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平成29年５月13日、創立30周年記念式典で吉原聚堂氏（聚華書道会会長）に揮毫いただいた「夢」のもと、
地域経済の担い手として、新たな年を次代の雄飛の契機とするため、会員の皆様とともに歩みをすすめていきます。



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！
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（12月28日現在）。無担保・無保証人］

てる経営環境づくりに全力でサポートしてまいります。
　更には「地域の活性化」が、商工会議所に求められる
大きな使命でもあることから、ご当地グルメとしての習
志野ソーセージの全国的普及や、数年来取り組んでおり
ます「スポーツでまちを元気に！」をさらに推進すべく、
本年８月に秋津野球場で開催されます世界女子ソフト
ボール大会への支援など、積極的に習志野をPRしてま
いります。
　結びに、本年が、皆様にとりまして「夢」のある明るい
年になりな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・ご理解をお願い申
し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

「習志野ブランド」のさらなる発信に向けて
習志野市長  宮本 泰介

　あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、希望に満
ちた輝かしい新年をお迎えのこと
とお喜び申し上げます。
　昨年創立30周年を迎えられまし
た貴会議所におかれましては、「習
志野ソーセージ」をはじめとする
地域の特産品や、本市と友好都市

の関係にある市村の特産品を販売するアンテナショッ
プ「ナラシド♪マルシェ」をオープンされ、さらには創
立30周年を記念した様々な事業を展開されるなど、地
域経済の発展のみならず、地域交流においても御尽力を
賜りましたことに深く感謝申し上げます。
　市内では、昨年は多くの学校で創立記念式典が行わ
れ、習志野市立習志野高等学校が60周年、習志野市立第
一中学校が70周年、第五中学校・第六中学校が40周年を
迎えました。また、本市の新たなシンボルとなりました
新庁舎が竣工いたしました。この新庁舎は市民サービ
スの拠点であり、防災・災害対策拠点としての機能を備
えるとともに、新たに設置した市民協働スペースは行政
と市民が共に活動できる場所として、昨年は市民まつり
の会場としてや学校のマーチングの全国大会出場激励
会、テレビ番組のロケなど、多様な用途で使用されまし
た。「まちづくりの中心となる庁舎」として、今後も全職
員が一丸となり、きめ細やかな市民サービスを実施して
まいります。

「夢」のある明るい年に
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、謹ん
でお喜び申し上げます。
　昨年、習志野商工会議所は創立
30周年を迎えることができまし
た。記念式典をはじめ、多くの周
年事業を無事に終了することがで

きましたのも、ひとえに会員の皆様はじめ、関係各位の
ご支援、ご協力の賜物と心からお礼申し上げます。
　この30周年を機に、今一度原点に立ち返り、さらに皆
様から信頼される組織へと強化してまいりますので、変
わらぬご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。
　さて、昨年の経済を振り返りますと、懸念されていた
米国経済は堅調に推移し、欧州も緩やかに回復をみせる
など、全体として安定した動きとなりました。我が国に
おいても、株価の上昇や円安が進み、指標的に見ても比
較的良い状態が続く中、企業の景況感も緩やかではあり
ますが上方に向かっているように感じられます。
　一方で、中小・小規模企業を取り巻く経営課題はまだ
まだ多く、人手不足の顕在化が賃金上昇を及ぼし、経
営者の高齢化が「大事業承継時代」を招くなど、不測の
事態や将来に対する不安が払拭できないというのが現
状です。
　このように社会環境が大きく、速く変わる中で、習志
野商工会議所では、地域経済を底辺から支えている地元
企業と一丸となり、経営者の皆様が抱える悩みや課題を
解決すべく、以下の点に重点をおいて、これまでの実績
やネットワークを最大限に活かした、商工会議所「なら
では」のきめ細やかな支援に努めてまいります。
　「人手不足の克服」については、今まで以上に、地元大
学や専門学校との連携を強化し、地元企業への就職支援
をするとともに、高齢者や女性、外国人などの多様な人
材の活用や、ICTを活用した生産性向上に対する支援事
業の実施について取り組んでまいります
　「事業承継問題」については、平成30年度税制改正にお
いて、商工会議所の意見が多く取り上げられた形で事業
承継税制の抜本拡充が実現したように、引き続き、政府
に対して要望・要請を行うとともに、専門家を交えた各
種施策の活用相談会を開催するなど、後継者が希望を持

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！

　そして、習志野の子どもたちが、音楽・スポーツなど
様々な分野において例年以上の輝かしい成績を残して
くれるなど、昨年は習志野市が輝き、躍動する未来を確
信する一年でありました。市民の皆様、関係者の皆様に
おかれましては、様々な場面で多大なるお力添えを賜り
厚く御礼申し上げます。
　さて、産業面に目を向けますと、本市は地理的条件の
良さから物流ネットワークの拠点として注目される中、
物流倉庫や食品加工工場などの新たな進出が増加して
おります。市内では他にも品物の原材料や素材、金型や
機械部品、工作機械などさまざまなものが製造されてお
り、これらには「製造元・習志野市」と表記され、本市の
名が全国に広まる機会が多くなっております。
　これらの多種多様な「習志野ブランド」を全国に向け、
以前にも増して発信していくためにも、貴会議所とさ
らなる連携を図り、本市の商工業の発展を見据えた中
小企業の支援や新たな産業育成などに取り組んでまい
ります。
　また、習志野市産業振興計画に掲げる「みんながやさ
しさでつながり、働き、暮らせるまち」の構築に向け、時
代の変化に対応した魅力ある商業の振興に取り組んで
まいりますので、より一層の御支援と御協力を賜ります
よう、心よりお願い申し上げます。
　結びに、貴会議所会員の皆様の御多幸と御健勝を心か
ら祈念いたしまして、新年の御挨拶といたします。

光輝く千葉県へさらに飛躍
千葉県知事  森田 健作

　明けましておめでとうございます。
　商工会議所及び会員事業所の皆
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。
　皆様には、日頃から本県経済の
活性化や地域振興に御理解、御協
力をいただいておりますことに、

厚く御礼申し上げます。
　県では、平成32年度までの４年間に重点的に取り組む
政策・施策を取りまとめた新総合計画「次世代への飛躍 
輝け！ちば元気プラン」を策定し、更なる飛躍に向けた
一歩を踏み出しました。
　この計画のもと、未来の千葉を担う次世代を見据え、
人口減少、少子高齢化などの課題に対応するとともに、
千葉県ならではの強みを生かした交流基盤・ネットワー
クの整備活用や更なる魅力の発信など、横断的な視点を
持って施策を展開してまいります。
　東京外かく環状道路（外環道）の千葉県区間が、いよい
よ、今年開通します。これにより、首都圏や県北西部の
交通混雑の緩和や、地域の安全で快適なまちづくりにつ

ながると期待しています。
　また、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）や北千葉道路
の未開通区間についても、１日も早い開通に向けて取り
組んでまいります。
　県民の「安全と安心」の確保も重要な課題です。
　災害発生時には、県や市町村が行う「公助」はもとよ
り、自分の命は自分で守る「自助」、自分たちのまちは自
分たちで守る「共助」が不可欠です。東日本大震災など
の教訓を決して忘れず、県民、事業者、自主防災組織、市
町村、県などが一丸となって、地域防災力の一層の向上
を図りながら、「災害に強い千葉県づくり」に努めてまい
ります。
　県経済の活性化については、「第４次ちば中小企業元
気戦略」を策定し、小規模企業振興を重要な柱と位置付
けるなど、中小企業に向けた施策の充実を図っていきま
す。また、茂原市と袖ケ浦市の２つの工業団地への立地
促進や、空き公共施設等を活用した取組みなどにより、
戦略的な企業誘致を推進してまいります。さらに、働き
方改革や女性活躍の推進など「経済の活性化を支える人
づくり」に向けた取組みも進めていきます。
　また、より一層、千葉の旅を楽しんでいただけるよう、
引き続き観光公衆トイレの整備を進めるとともに、本県
を訪れていただいた方々に、笑顔でおもてなしの気持ち
を伝える取組みをオール千葉で進め、本県の魅力を一層
高めてまいります。
　２年後の2020年夏に開催される東京オリンピック・パ
ラリンピックに向け、今年はこれまでの取組みをさらに
発展させていく年となります。
　７競技が実施される幕張メッセの大規模改修を、引き
続き着実に進めるとともに、サーフィン会場となる一宮
町釣ヶ崎海岸において、オリンピック後の活用も見据え
た自然公園の整備を本格化させてまいります。
　また、各競技のジュニア選手や障害者アスリートの育
成強化を図るとともに、カウントダウンイベントなどを
通じて高まった大会への期待感を、市町村、経済界、大
学、競技団体との連携の下、大会に向けた機運の盛り上
がりにつなげてまいります。
　今年は、４回目となる「ちばアクアラインマラソン
2018」を10月21日に開催いたします。今回の大会では、
家族や仲間などと気軽に参加できる「団体戦」を導入す
るなど、新たな取組みも予定しています。当日までの
様々なイベントを通じて、国内外のランナーや応援客の
皆様に「千葉にまた来たい！」と思っていただけるよう、
日本一のおもてなしの心でお迎えします。
　次世代を担う子どもたちが誇れるような光り輝く千
葉県へさらに飛躍するため、本年も全力で取り組んでま
いります。
　結びに商工会議所及び会員事業所の皆様のますます
の御発展と会員の皆様の御健勝をお祈り申し上げまし
て、年頭のあいさつといたします。

　習志野商工会議所　2018.1.10
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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）

開催　　　 女性会主催
「第24回 チャリティダンス

パーティー」を開催します
　女性会（吉野 綾子 会長）は、
今年で第24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、毎年
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、お楽しみ抽選会も開催されます。ぜひお誘い合わ
せのうえ、奮ってご参加ください。
※収益金の一部は、市内福祉事業に寄付いたします。
日　時　２月17日㈯  13時30分～16時30分
場　所　習志野商工会議所
チケット　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　女性会事務局（村富・水見）

（※詳細は、同封のチラシを参照ください）

開催　　　 工業部会主催セミナー
「業務改善で品質向上・業務

効率化・やる気アップ！」を開催
　２月22日㈭、工業部会（吉田 茂雄 部会長）では、「業務
改善」をテーマにセミナーを開催します。ヒューマンエ
ラー、技術伝承、生産性低下などの業務問題に頭を抱え
ている製造事業者の方はぜひご参加ください。
日　時　２月22日㈭  17時～19時
内　容　業務改善を行う上での、目的設定、
　　　　業務見える化、問題と原因分析などについて
費　用　無料
講　師　ナラフジビジネスサポート  小林 亨 氏
申　込　中小企業支援室（柴崎）

（※詳細は、同封のチラシを参照ください）

開催　　　 習志野商工会議所
会員交流会「絆をつなぐ！おかげさま
で30周年 感謝の集い」を開催
　当所は、1987年の設立以来、おかげさまで昨年、創立
30周年を迎え、一年を通して各種の周年記念事業を展開
してきました。その最後を締め括るイベントとして、会
員の皆様に感謝の気持ちを込めた「感謝の集い」を下記
の通り開催します。当日は、習志野市出身の阿部 詩織さ
ん、林 愛美さんを代表とするウーマンオーケストラのラ

イブ演奏会をはじめ、豪華景品のあたる抽選会もお楽し
みいただけますので、多くの皆様のご参加をお待ちして
います。
日　時　３月13日㈫  18時～19時45分
場　所　ホテル ザ・マンハッタン
費　用　2,000円／人
定　員　180名
問合せ　経営室（堀）

（※詳細は、同封のチラシを参照ください）

習志野市出身の林さん（上段右）、阿部さん（上段中）も所属

開催　　　 工業部会
「県外視察研修会」を実施

　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。工作機器用CNC 装置、多関節ロボット製造を
行う、日本を代表する電気機器メーカー「ファナック㈱」
をはじめ、コレットチャック国内シェア60％を誇り、超
短納期で他社との差別化を図り長年高収益を上げてい
る「㈱エーワン精密山梨工場」の視察を開催します。多
くの方のご参加をお待ちしています。
日　程　３月15日㈭～16日㈮  １泊２日
定　員　20名
視察先　ファナック㈱
　　　　（山梨県南都留郡忍野村忍草3580）
　　　　㈱エーワン精密 山梨工場
　　　　（山梨県韮崎市旭町上條南割3191）
費　用　16,000円～20,000円（バス、宿泊、食事代）
問合せ　中小企業支援室（柴崎）

（※詳細は、同封のチラシを参照ください）

会員同士の絆を、
新たな歩みに！

◦会議所役員議員との交流に
◦同業・異業の経営者仲間との交流に
◦社内従業員との交流に お役立てください

昨年度の様子

2018.1.10　習志野商工会議所　
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開催　　　 ５商工会議所
「合同ビジネス交流会」を開催

　習志野・船橋・八千代・浦安・千葉の５商工会議所によ
る『合同ビジネス交流会』を開催します。地域を超えた
事業所同士の交流や取引の推進、事業拡大の機会となり
ますので、この機会に奮ってご参加ください。
日　時　平成30年２月７日㈬  15時～
場　所　船橋商工会議所（船橋市本町1-10-10）
費　用　2,000円（お一人様）※１事業所２名まで
締　切　１月19日㈮まで
問合せ　中小企業支援室（村富）

（※詳細は、同封のチラシを参照ください）

　　　「津田沼ミラクル2017
（謎解きスタンプラリー）」が

終了しました

　 報告

　10月19日㈭から11月26日㈰に行われた、スタンプラ
リーイベント「津田沼ミラクル2017～進め！トレジャー
ハンター！～」が終了し、1,905通の応募がありました。
たくさんのご参加、誠にありがとうございました。開催
期間中は、JR津田沼駅周辺を中心に、パンフレットを手
にした家族連れの姿が多く見られ、大変好評でした。

楽しそうにスタンプラリーに参加する参加者

　　　
「事業承継セミナー」を開催

　 報告

　12月12日㈫、習志野商工会議所と日本政策金融公庫
船橋支店の共催で「事業承継セミナー」を開催しました。
当日は中小企業の事業承継を取り巻く現状や、対策と進

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

刺繍、プリント、マーキング
１枚から制作します
ユニホーム、作業着、制服

習志野スポーツ ［２F マーキング工房］
TEL：047-477-5151  FAX：047-477-5152

〜事業運用・業務改善での困り事は！〜

〒275-0017 千葉県習志野市藤崎 3-6-4
TEL：070-4158-4917   FAX：047-478-5530
Mail t_kobayashi@narafuji.com  URL http://narafuji.com/hp3/

品質マネジメントに基づいた無料診断で､運用課題が明確化！
【支援内容】業務課題（ヒューマンエラー､技術伝承､事業計画
､QCツール､管理職育成､目標管理､顧客満足度､他）､個人情報
保護・マイナンバー対策､ISO認証業務（導入､移行､模擬審査）
､ITシステム導入

ナラフジ・ビジネスサポート

め方、承継方法のメリット・
デメリットなどが詳しく伝
えたれ、参加者は自社の現
状や行く先と照らし合わせ
ながら、熱心に耳を傾けて
いました。

　 お知らせ　　　　　 「平成29年分
決算・確定申告相談会」を実施
　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29年分決算・確定申告
相談会」を開催します。ぜひこの機会をご利用ください。
日　時　２月13日㈫、15日㈭、22日㈭、23日㈮、
　　　　３月２日㈮、６日㈫、８日㈭、13日㈫
　　　　10時～16時（昼休 12時～13時）
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29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（山野井）

（※詳細は、同封のチラシを参照ください）

　 お知らせ　　　　　 第26回
習志野市内事業所従業員表彰式
～市長・会頭から受賞者全員に直接

表彰状が手渡されます～
　市内事業所に勤務する優良従業員の方々を対象に、習
志野市と共催で表彰式を開催します。この表彰式は従
業員の功労をたたえ、勤労意欲の高揚を図ることを目的
としています。貴社の福利厚生事業の一環として、がん
ばっている従業員をぜひご推薦ください。
日　時　３月13日㈫　表彰式：16時30分～17時30分
　　　　 　懇親会：18時～（会員交流会）
場　所　ホテル ザ・マンハッタン
問合せ　経営室（橋本・水見）

（※詳細は、同封のチラシを参照ください）

様々な観点から事業継承
が伝えられました

　習志野商工会議所　2018.1.10
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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　販売士検定　１〜３級　２月21日㈬　　簿記検定　２〜３級　 ２月25日㈰

会員事業所を
     ご利用ください！

⬇ このプレートが目印 ⬇

　年末に実施した『あじさい共済加入事業所様限定プレゼント』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103事業所の中から、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）

あじさい共済還元事業プレゼント当選者発表

①大相撲観戦チケット（３事業所）
 ㈲萩野モータース／ やぶ大町／ ㈱亀山商店

②チリ高級シリアルナンバー入り赤ワイン コノスル（５事業所）
 河合青果／ ㈲三協ドライセンター／ ㈲クリエイティブパースン／ 広栄化学工業㈱
 ㈲ヘアーサロンカットジャパン

③ジリオーラお食事券（４事業所）
 ㈱平成美術／ ㈱サカエヤ／ ㈲鯨井測量建築事務所／ カトランベーカリー　　

④交流都市カレーセット（８事業所）
 ㈲芝勝商事／ ㈱関東広興／ ㈲佐藤塗装店／ ㈱トラストワーク／ 松井興業㈱／トキタ産業㈱
 ㈲濱田電設／ ㈱花島電業　　
※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。

『あじさい共済制度』のご案内習志野商工会議所
会 員 限 定

　習志野商工会議所では会員事業所限定でご加入頂ける『あじさい共済』を扱っております。
お手頃な掛金で安心の保証を受けられますので、福利厚生や事業主の方及び従業員の方の“万が一”のためにも、
ぜひご加入をご検討ください。

月額800円の掛金で
安心の保障！

加入事業所限定でお楽しみ
抽選会を開催！

1年更新で医師の診査なし！

当所主催の健康診断を
最大２,０００円割引！

余剰金があれば配当金も！

業務上・業務外問わず
24時間保障！

健康や経営、介護、暮らし
をサポートするアクサの付
帯サービスも利用可能！

各種お見舞金や
お祝い金など、独自の

給付制度が充実！

※記載の内容はあじさい共済制度の一部を記載したものです。ご加入に当たっては
　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。
引受保険会社：アクサ生命保険株式会社

習志野商工会議所 経営室
TEL：047（452）6700

問合せ

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 定期保険（団体型）
＋習志野商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金・助成金制度）
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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

since1971

松樹印刷有限会社 〒 275-0014 千葉県習志野市鷺沼 1-15-16 Tel：047（451）2222

株式会社 ハセガワ
本　　社：習志野市大久保1-6-2
八千代工場：八千代市大和田新田710

http://www.hasegawa-eco.com/

産業廃棄物中間処理場
廃棄物の事は全てお任せ下さい！

TEL：047‒473‒1638

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

睦月囲碁大会参加者募集中！
▶日　時　１月28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、
　　　　　 総互戦、先番６目半コミダシ）
　　　　　• 点数制（普段対局している
　　　　　 対局方法）
▶　賞　　優勝、準優勝、敢闘賞、参加賞
　　　　※原則として、８人で対局し、　
　　　　　役半数が入賞します。２敗す
　　　　　ると失格しますが、一般対局
　　　　　が出来ます。
　　　　　◎入賞者は段位免状申請可
▶問合せ　津田沼囲碁クラブ
　　　　　TEL：047（475）5255

お知らせ
募  集
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

講習会・セミナー
合格するための３級商業簿記仕訳
チェックセミナー開催
　習志野商工会議所とTAC津田沼校の共
催で、第148回 日商簿記３級受験者を対象
に、仕訳を中心に徹底解説をしていきます。
▶開催日　２月４日㈰ 14時～17時
▶内　容　使用教材『第148回をあてる』

の中から各問ごとに「仕訳」の
総解説を行います。

▶使用教材　「第148回をあてる
　　　　　  TAC直前予想」（TAC出版）
※お持ちでない方は当日受付にてお買い
　求めの上、ご参加ください。
▶持ち物　筆記用具、電卓、上記書籍
▶問合せ　TAC津田沼校
　　　　　TEL：047（470）1831

平成29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、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、「習志野市危機管理講演会」を開
催しております。今年度はNHK「おはよ
う日本」出演中の気象予報士として活躍
されている 平井 信行 氏を講師にお迎え
し、「最近の異常気象～竜巻、猛暑、豪雨、
大雪」を演題に御講演いただきます。
　皆様の御来場をお待ちしています。
▶日　時　平成30年１月20日㈯
　　　　　13時～14時50分（12時15分開場）
▶場　所　市民会館
▶講　師　気象予報士  平井 信行 氏
▶その他　申込不要、入場無料 
▶問合せ　習志野市総務部危機管理課
　　　　　TEL：047（453）9211

お知らせ
平成30年４月１日から、障がい者の法定
雇用率が引き上げになります
　障がい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　船橋ハローワーク
　　　　　TEL：047（431）8287 又は
　　　　　千葉労働局職業安定部
　　　　　TEL：043（221）4392

千葉県特定最低賃金改正決定について
　県内のすべての事業場で働く労働者

（パート、アルバイトを含む）に適用され
る「千葉県最低賃金」及び下記産業の事業
場で働く労働者に適用される「特定最低
賃金」が下記のとおりとなります。

※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

最低賃金件名 改正時間額
（発効日）

千葉県最低賃金 868円
（H29.10. 1）

千
葉
県
特
定
最
低
賃
金

調味料製造業 889円
（H29.12.25）

鉄鋼業 938円
（H29.12.25）

はん用機械器具、
生産用機械器具製造業

902円
（H29.12.25）

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

906円
（H29.12.25）

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

887円
（H29.12.25）

各種商品小売業 868円
（H29.10.1）

自動車（新車）
小売業

900円
（H29.12.25）
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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

ドコモショップ津田沼店
TEL：047-476-1100
ドコモショップ津田沼北口店
TEL：047-455-7778
ドコモショップ北習志野店
TEL：047-496-3900
ドコモショップ八千代中央店
TEL：047-450-8300

★ ますます充実！ スマートフォン ★
▼▽▼ ドコモおすすめサービス  ▼▽▼

♥ d カード　d カードゴールド
①ポイントカードも電子マネーも１枚でスマートに。
②dポイントがさらに溜まりやすいdカードゴールドも人気です。
③dポイントを貯めてお得に♪
♥「災害用音声お届けサービス」
大規模な災害時に音声メッセージで安否情報をお届けするサービスです。
♥ ドコモ光　好評受付中！ 詳しくは、ドコモショップへ！

ナビスタ

フォーリーフクローバー㈱ はな葬儀 かまた企画

　「市販のソフトは自社と合わない」「ベテラン社員が
PC作業をしたがらない」そんな悩みをお持ちの事業主
様。『フォーリーフクローバー』は、スマートフォンで
使える簡単な業務日報・現場写真などのソフトウェアを
開発・提供しています。我々はITを通してお困りごとを
解決し、御社の成長をサポートさせていただきます。

" 経営計画に合わせたIT化 "

　『Mandarn』では、冷凍ビーフシチューの製造・販売を
しています。代表の吉川さんはホテルのフレンチレストラ
ンで10年働いた経験から、「“本物”を提供したい」との
想いでお店を始めました。皆さんの特別な日、ぜひ想い
を込めた美味しいビーフシチューをお召し上がりください。

（ナラシド♪マルシェでもお買い求め頂けます）

Mandarn

" ホテル仕込みのビーフシチュー"

　『はな葬儀 かまた企画』では、皆さまの大切な想いを
カタチにした「大切な人とのお別れの時間」をお手伝い
しています。「お葬式の本質」を見失うことなく、お客
様の要望に柔軟に対応し、「費用を抑えたお葬式」を提
案します。ご用命頂いた全ての方に“後悔のないお葬式”
を提供し、「顧客満足度 №１」を目指します。

"後悔のないお葬式 "

　代表の林下さんは、30代～70代向けの社会人サーク
ル『ナビスタ』の代表です。「大人の皆さんに友達作り
の場を提供したい」と思い、街の散策や動物園巡り、飲
み会を通した出会いの場のイベントを企画しています。
新たな交友関係が欲しい人はぜひイベントへご参加く
ださい。楽しいイベントで友達を増やしましょう。

住所：習志野市津田沼 4-10-32-203　代表者：榎本 教俊さん
TEL：047（489）5025　営業時間：９時 ～18時
定休日：土日　HP：http://4leaf-clover.jp

" 新たな出会いを提供 "

住所：習志野市大久保 2-1-1 セナクール熊倉ビル３F
担当者：鎌田 明さん　TEL：047（411）8355
営業時間：９時 ～18時（電話対応24時間）　定休日：年中無休
HP：http://8794.main.jp

HP QRコード

住所：習志野市東習志野 5-1-5-103　代表者：林下 佳弘さん
TEL：070（4437）8464　営業時間：13時～21時
定休日：不定休　HP：http://navi-sta.jp
MAIL：info@navi-sta.jp

HP QRコード

HP QRコード

HP QRコード

住所：習志野市鷺沼 1-2-6　代表者：吉川 綾子さん
TEL：047（406）4891　営業時間：９時～17時
定休日：土日祝　HP：http://www.mandarn.com
MAIL：mandarn.0323@gmail .com
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