が開催した講
習会を通じ、日本全国の食肉加工業者たちに伝わって
いくこととなったのです。
　このことから、習志野市は「日本のソーセージ製造
法 伝承の地」といわれるようになりました。

習志野ソーセージを地域ブランドへ！

　習志野商工会議所では、「習志野ソーセージ」を習志
野市の地域ブランドとして育てていくべく、特許庁へ

「地域団体商標登録」を申請中です。
　現在、習志野ソーセージ普及推進委員会を立ち上
げ、習志野市や製造会社などとレシピを考案し、当所
会員事業所をはじめとする商店や大型店への販売協
力依頼などを調整しています。

特集

◆捕虜収容所バラックとラウベ

（右から）飯田技師とカール・ヤーン
写真提供：かすみがうら市郷土資料館

写真提供：習志野市教育委員会

◆習志野ソーセージロゴ

　　　　　日本のソーセージ製法  伝承の地「習志野」

　  習志野ソーセージ特集
　　　　　日本のソーセージ製法  伝承の地「習志野」

　  習志野ソーセージ特集
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普及へ向けた各団体の取り組み
　習志野ソーセージの味を市民の方々に堪能しても
らうため、市内各イベントなどへ模擬店を出店し販売
を行っています。

習志野ソーセージを使った様々な料理を
　基本的には焼いて提供されている「習志野ソーセー
ジ」ですが、今後は各家庭・店舗にて、その他の食材と
調理されることによってオリジナル料理が誕生して
いくことが期待されています。
　当所女性会でも、調理研究会を立ち上げ、新たな調
理方法を研究する取り組みを行っています。

　地域団体商標登録を行い、習志野市を元気にする
新たなご当地グルメとして今年からPR活動を本格化
させます！そのスタートとして習志野ソーセージや
ビールの販売・ステージイベントやフリーマーケット
等を内容とする「習志野ソーセージキックオフイベン
ト」を習志野商工会議所をあげて開催しますのでぜひ
ご来場ください。

 会　場　津田沼公園（モリシア津田沼前）
　　　　 習志野市谷津1-16
 交　通　JR津田沼駅南口から徒歩２分
 問合せ　習志野商工会議所　中小企業支援室
　　　　 TEL：047（452）6700

市内各所で「習志野ソーセージ」を販売！

　市内大型店をはじめ、各商店・飲食店にて「習志野
ソーセージ」を常時販売してもらうため、今後、当所
会員事業所を中心に取扱いの依頼を行い、提供される
店舗を増やしていくことで、「習志野ソーセージ」のブ
ランド力の向上を図っていきます。

 習志野ソーセージキックオフイベント
５月28日㈯ ～29日㈰ 開催！！
 習志野ソーセージキックオフイベント
５月28日㈯ ～29日㈰ 開催！！

◆行列ができる習志野ソーセージブース。２日間で3000本が売れ
ました。

◆調理研究を行う女性会メンバー

◆習志野ソーセージ普及推進会議の様子

◆津田沼公園（モリシア前広場）にて開催

５月28日㈯～29日㈰

11：00～17：00
（29日は16：00まで）

日時

取扱い店
募集中!!



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】
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　健康診断は働くひとの健康状態を知る第一歩です。
会員事業所の方であればどなたでも受診できます。

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）、
聴力検査、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

•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
※前立腺がん・大腸がん、じん肺検査は全日程受診
　可能です。

開催日時・会場
日　程 会　場 受付時間 検診内容

5月30日 ㈪ 商工会議所 8：30～11：00 A～E
13：00～15：00 A～D

5月31日 ㈫ 谷津公民館 9：00～11：00 A～D･乳
6月 1日 ㈬ 茜浜ホール 8：30～11：00 A～D･乳
6月 2日 ㈭ 東部体育館 9：00～11：00 A～D･乳

6月 3日 ㈮ 商工会議所 8：30～11：00 A～D･乳
13：00～15：00 A～D

6月 7日 ㈫ 東部体育館 9：00～11：00 A～E
6月 8日 ㈬ 茜浜ホール 8：30～11：00 A～E

検診コース・検診料
コース（検診内容） 検診料（税込）

基
本
コ
ー
ス

Ａ ［①］ 3,800円
Ｂ ［①＋②］ 4,800円
Ｃ ［①＋③］ 8,800円
Ｄ ［①＋③＋④］ 9,800円
Ｅ ［①＋③＋④＋⑤］ 14,000円

オ
プ
シ
ョ
ン

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 3,600円

※あじさい共済の助成対象者は基本コースのみです。
※オプションのみの受診も可能です。

　　　　　　　　　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

基本検診内容

オプション

働くすべてのひとが活き活きと！

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！

　消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要となる中
小企業・小規模事業者等の方々が、複数税率に対応するため
のレジの導入や受発注システムの改修などを行うための経
費の一部を補助する制度です。

（A型 複数税率対応レジの導入等支援）
 　複数税率対応レジを新しく導入したり、対応できるよう
に既存のレジを改修したりするときに使える補助金です。

※レジには、POS機能を有していないレジ、モバイルPOS
レジシステム、POSレジシステムなどを含みます。

（B型 受発注システムの改修等支援）
　電子的な受発注システム（EDI/EOS等）を利用する事業
者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能につ
いて、改修・入替を行う場合に使える補助金です。

　「所得税法等の一部を改正する法律」の成立日（平成28
年３月29日）から、平成29年３月31日までに導入または
改修等が完了したものが、支援対象となります。
○ 受付期限：平成29年５月31日までに申請（事後申請）
○ 詳細確認：http://kzt-hojo.jp/ 
○ お問合せ：軽減税率対策補助金事務局コールセンター
　 ℡：0570 （053）555

軽減税率対策
補助金の募集開始 

軽減税率対策補助金とは

複数税率対応として、２つの申請類型があります



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

弥生会計入門セミナー（個人事業向
け）開催
　日常の経理処理に便利なパソコン会
計を活用しませんか？青色申告決算書
や確定申告書・消費税申告書等の作成
にも対応した「弥生会計入門セミナー」
を開催します。
日　時　６月23日㈭ 13時～16時30分
場　所　習志野商工会議所
内　容　弥生会計の導入設定から日々
　　　　の帳簿入力等を学習します。
費　用　会員3,000円／一般5,000円
定　員　10名
平成29年３月新規学卒予定者求人
等説明会の開催
内　容　平成29年３月新規学校卒業予
　　　　定者の求人の取扱いについて他
日　時　６月６日㈪
　　　　１回目▶︎10時～正午
　　　　　（受付：９時30分～）
　　　　２回目▶︎14時～16時
　　　　　（受付：13時30分～）
対　象　求人を希望する事業者
場　所　船橋公共職業安定所
　　　　第１庁舎２階会議室
問合せ　船橋公共職業安定所
　　　　TEL：047（431）8287
平成28・29年度簡易修繕（営繕）
業務受注資格審査制度について
　習志野市内の中小事業者の受注機会
増大と育成を目的に、習志野市及び市
企業局が発注する請負金額50万円以下
の修理（大工・左官・建具工・ガラス工・電
気工等）業務の受注を希望される方の受

注資格審査の申請を受付けています。
▪対象事業者　市内に本店のある法人
及び個人事業者で営業実績が１年以上
ある方※平成28・29年度習志野市入
札参加資格審査申請（建設工事）をされ
た方は本申請不要
▪申請期間　随時受付中（※申請書類
を市契約検査課へ郵送または持参）
▪申請書類　必要書類は習志野市役所
ホームページまたは契約検査課窓口で
配布
▪登録期間　名簿登載日～
　　　　　　平成30年３月31日
▪問　合　せ　習志野市役所契約検査課
　　　　　　TEL：047（453）6140
みんなで囲碁入門参加者募集中！
内　容　囲碁のルールや簡単な詰碁、
　　　　九路盤で実際に対局していた
　　　　だきます。
対　象　これから囲碁を覚えたい方、
　　　　少しでも知っている方
日　時　５月29日㈰
　　　　10時～11時30分
　　　　５月30日㈪
　　　　10時～11時30分
　　　　18時～19時30分
　　　　５月31日㈫
　　　　10時～11時30分
場　所　津田沼囲碁クラブ（JR津田沼
　　　　駅南口、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

経済センサス-活動調査にご協力を！
　平成28年６月１日に、「経済センサ
ス-活動調査」が実施されます。この
調査は、全国のすべての事業所、企業
が対象となり、平成26年に実施した

「経済センサス-基礎調査」によって得
られた情報を活用して、売上高や経理
項目の把握に重点を置いて実施しま
す。調査票は、平成28年５月末日まで
に都道府県知事が任命した調査員がお

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

伺いして直接配布するか、国が郵送し
ます。ご協力をお願いします。
総務省・経済産業省
平成28年７月制度スタート！
全国商工会議所ビジネス総合保険
　日本商工会議所は、新たに「ビジネス
総合保険」を開始し、会員事業所の事業
活動リスクを包括的にカバーします。
＜メリット＞
◦リスク補償を一本化し、モレ・ダブリ
　を解消します！
◦全国商工会議所のスケールメリット
　による割安な保険料水準！
◦賠償責任（PL、施設・事業遂行、リコー
　ル等）リスクを総合的に補償！
◦災害時の備えとして事業休業補償に
　より継続資金を補償！
◦保険会社の早期災害復旧支援サービ
　スにより事業継続を後押し！（※本
　サービスの有無は、引受保険会社に
　ご確認ください）
＜引受保険会社＞あいおいニッセイ同
和、損保ジャパン日本興亜、東京海上
日動、三井住友海上（※賠償内容は保険
会社により異なります。事前にご確認
下さい。）

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　2016.05.10

募　集
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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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　当事業所は、発達障がいがあり、学習することに困
難を覚えている児童のための学習サポート施設です。
　障がいを持つ子どもをただ預かるだけでなく、日本
LD（学習障害） 学会に所属する指導スタッフが読み書
き等の学習を、また臨床発達心理士等の専門家と連携
することで、学習・生活両面で障がい児を積極的にサ
ポートしています。いつでもお気軽にご相談ください。

（※他に、三山本校（船橋市三山 4-18-7）を運営）

パン工房 Bell（べル）

　パンを作ることと食べることが大好き！それ以上に、
自分たちが食べたいと思う、ひとと体に優しい、家族
の笑顔の端におかれるパンを作りたい・・・そんな想
いから夫婦で始めたパン工房 Bell。袖ヶ浦団地の一画
で、店主が、朝早くから時間をかけひとつひとつ丁寧
に焼き上げるパンは、創業時から変わらないものから、
季節を感じさせるもの、素材、味にこだわったものま
で約 40 種。是非一度、お立ち寄り下さい。

住所：習志野市袖ヶ浦 3-5-2-106　代表者名：鈴木 雄一さん　
TEL：047（452）3035
営業時間：９時～ 20 時　定休日：日曜日（祭日は営業）

㈱日新建設

　京成谷津駅北口に、戸建住宅の企画・設計・施工か
ら増改築・リフォーム全般、土地・戸建・マンション
仲介等を手掛ける㈱日新建設があります。モットーは、
お客様の一生の夢ある家づくりの実現はもとより、10
年・20 年後の笑顔に逢えるようなサービスを提供す
ること。地域密着で事業を行っており、大小を問わず、
建築に関することであれば何でもお気軽にお尋ねくだ
さい。

クラップ京成大久保駅前校

㈱電通設備

　㈱電気設備は、平成 24 年１月に八千代市から移転し
てきた、東習志野４丁目マラソン道路沿いにある電気
通信工事業者。創業以来、CATV の加入受付から、戸建・
集合住宅の設置工事や幹線の保守メンテナンス等を実
施し、積極的に新しい技術や設備の導入を図りながら、
多様化する顧客ニーズの対応に努めています。CATV・
テレビ共聴工事から電気通信施設保守管理施工等、幅
広く請負っていますのでお気軽にご用命ください。

住所：習志野市大久保 1-18-9-1F　代表者名：畑中 章宏さん　
TEL：047（411）8805
営業時間：13 時～ 19 時　定休日：土曜日、日曜日、祝日

地図 QRコード

住所：習志野市東習志野 4-18-28　代表者名：米澤 成美さん
TEL：047（455）3212　FAX：047（455）3234
営業時間：９時～ 18 時　定休日：日曜日、祝日

住所：習志野市谷津 5-5-2　代表者名：長田 晃一さん
TEL：047（475）7155　FAX：047（475）7157
営業時間：９時～ 19 時　定休日：水曜日
HP：http://nisshin-k.net/

地図 QRコード
HP QRコード

地図 QRコード


