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　　　1000年に一度のまちづくり
「東北視察研修（商業部会、地域・
街づくり委員会合同）」参加者募集

開催

　商業部会（鈴木 和弘 部会長）と地域・街づくり委員会
（金子 正 委員長）では、東北視察研修を開催します。2011
年以来、それぞれの復興にかける人の想いや経済の勢
い、地域貢献にかける企業のあり方やまちづくりなど、
東北の今を肌で感じます。
日　程　11月７日㈫～８日㈬  ※一泊二日
場　所　東北被災地（仙台～松島～女川町ほか）
費　用　39,000円
定　員　20名
申　込　中小企業支援室（堀・葛生）

（※申込・詳細は、折込チラシをご参照ください）

　　工業部会
「産業交流展2017」に出展

開催

　工業部会（吉田 茂雄 部会長）では、首都圏（東京都・埼
玉県・千葉県・神奈川県）の個性あふれる中小企業の販路
開拓、企業間連携の実現、情報収集・交換などのビジネス
チャンスを提供するため、優れた技術や製品を一堂に展
示する『産業交流展2017』に会員事業所２社と共同出展
し、習志野のものづくりを全国に向けて発信します。
会　期　11月15日㈬～17日㈮
　　　　10時～18時（最終日は17時）
会　場　東京ビッグサイト西１・３・４ホール
出展企業　㈲アンドウカンパニー、島崎熱処理㈱（順不同）
出展位置　機械・金属ゾーン（機-84）

昨年度の産業交流展の様子

　　　建設業部会
スマートウェルネス視察研修会
参加者募集

開催

　建設業部会（田久保 浩一 部会長）では、人口減少や家余
りの昨今、これから求められる住まいをテーマに、現在

注目されているスマートウェルネス住宅の見学及び長寿
命化リフォームについての視察研修会を開催します。
日　程　11月24日㈮
場　所　スマートウェルネス体感パビリオン
内　容　①スマートウェルネス体感パビリオン見学
　　　　②セミナー「長寿命化リフォームについて」
　　　　③夕食 横浜中華街（予定）
費　用　9,000円程度
定　員　25名
申　込　中小企業支援室（山野井・浅利）

（※申込・詳細は、折込チラシをご参照ください）

体験と学びができるセンター棟と２つのモデル住宅棟で
構成されるスマートウェルネス体感パビリオン

　　　オフィス見学第３弾
「㈱ジャパネットたかた本社」を見学

　 報告

　広報・情報化推進委員会（竹谷 嘉夫 委員長）では、９月
７日㈭～８日㈮に、会員事業所の情報化の推進及び人材
育成等を目的に、通販販売会社大手「㈱ジャパネットた
かた本社」（長崎県佐世保市）への視察研修会を開催しま
した。当日は ㈱ジャパネットたかた本社以外にも陸上
自衛隊の訓練見学や佐世保商工会議所情報・文化部会の
皆さんとの交流会もあり、参加者は普段聞けない話に耳
を傾け、とても有意義な研修会となりました。

㈱ジャパネットたかた本社オフィスにて

佐世保商工会議所情報・文化部会の皆様との情報交換会

毎月2,000部発行「商工習志野」へ誌面広告を掲載して PR しませんか？
掲載料 10,290円／月 （６か月未満 ※長期割引あり）　サイズ （５×8.6cm（縦×横）／１コマ）
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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

　　　ちば企業家応援事業
「創業フォローアップセミナー」
が開催

　 報告

　９月９日㈯、『創業フォローアップセミナー』を開催し
ました（参加者20名）。第１部では「独立開業に向けて次
のステップへ踏み出そう！」をテーマに、創業や企業に
関する基礎知識、事業計画書の作成方法などを説明し、
創業を考えている方やまだ創業間もない方など様々な
人が、終始熱心に耳を傾けました。その後、第１部で講
師を務めた中小企業診断士の千本 隆司 氏と好川 巧 氏が
相談員となり、個別相談会が行われました。

創業への意欲に溢れていました

　　　第118回常議員会を開催　 報告
　９月25日㈪、第118回常議員会が開催され、全４議案が
可決承認されました。
【議案】
第１号　習志野商工会議所職員就業規則の一部を改正
　　　　する規則の制定
第２号　平成29年度 習志野商工会議所補正予算
第３号　常議員の選任
第４号　会員加入

　　　　 議員職務執行者の変更　 お知らせ

３号常議員  ㈱京葉銀行 実籾支店

支店長　尾池 伸一 氏
異動により変更

　　　支店長　水谷 友昭 氏

２号常議員  ㈱千葉興業銀行 習志野支店

支店長　庄司 吉伸 氏
異動により変更

　　　支店長　村社 宏剛 氏

　創立30周年記念事業の一環として「わくわく！ならしのスポーツ＆音楽フェス
2017」を開催します。様々なスポーツ体験と音楽の演奏など、「スポーツと音楽
のまち 習志野」の魅力をいっぱい詰め込んだイベントにぜひご来場ください。

わくわく！ ならしのスポーツ＆
音楽フェス２０１７開催！！

日　時  10月28日㈯～29日㈰ 10時～18時  入場無料（一部体験アトラクション有料）
音楽イベントは15時～18時（※雨天中止）

会　場  津田沼公園（モリシア津田沼前）　　問合せ  中小企業支援室

開催
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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（９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！

「魅力ある職場づくり」

人材戦略としての「福利厚生制度」

全国商工会議所のスケールメリットで、低廉で大企業並みの福利厚生制度を実現

　労働者の離職が大企業に比較して頻繁（※厚生労働省「雇用動向
調査」）である中小企業にとって、人材の採用と定着は喫緊の課題と
なっています。
　そのための取組みとして「賃金の向上」「資格取得支援」「評価・配置
見直し」などがありますが、なによりも企業と労働者相互が納得し、
心地よく働くことができる環境を恒常的に整えることこそ、長く働
きたい企業に近づく道だと言えます。
　そこで会社の「福利厚生制度」を整えることは、社員の労働意欲の
向上に繋がるだけでなく、充実した福利厚生に魅力を感じた優秀な
社員を確保する鍵にもなるのです。

　経営者・従業員が、病気やけがで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額を
カバーするものです。
※そのほか、経営者・従業員の方々の自助努力による医療保障、生活保障、財産形成などのニーズにお応
　えする各種プランもあります。

休業補償プラン 〜病気やけがによる休業時の所得減に備えるなら〜

生命共済制度 〜役員・従業員の福利厚生制度として〜

　幅広い保障で、業務上・業務外を問わず、役員・従業員の「もしも」や「まさか」に備えること
が出来る保険です。
 ★おすすめポイント！
◆病気・災害による死亡、事故による入院を365日24時間保障
◆医師の診査不要
◆事業主が負担する掛金は全額損金または必要経費
◆商工会議所独自の給付制度（祝金、見舞金、健康診断割引など）

特定退職金共済制度 〜従業員の退職金制度を整える〜

　独力では「従業員のための退職金制度」の整備が困難な中小企業を支援するための制度で、
従業員に支払う退職金を毎月定額の掛金を支払い、計画的に積み立てることで、安定した退職
金制度を確立できます。
 ★おすすめポイント！
◆掛金は、従業員一人につき月額１千円から３万円まで１千円刻みで設定可能
◆事業主が負担する掛金は全額損金又は必要経費

特集

資料：厚生労働省「雇用動向調査」

習志野商工会議所 経営室 TEL：047（452）6700 まで。問合せ
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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！

★ 専門家による「無料経営相談会」（※一部有料） 秘密厳守

　経営に関する課題は広範多岐にわたるケースが一般的です。そんな時に｢身近に専門的なことを聞ける
相手がいたら｣、｢経営の悩みを話せる相手がいない｣という言葉を耳にします。
　習志野商工会議所では、各分野の専門家が相談無料、秘密厳守でご相談に応じます。

習志野商工会議所は、
頑張る経営を応援します！

★ 経営を後押しする「セミナー・講演会」（※一部有料）

テ ー マ 講　師 実 施 日 定  員

「飲食店繁盛セミナー」
飲食店の売上・利益アップ手法を大公開

遠山景子氏
フードアカウンティング協会

10月30日㈪
午後２時～４時 30名

「人材不足、取るべき対策とは？」
最小限の人数で最大限の成果を上げる方法

三井 裕氏
㈱オーシャンズ 代表取締役

11月14日㈫
午後２時～５時 30名

「相続・事業承継対策は大丈夫ですか？」
知っておきたい相続税の基礎と事業承継

税理士 太和田章氏
太和田章税理士事務所

11月17日㈮
午後２時～４時 30名

「今話題の最新IT戦略を学ぶ」
中小・零細企業も注目、モノのインターネット

横田秀珠氏
インスパイアー㈱ 代表取締役

11月17日㈮
午後５時～７時 50名

「面倒な帳簿はパソコン会計で時短」
弥生会計の使い方（入門編）

（※会員３千円 / 一般５千円）

税理士 小林弘孝氏
小林税務会計事務所

（入門編）11月２日㈭
（応用編）12月５日㈫
※各、午後１時～４時30分

10名

ご相談の内容 ご相談担当者 実 施 日 予  約

まずは相談したい
◎公的融資制度 ◎経営全般

会議所
経営指導員

平  日
午前９時～午後５時 随  時

金融（融資） 日本政策金融公庫
融資担当

11月９日㈭
午前10時～午後４時

予約制

許認可・公文書
◎会社設立 ◎許認可申請

行政書士 11月17日㈮
午後１時～４時

特許・発明
◎特許、商標ほか ◎申請書チェック

千葉県発明協会
専門員

11月21日㈫
午前10時～午後４時

労務・雇用
◎就業規則 ◎雇用、助成金

社会保険労務士 11月28日㈫
午後１時～４時

技術・研究開発 大学教授 随時（事前予約）

店舗診断
◎店舗内外観 ◎商品構成、価格

中小企業診断士 随時（事前予約）
（※会員３千円 / 一般１万５千円）

秋の振興月間秋の振興月間

習志野商工会議所 中小企業支援室 TEL：047（452）6700 まで。問合せ
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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㈬

会員限定サービス無料 「商工習志野」でお店をPRしませんか？
　習志野商工会議所会報紙「商工習
志野」（毎月10日、約2,000部発行）
の会員紹介ページ「あの店・あの工
場」（８面カラーページ）に掲載を希
望する事業所を募集しています。業
種は問わず会員事業所であれば無料
ですので、ぜひお問合せください！

　その他に、商工習志野掲載記
事を１か月間、当所ホームペー
ジで掲載しています。※お申
込み後、当所担当者が取材等に
お伺いさせていただきます！

HPページでもご紹介！！

習志野商工会議所 経営室　水見
TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744問合せ

　秋の恒例となった「習志野ドイツフェア」（習志野ドイツフェア2017実行
委員会）！！習志野とドイツの歴史を知るだけでなく、当日は、至極のドイツ
ビールやワイン、習志野ソーセージなどの逸品グルメもお楽しみいただけ
ます。多くの方のご来場をお待ちしています。
※22日には「習志野ソーセージオリジナルレシピコンペティション」表彰式を開催します。

会　場  津田沼公園（モリシア津田沼前） 問合せ  中小企業室  ☎ 047（452）6700

　　　習志野とドイツ友好の架け橋「習志野ドイツフェア2017」
　　　10月21日㈯～22日㈰ 開催！！ 11時～20時（22日は19時迄）

　地元習志野を本拠地とする「オービックシーガルズ」が９月24
日㈰、フロンティアサッカーフィールド（秋津）で開催されたホーム
ゲーム、アメリカンフットボール・Ｘリーグ2017秋季リーグ・対
オール三菱ライオンズ戦に52対0で見事勝利をおさめました。
この勝利の勢いのまま年末の「JAPAN Ｘ BOWL」まで一気に駆け
抜けられるよう、「習志野応援団」一丸となって後押ししましょう！

～勝利の余韻とともに、選手やチアと交流～
　当日は、創立30周年記念事業の一環として、「応援バスツ
アー＆選手・チアとの交流会」を開催し、35名が参加しまし
た。試合後に当所会館で行われた交流会では、選手やチアと
ともに地元勝利の余韻を楽しみ、チームとの距離が一層近づ
く機会になりました。

オービックシーガルズ、日本一に向け地元決戦に勝利！オービックシーガルズ、日本一に向け地元決戦に勝利！

開催
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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

講習会・セミナー・イベント
みんなで囲碁入門参加者を募集
▶日　時　10月29日㈰　10時～11時30分
　　　　　10月30日㈪ ①10時～11時30分 
　　　　　 ②18時30分～20分
　　　　　10月31日㈫　10時～11時30分
▶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15名
▶参加費　無料
▶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、
　　　　　九路盤で実際に対局してみる
▶問合せ　日本棋院津田沼支部
　　　　　TEL：047（475）5255

谷津遊路商店街秋まつり開催
▶日　時　10月21日㈯12時～19時（雨天中止）
▶場　所　谷津遊路商店街
　　　　　（京成谷津駅南口すぐ）
▶内　容　LIVE、丹生神社の祭礼、ハロウィ
　　　　　ンパレード、ワークショップ、
　　　　　縁日屋台 等
▶問合せ　谷津遊路商店街事務局
　　　　　TEL：047（451）3744

お知らせ
募  集
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

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

平成29年度BCP（事業継続計画）セミナーを開催
　自然災害などの危機が発生した時にも事
業を継続できるように計画しておく「BCP

（事業継続計画）」、の策定についてのセミ
ナーです。ぜひこの機会にご参加ください。
▶テーマ

「いざという時のためのBCP～得意先
　 からの信頼を得るBCP策定のポイント」
▶日　時　11月14日㈫ 14時～16時45分
▶場　所　八千代商工会議所
▶対　象　千葉県内の事業者、
　　　　　中小企業支援機関担当者  等
▶定　員　30名（申込先着順・無料）
▶問合せ・申込み
　（公財）千葉県産業振興センター総合支援室
　TEL：043（299）2907

千葉県労働大学講座in習志野市
「ワークスタイルを変革すると最高の

成果が生まれる」を開催
　TV出演や著書、講演実績が多数あるダイ
バーシティコンサルタントの渥美 由喜 氏が、
ワーク・ライフ・バランスについて話します。
▶日　時　11月15日㈬
　　　　　第１部：18時30分～19時
　　　　　第２部：19時～20時30分
▶場　所　モリシアホール
▶定　員　180名（事前申し込み優先）
▶参加費　無料
▶保　育　対象：１歳～小学３年生
　　　　　費用：無料
　　　　　定員：10名（要事前申込、先着順）
▶問合せ　習志野市産業振興課
　　　　　TEL：047（451）7755

お知らせ
平成29年分 確定申告の医療費の明細書
添付事務化のお知らせ
　平成29年分の確定申告から、領収書の提
出の代わりに医療費控除の明細書の添付が
必要となりました。
※医療費の領収書は自宅で５年間保存する
　必要があります。
※医療保険者から交付を受けた治療費通知
　を添付すると、明細の記入を省略できます。
▶問合せ　国税庁

平成29年分 年末調整等説明会開催の
お知らせ
▶日　時　11月10日㈮
　 用紙配布：13時～13時35分 ※２ヵ所
　 説明会：13時35分～15時50分
▶場　所　習志野市民会館（本大久保3-8-20）

※駐車場はありませんので、
　お車でのご来場はご遠慮ください。
▶問合せ
○説明会、源泉所得税関係
　千葉西税務署 源泉所得税担当
　TEL：043（274）2111（内線222～224）
○用紙請求、法定調書関係
　千葉西税務署 管理運営部門
　TEL：043（274）2111（内線122～123）

平成30年４月１日から障害者の法定雇用
率引き上げのお知らせ
　障害者がごく普通に地域で暮らし、地域
の一員として共に生活できる「共生社会」実
現の理念の下、すべての事業主には、法定雇
用率以上の割合で障害者を雇用する義務が
あります（障害者雇用率制度）。この法定雇
用率が平成30年４月１日より変わります。
○民間企業　2.0％→2.2％
▶問合せ　厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

育児・介護休業法変更のお知らせ
　保育園などに入所できず、退職を余儀な
くされる事態を防ぐため、育児・介護休業法
が変わります。
▶改正内容
①最長２歳まで育児休業の再延長が可能に
②子どもが生まれる予定の方などに育児休
　業等の制度などをお知らせ
③育児目的休暇の導入を促進
※詳細は厚生労働省HP
http://mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000130583.html
▶問合せ　千葉県労働局雇用環境・均等部（室）
　　　　　TEL：043（221）2307

千葉県最低賃金改正のお知らせ
　千葉県内の事業場で働くすべての労働者

（パート、アルバイト等含む。） 及び、その使
用者に適用される千葉県最低賃金（地域別
最低賃金）が次のように改正されます。
▶日　時　10月１日㈰～
▶時間額　868円（従来の842円より26円引上げ）
▶問合せ　千葉県労働局基準部賃金室
　　　　　TEL：043（221）2328

10月～12月は「労働保険適用促進強化期間」です
　労働者を一人でも使用する（農林水産業
の一部を除き）事業主は、労働保険(労災保
険・雇用保険)に加入することが義務付けら
れています。未手続事業の事業主は支給、
加入手続きをしてください。
▶問合せ　千葉労働局労働保険徴収課
　　　　　TEL：043（221）4317
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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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住所：船橋市二宮 2-35-1-207　代表者：中野 勝行さん
TEL：090（9137）9280　営業時間：10時〜19時
定休日：平日（不定休）
MAIL：paprika8509@gmail .com

地図 QRコード

　『Paprika』は千葉県内のみならず、様々な場所に赴く
移動販売のお店です。各種様々なイベントを専門にして
おり、過去にはレッドブルエアレースや横須賀カレーフ
ェスティバルにも出店しました。特にじっくり煮込ん
だ欧州風の牛タンカレーが人気です。なにかイベント
等があれば、ぜひお声掛けください。お待ちしています。

" プロのサービスを皆様に"

Paprika

HP QRコード

住所：習志野市東習志野7-4-10 東習志野ショッピングモール１階
代表者：三浦 佳祐さん　TEL：047（407）0126
営業時間：９時〜22時　定休日：第１・第３水曜日
HP：http://tachiryugym.com

　ジムと整骨院が融合した当施設は、プロ野球のコンデ
ィショニングのパイオニアである立花龍司氏がプロデ
ュースしました。知識と経験豊富なスタッフが個々に
合ったトレーニングプランを作成し、スポーツパフォー
マンスの向上やダイエット、身体の痛みの改善等様々な
ご要望にお応えします。ぜひお越しください。

" プロのサービスを皆様に"

タチリュウジム/TR習志野整骨院

HP QRコード

住所：千葉市中央区新町22-1 新町55ビル502
担当者：笹野 茂樹さん　TEL：043（244）7115
営業時間：９時30分〜18時　定休日：土・日・祝日
HP：http://www.lift- law.com

　『リフト法律事務所』は千葉駅南口から徒歩５分にあ
る、契約書・労務問題・債権回収・事業承継等企業法務中
心の法律事務所です。初回60分相談無料ですので、お
困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。事前にご
連絡を頂ければ、土日・時間外でも対応可能です。現状
のリスクや見通しを丁寧にご説明いたします。

" 社長の孤独な悩みにも丁寧に対応 "

リフト法律事務所

【事業所名】 【氏 名】

【住 所】 【電 話】

応
用

募
紙

にんじんジュース１箱（30缶入） 

５名様 プレゼント

第４弾  読者プレゼント "習志野市園芸部人参部会様 ご提供"

景　品▶JA千葉みらい 幕張・習志野産人参100％使用にんじんジュース１箱（190ｇ×30缶入）
応募方法▶応募用紙に必要事項を記入してFAX（切離さずに）
　　　 ※厳正な抽選の上、商品の発送をもって発表に代えさせていただきます
応募締切▶10月31日㈫　 申込先▶習志野商工会議所  経営室  FAX：047（452）6744 ※読者プレゼント第３弾（８月号） 

Spa Resort 菜々の湯 入浴無料ペ
アご優待券（５組10名様）は、応募
総数33事業所の中から抽選の結果、
㈱日興機械、㈱ライズホーム、㈲YS
サービス、習志野市スポーツ振興協
会、㈲古川紙器工業所が当選されま
した。おめでとうございます。
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