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　６月24日（火）当所ホールにおいて、議員47名出席のもと、平成26
年度通常議員総会が開催されました。
　木津会頭の挨拶ではじまり、木戸専務理事より出席議員が法定数を
満たしている旨の報告があり、木津会頭が議長席に就き、諸報告がさ
れた後、議事に入りました。
　平成25年度事業報告並びに収支決算について、原案のとおり可決承
認されました。
　なお、「平成25年度事業報告・収支決算報告」を作成しております
ので、必要な会員様は事務局までお申し出下さい。（総務課21-0527）

平成26年度通常議員総会開催
平成25年度事業報告・収支決算承認

平成25年度上野商工会議所事業報告書　総括概要

　平成25年度のわが国の経済は、一昨年安部内閣が
発足し「アベノミクス」経済対策のもと、円高是正、
株価の上昇、デフレ脱却等大企業を中心に、プラス
効果が実体経済に徐々に普及し、各種経済指標も緩
やかな好転傾向にあります。しかしながら、地域経
済あるいは中小企業においては、景気回復を実感す
るまでに至らず、厳しい状況にありました。
　こうした中、経済緊急対策や成長戦略政策等、当
面する国・県の経済対策に呼応して適格に対応する
とともに、地域経済を支える総合経済団体として11
月に発足した新体制のもと、地域活性化に向けて取
り組んでまいりました。
　まずは、「中小企業経営力強化支援法」や「中小
企業金融円滑化法」終了に対し新たに「消費税転嫁
対策窓口」「中小企業金融円滑化特別相談窓口」受
付を常時設置し、きめ細かい資金繰り・雇用調整な
ど緊急経済・雇用対策に取り組んでまいりました。
　第二に、地域資源を活用した商品の開発や見本市
等への出展支援など、農商工連携事業を含め、地場
産品の販売力の強化や拡大に向けた取り組みを展開
してまいりました。また、県及び市が強化し展開す
る観光戦略と連携し観光産業振興事業に取り組んで
まいりました。
　第三に、本年度は駅前再開発事業、駅前広場事業
等が完成し、様々な街づくり事業や賑わいの起爆剤
として「グランドオープニング」事業を展開すると
ともに情報プラザ事業や三重大学連携フィールド事
業の拡充を図るなど、地域活性化の拠点事業として
取り組んでまいりました。
　このような事業の推進とともに、市行政及び関係

団体に政策提言を強化するとともに、経済、雇用等
の対策や経済活動を含む社会全般に及ぶ課題など、
三重県商工会議所連合会と連携し国・県に対し、政
策提言、要望活動を行ってまいりました。
　財政面において、一般会計及び庁舎会計、情報プ
ラザ会計を含む他会計等においては、より効率的、
効果的な支出に取り組んでいりました。
　以下、主たる事業及び各種事業の項目別状況につ
いて報告します。

【主たる事業の取り組み】
１．政策提言・要望活動の推進
　当面する経済課題の克服に向けて、金融、経済、
雇用等の対策や経済活動を含む社会全般に及ぶ課題
など、日本商工会議所や三重県商工会議所連合会と
連携し国・県及び自民党に対し要望活動を行ってま
いりました。また、予算要望をはじめとして、地域
産業振興、地域の活性化、街づくり等諸課題につい
て、地元県会議員及び市行政、市議会に対しさまざ
まな政策提言、要望活動を行ってまいりました。

２．中小企業相談支援体制の充実・強化
　経済緊急対策や成長戦略政策等当面する国、県の
経済対策に呼応して適格に対応するとともに、「中
小企業経営力強化支援法」や「中小企業金融円滑化
法」終了に対し新たに「消費税転嫁対策窓口」「中
小企業金融円滑化特別相談窓口」を常時設置し、き
め細かい資金繰り・雇用調整など緊急経済・雇用対
策に年間1,179件の相談を受け対応してまいりました。
　昨年度に引き続き会員事業者への巡回訪問を実施
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し、なかでも未訪問事業所438件への訪問を増やし、
会員事業所への金融・経営指導、相談等のキメ細か
い対応を強化し、また事業支援情報などの提供を推
進してまいりました。
　特に、経営指導員の専門性を強化し、経営相談の
充実や支援情報の活用支援を強化し、専門的な相談
に対応するとともに、津専門センター及び三重県産
業支援センター等による専門家派遣相談を年間14件

（対前年比７件増）事業所26件（対前年比４件増）
実施してまいりました。
　雇用関係については、労務対策協議会の事業提案
を受け、県・市・ハローワークと緊密な連携体制を
強化するとともに、インターンシップの支援、新卒
者の雇用支援強化等、５月開催の事業所と高校の就
職採用に関する情報交換会をかわきりに、12月及び
2月に就職セミナーを開催するなど、雇用支援の強
化を図りました。

３．中心市街地活性化の推進
　駅前再開発事業、ハイトピア伊賀、駅前広場の完
成に伴い、青年部主管で「グランドオープン事業」
開催をかわきりとし、天神祭での駅前広場の活用や

「朝市等のバザール事業」の開催検討など、街づく
り事業や賑わいの起爆剤として事業の取り組みを進
めてまいりました。また、ハイトピア伊賀において
の情報プラザ事業や三重大学連携フィールド「忍者
講座事業」等の拡充を図り、地域活性化の拠点事業
として取り組んでまいりました。
　中心市街地活性化協議会の中心メンバーとして、
行政当局や住民自治協議会その他の諸団体と協力し
て、各事業主体による事業推進プロジェクトに参画
しました。さらに、「第２期伊賀市中心市街地活性
化基本計画」策定に向け、伊賀市中心市街地活性化
基本計画策定委員会に参画し、第２期伊賀市中心市
街地活性化基本計画の素案作りを行いました。
　また、街なかを中心とした個店の強化を図りなが
らお店のファンづくりを目指す「一店逸品ホーム
ページPR事業」を初めとして商店街活性化事業を
展開してまいりました。

４．上野商工会議所、コミュニティ情報プラザ事業の推進
　３階フロア（約448坪）を、さらに機能的に、魅
力あるスペースとして「会議室」「産業、商品展示
コーナー」「ミニ図書・情報スペース」「ジェトロコー
ナー」や「パソコン等の事務機器の活用」などの充
実を図り、様々なニーズに対応してまいりました。
　コミュニティ情報プラザ事業として、会議室や

ホール等を活用しての様々な講演会、セミナーまた
企業の展示、販売などの活用に取り組みました。さ
らに活用実績の拡大を図るため、PR事業を強化し、
市内自治会の協力によるチラシ配布などに取り組み
ました。
　地域活性化内の三重大学伊賀連携フィールドと連
携して、講座事業やまちづくり活性化のための調査
研究事業などの取り組みを展開してまいりました。
　さらに、情報プラザ事業の機能を活用して、新入
社員セミナー期間を１日から２日とし、昨年以上に
充実を図り、「検定」試験講座などを引き続き取り
組みました。
　本年度は、セミナーや講座、またイベント等及び
会議所会議への参加者を含め約40,000人の方々にお
越しをいただきました。

５．観光関連事業等による地域活性化の推進
　賑わい創出、観光振興事業として、市民夏のにぎ
わいフェスタ、天神祭、灯りの城下町事業、お雛さ
んイベント等の事務局機能の役割や事業主体者とし
て役割を担い、街の賑わい創出事業を展開してまい
りました。
　県が展開する首都圏の営業戦略と連携し、「三重
テラス」において伊賀特産品の商談会や販売促進事
業の展開、また「伊賀学検定」の開催に取り組みま
した。
　農産品を含め地域資源を活用した菜種油・クレソ
ン・アスパラ・伊賀米・伊賀抹茶（ほうじ茶）など
の商品開発の農商工連携事業や産業展の開催及び三
重リーディング産業展、その他出展支援など、地場
産品の販売力の強化や拡大に向けた事業に取り組み
ました。

６．商工会議所の運営及びサービス機能の強化
　会議所財政の柱となる会員増強活動キャンペーン
を展開し、新規会員の獲得に向けての取り組みを強
化するとともに、会員福利厚生支援のための共済の
普及キャンペーンを展開してまいりました。
　特に、会員ニーズや会員サービスについて、組織
強化委員会、会員サービス委員会において、改善の
検討の提言を受け、当会議所ニュースの刷新やホー
ムページの充実、ITを活用した情報発信の推進、
様々なメディアを活用したPR等の取り組みを進め
てまいりました。
　また、広域的な事業展開として、県内商工会議所
や伊賀市商工会と連携し、観光、雇用関係事業など
広域的連携事業の取り組みを強化してまいりました。
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JFTDのフラワーギフト全国配達システム

大切な人にまあるい笑顔が咲き出した…。
お花に添えてありがとうのお手伝いを致します！

〒518－0869 三重県伊賀市上野中町2994の1　TEL0595－21－1881
　　　　　　FAX0595－21－1806　FAX0595－23－8787

■①郷土産業
■②商　　業
■③工　　業
■④食品工業
⑤建 設 業

■⑥金融理財
■⑦交通運輸
■⑧社会文化
■⑨サービス
■⑩観　　光

■①2 ～ 4 口
■②5 ～ 9 口
■③10～14口
■④15～19口
⑤20～24口

■⑥25～29口
■⑦30～49口
■⑧50～150口

②10.8％

③6.3％

①76.7％

④3.3％
⑤1.2％
⑥0.1％
⑦0.6％
⑧1.0％

①2.6％

②22.9％

③13.3％

④4.4％

⑤19.7％⑥1.9％

⑦7.2％

⑧11.9％

⑩6.8％

⑨9.3％

部会別口 数 別

（他部会との兼○○除く）

■①個　人
■②法　人
■③団　体

②53.2％

①46.3％

③0.5％

組織別

会員加入・退会状況上野商工会議所組織率
平成26年３月31日現在 加 入 件 数

退 会 件 数
年 度 末 会 員 数

休業・廃業者
事 業 縮 小
経 費 削 減
メリットなし
自 己 都 合
地域外移転
高 齢 化
そ の 他

退
会
理
由

30
40
4
1
3
1
4
5
7
65

1,435

商 工 業 者 数

小規模事業者数

会 員 数

組 織 率

2,771

2,309

1,435

51.79%

①21.3％

②1.9％

③25.4％

④3.5％

⑥9.0％

⑦2.3％
⑧0.8％
⑨0.1％

⑤21.5％

⑩14.2％

収入の部

■①会費収入
■②運営協力金
■③交付金
■④地域活性化関係補助金
⑤事業収入

■⑥施設利用料
■⑦庁舎関係補償金
■⑧特商負担金
■⑨雑収入
■⑩繰越金

■①事業費
■②給与費
■③福利厚生費
■④会議費
⑤調査広報費

■⑥旅費交通費
■⑦什器備品費
■⑧事務費
■⑨渉外費
■⑩公課分担金
■⑪庁舎維持費
■⑫コミュニティ情報プラザ維持費
■⑬見舞金等給付金
■⑭退職給与積立金
■⑮雑支出

①21.9％

②42.1％

③5.9％
④1.2％

⑤3.1％

⑭3.1％

支出の部
⑥1.1％

⑦0.4％
⑧4.2％

⑩3.4％

⑨0.2％
⑪9.4％

⑫3.5％ ⑬0.3％ ⑮0.2％

平成25年度５会計決算グラフ
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上野銀座店　☎23－5073　営業時間／AM9:00～PM8:00上野魚町店　☎21－0701　営業時間／AM9:00～PM7:30

めがね・補聴器

会 計 別

一 般 会 計

法定台帳特別会計

共済制度特別会計

特定退職金共済制度

中小企業相談所特別会計

地域活性化特別会計

庁舎特別会計

コミュニティ情報プラザ運営会計

労働保険会計

財政調整積立金特別会計

退職給与資金積立金特別会計

庁舎整備修繕積立金会計

コミュニティ情報プラザ運営積立金

合 計

前年度繰越金 収　入 繰入金 収入合計 支　出 繰出金 支出合計
差　　引
収支残高

21,498,303

0

1,670,677

0

0

0

0

0

0

176,739,652

12,231,551

25,692,652

18,011,518

255,844,353

56,002,506

1,380,000

11,383,766

2,306,750

34,959,886

6,504,405

11,862,981

6,838,972

4,586,301

220,526

3,503

24,134

13,192

136,086,922

共済会計
9,600,000

労働保険事務組合会計
1,911,629

一般会計
784,929

0

0

一般会計
12,133,989

一般会計
3,747,983

一般会計
2,563,587
1,746,460

一般会計
2,000,000

0

0
一般会計

2,235,720
中小会計

2,173,240

0

0

38,897,537

89,012,438

2,164,929

13,054,443

2,306,750

47,093,875

10,252,388

16,173,028

8,838,972

4,586,301

176,960,178

16,644,014

25,716,786

18,024,710

430,828,812

49,694,159

2,164,929

3,777,637

125,660

44,920,635

10,252,388

16,173,028

8,335,822

2,674,672

0

3,408,960

0

0

141,527,890

特商会計
784,929

中小会計
12,133,989

地域活性化会計
3,747,983

退積会計
2,235,720

庁舎会計
2,563,587

コミュ二ティ情報プラザ
0

0

一般会計
7,418,910

一般会計
2,181,090

退積会計
2,173,240

0

0

0

一般会計
1,911,629

0

0

庁舎会計
1,746,460

コミュ二ティ会計
2,000,000

38,897,537

71,160,367

2,164,929

11,196,547

2,306,750

47,093,875

10,252,388

16,173,028

8,335,822

4,586,301

0

3,408,960

1,746,460

2,000,000

180,425,427

17,852,071

0

1,857,896

0

0

0

0

503,150

0

176,960,178

13,235,054

23,970,326

16,024,710

250,403,385

収　　　　　　入 支　　　　　出

平成25年度収支決算書総括表（平成25年4月1日〜平成26年3月31日）
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新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実車に優しい思いやり 愛と誠実
三重県伊賀市小田町743-2

寺岡心
もとはる

治 氏　プロフィール

平成26年4月1日「三重県中小企業・小規模企業振興条例」制定
三重県産業支援センター地域インストラクターに寺岡心治氏任命
　６月２日に三重県産業支援センターの伊賀駐在地域インストラクターに寺岡心治氏が任命されました。上野商
工会議所を駐在拠点として上野商工会議所、伊賀市商工会、名張商工会議所と協働・連携を取りながら、各地区
の経営指導員の方々と二人三脚で皆様の経営向上を支援します。
　地域インストラクターは、三重県中小企業・小規模企業振興条例に基づく三重県版経営向上計画の作成支援を
基本業務としていますが、企業の経営課題の改善・解決のご相談に応じ、助言や提案などのフォローアップ及び
支援制度などの紹介なども行います。また、三重県産業支援センターの窓口としての機能も果たしていきます。

『過去と他人は変えられないが、
未来と自分は変えられる』

　未来（経営目標）と自分（自社の工場・店舗）を変える
ためには、まず経営計画を立てることです（Plan）。それ
をとにかく実践してみて（Do）、うまくいっているかを検
証・評価し（Check）、うまくいっていなければ原因を追
究して対策を考え、改善を実践していきます（Act）。近
い未来に向かっての “成功の鍵” は、このＰＤＣＡサイク
ルをしっかりと確実に回していくことです。地域インスト
ラクターとして、皆様と共に経営向上のために貢献してい
きたいと考えておりますので、宜しくお願い致します。

　大学卒業後、電磁鋼板加工業を経て合繊産業
資材の加工業で技術開発、生産管理、品質管
理及びシステム管理などに従事。退職後、平
成15年に中小企業診断士の資格を取得し、コ
ンサルタント会社に入社、“真にお金を生み出
している現場” の改善指導を９年間行う。お金
をかけずに社員全員の気づきと働きであらゆ
るムダを排除し生産性を向上させ、経営改善・
改革を実現するという活動を支援している。

三重県版経営向上計画について

課題を把握・整理する！
■計画づくりをサポート
地域インストラクターと商工団体の
経営指導員が、事業者と対話しなが
ら、計画作成を後押し！

1ステップ
実施計画を立てる！
■実施計画の実行をサポート
●専門家派遣（サービス産業等の小
規模企業現場改善支援、３回まで
無料）

2ステップ
本格的に実行する！
■計画の本格的実行をサポート
●三重県版経営向上計画のための別
枠の県単融資制度（みえ経営向上
支援資金）の適用

●みえ地域コミュニティ応援ファン
ドによる助成（三重県版経営向上
計画部門の創設）

3ステップ
事業を再生して、
赤字続きの経営から
脱却したい･･･

売上を伸ばして、
従業員の給料を
上げたい･･･
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◦三重県の中小企業・小規模企業は、本県経済をけん引し、地域社会の形成や維持に寄与している重要な存在で
す。また、地域の多様な中小企業・小規模企業が雇用を支えています。

◦昨今のグローバル競争の激化や海外市場の変化による世界経済の構造変化への対応や、国内の人口減少社会の
到来による少子高齢化や地域の過疎化などの新たな社会的課題の解決への対応が求められており、今まさに、
三重県の中小企業・小規模企業は、この大きな構造変化に対応していくことが必要です。

●経営の向上に対する主体的な努力を促進
●地域社会の形成及び維持に寄与している中小企業・

小規模企業の重要性を認識

●小規模企業の経営規模や形態を勘案し、きめ細かく
支援

●関係機関等の連携◦協力による推進

三重県中小企業・小規模企業振興条例

基本理念

役割等

中小企業・小規模企業の振興に関する施策

県の責務

中小企業・小規模企業の主体的努力

市町の役割

中小企業・小規模企業に関する団体の役割

教育機関の役割

高等教育機関の役割

金融機関の役割

大企業の役割

県民の理解及び協力

ものづくり産業に携わる中小企業・
小規模企業の振興
サービス産業、伝統産業及び地場産業に携わる中小企業・
小規模企業の振興、まちづくりによる地域の活性化

小規模企業に対する支援

「三重県版経営向上計画」の認定等

人材の育成及び確保

資金供給の円滑化

創業及び第二創業の促進

事業承継への支援

販路の拡大に対する支援及び海外に
おける事業展開の促進

情報の提供及び顕彰

関係機関と連携した総合的な施策の実施

経営の向上、雇用環境の整備　等

地域特性を活かした施策の実施

経営の安定・向上への支援　等

勤労、職業に対する意識の啓発

研究開発、人材育成のための協力

円滑な資金調達及び経営の支援、地域の経済・社会への貢献

中小企業・小規模企業振興に関する施策への協力

中小企業・小規模企業に関する理解と施策への協力

技術開発や、新分野への進出、設備導入の支援、同業種・異業種
との連携促進　等
生産性の向上の促進、商店街活性化、伝統産業・地場産業の商品
開発や技能承継の支援　等
きめ細かな支援体制の構築、経営相談・指導体制の充実、連携に
よる商品開発や販路開拓支援、新たなサービスの創出支援　等

経営の向上に係る計画の作成・認定とそれに対する資金供給　等

経営人材の育成、人材育成・確保のためのキャリアアップの取組、
女性・高齢者・障がい者等の多様な就業機会の提供　等

融資制度、信用補完事業の充実　等

創業及び第二創業に関する意欲の醸成や相談体制の充実　等

後継者の育成に対する支援　等

中小企業・小規模企業等の連携や共同で行う販路開拓や販売機会の充実、国内外
の見本市、商談会等への出展支援、海外における産学官の経済交流の促進　等

中小企業・小規模企業の魅力発信の支援　等

みえ中小企業・小規模企業振興推進協議会の設置
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健康保険・厚生年金のご相談に応じています

7月・・・02日・18日
8月・・・06日・15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～午後３時までです

社会保険相談会

補助金情報まだまだ！間に合う！

最低賃金引き上げに対する支援対策補助金です。

【対　象】
事業所内で最も低い時間給を800円以上にする４年
計画を策定し、1年目に40円以上に時給引き上げを
行える事業所

【支給額】
業務改善（講習会や研修開催費、就業規則等の改定、
労働能率の増進に資する設備の導入）に必要な経費の
1/2。（下限5万円、上限100万円）

詳細は以下のURLからご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/

roudou/gyousei/gyoumukaizen/dl/zentai.pdf 

本事業は、小規模事業者による省エネルギー性能の高
い業務用エアコン、業務用冷蔵庫及び業務用冷凍庫の
導入経費の一部を補助することで、小規模事業者にお
ける省エネルギー効果を検証・実証する補助事業です。

【補助対象機器】
業務用エアコン、業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫（冷凍
冷蔵庫含む）    
※トップランナー基準を満たす機器更新であること

（詳しくはメーカーにお問い合わせください）

【補助内容】
補助上限額50万円 　補助率：１／３

【報告義務】
機器の更新と共に電力量計測器を設置し、省エネ効果
を測り、平成26年12月末までに電力使用量を実績報
告する

詳細は以下のURLからご覧下さい。    
http://kankyo-keizai.jp/energy_service

エネルギー使用合理化等事業者支援補助金
（小規模事業者実証分）

業務改善助成金

６・７月主な事務局行事
７月

１日・灯りの城下町実施委員会
１日～９日・源泉相談
１日・第1回施策普及資料作成連絡会議（津市）
２日・食品・金融・交通運輸部会合同役員会
　　・リニア中央新幹線建設促進大会（津市）
　　・逸品フェア抽選会
　　・青年部東海ブロック大会実行委員会
３日・小規模事業者経営改善資金貸付推薦団体連絡会

議（津市）
４日・食品工業部会視察研修
　　・第１回経営指導員等ネットワーク会議（伊勢）
　　・ユーザ協会クレーム対応セミナー（津市）
６日・第32回福祉住環境コーディネーター検定試験
７日・工業・観光・社会文化部会合同役員会
９日・金融理財部会視察研修
　　・労働保険適正加入推進員研修会
11日・建設業部会役員会・総会
12日・第74回販売士検定試験
　　・婚活事業（メナード青山）
14日・アクサ推進キャンペーン還元事業（モクモク

ファーム）
15日・サービス部会役員会
17日・日商議員総会（東京）
18日・記帳継続相談会
　　・合同就職セミナー
　　・会員サービス委員会
22日・第２回県内中小企業相談所長会議（津市）
23日・第３回商工会議所専門スタッフ研修会（津市）
　　・上野天神祭地域振興実行委員会
24日～ 25日・アクサベストウイズクラブ優良ＣＣＩ

埼玉県連視察
27日・第16回エコ検定試験
28日・第１回県連通常会員総会（津市）
　　・異業種交流懇談会
30日・第３回商工会議所専門スタッフ研修会（津市）
31日・県下専務理事会議（津市）

８月

７日・東海商工会議所連合会会頭会議（名古屋）
24日・市民夏のにぎわいフェスタ
25日・異業種交流懇談会視察研修
26日・工業部会新入社員研修会
28日・県下専務理事会議（津市）
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安 全 警 備株式会社A N Z E N

三重県公安委員会第55000161号認定

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

本　　社
〒518－0809

部会活動ご案内 ぜひご参加ください 〜何かいいことがありそう！
交流の場が広がります〜

　三重県行政書士会では、“困った時はとり
あえず行政書士に” をキャッチフレーズに法
律相談をしていますが、社会文化部会も専門
家のご協力の下、いろいろな相談会を行って
おります。
　相続やお金の貸し借り、各種契約の記載方
法、土地建物の登記に関すること、その他多
岐にわたる法的な事柄について常設の「法律
相談窓口」を利用していただく他、偶数月の
第一水曜日に各種の紛争事案に係る法律全般
についての相談会を開催し、希望者には「法
テラス」への紹介も行っております。
　また、団塊の世代の方が後７、８年もすれ
ば後期高齢者になるという現実が迫っており
ます。家族や自分自身の健康、服用中の薬な
どについて、不安も増えてくるのではないで
しょうか。このような心配事についても、当
部会会員である医療関係の先生の協力で相談
会を計画しております。

JETRO（日本貿易振興機構）の職員による
無料相談会
　・海外経済、貿易情報を入手したい
　・貿易、投資について知識を得たい、相談したい
　・海外取引先を開拓したい
　・海外進出を実現したい
事前に相談内容をお聞かせくだされば幸いです。
開催日　７月28日（月）　８月25日（月）
　　　　９月29日（月）　10月27日（月）
時　間　13：30 ～ 15：30（要予約）
ところ　ハイトピア伊賀３F
　　　　上野商工会議所 地域活性化センター

市議会産業建設常任委員会との懇談会・懇親会
と　き　７月24日（木）　16：00 ～
ところ　ヒルホテル　サンピア伊賀
テーマ　「地場産業の振興について」
※15：30～　部会総会

新入社員及び若手社員研修会
と　き　８月26日（火）　14：00 ～ 16：30
ところ　ゆめテクノ伊賀
講　師　森下弁柄工業㈱　代表取締役　福井敏雄氏
　　　　ケイミュー㈱伊賀事業所
　　　　業務グループ　グループ長　井内　健氏
対　象　新高卒～ 25歳くらいまでの就職者

およびそれに準ずる方
会　費　無料

「第6回伊賀発　食品産業フェスタ」の出展者募集
出展日時　10月４日（土）、５日（日）
　　　　　9：00 ～ 18：00（両日）
参加会費　売上（税抜）の12%
場　　所　三交興業㈱ 名阪上野ドライブイン駐車場等
募集締切　７月25日（金）
詳細については事務局までお問い合わせ下さい

社会文化部会 郷土産業部会

工業部会

食品工業部会
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会議所の動き会議所の動き

　平成26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。総会では平成25年度事業報告・収支決算、
平成26年度事業計画案・収支予算案について原案どお
り可決承認されました。ご参加いただいた会員の皆様
のご協力によりスムーズに進行し終了致しました事、
感謝申し上げます。ありがとうございます。
　その後、若手後継者育成事業講演会として、志摩地
中海村において、講師に㈲わらしべ　代表取締役　畑
守氏をお招きし、「私の考える継承とは～次の世代に
残したいもの～」と題してご講演いただきました。畑
氏の周りの人を元気に幸せにしたいという熱い思いが
しっかり伝わりました。有意義な一日となりました。
ありがとうございました。　研修委員長　樋口　優子

容で、様々な形を取り入れて歩行したり、流水マシン
を用いて抵抗を増やして歩行したりと40分ほどの運動
を体験致しました。講師にウエストスポーツクラブ杉
森誠コーチを迎えて行いました。
　普段運動をしていない会員の方は良い運動になり、
運動をされている方にはさらに新しい形の運動を新発
見されたことかと思います。また青年部初めてのプー
ルを使っての事業で楽しい例会となりました。
　今回初めてのプールでの例会を開催でき、形にとら
われない上野YEGの独創的な発想力はこれからも色
んな形で、他の地域の青年部にも刺激になっていくの
ではないかと思います。

EVO委員会　委員長　西出　裕貴

　ウエストスポーツクラブ緑ヶ丘校にて、青年部６月
例会を開催致しました。
　内容と致しましては、水中歩行運動を中心とした内

青年部だより

女性会だより

６月例会『進撃の魚人！　AQUA MIX』　６月11日㈬

女性会総会　５月23日㈮

　５月23日（木）～24日（金）の２日間にわたり、「第68
回全国商工会議所専務理事・事務局長会議」が長崎県
長崎市で開催されました。
　「商工会議所の組織基盤および活動力の強化につい
て」を全体のテーマにした今回の会議には、全国291
商工会議所・６連合会から、専務理事・事務局長等
339名が参加しました。
　22日に開催された全体会議では、日本商工会議所・
中村専務理事より基調講演があり、人口減少などわが
国経済を取り巻く急激な構造変化への対応の重要性が
指摘され、一歩先んじた課題の発掘と検討・説得力の
ある具体的解の提示・丁寧な検討プロセスによる意見
の集約が重要である商工会議所のネットワークを第一
の資産とし、広域かつ多様な主体との連携を進め、直
面する様々な課題に対応していくことを呼びかけられ
ました。

　続いて、危機管理コンサルタントの吉田修氏から「高
まる危機に対する組織の対応」について、リスクマネ
ジメントの考え方をご講演いただきました。
　規模別懇談会では、これからの商工会議所に求めら
れる役割・活動について活発な意見交換が交わされま
した。交流懇親会では、商工会議所間の活発な交流が
図られました。
　23日の全体会議では、規模別懇談会の座長５名から
各懇談会の概要報告がなされた後、日本商工会議所・
宮城常務理事からの懇談会の総括、日本商工会議所・
中村専務理事からの２日間を通じた会議の全体総括が
述べられ、２日間を通じた会議の全体総括が述べられ、
２日間にわたる会議が終了しました、。
　来年は、5月21日～22日に岐阜県岐阜市において開
催予定です。

第68回全国商工会議所専務理事・事務局長会議　５月23日㈭・24日㈮
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　東京日本橋の三重テラスにおいて、「三重大学忍者・
忍術学術講座 in Tokyo」セミナーが開催されました。
セミナー終了後、伊賀の観光・物産の情報提供及び三
重テラス１階商品の販売促進のため、約70名のセミ
ナー参加者等に対して、商品ＰＲのため、試食・試飲
会を開催いたしました。
　参加者からは『とても美味しい！』と声が多くあが
り、好感触を得ることができ、伊賀の物産をＰＲでき
て販売促進に繋がったと思います。
　次回は、12月に開催予定です。

　ヒルホテルサンピア伊賀において「平成26年度工業
部会総会」を開催し、36名の方々にご参加いただきま
した。中井茂平部会長（上野都市ガス㈱）からの挨拶
の後、平成25年度の事業報告・収支決算報告並びに平
成26年度事業計画（案）・収支予算（案）について上程さ
れ、満場一致で承認されました。
　その後、㈲キュービック静岡 リスクマネジメント
事業部部長の西田真義様をお招きし、タンクやサー
バーの被害事例、倉庫保管品の被害事例等の紹介とそ
の対策についてご講演いただき、参加者一同、有意義
な講義となりました。

「三重大学忍者・忍術学術講座 in Tokyo」で試食・試飲会を開催！　５月31日㈯

工業部会　総会並びに講演会　６月16日㈪

　平成25年４月～平成26年４月までに加入いただいた
事業所を対象に、新会員の集いを開催し８事業所９名
の方にご出席いただきました。
　会頭・副会頭・部会長が出席し、会議所概要や部会
活動の説明をし、事務局より組織や活動の説明・中小
企業相談所業務の説明をいたしました。
　また、 ㈲アイディー　藤川直紀様より「会員に入会
して～異業種交流で学んだこと～」と題して、困った
ときに会議所を利用し、異業種交流会や青年部に入会
して会議や集まりに参加するようになり、様々な機会
や縁に恵まれ商売にも生かされたこと等、会議所を上
手に利用する秘訣を自らの経験をもとにお話しいただ
きました。

　新会員の自己紹介や自社商品PRをしてただき、部
会長との懇談や、名刺交換など、交流の時間をもち、
終了しました。

新入会員のつどい　６月20日㈮

講演会に出席して
　工業部会の講演会では、テーマ「企業の地震被
害と地震防災の最新動向について」を、㈲キュー
ビックの西田真義部長の講演にて聞きました。
　地震の被害を抑えるということが目的ですが、
伊賀では、津波が来ることがないので、大丈夫と
思うのですが、そういうところに住んでいる人ほ
ど、出張などで、海抜０メートル地帯で、地震に
会った時ほど、困るのではないかと思いました。
大阪や東京など海の近くに行ったときは、二十～
三十メートルの建物を意識しておくことが大事だ
と知りました。
　また、オフィスにおいても工場においても震度
六強の地震があったときは、キャビネットや在庫
品、または天井クレーンなどが、人間を襲う凶器
になることから、専門的な防災については意識し
ておく必要があるのではないかと感じ、大変有意
義な講演でした。　　　　　藤川産業　藤川直紀
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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…

税
務

労
務

経
営

経営革新等支援機関に認定されました <平成26年5月9日付>

　平成24年8月に中小企業庁と金融庁が中小企業経営力強化支援法に基づき創設した制度で、税務、金融
及び企業財務に関する専門知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から個
人、法人が認定を受けます。

　当所で従来から行っている経営革新支援、創業支援、労務、金融等そして計画作成に関する支援なども、
新たに様々な支援機関等と連携して行い、認定機関として今後ますます市内の中小企業の皆様の支援を行っ
てまいります。お気軽にご相談ください。

経営革新等認定支援機関とは

活用できる中小企業施策

平成26年度 小規模企業振興委員 あなたと会議所を結ぶ
身近な相談相手

事業主
（小規模事業者）

商工会議所
経営指導員

経営改善策

連携
経営相談

経営指導紹介

秘密厳守

連絡

小規模企業
振興委員

商工会議所って何をしているところ？
忙しくてなかなか会議所へ行けないな・・・
会議所はなんとなく入りにくい・・・
そんな時、企業と商工会議所を結ぶパイプ役である最寄りの小規模
企業振興委員にお気軽にお声かけください。

花ノ木地区代表
上田　律子

（マルソー上田㈱）
大野木1408
☎21-2408

北部地区代表
東　　美恵

（アズマ㈱　伊賀路）
三田956-5
☎21-0625

卸問屋代表
井上　弘一（双和商事㈱）
問屋町28　☎23-5511

友生地区代表
榎　　正和（榎ふとん店）
下友生2229　☎21-3886

中ノ立町地区代表
村井　元治（むらい萬香園）

上野小玉町3130
☎21-1173

南部地区代表
熊井　義行（てんとう虫）
緑ケ丘南町3908-33

☎21-1941

平野地区代表
吉岡　　登（吉岡燃料店）
平野東町43　☎21-0935

府中地区代表
三好　博子（㈱みよしや）
佐那具町915　☎23-3035

西部方面

南部方面

街 中

北部方面

東部方面

日　　時　７月24日（木）奇数月の第４木曜　13：30～16：30
　　　　　※１事業所１時間程度
場　　所　上野商工会議所　相談室
申込受付　完全予約制・申込順
※７月17日までに上野商工会議所にご連絡ください。

中小企業事業主・個人事業主様へ

「無料経営相談会」
経営全般に関するご相談に幅広く対応します。
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（平成26年9月30日迄）

今なら、純新規取扱分のみ
金庫事務取扱手数料無料

業務部　059－354－9971

歩行者通行量調査結果
　小売商業を取りまく環境は一段と厳しく、消費者の購買行動も多様化しつつある状況下において、市内主要地
点における歩行者の通行量を把握し、商店街の近代化対策並びに新しい街づくりの為の資料とする為、伊賀上野
商店会連合会加盟商店会１０商店会の内、７商店会区域内（伊賀上野銀座商店街、上野東町商店街、車坂町商店会、
芭蕉街商店会、上野中町商店会、上野市駅前商店会、七福神商店会）で毎年調査を行っていますが、今回、今ま
でに調査していない３箇所の調査を追加して行う事で、人の流れを把握し、商業活性化に資する調査といたしま
した。

調査日時…６月11日（水）
　　　　　９：00 ～ 17：00　曇り時々雨

調査場所…市内３箇所

調査地点…①緑ケ丘（てんとう虫さん前）
　　　　　②上野桑町（森電機商会さん前）
　　　　　③上野西大手町（宮本さん前）

【調査結果】

①緑ケ丘

西進

7

6

5

4

5

3

6

8

44

東進

8

4

4

4

10

1

47

6

84

歩行者（中学生以上） 単位：人

②上野桑町

北進

10

9

1

5

2

3

12

7

49

南進

4

9

2

3

3

4

6

11

42

③上野西大手町

北進

6

1

2

3

5

18

4

2

41

南進

6

3

0

2

5

45

5

0

66

時間帯

9〜10時

10〜11時

11〜12時

12〜13時

13〜14時

14〜15時

15〜16時

16〜17時

合　計

　通行量が最も多かったのは①緑ケ丘
（てんとう虫さん前）でした。

　口座振替をご利用の会員事業所様におかれまして
は、６月10日にご指定の預金口座よりお引き落としさ
せていただき、ありがとうございました。
　納付書をご利用の事業所様におかれましてもお振込
みいただきありがとうございます。手数料も手間もか
からない便利でお得な口座振替を、この機会に是非ご
利用ください。ご希望の事業所様は、TEL21−0527ま
でお気軽にお申し付けください。

クールビズにご協力ください！
　当所では、クールビズ運動を実施しております。ご
来所いただいた際、職員は軽
装での対応となりますので、
ご理解ください。また、会議・
講習会などでご来所の際は、
できる限り軽装でお越しいた
だきますようご協力をお願い
いたします。

会費納入のお礼
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あなたの会社やお店を
PR致します！！会員ひろば

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

キヤノン製品
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

Pro Trainer　パーソナル Studio & Gym
AROMA HEALING & SALON

伊賀市比土129
☎080-2647-7263

　関西全域にて、スポーツトレーナー、整骨院経験後、伊
賀で本質的にPILATESと自然療法アロマテラピーが学べ
る教室をOPENしました。
　最新で本質的なトレーニングの情報や環境を創る活動を
進めながら、自治体の公共のスポーツ施設、介護予防施設、
小、中、高のトレーニング指導など、よりよい健康社会を、
スポーツを通して、より多くの生活者の方々に耳を傾けて
貰えるように努力しながら、トレーナーができる事を形に
していき、社会におけるトレーナーの必要性を地道に伝え
ていきたいと思います。海外にて、知識習得し、学ぶこと
で、無限に広がる世界を知ることができました。
　身体を詳しく学び、これからの健康な人生、心と体の繋
がり、そして身体を意識する生活習慣の大切さを学んで
いって欲しいです。
　地元企業の健康運動教室受付中。アロマテラピー養成資格講座等。INFA / JNFA / ルディックウォーキング
講座受付中。

会議所の新しい仲間です　　　　　　　　　　　（平成26年５月３日〜６月５日）（敬称略）

部 会 名 事 業 所 名 代表者名 住　　　　　所 業　　　　　種

1,514件 54.64%2,771件上野商工会議所　会員の動き H26年5月末会員数 組織率商工業者数

建材卸売業

自動車販売・修理

不動産賃貸業

すべての人を健康へと導く総合フィトネスと整体院・アロマテラピーの普及活動

ジャズライブハウス

産業廃棄物処理業

伊賀市荒木1749

伊賀市木興町2

伊賀市上野西町3369

伊賀市比土129

伊賀市上野農人町429-2

名張市安部田800-2

森川　康寿

髙西　博巳

田中　　徹

佐藤　　実

伊原　慧遠

安楽　重利

㈱森川屋

㈲大進モータース

田中駐車場

Pro Trainer　健康パーソナルスタジオ＆ジム

プラサード

㈲エスエー

建 設 業

交 通 運 輸

サ ー ビ ス

社 会 文 化

観 光

特 別 会 員
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合資
会社双葉器械店
地元企業に密着したきめ細かな対応力

●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！

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 〒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

２つの計算式をヒントに
A～I左のマスを全て埋め
てください。
※1～9までの数字が入ります。
　同じ数字は入りません

ヒント

（Ｃ＋Ｆ）÷Ｂ＝２
Ｇ＋Ｈ＝Ｄ

I

F

C

G

D

A

H

E

5

B

（Ｈ×Ｉ）－（Ｂ×Ｆ）=10（１）
Ｄ＋Ｇ=Ｃ（２）

（１）より、
Ｈは５よりはるかに大きく、Ｉよ
り小さい。また、ＩはＦより小さい。
ゆえに、Ｈは６か７で、Ｉは７か８。
Ｈ×Ｉは ６×７=42か、６×８
=48か、７×８=56。
（Ｂ×Ｆ）は、32、38、46のいず
れか。

【先月号解答】
A：9　B：4　C：3　D：1　E：5　F：8　G：2　H：6　I：7

ひとけたの数字のかけ算で成立す
るのは４×８の32のみ。
Ｈ=６、Ｉ=７。
Ｂ<Ｅ=５なのでＢ=４、Ｆ=８。

残りの数は１、２、３、９。
（２）が成立するのは１+２=３。

Ｄ<GなのでＤ=1、Ｇ=2、C=3。
残りはひとつなのでＡ=９。

【解き方一例】

改正「男女雇用機会均等法施行規則」７月１日より
〈改正ポイント〉

１．すべての労働者の募集、採用、昇進、職種
の変更をする際に、合理的な理由がないに
もかかわらず転勤用件を設けることは「間
接差別」として禁止されます。

２．職場におけるセクシャルハラスメントの予
防・事後対応の徹底のため、事業主が対策
として講ずべき措置を定めた指針に次のよ
うに追加・明示しました。

①同性に対するものも含まれているこ
とを明示

②発生の原因や背景に、性別の役割分
担意識に基づく言動があることも考
えられるため、こうした言動をなく
していくことがセクシャルハラスメ
ントの防止の効果を高める上で重要
であることを明示

③相談対応は微妙な場合でも、広く応
じることとしており、放置すれば就

業環境を害するおそれがある場合
や、性別役割分担意識に基づく言動
が、原因や背景となって生じるおそ
れがある場合なども含まれることを
明示

④被害者に対する事後対応の措置の例
として、管理監督者または事業場内
の産業保健スタッフなどによる被害
者のメンタルヘルス不調への相談対
応を追加

３．コース等別雇用管理の指針が適用されます。

【問合せ】
三重県労働局雇用均等室　☎059-226-2318
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20147
「上野城天守閣」画・山口恭子

ベストセラー紹介
（コミック・文庫除く）

平成26年5月10日～6月10日集計　提供 宮脇書店上野店
　今月のオススメは日本人死因トップのガンから生還
した方が実践された薬膳ライフの健康書です。作者は
28歳の時に卵巣ガン発症し余命半年と宣告。その後
様々な治療を行い延命してきましたが肺に転移し再度
余命３ヶ月宣告を受けました。最後の思い出にとフラ
ンスに渡り絵を見に行こうとして、途中立ち寄った市
場でトマトを食べます。するとその味に体の細胞が反
応したことにより食が命を作ると実感し、薬膳ライフ
にたどり着くという内容です。
　医学の進歩により決して不治の病では無くなったガ
ンですが、やはり大事なのは生きようとする意志であ
り体を作る食べものだと実感します。
　本書のレシピ見ながら癌に強くなる体を作っていき
ませんか。

「食べものだけで余命３か月のガンが消えた」
幻冬舎　定価1,188円（税込）

村上海賊の娘　上
（新潮社）

村上海賊の娘　下
（新潮社）

アナと雪の女王
（角川GP）

あなたの知らない三重県の歴史
（洋泉社）

食べものだけで余命３か月のガンが消えた
（幻冬舎）

①

②

③

④

⑤

今月のおすすめの１冊

（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。）

平成26年度検定試験情報は上野商工会議所
HPよりご確認ください。

http://www.iga-ueno.or.jp/
（商工会議所からのお知らせ内の、平成26年
度検定試験日程一覧表をチェック！）

　㈱リクルートエージェントによる
「企業が求める資格ランキング」にお
いて、日商簿記２級が第１位に選ばれ
ました！！
　また、日本経済新聞、日経キャリア
マガジンの調査による「今後取得した
い資格ランキング」第５位に日商簿記
２級、第８位には日商簿記３級がラン
クインしています。従業員の皆様のス
キルアップに、商工会議所検定試験を
ぜひご活用ください。

　６月８日㈰実施しました第137回簿記検
定試験において、難関を突破し２名の方
が見事合格されました。おめでとうござ
います。

～次回ビジネス検定試験のご案内～
第138回簿記検定試験
実 施 日：平成26年11月16日（日）
受 験 料：１級　7,710円　２級　4,630円
　　　　　３級　2,570円　４級　1,640円
申込期間：９月26日（金）～ 10月17日（金）

第42回販売士２級検定試験
実 施 日：平成26年10月１日（水）
受 験 料：5,660円
申込期間：８月15日（金）～９月８日（月）

第33回福祉住環境
　　　コーディネーター検定試験

実 施 日：平成26年11月23日（日）
受 験 料：２級　6,480円　３級　4,320円
申込期間：９月９日（火）～ 10月10日（金）

第37回カラーコーディネーター
検定試験

実 施 日：平成26年11月30日（日）
受 験 料：２級　7,340円　３級　5,250円
申込期間：９月16日（火）～ 10月17日（金）

第17回環境社会（eco）検定試験
実 施 日：平成26年12月14日（日）
受 験 料：5,400円
申込期間：９月30日（火）～ 10月31日（金）

企業が求める資格　第１位
『日商簿記２級』


