
発行所　習志野商工会議所　　発行人　専務理事 高野次夫
〒 275-0016 習志野市津田沼４-11-14　TEL　047（452）6700　 FAX　047（452）6744　HP　http://www.narashino-cci.or.jp　Ｅメール　key21＠narashino-cci.or.jp

NARASHINO  CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

習志野商工会議所報 4
Vol.373

2018

習志野商工会議所 白鳥  豊 会頭

会場風景

歌手 おがさわらあい ウーマンオーケストラ 女性会

青年部

創立30周年記念事業策定会議メンバー

創立30周年
会員の集い2018

　３月13日㈫、ホテル ザ・マンハッタンで、昨年５月の記念式典から始まった30周年記念事業の最後の行事となる『会員の集い2018』
を開催しました。当日は185名が参加し、ミニコンサートや豪華景品が当たる抽選会など、終始大盛況のうちに幕を閉じました。
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2018.4.10　習志野商工会議所　

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）

　　　合格するための３級
商業簿記仕訳チェックセミナー
を開催

開催

　５月13日㈰、習志野商工会議所とTAC津田沼校が共催
で、６月10日㈰の第149回日商簿記検定試験３級受験者
を対象に、仕訳を中心に徹底解説する本試験直前対策セ
ミナーを開催します。
開催日時　５月13日㈰  13時～17時
持ち物　筆記用具、電卓、
　　　　テキスト「第149回をあてるTAC直前予想（TAC出版）」
会　場　TAC津田沼校　　費　用　無料
定　員　50名（先着順）　　問合せ　経営室

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

　　　就職活動が本格化
日本大学生産工学部就職セミナー
　 報告

　日本大学生産工学部では、就職活動の解禁に合わせた
３月７日㈬から９日㈮の３日間、2019年の春に卒業する
大学３年生などを対象とした就職セミナーを開催しまし
た。本セミナーには、昨年度、習志野商工会議所と日本
大学生産工学部が連携協力協定を締結したことを受け、
市内の会員事業所14社が参加しました。企業の採用意
欲が高いなか、企業ブースでは、人事担当者と求職希望
の学生が面談し、熱心な遣り取りが交わされました。

　　　工業部会
「先端技術見学会」を開催

　 報告

　３月15日㈭から16日㈮、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『先端技術見学会』を開催しました。（参加者６名）
　視察先は、国内大手電気機器メーカーの「ファナック
㈱」、コレットチャック国内シェア60％を誇る「㈱エーワ
ン精密山梨工場」です。生産ラインのほとんどを自動化
し、24時間稼働を行うファナック㈱、他社との差別化を
図るため短納期化を実現させた㈱エーワン精密の対照
的な２社を視察し、参加者にとって大変有意義な学びの
機会となりました。

㈱エーワン精密 創業者 梅原相談役（左２番目）と参加者

　　　「第62回 通常議員総会」
30年度事業・予算を可決
　 報告

　３月27日㈫、『第62回 通常議員総会』を開催し、平成30
年度の事業計画と収支予算など、主要６議案が可決・承
認されました。報告事項では、創立30周年記念事業や、
習志野市、千葉県への要望（回答）などが事務局より説明
されました。

　 報告　　　多年の功績を称え感謝状を授与
　当所の役員・議員として30年の長きにわたり地域経済
の発展に貢献された方々に、日本商工会議所会頭からの
感謝状が授与されました。
【授与者】
ダンデイエンタープライズ㈲　  代表取締役 佐々木 秀夫 氏
㈲スパックス・ヘルスプラン研究所 代表取締役 岩澤 良隆 氏
㈲鯨井測量建築事務所　　　 取締役　　 鯨井   徹 氏

（左から）佐々木氏、白鳥会頭、岩澤氏、鯨井氏

　　　「第26回 習志野市内
事業所 従業員表彰式」を開催
　 報告

　３月13日㈫、ホテル ザ・マンハッタンにおいて『習志
野市内従業員表彰式』を開催し、日本商工会議所会頭賞
で50年以上勤続の柳下 忠義氏（㈱吉水電機工業）、40年以
上勤続の鈴木 昭夫氏（三好フローリング㈱）、坂本 彰氏

（㈱横打）をはじめ、市長賞、商工会議所会頭賞など、19事
業所62名が名誉ある賞を受賞されました。受賞された
皆様には、今後のご活躍をご祈念するとともに、心から
お祝いを申し上げます。

謝辞を述べる㈱横打の坂本 彰氏
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　習志野商工会議所　2018.4.10

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

表彰式に出席された皆様

　 お知らせ　　　　　 
働くすべてのひとが活き活きと！
春の巡回健康診断を実施します
あじさい共済加入者は最大2,000円割引！
　健康診断は働くひとの健康状態を知る第一歩です。
会員事業所の方であればどなたでも受診できます。

基本健診内容
①胸部X線撮影、身長、体重、聴力、内科検診、BMI、血圧、
　検尿（血糖、蛋白、ウロビリ、潜血）、腹囲（C、D、Eコースのみ）
②貧血検査（赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット）
③労働法令血液検査、肝機能（GOT、GPT、γ-GTP）、血中脂質
　（LDL、HDL、中性脂肪）、貧血（赤血球、白色素）、血糖検査
④心電図検査（心疾患関係の検査）  ⑤胃部X線撮影

オプション
・乳がん検査（マンモグラフィ乳房撮影）　・じん肺検査
・前立腺がん検査（PSA検査）　・大腸がん検査

検診コース・検診料
コース（検診内容） 検診料（税込）

基
本
コ
ー
ス

Ａ［①］ 3,800円
Ｂ［①＋②］ 4,800円
Ｃ［①＋③］ 8,800円
Ｄ［①＋③＋④］ 9,800円
Ｅ［①＋③＋④＋⑤］ 14,000円

オ
プ
シ
ョ
ン

乳がん検査 3,910円
前立腺がん検査 2,060円
大腸がん検査 1,030円
じん肺検査 3,600円

※あじさい共済の助成対象者は基本コースのみです。
※オプションのみの受診も可能です。問合せ　経営室

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

開催日時・会場
日　程 会　場 受付時間 検診内容

5月29日 ㈫ 商工会議所
8：30～11：00 A～E

13：00～15：00 A～D･乳がん
5月30日 ㈬ 実花公民館 9：00～11：00 A～D･乳がん
5月31日 ㈭ イカリ消毒 9：00～11：00 A～D･乳がん

6月 1日 ㈮ 商工会議所
8：30～11：00 A～D

13：00～15：00 A～D
6月 4日 ㈪ イカリ消毒 9：00～11：00 A～E
6月 6日 ㈬ 実花公民館 9：00～11：00 A～E
6月 7日 ㈭ 谷津公民館 9：00～11：00 A～D･乳がん

※前立腺がん・大腸がん、じん肺検査は全日程受診可能です。
※イカリ消毒（茜浜1-12-3）
　実花公民館（東習志野6-7-2 実花小隣）
問合せ　習志野商工会議所  経営室

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

　 お知らせ　　　　 習志野きらっと2018
第25回市民まつり

４月16日㈪より仮受付開始！
開催日時　７月15日㈰  ９時～21時
募集期間　４月16日㈪～４月24日㈫
　　　　※平日９時～17時
参加資格　千葉県暴力団排除条例に抵触しない者及び出
　　　　店内容が市民まつりの趣旨を逸脱しない者で、
　　　　①・②いずれかに該当するもの。
　　　　①習志野商工会議所会員で、習志野市内に店舗
　　　　　及び事業所を有する事業者。ただし、登記だ
　　　　　けで店舗及び事業所が市内に実在しない事
　　　　　業者などは不可。
　　　　②習志野市内で活動している団体及び町会・
　 　 　 　自治会等。
募集内容　●グルメの部（飲食物の販売）：32コマ
　　　　●バザーの部（物品の販売・ゲーム等）：10コマ
出店協賛金　１日１コマ：グルメ 50,000円／１コマ
　　　　 バザー 30,000円／１コマ
応募方法　①習志野商工会議所へ電話受付（４月16日㈪～    
　　　　　４月24日㈫まで）を行ってください。その際、
　　　　　出店の概要を確認します。

（※詳細は、ホームページをご覧ください）
問合せ　経営室
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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（３月31日現在）。無担保・無保証人］

平成30年度

　平成30年度は、習志野商工会議所な
・

ら
・

で
・

は
・

のきめ細やかな支援策の展開と、喫緊の課題である「人手
不足の克服」「高齢化による事業承継問題」「キャッシュレス社会」への対応、また、商工会議所に求められ
る大きな使命である地域の活性化を主要テーマに、積極的に取り組みます。

習志野商工会議所 事業計画

　習志野市の特性を活かした地場産業の育成をはじめ、地域外
の需要や消費などを取り込んだ新たな販路開拓や産学官連携
による就職マッチング支援など、市内経済の好循環化の創出に
取り組みます。
1. 習志野ソーセージの地域ブランド化の促進
2. 地域の魅力発見　　　3. 市内大学等との連携強化

（2）  地域の特性と潜在力の発揮

　商工業者の世論機関として、会議所活動の原点ともいうべき「政策提言活動」を積極的に行うため、
部会や委員会等を通じた意見のとりまとめや日々の相談からの課題把握に取り組みます。
1. 国、県、市への要望、政策提言
2. JR津田沼駅周辺のまちづくりビジョン提言に向けた支援　　3. 各種調査等を通じた現状把握と情報提供

（3）  地域総合経済団体としての政策提言活動の強化

　会員組織である団体として果たすべき役割と存在意義を会
員と共有し、最大の強みであるネットワーク力を活かした事業
に取り組みます。
1. 部会や委員会活動の活性化
2. 会員間の絆づくり（ネットワーク）、出会い交流
3. 会員増強と退会予防、福利厚生事業の展開
4. 情報化の促進と事務局内のIT化

（4）  商工会議所機能の強化

（1）  会員事業所への伴走型経営支援の強化
　経営革新等認定支援機関として、会員事業所の課題を自らの
課題として捉え、その成長段階や業種等に応じて、地域ぐるみ
の連携によるきめ細やかな支援体制の強化に取り組みます。
1. 定期的な事業所訪問による経営課題の把握、解決
2. 事業承継問題への支援と人材マッチング機会の拡充
3. 金融機関や専門家と連携した金融・経営支援

4. 販路開拓支援と国等の施策活用支援
5. 操業環境の変化への対応　

事業体系と主な取り組み事業体系と主な取り組み

～中小企業の活力強化と地方創生の実現に向け、
成長戦略の推進役を担います～

～中小企業の活力強化と地方創生の実現に向け、
成長戦略の推進役を担います～

習志野商工会議所 事業計画
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　習志野商工会議所　2018.4.10

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！

　習志野商工会議所では、地域経済や中小企業の活力強化に向け、４部会、３委員会、青年部・女性会
が有機的・効果的に連携しながら、各事業活動や会員相互の交流に積極的に取り組んでいます。

事業活動における重要

事項について調査研究

や提言等を行います

■広報・情報化推進委員会  竹谷 嘉夫 委員長（総栄建設㈱）

～IT技術による生産性向上と売上増加～
「戦略としてのIT利活用策を企業に提示していきます」

主な事業
1. 情報化推進セミナー　2. 最新情報施設の視察研修会
3. 組織内のIT化推進と情報施策の調査研究

■企業経営活性化委員会
川村 浩司 委員長（川村中小企業診断士事務所）

～企業サポート拠点としての会議所機能の整備～
「事業所が活用できる施策情報の提供を

主な事業
1. 経営支援策の活用促進、調査・研究
2. 支援機関・人材の活用手段の構築　3. 経営発達支援計画の推進

外部機関と連携しながら推進します」

委員会委員会

関係業種における経営課題の改善や企業活動の活発化、

交流の促進を図るための事業を展開します部  会部  会

青年経営者や女性経営者等の視点から地域社会の多様性の実現に貢献します
青年部
女性会
青年部
女性会

習志野商工会議所を動かす "3つの輪"習志野商工会議所を動かす "3つの輪"

■地域・街づくり委員会  金子 正 委員長（㈱茶茶）

～魅力あるまちづくり、活力づくりに向けて～
「地域資源を活かしたまちづくり、

都市イメージの発信、担い手としての
ひとづくりをサポートします」
主な事業

1. 音楽、スポーツを通じたまちづくり
2. 誘客基盤整備策の検討
3. 地域の現況分析、施策提言 

■青年部  冨 昭浩 会長（㈱フロイデ）

～人・地域・未来を拓く活動と交流を～
「青年経営者等の視点から企業と

地域経済の発展に取り組みます」
主な事業

1. 部員間交流　2. 交流婚活事業
3. 県青連事業　4. 地域資源活用にぎわい創出事業

■女性会  吉野 綾子 会長（㈱津田沼運輸サービス）

～女性の視点から地域に多様性と魅力を～
「各種事業を通した経営知識の習得や資質の

向上、女性経営者等間の交流を図ります」
主な事業

1. 地域活性化事業への協力　2. 研修会、女性会PR
3. 地域福祉活動へ協力　4. 全・関・県女連事業への参画

■建設業部会  田久保 浩一 部会長（田久保建設㈱）

～地域インフラとしての企業基盤の強化～
「受発注等に係る情報の収集と発信、

技術研修の機会を提供していきます」
主な事業

1. 行政との懇談・意見交換会　
2. 技術研修　3. 視察　
4. 受注機会の提供　5. 公民連携事業の研究

■商業部会（食品業分科会）  鈴木 和弘 部会長（㈱ミツワ堂）

～地域間競争を意識した魅力づくり～
「誘客力ある地域と多様化するニーズを

捉える個店づくりを後押しします」
主な事業

1. 地域資源活用　2. 集客促進
3. 先進地視察（会員交流）
4. 個店魅力強化支援　5. 商店会、関係機関との連携

■工業部会  吉田 茂雄 部会長（広栄化学工業㈱）

～習志野のものづくりの活性化～
「会員企業の交流を通して企業力の向上、

対外競争力の強化に向けた先端技術等の
情報共有を図ります」
主な事業

1. 会員交流　2. 産学官連携　3. 視察研修
4. 展示会出展支援　5. 会議所ネットワークによる情報発信強化

■サービス部会（金融業分科会）  布施 國雄 部会長（㈱レカムサービス）

～サービス業の多様性を地域のちからに～
「付加価値産業としてのサービスがもつ潜在力を

企業間の交流を通じて地域の魅力に繋げます」
主な事業

1. 中域商圏ビジネスマッチング
2. 業種毎情報交換会（金融機関ほか）　3. セミナー　4. 交流促進、福祉増進
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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　 ６月10日㈰　　販売士検定　２～３級　７月14日㈯

会員事業所を
     ご利用ください！

⬇ このプレートが目印 ⬇

平成30年度  習志野商工会議所の検定試験のご案内
日本商工会議所  検定試験HP  https://www.kentei.ne.jp/

試験名 実施回 試験日 受付期間 受験料
カラー

コーディネーター
検定試験®

第44回  2〜3級 6月17日㈰ 4月 3日㈫〜 5月 2日㈬ 1級　 9,440円
2級　 7,340円
3級　 5,250円第45回  1〜3級 12月 2日㈰ 9月18日㈫〜10月19日㈮

ビジネス実務法務
検定試験®

第43回  2〜3級 7月 1日㈰ 4月17日㈫〜 5月18日㈮ 1級　10,800円
2級　 6,480円
3級　 4,320円第44回  1〜3級 12月 9日㈰ 9月25日㈫〜10月26日㈮

福祉住環境
コーディネーター

検定試験®

第40回  2〜3級 7月 8日㈰ 4月24日㈫〜 5月25日㈮ 1級　10,800円
2級　 6,480円
3級　 4,320円第41回  1〜3級 11月25日㈰ 9月11日㈫〜10月12日㈮

BATIC
（国際会計検定）®

第35回  S1・2 7月22日㈰ 5月 8日㈫〜 6月 8日㈮ S1・2  10,150円
S2のみ  5,400円
S2のみ  7,990円第36回  S1・2 12月16日㈰ 10月 2日㈫〜11月 2日㈮

環境社会検定試験®
（ECO）

第24回 7月22日㈰ 5月 8日㈫〜 6月 8日㈮
5,400円

第25回 12月16日㈰ 10月 2日㈫〜11月 2日㈮

▋商工会議所の検定試験とは？
商工会議所の検定試験は、ビジネスに直結する知識やスキルを
重視し、企業が求める人材の育成をサポートする公的試験です。

▋検定試験の活用方法は？
各種の資格取得を通じて、従業員のビジネススキルの習得やキャ
リアアップ、企業の経営基盤の向上に活用でき、昇進や昇格の条
件、資格手当の対象としている企業もあります。

日本商工会議所検定

東京商工会議所検定 東京商工会議所  検定試験情報HP  http://www.kentei.org/

詳しくは経営室にお問い合わせください。  TEL：047（452）6700

試験名 実施回 試験日 受付期間 受験料

簿　　記
第149回  1〜3級 6月10日㈰ 4月 1日㈰〜 5月10日㈭ 1級　 7,710円

2級　 4,630円
3級　 2,800円

第150回  1〜3級 11月18日㈰ 9月 1日㈯〜10月18日㈭
第151回  2〜3級 平成31年 2月24日㈰ 12月 1日㈯〜 1月24日㈭

珠　　算

第213回  1〜3級
6月24日㈰ 5月14日㈪〜 5月18日㈮ 1級　 2,300円

2級　 1,700円
3級　 1,500円

（段位）
珠算暗算 2,900円
珠算のみ 2,500円
暗算のみ 1,200円

第123回  段位　 
第214回  1〜3級

10月28日㈰ 9月18日㈫〜 9月21日㈮
第124回  段位
第215回  1〜3級

平成31年 2月10日㈰ 1月 7日㈪〜 1月10日㈭
第125回  段位

日商PC検定
（文書作成）

（データ活用）

1・2・3級
Basic（基礎級）

※施行級・日時は会場（アビバ津田沼校）によって異な
　りますので、各会場校へ直接お問い合わせください。

1級　10,290円
2級　 7,200円
3級　 5,140円

Basic　 4,120円
リテール

マーケティング
（販売士）

第82回  2〜3級 7月14日㈯ 5月 1日㈫〜 6月21日㈭ 1級　 7,710円
2級　 5,660円
3級　 4,120円第83回  1〜3級 平成31年 2月20日㈬ 12月 1日㈯〜 1月24日㈭



7

　習志野商工会議所　2018.4.10

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

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　４月29日㈰ 10時～11時30分
　　　　　４月30日㈪ 10時～11時30分
　　　　　 18時30分～20時
▶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29年度 補正予算「小規模事業者
持続化補助金」の公募について
　本事業は、小規模事業者の事業の持続
的発展を後押しするため、小規模事業者
が、商工会議所等の支援を受けて経営計
画を作成し、その計画に沿って取り組む
販路開拓等の経費の一部を補助し、支援
するものです。
▶公募期間　３月９日㈮～５月18日㈮
　　　　　※当日消印有効

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

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

▶対象者　小規模事業者
▶補助率　補助対象経費の2/3以内
▶補助上限額　50万円
▶問合せ　中小企業支援室
　　　　　TEL：047（452）6700

「平成30年度 習志野市緊急地域経済
対策事業の実施と新規事業者の登録」

　市内の営繕・修理業などを営む市内事
業者に対して、重点的に市公共施設の修
繕等の発注を行い、緊急的な経営支援の
一助となる「緊急地域経済対策事業」を昨
年に引き続き行います。
▶対　象　市内で営繕・修理業を営んで
　　　　　いる事業者。個人事業者は本
　　　　　市に住所を有すること。
▶登録期間　４月２日㈪～20日㈮
　　　　　８時30分～17時（土日除く）
　　　　　※新規事業者のみ必要
　　　　　 （既登録事業者は申込不要）
▶申込期間　名簿登載日～平成32年３月31日
▶問合せ　習志野市役所 産業振興課
　　　　　TEL：047（453）7395

「ものづくり・商業・サービス経営力
向上支援事業」の公募について

　足腰の強い経済を構築するため、日本
経済の屋台骨である中小企業・小規模事
業者が取り組む生産性向上に資する革新
的サービス開発・試作品開発・生産プロ
セスの改善を行うための設備投資等の一
部を支援します。
▶公募期間　平成30年２月28日㈬～
　　　　　４月27日㈮〔当日消印有効〕
▶問合せ　千葉県中小企業団体中央会
　　　　　TEL：043（225）8221

千葉県障害者雇用優良事業所
「笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス」
認定事業所の募集について
　県では、障害のある人の雇用に対する
理解と促進を図ることを目的として、働
く意欲を持つ障害のある人を積極的に雇
用し、障害のある人もない人も共に働き
やすい職場づくりに努めている企業・事
業所を、「笑顔いっぱい！フレンドリーオ
フィス」として認定しています。
▶対象者　『「障害者の雇用の促進等に関
　する法律」の規定による雇用率2.2％
　を達成していること』など、全６項目す
　べてに該当する事業所
▶認定・公表
①ロゴマーク入りの認定書の交付

②県の中小企業者向けの制度融資
　「障害者雇用推進資金」の申請が可能
③フレンドリーオフィスとして、事業所
　 名・取組内容等を千葉県HPへ掲載及
　び事業所のHPへリンク
▶問合せ　千葉県商工労働部産業人材課
　　　　　TEL：043（223）2756

平成30年４月１日から障害者の
法定雇用率が引き上げになります
　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日から以下のように変わります。
○民間企業…2.0％→2.2％
▶留意点
①対象となる事業主の範囲が、
　従業員45.5人以上に広がります。
②平成33年４月までには、
　更に0.1％引き上げとなります。
▶問合せ　お近くのハローワークまで

平成30年度３月分からの
「協会けんぽの保険料率」について
　千葉支部の健康保険料率は据え置き
で、介護保険料率は変更となります。
○健康保険料率…据え置き
　9.89％（平成30年度３月分から）
○介護保険料率…引き下げ
　1.65％（平成30年度２月分まで）→
　1.57％（平成30年度３月分から）
▶問合せ　全国健康保険協会千葉支部
　　　　　TEL：043（308）0521

谷津遊路商店街アートフリーマーケット開催
　食品・既製品以外の手作り品なら何で
もOK！な、アートフリーマーケットです。
▶日　時　６月２日㈯
▶申込締切　５月２日㈬
▶場　所　谷津遊路商店街（京成谷津駅南口）

商工会議所からのお知らせ
会費の納入について（お願い）
　会費を「預金口座振替扱い」で納入さ
れている会員の皆様には、４月20日㈮
に貴事業所指定口座から振替させてい
ただきます。出費ご多端の折とは存じ
ますが、ご確認をお願いいたします。
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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！

税理士法人フロイデ 奏の杜ビュロー

京葉観光バス㈱ 美容室BIREAM

　『京葉観光バス㈱』は、貸切バスの輸送サービスを行っ
ています。会社や町内会の親睦旅行、学校の部活動や冠
婚葬祭の送迎など、それぞれニーズに合わせてお役立て
いただけます。初めて利用する方、サービス内容・料金
が知りたい方は、一度お電話ください。すべてのご相談
に応じながら、ぴったりのお見積もりをお出しします。

"安心・安全なバスの旅 "

　『佐倉カントリー倶楽部』は、昭和43年12月に開場し、
京成佐倉駅から徒歩５分、首都圏で駅から一番近いゴル
フ場です。名匠・富澤誠造氏が設計した全長6.673ヤード
の戦略性に富むコースには、レディースティーも各ホー
ルに設置されており、男女問わず好評を得ています。現在
平日会員を募集しています。詳細はHPをご覧ください。

佐倉カントリー倶楽部

" 駅から歩いて５分のゴルフ場 "

　谷津駅から近い『美容室 BIREAM』の店内は、スロー
プや手すりを配備しており、身体が不自由な方でも安心
してご利用いただけます。季節やトレンドに合わせ、ベ
テランスタッフの高度な技術でご満足いただけるヘアス
タイルを提供します。カットやカラー、パーマによって
受付終了時間が異なります。ぜひお問い合わせください。

"お客様ファーストの美容室"

　『フロイデ』は、税務申告、創業サポート、財務人材育
成塾や創業前の無料講座などの専門講座セミナーの開
催を行っています。弊社は「企業が目標を定めて我々が
処方箋を出し、企業が実行し、フロイデがチェック」を
して成功へ導く、中小企業の総合病院を目指しています。
なにかお困り事がありましたら、お電話ください。

住所：実籾 3-31-1　代表者：飯田 裕一さん
TEL：047（477）6211
営業時間：９時 〜17時　定休日：年末年始
MAIL：k.k.bus.0228@nifty.com

"目指せ！中小企業の総合病院"

住所：谷津 4-6-34 YSビル１階
代表者：江村 和雄さん　TEL：047（452）3433
営業時間：９時 30分〜18時30分　定休日：火曜日
MAIL：yssnet@biream.co.jp

地図 QRコード

住所：奏の杜1-3-11　所長：羽田 哲也さん
TEL：047（407）4030　営業時間：９時〜18時
定休日：土日・祝日　無料相談：毎月第２土曜日
HP：http://www.freuden.or.jp

HP QRコード

地図 QRコード

HP QRコード

住所：佐倉市飯田1000　代表者：小森 健市さん
TEL：043（485）0311　営業時間：７時〜　
定休日：１月１日、他不定休
HP：http://www.sakuracountry.co.jp/index.html


