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マルケイ融資をご利用ください［年利1.16％で2,000万円まで（12月28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！

の演奏会も予定しておりますので、ぜひ多くの皆様にお越
しいただければ幸いです。
　結びに、本年が皆様にとりまして良い年になりますよう
ご祈念申し上げますとともに、習志野商工会議所に対する
変わらぬご支援・ご協力をお願い申し上げ、新年の挨拶と
させていただきます。

総活躍社会の実現に向けて
習志野市長  宮本 泰介
　明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、輝かしい新春
をお迎えのことと心からお慶び申し
上げます。併せて、貴会におかれまし
ては、創立30周年を迎えられますこと
をお祝い申し上げます。

　激動する経済情勢の中、地域の総合経済団体として、本
市商工業の発展の中心となり、これまで多大なる御尽力を
賜り、あらためて、長きに渡る御活躍に感謝と敬意を表す
次第でございます。
　昨年は、４月に人口が17万人を超え、10月には、〔首都圏〕
住みたい街（駅）ランキング2016（長谷工アーベスト調査）
で、「JR津田沼駅」が初のベスト10に入るという、うれしい
ニュースがありました。奏の杜地区を中心に新たな市民
をお迎えし人口が増加するとともに、まちの評価が高まっ
ていることは、人口減少社会の中、全国的にも希少な現象
であります。このことは、本市がまだまだ発展する可能性
を多く持っているということの証であり、その可能性を大
いに引き出す施策に、積極的に取り組んでいかなければな
らないと実感しております。
　このたび、市の表玄関であるJR津田沼駅を含めた津田
沼地域の更なる発展を目指し、広域拠点としてふさわしい
まちのイメージ「いいね！駅近 歩きたいまち」を実現する
ため、「JR津田沼駅周辺まちづくり検討方針」を策定いた
しました。この方針に基づき、これまで築いてきた「まち
の魅力」を検証し、新たな魅力の創出、都市としてのブラ
ンド化＝「習志野ブランド」の確立を目指してまいります。
また、人々のふれあい交流や地域、文化、経済など、様々な
活動を通し、個人のやりがい、生き甲斐づくりを生み、家
庭、職場、地域で誰もが活躍できる社会「総活躍社会」を目
指すべく、まちの賑わいの創出に邁進してまいります。
　市といたしましては、「未来のために～みんながやさし
さでつながるまち～習志野」の実現に向けて、重要なパー
トナーであります貴会との連携をこれまで以上に密にし、
商工業の振興のために、中小企業の支援や新たな産業育成
など、様々な事業に積極的に取り組んでまいりますので、
引き続き、御支援と御協力を賜りますよう、お願い申し上
げます。
　結びに、貴会会員の皆様の御清祥と、なお一層の御活躍
を祈念いたしまして、新年の御挨拶といたします。

習志野商工会議所  会頭  白鳥 豊
　明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、すこやかに新
年をお迎えのことと、心からお慶び申
し上げます。年頭にあたりまして、会
員の皆様に新年のご挨拶を申し上げ
ますとともに、旧年中にいただきまし
た習志野商工会議所への心温まるご

支援に、厚くお礼を申し上げます。
　私、昨年の議員総会において、引き続き、習志野商工会
議所の会頭に再任させていただくこととなりました。あ
らためて責任の重さを痛感するとともに、商工会議所の使
命を果たすべく一歩ずつ着実に取り組んでまいりますの
で、変わらぬご支援をお願い申し上げます。
　さて、昨年を振り返りますと、英国のEU離脱や米国の
大統領選による急激な為替変動など、経済環境が激変する
中、政府は日本経済を成長軌道に乗せるため様々な経済政
策を打ち出しておりますが、人口減少に伴う人手不足への
対応と生産性向上、さらには経営者の高齢化に伴う事業承
継など、中小・小規模企業を取り巻く経営課題は多様化・複
雑化してきております。
　このような中、習志野商工会議所では、国の政策と企業
のパイプ役として、成長する経済を実現するための地方
創生の推進役として、行政への要望・提言をはじめ、会員
事業所の経営体質強化などに積極的に取り組んでまいり
ました。
　今年はさらに地域商工業のリーダーとして皆様の期待
に応えられるよう、「中小企業の活力強化」と「地方創生の
実現」を大きな柱として活動してまいります。

【中小企業の活力強化】
　現場主義に立ち、様々なニーズに対応するため、会員事
業所の皆様にしっかりと寄り添った「伴走型の経営支援事
業」をはじめ、金融支援体制の強化とフォローアップ、中小
企業支援施策の積極的普及、外部専門機関との連携など、
きめ細やかな支援体制をさらに強化してまいります。

【地方創生の実現】
　習志野にしかない魅力や強み（音楽・スポーツ・歴史・文
化など）を最大限に活かした事業に力を注いでまいりま
す。特に、日本のソーセージ製法伝承の地である習志野か
ら「習志野ソーセージ」を商標登録・ブランド化し、全国に
PRしてまいります。

【創立30周年を迎えて】
　本年４月、習志野商工会議所は創立30周年を迎えます。
先人達の想いを振り返り、そして新たな未来を築くため、

「つなぐ地域の底力」をスローガンに、会員の皆様はじめ、
行政や関係団体、市民の皆様と広く連携し、習志野市の「地
域力向上」のための事業に、来年３月までの１年間積極的
に取り組んでまいります。
　また、５月13日㈯には、習志野文化ホールにて、創立記
念式典と祝賀会を開催いたします。習志野高校吹奏楽部

年頭所感
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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！

日本商工会議所  会頭  三村 明夫
　明けましておめでとうございます。
平成29年の新春を迎え、謹んでお慶び
申しあげます。
　昨年11月の臨時会員総会におきま
して、各地商工会議所の皆様のご推挙
をいただき、日本商工会議所の会頭に
再任され、日商会頭として４回目の新

年を迎えました。各地商工会議所におかれましても新体
制のもと、新たな年を迎えておられることと存じます。日
商としましては、改めて、515商工会議所125万会員の皆様
と総力を結集し、商工会議所の使命である、企業の繁栄、
地域の再生、日本の成長の同時実現に向けて、全力で取り
組んでまいります。
　昨年は、世界中で政治的に様々なサプライズが発生しま
した。加えて、地政学的混乱の悪化、余剰マネー等の動き
による株価や為替の大きな変動など、振幅の大きい不安定
な一年でした。本年もおそらく国際政治の大きな動きが
金融市場を揺さぶる場面などがあるかと思いますが、幸い
にして我が国には、世界に誇る安定政権がありますので、
いたずらに動揺することなく、じっくりと直面する課題に
取り組むことができます。
　我が国の最大の課題は、足元で0.2％台まで下がってし
まった潜在成長率を引き上げることです。「人手不足」と

「生産性向上の停滞」が潜在成長率を押し下げるボトル
ネックとなっていますので、サプライサイド政策に力を入
れて取り組むことが必要です。サプライサイド政策の特
徴のひとつは、政策の打ち出しから成果がでるまで時間を
要するということです。また、規制改革等の構造改革は、
国全体の効率化・生産性向上を図る政策であり、一部の人
には痛みを伴うことから、利害の調整という政治本来の役
割が必要となることも特徴です。こうした中、商工会議所
として重点的に取り組むべき課題は、「中小企業の成長の
底上げ」と「地方創生の実現」です。
　中小企業が直面している最大の課題が、「人手不足への
対応」です。深刻化する人手不足に対して、女性や高齢者
など多様な人材の活躍を推進していくことが必要です。
中小企業は、女性の活躍推進、柔軟な働き方の導入、高齢
者の積極的な雇用など「働き方改革」をいち早く実践して
いますが、こうした取り組みを加速していかなければなり
ません。
　そして、人手不足を解決するもう一つの方策は、「生産性
向上」です。中小企業の生産性は、平均で大企業の二分の
一にとどまっていますが、中には大企業の生産性の水準を
上回っている中小企業もあり、そうした企業に共通するの
は、経営者の成長への意識が高く、ITや設備投資などに積
極的であるという点です。ここに生産性向上の鍵がある
と考えます。生産性向上の有力な手段として、ICT（情報
通信技術）の導入がありますが、中小企業の取り組みは、ま
だわずかにとどまっています。経営者自身の気づきを促
し、ICTを超えて、デジタル技術やAIの導入、ロボットの
活用などにより、工場の生産現場やサービス分野の生産性
の向上を図っていくことが必要です。
　中小企業が直面するもう一つの課題は、「後継者の確保」
であります。商工会議所として、事業承継の支援を積極的
に推進するとともに、事業承継の大きなハードルとなって
いる「事業承継税制の見直し」についても、提言を続けてま

いります。我が国の付加価値額の約半分は、三大都市圏以
外の地方で生み出されており、「地方創生の実現」は、潜在
成長率の引き上げと持続的な経済成長に不可欠でありま
す。また、東日本大震災や熊本地震の本格復興、福島再生
の早期実現なしに日本経済の再生はあり得ません。
　私は、地方創生の実現に向けて、広域観光振興や農商工
連携など、地域の資源や強みを最大限に活用した成長産業
を育成し、域外の需要、消費、投資を取り込むことの重要
性を繰り返し申しあげてまいりました。さらに、地域で産
んだキャッシュは、地域で消費する循環を創出することが
重要だと思います。観光産業は、担い手の大半が中小企業
であるとともに、自動車産業に次ぐ消費規模を持つ一大産
業です。現在、全ての商工会議所に観光担当者が設置され、
ネットワークを活かした観光商品の開発が進んでいます。
未だ見落としている地域の自然や伝統文化などを掘り起
こして磨き上げ、ストーリーをつけて売り出し、地域を挙
げておもてなしをする持続的な取り組みを、一層加速して
いくことが必要であると思います。
　また、2020年オリンピック・パラリンピックは、我が国
の観光、文化、特産品、技術等を世界的にアピールする絶
好の機会です。地方と都市の広域連携により、国全体のバ
ランスのとれた成長に繋げていくため、各地域において、
国際交流、ビジネスチャンスの拡大、観光振興等に積極的
に取り組んでいただきたいと思います。
　農林水産業も長い年月をかけて育てられた貴重な地域
資源です。大規模化やコスト削減など、競争力強化に向
けた農業改革が進み、海外を含めさらなる市場の拡大が
期待できる成長産業であります。さらに、地方の中小企
業には、高い技術力と競争力を持ち、世界マーケットを狙
えるものづくり企業が数多くあり、これも地域の重要な
財産です。
　こうした地方創生の取り組みを支え、加速するのが、物
流・人流の円滑化を促す社会資本整備であります。とりわ
け、地方創生にとって効果が大きい整備新幹線、高規格幹
線道路、大型クルーズ船に対応した港湾の整備、コンセッ
ションを活用した空港民営化などは、観光客の増加、設備
投資の促進、雇用創出などに大きく寄与するものです。民
間投資を喚起するストック効果を重視しつつ、商工会議所
としても、社会資本整備を強く要望していく必要があると
考えております。
　政治的な混乱はあるものの、欧米の経済は堅調と言えま
す。OPEC・非OPEC諸国の合意により原油の減産が決ま
り、原油価格も適正な価格に向け上昇し始めています。我
が国もまだ大企業の動きではありますが、景況感が好転し
つつあります。これは私の仮説ですが、我が国は、２～３
年間の時間的な猶予を得られ、時間と腰を据えた取り組み
が必要なサプライサイド政策に大きく舵を切るチャンス
を与えられたと言えると思います。
　私達は、短期的な動きに一喜一憂することなく、与えら
れた猶予の大切さを認識した上で、構造改革とイノベー
ションを着実に深化させていかなければなりません。成
長のトレンドを変えるため、これから２～３年が、我が国
にとって勝負の年となります。
　日本商工会議所としても、515商工会議所、青年部、女性
会、海外の商工会議所等との緊密な連携の下、企業、地域、
そして、日本経済の持続的な成長の実現に向け、全力を尽
くしてまいります。

　習志野商工会議所　2017.1.10
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　　　　建設業部会 視察研修会
『ひろがる建設現場のIoT』を実施

　 募集

　建設業部会（田久保浩一 
部会長）では、最新のICT建
機やドローン（無人ヘリ）測量
など、今後、建設現場で活用
が期待される「スマートコン
ストラクション」をより深く
理解することを目的に、「コ
マツIoTセンタ 関東」等への視察研修会を開催します。
日　時　１月27日㈮  ※日帰り
視察先　コマツIoTセンタ 関東（千葉市）他
定　員　25名
参加費　7,000円／人（懇親会費等含む）
問合せ　中小企業支援室（※詳細は折込チラシ参照）

　　　女性会主催
『第23回チャリティダンス

パーティー』を開催

　 募集

　女性会（吉野綾子会長）では、第23回目となる「チャリ
ティダンスパーティー」を開催します。例年、近隣の社
交ダンス愛好家をはじめ、多くの方々にご参加いただい
ています。当日はダンスのほかに、お楽しみ抽選会等も
開催します。ぜひお誘い合わせのうえご参加ください。
※収益金の一部は、市内福祉事業に寄付します。
日　時　２月４日㈯  13時30分～16時30分
場　所　習志野商工会議所
参加費　前売：1,200円　当日：1,500円
主　催　習志野商工会議所女性会
協　力　ダンス＆シューズアユザワ
　　　　※参加される方はヒールカバーの装着を
　　　　　お願いします。
問合せ　中小企業支援室

　　　５商工会議所の会員が集う
『合同ビジネス交流会』を開催

　 募集

　２月10日㈮、地域をこえた事業の拡大や取引の促進
を図るため、習志野・船橋・八千代・浦安・千葉商工会
議所合同の「ビジネス交流会」を開催します。奮って
ご参加ください。
日　時　２月10日㈮ 15時～
場　所　船橋商工会議所（船橋市本町1-10-10）
　　　　※駐車場はございませんので、公共交通機関
　　　　　をご利用ください。
内　容　第１部  各社事業PR
　　　　第２部  懇談会（名刺交換、商品展示等）
参加費　2,000円／人  ※１事業所２名まで
締　切　１月20日㈮まで　 問合せ　中小企業支援室

　　　工業部会
『県外視察研修会』を実施

　 募集

　工業部会（吉田茂雄
部会長）では、会員事業
所の技術振興並びに人
材育成等を目的とした
視察研修会を開催しま
す。化粧品、健康食品
メーカーの㈱ファンケル美健 千葉工場（ファンケル
グループ）をはじめ、大手化学メーカーの花王㈱ 栃木
工場などを視察しますので、多くの方のご参加をお待
ちしています。
日　時　３月２日㈭～３月３日㈮  ※１泊２日
視察先　㈱ファンケル美健 千葉工場（千葉県流山市）
　　　　花王㈱ 栃木工場（栃木県芳賀郡市）
定　員　20名程
参加費　調整中　　問合せ　中小企業支援室

　　　　習志野商工会議所
『会員交流会』を開催

　 募集

　商工会議所は、地域の様々
な業種や規模、法人や個人の
事業者の方々が集まる総合経
済団体です。
　このたび、全ての会員事業
所の交流やネットワークづく
りの機会として、３月９日㈭
に、年に一度の「会員交流会」
を開催します。当日は、習志
野市出身の林愛美さん、阿部詩織さんによるライブ演
奏をはじめ、豪華景品のあたる抽選会もお楽しみいた
だけます。お誘い合わせのうえ、多くの皆様のご参加
をお待ちしています。（※詳細は、同封のチラシを参照
ください）
日　時　３月９日㈭  18時～19時45分
場　所　モリシアホール（習志野市谷津1-16-1）
参加費　2,000円／人　　定　員　150名
問合せ　経営室

年に一度のお楽しみ！
ビジネスの人脈・ネットワークを
広げるためにご活用ください！

◦会議所の役員議員と交流したい
◦経営者仲間の幅を広げたい
◦新しい取引先と出会いたい など

習志野市出身の
林さん（左）、阿部さん（右）

㈱ファンケル美健 千葉工場
コマツのICT 建機
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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

　　　『ハッピー福祉起業塾』
全講座を修了
　 報告

　10月２日㈰～12月
３日㈯までの全５日
間、地域で福祉分野の
独立・開業を志す方を
支援する『ハッピー福
祉起業塾』を開催し、
15名の受講生が講座
を修了しました。
　講義では、福祉分野
の概要から、事業計画の作成方法、開業資金の調達、
労務管理など、創業前後に必要となる内容が実務に則
して説明され、参加者からは「実際の現場運営のノウ
ハウと、それを運用していく難しさを学ぶことがで
き、今後の指針となりました」など、将来に向けた抱
負や意気込みが聞かれました。
　当所では、創業による地域経済の活性化や福祉のま
ち習志野の推進を図ることを目的に、今後も創業志望
者の育成に力を注いでまいります。

　　　　 『平成28年分決算・
確定申告相談会』を実施
　 お知らせ

　当所では、会員事業所（個人事業所に限る）の皆様
の確定申告が円滑に行えるよう、「平成28年分決算・
確定申告相談会」を開催します。ぜひこの機会をご活
用ください。
日　時　２月14日㈫、16日㈭、23日㈭、24日㈮、
　　　　３月３日㈮、６日㈪、９日㈭、14日㈫
場　所　習志野商工会議所
相談員　千葉県税理士会  千葉西支部所属税理士
相談料　無 料
必要書類　平成28年分決算書、確定申告書用紙、前年分
　　　　決算書、確定申告書控、関係帳簿類（現金出
　　　　納帳、経費帳、売掛帳、買掛帳）、各種控除証
　　　　明書（国保・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
問合せ　中小企業支援室

　 お知らせ　　　　 オービックシーガルズ
JAPAN X BOWL（日本社会
人選手権）に惜敗、準優勝で
2016シーズンを終了！
　アメリカンフットボールの社会人日本一を決める
JXB社会人選手権決勝「JAPAN X BOWL」が12月12
日㈪に東京ドームで開催され、習志野市を拠点とする

「オービックシーガルズ」が、３年ぶり９度目の社会人
日本一の栄冠をかけ「富士通フロンティアーズ」と対
戦しました。結果は３対16の惜敗で、目標の日本一復
帰を果たすことはできませんでしたが、最後まで感動
を与えてくれる素晴らしい試合でした。
　当日は、多くの方々に応援バスツアーにご参加いた
だき心から感謝申し上げるとともに、本年もオービッ
クシーガルズへの熱いご声援をいただきますようお
願いいたします。

試合終了後、日本一奪回を誓う選手達

今後の福祉を担う
人材が集まりました

　商工習志野12月号同封の「習志野商工会議所メ
ンバーズ優待カード」において、記載内容に間違い
がございましたので、下記の通り、訂正するととも
に、関係の皆様には深くお詫び申し上げます。

てんぷら 天雅
【優待サービス内容】
（誤）フットケア価格・くつ販売価格より10％OFF
（正）グラスビール・オレンジジュース・ウーロン茶・

本日のデザートのいずれかをサービス

お　 詫 　び
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①大相撲観戦チケット（５事業所）
　小林伸和鉄工㈱　阿部電気管理事務所　㈲岡野商店　化粧パフのせきぐち　川島酒店
②習志野ソーセージ（10事業所）
　㈱レカムサービス　肉一精肉店　㈱大日　㈲花澤運送　総栄建設㈱
　㈲粧栄　秀文堂　㈲杉田モータース　菊富士ならしの　㈱京葉都市イマジン
③ワンワンハウスはな トリミング券（５事業所）
　㈲橋本　㈱ナインティーワン　K・OWORD ㈲　㈱津田沼運輸サービス　㈲朱泉
④市内共通商品券（10事業所）
　㈲星野工業　㈱シイナ　㈱ニシマキ　㈲イチカワ興業　㈱小俣製作所
　㈱関東広興　㈲柳澤自動車工業所　中村労務総合事務所　㈱バンヨー　やぶ大町
⑤天雅 お食事券（10事業所）
　行政書士瀬戸川法務事務所　中華ちんらい軒　㈱常翔印刷　宝塚運行サービス㈱
　㈱日下製作所　オフィスいちかわ　㈲武安　㈲おおくぼ　クリス理容室　㈲外山電商
　※当選事業所の皆様には、追って当選商品を発送させていただきます。

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　販売士検定　１〜３級　２月15日㈬　　簿記検定　１〜３級　 2月26日㈰

あじさい共済還元事業

あじさい共済還元事業 お年玉プレゼント当選発表

　４月から、会員事業所限定の『あじさい共済制度』が、アクサ生命保険㈱と締結した定期保険（団体型）（入院給付
金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付）と当所独自の給付制度をあわせた内容に充実して、
新たにリニューアルします。未加入事業所の皆様におかれましては、この機会に、是非ご加入をご検討いただけます
ようお願いいたします。

※ご加入にあたっては、パンフレット、重要事項説明
　書（契約概要、注意喚起情報）を必ずご覧ください。
※制度変更後の内容につきましては、あらためて新
　しいパンフレット等でご案内させていただきます。
※引受保険会社  アクサ生命保険株式会社

【お問合せ】経営室  ☎ 047（452）6700

『あじさい共済制度』のお知らせ習志野商工会議所 会員限定

✚ 習志野商工会議所
独自の給付金制度
（各種お見舞金・お祝金）

定期保険（団体型）
（入院給付金付災害割増特約・

　ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付）

【あじさい共済の特徴】
●月々800円から幅広い保障、福祉厚生制度に最適！
●１年更新で医師の審査なし、剰余金があれば配当金も！
●業務上・業務外を問わず24時間保障
●商工会議所独自の給付制度（お見舞金、お祝い金など）も！

　年末に実施した『あじさい共済加入事業所限定 お年玉プレゼント』には、多くのご応募をいただきありがと
うございました。申込総数 161 通の中から、厳正な抽選の結果、次の方々が当選されました。おめでとうござ
います。（順不同・敬称略）
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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　経営室
　　　　　TEL：047（452）6700

睦月囲碁大会参加者募集中！
▶日　時　1月29日㈰ 13時～
▶定　員　80名
▶参加費　2,000円（昼食なし）
▶試　合　チャンピオン戦

（無差別、総互先、先番６目半コミダシ）
▶各　賞　優勝、準優勝、敢闘賞、参加賞
◎入賞者は段位免状申請可
※原則として、８人で対局し、約半数
　が入賞します。２敗すると失格とな
　りますが、一般対局が出来ます。
▶問合せ　津田沼囲碁クラブ
　　　　　TEL：047（475）5255

平成28年度習志野市危機管理講演会
開催のお知らせ
　習志野市では、震災をはじめとする
多種多様な危機に対して、地域・企業・
行政が一体となって立ち向かうとと
もに、総合的な危機管理対策を継続し
て進めていくために「習志野市危機管
理講演会」を行っています。今年度は、
日本テレビ「news every.」出演中の
気象予報士であり、防災士としても活
躍する木原実氏を講師に迎え、「天と
地と自然災害に備える」をテーマに開
催します。
▶日　時　１月21日㈯
　　　　　13時～14時50分
▶定　員　市民会館
▶講　師　気象予報士・防災士
　　　　　木原実氏
▶問合せ　習志野市役所危機管理課
　　　　　TEL：043（223）4144

国家公務員（OB含む）の再就職ルー
ルについて（再就職等監視委員会）
　次の行為は禁止されています。見
聞きした場合は、情報提供にご協力下
さい。
①国家公務員が他の（OBを含む）国家
　公務員の再就職あっせんを行う
②国家公務員が在職中に利害関係企
　業に対し、求職活動を行う
③国家公務員が在職中に利害関係企
　業に対し、求職活動を行う
※詳しくは、「内閣府再就職等監視委
　員会ホームページ」をご覧ください。
http://www 5 .cao.go.jp/kanshi/
index.html
▶問合せ
　内閣府再就職等監視委員会事務局
　TEL：03（6268）7660～7668

千葉県の最低賃金が改正されました
　県内のすべての事業所で働く労働者

（パート、アルバイト含む）に適用され
る「千葉県最低賃金」と特定業種の事業
所で働く労働者に適用される「特定最
低賃金」が改正されました。

※詳細はお問い合わせください。
　千葉労働局労働基準部賃金室
　TEL：043（221）2328

税務署からのお知らせ

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

お知らせ

募　集

最低賃金件名 改正時間額
（発効日）

千葉県最低賃金 842円
(H28.10. 1)

千
葉
県
特
定
最
低
賃
金

調味料製造業 868円
(H28.12.25)

鉄鋼業 915円
(H28.12.25)

はん用機械器具、
生産用機械器具製

造業

884円
(H28.12.25)

電子部品・デバイ
ス・電子回路、電気
機械器具、情報通
信機械器具製造業

887円
(H28.12.25)

計量器・測定器・分
析機器・試験機・
測量機械器具・理
化学機械器具製造
業、医療用機械器
具・医療用品製造
業、光学機械器具・
レンズ製造業、時
計・同部分品製造
業、眼鏡製造業

869円
(H28.12.25)

各種商品小売業 848円
(H28.12.25)

自動車（新車）
小売業

880円
(H28.12.25)
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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

あ
の
店
・
こ
の
工
場

会
員
紹
介

317
No.

ナラフジ・ビジネスサポート（NBS）

株式会社 Minato くわのみ書房

　スマートフォンアプリの開発と運用をメインに活動
している会社です。多彩な ITシステム導入の経験を活
かし、皆様の『ITシステムに関するお困りごと』を解決
します。当社は『新しい働き方・新しい組織づくり』を
積極的に行っており、その一環として地域に根ざした
会社作りも行っております。お気軽にご相談ください。

" ITでお困りごとを解決します "

　今年の５月にOPENしたばかりの Cake Ponpoでは、
生菓子から焼き菓子まで、幅広い洋菓子をお作りして
います。お客様のご要望に合わせたオーダーメイドの
デコレーションケーキや、香ばしいバターの匂いがす
る猫モチーフの焼き菓子は、当店の人気商品です。皆
様のお越しを心よりお待ちしています。

Cake Ponpo

住所：習志野市鷺沼台 3-13-6　代表者：遠藤 小百合さん
TEL：047（419）5369
営業時間：10 時～ 18 時　定休日：水曜日
HP：http://cakeponpo20160501.shopinfo.jp

HP QRコード

" おいしい街のケーキ屋さん"

住所：習志野市大久保 1-8-10　代表者：那須 庸仁さん
TEL：047（419）3567
営業時間：11時 ～19時　定休日：月・火
HP：http://mulberrybookstore.blogspot.jp

HP QRコード

　店主の那須さんは「もっとたくさんの絵本と出会え
る場所を提供したい。」そんな思いからお店を始めまし
た。厳選した本の中からお客様にぴったりの一冊が見
つかることを願っています。併設のカフェでは、コー
ヒーやお菓子も楽しめます。慌ただしい時間をお過ご
しの中、絵本を楽しむひとときをつくってみませんか？

"素敵な絵本をご紹介します "

　当社では、ISO規格や各種改善ツールを基に、多様
化・複雑化する組織の課題解決をサポートし、さらな
る発展に貢献したいと考えております。内部監査指導
や外部審査対応、各種出張研修などもいたします。継
続的、効率的な経営システムの維持や業務改善のため
にも、ぜひ当社の利用をご検討ください。

HP QRコード

住所：習志野市藤崎 3-6-4　代表者：小林 亨さん
TEL：070（4158）4917　営業時間：常時　定休日：なし
HP：http://narafuji .com/hp3

HP QRコード

住所：習志野市谷津 1-18-47-103　代表者：中明 知也さん
TEL：03（6280）5236
営業時間：９時 ～18時　定休日：土・日・祝・年末年始
HP：https://minato.jp.net

" ISO導入・維持、業務改善を応援します "
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