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習志野商工会議所青年部
「事業プランアワード」最優秀賞受賞（３面）



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　　　 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 代表 小林 亨 氏
問合せ　中小企業支援室（柴崎）

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

開催　　　 工業部会主催
「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、同封のチラシをご参照ください）

　　　 習志野市産学官連携プラットホーム事業
「影響力リーダーシップスキル

研修」を開催

開催

　３月22日㈭、工業部会・習志野市工業地域団体連合会
共催による、会員事業所の次世代を担うリーダー育成を
目的としたセミナーを開催します。「社長」や「工場長」と
いった職位だけではなく、どの階層にも機会を切り拓き、

人を率いて変革を成し遂げる新時代のリーダーが必要
です。多くの方のご参加をお待ちしています。
日　時　３月22日㈭  10時～17時
場　所　習志野商工会議所
費　用　無料
講　師　GET Office　代表  鶴田 正洋 氏
問合せ　中小企業支援室（柴崎）

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

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。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、同封のチラシをご参照ください）

開催　　 簿記の学習を考えている人必見！
「60分で簿記の仕組みがわかる

セミナー」を開催
　習志野商工会議所と資格の大原津田沼校が共催で、簿
記の初学者を対象とした、簿記の原理が分かるセミナー
を開催します。
日　時　３月３日㈯  10時～11時
対象者　簿記初学者
費　用　無料
会　場　大原学園 津田沼校（津田沼 1-1-1）
問合せ　大原学園 津田沼校
　　　　TEL：047（472）7001

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

㈱ファナック本社工場
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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

　　　「新春賀詞交歓会」を開催　 報告
　１月11日㈭、習志野文化ホールホワイエで、新春恒例
の賀詞交歓会（習志野市、習志野商工会議所、習志野市社
会福祉協議会 共催）が開催されました。
　習志野市にゆかりのある著名人をはじめ、習志野市各界
から総勢604名が集まり、年初めの挨拶を交わしました。
また、習志野市と都市間交流のある上野村、南房総市、富士
吉田市、京田辺市をはじめ、ご提供いただいた豪華賞品の福
引抽選会も行われ、華やかな新年のスタートとなりました。

盛大に鏡割りを行いました

　　　習志野商工会議所青年部
平成29年度 千葉県商工会議所
青年部連合会会員大会

「事業プランアワード」最優秀賞受賞

　 報告

　１月28日㈰、青年部（久島 幹雄 会長）は、成田ビューホ
テルで行われた平成29年度千葉県商工会議所青年部連
合会会員大会「事業プランアワード」において、平成31
年度に実施を予定する「習志野映画祭（仮称）」の事業プ
ランを発表し、最優秀賞を受賞しました。この賞は県内
16YEG（青年部）の特色ある活動等を総合的に審査・表彰
するものです。おめでとうございます。

地域の活性化に取組む習志野YEGのメンバー

　 お知らせ　　　　 「地域未来牽引企業」
にアシザワ・ファインテック㈱
が選ばれました
　この度、会員事業所のアシザワ・ファインテック㈱（代
表取締役  芦澤 直太郎 氏／当所副会頭）が、国の「地域未
来牽引企業」に選定されました（全国2,148社（うち千葉県
36社））。
　「地域未来牽引企業」とは、高い付加価値を創出し地域
の経済成長を力強く牽引する企業を認定するもので、産
業機械メーカーである同社の、地域事業者からの部品や
製造設備等の調達が及
ぼす経済波及効果が評
価されました。
　また、「平成29年度千
葉ものづくり認定製品」

（１月25日付）に、同社製
品の「高速回転メディア
レス分散・乳化機」が認
定され、今後の益々の発
展が期待されます。お
めでとうございます。

　 お知らせ　　　　 ならしのまちゼミ実行委員会主催 
第１回「ならしの・まちゼミ」を開催
　「まちゼミ」とは、お店の人が講師となり、プロのコツ
や使い方などを無料で教えてくれる少人数制のミニ講
座です。第一回目となる今回は、谷津・津田沼・袖ヶ浦の
15のお店で開催します。ぜひご参加ください。
受付期間　１月27日㈯～
実施期間　２月１日㈭～28日㈬
　　　　※各講座の開催日時をご確認ください。
費　用　無料
　　　　※講習によって材料費がかかる講座もあります。
開催店舗　谷津遊路商店街HPを参照
　　　　https://sites.google.com/
　　　　site/yatsuyuro/
申込方法　受講希望講座の連絡先に
　　　　電話にて申込
問合せ　習志野市商店会連合会　TEL：047（455）1955

産業用の粉砕機を開発・製造
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特集

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（１月31日現在）。無担保・無保証人］

従業員にとって働きやすく、働き甲斐のある「職場」では、

  ①従業員の働く意欲の向上
  ②業績、生産性の向上　　　　　　　が報告されています。
  ③人材の確保に効果があること

　「魅力ある職場づくり」を進めるためには、評価や処遇、人材の育成、ワークライフバランスの実現できる
環境整備など、従業員の視点に立った雇用管理を実施することが効果的です。

なぜ今「魅力ある職場づくり」なのか？

「（従業員にとって）魅力ある職場づくり」への有効な取組みは？

資料：中小企業庁委託「中小企業・小規模事業者の人事確保と育成に関する調査」（2016年12月  ㈱野村総合研究所）

興味にあった仕事・責任のある仕事の割当 (n=231)
休暇制度の徹底（週休２日・長期休暇）(n=346)

資格取得支援 (n=210)
雇用の安定化 (n=252)

職場環境への配慮（人間関係、ハラスメント対策等）(n=172)
技術やノウハウの見える化（文書化・動画化）(n=133)

子育て支援 (n=135)
社外との人材交流 (n= 99)

賃金の向上（基本給・ボーナス）(n=719)
労働時間の見直し (n=445)

人事制度の明確化（キャリアプランの明確化など）(n=117)
計画的なOJT・メンター制度の実施 (n= 67)

研修制度の充実 (n=147)
住宅補助 (n= 96)

職場環境の美化・安全性の確保 (n=334)
在宅勤務・テレワークの導入 (n=107)

介護休暇 (n= 92)
社外セミナー(n=144)

サークル活動・社員旅行 (n=111)
0％ 100%
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■有効である　　■どちらとも言えない　　■有効でない

　少子高齢化に伴い、年々深刻化する人材不足は、経営上の最優先課題に挙げられます。
企業が持続的成長を遂げていくためには、従業員の視点に立ち、誰もが安心して働き続け
られるような、「魅力ある職場づくり」を推進することが重要です。

会社の魅力を向上させ、生産性もアップ！

“人材”を活かす職場づくり

⎫⎬⎭

従業員の職場定着と人材確保にお悩みの皆さまへ

◆就業者から見た、人材定着に関する取組の有効性◆

・

・

・

・

・

・

・

・
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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！

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

（※詳しくは折込チラシ「会社の魅力が大幅アップ！そんな表彰・認定・登録制度が
あります。」をご覧ください。）

他にも　認定制度  女性活躍、次世代育成　登録制度  仕事と介護の両立支援 があります。

仕事と子育てが両立しやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいる
企業を市が認証し、認証書を交付します。

企業名や取組内容等認証の概要について、市のHPに掲載される
ことで企業のイメージアップになり、社会的な評価が高まります。

問合せ： 習志野市こども部こども政策課　TEL： 047（453）7397

仕事と子育ての両立を支援 
　 ー習志野市子育て支援先端企業認証制度ー

メリット

従業員の視点に立った「魅力ある職場づくり」を『見える化』する

“表彰制度·認定制度·登録制度”があります

仕事と生活が両立できるような配慮、働き方の見直し、
地域における子育て支援、女性・シニアの活躍促進等の取組をしている
企業が登録できます。

企業イメージや社員の満足度の向上が期待できる他、県HPで
会社の取り組みが広報されるなど様々な利点があります。

問合せ： 千葉県商工労働部雇用労働課　TEL： 043（223）2743

メリット

　女性社員だけでなく、男性社員
の育児休暇の取得にも力を入れる
など、積極的に従業員が働きやす
い職場環境づくりに取り組んでい
ます。

広栄化学工業㈱

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理状況などが一定以上の
基準を満たした優良な中小企業を国（厚生労働省）が認定します。

㈱日本政策金融公庫の低利融資を受けられたり、入札制度での
評価加点において優遇措置等様々な利点があります。

問合せ： 千葉労働局職業安定部職業安定課　TEL： 043（221）4081

若者の雇用と育成を促進 
　　　　 ーユースエール認定制度ー

メリット 　認定を受け、社会的な信頼を得
ることに繋がりました。弊社は若
者の採用・育成を積極的に行って
おり、男性従業員の育児休業取得
にも力を入れています。

アイリープロダクト㈱

　弊社は「“社員いきいき！元気な
会社”宣言」「トモニン」に登録して
おり、今後も社員全員が働きやす
い職場になるように努めてまいり
ます。

㈱パル・ミート

“社員いきいき！元気な会社”宣言企業 （登録制）
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無料

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㈰

※事前にお申し込みください。　問合せ：中小企業支援室

平成29年分 決算・確定申告相談会
　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　程　２月13日㈫、15日㈭、22日㈭、23日㈮、
　　　　　３月２日㈮、６日㈫、８日㈭、13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

募  集 相談会のお知らせ

行政書士無料相談会
　会社やNPO法人等の設立、建設業許可など
の各種許認可や登録の申請、相続・遺言書作成
など、日常生活に関するお困り事、お気軽にご
相談ください。
▪日　程　２月16日㈮、３月16日㈮
▪場　所　習志野商工会議所
▪相談員　千葉県行政書士会 葛南支部所属行政書士
▪相談料　無料

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　堀、水見
TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744問合せ

発明相談会
　せっかくのアイデアが眠っていませんか？
専門機関の相談員が発明に関する様々なお悩み
をお聞きします。お気軽にご相談ください。
▪日　程　２月20日 ㈫
▪場　所　習志野商工会議所
▪相談員　一般社団法人 千葉県発明協会所属 
　　　　　窓口支援担当者
▪相談料　無料
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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　経営室  TEL：047（452）6700

講習会・セミナー
採用力向上特別セミナーの開催
　中小企業人材採用サポート事業（千葉
県補助事業）として、県内中小企業の採用
力向上に向けたセミナーを開催します。
▶日　時　２月23日㈮
　　　　　13時30分〜16時30分
▶場　所　三井ガーデンホテル千葉
◯第１部：基調講演
　テーマ「採用氷河期に立ち向かうため

に企業が今すべきこと」
◯第２部：パネルディスカッション
　テーマ「県内中小企業の

取り組みから学ぶ」
◯第３部：ケースディスカッション
　　　　　　　　“採用活動白熱教室”　
　テーマ「事例研究Work」
▶講　師　常見 陽平  氏
　（千葉商科大学国際教養学部専任講師）
▶定　員　100名（要予約）
▶参加費　無料
▶問合せ　千葉県商工会議所連合会
　　中小企業人材採用サポートグループ
　　　　　TEL：047（222）8170

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

第４回ちば新事業創出ネットワークセミ
ナー＆研究開発補助金等説明会の開催
　ちば新事業創出ネットワークでは、「中
小企業の産学連携と公的施策の活用に
ついて」と題したセミナーを開催します。
またセミナー終了後、来年度の研究開発
補助金等の説明会を実施します。
▶日　時　２月28日㈬
　　　　　13時30分〜16時45分
▶場　所　ホテルポートプラザちば
　　　　　（千葉市中央区千葉港8-5）
▶場　所　無料
▶定　員　70名
▶問合せ　千葉県産業振興センター
　　　　　産学連携推進室
　　　　　TEL：047（426）9200

平成29年度  第２回 習志野市公共施設
再生プラットフォーム開催
　習志野市では、産学金官の地域の関係
者が集い、現状の共有、課題の整理をす
るための場として、習志野市公共施設再
生プラットフォームを実施しています。
▶日　時　３月26日㈪
　　　　　13時30分〜15時30分
▶場　所　習志野商工会議所
▶定　員　40名
▶問合せ　習志野市政策経営部資産
　　　　　管理室資産管
　　　　　TEL：047（453）9308

お知らせ
習志野市中小企業資金融資をご利用の皆
さまへ～平成29年度下期習志野市中小
企業資金融資に係る利子補給について～
　習志野市より、習志野市中小企業資金
融資をご利用の方を対象に、平成29年度
下期に係る利子補給交付申請書等を送付
します（１月30日付）。つきましては、下
記の期限までにご提出いただきますよう
お願い申し上げます。
▶対象期間　平成29年７月１日〜
　　　　　平成29年12月31日
▶提出期限　平成30年２月28日㈬ 必着

（期限までにご提出いただけない場合は
利子補給できません）

▶問合せ・送付先　習志野商工会議所
〒275-0016 習志野市津田沼4-11-14
TEL：047（452）6700

「ちば働き方改革共同宣言」賛同企業の
募集について
　国、県、労使団体及び金融機関が連携
する「ちばの魅力ある職場づくり公労使
会議」では、県内の企業において働き方
改革の自主的取組を進めていただけるよ
う、「ちば働き方改革共同宣言」の趣旨に
賛同する企業を募集しています。
▶問合せ　千葉労働局雇用環境・均等室
　　　　　TEL：043（306）1860

相続登記はお済みですか月間のお知らせ
　千葉司法書士会では、毎年２月の１ヵ月
間を「相続登記はお済みですか月間」と定
め、 県内の当会所属司法書士が各司法書
士の事務所で、相続（登記）に関する相談
を無料でお受けしています。
▶期　間　２月１日㈭〜28日㈬
▶場　所　千葉県内司法書士事務所
▶問合せ　千葉司法書士会
　　　　　TEL：043（246）2666

第16回 勇気ある経営大賞の募集について
　『勇気ある経営大賞』とは、過去に拘泥
することなく、常識の打破や、高い障壁
に挑戦し、高い理想の追求を行うなど、
“勇気ある挑戦”をしている中小企業を顕
彰する制度です。受賞企業には、賞金・
顕彰状・トロフィー贈呈のほか、各種メ
ディアを通じた知名度・信用力の向上に
お役立ていただけます。
▶応募締切　３月９日㈮
▶問合せ　東京商工会議所 中小企業部
　　　　　TEL：03（3283）7644
https : //www.tokyo-cc i .o r . jp/
market/keieitaisyo/c_detail/

ワイがやコンサートBIGBAND 
JAZZ in Valentine 開催のお知らせ
　2月18日に菊田ホールでジャズコン
サートを開催します。
▶日　時　２月18日㈰
　開場：14時　開演：14時30分〜16時
▶場　所　菊田公民館３階
▶チケット　前売り：1,000円  当日券：1,300円
  　　 　　中学生以下：無料
▶問合せ　ワイがや通り活性化委員会
　　　　　平日10時〜17時
　　　　　TEL：047（452）6549
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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：千葉市中央区新町3-13 千葉TNビル９階
代表者：荒井 敏伯さん　TEL：043（203）0611
営業時間：９時〜17時30分　定休日：土・日・祝
HP：http://www.sapporobeer.jp/

HP QRコード

　船橋市にある『サッポロビール千葉工場』は、千葉の
皆様に愛され続けて竣工30周年を迎えることができま
した。そんなメモリアルイヤーである本年は、皆様に喜
んでいただけるよう多くのイベントを準備しています。

「お酒はお客様の楽しく豊かな生活を、より楽しく豊か
にできる」と信じる弊社商品を、ぜひご愛飲ください。

" 皆様に愛されてきたサッポロビール "

サッポロビール㈱ 首都圏本部 千葉統括支社

地図 QRコード

住所：習志野市袖ヶ浦 1-8-13　代表者：梓澤 キヨ子さん
TEL：047（454）2178　営業時間：10時〜18時　定休日：日・祝
MAIL：korosukepapa.777@docomo.ne.jp

　『朱泉』はフェイシャルエステサロンです。お客様の
肌のお悩みに合わせ、長い歴史を持つメナード化粧品と、
たっぷりのスチーム、ハンドマッサージで至福のひとと
きをご提供します。また、熟練のスタッフが肌のカウン
セリングやキレイになるお手入れ方法もアドバイスさ
せていただきます。気軽にお電話ください。

"キレイのお手伝い"

㈲朱泉

地図 QRコード

住所：習志野市津田沼 3-22-11 ウエルズ21 C号室
代表者：木本 寛文さん　TEL：047（473）7188
営業時間：８時15分〜17時　定休日：日・祝
MAIL：paiping-tudanuma@amber.plala.or.jp

　『京葉パイピング㈱』は、習志野市に本社移転をしてか
ら今年で15年目を迎えました。移転してから今日に至
るまで、ガス・水道工事で地域に根差し、安全でなおか
つ迅速な対応で仕事をし、お客様から喜んで頂ける企業
として成長し続けています。我々は、これからも多様化
するニーズにお応えし続けていきます。

"公益者としての誇りと自信 "

京葉パイピング㈱

事業所名 氏  名

住  所 電  話

景　品▶習志野ソーセージ詰合せ（５本入り）
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▶２月21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（12月号） 高級赤ワイン

（10名様）は、応募総数91事業所の中から
抽選の結果、フラワーショップふせ、㈲佐
藤輪業、㈱樋口製作所、㈲大武薬局、㈲高
山写真館、㈲三河屋豆腐店、㈲東洋資源、
広瀬石材店、㈱習工舎、㈲長谷川青果

（順不同、敬称略）
が当選されました。おめでとうございます。

〜ドイツから伝承した約100年前のレシピを再現〜

10名様 プレゼント！

創立30周年特別企画 最終版読者プレゼント

応
募
用
紙

習志野ソーセージ
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