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　地方の小さな蔵から海外の産地まで直接足を運び、造り手の想いをぎゅっと詰め込んだ自慢のセラーから
その魅力とともに多くの人に喜びを届けたい…習志野にはそんな酒屋があります。

えちごや酒店（東習志野）
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2018.11.10　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）

開催　　　 建設業部会
「視察研修会」参加者募集！

　建設業部会（田久保 浩一 部会長）では、東京ビックサ
イトで開催される住宅・ビル建築に必要な建材、住宅設
備、管理ソリューションから、次世代の都市インフラに必
要なICTソリューションまでが出展する日本初の総合展

「住宅・ビル・施設・Week」への視察研修会を開催します。
多くの方のご参加お待ちしています。
日　程　12月13日㈭
場　所　東京ビックサイト
費　用　6,000円　　　定　員　25名
申　込　中小企業支援室（山野井・浅利）

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

　　　第30回
「マスターズゴルフ大会」を開催

　 報告

　10月２日㈫、『第30回マスターズゴルフ大会』が、佐倉
カントリー倶楽部で開催されました。当日は天気も良
く絶好のゴルフ日和に恵まれ、123名の参加者が快適な
プレーを楽しみました。見事、優勝に輝いたのは巻川 晃
司さん（アピール㈱）、２位は小林 君江さん（メガネのア
イキョー）、３位は三代川 文史朗さん（㈱三代川運送）で
した。おめでとうございます。

【賞品提供企業一覧（五十音順・敬称略）】
㈲アールナカノ／アクサ生命保険㈱／アシザワ・ファイン
テック㈱／池田測量登記事務所／イズミヤ企画㈲／㈱
オーエンス／オービックシーガルズ／キリン住宅㈱／京葉観
光バス㈱／㈲京葉警備保障／京葉交通㈱／京葉フォーク
リフト㈲／㈱京葉レヂボン／佐倉カントリー倶楽部／三英
電設㈱／㈱サクラ設備／三興ベンディング㈱／三成産業㈱
／サービス電機㈱／㈱シールズ／白鳥製薬㈱／新京成電
鉄㈱／㈲住宅問題／スマイルテック㈱／セイスイ工業㈱／
税理士法人フロイデ／太平洋機工㈱／㈲高橋化粧品店／
大和商事㈱／千葉県税理士会千葉西支部／㈲東習保険
事務所／東洋熱工業㈱関東支店／東和製罐㈱／（公社）
習志野青年会議所／㈲習志野葬祭／ネステック㈱／花島
電業㈱／㈲花澤運送／㈱樋口製作所／㈱ビッグアイ／㈱
福葉水道／豊栄工業㈱／増田運輸㈱／㈱丸山工務店／
㈱三代川運送／㈱メッセエレクトリックサービス／柳澤運
送㈲／㈱ラフォーレ／㈱レカムサービス（ドコモショップ津
田沼店、ドコモショップ津田沼北口店）／㈲ロック・ブレイブ
多くのご提供ありがとうございました。

白鳥会頭から優勝トロフィーを受ける巻川さん（左）

　　　「最新キャッシュレス
入門セミナー」を開催
　 報告

　10月５日㈮、『最新キャッシュレス入門セミナー ～
キャッシュレスの可能性、現金しか使えないの危険性～』

（商業部会、地域・街づくり委員会共催）を開催し、31名
が参加しました。講師は、日本のキャッシュレス化の推
進に携わる、一般社団法人日本キャッシュレス化協会 専
務理事 髙木 純 氏。セミナーでは、急速に広がるキャッ
シュレス決済について、
その実情や今後の動向、
最新の決済手段などが幅
広く説明され、「知らな
い、できないでは顧客に
選ばれない」との危機感
を持つ関係者が熱心に耳
を傾けました。

　　　サービス業部会
「第10回ビジネス商談会」を開催

　 報告

　10月９日㈫、サービス業部会（布施 國雄 部会長）主催
による、『第10回ビジネス商談会』（習志野、浦安、船橋、
八千代、千葉、東京商工会議所江戸川支部）が船橋商工会
議所で開催しました。本商談会はビジネス交流会、ビジ
ネス情報交流会等で繋がった事業所とより具体的な商
談ができる場の提供、
地域外への販路拡大に
繋がる機会を提供する
ことを目的としていま
す。当日は36事業所
が参加し、積極的な商
談が行われました。

会員事業所を
ご利用ください！

⬇ このプレートが目印 ⬇

㈱テックエステート 茜浜ホール事務所
お問合せ・ご予約 ［10：00〜16：00］

TEL：047（408）0205
FAX：047（452）0170

http://www.akanehama-hall.jp

〒275-0024 習志野市茜浜2-7-2

キャッシュレスの動向に
注目が集まっています

たくさんの商談が行われました
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　習志野商工会議所　2018.11.10

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

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  HP：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

　　　「異文化コミュニケー
ション講座」を開催
　 報告

　当所では、10月19日㈮に日本マナーOJTインストラ
クター協会 森 みゆき 氏をお招きし、『異文化コミュニ
ケーション講座』を開催しました。当日は11名が参加し、
インバウンドの概要や他地域での取り組み事例、簡単な
英語を使った表現方法等についての説明が行われまし
た。外国人への接客に
悩む飲食店経営者やイ
ンバウンドに興味を持
つ受講者が真剣に講座
を受け、インバウンド
への理解が深まった講
座となりました。

　　　工業部会
「先端技術見学会」を開催

　 報告

　工業部会（吉田 茂雄 部会長）では、習志野市産学官連
携プラットホーム事業と共催で、10月23日㈫に中小企業
の技術と技術伝承・人材育成の現場を視る『先端技術見
学会』を開催しました。当日は、ロケットや航空機の先
端部分などを手掛ける㈱北嶋絞製作所（東京都大田区）
と高精度精密機械部品の加工などを手掛ける㈱日の出
製作所（神奈川県川崎市）へ赴き、作業の体験や現場視察
を通して高い加工技術や、社員育成・技術伝承などにつ
いて学ぶ機会となりました。

㈱日の出製作所にて

㈱北嶋絞製作所でへら絞り加工を体験

　　　女性会
「山梨県視察研修会」を開催

　 報告

　女性会（田村 裕子 会長）では、10月23日㈫～24日㈬に
『山梨県視察研修会』を開催しました。本視察では「食
の安全と環境問題」をテーマに、「グリーンアウトレット
1/2」「社員特価販売1/2」という独自の取り組みを行い
食品ロス問題に取り組む㈱桔梗屋や、安全・安心・高品
質な飲料水を供給するため徹底した環境のもと生産し
ている富士ミネラルウォーターアクアワークスなどを見学
しました。参加者は担当の方が話した食の安全・環境へ
の想いを真剣な眼差しで聞いていました。

㈱桔梗屋にて

　 お知らせ　　　　　　2019年版
「ビジネスノート」を配布します

　ダイアリーや年齢早見表、郵便料金表、経営情報、商工
会議所活用ガイドなどが掲載された『2019年版ビジネス
ノート』（会員限定）を無料で配布します。
　ご希望の方は、同封チラシをご記入のうえFAXまたは
郵送にてお申込みください。
※１事業所１冊に限ります（無くなり次第終了）
※後日、職員がお届けにあがります
問合せ　中小企業支援室

コミュニケーションツールの
作成をする参加者



特集

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（10月31日現在）。無担保・無保証人］4
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！

円滑な経営のバトンタッチに向け、
事業承継の準備を始めましょう！

　経営者の能力や意欲が経営の多くの部分を支える中小企業や小規模事業者にと
って、事業承継は大きな課題ですが、一方で経営者の高齢化や後継者難等により
準備が進んでいないのが実情です。当所では、市内事業所における事業承継の
実態を把握するためのアンケート調査を実施しました。

★「後継者候補がいる」企業44％のうち、「候補者に意志を伝えている」企業は73％
★「後継者候補」のうち、親族（息子・娘等）は75％、親族以外は25％
★「後継者候補がいる」企業ほど、事業承継の準備・対策を進めている

事業承継の準備・対策を進めるには、

まずは後継者を決定することが重要。

「後継者候補」の状況について

後継者候補がいますか？問1 問2 後継者候補は誰ですか？ 問3
親族や役員・従業員等の中で
後継者候補にしたい人材はいますか？

【出典】（株）帝国データバンク「中小企業における
事業承継に関するヒアリング調査」 （2016年）

■ 既に準備している

■ これから準備する

■ 現時点では準備していない

■ 現在は事業承継を考えていない

■ いる （44％）

■ いない （56％）

いる
44％

いない
56％

■ 息子 （58％）

■ 娘 （7％）

■ 親族 （10％）

■ その他 （25％）娘
7％

その他
25％

親族
10％

息子
58％

【参考】経営者の年齢別にみた事業承継の準備状況

47.7％ 32.3％ 15.4％ 4.6％

49.5％ 30.7％ 15.2％ 4.6％

42.9％ 29.9％ 19.7％ 7.5％

33.3％ 11.7％ 30％ 25％

19.5％ 7.3％ 36.6％ 36.6％

10080604020

80歳代〜

70歳代

60歳代

50歳代

〜40歳代

0 (%)

「まだ大丈夫」が一番の問題です！「まだ大丈夫」

■ はい （18％）

■ いいえ （82％）

はい
18％

いいえ
82％

実態1

調査結果のポイント［※アンケート調査より一部抜粋］

習志野版

概要

調 査 期 間

平成30年7月1日— 9月30日
調 査 対 象

会員事業所
調 査 方 法

会報折込 および 聞取り調査
回 答 社 数

145 社
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　習志野商工会議所　2018.11.10

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！

【参考】事業を引き継いだ際に問題となったこと（小規模法人・個人事業者） 「中小企業白書2017」より

問4 後継者候補のいる事業所のうち、事業継承に向けて取り組んでいること

「事業承継の準備」の状況について

相談

相談

連携

連携相談

中小企業経営者
個人事業主

国の支援機関
◉よろず支援拠点
◉事業引継ぎ
　支援センター

専門的な支援者
◉税理士・弁護士
◉公認会計士
◉中小企業診断士 など

身近な支援者
◉習志野商工会議所

中小企業支援室  ☎ 047（452）6700問合せ

事業承継の
相談先のイメージ

中小企業の事業承継をサポートする商工会議所の取り組み
　当所では、税理士などの専門家、事業引継ぎセンター等の関係機関と連携して事業承継の支援

を行っています。まずはご連絡・ご相談ください。

　事業承継診断の実施や専門機
関の紹介・斡旋を受けることが
できます。経営の「見える化」、
会社の「磨き上げ」といった事業
承継に向けた準備について専門
的な助言が受けられます。

具体的な準備（財務、税務、人事等の点検）に取り掛かっている

役員や従業員、取引先等の関係者に伝えている

後継者教育や人脈・技術の引き継ぎの準備を進めている

4020 300 10

29％

39％

39％

(社)

相談相手・支援施策資産経営全般

■ 小規模法人 （n=1,168）　　　■ 個人事業者 （n=946）

25

20

15

10

相続税・
贈与税
の負担

親族間の
相続問題
の整理

資産や株式
等の買取
のための
資金負担

分散した
株式の
集約

支援施策・
支援機関
がわから
なかった

引継ぎ後の
相談相手
がいない

引継ぎ前の
相談相手
がいない

引継ぎ
までの

準備時間
が不足

取引先
との関係

維持

社長が
なかなか
決まらな
かった

金融機関
への個人

保証の免除

金融機関
からの借入

が難しく
なった

技術・
ノウハウ
の引継ぎ

役員・
従業員

からの支持
や理解

社内に
右腕となる
人材が不在

5

0

(%)

22.8

15.2

17.5 18.2
16.3

19.9

5.7
3.8 3.1 2.6

1.7

6.6 6.6 6.1
4.7

5.7

1.8
0.3 0.1

1.3

8.6
6.8 6.8 6.3

4.8 4.7

1.3 1 0.6

22

＝

実態2
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2018.11.10　習志野商工会議所　

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18日㈰　　珠算検定  １～３級 段位  ２月10日㈰

習志野ソーセージの
テントは終始行列を
作りました

　10月13日㈯・14日㈰、津田沼公園にて「習

志野ドイツフェア2018」が開催され、２日間

で約28,000人の方が来場しました。来場さ

れた方々はドイツ民謡を聞きながら習志野

市のご当地グルメ「習志野ソーセージ」を片

手にビールを飲み、大変盛り上がりました。

　また、習志野ソーセージの新作となる「ス

モークウィンナー」も販売され、来場者からは

「食べ比べるとそれぞれの違いがよく分かっ

た。スモークの風味がビールとよく合い、と

ても美味しかった」と話していました。

　10月27日㈯・28日㈰、津田沼駅周辺商業地域の賑
わい創出と「津田沼」のイメージアップを目的に、当
商工会議所と駅周辺の商店会、大型店、千葉工業大学、
鉄道会社の大型連携イベント「津田沼Halloween 
PARTY」が開催されました。ハロウィンパレードに
は２日間で446人のお子様とそのご家族が参加し、仮
装姿で津田沼駅周辺を練り歩きました。またお菓子
ラリーには1,700人を超えるお子様達が参加し、津田
沼駅周辺にある８つのお菓子配布ポイントを廻りま
した。各会場では「Trick or Treat !!」と合い言葉でお
菓子を貰う姿が見られました。

習志野ドイツフェア2018
習志野ドイツフェア2018

会場の
様子

秋を彩る２大イベントが開催されました！

津田沼ハロウィンパーティー

ナラシド♪と写真を撮る
パレード参加者

多くの方がお菓子
ラリーに参加しました
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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

「金融相談会・一日金融公庫」開催
　年末年始の資金、設備・運転資金が必要
な方はぜひ「金融相談会・一日金融公庫」
へご参加ください。
▶日　時　11月26日㈪
　　　　　10時〜16時（要予約）
▶場　所　習志野商工会議所特別会議室
▶共　催　日本政策金融公庫 船橋支店
○商工会議所のマル経融資をご利用ください！
▶限度額　2,000万円
▶利　率　年1.11%（10月24日現在）
▶返　済　運転資金 7年以内、
　　　　　設備資金10年以内
※詳しくは同封のチラシをご覧ください
▶問合せ　中小企業支援室

みんなで囲碁入門参加者を募集中！
▶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　11月29日㈭10時〜11時30分
　　　　　11月30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
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
産業廃棄物中間処理場

廃棄物の事は全てお任せ下さい！

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/
TEL：047（473）1638

お知らせ
労働講演会「２枚目の名刺の可能性～自分
を変える社会を変える笑顔になる～」開催
　習志野市では、働きやすい環境づくり
への取り組みを促すことで、職場環境の
改善と就労意欲の向上、労働者の定着率
向上につながることを目的とし、労働講
演会を実施しております。「副業」につい
て考えている、希望する労働者へ会社外
で自分の経験やスキルを活かし、一人ひ
とりが大切にする価値観を表現できる新
しい働き方を知りましょう。
▶場　所　モリシアホール（オフィス棟４階）
▶日　付　11月19日㈪
▶参加費　無料
▶定　員　80名（事前申込優先）
▶対　象　習志野市内・近隣在住、在勤
　　　　　労働者、副業に興味のある方
▶保　育　１歳以上の未就学児（10名まで）
　　　　　（※11月14日まで要事前申込）
▶問合せ　習志野市産業振興課
　　　　　TEL：047（451）7755

習志野文化ホール開館40周年記念
平成30年度 習志野文化ホール自主文化
事業のお知らせ
1『習志野シンフォニエッタ千葉メンバー
　 が贈る クリスマスコンサート in
　 モリシアホール』
▶日　時　12月22日㈯
　①【親子向け】14時開演（13時 開場）
　②【大人向け】17時開演（16時 開場）
▶料　金　【全席自由】
　①一　般：1,500円　子ども：500円
　②一　般：2,500円 ※未就学児入場不可
▶場　所　モリシアホール
2『習志野シンフォニエッタ千葉第１回演奏会』
▶日　時　平成31年２月24日㈰
　　　　　16時 開演（15時 開場）
▶料　金　【全席指定】※未就学児入場不可
　一　般：4,000円　ペ　ア：7,500円
 《学生席》
　高校生以下： 500円　大学生：1,000円
▶場　所　習志野文化ホール
3『オペラ＆オペレッタ ガラコンサート』
▶日　時　平成31年３月17日㈰
　　　　　13時30分 開演（13時 開場）
▶発売日　11月17日㈯ 10時〜
　　　　　（電話14時〜）
▶料　金　【全席指定】※未就学児入場不可
　　　　　S席：3,500円 Ａ席：3,000円
▶場　所　習志野文化ホール
▶問合せ　習志野文化ホール
　　　　　TEL：047（479）1212

「木下大サーカス」柏公演開催のお知らせ
　「☆スーパーミラクルイリュージョン☆
木下大サーカス」柏公演へのご来場お待ち
しております。
▶日　程　９月15日㈯〜11月26日㈪
　　　　　（実公演60日）
※休演日：毎週木曜、９月19日㈬、
　　　　 10月17日㈬、11月14日㈬
▶場　所　セブンパークアリオ柏特設会場
▶問合せ　木下大サーカス柏公演公演事務局
　　　　　TEL：047（162）0009
※先着200名様に無料ご招待券をプレゼ
　ントいたします。習志野商工会議所窓
　口にお申し出ください。
▶通用期間　10月15日㈪〜11月26日㈪
　　　　　※休演日を除く

平成30年度  第72回

 
平成30年10月１日～平成31年３月31日

⃝共同募金へのご寄付は「全額損
　金」扱いとなり法人税の優遇措
　置が適用されます。
⃝貴社の在庫品を社会貢献に役
　立てるとともに相応金額を全
　額損金とすることができます。
⃝多額のご寄付にご協力いただ
　いた企業さまには国や県等の
　褒章制度があります。
⃝赤い羽根共同募金は高齢者、障
　がい者、子どもへの支援等、地
　域の福祉活動に使われるほか、
　西日本豪雨、北海道胆振東部地
　震等の災害支援にも役立てら
　れます。

社会福祉法人 千葉県共同募金会
千葉市中央区千葉港 4-3
県社会福祉センター 2F
TEL：047（475）5255
https://www.
akaihane-chiba.jp/

福祉施設入所者を招いた交流会の実施
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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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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！

　『タミヤロボットスクール』は、ものづくり体験
を通じて子どもの発想力や想像力を養うための教
室です。当教室ではこどもパソコン「Ichigo Jam」
でロボットを動かす基礎（BASIC言語によるプログ
ラミング）を学習します。子どもはロボットが動く
楽しさから、さらに複雑な動きをさせてみようと試
行錯誤を繰り返し、そこから難しい“原理原則”を学
びます。興味のある方はぜひご入会ください。

タミヤロボットスクール津田沼教室
"ロボットプログラミングで

楽しく学ぼう！"

花工芸 フルフラワー

　『花工芸 フルフラワー』では生花やプリザーブド
フラワ―を使用したフラワーアート・ブーケなど、
お客様の好みに合わせたオーダーメイド作品を制
作・販売、フラワーアレンジメント教室の運営、企
業様向きに胡蝶蘭やスタンド花のご注文を受け付
けています。季節の花を飾った店内は遊びに来るだ
けでもほっとする空間です。皆様のご来店心よりお
待ちしています。※駐車場有り

" 一点もののフラワーアートを
お届けします "

　京 成 津 田 沼 駅から徒 歩５分にある『BROWN 
SOUND COFFEE』は今年で３周年を迎えます。当
店では栽培から収獲・選別・生産処理など徹底管理
されている高品質な豆のみを使用し、お客様のお好
みに合わせた淹れ方（プレスまたはドリップ）でコー
ヒーをお楽しみいただけます。ワッフルやパニーニ
などのフードメニューとともにバリスタが一杯一杯丁
寧に淹れた自慢のコーヒーを、ぜひ味わってください。

"スペシャルティコーヒーを
お楽しみください"

住所：津田沼 2-8-11　代表者：息才 鳩美さん
TEL：047（472）6049　営業時間：10時〜19時（L.O.18時15分）
定休日：月・木　HP：http://www.brownsoundcoffee.com

住所：船橋市前原西 2-23-2　代表者：大竹 和子さん
TEL：047（471）9337　FAX：047（455）6173
営業時間：10時〜17時　定休日：不定休

地図 QRコード

住所：【hvala room】谷津1-11-13 ２階　代表者：鮫島 慎一さん
MAIL：tamiya.tsudanuma2018@gmail.com
クラス：全24回 【水曜日】第２・４水曜日 16時15分〜17時45分

 【土曜日】第２・４土曜日 10時15分〜11時45分
HP：【タミヤロボットスクール津田沼教室】https://tamiya-

robotschool.com/school/detail.html?id=1047

HP QRコード

BROWN SOUND COFFEE

HP QRコード




