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東南アジア経済事情視察ミッション団を派遣
～平成25年4月21日（日）から26日
（金）までの6日間～
三重県商工会議所連合会（会長：竹林武一）は、平成25年４月21日（日）から26日（金）までの６日間、カンボジ
アとタイへ県下商工会議所専務理事ら13名による東南アジア経済事情視察ミッション団を派遣しました。
当連合会では、昨年ベトナム、一昨年インドネシアへ県内の事業者など企業活動のグローバル化に対応するた
め、投資・販路開拓を目的としたミッション団を派遣してまいりました。
しかしながら、今般、国の「中小企業経営力支援法」は、中小企業の海外展開の支援強化や経営革新等の支援
機関としての法認定など商工会議所は高度な支援機関としての機能が求められており、今まで以上に商工会議所
職員の資質向上が必要となってまいります。
そこで、当連合会は、国の施策に対応するための法改正セミナー、海外展開に必要なノウハウの取得研修を行
うと共に東南アジアへ経済事情等の現状を視察するミッションを実施しました。
どうほう

カンボジアでは、道法清隆ジェトロプノンペン事務所所長と三重県からカンボジアへ進出されています桑原健
造桑原鋳工㈱社長からカンボジアの経済事情と進出の状況等についてご説明いただき、その後、現在建設中の桑
原鋳工㈱の工場を見学いたしました。
タイでは、百五銀行バンコク駐在所事務所、ジェトロバンコク事務所、日本政府観光局バンコク事務所、三重
県アセアンビジネスサポートデスクを訪問し、立花信之百五銀行バンコク駐在所事務所長、橋本逸人ジェトロバ
ンコク事務所長、水野兼悟三重県アセアンビジネスサポートデスクから、それぞれ最新タイの経済情勢、投資、
ビジネス状況について、また益田 浩日本政府観光局バンコク事務所長からは、タイからの訪日観光客の状況な
どについてご説明いただきました。
さらに、三重県からタイへ進出されていますメイワモールドタイランド㈱〈㈱明和製作所（三重郡菰野町）〉、
サイアムヤマモリ㈱〈ヤマモリ㈱（桑名市）〉へ訪問し、大矢知公則メイワモールドタイランド㈱社長、尾﨑 真
サイアムヤマモリ㈱社長よりそれぞれタイへの進出経緯や現状、またタイの経済事情などについてお話をお聞き
しました。
今後、視察研修を生かし、海外展開の支援や投資・販路開拓等の相談強化のため、ジェトロを始めとして関係
機関と連携した取り組みを図ってまいります。

▲道法所長
（正面左側）と桑原社長（正面右側）

伊賀越株式会社
2｜上野商工会議所ニュース 2013.6.5

▲尾﨑サイアムヤマモリ㈱社長（正面）

伊賀越

検

索

市民夏のにぎわいフェスタ2013
「子どもからお年寄りまで、来る人すべてが一日楽しく遊べる空間」をテーマに
中心市街地・銀座通り・本町通りを歩行者天国にして開催します。

と

平成25年8月18日㈰ 正午〜午後9時

き

銀座通り・本町通り・中之立町通りの一部

ところ

楽座出演者・伊賀の産業展出展者募集！！
楽

座

楽

日頃の活動成果の発表の場としてどうぞ！
●内容
参加規程に準ずる
例 大道芸（飴細工、綱渡りなど）
各種展示（写真、絵画、盆栽など）
趣味の会（囲碁、将棋、お茶会など）
パフォーマンス（落語、似顔絵など）
●参加料
原則無料
※出店内容により有料となります

●締切
平成25年６月14日
（金）

市

一味違ったあきないを一日楽しんでください！
●募集店定数
約200店
●出店スペース及び料金
お申込み・受付は
1ブース：間口2.7m×奥行1.8m

3,000円

終了いたしました。
多数のお申込み
ありがとうございました！
！
●電気使用料

※屋外スペースです。日よけやテントなどは各自ご用
意ください。
※1ブースを超える持ち込みテントスペースについて
は、面積により金額を加算します。
（3,000円単位）

1,000円

（支給の照明器具以外の電器を使用される場合のみ）

伊 賀 の 産 業 展
伊賀をリードする企業が出展します！！

伊賀市内の製造業を中心とした産業のPR・振興の
ため、産業展を開催します。
ふるってご応募ください。
参加申し込み・お問い合わせは…TEL21−0527 FAX24−3857（月〜金曜日9：00〜16：00）
市民夏のにぎわいフェスタ実施委員会事務局（上野商工会議所内）

みんなで『市民夏のにぎわいフェスタ』を盛り上げましょう！
！
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会議所の動き
新入会員のつどい開催 ４月15日㈪
平成24年3月から平成25年４月の間にご加入いただ
いた新会員さんを対象に「新入会員のつどい」を開催
しました。11事業
所の方にご参加い
ただき、自己紹介
や事業所内容の説
明、自社商品など
をＰＲしていただ
き、又、会議所へ
の要望や意見を聞
観光部会 NAVIGA

かせていただく良い機会になりました。
木津会頭、木戸専務理事より会議所事業の概要、
「上
野商工会議所を上手に活用する秘訣」という事で、部
会活動、経営相談や融資、各種共済制度について部会
長や担当よりご説明させていただきました。また、卓
話ということで、三重県産業支援センター ものづく
り支援課 課長 村上和美氏より各種補助金について
お話いただき、盛りだくさんの内容となりました。
今後も会議所を利用していただき、相互に交流発展
していけるよう努力していきたいと考えております。

５月９日㈭

伊賀上野城ほか上野公園一帯において、時代劇の映
画撮影ロケが行われました。
当所観光部会NIVIGA活動の一環としてロケ誘致を
推進しており、映画撮影ロケは今回で３回目を数えま
す。当日は、エキストラ40名が早朝６時に集合し、全
員が江戸時代の武士姿（裃姿20名、兵士20名）に扮し
て撮影に臨みました。
映画撮影ロケ誘致活動は、地域活性化の一環と位置
付けています。特に時代劇のロケでは、現地集合が早
朝になることが一般的です。順調にいけば午前中くら
いで撮影は終了するようですが、もちろん長引くこと

も多々あります。そのため、エキストラ参加者は丸一
日予定をとって参加されます。こうして集まったエキ
ストラの方々は、ロケ当地で観光やグルメを楽しむよ
うです。こういったロケが各地で行われています。
日本全国に、こうしたエキストラ参加を趣味とする
人がいて、エキストラ参加と当地観光をしているよう
です。関連する様々なネットワークも活発に動いてい
るようです。当所観光部会NAVIGAもその１つです。
当所観光部会NAVIGAが運営しているロケ誘致活
動は、多数の方々の来訪が期待される事業として推進
してまいります。

女性会だより 平成25年度上野商工会議所女性会通常総会開催
「伊賀路」さんにおきまして平成25年度上野商工会
議所女性会通常総会を開催いたしました。
新会長の池本様より「女性のパワ一をおおいに事業
に生活に発揮しましょう」とご挨拶いただき、明るく
なごやかな雰囲気の中、総会を進行させていただけた
のは皆様のご協力とあたたかいお心のおかげと深く感
謝いたします。
講演会には伊賀市健康推進課より保健師の宮田様に
おいでいただき「心の健康」についてお話いただきま
した。自分の周りの大切な人達のちょっとした変化へ
の「気づき」またそのことへの「声かけ」が大切だと
うかがいました。

５月23日㈭

午後は中部電力㈱
の小林秀樹氏により
ます「エネルギーと
省エネ」について現
状のエネルギー需要
や消費の傾向など
コーヒータイムの和
気あいあいの中わかりやすくお話いただきました。
総会準備や進行等に力不足の点多々あったと思いま
すが、皆様のご指導をいただき、これから成長してい
きたいと存じます。ありがとうございました。
研修委員会 委員長 樋口優子

今なら、
純新規取扱分のみ
金庫事務取扱手数料無料
（平成26年3月31日迄）

業務部

4｜上野商工会議所ニュース 2013.6.5

059−354−9971

青年部だより

伊賀上野NINJAフェスタ2013協賛事業『巨大忍者パチンコ 忍パチくん！』開催！
４月７・14・21・28日 場所：北伊勢上野信用金庫駐輪場

NINJAフ ェ ス タ 実 行 委 員 会 の 担 当 で、 伊 賀 上 野
NINJAフェスタ2013協賛事業『巨大忍者パチンコ
忍パチくん！』を開催致しました。お子様向けに巨大
忍者パチンコをす
るまでに、２つの
ミニゲームを用意
し、獲得した玉を
使って最後に巨大
忍者パチンコをす
るという内容でし
ました。ミニゲー

５月３・４日 場所：岡三証券横特設会場

ム開始時点で１つ玉を獲得していて、二つのミニゲー
ムで成功した数が追加され、パチンコ台で３か所のポ
ケットいずれかに入ればオリジナル缶バッチを景品と
して、楽しんでいただきました。また、５月の３日４
日には飲食ブースも設け、お腹も満たしてもらえるよ
うに致しました。４月の日曜は天候の悪い日もござい
ましたが、５月の連休は天候もよく予想を上回る方に
体験していただき、盛大に開催することができました。
企画・準備等大変な部分もございましたが、参加いた
だいた方の楽しんでいる表情を見ることができ、参加
者一同有意義な事業を終えることができました。

青年部だより 平成25年度第1回（通算第34回）東海ブロック商工会議所青年部連合会会員総会・会長会議
可児市福祉センターにおいて、平成25年度第１回（通
算第34回）東海ブロック商工会議所青年部連合会会員
総会・会長会議が開催されました。
平成25年度東海ブロックYEGスローガンは、「まつ
りだョ！YEG全員集合」ということで承認されました。
会員総会ではまず初めに、昨年行われました第25回
東海ブロック大会春日井大会の事業報告及び収支決算
に始まり、各議題につきまして滞りなく承認されまし
た。その後、東海ブロックの単会会長より現在のそれ
ぞれの活動、PRなどの報告会が行われました。
その後の会長研修会では、会員増加に向けた取り
組みと、既存会員の参加率の向上をテーマに、日本

青年部だより 『５月例会』開催！

YEG出 向 者 を
テーブルに交え、
グループディス
カッションを行い
ました。
その後、場所を変
えて懇親会を開催
しました。全国会長研修会（熊本県水俣市で11月開催
予定）、全国大会（栃木県宇都宮市で平成26年２月開
催予定）のPR活動、各単会同士の交流、各地方のブロッ
ク活動にも取り組んでいる全国各地の青年部メンバー
との交流を図りました。

５月８日㈬

今月の例会は竹の子委員会の担当で、
「逃歩中」を
テーマに委員同士の結束と団結をさらに強めることを
目的に、委員会対抗の「鬼ごっこ+刑ドロ+隠れんぼ」
の要素をもったゲーム「逃歩中」TV番組の「逃走中」
「密告中」をベースに走る事を禁止した改良ルールで

上野商工会議所

会員の動き

４月27日㈯

於：上野運動公園

委員会対抗で行いました。夜間での開催でしたが、メ
ンバー一同真剣に取り組み、夏のにぎわいフェスタや
25周年事業等で子供達と触れ合う前に、メンバーも少
しだけ童心に帰ってみた例会となりました。

商工業者数

H25年4月末会員数

組織率

2,771件

1,540件

55.58%

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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お役に立ちます！中小企業相談所

商工会議所サービス情報！
！

相談はいつでもどこでも…

小規模企業振興委員
皆様と商工会議所を結ぶパイプ役
皆さまと経営指導員とのパイプ役として小規模企業
振興委員が各地区にいます。
振興委員は、各地区業界から商工会議所の委嘱によ
り構成されています。経営上のご相談、課題解決に向
けて皆さまと商工会議所を結ぶパイプ役です。

身近で親切なアドバイザー
経営・税務・経理・法律、事業資金など、お近くの
振興委員にお声掛けください。皆さまからの相談を受
けた振興委員は商工会議所・経営指導員と協力して、
皆さまの経営改善のお手伝いをさせていただきます。

LOBO調査とは？

事業主

（小規模事業者）

税

務

小規模企業
振興委員

労

務

経

営

商工会議所
経営指導員

小規模企業振興委員
委 員 名

事業所名

TEL

住

所

東

美恵

アズマ㈱

24-8641

三田956-5

井上

弘一

双和商事㈱

23-5511

問屋町28

上田

律子

マルソー上田㈱

21-2408

大野木1408

榎

正和

榎ふとん店

21-3886

下友生2229

熊井

義行

てんとう虫

21-1941

緑ヶ丘南町3908-33

三好

博子

㈱みよしや

23-3035

佐那具町915

村井

元治

むらい萬香園

21-1173

小玉町3130

吉岡

登

吉岡燃料店

21-0935

平野東町43

LOBO調査4月分結果

“CCI（Chamber of Commerce and Industry）
−Quick Survey of Local Business Outlook”（商工会議所早期景気観測）の
略で、商工会議所のネットワークを活用して、各地域の「肌で感じる足元の景気感」を全国ベースで毎月調査しています。

〜業況ＤＩは、
４カ月連続の改善も、仕入価格上昇を懸念〜

平成25年4月分

●産業別業況DI値（前年同月比）の状況（全国）
2月

3月

3ケ月見通

▲6.4

2.0

2.0

▲27.4

▲24.4

▲11.7

▲15.7

▲15.7

▲14.0

▲25.4

▲25.9

▲17.1

▲17.2

▲7.3

▲6.5

建 設 業

製 造 業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

４月の全産業合計の業況DIは、▲15.2と、前月から+4.5ポイントの改善。円安・株高
が続く中で、企業や消費者のマインド改善は一段と進んでおり、建設業や輸出関連企業な
どを中心に持ち直しの動きは継続している。しかし、足下では、売上が改善しているものの、
燃料（原油、ガス）や原材料、電力料金などのコスト増により、収益に結びつかない企業
が多く、景気回復への実感が乏しいとの見方も根強い。
先行きについては、先行き見通しDI
が▲9.6（今月比+5.6ポイント）と、大
幅 に 改 善 する見 込 み。燃 料や原 材 料、
電力料金などのコスト負担が増す中で、
好調
まあまあ
不振
特に不振
価 格 転 嫁に苦慮 する中 小企 業 からは、
（50＞DI≧25） （25＞DI≧0） （0＞DI≧−25） （−25＞DI）
先行きを懸 念する声が多いものの、円
安・株高を背景に、好調が続く建 設 業
※DI値＝（好転した企業割合％）−（悪化した企業割合％）
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
や輸出関連企業、持ち直しの動きを強
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
める個人 消費が下支えし、回復基調は
多いことを示す。
続くと見られる。

がんばる企業を応援します！

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

6月・・・05日・21日
7月・・・03日・19日
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
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設備投資にかかる特別税制措置のご案内

俊介

年度役員紹介

鹿野

子日

佐那具医院

鈴木

光雄

岩雄

伊賀上野ケーブルテレビ㈱

㈳伊賀青年会議所

野口

日本機械部品㈱

徹

▼第一副会長＝本城 理
（伊賀越㈱）
▼幹事＝中村明良
（Ａ エ
･ ース設計）

会長

伊賀上野ライオンズクラブ

▼会長エレクト＝中井茂平
（上野ガス㈱）
▼副会長＝松本正博
（㈱上野建築研究所）
▼幹事＝鈴木孝治
（㈱名阪ステンレス工業）

会長

上野東ロータリークラブ

（伊賀上野ケーブルテレビ㈱）

▼会長エレクト＝中村晶宣
（中村糀店）
▼副会長＝田中愛一郎
（丸タ田中青果加工㈱）
▼幹事＝小坂元治

会長 ㈱伊賀

上野ロータリークラブ
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６・７ 月 主 な 事 務 局 行 事
６月
３日・サービス部会役員会・総会・講演会
・伊賀学検定反省会
４日・第１回常議員会議
・第１回労働保険の未手続事業一掃対
策連絡会議（津）
５日・社会文化部会総会
６日・ 第 回人材確保・育成政策検討会議（津）
７日・小規模企業振興委員第一回連絡会議
９日・第１３４回簿記検定試験
日・専務理事会議（津）
日・正副会頭会議
・中心市街地活性化協議会進行管理Ｐ
Ｊ会議
・第 回産業政策検討会議（津）
日・青年部例会
・中小企業相談所長会議（津）
日・第２回スタッフ研修（県文）
・郷土産業部会役員会
・くノ一ファンクラブ会議
日・記帳継続相談会
日・三重大連携フィールド市民講座
日・第 回カラーコーディネーター検定
試験
日・工業部会総会並びに講演・懇親会
日・市民夏のにぎわいフェスタ楽市楽座
担当委員会
日・青年部三役会・役員会
日・第１９８回珠算検定試験
日・通常議員総会
・異業種交流懇談会
日・第２回スタッフ研修（県文）
・ 県女連第１回理事会（四日市都ホテル）
７月
７日・第 回福祉住環境コーディネーター
検定試験
・全国あんざんコンクール
９日・中心市街地活性化協議会進行管理Ｐ
Ｊ会議
日・第 回３級販売士検定試験
日・第 回エコ検定試験
30

14 72

（医）
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平成25年4月1日施行

２．不合理な労働条件の禁止
有期労働契約者と無期労働契約者との間で、期間
の定めがあることによる不合理な労働条件の相違
を設けることを禁止すること。
お問い合わせ 伊賀労働基準監督署 TEL21−0802

改正労働契約法のポイント
１．無期労働契約法への転換
有期労働契約が繰り返し更新されて通算５年を超
えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定
めのない労働契約（無期労働契約）に転換できる。

ていただきますので、当所までお問い合わせください。
【対象者】
青色申告書を提出する中小企業等
【運用の条件】
◦商工会議所などからの経営改善に関する指導及び助
言を受けていること。
◦対象設備は、「建物付属設備」で60万円以上のもの
及び「器具及び備品」で30万円以上のもの（中古
を除く）です。（適用の要件は他にもあります。）
中小企業では、
「商業、サービス業」の設備投資を
応援する特別な税制措置（商業・サービス業・農林水
産業活性化税制）を実施いたします。
この制度を利用すれば、
①設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす（30%
特別償却）
。
②税額の控除（7%）を受ける。
のいずれかを選択でき、納税額を少なくすることがで
きます。設備投資をご検討の方は、詳細をご案内させ

有期労働契約の新しいルールができました！

協会けんぽ

ミ ー ム ス

三重支部

平成25年度保険料率のお知らせ

25年度の健康保険料率・介護保険料率は、
24年度と同じ率に据え置かれます。
厳しい経済状況の折ですが、皆様の医療・健康・
生活を支えるため、このようなご負担につきまして、
何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

健康保険料率

9.94%

介護保険料率

1.55%

◦40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）
は、健康保険料率に介護保険料率が加わります。
◦平成25年３月分の保険料額から適用されます。

自己の拠り所
家庭や職場で問題が起きた際、解決に向けての決
断や行動の基準がはっきりしていれば迷いがなくな
り、不安は解消するでしょう。
その基準とは、問題解決の拠り所のことです。大
切なことは一方では、私利私欲を捨てることであり、
もう一方では、
自分の本分を自覚することなのです。
本分という言葉には、「人が本来尽くすべき義務」
という意味があり、
「責務、つとめ、使命、職責、職務、
役目、責任」などの同義語があります。その本分を
果たしていくのが私たちの日々の生活だともいえる
のです。

会員の皆様

M−EMS環境プログラム説明会のご案内

三重県では、費用負担の少ない環境マネジメント
システムの制度「M−EMS（ミームス）」を推進し
ています。M−EMSは、「環境」をツールに「経営
改善」に取り組む活動を皆さんと一緒になって推進
していくシステムです。環境マネジメントシステム
に関心をお持ちの事業者様は、是非この機会にご参
加ください。
日
時 ６月14日（金） 13：30〜15：30
場
所 名張商工会議所４階
お問合せ先 一般社団法人 M-EMS認証機構
☎059−221−1605

私たち一人ひとりには、社員、経営者、教師、生
徒、親、子供などのように、それぞれの立場におい
て必ずなすべきこと、果たすべき責務があります。
大事なのは、普段から、自分は何をすべき人間な
のか、自分の責務は何なのかをしっかり見つめてい
くことです。
何らかの問題が起きた
時、自分の本分を拠り所
にして考えることができ
れぱ、解決の糸口が与え
られ、前進への突破口が
開けることでしょう。
社団法人倫理研究所『職場の教養』より

申し込みにより出張年金相談を実施します

事業所へ出張し、年金相談等を実施します。個人の年金相談、加入記録の照会、年金請求準備、見込額の
試算、夫婦の年金、継続雇用と年金など事業所側の相談も可能です。65歳までの継続雇用と年金・給与のバ
ランスを検討する上で参考になります。８人以上の申し込みで、午前午後の半日単位、平日設定です。申し
込み後、日程を調節します。費用は無料です。
【主催・申込先】 街角の年金相談センター津（オフィス）
…日本年金機構の委託事業として全国社会保険労務士会連合会三重県社会保険労務士会
が運営する年金相談専門のオフィスです。
TEL 059−264−7700 津市丸之内養生町4−1 森永三重ビル１階

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
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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

会員 ひろば
イタリア料理

リストランテ チッタ

伊賀市上野農人町423 ☎0595−22−8320 定休日：火曜日
営業時間：ランチ11：30〜14：00 カフェ 14：30〜17：00 ディナー 17：00〜L.O.20：30

「リストランテ チッタ」では旬の食材はもちろん
のこと、イタリアの郷土料理に敬意を払いながら、目
でも楽しめる様なお料理を心がけて提供させていただ
いております。
魚介は和歌山県串本町の漁港から直接買い付けを行
い、お野菜は全国の旬の物をふんだんに取り入れてお
ります。お肉は地元の伊賀牛は言うまでもなく、三重
県産のさくらポーク、ジビエの季節には鈴鹿山脈で獲
れた野生の猪や、鹿肉などを使っております。
素晴らしい食材を
使いその素材の味を
ストレートに表現し
たいと思っていま
す。食事を楽しんで
いただく空間は築百
年の町屋を改装し、

森のエコステーション伊賀

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

モダンかつ、どこか私達日本人のノスタルジーに語り
かけてくるような懐かしさを感じさせるレストランに
演出されております。
皆さまのお越しをスタッフ一同心よりお待ち申し上
げております。

伊賀市緑ケ丘本町4152−1 緑ケ丘中学校グラウンドとなり
☎0595−24−4141 24時間 年中無休

今年５月より緑ケ丘中学校グラウンド北側、JAい
がほくぶ上野とれたて市さん隣にアルミ缶、新聞、雑
誌、ダンボール、ペットボトルの無料回収ステーショ
ンをオープンいたしました。
家庭から、事業所からでる資源物の処理にお困りで
はありませんか？お買い物や外出のついでに、何時で
もお好きな時に是非ご利用ください！
一冊から大量でもOK ！屋根付き建物で雨の日でも
平気！！ ご家庭に長
期間置いておかなく
てイインデス！広々
スッキリ♪
私たちが責任をも
って正しくリサイク
ルします。

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

☎ 21−0696㈹

FAX23−3637

E-mail：kotobuki@ict.ne.jp
上野商工会議所ニュース
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若者の採用・育成に積極的な中小・中堅企業の皆さま

オレオレ詐欺被害発生！

「若者応援企業宣言」
をしませんか？

〜息子を名乗る男に騙される！〜

「若者応援企業宣言」事業とは・・・
一定の労務管理の体制が整備されており、若者のた
めの求人を提出し、若者（35歳未満）の採用・育成
に積極的であり、通常の求人情報よりも詳細な企業情
報・採用情報を積極的に公表する中小・中堅企業を「若
者応援企業」として、積極的にPR等を行う事業です。

被害者宅に息子を装った男から
「会社のお金を使ってしまった・・・お金を戻さないと
横領罪で捕まってしまう。」
との電話があり、現金を小包にして宅配した事案が発
生しました。

一定の労務管理体制

これは詐欺！ 犯人がよく使うワード

積極的に若者（35歳未満）を採用・育成

「携帯電話番号が変わった。」
「不倫相手を妊娠させた。」
「会社の金を使い込んでしまった。」
「現金を小包やレターパックで送ってほしい。」

詳細な企業情報・採用情報を公開

若者応援企業宣言
ハローワークが積極的に御社をＰＲ！
！
お問い合わせ
ハローワーク伊賀
☎21−3221
三重労働局求職支援室 ☎059−261−2941

人権コラム
だれもが輝く社会とは、幸せな社会をつくること
だと思います。私たち一人ひとりがどうすれば幸せ
に生きていけるか、そういう幸せな社会をどうつく
るかだと,思います。個人の能力が十分発揮されな
ければなりません。それには、能力を100%発揮で
きる環境（社会）がいかにできているかではないで
しょうか？価値観やライフスタイルが多様化する
中、男女の働き方や家庭生活への関わり方も変わっ
てきています。ひとつに「ワーク・ライフ・バラン
ス」があります。仕事と家庭のバランスがとれてい
る、これは確かにそうなのですが、仕事と生活の二
分は難しく、仕事の外は、家庭、地域、また、趣味
の時問といろいろあって、それらを調和することだ
と思います。特に女性の場合例えば、子育て中の専
業主婦は、仕事をしていないとしても、子育てのみ

「携帯電話番号が変わった。」はウソです！
まずは、息子の前の電話番号に確認を。
このような不審な電話があった時は、110番または
最寄りの警察署へ通報してください。

三重県警察
に幸せを感じているのでしょうか？趣味や友達との
時間、地域での活動などバランスが取れていること
が大切であって、バランスがとれた生活を送ること
が、心の豊かさにつながると考えています。
では、心豊かなゆとりある生活を送るために、誰
もが家庭と仕事の両立を可能にするために、ちょっ
と見方を変えてみましょう。働くとはお金を稼ぐこ
とですが、自分の周り「はた」を「らく」にするこ
とと見方を変えてみると、家事や地域活動もすべて
働くことなのです。固定的な役割分担意識でなく、
働くことは家族のために、地域のために、社会のた
めに役立っている。役立つことの意識は自分の自己
実現、生きがいに繋がっていくと思います。あなた
は穏やかな気持ちでいられますか？職場は、家庭は、
男性女性一人ひとり輝いていますか？生きがい、働
く喜び、誰もが輝くために話し合う。会話から笑顔
へワーク・ライフ・バランスで幸せな社会を実現し
ましょう。

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

<議員選挙・選任のお知らせ>

任期満了の10月に実施

商工会議所の議員選挙は、公職選挙法とは異なり、選挙の方法、選挙権数などにおいて違いがありますので、
会員の皆様にはこの内容をご理解いただき、議員選挙が円滑に行われますようご協力をお願い申し上げます。
■議員は商工業者の代表です
商工会議所の議員は、約1,600会員の中から選ばれ

■議員の定数は100名
平成25年10月末日をもって任期満了となり、議員

た代表の100名の方々で、任期は３年となっています。

選挙が行われます。会員の代表として広く商工業者

国が制定した「商工会議所法」により会員事業所の中

の意見を反映するために地域や業界の幅広い範囲か

から選出されます。議員の方には、商工会議所目的・

ら行います。議員は選出方法により「１号議員」、
「２

使命を理解し活動を実践していただくことにより、地

号議員」、「３号議員」と呼ばれており、選出方法も

域社会の活性化、地域商工業の発展に欠かせない重要

異なっておりますが、選出が終われば議員はすべて

な立場となっていただくことになります。

同一の資格となります。

■選挙のしくみ
◦１号議員の選任
定数50名で、会員の立候補届、又は推薦届出を行った者の中から、会員及び会員以外の特定商工業者の投
票によって、会員の中から選ばれた議員です。
◦２号議員の選任
定数35名で、業種別の部会が部会員の中から選任した議員です。会員は、10の部会のいずれかの部会に所
属し、その部会からそれぞれの定数内で選任されます。
各部会が選任する議員数は部会員数と普通会費負担口数を勘案して、10部会に割り当てます。各部会では
部会総会を開催し、割り当てをもとに議員となる企業の選任を行います。これは、総合経済団体である商
工会議所が、一部の業態や地域等の偏りをなくすためです。
◦３号議員の選任
定数15名で、地城内の経済界の重要人物や市民の信頼深い人など、会議所運営上欠くことのできない人物
を、１号議員の選挙権を有する会員の中から、常議員会の同意を得て会頭が選任します。
◦選挙有権者
選挙権を行使出来るのは、選挙人名簿に登録されている会員で、すでに納期限の経過した会費が納入され
ていなければならない。
又、会員以外の特定商工業者で平成25年度の負担金が納められていること。
◦選挙権
１号議員選挙の場合、会費１口について１個とし、１口増すごとに１個を
加えるが１人の行使する最高は30個で制限されている。又特定商工業者は
１人１個である。
◦被選挙権
これは選挙人名簿に登録された会員に限るが、会員であっても未成年者や
禁錮以上の刑罰に処せられて５年を経過していない人は議員になれない。
◦候補者負担金
議員は一般の選挙と異なり、企業が議員となる。議員となった企業は、商
工会議所の議員の職務を行う者の届出（議員職務執行者届）が必要である。
１号議員の立候補届ならびに、２号、３号議員の就任承諾時には、選挙運営費用として負担金を納付して
いただくことになっている。
◦商工会議所役員も改選となります。
現在の役員（会頭、副会頭、専務理事、常議員及び監事）も10月末日をもって任期満了となりますので、
議員改選後の臨時総会において選任され、新体制での会議所活動が開始されることになります。
なお、選挙日程については選挙管理委員会で決定されますので後日お知らせ致します。
上野商工会議所ニュース
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『会員企業を応援します！
！』
会員事業所のための

推進期間

安心共済

5月13日（月）〜6月30日（日）

期間中、職員、
アクサ推進員が訪問させていただきますので、是非ご加入いただきますようお願い申し上げます。

共済福祉制度加入促進キャンペーン実施中
１．役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
２．保険期間は１年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
３．医師による診査は不要です。
（告知のみでお申込いただけます。）
４．法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。
（法人税基本通達 9−3−5）

共済の特徴

商品の一例
対

象

商

品

名

非更新型定期保険
役 員 向

目

的

死亡退職金・弔慰金の準備にご活用いただけます。

無配当終身保険
役員・幹部社員の退職慰労金・弔慰金準備にご活用い
（低払いもどし金特則付） ただけます。

残りわずかです！お急ぎください！

従業員向

個 人 向

特定退職金

従業員の退職金準備にご活用いただけます。

終身医療保険

病気・ケガによる入院を一生涯保障します。

介護終身保険特約

特約を付加することにより当社所定の要介護状態を保
障します。

情報提供 宮脇書店 伊賀上野店

先日︑今年度の営業見通しを発表し営業利益が１
兆８千億円と前年度の１兆３千億を大幅に超える業
績予想を発表し︑復活を印象付けたトヨタ︒この発
表により国内にも景気回復感が出てきたのではない
でしょうか︒
さて︑そのトヨタと言えば徹底したコスト削減で
も有名ですが今回紹介する本はトヨタ勤続 年以上
の元現場リーダー達が語るトヨタの知見をまとめた
１冊です︒
片づけができていない職場ほどムダが多く︑効率
も悪く利益も出ない︒なるほど︑確かに無駄な書類
が乱雑していては探すだけで時間を消費して無駄な
時間を費やします︒そのような簡単に無駄をなくし
効率よく仕事ができる仕組みを覚えるのにこの本は
いかがでしょうか？

今月のおすすめの１冊

本 のある暮らし

生命共済

病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務
上・業務外を問わず24時間保障されます。
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「トヨタの片づけ」
中経出版 刊 定価1,365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。

