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「わがままな美人」「あなたを見つめる」「たゆまぬ努力」… 花と緑に囲まれた空間には、色鮮やかなことばが溢れ、道行くひとに四季の移ろいを伝えています。

㈲花衛門（大久保）

場３Part
事仕 の
現

カードを見せてお得なサービスを受ける メンバーズ優待カード在中



2

　　  
「習志野きらっと2016」
79,000人の人出でにぎわう

　 報告

　７月17日㈰、第23回市民まつり「習志野きらっと
2016」（習志野市民まつり実行委員会主催）が開催さ
れ、約79,000人の来場者が訪れ賑わいを見せました。
　本まつりの開催にあたりましては、多くの会員事業
所の皆様からご協力・ご協賛をいただきました。ここ
で紙面を借りてお礼を申し上げます。

女性会がパレードで熱中症予防を PR

　　   中小メーカーの課題克服
工業部会「中小メーカー向け
トヨタ生産方式」セミナーを開催

　 報告

　７月12日㈫、工業部会（樋口惠己 部会長）主催、「奇
跡を生む中小メーカーの物づくり～中小メーカー向
けトヨタ生産方式～」（講師／大久保篤氏、若月英司
氏）が開催され、26名が参加しました。
　研修会では、「トヨタ生産方式」が、現場改善のノウ
ハウに止まらず、中小企業の共通課題である企業運営
や人材育成の考え方にも応用できることなどが説明
され、参加者からは「生産性が上がらない、計画通り
に進まないなど現場の声に対する改善策を持ち帰れ
そうです」と、熱のこもった感想が聞かれました。

大久保講師が中小企業の現場の改善手法を講義

　　   
メディアを活用して集客を無料で実現
目から鱗の手法が公開

　 報告

　７月15日㈮、「現役TVプロデューサーが語るメ
ディアに取材される方法」（講師／千葉テレビプロ
デューサー 大林健太郎氏）が開催され、16名が参加
しました。
　セミナーでは、プレスリリースの作成方法やメディ
アの活用方法、集客方法などが地域の事例と共に紹介
され、参加者にとっては、セルフプロデュースや宣伝
の重要性について考える機会となりました。

テレビ・ラジオ等への取上げられ方が伝えられる

　　   
多様化する労務トラブルへの
備えについて

　 報告

　７月26日㈫、「労務トラブル解決セミナー」（講師／
社会保険労務士  大原浩和氏、柴田多敏氏）が開催さ
れました。当日は、賃金や残業代、解雇・退職を巡る
トラブルなど、よくある労務トラブルについて実際の
事例をもとに解説が行われ、多様化する現代型の労務
問題に悩む経営者、管理者に、事前の備えの大切さが
強調されました。

多様化・複雑化する労務問題

2016.08.10　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

　　   新たな交流を求めて
賑わいを見せた

「６商工会議所合同交流会」

　 報告

　７月20日㈬、浦安市民プラザで、サービス業部会（布
施國雄 部会長）主管の６商工会議所合同ビジネス交流
会（習志野、浦安、船橋、八千代、千葉、東京商工会議所
江戸川支部）が開催され、近隣の業種を超えたネットワー
クやパートナー作りを求める113事業所が参加しました。
当日は、各社事業PRや懇談会が行われ、参加者は仕事
に繋がる結びつきを求めて積極的に交流を深めました。

情報交換・人脈つくりが行われました

　　   
第２回代表者連絡会議を開催
　 報告

　７月25日㈪、第２回代表者連絡会議が開催され、各
部会、委員会の第１四半期の活動状況や今後予定され
る事業の調整、第12期役員・議員の改選スケジュール
等が確認・報告されました。

【報告事項】 役員・議員改選／小千谷商工会議所視察研
修会／創立30周年記念事業／習志野ソーセージ普及事
業／習志野市民まつり／マスターズゴルフ大会について

開催　　　ひとり一人の事業をかたちに
「ならしの創業塾」を開講

　独立開業を目指す方・開業間もない方のために、「な
らしの創業塾」を開講します。

　開業の仕方からビジネスプランの作成、融資・税務・
販促等の基礎知識の習得など、創業のあゆみをサポー
トしますので、ぜひご参加下さい。
【入門編】
日　時　８月20日㈯　10時～17時
場　所　習志野商工会議所（※入門、応用編ともに）
内　容　ビジネスに必要な広範分野の基礎知識を習得
参加費　無料
【応用編】
日　時　９月10日㈯、22日㈭㈷、
　　　　10月１日㈯、15日㈯、29日㈯
内　容　事業開始、継続、発展させるため方法を習得
参加費　3,000円（全５回分、資料代）
定　員　40名
問合せ　中小企業支援室

　 お知らせ　　　　  
職務・執行者の変更
１号議員（常議員） 藤木園緑化土木㈱
代表者の変更により、

（前任） 代表取締役　望月 勝保 氏
　⬇︎

（新任） 代表取締役　佐藤 正幸 氏

２号議員（常議員） ㈱ジェイコム船橋習志野
代表者の変更により、

（前任） 代表取締役社長　勝部 八郎 氏
　⬇︎

（新任） 代表取締役社長　京 克樹 氏

お盆休みのお知らせ
　誠に勝手ながら、８月13日から15日までをお
盆休みとさせていただきます。つきましては、
今年は８月15日㈪を閉所させていただきます。
通常業務は８月16日㈫からとなりますので、何
卒ご了承のほどお願い申し上げます。

　習志野商工会議所　2016.08.10

京 克樹 氏

佐藤 正幸 氏



4 マルケイ融資をご利用ください［年利1.30％で2,000万円まで（７月29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！

2016.08.10　習志野商工会議所　

　労働力人口が減少するなか、地域全体で働く意欲と能力のある人材の発掘と、その採用や育
成に積極的に取組む企業とをマッチングすることの重要性が増しています。
　そこで今回の特集は、国や自治体、商工会議所の取組みの一部を紹介します。ぜひその利活
用をご検討ください。

習志野商工会議所 では、市内大学と連携して、新規学卒者向けの企業説明会や就職面接
会に地元企業ブースを設けることで、若者の地域企業への就職マッチングに取組んでいます。

千葉県商工会議所連合会 では、本年６月から、県内の高校・大学・専修学校と連携し、県
内中小企業に対する人材（新卒）採用を後押しする「千葉県採用力向上サポートプロジェクト」を
開始しました。

◆「千葉県採用力向上サポートプロジェクト」の支援策（無料）
① 教育機関との相互交流（担当者合同面談会）
②「リクルーター養成ゼミ」等、採用力強化の研修
③ 教育機関への企業情報の提供  ほか

問合せ先：千葉県商工会議所連合会（中小企業人材採用サポートグループ）
☎ 043（222）8170　※詳細はHPを参照（ https://goo.gl/nrXT9e）

問合せ先：習志野商工会議所  中小企業支援室  ☎ 047（452）6700

▲千葉工業大学での企業説明会（７月） ▲日本大学生産工学部での企業説明会（３月）

「若手人材」と「地域企業」とを橋渡し会議所

特集 人材確保、待ったなし
～ 企業の人材の活用を後押し ～



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　2016.08.10

国 は、企業の若手人材の採用を支援するため、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の
状況などが優良な中小企業を「ユースエール認定企業」として認定する制度を、平成27年10月に
スタートしました。

◆認定企業のメリット
① ハローワークなどで重点的にPR
② 認定企業限定の就職面接会などへの参加が可能
③ 認定マークの使用により対外的なアピールや職場定着率が向上
④ 関係助成金、低利融資などの活用が可能  ほか

問合せ先：船橋公共職業安定所  求人・企画部門　☎ 047（431）8287 

　７月６日㈬に、会員事業所のアシザワ・ファインテック㈱（機械製造業／茜浜）が、県内ではじ
めて「ユースエール制度」の認定を受け、千葉労働局から通知書の交付を受けました。この制度
は、有給休暇や育児休業の取得率など基準を満たした中小企
業を認定する制度で、全国で39社（６月末時点）が認定を受
けています。同社は、残業時間の短縮や有給休暇の取得を進
めるなど積極的な社内改革が評価されました。芦澤社長は、

「これからもやりがいを感じながら働いてもらえる職場作り
を進めていきます。その取組みが市内全体に広がり、認定企
業が増えていけば嬉しいです」と述べていました。

「ユースエール認定制度」若者の雇用促進を支援

＜認定マーク＞

▲千葉労働局長から通知書の交付を受ける芦澤社長

国

習志野市 では、女性やシニア、障がい者など、従来の長時間労働を前提とした働き方では十
分に活躍できなかった人材にスポットライトを当て、多様な「働き方」を提案することで、地域で
輝く人財の発掘と地域企業とのマッチングに取組んでいます。

◀７月12日㈫に行われたシンポジウムには多くの
　市民が参加し、関心の高さがうかがわれました。

問合せ先：習志野市  男女共同参画センター
（ステップならしの）  ☎ 047（453）9307

新たな働き方を提案し「地域の人財」を発掘自治体

アシザワ・ファインテック㈱  県内初、「ユースエール」を認定



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　11月20日㈰　　販売士検定　１～３級　２月15日㈯

2016.08.10　習志野商工会議所　

佐々木 秀一 氏
「県内15商工会議所青
年部の英知をまとめ、ひ
とに寄り添った提言を
まとめていきたいです。」

青年部 佐々木秀一氏（イーエム電設㈱）が、
県青連 提言特別委員長に選任されました
　７月６日㈬、千葉商工会議所で開催された、千葉県商工会議
所青年部連合会 第１回提言特別委員会において、当所青年部の
佐々木秀一氏が同委員長に選任されました。



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

貴社のPRを支援します！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、会員を対象
に毎月10日に発送している会報誌「商
工習志野」に、貴社のチラシを安価で折
り込むＤＭ発送サービスを実施してい
ます。
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
　　　　（※１通約15.4円）
問合せ　経営室
　　　　TEL：047（452）6700

中小企業の優れた製品を応援
千葉県が「千葉ものづくり認定製品」
を公募します
　千葉県では、中小企業が開発・製造す
る優れた製品を「千葉ものづくり認定
製品」として認定し、県内外に広く情報
発信するなど、販路の開拓を支援して
います。このたび、本制度の対象とな
る製品の公募が開始されました。
公募期間　平成28年７月１日から
　　　　　８月31日まで（年１回）
応募資格　県内の中小企業で、製造業・
　　　　　情報通信業を営んでいること
製品要件　工業製品／最終製品／
　　　　　自社製品／新製品
認定後の支援内容
・県のホームページで情報発信
・製品紹介パンフレットを作成して
　広く配布
・各種助成金等の利用が可能に　ほか

問合せ　千葉県商工労働部
　　　　　産業振興課
　　　　　TEL：043（223）2778

みんなで囲碁入門（８月）参加者募集
内　容　ルール、簡単な詰碁、九路盤
　　　　で実際に対局して頂きます。
日　時　８月29日㈪
　　　　10時～11時30分
　　　　８月30日㈫
　　　　10時～11時30分
　　　　８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

第23回 習志野市美術展覧会≪市展≫
目録への広告掲出企業を募集
催　事　第23回 習志野市美術展覧会
会　期　９月８日㈭～９月25日㈰
目　録　B5判  1,500部の配布予定
広告料　全項大　　　　２万円
　　　　２分の１項大　１万円
　　　　３分の１項大　５千円
問合せ　市展実行委員会事務局
　　　　TEL：047（475）6821

ハッピーバスへの広告募集
　習志野市内を走るコミュニティバス
の「ハッピーバス」に広告を出してみま
せんか？ハッピーバスは新津田沼駅、
新習志野駅、京成津田沼駅、京成大久
保駅等を経由し、１日約1,400人の方
が利用しています。事業PR等にご活
用ください。
○広告の種類
①ポスター （B3／１枚）
　１週間：5,000円
　１か月：16,000円
②ステッカー （200mm×500mm）
　１か月：4,000円から
③Hポール（運転席後ろ） （B3／１枚）
　１か月：24,000円

※詳細は習志野市HP「ハッピーバス」
　にてご確認ください
※京成バス㈱が事業主体となり運行
問合せ　習志野市都市計画課
　　　　TEL：047（451）1151

帰宅困難者災害発生時の心得
～むやみに移動を開始せず、

落ち着いた行動を～
　大規模災害発生時に、公共交通機関
が運行を停止し、帰宅が困難になること
が予想されます。多くの人が一斉に帰宅
を始めると、火災や建物からの落下物な
どにより負傷する恐れがあり危険である
ほか、救助・救急活動の妨げとなります。
【むやみに移動を開始しない】
○身の安全を確保し、職場や集客施設
　等の安全な場所にとどまろう
○災害用伝言サービスにより、家族の
　安否などを確かめよう
○交通情報や被害情報等を入手しよう
【日ごろから準備しておきたいこと】
○携帯ラジオや地図を持ち歩こう
○スニーカーや懐中電灯、手袋、飲料
　水や食料などを用意しよう
○家族等と安否確認の方法、集合場所、
　帰宅経路の状況を確認しておこう
問合せ　千葉県防災政策課
　　　　TEL：043（223）2163

アニメ『弱虫ペダル』とコラボした
自転車安全利用キャンペーンを実施
　千葉県では７月１日から来年３月
31日まで、自転車の安全利用について
特に「若者世代」を対象に、千葉県を舞
台として高校自転車部の活躍を描い
たアニメ『弱虫ペダル』とのコラボレー
ションによる自転車安全利用キャン
ペーンを下記のとおり実施します。
名　称　ちばペダル ～弱虫ペダルと
　　　　学ぶ自転車交通安全～
期　間　平成28年７月１日㈮～
　　　　平成29年３月31日㈮
問合せ　千葉県くらし安全推進課
　　　　交通安全対策室
　　　　TEL：043（223）2258

　習志野商工会議所　2016.08.10

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

お知らせ

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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　今年６月に open したばかりの『テディタコス』は、
東習志野初のメキシカンタコス専門店です。沖縄県産
の上原ミートを使用したスパイシーミートソースは一
度食べたら病みつきです！店内のみならず、テラスス
ペースで、TAKE OUT で、ご自宅で、本格メキシカン
タコスをぜひご賞味ください。

ヘアーサロンソネ

住所：習志野市津田沼 5-8-7　代表者：曽根 晴子さん
TEL：047（452）9950　営業時間：10 時～ 17 時
定休日：月曜日、火曜日

村山人事労務オフィス

　社会保険労務士の、人事・労務、人材育成等の幅広
い専門性は、ビジネスの飛躍を確実にバックアップし
ます。経営者や担当の方々のパートナーとして、大手
事務所とは異なる地域の専門家として、安心して働け
る環境づくりをお手伝いします。お気軽にご連絡くだ
さい。

合テディタコス

㈲長谷川青果

　長谷川青果は創業 43 年。店主の長谷川さんは「野菜
や果物は自然のものなので、美味しい時もあればそうで
ない時もあって当たり前。だから『これ美味しいよ』と声
をかけることもあれば、『時季じゃないかな』と言ってしま
うこともあります」。街の八百屋さんならではの風景と店
主の心遣いが魅力で、長く地域のお客様に愛されています。

住所：習志野市東習志野 7-4-4　代表者：カスティヨ テディさん
TEL：047（779）0070　営業時間：11 時～ 22 時
定休日：年中無休（年末年始除く）

地図 QRコード

住所：習志野市香澄 5-6-9
TEL：047（451）3891　FAX：047（451）3899
営業時間：10 時～ 19 時　定休日：日曜日、祭日

住所：習志野市東習志野 2-18-22-220
TEL：047（770）8618　携帯：090（7001）5542
HP：http://erikom313.wix.com/murayama-jinjiroumu

地図 QRコードHP QRコード

地図 QRコード

"本場メキシコの味を習志野で "

"人を育てる・会社を支えるサポーター" "地域密着で愛される街の『八百屋さん』"

　京成津田沼駅から徒歩３分、ワイガヤ通りの一本裏
に、夫婦で営む理容室『ヘアーサロンソネ』があります。
　サンロードビルで暖簾を掲げてから 35 年、現在の場
所に移転して早２年。二人が紡ぐ心地良い空間を愉し
みに、今も馴染みのお客様が足しげく訪れます。マッ
サージ効果のあるシャワー・シャンプーも人気です。

"こころも髪も『癒される』"


