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創業100年を超える機械加工メーカーの現場では、日々、その変革を恐れない姿勢を支える「技」（ひと）が育まれています。

※社内でご回覧ください

㈱小出ロール鐵工所（東習志野）
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第３回創立 30周年記念事業
策定会議を開催

　 報告

　８月３日㈬、第３回創立30周年記念事業策定会議が
開催されました。当所では、平成29年４月に創立30
周年を迎えるにあたり、各部会や委員会、青年部、女
性会から選任された担当委員が、現在、各種事業の企
画・検討を進めています。第３回会議では、記念事業
のテーマと実施事業の絞り込み、記念式典の概要等に
ついて活発な意見が取り交わされました。

【実施が決定した主な事業】
記念式典・祝賀会／スポーツイベント／習志野グルメ
フェア／企業訪問／コンサート＆ダンス／感謝の集
い（会員大会）  ほか

実施事業の取りまとめが進められています

　　   建設業部会主催
『習志野市との研修会』を開催

　 報告

　８月４日㈭、建設業部会（鯨井徹 部会長）では、銀座
アスター津田沼賓館で、習志野市との研修会・懇談会
を開催しました。
　当日は、行政担当者から、研修テーマの「入札・契約
に関する改善点等」「PPP/PFIの取組み」「習志野市の
今後の公共工事」など、習志野市の現状と今後の施設
整備の方向性が説明され、参加者は真剣に耳を傾けて
いました。また、研修会終了後に行われた懇談会には
宮本市長はじめ、多くのご来賓も参加され、相互の交
流が図られました。

今後の建設行政等が説明されました

　　   創業を志す方に向け
『創業講演会』を開催

　 報告

　７月30日㈯に、福島県白河市の公認ヒーロー「ダル
ライザー」の生みの親である和知健明氏をお招きし、

「努力と工夫で諦めない～学び、成長しヒーローを目
指す～」と題した創業講演会を開催しました。
　講演では、これから創業を志す方に向け、継続する
ことの大変さと夢を見続けることの素晴らしさとと
もに、「何度転んでも立ち上がる」だるまの不屈の精神
の大切さが伝えられました。

「成功するまで諦めない」の心構えが伝えられました

　 募集　　　   消費税転嫁対策セミナー第１弾
『軽減税率・インボイス方式とは』開催

　平成31年10月から、消費税が10％に引き上げられ
るとともに、一部の品目の税率を８％とする軽減税制
度が創設される予定です。この際、経費のなかに軽減
税率が含まれていると複数税率の処理が必要となる
場合があります。本セミナーでは、消費税複数税率導
入・税率10％引上げに向けた段階的な準備の方法等に
ついて説明します。
▶日　時　11月22日㈫  14時～16時
▶場　所　習志野商工会議所
▶講　師　㈱IAC  代表取締役  秋島一雄 氏
▶定　員　50人
▶参加費　無料
▶問合せ　中小企業支援室（詳細は折込チラシを参照）

開催　　　　 SNSを利用して売り上げアップ！

～ 初心者でも使える活用術～
　10月７日㈮、情報戦術委員会（竹谷嘉夫 委員長）で
は、SNS（フェイスブック、インスタグラム、ラインな
ど）を活用して、効率よく自社をプロモーションし、
売り上げの増加を図るセミナーを開催します。
▶日　時　10月７日㈮　17時～18時30分
▶場　所　習志野商工会議所
▶講　師　ITライター  鈴木朋子 氏
▶参加費　会員：無料／一般：1,000円
▶主　催　習志野商工会議所　情報戦術委員会
▶問合せ　中小企業支援室（詳細は折込チラシを参照）

2016.09.10　習志野商工会議所　
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今年は、習志野商工会議所の
「議員改選」が行われます

部会総会を開催します

　習志野商工会議所の議員（定数100名）は、平成28年10月31日をもって、３年の任期が
満了し改選となります。このため、今年は、新たな議員の選出に係わる部会総会等が行われます。
　会員の皆様には、選挙・選任が円滑に行われますよう、ご理解とご協力をお願いします。

　商業、工業、サービス業、建設業の４部会では、２号議員選任に係る部会総会を開催します。
会員の皆様には、所属の部会総会へご参加下さいますようご案内申し上げます。

　▽11月１日　臨時議員総会  （第12期議員就任／正副会頭、専務理事、常議員等の選任）
　▽11月中旬　部会総会  （部会役員の選任）
　▽11月28日　常議員会  （部会役員の承認、委員会委員長の選任）

○商業部会：９月20日㈫ 14時～　　　　　○工業部会：９月13日㈫ 11時～
○サービス業部会：9月15日㈭ 14時～　　○建設業部会：９月16日㈮ 11時～
※会場は、いずれも商工会議所会館で開催します。

■第12期議員選挙・選任の流れ

１号議員（定数50人）
　会員の中から投票によって
選任する議員。会員の代表者
として、集約した意見を会議
所事業に反映させます。

２号議員（定数35人）
　部会ごとに、部会員の中から
選任する議員。職能代表的性
格をもち、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（定数15人）
　選考委員会において会員の
中から選任する議員。業績、業
態、地域等を考慮し、総合的な
見地から選任します。

現議員の任期終了：10月31日

 選挙告示（名簿縦覧）
　▽９月21日～
 立候補届出締切
　▽10月５日
 選挙・開票
　▽10月12日
 当選人告示
　▽10月14日

 部会総会
　▽※下記日程で開催
 確定告示
　▽９月20日

 選任期限
　▽９月５日
 確定告示
　▽９月９日
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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（８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！

2016.09.10　習志野商工会議所　

　昨年、習志野市では「習志野市まち・ひと・しごと
創生人口ビジョン・総合戦略」を策定しました。こ
の中で、「習志野市の人口は、2019年に総人口は約17
万４千人でピークを迎え、2041年には約16万人とな
る」と予測されています。ちなみに、2005年の人口が
15.9万人でしたので、「2005年に戻るだけ」と思われる
方も多いかもしれません。しかし、問題なのはその中
身です。
　2005年に15.7％だった65歳以上人口比は2041年に
は約30％に増加する一方、14％だった15歳未満人口
比が10.5％に減少すると予測されています。これは、

　私は大学で就職担当をしており、新入生に対して、
「アルバイトをするならば、時給を目的化せず、多様
な学びや経験すること」「そのために自ら積極的に工
夫し、周りに働きかけること」を教えています。そし
てほとんどの新入生が目を輝かせながらこの考えに
同意してくれます。しかし興味深いことに、２～３年
もすると「時給が目的化し、最小限のことしかしなく
なる」学生が一定の割合で出てきます。当初、この原
因は学生のパーソナリティにあると思っていました。
確かにそれも少しは関係しますが、それ以上に関係す
ることに気づきました。それは何でしょうか？

はじめに 「少子高齢化」戦略としてのダイバーシティ

多様な人材活用を企業の成長戦略へ！
ダイバーシティの推進による魅力ある「習志野」に向けて

～2040年の「習志野」から～

　近年、企業において従来型の人材活用策の変革が求められるなか、多様な人材を確保し、それぞれの
能力の最大限化を図る「ダイバーシティ経営」が注目されています。そこで、現在、習志野市男女共同
参画審議会会長として、新しい働き方について取りまとめを進めている東邦大学理学部の朝倉暁生教
授に、今後の人材活用・育成の方向性などについて伺いました。

（※ダイバーシティ：多様な人材を積極的に活用することで生産性を高めようとするマネジメントのこと）
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生産人口に対する非生産人口の割合が、この35年で約
1.6倍になるということになり、非常に大きな負担に
なる可能性があります。
　このような将来に備えるためには、「社会を支える
担い手を増やす」ことが求められます。この際に、出
産増や転入者の受け入れ増などの人口増に向けた取
り組みはもちろん必要です。が、それに加え、いわゆ
るダイバーシティ、すなわち多様な働き方を前提と
し、一人でも多くの人が「より活躍できる」環境を整備
することが求められます。このことが魅力ある職場
づくり、ひいては魅力ある地域づくりへと繋がってい
くと考えられます。

　ダイバーシティの一側面であるワーク・ライフ・バ
ランスについて、市が市内事業者を対象にアンケー
トを行いました。（平成27年度  習志野市ワーク・ライ
フ・バランス推進に関する協働型プログラム評価事業
に伴う事業所実態調査（平成28年３月））。
　この調査から、まず女性従業員の数をみると、「女性
従業員はいない」「20％未満」という回答が40％程度あ
ること（図１）、また女性管理職のいない事業所も半数
近くあることが確認されています。

　また、企業の業績と「男女共同参画」「ワーク・ライフ・バ
ランス」に向けた取り組みとの関係に関し、「余暇時間と
企業成績（図２）」や「福利厚生の充実と生産性（図３）」
の関係を尋ねたところ、経営者の方々が、これらの取り
組みが企業の業績の向上に役立つと考えながらも、取り
組みが進んでいない現状が確認できました。

　その理由として、ワーク・ライフ・バランスに関する具体
的な制度がないことや活用されていないことを、この調
査では併せて明らかにしています。

　冒頭の問いかけ「時給が目的化し、最小限のことしかし
ない学生」が出てくる原因について、本人のパーソナリティ
以上に、「職場の環境と仕組み」が関係していると考えて
います。アルバイトながらに「権限や決定権」が与えられ、
工夫をさせる「環境や仕組み」があり、その工夫を多様な
面から評価する「制度」がある職場でアルバイトしている学
生は、アルバイトが「面白く」「いろいろなことを学べる」と言
います。これは大人でも全く同じです。
　多様な社員がワクワクする魅力的な職場とするために
は、時短やワーク・ライフ・バランスなどの量的な議論ととも
に、社員の工夫を促し、その工夫を多様な面から評価す
る仕組みを用意するなど、仕事の質に関する改革を進め
ることが望まれます。これらの「環境整備」や「制度設計」
をどのようにしていくのかを市と商工会議所が中心となり、
事業者の皆さんと一緒になって検討していくプロセスが求
められます。
　2040年の「習志野市民」から、20年前から少しでもこ
ういう取り組みを行ってくれていれば…とならないように、
我々の世代が責任を持って進める必要があるのではない
でしょうか。

▲朝倉 暁生さん  東邦大学理学部生命圏環境科学科  教授
　（習志野商工会議所 情報戦術委員会 委員）
　専門は行政計画、特に環境計画における合意形成。
　習志野市では、男女共同参画審議会会長、まち・ひと・しごと
　創生総合戦略等策定懇話会長、都市計画審議会委員を務める。

おわりに

▲ 図１  女性従業員の比率

▲ 図２  「余暇時間確保」への考え方と準備状況

▲ 図３  「福利厚生」への考え方と準備状況

ダイバーシティの観点から見た
習志野の事業所



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㈯
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　会員事業所で働く人達の健康の維持増進を図るた
め、秋の巡回健康診断を実施します。事業主、従業員
等、どなたでも受診できますので、ぜひご活用ください。

【基本健診コース（全４コース）】
※オプション＝乳がん検診、前立腺がん検診、大腸がん
　検診、じん肺検査があり、オプションのみの受診も可。

【あじさい共済加入者特典】
最大で受診料が 2,000円割引

（１口 1,000円割引、２口以上 2,000円割引）
※詳細は同封のチラシをご覧ください。

▶問合せ　経営室

従業員の健康を守るため、ぜひ活用を！

秋の「健康診断」実施

習志野商工会議所

11月14日㈪
9時～11時

日時

会場

　11月12日㈯、青年部（久島幹雄 会長）では、会員事
業所の後継者・従業員の方等の縁結びを目的とした
婚活パーティーを開催します。昨年は、８組のカッ
プルが成立し大盛況でした。過去には結婚カップル
も輩出しています。綺麗な夜景と、おいしい料理が、
貴方の運命の出会いを演出します。

▶日　時　11月12日㈯  16時～18時30分
▶場　所　ホテル・ザ・マンハッタン
▶参加費　男性：６千円／女性：４千円
▶参加資格　24歳～45歳までの独身者で習志野商工会議
　　　　　所会員の経営者、従業員、その家族及び習志
　　　　　野市内、近隣に在勤・在住の方
▶問合せ　中小企業支援室

青年部主催
未来につながる出会いをお手伝い！
 『第６回 婚活パーティー』を開催

　習志野市に本拠地を構えるオービックシーガルズ
が、フロンティアサッカーフィールド（秋津サッカー
場）で公式戦を行います。地元習志野で、シーガルズ
を応援できる年に一度のチャンスです。
当日は、一緒に盛り上げましょう！！
▶試　合　オービックシーガルズ vs LIXILディアーズ
▶日　時　９月 25 日㈰  13時キックオフ
▶会　場　フロンティアサッカーフィールド
　　　　　（秋津サッカー場／秋津 3-7-3）

9月25日㈰に
地元で公式戦を開催！

▶チケット　大人：前売り 1,100 円（当日 1,300 円）
　　　　　子人：高校生以下無料
　　　　　商工会議所でも販売します。
▶問合せ　オービックシーガルズ運営事務局
　　　　　TEL：047（452）2224

オービックシーガルズを応援しよう



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！
⑴ 会員限定  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。
発送先　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）

⑵ 会員限定  JR津田沼駅掲示板
　習志野商工会議所では、会員事業所
限定で、JR津田沼駅構内のコンコース
掲示板の貸し出しを実施しています。
費　用　１区画／１週間　1,030円

（１回の申込みで最大４週間まで）
サイズ　縦65cm×横60cm
＜問合せ・申込み＞
経営室　TEL：047（452）6700

モリシアで話題の囲碁を体験しよう
　井山祐太の七冠達成、アルファ碁

（AI）が世界トップの棋士を破るなど、
今話題の囲碁を体験してみませんか。
日　時　９月18日㈰
　　　　第１部▶︎10時30分～12時
　　　　第２部▶︎13時30分～14時
内　容　「話題の囲碁とは、どんなもの
　　　　 か」「囲碁体験」
講　師　三村芳織  三段（日本棋院）
場　所　モリシアセンターコート
定　員　各部とも先着60名
費　用　無料
問合せ　日本棋院津田沼支部
　　　　TEL：047（475）5255

「平成29年３月新規高等学校卒業
予定者就職面接会」開催
日　時　10月６日㈭  13時～16時
場　所　船橋市役所11階  大会議室
内　容　参加企業による企業紹介及び
　　　　個別面接会
事業者　15社から18社の参加を予定
学　生　船橋職安管内高等学校の平成
　　　　29年３月卒業予定生徒ほか
問合せ　ハローワーク船橋
　　　　TEL：047（431）8287（代表）

「障害者雇用促進合同面接会」開催
日　時　10月21日㈮  13時～16時
場　所　船橋市役所11階  大会議室
内　容　個別面接会
問合せ　ハローワーク船橋
　　　　TEL：047（431）8287（代表）

個人住民税の特別徴収について
　事業主（給与所得者）は全ての従業員
の給与から、個人住民税を特別徴収に
より納める義務があります。
＜個人住民税の特別徴収とは?＞
○事業主（給与支払者）が所得税の源泉
徴収と同じように、従業員（納税義務
者）に代わり、毎月従業員に支払う給与
から個人住民税を引き去り（給与天引
きし）、納入していただく制度です。
○事業主（給与支払者）は特別徴収義務
者として、法人・個人を問わず、全ての
従業員について、個人住民税を特別徴
収していただく必要があります。
問合せ　千葉県総務部市町村課税政班
　　　　TEL：043（223）2133（代表）

平成28年度後期ビジネス・キャリア
検定試験の実施について
　厚生労働省が定める職業能力評価基
準に準拠し、人事・経理・営業・生産管
理など、企業実務に即した専門的知識・
能力を評価する試験です。
試験日　平成29年２月19日㈰
受付期間　10月３日㈪～12月19日㈪
等　級　２級・３級・BASIC級
受験料　２級 6,990円／３級 5,660円

／BASIC級 3,000円
詳　細　中央職業能力開発協会HP参照
問合せ　ビジネス・キャリア検定
　　　　運営事務局
　　　　TEL：03（3233）6810

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理に係
る法改正について（７月29日公布）
　ポリ塩化ビフェニル（PCB）は、昭和
47年以降製造は行われていませんが、
既に製造されたものについては、その
廃棄物の処理が長年の課題となってい
ます。今回の改正法の施行に伴い、高
濃度PCB廃棄物及び使用製品の基準
を定めるとともに、高濃度PCB廃棄物
の処分期間が規定されました。
問合せ　環境省廃棄物・リサイクル
　　　　対策部  産業廃棄物課
　　　　TEL：03（501）3156（直通）

全国一斉！法務局休日相談所の開設
について
　日常生活における相続や贈与など、
様々な悩み事や困り事をお気軽にご相
談ください。
日　時　平成29年10月２日㈰
場　所　千葉地方法務局本局
相談員　司法書士、土地家屋調査士、　
　　　　公証人、人権擁護委員、
　　　　法務局職員
事業者　15社から18社の参加を予定
費　用　無料（事前予約制）
問合せ　千葉地方法務局総務課
　　　　TEL：043（302）1311（代表）

「株主リスト」が登記の添付書面とな
ります
　平成28年10月１日以降の株式会
社・投資法人・特定目的会社の登記申請
に当たっては、添付書面として「株主リ
スト」が必要となる場合があります。

（株主リストの添付が必要となる場合）
○登記すべき事項につき株主全員の同意

（種類株主全員の同意）を要する場合
○登記すべき事項につき株主総会の決議

（種類株主総会の決議）を要する場合
問合せ　千葉地方法務局法人登記部門
　　　　TEL：043（302）1311（代表）
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MID LAND（ミッドランド）

㈱エヌプラス（N plus,CO.,LTD）

音楽酒場  酒楽

M.L.T 法律事務所

　JR津田沼駅南口から徒歩６分、今年６月、奏の杜の一
画に M.L.T 法律事務所が開設しました。代表弁護士の福
世さんは、「地域に根を張り、地域の皆様にとって、気軽
にご相談いただける『まちの掛りつけ』の法律事務所と
して、皆様のまわりのお困りごとについて、一つ一つ丁
寧にサポートしていきたい」。心強い地域の専門家です。

HP QRコード

住所：習志野市茜浜 1-11-12　代表者：野崎 真宏さん
TEL：047（481）8950　FAX：047（481）8949
営業時間：10 時～ 18 時 30 分　定休日：木曜日
HP：http://www.mid-land.jp/

HP QRコード

　特色ある販促物は、小売店や量販店が成功する為に
大変重要なアイテムです。当社では、販促品やノベ
ルティグッズなど、お客様の販売活動の促進に役立つ
最適な商品を多数ご提案しています。利用時期や用途、
予算、数量などのご要望も含め、まずはお気軽にお問
い合わせください。

"お客様に小さな驚きと大きな満足を" "地域とひとに寄り添って"

　英国の名車にして世界唯一の４WD 専門メーカーの
「ランドローバー」。他のメーカーに比べてトラブルが多
いのも有名な話ですが、しっかりと整備をすればそれに
応える走りをみせてくれる英国紳士を象徴する車です。

「MID LAND」は、そんな困難を乗り越え、好きだから
こそ許容している方々を、習志野から応援しています。

"習志野発のランドローバー・テクニカルショップ "

住所：習志野市谷津 1-17-8  SAK ビル 301
代表弁護士：福世 健一郎さん　TEL：047（406）4894
FAX：047（406）4895　営業時間：9 時～ 21 時
定休日：年中無休　MAIL：info-mlt@hb.tp1.jp
HP：https://www.bengo4.com/chiba/a_12216/l_612397/

住所：習志野市谷津 5-5-3-B1　代表者：大和田 勝也さん
TEL：047（455）8111　携帯：090（2539）2297
営業時間：18 時～ 24 時　定休日：火曜日

地図 QRコード

住所：習志野市東習志野 2-18-55-1316　代表者：西田 三朗さん
携帯：090（7903）2946　FAX：047（770）8779

地図 QRコード

　京成谷津駅北口徒歩１分の場所に、今年７月、音楽酒場
「酒楽」が開店しました。マスターは「音楽好きが夜な夜
な集まり、酒を片手に音楽や楽器の談義に盛り上がったり、
秘蔵の一曲を持ち寄ったり、気が向けば弾き語ったり、歌
ってストレスを解消したり…そんなお店に」と。演奏する
人もしない人も、ぜひ一度、谷津の隠れ家にご来店ください。

"酒場と音楽とひとの幸せな空間 "


