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習志野商工会議所 創立30周年



　 報告　　　第60回通常議員総会を開催
創立30周年に向け、
29年度事業・予算を可決
　３月28日㈫、第60回通常議員総会を開催し、平成29
年度の事業計画や収支予算を含む８議案が可決・承認
されました。報告事項では、創立30周年記念事業実施
計画や、習志野市長、千葉県知事への要望（回答）など
が事務局より報告されました。

創立30周年に向けた各議案を承認

　　多年の功績を称え感謝状を授与表彰
　当所の役員・議員として15年の長きにわたり地域経
済の発展に貢献された次の方々に対し、第60回通常総
会の席上で、白鳥会頭から、日本商工会議所、習志野
商工会議所連名の感謝状が授与されました。
㈱レカムサービス  代表取締役会長  布施 國雄  氏
広栄化学工業㈱  代表取締役  吉田 茂雄  氏
三代川不動産㈱  代表取締役  三代川 寿朗  氏
京葉観光バス㈱  代表取締役  飯田 裕一  氏

　 報告　　　工業部会
先端技術見学会を実施
　３月２日㈭・３日㈮、工業部会（吉田茂雄部会長）で
は、先端技術見学会を実施しました。（参加者８名）
　視察先は、化粧品製造大手の㈱ファンケル美健千葉
工場（流山市）と、大手化学メーカーの花王㈱栃木工場

（栃木県芳賀郡）で、安全や品質に対する管理体制等を
中心に説明を受け、参加者にとって大変有意義な機会
となりました。また、２日目には、親睦ゴルフや近隣
観光が行われ、会員事業所間の交流も図られました。

機械や設備が整然と配置された工場内部を視察

　 報告　　　日本大学生産工学部
就職セミナー
　日本大学生産工学部では、就職活動の解禁に合わせ
た３月１日㈬から３日㈮、2018年の春に卒業する大学３
年生などを対象とした就職セミナーが開催されました。
　本セミナーには昨年度、習志野商工会議所と日本大
学生産工学部が連携協力協定を締結したことを受け、
市内の14会員事業所が参加しました。
　企業の採用意欲が高いなか、各ブースでは、人事担当
者と学生が面談し、熱心な取り遣りが交わされました。

就職活動が本格化、企業も学生も熱心にPR

　 報告　　　「会員の集い2017」を開催
和やかな雰囲気で交流
　３月９日㈭、モリシアホールにて「会員の集い2017」
を開催し、123名の皆様にご来場いただきました。
　会場は、飲食店ブースをはじめ地域資源として育成
に取り組む習志野ソーセージが振る舞われるととも
に、習志野市出身のフルーティスト・林愛美さん、バ
イオリニスト・阿部志織さんによる息の合った演奏で
盛り上がり、会員同士の交流に花を添えました。

和やかな雰囲気のなか交流の輪が広がりました

　 報告　　　「外国人旅行者おもてなし
セミナー」を開催
翻訳アプリで広がるおもてなし術
　３月15日㈬、「外国人旅行者おもてなしセミナー」が
開催され、20名が参加しました。
　セミナーでは、話しかけると31ヵ国語に翻訳される

2017.04.10　習志野商工会議所　

2



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

音声翻訳アプリ「Voice Tra」の活用方法などが紹介さ
れ、参加者からは「東京オリンピックで訪日する外国
人旅行者のおもてなし術を学ぶことができた」など、
外国人対応を進める絶好の機会となりました。

翻訳アプリ「Voice Tra」の活用方法に注目が集まりました

　 報告　　　経済講演会「どうなる日本の政治」

混迷する時代の日本経済
　３月21日㈫、工業部
会（吉田茂雄部会長）
では、ニュース番組やワ
イドショーなどのコメン
テーターとして活躍す
る伊藤惇夫氏を講師
に招き、『どうなる日本
の政治』と題した講演会を開催しました。
　講演会では、長年の永田町生活から「新党請負人」の
異名を持つ氏ならではの視点から、国内の政治・経済
の未来予想図などが語られました。（参加者65名）

　 お知らせ　　　　 『はばたく中小企業・
小規模事業者300社』にアシザワ・
ファインテックが選ばれました
　国では、毎年、ITサービス導入や経営資源の有効活
用等による生産性向上、積極的な海外展開やインバウ
ンド需要の取り込み、多様な人材活用や円滑な事業承
継など、様々な分野で活躍している全国の中小企業・
小規模事業者を選定し、『はばたく中小企業・小規模事
業者300社』として取り纏めています。
　この度、会員事業所のアシザワ・ファインテック（茜

浜）が『はばたく中小企業・小規模事業者300社 2017
年』に選定されました。おめでとうございます。

世耕経済産業大臣から表彰状を受けとる芦澤社長（左）

　 お知らせ　　　　 当所の『経営発達支援
計画』が国の認定を受けました
　国では、全国の商工会議所等が作成する「経営発達
支援計画」のうち、特に小規模事業者の技術向上や新
たな事業分野の開拓、その他小規模事業者の経営発達
に資するものについて、法律に基づき、経済産業大臣
が認定する仕組みを設けています。
　このたび、当所が策定した「経営発達支援計画」が、
当該制度の認定を受けました（３月17日付）。当所で
は、管内の小規模事業者の支援体制を一層強化し、意
欲ある小規模事業者の持てる力の最大化に取り組ん
でいきます。

　 お知らせ　　　　 ２階特別会議室に
『プロジェクター用スクリーン』
を新設しました
　各種会議を中心にご
利用いただいている当
所会館２階の特別会議
室に、プロジェクター
用スクリーンを新設し
ました。これにより、
スクリーンの持込みなく、快適にパソコンを使った会
議の運営が可能になります。より一層多くの方のご
活用をお待ちしています。

漂流する世界経済と日本
への影響が語られました
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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（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！

　平成29年度は、創立30周年にあたり、会員事業所の皆様と地域の発展と飛躍に向け、
下記の活動方針のもと事業を展開してまいります。

平成29年度事業計画
～地域経済における成長戦略の推進役として～

習志野商工会議所

～ものづくり企業の振興～ 「製造業同士の交流を通して、
業界動向や技術等の情報共有を進めていきます。」

① 会員交流事業 ② 販路開
拓支援 ③産学官連携 ④企
業視察・研修会 ⑤人材育成
事業 ⑥ 情報発信力の強化

（多言語Web企業情報）

吉田 茂雄 部会長 ［広栄化学工業㈱］
工業部会

主な事業

～地域をあげたおもてなし～
「会員主体で、多様化する顧客ニーズの具現化を後押しします。」

①地域資源活用
②商業集客促進
③先進地視察（部会員交流）
④個店の魅力づくり支援
⑤商店会、関係機関との連携

主な事業

商業部会（食品業分科会）
鈴木 和弘 部会長 ［㈱ミツワ堂］

業界動向や経営課題などの会員の声を会議所事業に反映させる部会

　平成29年度活動方針と部会・委員長からのメッセージをご紹介
します。会員の皆様には、企業経営や情報収集・交流機会として
各事業をご活用ください。

会議所事業を具現化する
４部会・３委員会の活動方針

▪具体的な取組み
◦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
　支援と会議所の財務強化、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）

会議所の機能・行動強化！

　中小企業と地域経済の活性化が、いつの時代も地域総
合経済団体としての商工会議所に求められる使命であ
り原点です。その時代の潮流や多様化する会員ニーズ
に応え、組織機能の強化に取り組みます。

会議所の相対的機能の強化！

会員企業の経営支援！

▪具体的な取組み
◦伴走型経営支援（課題解決に向けた施策の執行）
◦伴走型金融支援（融資の斡旋と事後指導）
◦伴走型研修指導支援（課題解決型研修の提案）
◦伴走型販路開拓支援（段階的 BtoB支援）

　地域経済の活力を担う会員
の経営を応援するため、日常
的な巡回訪問を通して経営課
題の集約と課題解決に向けた
施策の提供を図ります。

課題の把握と連携による伴走型経営支援の強化！

▪具体的な取組み
◦産学官連携プラットホーム（学術機関との研修・
　交流・販路開拓・協同研究、実用化支援 など）
◦自治体への政策提言、要望（経営課題・経営環境の
　解決に資する政策及び地域振興に関する要望）
◦地域資源活用支援（歴史、文化、観光などの資源を
　活用した地域活性化策の提案、ブランド事業の展開）

地域の特性と潜在力を発揮！

　価格競争や製品競合など、
諸々の競争環境に対応するた
め、企業独自の強みと特性の
発掘と強化に努め、顧客満足
度を高められる経営や製品特
性の発揮を後押しします。

独自の強みを“違い”としてプロデュース！
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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！

～付加価値サービスの苗床の醸成～
「多岐にわたる業種を繋ぐことで相互の交流や情報の提供に
「努めます。」

①中域商圏マッチング（ビジ
　ネス商談会、交流会ほか）
②金融機関意見交換会
③ビジネスセミナー開催
④交流促進、福祉増進推進

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

～市内企業の発展・改善に向け～
「受発注等に係る情報の収集と発信、技術研修の機会を
「提供していきます。」

①行政との懇談会・意見交換会
②定例技術研修会
③視察研修
④受注機会の提供（修繕斡旋）
⑤公民連携事業の研究

主な事業

田久保 浩一 部会長 ［田久保建設㈱］
建設業部会

地域に多様性をもたらす女性会・青年部

～女性らしく、私たちらしく～
「強く柔らかく、女性の力が地域に多様性をもたらす原動力です。」

①地域活性化事業への協力
②PR、研修会の開催
③地域福祉活動へ協力
④県女連事業参画

女性会
吉野 綾子 会長 ［㈱津田沼運輸サービス］

主な事業

事業活動に関する調査研究・組織強化の一翼を担う委員会

～経済視点から街づくりのグランドデザインを～
「地域資源を活かしたまちづくりと都市イメージの発信、
「次世代の人づくりを後押しします。」

①音楽、スポーツを通じた
　街づくり
②観光客誘致策検討
③地域経済の現状分析、
　施策提言
④関係団体結びつき強化

～IT活用による新たな経営の創造～
「日進月歩の情報技術の活用が企業経営の課題です。」

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

広報・情報化推進委員会
竹谷 嘉夫 委員長 ［総栄建設㈱］

地域・街づくり委員会
金子 正 委員長 ［㈱茶茶］

主な事業

主な事業

～地域・会議所の核は活力ある企業～
「事業所が活用できる施策情報の提供を外部機関と連携しながら
「推進します。」

①経営支援策の活用促進
②販路・商圏拡大支援事業の調査・研究
③具体的な支援機関・人材の活用手段の構築
④経営発達支援計画の推進

主な事業

川村 浩司 委員長 ［川村中小企業診断士事務所］
企業経営活性化委員会

～青年が地域をえがく～
「地域の人財の核、未来への承継の柱が青年部です。」

①部員間のビジネス交流
②出会いと交流婚活事業
③県青連事業
④地域資源の活用、
　部員拡大、参加率向上

主な事業

青年部
久島 幹雄 会長 ［㈱京葉レヂボン］

〜会議所組織について〜
▪委員会とは
　商工会議所の事業活動における重要事項について調査研究
　や提言活動を行う機関
▪部会とは
　関係業種の改善発達を図るための情報交換、部会員の啓発や
　親睦を図るための講習会、研修会その他必要な事業を行う機関
▪青年部とは
　自社の発展を原点に、活動を通じて地域社会への貢献と経済
　人としての自己実現を図る若手経営者の機関
▪女性会とは
　女性経営者の立場から商工業の改善発達を考え、経営に関す
　る知識習得や社会一般の福祉の増進に取り組む機関
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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11日㈰　　販売士検定　１～３級　７月８日㈯

　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。

基本健診内容

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）、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

オプション

・乳がん検査（マンモグラフィ乳房撮影） ・じん肺検査
・前立腺がん検査（PSA検査） ・大腸がん検査

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･乳
5月31日 ㈬ 実花公民館 9：00～11：00 A～D ･乳
6月 1日 ㈭ 谷津公民館 9：00～11：00 A～D ･乳
6月 2日 ㈮ イカリ消毒 9：00～11：00 A～E
6月 5日 ㈪ イカリ消毒 9：00～11：00 A～D ･乳

6月 6日 ㈫ 商工会議所
8：30～11：00 A～D

13：00～15：00 A～D
6月 7日 ㈬ 実花公民館 9：00～11：00 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

※前立腺がん・大腸がん、じん肺検査は全日程受診可能です。
 【お申込み・お問合せ】  習志野商工会議所  経営室
 TEL：047（452）6700　 FAX：047（452）6744

働くすべてのひとが活き活きと！

あじさい共済加入者は最大2,000円割引！

春の巡回健康診断
を実施します

出店者募集
４月12日㈬より受付開始！

 開催日時
７月16日㈰  ９時～21時
 受付期間

４月12日㈬～４月21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）
　きらっと広場（新庁舎東側）  32コマ
●バザーの部（物品の販売・ゲーム等）
　きらっと広場（新庁舎東側）  16コマ
 出店協賛金

１日１コマ：40,000円、30,000円
 応募方法
習志野商工会議所（047-452-6700）へ電話受付

（４月12日㈬～４月21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  TEL：047（452）6700

習志野きらっと2017

第24回市民まつり

※今年の市民まつりは新庁舎に変更され
　ますのでご注意ください。
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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

募　集
貴社のPRを支援します！
　習志野商工会議所では、会員限定で、
下記の広報サービスを行っています。
■DM発送代行サービス
　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）
▶問合せ・申込み
　経営室  TEL：047（452）6700

サイバー攻撃に備えるセキュリティ
対策セミナー
▶日　時　４月17日㈪
　　　　　16時30分～18時30分
　　　　　（16時受付開始）
▶場　所　習志野商工会議所
▶内　容　第一部では千葉県警より、
　　　　　千葉県内で実際に起きてい
　　　　　る被害の最新情報と手口を
　　　　　解説します。
　　　　　そして、第二部ではNTT東
　　　　　日本より、サイバー攻撃に
　　　　　対するセキュリティ強化対
　　　　　策を解説します。
▶費　用　無 料
　※セミナー終了後、個別相談会を実施
▶申込み　中小企業支援室
　　　　　TEL：047（452）6700

平成29年度３月分からの協会けん
ぽの保険料率について
　千葉支部の健康保険料率と介護保険
料率が変更になります。
▶健康保険料率：引き下げ
　9.93％（平成29年度２月分まで）→
　9.89％（平成29年度３月分から）
▶介護保険料率：引き上げ
　1.58％（平成29年度２月分まで）→
　1.65％（平成29年度３月分から）
▶問合せ　全国健康保険協会千葉支部
　　　　　TEL：043（308）0522

ゴールデンウィークにおける年次休暇
の取得促進（プラスワン休暇）について
　厚生労働省では、年次有給休暇を取
得しやすい環境の整備を促進していま
す。年次有給休暇の取得促進に向け、
労使が協力して取り組みましょう。
▶メリット　事業主は労務管理がしや
　　　　　すく計画的な業務運営が
　　　　　でき、従業員は躊躇いを感
　　　　　じずに、年次有給休暇を取
　　　　　得できる
▶日　数　付与日数から５日を除いた
　　　　　残りの日数が計画的付与の
　　　　　対象
▶問合せ　全国健康保険協会千葉支部
　　　　　TEL：043（308）0522

平成29年工業統計調査について
　経済産業省では、平成29年６月１
日現在で「工業統計調査」を県、市区町
村を通じて実施します。工業統計調査
は、製造業を営む事業所を対象として、
その活動実態を明らかにすることを目
的としています。５月中旬から６月に
かけて調査員が「調査員証」を携帯して
お伺いいたしますので、ご回答お願い
いたします。
▶問合せ　習志野市総務部総務課
　　　　　TEL：047（451）1151 ㈹

労働相談は「千葉県労働相談セン
ター」へ
　千葉県労働センターでは、電話・来所
による相談、労働問題全般の相談の他、

法に関わる問題は弁護士による相談、
心の健康に関しては臨床心理士による
相談を実施しています。
　会社やアルバイト先の労働時間、賃
金、パワハラ・セクハラ、解雇などで
お悩みの皆さん、千葉県労働相談セン
ターに御相談ください。
▶問合せ　千葉県労働センター
　　　　　TEL：043（223）2744

谷津遊路商店街アートフリーマーケット開催
▶内　容　食品・既製品以外の手作り
　品ならなんでもオッケーな、アート
　フリーマーケットです。
▶日　時　６月４日㈰
▶申込締切　５月５日㈮
▶場　所　谷津遊路商店街
　　　　　（京成谷津駅南口）

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
事業所指定口座から振替させていただき
ます。出費ご多端の折とは存じますが、
ご確認をお願いいたします。

過激派アジト発見にご協力を

あれ？変だな…と思ったら
習志野警察署  TEL：047（474）0110
千葉県警察本部  110番または
　　　　　　  TEL：043（201）0110
http://www.police.pref.chiba.jp/

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700
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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

320
No.

住所：船橋市前原西 2-13-1  藤和津田沼コープ102
代表者：今村 徳男さん　TEL：047（409）2939
営業時間：10時〜14 時30分　定休日：月曜日

地図 QRコード

HP QRコード

住所：習志野市津田沼 3-20-20　代表者：中島 貴也さん　
TEL：047（489）1710　FAX：047（489）1765
電話受付：８時〜20時　Mail：info@keiyou-denken.com
HP：http://www.keiyou-denken.com/

地図 QRコード

住所：習志野市津田沼 7-1-15　代表者：川﨑 郁生さん
TEL：047（400）3243　定休日：月曜日、第２月、火連休
営業時間：17時〜23時（ラストオーダー 22時30分）

　『炭香』の自慢は備長炭を使用した本格的な手打ち串
焼です。他にも国産の食材を使った安心安全な手造り
料理、品質重視の酒類が揃います。関東では珍しい博
多名物のもつ鍋もございます。店主がこだわりぬいた
美味しい料理とお酒はいかがですか？「会報を見た」と
言った方には、自慢の串焼３本プレゼントいたします！

" 美味しい串焼はどうですか？"

　JR津田沼駅北口から徒歩３分のところにある『らーめ
ん処 一凛』は、店の名前を変えながら、長くお客様に愛
されてきました。２月にリニューアルし、価格が500
円になった麺類は、店主おすすめの煮干しらーめんが
一番人気です。サイドメニューの小丼ぶりも豊富ですの
で、ランチタイムに美味しいらーめんはいかがですか？

"ラーメンには自信があります "

　厨房や看板の漏電調査とその修理や、防犯カメラ・
エコ照明化の新設工事などを行っております。作業の
際にお客様と共にその場で確認し、専門の案内係より
解説する「住まいの健康診断」を全国で初めて導入し、
県知事から経営革新計画の承認を受けました。ベテラ
ンスタッフ達の機動力と対応力が自慢です。

"お客様にとっての最善を尽くします "

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

（事業所名） （氏  名）

（住  所） （電  話）

　㈱千葉ロッテマリーンズ様より、ホームスタジアム「ZOZOマリンスタジ
アム」で開催されるプロ野球公式戦ペアチケット内野指定席（マリンシート）
を、４組８名様にプレゼントします。

■日　時：６月８日㈭  18：15 ～（ALL for Chiba 2017／日本生命セ・パ交流戦）　　 ■会　場：ZOZOマリンスタジアム
■応募方法：応募用紙に必要事項を記入してFAX（切離さずに）　　 　　■申込先：習志野商工会議所  FAX：047（452）6744

© C.L.M.

千葉ロッテマリーンズ公式戦チケット

商工習志野『読者プレゼント』

第１弾

30周年を記念して、会報読者限定プレゼントを実施します。
（隔月予定）

創立30周年特別企画

京葉電建㈱

串肴酒  炭香

らーめん処  一凛

読者プレゼント
応募用紙

※当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。
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