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習志野商工会議所

習志野市産学官連携プラットホーム事業

開催

「影響力リーダーシップスキル
研修」
を開催

３月22日㈭、工業部会（吉田 茂雄 部会長）
・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）

報告「５商工会議所

合同ビジネス交流会」を開催
市域を越えた結びつきを強化

２月７日㈬、サービス業部会（布施 國雄 部会長）主催
の、
『５商工会議所
（習志野・船橋・八千代・浦安・千葉）合
同ビジネス交流会』が、船橋商工会議所で開催されまし
た。当日は、各会議所から全 66事業所（習志野から14事
業所）が参加し、活発な商談や名刺交換を通じて、市域を
超えた事業所間の交流を図りました。

事業計画の大切さを改めて認識しました

報告「第24回チャリティー

ダンスパーティー」を開催
優雅なひとときを満喫

２月17日㈯、女性会（吉野 綾子 会長）は『第24回 チャ
リティーダンスパーティー』を開催しました（協力 ダンス＆
シューズアユザワ）。長い間女性会の一大事業であったダ
ンスパーティーも今回をもって終了するということで、市
内の社交ダンス愛好家 75名が参加しました。参加者はサ
ンバやワルツのリズ
ムに合わせたダンス
を披露し、優雅な時
間を満喫しました。
なお、事業の収益
金の一部は市内の
福祉事業活動に寄
終始楽しそうにそれぞれ
付させていただき
自慢のダンスを披露しました
ました。

報告 工業部会主催

「業務改善で品質向上！業務
効率化！やる気アップ！」
を開催

地域を超えた交流で繋がりを深めました

２月22日㈭、工業部会（吉田 茂雄 部会長）主催による
『業務改善で品質向上！業務効率化！やる気アップ！』
セミナーが開催されました。小林 亨 氏（ナラフジ・ビジ
ネスサポート）を講師にお招きし、生産性の低下や長時
間労働問題など、多くの業務課題に対応するためポイン
トを説明していただきました。

報告

「事業計画書作成支援セミナー」を開催
２月14日㈬、
『事業計画書作成支援セミナー』が開催され
ました。中小企業診断士の川村 浩司 氏が講師を務め、事
業計画書作成の知識や方法などが説明されました。セミ
ナー終了後には、受講者が講師に小規模事業者持続化補
助金の申請に向けた具体的な相談をするなど、自身の事
業の更なる向上を目指し、終始熱心な姿が見られました。

自身の事業所の業務改善のため、熱心に話を聞く参加者

2 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）

習志野商工会議所

報告「第119回 常議員会」
を開催
２月26日㈪、第119回 常議員会が開催され、平成30年度
習志野商工会議所事業計画
（案）
を含む、全３議案が可決
承認されました。
（出席29名）
【議案】
第１号 通常議員総会提出議案について
第２号 平成29年度 習志野商工会議所補正予算について
第３号 会員加入について
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田久保 浩一 氏（田久保建設㈱ 代表取締役）、金子 忠雄 氏
（東和製罐㈱ 代表取締役）が受賞されました。おめでと
うございます。

お知らせ「習志野ソーセージ」

が学校給食に登場！

当所が地域ブランドとして育成に取り組む「習志野ソー
セージ」が、
『全国学校給食週間』
（１月24日～30日）に合わ
せ、期間中に市内幼稚園、小中学校
（計21校）
で給食の献
立に登場しました。ソーセージを食べた生徒は、
「ジュー
シーで食べ応え十分だった。とても美味しい！」と話し
ていました。
当所では、今後も習志野ソーセージを更なる有力なご
当地グルメに育てあげ、地域の活性化を図っていきます。

田久保 浩一 氏
金子 忠雄 氏
（田久保建設㈱ 代表取締役） （東和製罐㈱ 代表取締役）

お知らせ

津田沼一丁目商店会が
創立50周年を迎えました
昨年11月に津田沼一丁目商店会
（杉林 昇 会長）は創
立50周年を迎え、２月21日㈬、銀座アスター津田沼賓館
で記念祝賀会を開催しました。杉林会長は、
「昭和42年
（1967年）の創立以来、津田沼駅北口周辺地域の活性化
に積極的に取り組み、今後も魅力ある新たな事業に邁
進していきます。
」と述べていました。おめでとうござ
います。

児童たちが習志野ソーセージをおいしく味わいました

お知らせ

習志野市市政功労者表彰式

田久保 浩一 氏、金子 忠雄 氏が
受賞されました

２月６日㈫、モリシアホールで『習志野市市政功労者
表彰式』が開催されました。習志野市では毎年、市政に
著しい貢献をしている市民を表彰しています。今年は15
団体 41名の方に表彰状が授与され、当所会員事業所の

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
問合せ：習志野商工会議所

挨拶をする津田沼一丁目商店会 杉林会長

〜事業運用・業務改善での困り事は！〜
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

〒 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/

TEL：0 4 7（ 452）6700

FAX：047（452）6744

：同封チラシ有り
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特集

習志野商工会議所 創立30周年 記念事業

〜ここから新たな歴史と伝統を〜
おかげさまで習志野商工会議所は、平成29年４月１日に創立30周年を迎えることができ
ました。昨年５月の記念式典から始まり、一年を通して多くの記念行事を行ってきました。
これからは40周年に向けて、習志野市の更なる振興・発展を目指し、地域の皆様と共に
駆け抜けます。
2017

4月

5月

6月

7月

阿武松部屋朝稽古見学と
ちゃんこ鍋体験ツアー

創立30周年記念式典
（５月13日㈯）
記念式典では聚華書道
会会長・吉原聚堂氏によ
る「夢」の揮毫、第２部・記
念演奏会で、習志野高等
学校吹奏楽部による演奏
があり、30周年のスター
トに相応しく、素晴らし
い行事となりました。

（６月６日㈫）

8月

ロッテマリーンズ
応援ツアー
（８月３日㈭）

習志野市鷺沼の阿武松
部屋で迫力ある朝稽古を
見 学した後、力 士と共に
ちゃんこ鍋を食べるなど、
交流を深めました。

特別席の「フィール
ドテラス・スィート」で
ロッテマリーンズを応
援し、会員事業所同
士の交流が深まりま
した。

9月

ならしの工場見学バスツアー
（８月22日㈫）
普段接することのない市内の
工 場 を 親 子 で 見 学 する バ スツ
アーを開催し、総勢30名が白鳥
製薬㈱（写真上）、アシザワ・ファ
インテック㈱（ 写真下）の工場を
見学しました。

30年 のあゆみ（Since 1987― 2017）
会議所設立式典

創立５周年
産業シンポジウム開催

創立10周年
「いきいき習志野
ジョギングフェスタ」

（1987年５月）

（1992年４月）

（1997年11月）

（2000年１月）

（2003年５月）

1987

1992

1997

2000

2003

第１回 創業塾

新会館竣工記念
祝賀会

4 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（２月28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！

習志野商工会議所

歴代会頭紹介

習志野商工会議所 ７代会頭

白鳥 豊 平成25年11月〜
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

12 月

名

11月

2018

・就任日

10 月

・氏

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。

初代

２代

久保 勇 氏

三橋 康一 氏

昭和62年４月〜

平成３年６月〜

３代

４代

林 安次 氏

志村 征一 氏

平成３年10月〜

平成７年10月〜

５代

６代

白井 保彦 氏

鈴木 喜代秋 氏

平成15年６月〜

1月

2018.3.10

平成17年９月〜

2月

3月

感謝の集い（３月13日㈫）

オービックシーガルズ
応援バスツアー＆
選手・チアとの交流会

第29回
マスターズゴルフ大会
（10月３日㈫）

（９月24日㈰）
見事勝利した地元秋
津サッカー球場での試合
観戦の後、当所会館で選
手・チアとの交流会を行
い、勝利を分かち合うと
共に、地元との繋がりを
深めました。

産学官連携
プラットホーム

泉カントリークラブ で
行われた第29回マスター
ズゴルフ大会では、30周
年記念大会に相応しい
過去最多126名の参加者
が、最高の天気の中でプ
レーを楽しみました。

第24回
チャリティーダンス
パーティー
（２月17日㈯）
第24回ダンスパーティー
が開催され、華やかな衣装
に身を包み、音楽に合わせ
てダンスを楽しみました。
他にも …

・会報読者プレゼント（隔月）
・
「商工会議所活用ガイド」発行
・
「創立30周年記念誌」発行
・
「創立30周年記念オリジナルカレンダー」作成 を行いました。

創立20周年 会員大会
「パワーオブミュージック」 ロボットコンテスト

「東日本大震災関連
緊急相談窓口」設置

（2005年１月）

（2008年２月）

（2009年３月）

（2011年３月）

2005

2008

2009

2011

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！

習志野ソーセージ
キックオフイベント
（2016年５月）

2016
5
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習志野商工会議所

2018 年
４月 〜

「 無期転換ルール」はじまります！

2013 年４月の改正「労働契約法」で有期雇用契約が５年経過後に「無期雇用契約申込権」が発生
することが定められ、いよいよ、今年４月から「無期転換ルール」が施行されます。

無期転換ルールとは
有期労働契約が反復更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みに
より、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できるルールです。

【平成25年４月開始で契約期間が１年の場合の例】
H25. 4

H26. 4

H27. 4

H28. 4

H30. 4

H29. 4

H31. 4

5年
1年

1年

1年

1年

1年

1年

無期労働契約
← 転換

申込

← 更新

← 更新

← 更新

← 更新

← 更新

← 締結

※無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。
別段の定めをすることにより、変更可能です。

問合せ

千葉労働局

雇用環境・均等室（無期転換ルール特別相談窓口） TEL：043（221）2307

労働者が１人でもいる場合、

労働保険に加入する義務があります！
習志野商工会議所では会員事業所限定サービ
スとして、忙しい事業主の皆さまに代わり労働
保険の事務代行を行っています！
労働保険の事務を委託する３つのメリットは？

委託事務の範囲
労働保険料の納付、その他 労働保険に関する事務、
一般搬出金に関する事務

委託できる事業主

① 手間いらず

労働保険に関する各種書類の作成やハロー
ワークなどへの手続き
（一部除く）
、保険料
申告・納付の手間が省けます。

常時使用する労働者が …
50人以下 金融、保険、不動産、小売業
100人以下 卸売、サービス業
300人以下 その他事業

② 分納可能

労働保険料の額にかかわらず、３回に分割
納付することができます。

保険料の10％（ 最低５千円、上限 15万円 ）

③ 特別加入制度 雇用する労働者について保険関係が成立し
ている場合、労働保険に加入できない事業
主や法人の役員、家族従業員も労災保険に
特別加入することができます。

委託手数料
お問合せ
習志野商工会議所 中小企業支援室
TEL：047（452）6700 FAX：047（452）6744

会員事業所を

ご利用ください！

⬇ このプレートが目印 ⬇

6 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10日㈰

販売士検定

２〜３級

７月14日㈯

習志野商工会議所

お知らせ
募 集
習志野商工会議所
TEL：047（452）6700
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

習志野商工会議所会員限定企画
千葉ロッテマリーンズ
「トクトク回数券」販売開始

QVC マリンフィールドでの千葉ロッ
テマリーンズ主催公式戦をお気軽にお楽
しみいただける、習志野商工会議所会員
様 “ 限定 ” のお得な回数券を販売します。
▶内 容 内野自由席共通回数券 10セット
▶価 格 10,800円（税込）
▶日 程 ４月10日㈫～７月６日㈮までの
平日17試合、特別日程（休日）
２試合のう
ちお好きな日程でご利用いただけます。
※日程詳細については、同封のチラシを
ご覧ください。
▶問合せ 中小企業支援室
TEL：047（452）6700

みんなで囲碁入門参加者を募集
▶場

所

津田沼囲碁クラブ
（JR津田沼駅南口モリシア７Ｆ）
▶参加費 無料
▶定 員 各15 名
▶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
▶日 時 ３月29日㈭ 10時～11時30分
３月30日㈮ 10時～11時30分
18時30分～20時
３月31日㈯ 10時～11時30分
▶講 師 囲碁教室講師
▶問合せ 日本棋院 津田沼支部
TEL：047（475）5255

お知らせ
「平成30・31年度 簡易修繕
（営繕）
業務
受注資格審査制度」について

2018.3.10

平成30年度 障害者雇用職場改善好事例
〜改善事例募集〜
企業における障害者の雇用促進及び職
場定着を進めるため、職場環境の整備な
どの雇用管理を改善・工夫し、働きやす
い職場にするため様々な取組みを行った
事例を全国の事業主のみなさまから募集
し、優秀事例を表彰します。
▶募集テーマ 精神障害・発達障害のあ
る方の雇用促進・キャリアアップに取
り組んだ職場改善好事例
▶募集期間 ４月１日㈰〜５月23日㈬ 必着
※入賞事業所は８月末頃に HP などで
発表する予定です。
▶問合せ
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用
支援機構 雇用開発推進部 雇用開発課
TEL：043（297）9515

習志野市内の中小事業者の受注機会増
大と育成を図ることを目的として、習志
野市及び習志野市企業局が発注する、請
負金額 50万円以下の修復・修理（大工・
左官・建具工・ガラス工・電気工など）業
務の受注を希望される方に、受注資格審
査申請書の受付を実施しております。
のご案内
登録申請に必要な書類は習志野市役所 「チャレンジ企業支援センター」
千葉県内中小企業者等が抱える経営・
ホームページ、または習志野市役所契約
金融・技術・IT相談等の様々な問題解決
検査課窓口にて入手できます。
に対して、相談窓口を一本化した「ワンス
▶対象事業者
トップサービス」で対応しており、必要に
市内に本店のある法人及び個人事業者
応じてセンター登録専門家を派遣する等
で、営業実績が１年以上ある方
しております。ぜひご活用下さい。
※平成30・31年度習志野市入札参加資
格審査申請（建設工事）をされた方は、 ▶相談受付 平日９時 ～17時
（祝祭日、年末年始を除く）
本申請をする必要はありません。
▶問合せ 千葉県産業振興センター
▶申請期間 随時受付中
TEL：043（299）2907
※申請書類を習志野市役所契約検査課へ
郵送または持参して下さい。
平成30年度 前期技能検定を開催
▶登録期間 名簿登載日～平成32年３月31日
技能検定は、労働者の有する技能を一
▶問合せ 習志野市役所契約検査課
定の基準で検定し、これを公証する国家
契約検査係
資格です。技能者の技能習得意欲の増進、
TEL：047（453）6140
技能の向上、産業の発展に寄与すること
平成30年度の雇用保険料について
を目的として、職業能力開発促進法に基
〜平成29年度から変更ありません〜
づき、年２回実施されています。
▶資 格 原則として各職種とも所定の
平成30年４月１日から平成31年３月31
実務経験が必要
日までの雇用保険料は以下のとおりです。
▶等 級 １級、２級、３級（一部職種）
▶失業等給付の保険率
及び単一等級
労働者負担・事業主負担ともに 3/1,000
▶職 種 52職種 83作業
（農林水産・清酒製造の事業及び建設の
▶受付期間 ４月４日㈬ ～17日㈫
事業は 4/1,000）
▶試験日 ６月５日㈫ ～９月９日㈰
▶雇用保険二事業の保険率
の指定する日
事業主のみ負担も 3/1,000
▶問合せ 千葉県職業能力開発協会 技能検定課
（建設の事業は 4/1,000）
TEL：043（296）1150
▶問合せ お近くのハローワークまで

廃棄物の事は全てお任せ下さい！

産業廃棄物中間処理場

株式会社 ハセガワ

since1971

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

TEL：047‒473‒1638

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

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

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
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あの店・この工場

会員紹介
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習志野商工会議所

㈱インテリア カノーヤ

情報セキュリティ相談室ならしの

HP QRコード
地図 QRコード

No.

331

住所：船橋市本町 4 - 41-19 セントラルビル１階
代表者：大野 真澄さん TEL：047（422）2370
営業時間：９時 30 分 〜18 時 30 分 定休日：日曜日、第３土曜日

住所：習志野市屋敷 4 - 3 -1-202 代表者：由谷 和功さん
TEL：080（6530）0869
営業時間：平日 19 時 ～ 21 時、土日祝 ９時 ～ 20 時
定休日：８月14 日 ～16 日、12 月 29 日 ～１月３日
HP：ht tp://infosec- narashino.com/

" お部屋リフレッシュ！"

" 情報専門の「かかりつけ医」"

『インテリアカノーヤ』は 、明治 35 年に船橋市本町に
店を構え、今年で創業 116 年を迎えます。厳選した室内
装飾用品や雑貨、内装工事などのインテリア用品店の傍
ら、清掃や家具の移動など時代の需要に合わせた事業を
展開しています。特にネコグッズは大人気で、幅広い商
品をリーズナブルに揃えています。ぜひお越しください。

昨年の改正個人情報保護法の施行に伴い、5,000人以
下の個人情報を取り扱う小規模な事業者も改正法が適
用されることになりました。具体的に何をすべきかお悩
みの事業所様は、ぜひ『情報セキュリティ相談室ならし
の』にご相談ください。個人情報保護に関するコンサル
タントとして、皆様と共に考えて解決策を見出します。

㈱オールワークサポート

㈱あしたのチーム 千葉支社

HP QRコード

住所：習志野市大久保 2 -1-17 丸山ビル３階
代表者：畑瀬 誠さん TEL：047（409）0277
営業時間：９ 時 〜18 時 定休日：日曜日
HP：ht tp://all-work-suppor t.co.jp

HP QRコード

住所：習志野市谷津 1-16 -1 モリシア津田沼 7 階
支社長：堀 政寛さん TEL：047（409）1181
営業時間：９ 時 〜18 時 定休日：土日祝
HP：ht tps://w w w. ashita -team .com

"ドライバーファースト "

" 人事評価で働き方改革実現！"

『オールワークサポート』は 、軽貨物の配送と運送業の
FC 加盟店の募集・指導を行っています。FC は加盟料金
０円・ロイヤリティ０円で誰でも加盟ができます。また
働き手の理想実現を第一とし、それぞれ異なる仕事や給
与面等のご要望を実現するため、各社協力して業務を行
っています。ぜひお問い合わせください。

『あしたのチーム』は、中小企業向けの人事評価制度の
構築・クラウド型運用支援サービス「ゼッタイ！評価 ®
」を
提供しています。従業員の生産性を向上し、企業の業績
アップと従業員の給与アップを実現するための仕組み
作りだけでなく、その運用のご支援までおせっかいと言
われるくらいに徹底的に支援します。

★ ますます充実！ スマートフォン ★
ドコモショップ 津田沼店
TEL：0 4 7 - 4 7 6 -1 1 0 0
ドコモショップ 津田沼北口店
TEL：0 4 7 - 4 5 5 -7 7 7 8
ドコモショップ 北習志野店
TEL：0 4 7 - 4 9 6 -3 9 0 0
ドコモショップ 八千代中央店
TEL：0 4 7 - 4 5 0 -8 3 0 0
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▼▽▼ 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。
② d 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。
③ d 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！

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

詳しくは、ドコモショップへ！

渡辺 惇 先生

TEL：047（472）0911

