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平成３年〜平成６年

商工習志野で
ふり返る

み３Partゆ
30 のあ

（上）平成３年10月、会議所発足４年を
迎え、第３代会頭に林安次氏を選出。
（右）市制40周年を記念して行われた
「第1回きらっとまつり」は約12万人
の来場者を数え大盛況でした。



開催　　建設業部会
「行政との研修会・懇談会」を開催

　８月２日㈬、建設業部会（田久保 浩一 部会長）では、建設
行政に関する情報収集や交流を目的に、習志野市の関連部署
担当者を講師とする「行政との研修会・懇談会」を開催します。
日　時　８月２日㈬　研修会：16時～  懇談会：17時～
内　容　【第１部】  研修会
　　　　 ①『習志野市の空家等対策計画について』
　　　　 ②『習志野市の老朽化した公共施設再生の
　　　　 　 取り組みについて』
　　　　 ※習志野市からの情報提供
　　　　 　『習志野市の今後の公共工事について』
　　　　【第２部】  懇談会
場　所　銀座アスター津田沼賓館　　定　員　50名（先着）
参加費　5,000円  ※研修会のみの方は無料
問合せ　中小企業支援室

開催　　　 「地元スポーツ応援ツアー」第2弾

千葉ロッテマリーンズ応援
ツアーを開催
　当所創立30周年記念事業の一環として、千葉ロッテマリー
ンズ応援ツアーを開催します。普段はなかなか座ることので
きない特別席で応援しましょう！
日　時　８月３日㈭  17時30分  現地集合
　　　　（VS 北海道日本ハムファイターズ）
場　所　ZOZOマリンスタジアム（フィールドテラス・スイート）
定　員　25名（先着）（※子供不可）
参加費　3,000円　　問合せ　中小企業支援室

（※申込・詳細は、折込チラシをご参照ください）

開催　　　 工業部会
新規受注、販路拡大にチャレンジ

「産業交流展」出展企業募集！
　工業部会（吉田 茂雄 部会長）では、会員事業所の販路開拓
等の支援を目的に、東京ビッグサイトで開催される中小企
業の国内最大級の展示会「産業交流展2017」に出展するとと
もに、展示会の共同出展事業所を募集します。
会　期　11月15日㈬～11月17日㈮
場　所　東京ビッグサイト（東京都江東区有明）
内　容　ブース内に会員事業所区画を設置
募集数　４社
締　切　７月14日㈮  ※申込多数の場合は抽選
参加費　７万円／社 程度　　問合せ　中小企業支援室　

（※申込・詳細は、折込チラシをご参照ください）

　 報告　　　創業講演会を開催
（習志野市創業・起業支援事業）

　６月３日㈯、新生運輸㈱ 代表取締役の信太 秀紀 氏を講師
に招き、“人生成功の法則～成功者には成功者の『癖』があ

る”と題した創業講演会を開催しました。創業を志望する
参加者20名は、多くの困難を乗り越えながら現在グループ
６社を束ねるに至った貴重な体験談に耳を傾け、創業の苦
しみと醍醐味について学びました。

 　　　創立30周年記念事業
「阿武松部屋 朝稽古見学と
ちゃんこ鍋体験ツアー」を開催

　 報告

　６月６日㈫、創立30周年記念事業「地元スポーツ応援ツ
アー」の第１弾として、習志野市鷺沼にある阿武松部屋の朝稽
古見学とちゃんこ鍋体験ツアーを開催しました（参加者18人）。
　阿武松親方（元関脇 益荒雄関）の指導のもと、早朝から力
士同士のぶつかり稽古やシコなど熱気あふれる激しい稽古
が行われ、参加者は、ちゃんこ鍋体験や力士との交流など楽
しいひとときを過ごしました。

熱気あふれる朝稽古を見学（阿武松親方を囲んで）

　 報告　　　第61回通常議員総会を開催
　６月27日㈫、第61回通常議員総会を開催し、平成28年度
事業報告や収支決算など、全７議案が承認されました。
　また、会員の皆様から取りまとめた地域活力再生に向け
た「要望書」を、白鳥会頭から宮本市長に手渡しました。

６項目からなる要望書を白鳥会頭（左）から宮本市長（右）へ提出

　 報告　　　習志野市茜浜第二企業
連絡協議会から電子看板を
寄贈いただきました
　このたび設立25周年を迎えた習志野市
茜浜第二企業連絡協議会から、電子看板
を寄贈いただきました。このことに感謝
の意を表し、通常議員総会（６月27日）で、
白鳥会頭から同協議会会長の矢野 周二 
氏に感謝状を贈呈させていただきました。
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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

　 受賞　　　新習志野駅前商店会
関東商工会議所連合会ベスト・アクション表彰

　新習志野駅前商店会（佐竹 信洋 会長）では、新しい都市
型複合市街地の維持保全を目的に、近隣町会・自治会・千葉
工業大学・商店会との連携により「地域交流ふれあい盆踊
り」（2017年来場者数約４千人）を開催し、地域の活性化に成
果を挙げています。
　このたび、その活動が評価され、関東商工会議所連合会か
ら表彰されました。

表彰状を手にする佐竹会長（右）

　 お知らせ　　　　　 あじさい共済加入者限定
「夏のプレゼント」を実施！

　当所独自の共済制度「あじさい共済」ご加入事業所に向け、
夏の涼を感じる「厳選 夏のプレゼント」を実施します。
　加入済事業所の方はもちろん、まだご加入いただいていな
い事業所の方も、是非この機会にご検討ください。
応募資格　あじさい共済加入事業所
締　切　７月21日㈮ 必着
問合せ　経営室

（※申込・詳細は、各折込チラシをご参照ください）

　　　　 オービックシーガルズ
PEARL BOWL（東日本社会人
選手権決勝）に見事優勝！

　 お知らせ

　習志野市を拠点とする「オービックシーガルズ」が、アメ
リカンフットボール・Xリーグ「第39回パールボウル」（東日
本社会人選手権決勝／６月19日㈪／東京ドーム）で、２連覇
を狙うIBMビッグブルーに接戦の末、29 対 27で見事勝利

し、３年ぶりに６度目の優勝を飾りました。
　この勢いを秋季シーズン、年末のJAPAN X BOWLに繋
げられるよう、引き続きオービックシーガルズへの熱いご
声援をお願いします。

接戦を制し３年ぶり６度目の優勝

　　　　 職務執行者変更　 お知らせ

２号議員  田中電子㈱

代表取締役　田中 隆司 氏 より

専務取締役　富樫 和行 氏

３号議員  ㈱イトーヨーカ堂 津田沼支店

店長　宮永 清隆 氏 より

店長　西川 晃石 氏

お盆休業のお知らせ
弊所では、８月13日㈰～15日㈫をお盆休みとし、
全館休業させていただきます（８月16日㈬より通常
業務）。休業中はご不便をおかけしますが、何卒ご理
解のほどお願い申し上げます。
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マルケイ融資をご利用ください［年利1.11％で2,000万円まで（６月30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！

問合せ  習志野市民まつり実行委員会事務局 ☎（453）9289

場　所 イベント

まつり広場（市庁舎東側駐車場） メインステージ、グルメ・バザー、都市間交流、関係団体コーナー  ほか

消防庁舎裏駐車場 子ども広場、町会テント、ミニ列車、警察PRコーナー  ほか

市庁舎 サブステージ、ものづくり体験講座、壁面イルミネーション  ほか

旧庁舎前市民の広場 親子手持花火

市役所通りパレード会場 子どもサンバ、山車・御輿、きらっとサンバパレード、音頭  ほか

京成本線

京成千葉線

病院

幼
稚
園

ロ
ー
タ
リ
ー 銀行

至船橋 至千葉
至成田

消防庁舎
保健会館
第三分室

京成津田沼駅

市民課棟 第四分室

第二分室

新庁舎
※4月30日㈰竣工

変電所

駐
車
場

鷺沼
小学校

ワ
イ
が
や
通
り

ま
ろ
に
え
橋

市役所新庁舎前広場

交通規制予定区間

パレード･イベント会場

市役所通り

まつり会場

※ 駐車場はありません
ので公共交通機関をご
利用下さい。
※会場周辺店舗等への
駐車はしないで下さい。

2017

第24回
 市民まつり 2017７月１６日㈰ 開催

市庁舎駐車場周辺、市役所通り（京成津田沼駅より徒歩５分）
７月１６日㈰  9：00～21：00開催日時

開催場所

内　容

　夏の風物詩、市民まつり「習志野きらっと2017」が、７月16日㈰に開催されます。今年は、新庁舎が
竣工してから初めての開催となり、まつり広場を中心に庁舎内の階段をステージにしたダンスや演奏な
ど、楽しいイベントが盛りだくさんです。皆様もぜひご来場ください。

ご当地キャラ ナラシド♪

祭祭 祭祭
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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！

中小企業等経営強化法について

上記２つの措置を受けるには、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定が必要です

利用できるのは
法　　人

個人事業主

習志野商工会議所では「経営力向上計画」の作成を支援しています。
（問合せ）中小企業支援室　☎ 047（452）6700

「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメント向上や
設備投資など、自社の経営力を向上させるために実施する計画で、計画
の認定を受けた事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

＊詳細は、中小企業庁HP（http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/）をご参照ください

　国は、中小企業者等の経営力の向上を支援するため、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上
計画に基づく新規の設備投資に対して、次のような税制措置を講じています。

～ 設備投資をして生産性を高めたい！～
経営お役立ち情報

固定資産税の特例（工業会証明）

要 件 生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備

対象設備
◆機械装置（160万円以上／10年以内）　◆測定工具及び検査工具（30万円以上／５年以内）
◆器具備品（30万円以上６年以内）
◆建物附属設備（償却資産として課税されるもの）（60万円以上／14年以内）

▶固定資産税の特例措置（固定資産税）  ［ 拡充 / 平成31年３月31日まで ］
●対象設備：

赤字でも使える
支援策は?固定資産税が３年間にわたって２分の１に軽減されます！

生産性向上設備（A類型・工業会証明） 収益力強化設備（B類型・経産局確認）

要 件 生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備 投資利益率が年平均５％以上の投資計画に係る設備

対象設備
（取得価額／
販売開始時期）

◆機械装置（160万円以上／10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上／５年以内）
◆器具備品（30万円以上／６年以内）
◆建物附属設備（60万円以上／14年以内）
◆ソフトウエア（70万円以上／5万以内）

◆機械装置（160万円以上）
◆工具（30万円以上）
◆器具備品（30万円以上）
◆建物附属設備（60万円以上）
◆ソフトウエア（70万円以上）

▶中小企業経営強化税制（法人税・所得税）  ［ H29新設 / 平成31年３月31日まで ］
●対象設備：

新たに設備を
導入したい即時償却または税額控除を選択適用できます！
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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　 11月19日㈰　　販売士検定　１～３級　２月21日㈬

　毎年恒例の「マスターズゴルフ大会」を、創立30周年記念大会として盛大に開催します。
ゴルフの秋、名門コースのラウンドを通して社内外の交流を深める絶好の機会です。
事業者、従業員、家族の方など、お誘い合わせのうえ、多くの方々のご参加をお待ちしています。

　習志野市では、平成29年10月より、習志野市のシティセールスの一環として、
市外からのふるさと納税寄附者に対し、返礼品等を用意する運びとなりました。
　つきましては、当該事業に係る合同説明会を下記の通り開催します。
　なお、「返礼品協力事業者」に登録するには、説明会終了後、習志野市ふるさと
納税事業委託事業者に対し、「参加表明」していただく必要があります。

名門コースで
秋ゴルフ！

  創立30周年記念
『第29回 マスターズゴルフ大会』を開催します

日　時 10月３日㈫  ８時52分
第１組スタート

場　所 泉カントリー 倶楽部（印西市吉田 456）
費　用 ▶プレー費　16,500円

※プレー、キャディーフィー、
　乗用カート、昼食、パーティー代
▶参加費　2,000円（賞品代ほか）

競技方法 ローカルルール、新ペリア方式
締　切 ９月１日㈮ まで　※先着120名
問合せ 経営室　堀

場　所 習志野商工会議所 ３階会議室
日　時 ８月21日㈪
時　間 （第１回）15：00～  （第２回）18：00～  【どちらかに参加してください】

※詳細は、商工習志野８月号の「折り込みチラシ」でご案内します。
参加資格 合同説明会は、個人・法人を問わずどなたでも参加できます。

ただし、実際に採用する返礼品等には審査を伴います。
詳細は、説明会で配布する「募集要項」を御参照下さい。

習志野市ふるさと納税返礼品等の協力事業者を募集します

【問合せ先】
習志野市役所 財政課
経営改革係
担当：鈴木、吉田
TEL：047（453）9221
mail：keiei @ city.
narashino.lg.jp
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キャリアアップ助成金について
　有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働
者など、非正規雇用者の企業内でのキャリ
アアップ等を促進するため、正社員化、人材
育成、処遇改善の取組みを実施した事業主
に対して助成する制度です。
▶助成内容　正社員化、人材育成、賃金規定等
　　　　　改訂など、計８コース
※すべてのコースに、助成人数や助成額に
　上限があります
▶問合せ　厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/0000137393.
html

両立支援等助成金について
　国では、従業員の職業生活と家庭生活の
両立を支援するための取組を実施した事業
主等に対し、次の５種類の助成金を整備し
ています。
①出生時両立支援コース
②介護離職防止支援コース
③育児休業等支援コース
④再雇用者評価処遇コース
⑤ 事業所内保育施設コース
※詳細は厚生労働省 HPで検索
▶問合せ　千葉労働局雇用環境・均等室
　　　　　TEL：043（221）2307

骨髄移植ドナー休暇制度について
　骨髄・末梢血幹細胞提供に要する期間、通
常の年次有給休暇等とは別の特別休暇を取
り扱うことで、社員がドナーになった際の
就業上の負担を軽減する骨髄移植ドナー休
暇制度の整備をご検討ください。
▶問合せ　千葉県健康福祉部 薬務課
　　　　　企画指導班
　　　　　TEL：043（223）2614

親子近居の住宅取得に助成します！
（習志野市親元近居住宅取得促進助成金）

　子世帯と親世帯が近居するため、市内に
住宅を取得した場合に登記費用の一部を助
成します。
▶助成金額　上限10万円
▶要　件　平成27年４月１日～
　　　　　平成29年10月31日に
　　　　　登記が完了
▶助成件数　70件程度／年間
　　　※応募が件数を上回った場合は抽選
▶申請期間　平成29年11月30日 まで
▶問合せ　習志野市役所都市環境部住宅課
　　　　　TEL：047（453）9296

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Ｄ
Ｍ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

みんなで囲碁入門参加者募集中！
▶日　時　７月29日㈯ 10時～11時30分
　　　　　７月30日㈰ 10時～11時30分
　　　　　７月31日㈪ 10時～11時30分
　　　　　７月31日㈪ 18時30分～20時
▶場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　　（JR津田沼駅南口モリシア７Ｆ）
▶定　員　各50名
▶講　師　囲碁教室講師
▶対　象　これから囲碁を覚えたい方、
　　　　　少し知っている方
▶内　容　囲碁のルール、簡単な詰碁、
　　　　　実際の対局  他
▶問合せ　日本棋院津田沼支部
　　　　　TEL：047（475）5255

講習会・セミナー
子どもたちの学び合いと育ち合いを考え
るシンポジウム
～「みんなの学校」が教えてくれたこと～
　習志野市では、話題の映画『みんなの学
校』の上映や、パネルディスカッション等を
内容とするシンポジウムを開催します。
▶日　時　８月２日㈬ 13時～17時

▶場　所　習志野文化ホール
▶参加費　無料
▶問合せ　ひまわり発達相談センター　　
　　　　　TEL：047（451）2922
※詳細は、習志野市ホームページ及び同封
　のチラシをご参照ください。

千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点
セミナー
　「プロ人材の活用」と「働き方改革」で劇的
に変化し急成長を遂げた企業を事例と共に
紹介します。
▶日　時　７月20日㈭ 14時～16時
▶場　所　三井ガーデンホテル千葉４階
▶参加費　無料
▶定　員　100名
▶内　容　第１部  基調講演
　　　　　第２部  事業講演
▶問合せ　公益財団法人
　　　　　千葉県産業振興センター
　　　　　TEL：043（299）2903

知的財産権制度説明会
　特許や標識などの知的財産権制度の基礎
的な内容について学びたい方、興味がある
方を対象に、説明会を開催します。
▶日　時　８月29日㈫
　　　　　13時30分 ～17時
▶場　所　千葉市民会館（小ホール）
▶定　員　150名（要事前申込）
▶講　師　特許庁産業財産権専門官
▶問合せ　知的財産権制度説明会
　　　　　運営事務局
　　　　　TEL：03（3502）5436

お知らせ
「くるみん・プラチナくるみん」の認定基準・
マークが改正されます
　子育てサポート企業として、次世代育成
支援対策推進法に基づき、国が企業に対し
て行う「くるみん・プラチナくるみん認定」
が改正されます。
▶改正ポイント
①労働時間の基準を追加
②男性育休取得率はより高い目標へ
③プラチナくるみんの公表事項に労働時間
　数の実績が追加
④育休以外の男性の育児も評価
⑤「関係法令に違反する重大な事実の範囲」
　を拡大
▶新基準適用日
　平成29年４月１日㈯ 申請分から
▶問合せ　千葉労働局 雇用環境・均等室
　　　　　TEL：043（221）2307

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
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㈱三富商会

RAMT CROCODILE CORECTION H/K

　創業14年目を迎えた『RAMT』は、ITリスクとITマネ
ジメントを専門とするコンサルティング会社です。近
年増加しているインターネットのサイバー攻撃に伴い、
企業における情報セキュリティ対策の重要性が再認識
されています。当社はお客様に合わせた情報セキュリ
ティを提案します。バランスよく対策しませんか？

"ユーザー視点のセキュリティ対策を "

　谷津にある『〜ならしのクラフトビール〜 むぎのいえ』
は、先月オープンしたばかりのブルーパブです。店内の
内装や椅子・テーブルは、全てオーナーの今井さん達が
手造りしました。カウンター席からは醸造設備を眺めな
がら出来立てのビールを味わえます。地元産のビールをア
ットホームなブルーパブで一杯いかがですか？

〜ならしのクラフトビール〜 むぎのいえ

" 出来立てのビールを地元の皆様へ"

住所：習志野市実籾 2-12-45　代表者：澤田 雅彦さん
TEL：047（403）1965
営業時間：11時〜17時　定休日：日曜日・祝日・冬季・夏季
HP：https://www.youtube.com/user/hkcrocodile

　『クロコダイルショップ H/K』は、ワニ革を中心とし
たオリジナルハンドメイドのバックや財布などを販売
しています。ワニ革の他にリザードやヘビ革も取扱っ
ており、オリジナルオーダー商品を作ることも可能です。
H/K はオープン５周年を記念して、店内商品を12月末
日まで特別価格でご提供します。ぜひ足をお運び下さい。

" 質の良い商品をぜひ当店で "

　『㈱三富商会』は、産業廃棄物収集運搬、鉄・非鉄金属
のリサイクル事業、廃プラスチックの輸出、建物の片付
けを行っています。当社はお客様に対して、誠実で安心
できるサービスを提供しています。産業廃棄物の運搬・
処理には県の許可を頂いていますので安心してお任せ
ください（事業所は白井市）。

HP QRコード

住所：習志野市実籾 1-38-27　代表者：佟  雪蓮さん
TEL：047（404）9350　営業時間：８時〜18時
定休日：日曜日・祝日　HP：http://www.sanpsyokai.com

HP QRコード

住所：習志野市本大久保 5- 6-30-301
代表者：藤  俊満さん　TEL：080（5862）7685
営業時間：９時〜18時　定休日：土日・祝日
HP：http://www.ramt.co.jp

" 廃棄物でお悩みの方へ"

HP QRコード

HP QRコード

住所：習志野市谷津 4-6-33  K&Y 時遊館１F
代表者：今井 貴大さん　TEL：047（429）8895
営業時間：平日 17時〜21時  土日 12時〜14時・17時〜21時
定休日：火曜日・水曜日
blog：http://yatsunobeermuginoie.blog.fc2.com

私たちにお任せ
ください！

2017.7.10　習志野商工会議所　

8


