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政権与党三重県選出国会議員と
商工会議所会頭との懇談会を開催
三重県商工会議所連合会（会長・竹林武一）は、2月17日（日）津都ホテルにて、政権与党三重県選出の国会
議員と商工会議所会頭との懇談会を開催しました。
自由民主党三重県支部連合会からは、川崎二郎衆議院議員、三ツ矢憲生衆議院議員、島田佳和衆議院議員、桜
井 宏衆議院議員、また、三重県議会議員の水谷隆氏、中森博文氏、中嶋年規氏の皆様にご臨席を賜り、当連合
会からは、県内各商工会議所会頭並びに専務理事ら27名が出席しました。
竹林会長は挨拶の中で「我が国は、少子高齢社会への対応、社会保障制度の改革、教育改革等の推進、エネル
ギー問題への取組みなど多くの課題が山積しているが、私ども経済界にとりまして、当面の課題は景気回復であ
る。安倍政権による円安、インフレ政策に期待しており経済対策の
効果が発揮されることを願っている」と述べました。
また、自由民主党三重県支部連合会会長の川崎二郎衆議院議員は
「厚生年金基金廃止問題や円高是正など課題は山積しているが、ま
ずは公共事業に対する施策を充実させ、民間投資に結びつけていき
たい。また、民間企業に合わせた公務員の給料削減を一定期間行い、
震災対策として地域で活用できるようにしていきたい。さらに三重
県は本年、伊勢神宮の式年遷宮を迎えるが、日本橋にオープン予定
の三重県首都圏営業拠点を十分活用し、観光客誘客などによる三重
▲竹林会長の挨拶
県の活性化を支援していきたい」と挨拶されました。
懇談会では、齋藤彰一副会長（四日市商工会議所会頭）が、事業
所税の廃止や四日市港の防災を含めたインフラ整備について、西村
憲一副会長（桑名商工会議所会頭）が、ＧＤＰ２％成長の実現と中
小企業支援の具体的方策やＴＰＰ交渉参加について、木津龍平監事
（上野商工会議所会頭）が、日本の人口減少のための出生率の向上
や国の福祉・教育政策と雇用の促進、内需拡大、倫理・哲学、歴史
教育の充実などについて、岩佐憲治理事（亀山商工会議所会頭）が、
新名神の亀山・四日市間の早期建設とリニア中央新幹線の早期建設
と東京・大阪間の同時開業についてそれぞれ提案を行いました。
その後、国会議員よりご指導、ご助言等をいただき、それぞれ意
▲川崎衆議院議員の挨拶
見交換を行いました。

創業をめざす方を支援します。

三重県信用保証協会
創業・企業支援課

創業グループ

〒514-0003 津市桜橋３丁目399番地
直通 TEL 059−229−6060

社会保険相談会
健康保険・厚生年金のご相談に応じています

3月・・・06日・15日
4月・・・03日・19日

伊賀越株式会社
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毎月第１水曜日と第３金曜日

※社会保険相談は午前10時15分〜午後２時45分までです

伊賀越

検

索

みえのこだわり食品マッチング交流会
２月６日、みえのこだわり食品マッチング交流会が、名古
屋市のANAクラウンプラザホテルで、食品の加工業者が販路
を開拓するために開催されました。
出展は39団体、バイヤーの参加申込数は約80社。主催は三
重県。さらに、協同組合等の産業団体８団体。百五銀行と
百五経済研究所です。
本イベントに当所として初めて「伊賀の農産物や地域性を
活かした商品・食材」をテーマに申し込み、2社が共同で出展
しました。商工会議所は、伊賀の食文化発信をコンセプトとし、
参加事業者の商品ＰＲを展開することで、相乗効果を図りま
した。
本イベントにご参加いただいた事業所は、以下の２社となります。
○ふたば園
（株） 副社長 北村徹氏（伊賀市治田）
・出展内容

自社生産の茶葉を、抹茶ラテ・ほうじ茶ラテとして手軽に楽しめるよう商品化。

・自社工場での野菜（レタス系）人工光栽培。
○
（株）
ツーライフ農園

代表者 北出茂樹氏（伊賀市川東）

・本業は農家。10町ほどの規模で減農薬米や出荷用野菜を栽培、出荷。
・農業から６次産業化を図るべく、加工･販売を手掛けた “米豆麺” を商品化。
乾麺と生麺で生産販売。
両社とも、農業から製造販売への発展のために活動する意欲と実行力を持っています。
当所は、農商工連携と農林業の６次産業化（生産者自身で加工と販売を手掛けることで収益性の高い事業を育
てる）を進め、今後伊賀の食材の流通にも積極的に支援していきます。
今回の経験をスタートとして、商工会議所との連携により “販路開拓” “商品力の向上” に寄与するモデルケー
スと位置付け、同様のニーズを抱える会員事業所への情報の発信を行なっています。

作業服・事務服・白衣・介護服・安全靴・mont.bell商品・学生服・セーラー服・園服・学校制服

（株式会社 寿被服）
上野本店

伊賀市上野愛宕町1895の1

ＯＡ機器
デジタル複合機
オフィス家具
オフィスサプライ
教育機器

☎ 21−0696㈹

FAX23−3637

E-mail：kotobuki@ict.ne.jp

地元企業に密着したきめ細かな対応力

合資
会社

双葉器械店

オフィスにかかわる事務用品・事務機器・OA機器、PC用品など、
事務所に必要な商品を取り揃えております
オフィスの困りごとにも迅速にサポート！
〒518−0822 伊賀市問屋町83 TEL 0595−21−1028 FAX 0595−21−2508
http://www.futaba-kikai.co.jp E-mail：info@futaba-kikai.co.jp
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お役に立ちます！中小企業相談所

相談はいつでもどこでも…

商工会議所サービス情報！
！

平成25年度
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税制改正のポイント

中小・中堅企業の活力強化につながる税制が拡充されます！
＊平成25年4月から開始する事業年度が対象

800万円まで交際費が経費に！【１年間】
中小企業は、800万円までの交際費が全額損金
算入できるようになります。
【現行】600万円まで9割を損金算入
【改正後】800万円まで全額損金算入

研究開発税制の上限が30％に！【２年間】
研究開発費の税額控除額の上限が、法人税額の
20％から30％に引き上げられます。【改正後】
30％
控除上限の引き上げ

【現行】
【総額型】

【総額型】

試験研究費×8～10％
＊中小企業は12％

試験研究費×8～10％
＊中小企業は12％

20％

＊中堅企業も利用可能

＊資本金1億円以下の中小企業が対象

グリーン投資税制の対象が拡大！【２年間】
商業・サービス業における店舗改修等の設
備投資が新たに減免対象に！【２年間】
商業・サービス業の中小企業が店舗改修などを
行った場合、減税されます。
特別償却（取得価格の30％）または、税額控除（7％）
の選択利用
相談

商工会議所等

アドバイス
※利用の際、商工会議所等の助言が必要
対象設備
器具・備品（１台30万円以上）
建設附属設備（１台60万円以上）

対象事業者
卸売業、小売業、サービス業、
農林水産業

国内への生産設備投資減税が創設！【２年間】
新たに国内で取得した機械などの生産設備が
減税対象となります。
特別償却（取得価格の30％）または、税額控除（３％）
の選択利用
※生産設備等への年間総投資額が減価償却費を
超え、かつ、対前年比10％の場合
＊中堅企業も利用可能

太陽光・風力発電設備の即時償却が継続されます。
コージェネ、ＬＥＤ等が新たに対象に。
7%税額控除
または、即時償却
・太陽光発電設備（10kW以上）
・風力発電設備（1万kW以上）
新規 コージェネレーション
※7%税額控除は
中小企業のみ

＊中堅企業も利用可能

7%税額控除
または、30%特別償却
・ハイブリット建機
・電気自動車
・電気自動車専用急速充電器
高効率照明（LED）
新 高効率空調
規
・ 定置用蓄電設備 等

給与支払増加額の10％を税額控除！【３年間】
給与等の支給額を５％以上、増加させた場合、増
加額の10％を税額控除できます。（法人税額の10％、
中小企業は20％まで）

＊中堅企業も利用可能

雇用促進税制の控除額が倍増に！【１年間】
増加した雇用者1人あたりの税額控除額が
20万円から40万円に増額されます。
※雇用保険一般被保険者が対象。労働基準局等に雇用計画の
提出が必要。
＊中堅企業も利用可能

LOBO調査1月分結果
平成25年1月分

〜業況ＤＩは、改善。先行きも景気回復への期待感が高まる〜

●産業別業況DI値（前年同月比）の状況（全国）
12月

12月

3ケ月見通

▲22.6

▲15.7

▲3.6

▲35.9

▲33.3

▲21.7

▲38.9

▲30.0

▲16.7

▲41.9

▲39.8

▲29.3

▲30.9

▲24.9

▲19.2

建 設 業

製 造 業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

１月の全産業合計の業況ＤＩは、▲29.6と、前月から＋ 4.5ポイントの改善。政府によ
る緊急経済対策や円安株高傾向に伴う景気回復に向けた期待感の高まりから、製造業・非製
造業を問わず企業心理の改善が見られ、
個人消費でも一部で明るい兆しが出ている。しかし、
足元では、円安に伴い燃料や原材料価格が上昇していることから、中小企業では、経営環境
の好転に対する実感が乏しい。
先行きについては、先行き見通しＤＩ
が▲19.4（今月比＋ 10.2ポイント）と、
大幅に改善する見込み。政府による公共
工事をはじめとした大型補正予算の執行
好調
まあまあ
不振
特に不振
（50＞DI≧25） （25＞DI≧0） （0＞DI≧−25） （−25＞DI）
や、輸出関連企業の業績改善を背景とし
た景気回復への期待感が高まっている。
※DI値＝（好転した企業割合％）−（悪化した企業割合％）
一方で、円安の進行による燃料や原材料
ゼロを基準としてプラス値で景気の上向き傾向を表す回答割合が
の価格上昇、電力料金の値上げなど、先
多いことをしめし、
マイナス値で景気の下向きの傾向を表す回答が
行きに対する警戒感も依然として根強
多いことを示す。
い。
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会員 ひろば
株式会社

あなたの会社やお店を
PR致します！
！
伊賀市ゆめが丘７－７－５
☎0595−26−3838

ミルボンゆめが丘工場

ミルボンは昭和35年大阪で創業、今年で53年目を迎えます。伊賀の皆さま
とは昭和45年に四十九町へ進出してからのお付き合いになります。
弊社は業務用（美容室専門）の頭髪化粧品に絞って業務展開を行っている
会社で、営業拠点は日本国内に12か所、海外に８拠点あり、タイに海外初の
工場も建築中です。
日本国内での工場は伊賀市に２か所（ゆめが丘、旧青山町）だけしかなく、
伊賀市から日本全国及び世界中に製品を供給しています。
弊社の製品は全て美容師さま（トップスタイリスト）と共同開発し、販売
は「ものを売らず、コンセプトをうる」フィールドパーソンと呼ばれる者た
ちが担当しており、ミルボン独自のビジネスモデルを構築しています。美容
室専用のため一般に市販しておらず、名前はあまり知られていませんが、私
たちの業界ではトップシェアを得ています。
工場の目標は「伊賀で働きたい企業No １になる」です。特に、女性が働
きやすい環境づくりを目指して福利厚生に力をいれており、育児休暇は５年
取れる他、通常の有給休暇20日とは別枠で40時間（看護・介護のための）有
給休暇を１時間単位で取得できるようになっています。
伊賀地域に根差し、地元の方々と共に、女性の美しい髪に貢献したいと考
えています。

H24年1月末会員数

組織率

2,771件

1,538件

55.50%

３・４ 月 主 な 事 務 局 行 事

商工業者数

３月

ト

２日・三重大連携「和田竜氏」トークイベン

４日〜６日・ 異業種交流台湾研修

５日・第４回常議員会議・正副会頭会議

都

７日〜８日・第２回通常会員総会（県連）京

日・第９回人材確保・育成政策検討会議

日・進行管理ＰＪ会議

日・緊急雇用事業「伊賀自慢キャンパス」

・社会文化部会正副会長会議

16 15 12 11
日・ 建設業部会視察研修（浜岡原発）

・伊賀ＦＣくの一激励会

日・スイーツコンサート

議会

日・第２回逸品フェアＰＪ・逸品研究会

19 18 17
日・第２回伊賀市障がい者地域自立支援協

日・雇用開発協会臨時総会（津市）

日・日商総会（東京）

日・異業種交流懇談会

・わいがや会議

理事会（県文）

会員の動き

26 25 22 21
日・通常議員総会

27

日・第２回三重県商工会議所女性会連合会

29

日・正副会頭会議

４月

上野商工会議所

２日・専務理事会議

４日・アクサマネジメントカンファレンス

（名古屋）

日・新入会員との懇談会

７日・忍びの里「魅力満載ウオーキング」

日・新規学卒就職者激励会ならびに

19

日・県下ＣＣＩ正副会頭等親睦ゴルフ大会

教育セミナー

日・（県連） 東南アジア経済事 情視

27

18 16 15
日〜

察

日〜

21

三重県公安委員会第55000161号認定
ANZEN

株式会社

安全警備
本
社
〒518−0809

三重県伊賀市西明寺622−5
T E L （ 0 5 9 5 ）2 6− 1 7 1 7
F A X （ 0 5 9 5 ）2 6− 3 2 6 0
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会議所の動き
柿木道子氏 新春講演会 １月27日㈰
（公財）日
本電信電話
ユーザ協会
との共催で
新春講演会
を開催しま
した。
今 年 は、
大阪道頓堀
のシンボルともいうべき、大阪名物くいだおれ女将こ
と柿木道子氏をお招きしました。柿木氏は、創業者で
ある父から経営全般を任されて、店を立て直した中興
の祖というべき方です。古さが目立つ店は衰退の一途
をたどっていました。世の風潮は「古いのはダメ、論
外。切り捨てろ」
。そんな意見が大勢を占める中、店
の伝統を守ることにこだわって再興させました。
・初めて責任者を任された。その心構えは？どう取り
観光部会 NAVIGA

組んできたか。
・創業者からの生え抜きの熟練従業員に対して、後継
者としてどう向き合うのか。
・伝統はあるものの値打ちが暴落してしまった経営資
源と職人技をいかに生かすか。
・お客様からいかにして満足と評価を “引き出す” の
か。
上記のテーマについて「聞き上手」「引き出し上手」
の観点から、ご講演いただきました。
柿木氏自身、経営立て直しにあたって様々なコンサ
ルタントのご高説を数多く伺ってきたとのことです。
先駆者の “講演” をどうやって自分に生かしていくの
か。その “聞き上手” の手法について実体験を交えて
示していただきました。さらに、気難しいであろう熟
練の職人から快く協力を取りつけた “引き出し上手”
の手法を示していただきました。当日は、約100人の
観客を迎えての盛大な催しとなりました。

１月17日㈯〜23日㈬

しゅんどう

時代劇「蠢動」のロケが伊賀地域各所（伊賀上野城
周辺・崇廣堂・入交家住宅）で行われました。本ロケ
では、当NAVIGAで募集したエキストラも出演しま
した。作品は江戸時代中期が舞台となるため、エキス
トラ全員が当時のメイク（髷を結い、その他微調整）
と武士の衣装を身に纏っての撮影となりました。特に
メイクには、映画の大スクリーンとハイビジョン映像
にも粗が目立たないようにするために開発された最新
鋭技術を用いられているとのことで、出演したエキス
トラにとっては非常に貴重な体験ができた場となりま
した。撮影場所の１つ崇廣堂では、主要な出演俳優か
らも、作られたセットと比べて迫力が段違いだとの声
工業部会 『視察研修』開催

もいただきました。
なお、「蠢動」は、2013年末の公開を目指して鋭意
制作中です。当NAVIGAでは、関連情報を発信して
いきますので、ご注目ください。
当所観光部会は、NAVIGA活動を通して伊賀の情
報発信をしています。映画やドラマ、バラエティ番組
のロケ地候補として、一定の認知が進みつつあります。
NAVIGAでは、エキストラ出演、ロケ活動のサポー
トボランティアを募集しています。ご登録いただきま
すと、映画などの制作関連情報、伊賀地域周辺がＴＶ
に登場する予定を随時配信しています。

２月６日㈬

工業部会の視察研修を実施し、津市にありますジャパ
ンマリンユナイテッド㈱津事業所と、三重県工業研究所
を視察致しました。今年度は木津龍平会頭、出後秀雄
工業部会長をはじめ、12事業所・14名の方にご参加いた
だきました。
ジャパンマリンユナイテッド㈱は、今年１月にユニバー
サル造船とIHIマリンユナイテッドの２社の統合により新
たに発足したばかりの企業で、津事業所はその製造拠点
の一つとして大型運搬船の建造において世界有数の実績
を誇っています。まずビデオを見ながら企業の概要につ
いて説明をいただいた後、約74万㎡にも及ぶ広大な敷地
をバスに乗って一周しながら見学させていただきました。
１艘の船舶が完成に至るまでに約１年間。膨大なリソー
スを用いながら、確かな技術力で顧客のニーズに合った
製品を完成に導いていくとのことでした。
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続いて視察致しました三重県工業研究所は、県内企
業の技術支援を目的とした県直轄の研究機関です。施設
内では、多種多様な最新の研究設備を見て回ることがで
きました。自動車部品の特質のメーカーによる違いなど、
研究者の方の説明も非常に興味深いものばかりでした。
短い時間でしたが、最先端のものづくりと研究開発の
現場に触れ
ることが で
き、参加者
一同大変刺
激を受けた
視察研修と
なりました。

異業種交流懇談会『オープンセミナー』開催

２月18日㈪

異業種交流懇談会（中井茂
平座長）主催のオープンセミ
ナーを開催致しました。当日
は悪天候にもかかわらず、60
名以上の方にお集まりいただ
きました。
今回は、アジアを中心とし
た海外のビジネス事情と経済
動 向 に 精 通 し て お ら れ ま す、
愛知淑徳大学ビジネス学部長の真田幸光教授をお迎え
して、
「日本の経済課題と地域再生」をテーマにご講
演いただきました。
90分間のご講話では、近年の国際経済の概観や為替
相場の今後の見通し、そして現在の日本の経済政策に
潜むリスクなどについて幅広く解説して下さいまし

た。自らの足で集めた現場の情報を基としたその熱の
こもったお話は、非常に説得力のあるものでした。
そうした現在の経済情勢を踏まえ、真田教授は経営者
の目線から今の混沌の時代を生き抜くためには、世界
全体に目線を広げて企業自らの立ち位置（製品のニー
ズ、競合他社や最大の評価を与えてくれる顧客の存在）
を正確に把握することが必要であるとおっしゃられま
した。国内に生産拠点を置きながら国際的に商売ので
きる元気な中小企業を増やしていくことによって日本
経済再生への道は切り開ける、と述べてお話を締めく
くられました。
地方に根差し日々奮闘する企業関係者の方にとって大
変刺激になる内容のご講演となり、非常に意義深いセ
ミナーとなりました。

女性会だより 映画「蠢動」映画関係者へ炊出し
時代劇映画「蠢動」（三上康雄監督）の撮影が1月中
旬に伊賀市を中心に行われ、1月２２日入交邸撮影時
に、女性会理事が映画撮影関係者に伊賀の食材を使っ
た温かい昼食「のっぺい汁」、夕食に「伊賀牛カレー」

女性会だより 臨時総会・新春懇談会開催
臨時総会では平成25年度役員改選について審議さ
れ、会長池本初子さん（新任）
、副会長町野礼子さん
（留任）
、西出孝子さん（留任）、森西博美さん（新任）、
監事小林可世子さん（留任）
、中村昌子さん（留任）、
直前会長 清水利恵さんが承認されました。任期は平
成25年〜26年の２年間です。４月より新体制でスター
トしますのでよろしくお願いいたします。
その後親睦委員会の担当で新春懇談会を、来賓に木
津会頭、木戸専務理事、川端事務局長をお招きし、上
野商工会議所で開催しました。㈲ボディリラックス代
表取締役大家靖史様に「健康的コミュニケーション」
と題してご講演をいただきました。実際体を動かした
り、腸もみストレッチをしたり、また明日をよりよく
健康に豊かに生きるためには「心がけ」が大事で目標
をもち「できる」とプラスの言葉を使い前向きに暮ら

青年部だより 『２月例会』開催！

１月22日㈫

を作り、おもてなしをさせ
ていただきました。寒い中
の撮影でしたので、大変喜
んでいただきました。
２月７日㈭
すことが大切だ
という事を学び
ました。この一
年も元気に過ご
す為、新春に相
応しい有意義な
講演会になりま
した。
その後、おい
し い 食 事 の 後、
ピアニストの澤しのぶ様による美しいピアノ演奏や、
親睦委員企画の風船ゲームで盛り上がり、恒例の芭蕉
ふるさと音頭で閉会となりました。会員が親睦を深め
有意義な一日となりました。

２月13日㈬

今月の例会は
なかなか委員会
の担当で、委員
会例会を開催致
しました。
まず、はじめ
に「エンジェル
タッチ講習会」

をIT委員会が主動となって行いました。エンジェル
タッチとはグループウェアシステムのことで、今まで
青年部関係の案内等はFAXでさせていただいてまし
たが、来年度からはこのシステムを利用して案内をさ
せていただくということで、使い方等について講習会
を行いました。その後、来年度青年部設立25周年を迎
えるにあたっての記念事業について各委員会にわかれ
て協議いたしました。
上野商工会議所ニュース
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✿✿

合格おめでとう

✿✿

東商検定試験結果
第29回福祉住環境
コーディネーター検定試験

平成24年11月25日（日）

第33回カラーコーディネーター
検定試験

平成24年12月２日（日）

第13回環境社会（eco）
検定試験

平成24年12月16日（日）

級

２級

３級

級

２級

３級

級

設定なし

受験者数

14名

８名

受験者数

６名

４名

受験者数

55名

合格者数

5名

４名

合格者数

１名

２名

合格者数

16名

28.3％

合 格 率

26.9％

49.5％

合 格 率

53.5％

合 格 率

52.9％

ワーク・ライフ・バランス

事・育児にかける時間は、１日あたりたったの１時

ワーク・ライフ・バランスという言葉、聞いたこ

間18分、イギリスでは３時間46分です。いかに少な

とがありますか？

あまり聞きなれないかもしれま

間33分（内閣府調べ）
。ちなみにアメリカでは４時
いかおわかりですよね。

せんが、これは「仕事と生活の調和」のことを指し

そこで、ワーク・ライフ・バランスなのです。先

ています。国が推進する施策ですが、その背景にあ

に述べたように、仕事と家庭生活の調和を図るとい

る少子高齢化が進むなかの労働力人口の確保という

うのがその意味ですが、実際は、仕事が生活のほと

問題、そこに女性の力を活用しようというのです。

んどを占めていた男性に、仕事にかけていた時間を

そのためには、女性が安心して仕事を続けられるよ

減らして、もっと家庭で過ごす時間を増やしてほし

うな環境を整える必要があります。

いと言ってる気がします。男性の帰りが遅ければ、

共働きの世帯が、片働き（夫婦のどちらかだけが

家のことは全て女性がすることになります。女性も

働いていること）の世帯数を上回るようになり、今

同じように仕事をしてきて疲れているのに…。共に

までのように女性が家事・育児をするのに時間をか

働いているのですから、家事や育児など家の中のこ

けられなくなりました。でも、周囲に「家事・育児

とも分担すべきだと思いませんか。だから、仕事の

は女性の仕事」という意識が残っているため、女性

時間を短縮することを考えてください。仕事の量を

はどこか窮屈な思いをしていると思うのです。
「カ

減らすのではなく、今している仕事の内容や作業の

ジメン」
「イクメン」が増えても、家事・子育ての

仕方を見直して、効率よくできる方法を見つけてく

責任は女性の方にあると思っていませんか？

男性

ださい。それができれば、男性にも家事や育児をす

は家事や子育てに携わるようにはなりましたが、ま

る時間が持てるようになり、仕事を持つ女性が感じ

だまだ「手伝う」という意識が抜けていない気がし

ている窮屈さが少しはなくなっていくのかな、と思

ます。６歳未満の子どもがいる家庭での男性の家

います。

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実
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高年齢者雇用安定法が改正されます
平成25年４月１日施行

事業主のみなさん、あなたの会社は希望者全員が65歳まで働くことが出来る制度になっていますか？ 急速な
高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境
の整備を目的として法改正が行われました。

｢雇用継続制度｣の対象者を
労使協定で限定できる仕組みが廃止されました。
定年の年齢を65歳未満としている企業は、以下のいずれかの対応が義務付けられます。

希望者全員を対象とする
65歳までの
雇用継続制度の導入

65歳以上への
定年の引き上げ

定年の定めの廃止

なお、義務違反の企業に対する公表規定が導入されます。
詳しくは最寄りのハローワークへお問い合わせください。

改正高年齢者雇用安定法・改正労働契約法説明会
定年に達した方を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を、労使協定で限定できる仕組みの廃止
についてなど説明会を実施します。

日
場
定

時
所
員

3月15日（金） 13：30〜15：00
ハローワーク伊賀２F 会議室
40名（先着順）

お申し込みは、ハローワーク伊賀

平成25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

平成25年４月１日から、障害者の法定雇用率が
現行1.8%から2.0%へ引き上げされます。

従業員50人以上56人未満の事業主の
みなさまは特にご注意ください
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用
しなければならない事業主の範囲が、従業員56人
以上から50人以上に変わります。
また、その事業主には、以下の義務があります。
◆毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハロー
ワークに報告しなければなりません。
◆障害者雇用推進者を選任するよう努めなければ
なりません。

TEL 0595−21−3221

企業・商品・サービスなどのPRに
ご活用ください

会報広告を募集しています
発 行 日

毎月５日発行（年10〜11回）

発行部数

約1,800部

配 布 先

会員事業所・各官公庁関係機関・各地
商工会議所など

広告の種類

募集対象は会員事業所に限ります。

A

縦4.5㎝

横17.6㎝

１回 8,000円

B

縦4.5㎝

横 8.8㎝

１回 4,000円

※お申し込み・お問い合わせは広報担当まで
上野商工会議所ニュース
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〜「三重大学伊賀連携フィールド」の活動 〜

ハイトピア伊賀３F上野商工会議所地域活性化センターに設置
三重大人文学部

伊賀連携フィールド

上野商工会議所

「忍者」と「まちづくり」を軸にし伊賀に密着した、研究
や現地授業まちづくりの提案など地域活性化の研究拠点
として設置

伊賀市

平成24年度の主な活動
忍者文化協議会

まちづくり協議会

市民講座「忍者・忍術学講座 忍者とは何か」
６回講座開催

伊賀忍者古文書講座６回講座開催

三重大学生による、まちなかアンケート調査の実施
（商業者・住民・観光客向け）

多くの皆様が受講して下さいました

厳しい感想が多かったです

留学生による伊賀訪問

まちなか塾の開催
何とかしたい皆様に集まって
いただき、自分ならどうする
をテーマに話し合っていま
す。
「まちなかに、こんなと
ころあるの知らなかった！」
と散策も実施

平成25年度予定

4

20

土

10：30〜12：00

和菓子づくり体験

三重大学人文学部留学生 宿泊体験研修実施
（中国・タイ・ドイツ・スウェーデン・ロシアなど多国からの留学生）

忍者市民講座にご参加を！！

5

18

土

忍者ヨガ体験

6

15

土

10：30〜12：00

10：30〜12：00

三重大学

伊賀流忍者博物館顧問

7

20

土

10：30〜12：00

8

17

9

土

10：30〜12：00

21

土

10：30〜12：00

忍者の身体 忍術書と「孫子」の兵法 忍器の使用法 義盛百首の世界 忍術と妖術 忍術に見る修験道の影響

伊賀流忍者博物館名誉館長

川上

仁一

片倉

望

黒井

宏光

三重大学

本廣

陽子

三重大学

吉丸

三重大学

雄哉

山田

雄司

古文書講座は10月から開催予定

三重大学連携フィールドで取り組めばよい内容があれば、どしどしご意見をお寄せ下さい。
三重大学連携フィールド事務局 電話 0595−21−0527

地域のお客様の「困った」を解決！そして躍進！
IT活用のトータルソリューションをご提案

ネットワーク株式会社

伊賀市上之庄1282番地の２

キャノン製品
取扱パートナー

世界最速！ローコスト！
フルカラープリンター
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〒518−0121

TEL 0595−21−7211 FAX 0595−21−7272

http://www.network-corp.co.jp
E-mail: network@network-corp.co.jp

アクサのメディカルアシスタンスサービス
メディカルコンサルテーション（名医によるサービス）

被保険者へ、
「セカンドオピニオン」や「優秀専門医の紹介」サービスを通してひとつ上の安心をご提供
いたします。

セカンドオピニオン

より良い治療を選択するために、日本を代表する各専門分野の名医（総合相談医）と面談して、現在の診
断に対する見解や今後の治療方針、治療方法などについて意見（セカンドオピニオン）を聞くことができます。

優秀専門医の紹介

セカンドオピニオンの実施後、総合相談医がより高度な専門性を必要と判断した場合、病名や症状に合わ
せて、優秀専門医を紹介いたします（無料で紹介状を作成します）。

24時間電話健康相談サービス

被保険者とその同居のご家族のこころとからだに関するさまざまなご相談に医師・保健師・看護師などの
経験豊かなスタッフがお応えします。
●看護師・医師などによる医療・健康相談／看護・介護相談
●夜間・休日の医療機関案内
●医療関連情報サービス（内容によっては、回答が翌日になる場合があります。）
※アクサのメディカルアシスタンスサービスは、対象商品の被保険者に業務委託先であるティーペック株式会社が提供します。アクサ生命が提供する保険商品の一部
を構成するものではありません。
※メディカルコンサルテーションは病名が判明している場合、または医師から治療方針が提示されている場合のみ利用可能です。
※各サービスをご利用の際には諸条件があります。
※サービスの内容は予告なく中止、変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

新設法人説明会の日程について
日

時

場

所

内 容
講 師
受講料
主 催
後

援

３月21日（木）
13：30〜15：00（予定）
伊賀市上野丸之内500
ハイトピア伊賀３階 ホール
「新設法人のための税金」について
上野税務署 法人課税部門 上席国税調査官
無料
上野税務署
伊賀市緑ケ丘本町168 電話 21−0950
社団法人伊賀法人会
伊賀市上野丸之内500 ハイトピア３階
電話 24−5774 FAX 24−5796

市内ゆかりの史跡吟行散策

芭蕉さんを知りたい!!
松尾芭蕉翁ゆかりの史跡を散策して、芭蕉さん
のことをもっと知ろう。
と
き ３月16日（土）
と こ ろ ハイトピア３F 受付
参 加 費 2,000円
（春のときめき弁当&お菓子代）
募集定員 先着60名
主催・お問い合わせ
上野商工会議所

社会文化部会

今なら、
純新規取扱分のみ
金庫事務取扱手数料無料
（平成25年3月29日迄）

業務部

059−354−9971

上野商工会議所ニュース
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第55回

受付中!!

新規学卒就職者激励会＆セミナー開催

今春、各企業で迎えられます新入社員の皆様の歓迎の集いを開催いたします。第１部は式典、第２部は教
育セミナーです。新社会人としてスタートを切る新入社員の皆様を祝福するとともに、勤労意欲を育む時期
に社会人としての自覚を認識し、ビジネスマナーの基本を習得し、即戦力として企業に貢献できるよう研修
講座を開催します。貴社の新入社員研修教育の一つとして、是非ご活用下さいますようご案内いたします。
と

き

と こ ろ
参 加 費
持 ち 物
申込締切日
お問合せ

平成25年４月18日（木）〜 19日（金）
18日 ハイトピア伊賀３階 上野商工会議所
19日 ハイトピア伊賀５階 多目的大研修室
参加者１名につき（テキスト代、18日昼食代含む）
会員（上野商工会議所、伊賀市商工会、ユーザ協会） 4,000円 非会員 8,000円
筆記用具・手鏡
３月22日（金）
上野商工会議所 TEL 21−0527 FAX 24−3857

【第１部】 式
典 18日 午前８時30分〜午前９時15分
【第２部】 教育セミナー 18日 午前９時30分〜午後５時30分 19日 午前９時〜午前11時30分
講師

〜みなみ トレーニング ラボ〜 南

紫津子先生

（18日） □ビジネスマインド
プロフェッショナルの求められる資質
□ビジネスマナーの基本
印象づくりの重要性
□ビジネスコミュニケーション 良い関係づくりの基本
（19日） □研修の振り返り、確認
□接客・訪問・電話応対の練習
□伊賀市でご活躍の職人の皆様をお迎えして 〜地元の伝統文化、技を実感して〜
□まとめ テーマ（目標）を持つ
※教育セミナーは、どなたでも参加いただけます。

本 のある暮らし

情報提供 宮脇書店 上野店

12｜上野商工会議所ニュース 2013.3.5

皆さんは普段病院に行き診察を受け薬を出された
ら ど う し ま す？ 普 通 の 人 な ら 何 も 気 に せ ず お 医 者
さんが診断し選んで出された薬を飲むでしょう︒私
もそうです︒出された薬を飲めば治ると思い何も気
にせず飲んでいます︒でも実はその薬が自身の命を
縮 め て い た ら ど う し ま す？ 実 は 副 作 用 が 出 て い た

︒本書は間違った知識で盲目に医者を信じ寿命
ら …
を縮めない の心得が分りやすく書いてあります︒

一度に３種類以上の薬を出されたことはありませ
んか？ 高血圧と言われ色んな薬を飲んでいません
か？ 医療 費が国 の財政 を逼迫している中︑無駄な
お金を使わず正しい知識で医療と向き合ってみるた
めにも本書をオススメします︒

47

今月のおすすめの１冊

「医者に殺されない47の心得」
近藤 誠 著
アスコム 刊 定価 1,155円（税込）
ご紹介しました「本」は貸出し致しますのでご連絡ください。

