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上野天神祭のダンジリ行事
ユネスコ無形文化遺産登録

菅原神社の鳥居と東町のだんじり
菅原神社の門前町である東町の現在のだんじりは文政10年（1827）に造られ、その当時神社に桐の大木があったこと
から「桐本」と名付けられました。上野の他町のだんじり（8基）に比べ二つの大きな特色があります。一つはだんじり
囃子です。他町のだんじり囃子が京都の祇園囃子の系統をひいているのに比べ二連摺鉦に太鼓、篠笛それに三味線と鼓が
入った五楽奏になっています。二つ目はだんじりの胴幕です。三面の大幕であり、水引幕や見送り幕がありません。この
大幕は総刺繍であり三面と正面の袖幕それぞれが続いた一つの蘭亭曲水の宴の大絵柄となっています。
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平成28年度通常議員総会開催

～事業計画・収支予算承認される～

３月23日㈭、上野商工会議所ホールにおいて、
通常議員総会を開催しました。
平成28年度補正予算、平成29年度事業計画並
びに各会計収支予算の議事について、すべて承
認されました。
なお、席上で伊賀学検定上級合格者８名へ合
格証が授与されました。

平成29年度事業計画
新たな執行体制のもと地域経済団体としての役割を担い、２つのテーマで取り組んでまいり
ます。ひとつは、中小企業の活力を強化するための底上げの１年とすること。もうひとつは、
地方の再生への取り組みを進めます。特に伊賀市が進める「地方創生」の政策と相まって、地
域経済活性化への取り組みを進めてまいります。
第一に、小規模事業者・中小企業に対する後継者支援事業及び若い人たちの地元定着を促進
する事業を強化してまいります。
第二に、観光振興事業及び産学官連携事業を強化、展開してまいります。
第三に、㈱まちづくり伊賀上野をはじめ、様々な団体と連携・協働し、中心市街地活性化に
向けた事業を展開してまいります。
１．国、県及び市への政策提言・要望活動の推進
（１）地方への好循環拡大に向けた地域活性化
対策を関係機関に働きかけ、地域の産業
振興や観光振興及び街づくり等への諸施
策について、政策提言・要望を図ります。

び支援事業を強化します。
①個別事業所の経営力向上のための支援
機関として、「経営発達支援計画」の
認定を取得し、事業所の経営力向上支
援に取り組みます。
②三重県中小企業・小規模事業振興条例
に基づき地元企業の経営向上支援の強

２．地方創生推進及び中小企業経営力強化に向けた支援事業の強化

化を図ります。
③中小企業経営力強化支援法に基づき、

（１）県及び市が展開する地方創生総合戦略に
呼応し、連携した事業を展開します。
（２）小規模事業者・中小企業に対する相談及

販路開拓等の専門相談及び海外進出の
促進に向けてのセミナーや相談会を開
催してまいります。

今なら、
純新規取扱分のみ
金庫事務取扱手数料無料
（平成29年9月29日迄）

業務部
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て、農産品等の地域資源を活用した地場

３．後継者育成及び雇用の確保事業の強化
（１）後継者育成セミナー及び創業支援事業を
強化します。

産商品の開発支援、地場産品の対外ＰＲ
強化、見本市等への出展を推進します。
（２）産学官連携事業として、三重大学伊賀連

（２）新規学卒者の受入れや伊賀市への人材還
流のための支援事業を強化します。

携フィールド、伊賀研究拠点と連携し
て、三重大学地域講座の継続、地域課題

（３）企業人材の能力、技術の向上を目的に教
育セミナー、資格取得のための事業の充

の解決に向けた取り組みを進めてまいり
ます。

実を図ります。
６．コミュニティ情報プラザ活用事業の展開

４．中心市街地活性化及び観光振興の推進

（１）会員企業にご利用いただきやすい「会議

新（１）伊賀の歴史的、文化的な地域発信のため
の観光コンプレックスの創設に取り組
み、集客及びおもてなし支援事業を展開

室」
「産業、商品展示コーナー等情報ス
ペース」
「パソコン等の情報機器の活用」
など会員サービス機能を充実し、様々な

します。
新（２）
上野天神宮を核とした周辺商店街活性化、
賑わいの創出に取り組んでまいります。
新（３）新たに設置された三重大学地域拠点「伊
賀サテライト」と連携し、中心地域活性
化、観光振興に取り組みます。
（４）市民夏のにぎわいフェスタやユネスコ文
化遺産に登録された上野天神祭等のイベ
ントを通じて、中心市街地での市民の交
流賑わいづくりや街づくり事業に取り組
んでまいります。
（５）
（株）まちづくり伊賀上野及び様々な団
体と連携体制を強化し、中心市街地及び
商店街活性化事業を推進します。
（６）
「伊賀市中心市街地活性化基本計画」の
推進及び第二次基本計画策定に向けて取

ニーズに対応してまいります。
（２）会員を始め市民の皆様が利用できるフロ
アとして機能を充実させるとともに会議
室やホール等を活用して企業ＰＲ、展
示・販売事業、観光ＰＲ、市民講座等多
様な事業の活用の推進をしてまいりま
す。
７．商工会議所の運営及びサービス機能の強化
（１）会議所財政の強化を図り、適正な運営に
取り組みます。
（２）会員訪問を強化し、会員ニーズの把握に
努め、会員サービスの充実を図ります。
（３）会議所ニュースやホームページの内容を
充実し、情報をわかりやすくスピーディ

り組みます。

に伝えるため発信機能の強化を図りま
す。

５．農商工連携及び産学官連携の推進
（１）地場産品の販売力の強化及び拡大に向け

（４）伊賀市商工会との連携強化、県内商工会
議所との広域的連携事業の推進に努めま
す。

防犯カメラ設置

イベント警備

セキュリティシステム

施設警備業務

防犯対策

保険代理店業務

ご相談・お見積り無料！ お気軽にお尋ね下さい。
三重県伊賀市西明寺2807-1
http://sg-anzenkeibi.jp/
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平成29年度上野商工会議所経費収支予算総括表
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収
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2,500
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運営協力金0
会議所一般事業関係（市）2,150
小規模事業関係（県）31,910
中小企業相談所事務負担金（市）4,000
その他補助・委託料2,050
活性化会計2,500
一般会計12,000 プラザ会計
870
中小企業相談所会計710 共済会計13,739
共済会計（特退）1,429 活性化会計1,845
労保事務組合会計4,650 庁舎会計1,800
庁舎会計9,310 プラザ会計5,474
特商会計1,400
庁舎会計1,202 プラザ会計
1,000
一般会計0
一般会計110 庁舎会計1
プラザ会計901 中小企業相談所会計30
共済会計10 共済会計（特退）10
活性化会計1
一般会計7,977 共済会計847
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◎支出の部
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14,784
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0
1,063

8,824
142,373

前年度額
33,678
3,090
39,625

2,500
39,134

14,384
1,400
3,202
4,000
1,116

13,304
155,433
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142,373

説
明
一般会計14,455 プラザ会計1,000
中小企業相談所会計720 共済会計800
活性化会計7,350 庁舎会計2,500
一般会計16,703 プラザ会計1,776
特商会計1,800 中小企業相談所会計32,593
共済会計3,000 労保事務組合会計1,832
一般会計2,811 プラザ会計258
特商会計273 中小企業相談所会計5,291
共済会計436 労保事務組合会計287
一般会計1,600 共済会計20
一般会計4,500
一般会計500 中小企業相談所会計120
共済会計30 労保事務組合会計10
一般会計1,000 共済会計50
共済会計（特退）30
一般会計3,430 庁舎会計50
プラザ会計150 特商会計150
中小企業相談所会計240 共済会計585
共済会計(特退）270 労保事務組合会計409
一般会計200
一般会計4,000
庁舎会計12,687 プラザ会計5,008
共済会計400
一般会計1,789 中小企業相談所会計2,163
共済会計169
一般会計100 庁舎会計125
プラザ会計53 中小企業相談所会計50
共済会計5 労保事務組合会計5
一般会計8,233 庁舎会計10
共済会計240 労保事務組合会計107

前年度額
36,391

60,297

8,740

1,608
4,515
927
836
5,686

115
3,982
18,016
400
4,230
383

9,307
155,433

伊賀市活性化に向けての提言
平成29年度予算等に関する要望の回答
平成28年12月13日付で伊賀市長に提出しました「伊賀市活性化に向けての提言 平成29年度予算等に関する要
望」について、平成29年２月24日付で回答がありました。今月号・５月号と２回にわけて掲載いたします。
〈回答〉 平成29年度では、当市の総合戦略に基づく
1 「まち・ひと・しごと地域創生戦略」実現のた
事業として、地域再生法に基づく「地域再生計画」
めの施策の推進
の認定を受け、国の地方創生推進交付金を活用した
⑴中小企業及び地域産業の振興策の充実
各種事業に取り組んでいます。
①「まち・ひと・しごと地域創生総合戦略」具体的
各事業の推進にあたり、産学官金労言が連携し、
アクションプランの策定及び推進
取り組む必要がありますので、今後、事業の進捗や
ア 第二次産業の具体的アクションプランの策定
内容により、必要に応じて市内金融機関との包括連
（例、大阪市地方総合戦略においては、個々
携協定の締結を検討したいと考えています。
の施策推進計画及び工程表の計画）
（総合政策課）
〈回答〉 平成27年10月に策定した「伊賀市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」は、第２次伊賀市総合計
エ ものづくり道場（職業訓練等に供するもの）
画第１次再生計画分野別計画及びその施策等を基本
開設の制度化
に策定したものです。
〈回答〉 職業訓練等の支援についてはハローワー
現在、策定中の平成29年度から始まる第２次再生
ク、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構三重支部
計画では、総合戦略と関連付けることで、地方創生
の取り組みの中で国や県の補助金を活用するなど、 など訓練制度等がありますので、当市では直接支援
を行わず、これらの情報発信等を行っております。
実現性を担保することとしています。
事業者が自社の施設等を利用して実施する「もの
以上のことから、第２次再生計画では、横断的な
づくり道場」の制度化については、地域の事業者の
取組として、総合戦略の４つの基本目標と連携した
方々のニーズや市として制度化が必要な理由など、
プロジェクトを設定していることもあり、今後、総
詳細な内容を伺わないと判断しかねますので強く要
合戦略の具体的なアクションプランを策定する予定
はありません。
（総合政策課） 望される場合は改めて協議の場等を設けていただけ
ればと思います。
（商工労働課）
イ 良質な雇用機会の拡大及び成長産業の立地を
②産学官連携の強化及び支援の拡充
目指す
〈回答〉 当市と三重大学については、平成18年１月
〈回答〉 ゆめぽりす伊賀隣接地は、大規模用地の確
に包括連携協定を締結していますが、三重大学が当
保が比較的容易であることから、「21世紀の伊賀市
市の地域振興に果たす役割は、今後、ますます重要
を牽引する高度な技術や有為な人材を生み出す新産
であると考えています。
業拠点の創出」を目指し、今後民間主導による持続
三重大学では地方創生の推進における地域の拠点
可能な環境共生型開発による活用方法の検討を実施
として、県内４箇所に三重大学地域拠点サテライト
したいと考えます。
を設置することとし、昨年11月１日に「伊賀サテラ
これについては平成28年４月より、建設部に産業
イト」を設置されました。
集積開発課を設置し、積極的に支援していく予定で
同サテライトでは、これまでの三重大学伊賀地域
す。
研究拠点及び三重大学伊賀連携フィールドを統括し
なお、企業誘致や既存企業の新たな事業展開につ
つつ、伊賀地域全体の地方創生への取り組みを進め
いては地場に集積している企業の詳細な状況把握と
ていくこととされています。
ニーズの吸い上げ、ポテンシャルの把握等が不可欠
また、これまで当市と近畿大学においては、観光
となってまいります。これらについて地域企業との
に関わる調査・分析などで連携してきましたが、14
関係が密接な貴所に情報収集・提供等をお願いでき
ればと思います。
（商工労働課） 学部48学科を有する近畿大学の総合大学としての機
能を鑑み、さらに多くの分野で連携・協力を深め、
双方にとって有益で継続性のある取り組みを推進す
ウ 市内金融機関と相互に巾広い連携、協力関係
るため、本年１月18日に包括連携協定を締結いたし
を構築し、地域活力の創出、地方創生の課題
ました。
の取り組み等促進するため「地方創生にかか
当市といたしましては、当市が抱える地域課題の
る包括連携協定」の締結
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解決や地方創生の推進に向けて、高等教育機関との
る人の願いや思いを知り、自分の将来について考え
連携を深め、地方創生に関わる国の財源等を活用す
る機会を充実させていきたいと考えています。
ることで、産学官連携の強化や支援に繋げていきた
（学校教育課）
いと考えています。
（総合政策課）
また、
（公財）伊賀市文化都市協会様に管理運営
②多様な雇用の確保のための支援の創設
をお願いしている産学官連携地域産業創造センター
ア 少子化対策を踏まえ女性雇用、子育て世代雇
「ゆめテクノ伊賀」にて、インキュベーション室を
用や婚活対策に取り組んでいる企業への支援
使用した新規事業展開及び新規起業支援を行ってい
及び助成の創設
ます。当市としても同施設の運営費補助金について
〈回答〉 当市の急速な人口減少・少子化に対応すべ
継続して支援し、三重大学、文化都市協会と協力し
く、「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に
た産学官連携の推進に取り組んでいく予定であり、 基づき取り組む中で、結婚から妊娠・出産・子育て
利用を推進するための活動を継続して行います。
までの切れ目ない支援を行うこととしています。そ
当市においても積極的に周知・広報を行っていき
こで、今年度より、市内在住又は在勤の結婚を希望
ますが、
「産」すなわち地元の事業者不在の産学官
する独身男女やその親を対象としたセミナーを開催
連携は地域活性化には効果が薄く、行政での事業者
する中で、参加者が貴所・伊賀市商工会主催の婚活
情報収集には限界があるため、貴所において個別の
イベントに参加できるよう連携を図りつつ、若者が
事業者様へのきめ細やかな相談、利用促進や共同研
集う場づくりに取り組んでいます。さらに、伊賀市
究等のマッチングなどについて積極的な活動をお願
内で結婚支援活動（婚活パーティー等）を実施する
いします。
（商工労働課）
団体等に対する事業費の一部助成など、支援をさせ
ていただいており、今後も、市内各企業や団体、貴
⑵雇用確保のための施策の強化及び支援施策の拡充
所・伊賀市商工会等と連携を図りつつ、市全体での
①地元企業への就労の向上施策の拡充
結婚支援に取り組む必要があると考えています。
ア 地元企業への就労の発信施策の拡充・企業ガ
（こども未来課）
（商工労働課）
イドブックの拡充支援及び高校生、大学生ま
たＩ・Ｕターンの推進に向けての発信力の強化
イ 管外から移り住んできた優秀な人材の定着化
〈回答〉 企業ガイドブックについては、地元学生等
のため、高度化人材確保の施策の創設
が企業情報を入手する上で必要なものであり、また、 〈回答〉 移住等により、当市に移り住んで来た方が
U･I･Jターンを進めていく上でも重要なものである
定着していただくためには、住み続けたいと思われ
と認識しており、そのため、発行元である労務対策
るまちづくりが必要です。そのために、当市では平
協議会に対して一定の支援をさせていただいており
成27年10月に「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合
ます。しかしながら、現在発刊されている企業ガイ
戦略」を策定し、同戦略に基づき各種事業に取り組
ドブックは、市内に数ある企業の一部しか掲載され
んでいきます。
（商工労働課）
ていないことから、高校・大学への発進力の強化を
図るためにも、掲載企業数の増加ならびに掲載内容
⑶中心市街地活性化の促進
の見直し等のご検討をお願いします。
①第二期中心市街地活性化計画の早期策定
（商工労働課） 〈回答〉 第２期中心市街地活性化基本計画の策定に
は、官民が一体となって取り組むことが重要である
イ 小、中、高校において地元企業の企業魅力、
ことから、今後も協力体制を継続し、早期策定、認
就労環境の魅力等産業教育の強化
定を目指したいと考えています。
〈回答〉 小学校では、社会科学習・総合的な学習の
（中心市街地推進課）
時間等で、地元の工場・商店・農家などの見学や聞
き取り活動を行っています。その学習の中で、産業
②中心市街地活性化協議会及び㈱まちづくり伊賀上
の特色、職場の工夫、働いている方の思いなどに触
野事業への支援拡充
れ、学習を進めています。中学校では、地元の様々
〈回答〉 中心市街地活性化協議会及び㈱まちづくり
な職場で職場体験活動を行っています。
伊賀上野に対する支援については、具体的取り組み
また、各校では児童生徒が｢生きる力｣を身に付け､
の内容が明らかになった後、必要に応じて行うべき
直面する様々な課題に柔軟にかつ、たくましく対応
ものと考えています。
（中心市街地推進課）
し、社会人・職業人として自立していくことができ
るように教育活動全体を通じてキャリア教育に積極
③街なか賑わいイベント等への支援の拡充・市民夏
的に取り組んでいます。
のにぎわいフェスタ、市民花火大会、灯りの城下
今後も、これらの学習を通して、地域の産業につ
町事業等
いて理解を深めるとともに、地元の産業で働いてい
〈回答〉 夏のにぎわいフェスタ等の街なか賑わいイ
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ベントについては、単に事業を実施するだけでなく、
事業を実施することにより商業等の活性化につなげ
ることが重要と考えますので、事業実施の際は、綿
密な事業計画と具体的な目標をもって実施願いま
す。なお、支援の拡充は、市の財政状況から困難で
すが、事業者の需要に照らし合わせ、予算の枠組み
の変更等、現行制度の見直しにより限られた財源を
より効果的に活用できるよう貴所とともに検討して
いきたいと考えます。
（商工労働課）

究者まで幅広く利用していただけるよう、だれにも
興味を持って観覧いただけるような展示を計画し、
リピーターを増やしていきたいと考えています。特
に観光客には軽い気持ちで入館していただけるよう
観光客向けの事業展開も図っていきたいと考えてい
ます。
新記念館開館にあたり、関係する組織に情報提供、
情報発信を行い観光客誘致への取り組みも行ってい
きたいと考えています。
（文化交流課）

２ 観光立市にむけた観光振興の促進
⑴天神祭ユネスコ無形文化財登録を機に、あらたな
観光推進の強化
①市をあげての天神祭事業として運営の刷新及び支
援の創設
〈回答〉 天神祭ダンジリ行事のユネスコ無形文化遺
産登録により、上野文化美術保存会を始め関係する
団体や組織、伊賀市民それぞれが認識を新たに「文
化の保存・継承」をどのようにしていくかを考える
必要があります。
当市として運営面について、文化美術の保存・継
承を行うという視点から、主体である上野文化美術
保存会の支援を行うべく、これまでの補助金を見直
し、まつりまちが抱えている課題である修繕を含め
協議を行っているところであり、当初予算へ反映さ
せていきたいと考えています。
ユネスコへの登録イコール即観光客の増加となる
ものではなく、この機会をいかに活かし、情報発信
をしていくかだと思いますので、関係する組織との
情報共有を行いながら支援を行っていきたいと考え
ています。
（文化交流課）

③外国人を含む観光客向けの案内板、まちなか誘導
標識等の整備
〈回答〉 近年当市を訪れる外国人が増加しておりま
す。また、国内観光客向けの案内板、まちなか誘導
標識等の整備も十分とはいえない状況です。ついて
は、現市庁舎跡地の総合的な活用計画の策定後、伊
賀市公共サイン整備ガイドラインに基づいて整備を
進めていきたいと考えています。
（観光戦略課）
伊賀市公共サイン整備ガイドラインを策定しまし
たので、今後、伊賀市が新たに設置する公共サイン
については、原則ガイドラインに沿った公共サイン
を各課で検討し、設置することとなります。
（都市計画課）

⑵観光客受け入れ施設等の拡充
①現市庁舎跡地の総合的な活用計画の策定
ア 商工業発展のため観光及び物産機能の設置
〈回答〉 現市庁舎地の活用計画については、平成27
年度末に提出された市議会及び伊賀市の賑わい創出
検討協議会からの提案を基に、平成28年の夏に市の
方針をお示ししています。
今後は計画策定、設計などの各業務を通じてより
具体的な計画とし、関係団体をはじめ市民の皆様に
も順次情報を提供していきたいと考えています。
（中心市街地推進課）
②魅力的で集客力の高い新芭蕉翁記念館の実現
〈回答〉 新芭蕉翁記念館の整備につきましては、
（仮
称）芭蕉翁記念館事業計画検討委員会答申、賑わい
創出事業の進捗を踏まえ、街なか回遊による賑わい
創出への貢献ができる施設としての整備に向けた取
り組みを進めていきます。
記念館への来館者については、多くの市民や学校
での校外学習の児童生徒、観光客から俳人、芭蕉研

④街なか駐車場やトイレ整備などおもてなし受け入
れ環境の整備
〈回答〉 街なかの駐車場やトイレなど観光客を受け
入れる環境の整備が街なか全体としては十分とはい
えない状況です。
上野市駅前には駐車場、多目的広場、バスロータ
リーを整備済みで、周辺には民間駐車場も複数あり、
平時の駐車台数は確保されていると考えます。ただ、
上野公園周辺などの観光施設近接の駐車場において
は、観光シーズンに不足する状況もあります。なお、
伊賀上野ＮＩＮＪＡフェスタや上野天神祭等、多数
の来場が見込まれる際には都度臨時駐車場を設けて
おり、今後も同様に対応していきたいと考えており
ます。
トイレについては、上野公園周辺など観光施設付
近には公衆トイレが設置されていますが、街なかに
は少ない現状です。街なかの賑わいのために、トイ
レの整備が必要と考えております。また、トイレに
ついては新たに設置するだけでなく民間事業者の
方々で観光客に提供して頂ける体制づくりをお願い
できればと考えます。
ただし、新たに駐車場又はトイレの整備を進める
には用地の確保をどうするか等の課題もあります。
ついては、観光客を受け入れるにはどこに駐車場や
トイレがあると望ましいのかといった課題を民間団
体の皆様と共有したいと思います。
（観光戦略課）
（中心市街地推進課）
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会議所の動き
異業種交流懇談会 『オープンセミナー』開催

２月27日㈪

異業種交流懇談会
（岡森久剛座長）は、『RESAS体験
～あなたも出来る、ビッグデータの活用法～』をテー
マにオープンセミナーを開催致しました。本セミナー
は三重県からの委託により、地域経済分析システム
（RESAS）の普及促進を目的に実施し、当日は会員以
外も含め28名の方にご参加いただきました。

パソコンを操作しながらデータ活用を学ぶ

講師は情報データ解析の業務に携わられている高橋
範光様（株式会社チェンジ執行役員）に務めていた
だき、参加者の皆様には実際にパソコンを操作しな
がらデータの活用例について学んでいただきました。
RESASはインターネットから誰でも自由にアクセス
可能でありながら、人口構成の変化や観光客数の時期
別推移などといった地域経済に関連する様々なデータ
を網羅しているシステムです。地域の課題解決や自社
のマーケティングを考える上で是非有効に活用しても
らいたい、と実演も交えて丁寧にご紹介いただきました。
本会は企業の中心を担う若い会員が集い、毎月の例
会を通して経営感覚を高め合うことで、「相互の連携
を強化することにより、企業経営の円滑化及び活性化
に寄与し、もって地域経済の振興に資する。」という
目的のもと活動しております。現在19名の会員が参加
しており、新規の入会も随時募集しております。入
会ご希望の方は、上野商工会議所事務局（TEL 059521-0527）までお問い合わせ下さい。

インターンシップ反省会 ３月17日㈮
管内高校インターンシップ担当者・管内企業労務担
当者による「高等学校インターンシップ反省会」を上
野フレックスホテルにて開催致しました。
インターンシップは高校生が在学中に自らの学習内
容や将来の進路などに関連した就業体験を行うこと
で、
学校から就労段階への円滑な移行が出来るように、
社会勉強の一環として求められるようになりました。
また、企業側としてはインターンシップを通じ、優
秀な人材確保や、適性判断につながる事と、高等学校
との連携を図る機会が生まれる事が出来ます。
このことから、当日は学校・企業関係者なども合わ
せ24名が参加され、伊賀の将来を担う若者の、地元就
職及び職場定着を促進し、ひいては地域産業に必要と
される労働力確保につなげるため、活発な情報交流を
されました。

活発な情報交換が行われた会場の様子

伊賀学検定上級合格者表彰式 ３月23日㈭

表彰を受ける上級合格者
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平成28年度通常総会会場において、第12回伊賀学検
定（平成29年２月19日実施）の上級合格者の表彰を実
施し、当日出席いただいた３名の方が田山会頭より合
格証を授与されました。今回の合格者数は、初級が55
名（合格率91.7％）、中級が15名（合格率88.2％）、上
級が８名（合格率32.0％）となりました。また、２月
22日には上野高校の１年生を対象に郷土学習の一環と
して伊賀学検定を実施致しましたが、こちらは26名の
方が見事初級に合格されました。合格者のみなさんお
めでとうございました。

女性会だより 「伊賀鉄道に乗ろう」を終えて
普段なかなか乗る機会のない「伊賀鉄道」に皆で乗っ
てみようと、今回の企画をしました。
伊賀鉄道代表取締役常務の榎本方士様に「伊賀鉄道
について」
講演していただき、どのような歴史をたどっ
て、伊賀の地域に貢献してきたかを、とてもわかりや
すく教えていただきました。
それを踏まえて、「伊賀鉄道」に乗ってみると、社
内のいたるところに、社員の皆様たちの心づくしが感
じられ、また、車窓の景色がいちだんと素晴らしさを
増して目にうつり、本当にかけがえのないわたしたち
の地域の財産なのだと実感しました。
市部駅で途中下車して、「垂園森」「哀園森」を散策
し、ここが平安時代に和歌の名所だったと知り、伊賀
の歴史の深さに、感慨を覚えました。
その後、伊賀神戸駅まで乗車し、「ローザブランカ」
のおいしい食事と、西出会長が伊賀弁で話してくれた
「市部に伝わるお話」で楽しい時を過ごしました。

３月１日㈬
雨模様になってきたので、「上野天神宮」の散策は
せず、上野市駅で解散しましが、私たちのまちの、い
ろいろな宝物を見つけて、だいじに後世に伝えていく
ことが、とても大切なことだと思いました。
まちづくり委員長 松田 ますみ

伊賀鉄道についての講演会

西出会長による「市部に伝わるお話」

「垂園森」
「哀園森」散策

青年部だより 平成28年度上野商工会議所青年部“卒業式 ～ YEGメモリアル～”開催
平成28年度上野商工会議所青年部 卒業式～ YEGメ
モリアル～を平成29年３月８日
（水曜日）20時よりハ
イトピア伊賀にて行いました。参加頂いた卒業生６名、
二人一組でゲームを行い、これまでの青年部活動を振
り返って頂き、時間の許す限り楽しんで頂きました。
これからの益々のご活躍お祈り致します。
バックラッシュ委員会 委員長 久保憲一

卒業生と集合写真

卒業式～ YEGメモリアル～の様子

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

三重県伊賀市小田町743-2
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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！
！

記帳継続指導

～小規模事業者の皆様へ～

相談はいつでもどこでも…

税

務

労

務

経

営

帳簿の記帳でお困りの方、悩む前にお気軽にご相談下さい。適正
な記帳は、経営状態を的確に把握することができ、健全な経営に
役立ちます。相談等の費用は、無料です。是非、ご利用下さい。

●新規に開業した
●帳簿の付け方がわからない
●経費の分類がわからない
●記帳はしているが自信がない
●普段の記帳はしているがそれから先（決算など）
がわからない
といった方で、右記の条件を全て満たしている方を
対象といたします。

①個人事業を営んでおられる方
②従業員数が工業20人以下、商業・サービス業５人
以下（家族従業員を除く）
③青色申告の方。現在は白色申告で、今後青色申告
をしようとする方
④税理士の関与を受けていない
なお指導期間は、原則として１年間です。

【お問い合わせ先】上野商工会議所 中小企業相談所 TEL 0595-21-0527

一読を

ぜひご

労働保険事務組合加入のご案内

こんなことはありませんか？
労働保険の事務手続きがわからない…
労働保険の年度更新がむずかしい…
事業主も労災保険に入りたい…

厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務
組合が、事業主に代わって労働保険料の納
付や従業員の雇用保険の届出等、わずらわ
しい事務代行をいたします。

労働保険とは・・・
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した言葉で政府が管掌する強制労働保険です。
労働者を一人でも雇用していれば、労働保険の適用事業所となり、事業主は加入の手続きを
して労働保険料を納付しなければなりません。
事務委託によるメリットは？
労働保険料は３回に分割納付が可能
労災保険に事業主や家族従業者も特別加入ができる
お問合せ

上野商工会議所労働保険事務組合

TEL 21-0527

事務委託料は？
6,480 円〜
従業員数により異なりますので
お問い合わせください。

ゴールデンウィークにおける年次有給休暇の取得促進について
年次有給休暇の取得は、家族と触れ合う時間や趣味、帰省、旅行等の時間を確保し
て心身をリフレッシュするための非常に良い機会であり、また、労働意欲の維持を図
るために大きな意義があるものです。
連続休暇を取得しやすいゴールデンウィークにおいて、年次有給休暇の取得促進に
向け労使が協力して取組み、プラスワン休暇や計画的付与制度等を活用して長期休暇
を実現しましょう！
年次有給休暇の計画的付与制度、プラスワン休暇の活用方法等、詳しくは三重労働
局までお問い合わせください。
【問い合わせ先】三重労働局 雇用環境・均等室 TEL 059-226-2110
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簿記検定のネット申込受付を開始します！
上野商工会議所では、平成29年度より日商簿記検定のネット申込システムの利用を開始いたします。
これにより、受付期間中はパソコンやスマートフォンを通じていつでもお気軽に受験申込いただくことが
可能となりました。（当所窓口でも、従来通りお申込みいただけます。）
現在は、
６月11日（日）実施の第146回検定の申込を受付中です（５月12日
（金）〆切）。経理スキルの修得に、
商工会議所主催の本検定を是非ともご活用ください。
受 験 資 格

学歴、年齢、性別、国籍など特に制限はありません。

受

1級

験

料

7,710 円

２級

受験開始時間

1・3 級

受 験 場 所

ハイトピア伊賀３階

4,630 円

午前 9 時から

３級

2級

2,800 円

午後 1 時 30 分から

上野商工会議所ホール（※変更の場合あり）

ネット申込ページＵＲＬ：https://links.kentei.ne.jp/bookkeeping/2307
※ネット申込の場合は、受験料に加え別途手数料300円（税込）がかかります。
※お支払方法は、クレジットカード払い及びコンビニ決済からお選びいただけます。

平成29年度
検定試験種目
日

商

簿

回
記

リテールマーケティング
（販 売 士）

珠

商工会議所各種検定試験カレンダー

算

カラーコーディネーター

第146回

第80回

級
１～ 3級

２～３級

試

験

日

6月11日（日）

受験申込期間

受験料（税込）

4月3日(月)～
5月12日(金)

１級：7,710円
２級：4,630円
３級：2,800円

２級：5,660円
5月8日(月)～
３級：4,120円
6月16日(金) （上野商工会議所では

7月8日（土）

１級は実施しません。）

第210回

第42回

１級：2,300円
２級：1,700円
３級：1,500円
４級〜６級：1,000円
7級〜10級・暗算：900円
段位（珠算・暗算）：2,900円
〃（珠算のみ）：2,500円
〃（暗算のみ）：1,200円

１級〜10級
段位

6月25日
（日）

２～３級

２級：7,340円
個人4月25日(火)～5月26日(金) ３級：5,250円
6月18日
（日）
団体4月25日(火)～5月24日(水) （上野商工会議所では

4月17日(月)～
5月25日(木)

１級は実施しません。）

福
祉
住
環
境
コ ー デ ィ ネ ー タ ー

第38回

環

第22回

境

社

会（eco）

２～３級

7月9日（日）

２級：6,480円
個人5月9日(火)～ 6月9日(金) ３級：4,320円
団体5月9日(火)～ 6月7日(水) （上野商工会議所では

１級は実施しません。）

級の設定
な
し

7月23日（日）

個人5月9日(火)～ 6月9日(金)
団体5月9日(火)～ 6月7日(水)

5,400円

詳しくは、上野商工会議所までお問い合わせください。
（TEL 0595-21-0527）

第146回簿記検定試験

３級簿記検定対策講座開催

ビジネスパーソンに必須の基礎知識。経理・財務担当以外でも、職種にかかわらず評価する企業が
多い簿記３級資格。中小企業や個人商店の経理事務に役立ちます。対策講座を受講し、合格を目指
しましょう！
日

時

４月16日㈰ 23日㈰ 30日㈰
５月７日㈰ 14日㈰ 21日㈰
５月28日㈰ ６月３日㈯ 全８回

費 用 10,000円（別途テキスト代必要）
講 師 佐々木 廣明氏
※詳細・申込みは折込チラシをご覧ください。
上野商工会議所ニュース
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伊賀連携フィールド2016年度
第６回「忍者の近現代」（後期） H29年３月18日㈯
「忍者の近現代」要旨

森 正人
本発表は、忍者・忍術使いという形象がどのよう
な意味や価値を、明治時代から戦争期にかけて与え
られたのか、それはどのような社会的な背景なのか
を明らかにする。資料として、明治時代以降の新聞
資料や刊行物を用い、そこに記述された内容を検討
した。江戸時代から歌舞伎や講談で演じられてきた
忍術使いのイメージは、1900年代初頭に、立川文庫
や朝日文庫など少年向けの文庫シリーズが成立する
なかで、二つの変化を見せる。すなわち、忍術の多
様化と忍術使いの若年化である。この時期、忍術を
科学的に理解しようという態度も強まる。それは心
霊や超常現象を科学的解明する態度と共鳴してい
た。ただし、一方で科学的な解明を求めつつ、他方
で前近代的な超常現象を依然として好む人も多く、
忍術はこの二つの態度の間に置かれてきた。前近代
的な関心から忍術を理解する考え方の端的な例は見
世物小屋での忍術の上演である。そしてこのような

三重大学伊賀連携フィールド

市民講座

ハイトピア伊賀
３階

コミュニティ情報プラザホール
（伊賀市上野丸之内500番地）

入場無料

各回土曜日 10：30〜12：00
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科学、近代と前近代的なるものの併存こそが日本の
近代の時代性であり、忍者はそれを象徴していたと
言えるだろう。発表では伊藤銀月と藤田西湖の記述
からこのことを明らかにした。1930年代の戦争の時
期には、忍術使いの「耐える、忍ぶ」側面が強調さ
れ、日本の精神性の表れとして、国策に取り込まれ
る。さらにスパイとしての側面も取り上げられる。
戦後の国際化が強調される1980年代、忍者がアメリ
カ映画に認められていくなかで、世界に誇る日本文
化の一要素として意味づけられる。さらに戦争が終
わると忍者は日本が国際化時代に誇るべき文化と言
われるようになる。

事業

会員 ひろば
都プラス

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

伊賀市ゆめが丘1丁目3番地の3 インキュ－ベ－ション室3号-C
☎0595-41-1078 FAX0595-41-1070

都プラスの森川です。都プラスは、都不動産と共存することで、ワンストップサービスを提供します。
都プラスは、住む人のスタイルに合うリフォームを住まいはそこに住む人の個性や生き方が反映されるもので
あってこそ、快適な暮らしが可能になります。都プラスのリフォームではお客様のスタイルに合ったリフォーム
をお手伝いするだけではなく、お客様の住みたい土地情報も提供し、土地探しのお手伝いもさせていただきます。
近年は、リフォームを前提にした中古物件購入により自分好みの家づくりを実現するために、中古物件を購入し
てリフォームをする方が増えています。
住まいは家族が憩い、安らぎ、成長していける場所でなくてはなりません。お客様一人ひとりのニーズに合わ
せて、プランニングから施工まで一貫してご対応します。
そして、家の建築費だけではなく、そのお客様、一人ひとりのライフスタイルに合わせた資金計画を一緒に考
え、そして、５年後、10年後、15年後・・・・・・末永いお付き合いをさせていただき、時代の変革、景気の流
動にあわせ、色々なご提案をさせていただきます。
住まいは家族が憩い、安らぎ、成長していける場所でなくてはなり
ません。私たちは10年後、20年後、さらにその先までお客様の人生に
寄り添える住宅造りをめざして参ります。
地元地域密着にこだわり、お客様のことを第一に考え、どんなこと
でも気軽にご相談していただける会社にしていきたいと思います。
そして、ご縁をいただきましたお客様に都プラスで相談して本当に
良かった、と言っていただけるよう邁進していく所存です。

事務所があるゆめテクノ伊賀インキュ－ベ－ション室

子育て家庭を応援していただけませんか？
子育て家庭応援クーポン協賛店を募集
三重県では子育て家庭を社会全体で応援するため、子育て世帯（18歳未満の子どもがいる世帯、妊娠中の
方がいる世帯）を対象に、協賛店で掲示すると割引やサービス等を受けられる「子育て家庭応援クーポン」
を発行しています。現在、協賛店として、この事業に協力していただける企業や団体を募集しています。
「子育てに優しい企業」として、貴社のイメージアップや子育て家庭の集客につなげてみませんか？
＊協賛の内容
対象者がクーポンを提示した場合に、サービスや特典を提供してください。サービス
の内容は自由に設定していただけます。４月からは全ての都道府県のクーポンと相互利
用を開始し、全国でサービスを利用できるようになります。
＜サービスの例＞
スタンプポイント○倍進呈、食料品○％引き、ミルク用のお湯の提供など

※ロゴマークについては、無料で
ご利用いただけますので、気軽に
お問い合わせください

＊登録申請方法
「みえ子どもスマイルネット」から「新規登録」にアクセスして、申請いただけます。
＊問い合せ先
三重県健康福祉部 子ども・家庭局 少子化対策課
TEL 059-224-2404
FAX 059-224-2270
E-mail shoshika@pref.mie.jp
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展示コーナー

出展事業者募集

コミュニティホール内の一角に、当所会員企業様が生産・販売する
製品や伊賀の特産品を展示しております。まだご利用いただいてい
ない会員の皆様、販路開拓や取引促進にぜひお役立てください。
使用料

１コマ 1,000円／月 12,000円／年（税別）
（平成29年４月から平成30年３月まで） １年更新

１コマのスペース

奥行23cm×よこ44cm×高さ38cm

その他、詳細については下記までお問い合わせください。

上野商工会議所

総務課

TEL 0595−21−0527

恋のHappy大作戦

子どもの代理婚活『親コン』〜息子・娘の結婚を応援したい！
そんな親同士のお見合いです〜
日

時

６月17日
（土）13：30 〜 17：00

場

所

上野フレックスホテル

参加費

お一人 1,500円

参加条件

婚活中の45歳迄のお子様をお持ちの親御様、または親族の方。
※必ず婚活を希望するお子様の承諾を得てください。

参加人数

息子様を持つ20組・娘様を持つ20組（お一人またはご夫婦の参加も可）

セミナー

13：30 〜 14：30

㈱ワイエムプラス・縁 代表

イベント

14：30 〜 17：00

お茶を楽しみながら親同士が交流し、子供の写真とプロフィールによる子供の
代理婚活『親コン』を行います。
不破先生からのご指導や先生へのご質問も受け付けさせていただきます。

※応募人数が多い場合は抽選となります。

総務課

服部

縁（ふわ ゆかり）先生

会員慶弔電報等のご案内

新入職員紹介
４月１日付で入所しました。
よろしくお願いいたします。

不破

会員の皆様に会頭名で慶弔電報を打たせてい
ただきます。事務局まで是非お知らせ下さい。

対

象

・貴社の工場・店舗の新築・創立・創業記念
・代表者及び役員の死亡・結婚等

浩大

お問い合わせ先

TEL21‑0527

FAX24‑3857

今月号より表紙を、上野天神
祭のダンジリ行事ユネスコ無形
文化遺産登録を記念して、祭町
のだんじり・鬼などを順番に掲
載してまいります。また、４月
23日
（日）にはハイトピア伊賀駅
前広場で春の鬼・だんじりによ
る天神祭プレイベントが開催さ
れます。是非お越しください。

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

4月・・・ 5日・21日
5月・・・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
上野商工会議所ニュース
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もしもの時に・・・。お役にたちます！是非この機会にご加入を！

加入推進キャンペーン ! ! ４/17
生命共済の特徴

㈪▶6/30㈮

入院給付金付災害割増特約・ガン死亡特約付福祉団体定期保険
＋上野商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金制度）

1

業務上・業務外を問わず24時間保障

2

毎年収支計算して剰余金があれば配当金も！

3

１年自動更新で医師の診査はありません

4

商工会議所独自の給付制度が充実しています

Aコース1480円／月額から

※掛金は

ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

問 合 せ 先 上野商工会議所 TEL 0595‑21‑0527
引受保険会社 アクサ生命保険株式会社 四日市支社津営業所 TEL 059‑225‑3024
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平成29年2月11日〜3月10日集計

①
②
③
④
⑤

騎士団長殺し

30

（新潮社）

騎士団長殺し

今月のおすすめの１冊
『はじめてのキャンプ for Beginners』
晋遊舎

提供 コメリ書房 上野店

顕れるイデア編

10

19

ベストセラー紹介
（コミック・文庫除く）

17 14 13 12 11

３月も半ばを過ぎ、だんだん暖かくなってきま
したね。こんな季節は外で遊びたい！
そうだ！キャンプへ行こう！でも道具とかどんな

遷ろうメタファー編

（新潮社）

応仁の乱
（中央公論新社）

九十歳。何がめでたい
（小学館）

コーヒーが冷めないうちに
（サンマーク出版）
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ものが必要なのか分らない… .どうすればいい
の？そんな初めての方にオススメなのがこの一
冊。道具選びや使い方、キャンプで作るアウトド
アクッキングのレシピや困ったときの対処法ま
で、幅広くカバー。絵や写真も多くカラーで見や
すい。
家族や友達と、はたまたひとりでも、アウトド
アを楽しみたい方へ。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

４・５ 月 主 な 事 務 局 行 事

11

４月
１日・土曜朝市
・建設業部会視察研修
６日・県下専務理事会議
・アクサ生命共済キャンペーン進発式（津）
７日・女性会新委員長会議
９日・魅力満載ウォーキング
日・県連会頭会議
・女性会監査・研修委員会
・一店逸品フェアプロジェクト会議
日・女性会まちづくり委員会
日・青年部総会・例会
日・女性会親睦委員会
日・合同就職セミナー
日～６月 日・県下商工会議所アクサ生命共済
キャンペーン
日～ 日・新入社員歓迎の集い
日・労働保険事務組合担当者研修会（津）
・青年部三役会・役員会
日・女性会役員会
日・商業部会視察研修
・交通運輸部会視察研修
・社会文化部会視察研修
日・青年部ＮＩＮＪＡフェスタ協力事業フェス
タ協力事業（駅前広場）
日～ 日 女性会忍者変身処手伝い

５月
１日・サービス部会視察研修
３日～７日・女性会忍者変身処手伝い
３日～４日・青年部ＮＩＮＪＡフェスタ協力事業
（駅前広場）
５日～６日・伊賀ブランド「ＩＧＡＭＯＮＯ駅前
マーケット」
（駅前広場）
日・交通運輸部会役員会・総会
日・一店逸品フェア内覧会
日・正副会頭会議
日～６月 日 一店逸品フェア開催
日・女性会総会
日・企業と高校との情報交換会
日・伊賀ブランド推進協議会定期総会
日・食品工業部会役員会・総会、食品産業フェ
スタ会議
29 23 22 18 15 15 14 10

