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平成27年度予算に関する要望
〜三重県議会「新政みえ」との団体懇談会〜

三重県商工会議所連合会は、平成26年７月９日（水）、
三重県議会「新政みえ」との予算政策要望に関する団
体懇談会を開催しました。
三重県議会「新政みえ」は５名、当連合会は県内商
工会議所専務理事など12名が参加しました。なお、７
月14日
（月）
には自由民主党三重県支部連合会へ要望し
ました。

平成27年度 国・県の政策・予算に関する要望書
１．中小企業・小規模企業振興対策の充実

（経済産業省、財務省、金融庁、三重県総務部、三重県雇用経済部）

（1）国が進める成長戦略の早期展開とそれに関連した施策、事業の推進
国が掲げる成長戦略における中小企業施策の拡充
（2）中小企業金融対策の拡充
融資要件緩和、融資規模拡大及び融資相談の拡充
（3）中小企業税制の充実
中小企業経営にも十分効果のある法人税の早期引き下げ
（4）三重県中小企業・小規模企業振興条例の活用のための具体策の充実
①三重県版経営向上計画策定のための人的支援、財政的支援、情報発信への支援の拡充
インストラクターの増員、県主催産業展への出店無料化、成果ある企業の県公報への掲載等計画策定
企業への支援策の拡充
②策定計画に基づく支援内容の充実並びに採択基準の緩和
（5）経営改善事業における企業相談・指導に対する財政的支援の拡充
経営向上計画策定相談等の業務増大に対する支援の拡充
（6）中小企業・小規模企業の海外進出、販路拡大への支援拡充
海外で開催する商談会等への出展に係る財政的支援等
（7）新たな起業を促進する支援策の充実
支援回数の拡充、支援補助上限額の拡充
２．ものづくり産業振興対策の充実

（経済産業省、三重県雇用経済部）

（1）三重県内の産業集積地の再生、活性化への支援
①投資の促進に結びつく規制改革や規制緩和の推進
②各地域で展開中の地域産業活性化協議会への支援拡充
３．観光産業振興対策の充実

（経済産業省、観光庁、農林水産省、国士交通省、三重県農林水産部、三重県雇用経済部、三重県県土整備部）

（1）新しいツーリズム対策の拡充
①観光キャンペーンの継続的展開の推進
②地域における新しい観光資源開発への支援
③産業観光、街道観光、体験観光、学習観光等新しい観光産業推進への支援
（2）他産業と連携した観光資源開発への支援拡充
①農観連携等第６次産業化の推進による新たな観光資源開発の推進
②周遊観光を可能にする交通基盤の整備並びにネットワーク化の推進
③農家民泊、漁船乗船等新たな観光推進に係る規制の緩和
（3）インバウンド観光促進への支援拡充
中部圏が展開する「昇龍道プロジェクト」と連携したインバウンド観光の促進
４．市街地活性化対策の充実

（経済産業省、三重県総務部、三重県雇用経済部）

（1）コンパクトシティ政策を推進するための既存市街地並びに商店街の今後のあり方についての具体的施策の
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検討推進
コンパクトシティ政策を具体的に進めるための戦略や戦術の明確化
（2）空き店舗活用にかかる起業家支援及び固定資産税の減免措置
空き店舗の活用となる起業やそれを誘発しやすくする店舗に係る税の減免措置等の推進
（3）近代化資金及び高度化資金の返済条件の緩和
昨今の市街地空洞化の状況から、返済が計画通りに進まず滞っている現状を改善するための返済条件の
緩和や返済の前提となる市街地の一層の活性化の推進
５．雇用・人材育成対策の充実

（経済産業省、三重県雇用経済部、三重県教育委員会）

（1）次世代人材育成政策の拡充
①教育段階に応じた産業教育及びキャリア教育の実施
②インターンシップ等職場体験の制度の支援拡充
（2）地元企業就職支援の強化
大都市や圏域中心都市への人口集中の一方、地域においては人口減少が急速に進むなど、地域間格差が
増大する中での地域での雇用機会の増進
（3）正規雇用対策等への支援
人口減少が増大する地域においては、産業経済の活性化、地域の活性化において定着率の高い安定した正
規雇用や女性雇用を拡大できる雇用政策の推進並びに取り組み企業への支援
（4）賃金上昇対策への支援
安定した雇用と従業員の生活保障のための継続的な賃上げや新たな賃上げを行う企業のための制度的、
政策的、財政的支援の推進
６．産業基盤・社会基盤の充実

（国土交通省、経済産業省、三重県総務部、三重県健康福祉部、三重県環境生活部、三重県地域連携部、三重県雇用経済部、三重県県土整備部）

（1）広域的社会基盤の整備充実
①リニア中央新幹線の三重・奈良ルートでの東京・大阪間の全線同時開業の実現
②リニア中央新幹線県内ルートの早期確立及び県内停車駅（亀山市付近）の設置
（2）地域における総合交通体系の整備充実
①新名神高速道路、近畿自動車道紀勢線、東海環状自動車道の県内未開通区間の整備促進
②三重県内幹線道路網の整備促進
鈴鹿亀山道路、名神名阪連絡道路、国道1号北勢バイパス及び国道23号中勢バイパス、国道169号を中
心とした東紀州地域から関西地域方面への道路の整備促進
③三重県内幹線道路の渋滞緩和促進
東名阪自動車道四日市・亀山間、国道368号の四車線化、国道1号伊勢大橋架け替え
④三重県内幹線道路及び主要道路の安全確保対策のための自転車レーン設置、自転車通行空間の整備促進
⑤関西本線及び紀勢本線の全線複線電化並びにIC力ードの主要駅への導入による利便性の向上
⑥国際戦略港湾「四日市港」の臨港道路霞4号幹線の整備促進と物流機能の拡充並びに重要港湾「津松
阪港」の整備推進
（3）地域産業基盤の整備促進
①みえライフイノベーション総合特区や構造改革特区制度を活用した産業集積・再生の促進と財政的支援
②自然エネルギーの活用、バイオマスエネルギー開発、メタンハイドレート開発等新エネルギー開発の推進
③地球環境に配慮しつつ、安全で安定的な電力供給に向けた電源確保の推進
④天然ガストラック輸送を普及させるための天然ガススタンドの整備促進
⑤環境に配慮した産業廃棄物対策等環境保全政策の推進
７．地域防災対策の充実

（三重県防災対策部、三重県雇用経済部、三重県県土整備部）

（1）企業防災への支援拡充
①操業環境におけるハード・ソフトに係る防災機能の充実
②BCPに係る社会基盤機能の維持
③災害時を踏まえた他産業とのネットワーク化への支援
（2）沿岸部に対する後方支援拠点機能の強化
沿岸部地域における防災対策強化は勿論のこと、被災沿岸部への支援拠点となる後方地域における円滑
な支援活動が可能となるような環境づくり、インフラ強化等の防災対策推進
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リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会
平成26年度建設促進大会開催
平成26年７月２日
（水）ホテルグリーンパー
ク津において、リニア中央新幹線建設促進三重
県期成同盟会が開催され、次のような決議がさ
れました。
リニア中央新幹線は、東京・名古屋・大阪間
の時間距離を大幅に短縮し、関東・中部・近畿
圏の交流、連携を一層強化させるとともに、わ
が国の新たな国土の大動脈として、経済社会を
支え、東京・大阪間の二重系化による災害に強
い国土の形成、ゆとりある生活の実現に大きく
貢献するとともに、内陸部における発展を促進

１．南海トラフ地震などの災害リスクへの備え

する極めて重要な社会基盤であり、三重県にお

とするため、東海道新幹線のリダンダンシー

いても、観光や産業経済、県民生活等の様々な

機能を備えたルートである三重・奈良ルート

分野での効果が期待でき、本県のさらなる発展

とすること。

に大きく寄与するものである。
国家的プロジェクトであるリニア中央新幹線
は、平成23年５月に整備計画が決定され、東京・

２．三重県内の概略ルート及び駅の概略位置を
早期に公表し、環境影響評価の手続きに入る
こと。

大阪間のうち、東京・名古屋間については、環

３．リニア中央新幹線の整備効果を県内全域に

境影響評価の手続きを経て、本年内にも全国新

波及できるよう、鉄道や高速道路によるアク

幹線鉄道整備法に基づく工事実施計画の認可が

セス利便性等を十分に勘案して、駅の位置を

見込まれているところですが、東京・大阪間の

決定すること。

全線が整備されて機能が完全に発揮される路線

４．建設工事の早期着工、技術開発等による大

であり、これを実現させるためには、未だ解決

幅なコストダウンに努めるとともに、全線同

すべき課題が残されている。

時開業のための具体策を早急に検討し、方策

よって、我々は、ここにリニア中央新幹線建

を示すこと。

設促進三重県期成同盟会の事業目標に則り、リ

５．リニア中央新幹線の推進にあたっては、関

ニア中央新幹線の全線同時開業に向けて、次の

係者の対話による機会を定期的に設け、地域

事項について一致協力して強力な運動を展開す

の意向を反映させるなど、緊密な協力関係の

るものとする。

構築に努めること。

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9月30日迄）

業務部
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059−354−9971

部会活動ご案内 ぜひご参加ください
社会文化部会

〜何かいいことがありそう！
交流の場が広がります〜

食品工業部会

法律無料相談会のご案内
個々人の法律に係わる悩み事及び企業経営
に於ける労務関係・労働組合並びに36協定や
就業規則の法律的な取扱いと作成など、その
他法律全般に関する相談を下記の日程で開催
いたします。
と き 10月１日（水）
12月３日（水）
10：00〜15：30
2015年２月４日（水）
場 所 上野商工会議所地域活性化センター
※法律全般
（希望者は法テラスに紹介します）

｝

「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
出展ご希望の方は大至急お申込み下さい
詳細については事務局までお問い合わせ下さい

８・９月主な事務局行事
８月
６日・第１回中小企業支援機関等連携促進会議
（津市）
・上野天神祭地域振興運営委員会
７日・東海商工会議所連合会会頭会議（名古屋）
８日 第1回県連主催職員研修会（津市）
19日・伊賀学検定第４回委員会
24日・市民夏のにぎわいフェスタ・伊賀の産業展
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
・小規模企業振興委員会
28日・県下専務理事会議（津市）
県連共済キャンペーン表彰式・情報交換会
・電話応対コンクール事前研修会（津市）
・貿易証明活用セミナー（四日市市）
30日・芭蕉生誕370年記念事業・芭蕉の足跡をたずねてのツアー

工業部会
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

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

8月・・・06日・15日
9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〜午後３時までです

９月
12日・社会文化部会視察研修（京都）
14日・芭蕉生誕370年記念事業 芭蕉と禅・アフタヌーンコンサート
17 ～ 18日・第120回通常会員総会
19日・電話応対コンクール直前研修会（四日市市）
・記帳継続相談会
22日・異業種交流懇談会
25日・電話応対コンクール三重県大会（津市）

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
上野商工会議所ニュース
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会議所の動き
商業部会 消費税転嫁対策セミナー

６月23日㈪

上野商工会議所ホールにて、消費税転嫁対策事業の
一環として、商業部会の主催でセミナーを開催しまし
た。
今年４月から消費税および地方消費税を合わせた消
費税等の税率が、従来の５％から８％に引き上げられ
ました。来年10月には10％へと引き上げが予定されて
います。
新聞誌上等の各統計結果では、駆け込み需要等の消
費に対する反動も今年９月には収束するとの見方が多
い様ですが、依然として厳しい経済状況に置かれてい
る中小・小規模事業者にとって、消費税を円滑かつ適
正に価格転嫁することは、これまで以上に重要な課題
となっております。
今回のセミナーでは、接客をテーマに消費税増税時
代に突入しても売れ続けるために「お客様の “心に寄
り添う” 接客術」と題して、基本的な接客マナー「挨拶、

表情、身だしなみ、言葉づかい、態度」から、心理学
を取り入れたお客様に感動していただく「ホスピタリ
ティマナー」の実践について、コミュニケーションバ
イアスをクリアにする “自分意識から相手意識への切
換え” や相手の心理を理解する傾聴技法、相手が不快
にならない話し方など演習を交え、お話しいただきま
した。終了後のアンケートにおいても、「テンポ良く、
楽しんで受講できた」や「一方通行でない内容が良かっ
た」、「接客について再認識できた」等々のご回答も頂
戴しました。
当所では今年度も「消費税転嫁対策窓口相談等事業」
として、巡回訪問・窓口相談等における価格転嫁対策
の周知を図り、価格転嫁に資する経営力強化のための
セミナー・講習会の開催を予定しております。是非と
もご活用ください。

2014年全国あんざんコンクール上野地区大会開催
ハイトピア伊賀５階多目的大研修室において、あん
ざんコンクールを開催しました。小学２年生から中学
３年生まで61名が参加し、かけ暗算・わり暗算・みと
り暗算の３種目を各５分ずつ計り競技しました。５分
間という短い時間に、日頃の練習の成果を全て出し切
れるようにと、どの参加選手も真剣な面持ちで問題に
臨んでいました。

食品工業部会 『視察研修』開催

今年の最高得点者は、小学４年生以下の部：福永有
彩さんと小学５年生以上の部：福永沙梨菜さんでし
た。大会会長の木戸専務理事より、賞状と楯を授与さ
れました。おめでとうございました。
上野地区大会の結果は、全国集計され、上位100位
に入賞すると日本珠算連盟より賞状が贈られます。昨
年は６名の方が入賞を果たしました。今年も、多くの
方が入賞されることを期待しています。
各部門金賞１位の方々は、以下の通りです。
小学２年生の部：髙岡 琉翔さん
小学３年生の部：髙岡 詩音さん
小学４年生の部：福永 有彩さん
小学５年生の部：大森 美奈さん
小学６年生の部：福永 沙梨菜さん
中学生の部：加藤 倫杏さん

７月４日㈮

食品工業部会の視察研修を開催し、12名の方にご参
加をいただきました。
今回はアサヒグループホールディングス㈱名古屋工
場を視察させていただきました。工場ではビールの製
造過程の見学と、温室効果ガスであるフロンガスを一
切使用しない完全ノンフロン化をビールメーカーで初
めて実現した、環境負荷低減取り組み活動の見学を行
いました。自動化された製造ラインを持つ工場では、
空調設備のすべてをノンフロン化し、CO2の排出削減
に寄与しています。また、出来立てのビールを試飲さ
せていただいたり、参加者からの質問に対してもとて
も親切丁寧にご説明いただき、気持ちよく見学するこ
とができました。
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６月29日㈰

参加者一同、同じ食品製造業者として取り組むべき
問題や課題について参考となる事が多々あり、また部
会員間の親睦を深める意味でも非常に有意義な一日と
なりました。

金融理財部会 視察研修

７月９日㈫

金融理財部会視察研修を開催し、13名が参加しました。
今年度は、津市出身の百五銀行第６代頭取で文化人
でもあった川喜田半泥子ゆかりの半泥子廣永窯、半泥
子廣永窯ギャラリー・石水博物館を視察、今年４月に
オープンした三重県総合博物館（MieMu）を見学し
ました。
川喜多半泥子は、企業人ながら多彩な趣味を持って
おり、財や人脈に恵まれたこと、ユーモアのある人で

青年部だより 『７月例会』開催！

あったことなど、作品は型にとらわれない自由で風雅
なところからも偲ばれました。
三重県総合博物館では、三重県の風土・歴史・産業
がよくわかるよう工夫され展示されていました。
今回の視察では、三重県の文化や産業にも寄与した
川喜多半泥子を知ることができ、美しい自然や古い歴
史、著名人の出身地でもある事など、三重の素晴らし
い事の再発見ができた視察研修でした。

７月９日㈬

今月の例会はFC委員会の担当で、
「私がしんどいの
はどう考えても夏バテが悪い」 今しか聞けない夏バ
テ予防～林賢治 監修～をテーマに、YEGメンバーの
薬剤師 林賢治君を講師に迎え、利きスポーツドリン
ク・利き茶・利き栄養ドリンクを行い、その効果を林
君に説明して頂きました。又、夏バテチェックシート
をメンバーに記入してもらい、現在の自分の夏バテ状
況を判断して頂きました。夏バテ熱中症についての講
義を受け、最後にレジメを配布し家庭や事業所へ持ち
帰って実践して頂ける内容としました。今回の例会を
通して改めて、夏バテについての要因・予防・対策を
学ぶことができ、有意義な例会になりました。

『名張YEG ＆ 上野YEGスポーツ交流会』開催！ ７月17日㈭
県立ゆめドームうえのにて上野と名張の青年部の親
睦・交流を深める為に、毎年開催しております恒例の
スポーツ交流会ですが、今回は上野YEGの主催でバ
ドミントンを行いました。
今回は岐阜県の可児YEGさんも東海ブロック大会
のキャラバンで来ていただきましたので、上野と名張
と可児の青年部のメンバーが混合のチーム編成で、白
熱した試合展開で大いに盛り上がり、交流を深める事
ができました。また、スポーツ交流会終了後、懇親会
を行い、有意義に親交を深めることができました。

女性会だより 第７回江州音頭七夕フェスタ in 伊賀 ～芭蕉も愛したタ七祭り～

７月５日㈯

江州音頭・祭文音頭 伊賀青山会主催で芭蕉生誕
370周年記念協賛イベントが駅前広場で開催され、当
所女性会も参加いたしました。芭蕉さんにちなんだ踊
りや祭文音頭・江州音頭が踊られ、当所女性会も芭蕉
生誕360周年で作られ踊り続けている「芭蕉ふるさと
音頭」を披露しました。
今年は芭蕉生誕370周年ということもあり、「芭蕉ふ
るさと音頭」
「The BASHO」も披露する機会が増え
ています。踊りを大切に継承していきたいと考えてい
ます。
上野商工会議所ニュース
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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…

誰にでもわかる・誰にでもできる

税

務

労

務

経

営

簿記教室のごあんない

事業を営む上で、簿記は重要不可欠なもの。一度習得すれば一生自分の財産になります。

日

時

場
講

所
師

９月８日（月）〜12日（金）の５日間
19：00〜21：00
ハイトピア伊賀３F ホール
税理士 安屋敦史氏

LOBO調査とは？

受 講 料 １名 2,000円（テキスト、
資料代含む）
定
員 20名
（申し込み先着順にて締め切り）
申込締切 ８月29日
（金）
※受講者は電卓、筆記用具をご持参下さい。

LOBO調査6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。

平成25年6月分 〜業況ＤＩは、
３カ月ぶりに改善。先行きは慎重な見方があるも、回復を見込む〜
●産業別業況DI値（前年同月比）の状況（全国）
5月

6月

3ケ月見通

0.0

0.0

▲0.9

▲12.4

▲11.7

▲14.3

▲22.9

▲25.0

▲19.2

▲50.0

▲44.4

▲31.8

▲19.1

▲17.1

▲12.5

建 設 業

製 造 業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

上野商工会議所

６月の全産業合計の業況ＤＩは、▲20.3と、前月から＋ 1.5ポイントの改善。ただし、
「悪
化」から「不変」への変化が主因であることに留意が必要。仕入コストや電力料金、人件
費のコスト増が続くほか、人手不足に伴い、生産・営業活動の抑制などの影響が幅広い業
種でみられる。他方、建設業や自動車関連の堅調な推移に加え、小売業でも、一部で駆け
込み需要の反動減から回復しつつあるとの声が聞かれる。中小企業において、反動減から
の回復の実感は業種や地域、企業規模によって、まだら模様となっている。
先行きについては、先行き見 通しDI
が▲16.4（今月比＋ 3.9ポイント）と、
改 善 を見 込む。た だし、コスト増 加 分
の 価 格 転 嫁や、人手 不足に伴う影 響が
幅 広い 業 種でみられていることなどか
好調
まあまあ
不振
特に不振
（50＞DI≧25） （25＞DI≧0） （0＞DI≧−25） （−25＞DI）
ら、先行きに対する不透明感は払 拭さ
れていない。他 方 で、賃 上げ などを背
※DI値＝（好転した企業割合％）−（悪化した企業割合％）
景とする個 人 消 費 の下 支 えや、自動 車
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
をはじめとする製 造 業の本 格的な生 産
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
回復へ の期待もあり、夏から秋頃に持
多いことを示す。
ち直すとの見方が広がりつつある。

会員の動き

商工業者数

H26年6月末会員数

組織率

2,771件

1,508件

54.42%

三重県下商工会議所生命共済制度・福祉共済制度推進キャンペーンに
ご協力いただき有難うございました！
会員事業所様の福祉事業の一環として、昭和55年から共済事業に積極的に取り組み、現在十数種類もの多
くの保険を取り扱っておりますが、この度、５月・６月の２ヵ月間は三重県下統一の加入推進キャンペーン
運動で、上野商工会議所は皆様のご協力のおかげで好成績を収めることが出来ました。ご協力、ご加入いた
だきありがとうございました。
また、今回ご加入いただいた事業所様を対象に、７月14日に「モクモクファーム」にてランチバイキング
を開催させていただいた所、多くの皆様にご参加いただき、ありがとうございました。
今後も会員事業所様の従業員の福利厚生事業や還元事業を一層充実させていきたいと思っておりますの
で、引き続きご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
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会員 ひろば
五光電機株式会社
ドコモショップ伊賀店

あなたの会社やお店を
PR致します！
！
伊賀市服部町1825-4（カーマホームセンター横）
☎0595-23-6300

─ドコモショップ伊賀店は、災害時の安否確認・事業継続のご提案を行っています─
地元の皆様に愛され17年。伊賀市服部町で、
自動車電話の取り付けからスタートしたドコ
モショップ伊賀店は、伊賀市・名張市内で一
番古くからのショップです。当店では、店頭
カウンターでの各種お手続きの他に、法人様
向けのサービスを担当するスタッフが常駐し
ています。
当店法人営業担当とNTTドコモ三重支店
は、災害発生時に従業員様の安否確認・事業
継続を行う方法についてご提案を行っており
ます。
2011年３月11日に発生した東日本大震災は、
東北地方の太平洋側を中心に甚大な被害をも
たらしました。携帯電話各社では、災害が発生すると被災地を中心に通話量が増えるため、回線が込み合い通話
が出来なくなりました。通信・生活インフラが寸断された中、各企業様は「従業員様の安全確保・安否確認」「事
業継続」を行わなければなりません。
皆様、災害時の備えは万全ですか？携帯電話で通話できなくなる事を想定しましたか？ドコモショップ伊賀店
にご相談ください。費用のかからない、手軽にできる対策からご提案いたします。ご連絡をお待ちしております。

【先月号解答】
A：2 B：7 C：8 D：4 E：5 F：6 G：3 H：1 I：9
【解き方一例】

（Ｃ＋Ｆ）÷Ｂ=２（１）

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

A

D

ヒント

Ｂ×Ｃ÷Ｆ＝３
Ｄ＋Ｈ＝Ｇ

G

B

E

5
H

式（１）は（ｂ）。

Ｇ＋Ｈ＝Ｄ（２）

Ｉ＝９

Ｂ＞５。

残りの数は１、２、３、４

また、Ｃ＞Ｂ、Ｆ＞５。

Ｇ＞Ｈなので式（２）は

この２つと式（１）を満たすのは

２＋１＝３、残りはＡ＝４（ｃ）

C

F

I

（９＋７）÷８＝２（ａ）

３＋１＝４、残りはＡ＝２（ｄ）

（８＋６）÷７＝２（ｂ）

の２通り。

の２通り。

Ａ＜Ｄなので（c）は不成立。

Ｉ＜Ｆなので、（ａ）は不成立。

式（２）は（d）
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人権コラム「企業は人なり」
休日の朝こんな光景を見かけました。会社から出
てきたたくさんの外国人労働者が列を組んで集団で
歩いていました。おそらく夜勤明けで同じ時刻に退
社し帰宅するところだったのでしょう。同じ制服を
着て、パンをほおばる人や、疲れた表情であくびを
する人など様々でした。その様子を見た私は人数の
多さもあって「ここはどこの国？」と一瞬たじろぎ
ました。彼らは別に何かしたというわけではありま
せん。それなのに「外国人の集団」というだけでた
じろいてしまったところに、何となく外国人をマイ
ナスイメージで捉えてしまう自分を感じ、人権意識
の低さを痛感した瞬間でした。今の日本のものづく
りは外国人労働者によって支えられているところも
多く、今後、我が国の労働人口の減少により、ます
ます海外からの働き手の導入が必要不可欠となる現
実が迫っています。そしてこの現実は、福祉や医療
現場では既に起きてきていると考えられます。以前

研
日
場
講

修 会

は生活文化の違いからゴミ出しの問題や騒音問題が
クローズアップされてきました。外国人全てが問題
を起こしているのではなく、また言語や習慣の違い、
伝達方法の未熟さなどの行き違いが原因となってい
ることもあります。
ほとんどの外国人はマナーを守り近隣の住民と共
生して生活しています。日本人でもマナー違反や
ルールを無視する人は多くいます。
このようなことを皆で一緒に考えていこうと、伊
賀市では人権意識の向上と啓発の取組として講演会
やイベント、各種講座、地域で開催される地区懇談
会等を開催しています。一度参加してみてはいかか
でしょうか。
昔から「企業は人なり」といいますがこの「人」
は伊賀の人でも日本人だけでもありません。この地
球に生きる人全てが対象であり、グローバル化する
産業経済の中で伊賀地域の企業や学校、行政などが
取り残される事のないよう各個人や企業等が人権意
識を高めていかなければならないと思います。
（伊賀市 人権生活環境部）

「わかりやすい会社の決算・申告の実務」

時

平成26年９月８日（月）
13：30〜15：00（予定）
所 名張産業振興センター・アスピア４F 会議室D
師 上野税務署 法人課税部門 上席国税調査官
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受講料
主

催

法人会員：無料 非会員：2,000円
※事前申込が必要です
一般社団法人 伊賀法人会 電話 24-5774
FAX24-5796

8

上野運動公園周辺

23 伊賀市市民打ち上げ花火大会
〜伊賀・音と光の芸術祭 2014〜

(土)

午後8時〜午後9時

雨天決行・荒天中止

BUNTO STAGE

午後4時〜午後8時

イベントやダンス、音楽で前夜祭を盛り上げます。
メインは『伊賀・音と光の芸術祭 2014』と題し、夜空に花火が打ち上げられます。
主 催：伊賀市打ち上げ花火実行委員会
問合せ：080−9495−5309

8

上野銀座通りおよび本町通り周辺 歩行者天国

24 楽市楽座
正午〜午後9時

雨天決行
（警報発令時は中止する場合があります）

(日)

周辺商店街や地元企業によるブース、県内外からのフリーマーケットが一堂に集まる「楽市」！
ストリートパフォーマンスやステージイベントなどを行う「楽座」！！
当会議所・青年部も参加し、来場者出展者みんなで楽しめるお祭りです。
主 催：市民夏のにぎわいフェスタ 2014 実施委員会
後 援：伊賀市・上野商工会議所
問合せ：0595−21−0527

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
上野商工会議所ニュース
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8月24日

伊賀の産業展

12：00〜21：00

上野商工会議所地域活性化事業

上野シティホテル北側駐車場

本町通り

ンプラ
タ

㈱ミルボン ㈲アイジィエー 西ざわ笑店
中外医薬
生産㈱

ブースを廻って
スタンプを集めて

景品GET!!

上野ガス㈱・
上野都市ガス㈱

㈳三重県
建築土会

三重大学
伊賀研究拠点
ゆめぽりす伊賀
立地企業連絡会

近畿大学
工業高等
専門学校

※1人1回限り

中部電力（株）伊賀営業所

西ざわ笑店

暑い夏のスタミナ食！
“揚げたてコロッケ”を提供！
！

上野ガス(株）
・上野都市ガス
（株）

ガスでできる節電・省エネ・停電対策の展示
無料でお子さま向けゲーム

平成26年6月10日〜7月10日集計

④
⑤

TROOPER

上野印刷㈱

■1st 13：30〜 ■2nd 17：00〜

中部アド㈱

そよかぜ

中部電力㈱
伊賀営業所

ダーツ de BINNGO

■1st 14：30〜 ■2nd 18：00〜
15：30〜

MASH

学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて
慶應大学に現役合格した話（角川GP）
下

（新潮社）

嫌われる勇気
（ダイヤモンド社）

韓国人による恥韓論
（扶桑社）

食べものだけで余命３か月のガンが消えた
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上野印刷（株)

中部アド
（株）

伊 賀 のこだわりグッ
ズ紹介＆販売

ヘリウムガス風船、エアー風船のパ
ネル展示によるＰＲ、小物雑貨販売

弊 社「 鉄 板グリドル 」を使 用してフラ
ンクフルト等実演販売

提供 宮脇書店 上野店

（洋泉社）

19：15〜

（有）アイジィエー

（コミック・文庫除く）

③

■1st 12：30〜 ■2nd 16：00〜

馬場建具店

匠 の 作 品 展 示と「 木 製
コースター」づくり

中外医薬生産（株）

医薬部外品の販売
暑い夏を中外医薬のドリンクで乗り切ろう！

事 業 、研 究 の パ ネ ル 展 示と体 験 型 科 学 実 験 教 室
「忍者文字のあぶりだし」

（社）三重県建築士会 建築士会のＰＲと光るどろだんご作り
伊賀支部 親子で楽しめます

村上海賊の娘

太鼓集団 転輪太鼓

三重大学 社会連携研究センター 伊賀研究拠点 （有）バイテック

ベストセラー紹介

②

12：00〜

景品交換所 三晃工業㈱

クローバーガーデン

頭髪化粧品の展示と紹介
ミニサンプルの配布

三晃工業（株）

①

伊賀法人会 税金○×クイズ

（休憩処）

親 子 で 楽しむプリザ ーブドフラワーと天 然 の
香りの香水づくり

（株）
ミルボン ゆめが丘工場

太 陽 光 発 電システム・クラウド蓄 電 池 の 事ならシャープサンビスタメ
ンバーの当社におまかせ下さい！

協力団体

㈲バイテック

BUNTOステージ

Ｎ

BUNTO
ステージ

①エネルギー、省エネパネル展示 ②手回し
発電機体験 ③スポンジボール工作教室

上 野 商 工 会 議 所地 域 活 性 化 事 業
2 4 日（ 日 ）正 午 〜 午 後 9 時

馬場建具店

（休憩処）
（休憩処） クローバーガーデン

休 憩 用 ベン チ

ー
リ

ス

（市民夏のにぎわいフェスタ2014会場内）

協力団体

伊賀発！家族で楽しめるニュースポ
ーツ「パターポケット」の体験

近畿大学工業高等専門学校

エコランカーの展示、小型ロボットによる実演と展 示 等
学校案内、クラブ紹介、ポスター等の展示、説明

ゆめぽりす伊賀 立地企業連絡会

企業ＰＲ、求人募集

今月のおすすめの１冊
「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話」
角川GP

定価1,620円（税込）

聖徳太子を（せいとくたこ）と呼ぶ高校２年生
の女の子が１年で慶應大学に受かると言っていっ
たいどれくらいの人が信じるでしょうか。本書は
そんな無謀とも思われる事を可能にした名古屋で
あった本当のお話です。
受験でも社会でも大事なのは自分をしっかり見
ることのできるメンタル。そして目標を持つ。最
後にその目標に向かうにどうすれば良いのかの計
画。それが出来ればどんな子でも無限大の可能性
があると書かれています。ダメと勝手に判断せず
本気で相手に問いかければ答えてくれる。受験を
控える親御さんや部下を育てる上司の方にも使え
る指導法が分り易く載っています。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

