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白楽天（はくらくてん）

中国の詩人、白楽天像の大作。嘉永四年
（一八五一年）九月、京都丸屋利兵衛の
作になる。近年、松の木を添える白楽天
像に形容を変え、衣装も新調した。

薙刀鉾（なぎなたぼこ）

天明三年（一七八三）の頃、創建されたと考えられる（見送幕箱書）。
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2018年新年賀詞交歓会
盛大に開催
上野商工会議所新年賀詞交歓会を１月５日
（金）、上野フレックスホテルで開催し、地元の財政界関係者、当所
役員・議員をはじめ会員事業所196名の皆様とともに新年を祝いました。
田山会頭は、今年の課題に企業の人出不足をあげ「伊賀地域は人口規模の割に工業生産高が多く人出不足で、
交通手段整備など伊賀に入って来てもらえる環境づくりや、女性の再就職支援が必要であり、企業側もITや人
工知能を駆使し生産性の向上を」と呼びかけた。また、会員企業が徐々に減っており、後継者難にならないよう
事業承継を支えたいとも述べました。
続いて、市現庁舎について、
「跡地に画期的なものを作る事がまちづくりの基本になる。庁舎をどうするか描
かないと市全体の絵ができない」と早急に事業を進めるよう求めました。
引き続き、岡本栄市長が「今年は地域創生や活性化をもっと頑張り、本社機能を移す企業の誘致のインフラ整
備なども課題。伊賀市のポテンシャルを生かして地域経済を盛り上げたい、商工会議所と観光協会と手を携えて、
早いテンポで前へ進めていくことが大事」と挨拶されました。中川正春衆議院議員、稲森稔尚三重県議会議員か
らの祝辞を賜り、空森栄幸伊賀市議会議長より伊賀酒で乾杯し祝宴に入りました。ご出席された皆様各々の名刺
交換で新年の挨拶が交わされ、和やかな雰囲気の中で盛大に賀詞交歓会が開催されました。

新年のあいさつを述べる田山会頭

和やかな会場の様子
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岡本栄市長

衆議院議員

空森市議会議長の発声で伊賀酒で乾杯！

中川正春氏

三重県議会議員

稲森稔尚氏

伊賀市活性化に向けての提言
平成30年度予算等に関する要望書を提出
平成29年12月14日
（木）、伊賀市長のもとへ、平成30年度施策の策定並びに
予算編成にあたり、中小企業及び小規模事業者が持続・発展し地域経済を支
えるための産業振興施策の強化及び拡充の要望書を、下記のとおり提出いた
しました。
１ 「まち・ひと・しごと地域創生戦略」実現のための施策
の推進
⑴中小企業及び地域産業の振興策の充実
①雇用機会の拡大及び成長産業の立地の推進
ア 「土地利用基本計画（案）」の「工業用地区域」
基準の見直し
５ha未満の小規模な工場等の立地、増設に
制限となり、企業誘致や既存工場の規模拡大、
しいては雇用にも弊害となる。
イ 水道料金体系の見直し
伊賀市の工業用水は上水と分けられておら
ず、県下でも高い
料金となっている。今
後、収益性の観点から企業競争力や、企業誘
致における地域間競争にも不利となる。
②産学官連携の強化及び支援の拡充
⑵雇用確保のための施策の強化及び支援施策の拡充
①地元企業への就労の向上施策の拡充
ア 地元企業への就労の発信施策の拡充のための高
校生や大学生、Ｉ・Ｕターンの推進に向けての
発信力の強化
イ 小、中、高校において地元企業の企業魅力、就
労環境の魅力等産業教育の強化
ウ 高校生・大学生向けに、市内に就職・居住する
ことで返金免除となる特別奨学金制度の創設
②多様な雇用の確保のための支援の創設
ア 少子化対策を踏まえ女性雇用、子育て世代雇用
に取り組んでいる企業への支援及び助成制度の
創設
イ 管外から移り住んできた優秀な人材の定着化の
ための住宅支援制度等、高度化人材確保の施策
の創設
⑶中心市街地活性化の促進
①第二期中心市街地活性化計画の早期策定
②中心市街地活性化協議会及び㈱まちづくり伊賀上野事
業への支援拡充
③街なか賑わいイベント等への支援の拡充
市民夏のにぎわいフェスタ、市民花火大会、灯
りの城下町事業等
④現市庁舎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
イ 図書館等、市民の憩いの場、先進トイレの設置
２

観光立市にむけた観光振興の促進
⑴ユネスコ無形文化遺産に登録された「上野天神祭のダン
ジリ行事」による更なる観光推進の強化
◦市をあげての天神祭事業として運営体制の刷新及び支
援の創設
⑵観光客受け入れ施設等の拡充
①現市庁舎における観光及び物産機能の設置
②魅力的な新芭蕉翁記念館及び芭蕉ゾーンの実現

③外国人を含む観光客向けの案内板など、おもてなし受
入れ環境（駐車場等）の整備
３

社会基盤の整備
⑴社会基盤の整備
①渋滞緩和及び交通安全施設の整備
ア 国道368号線の早期４車線化による渋滞緩和及
び安全確保
イ 丸の内交差点、ハイトピア前及び銀座通りのス
ムーズな通行の整備
ウ 新市庁舎及び伊賀鉄道四十九町駅（仮称）の開
設に伴う交通量増加を見据えた幹線道路、安全
対策の整備
②近鉄伊賀神戸駅前の開発の促進
ロータリーの設置、車両の待機場所の確保等
③環境保全のための残土処分場の確保
自然環境を保全するため建設工事での発生残土を適
正に処分する施設の確保
④安全で快適な生活を実現するため、市街地の下水イン
フラの整備
⑵将来への交通基盤の整備計画の策定
①JR関西線伊賀上野駅・柘植駅間の電化促進、及び伊
賀鉄道と連動した交通システムの整備
②名阪国道と新名神高速道路、更に名神高速道路との連
絡道の整備促進
③リニア中央新幹線の建設を見据え、既存交通網の整備
調査
⑶公共交通ネットワークの充実
①市街地と郊外並びに他の地域へのアクセス、利便性を
考慮したバス路線の見直し
②伊賀鉄道「四十九町駅」（仮称）新設に伴う道路網の
整備等利便性の向上

４

公共工事発注制度の改善
⑴地元事業所が参入しやすい発注方式の推進
①大型案件の分離・分割発注方式の早期実施
②発注基準の選定業者数の見直し
⑵大規模案件における市外業者単独受注の防止
①全ての工事（建築・土木・電気設備・機械設備）にお
いて地元事業所とのＪＶを入札の条件
②設計・監理業務の発注基準においては、参加可能では
なく、地元事業所が受注し易い要件の設定

５

中小企業・小規模企業振興事業費補助及び商店街活性化
等の事業補助金等の拡充
①中小企業相談業務負担金
②商工会議所事業補助金
③中心市街地等商店街活性化事業費補助金
等の事業支援及び助成の拡充
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会議所の動き
商業部会 視察研修

H29年12月４日㈪

商業部会の視察研修を冬の日本海の絶景と歴史・文
化に彩られ魅力ある若狭小浜にて実施致しました。
若狭小浜は、古くから大陸や朝鮮半島、そして京の
都と深くつながる文化都市で、地区内には丹後街道が
貫通し、街道沿いに商家町、山麓には社寺が密集し寺
町のような景観や、地区西端には茶屋町が形成されて
いて、城下町の歴史的風致をよく伝えております。ま
た、往来の歴史の中で育まれた独自の食文化が、文化
庁が創設した日本遺産第１号「海と都をつなぐ若狭の
往来文化遺産群～御食国若狭と鯖街道～」の認定を受
けております。
金融理財部会 市内会員事業所 工場見学会

箸匠せいわにて記念撮影

その後、箸匠せいわで、若狭塗箸の作成体験や箸の
持ち方など、箸にまつわるいろいろなお話をお聞きし、
参加者一同多角的に見聞を広められたと有意義に視察
研修を終えることが出来ました。

H29年12月６日㈬

金融理財部会では、毎年市内会員事業所様への工場
見学会を開催しております。今年度は16名が参加し、
伊賀市ゆめが丘の株式会社ナベル様を訪問させていた
だきました。
創業時のカメラの蛇腹を起点にオンリーワンの新た
な技術開発を積み重ね、工作機械、医療機器、ロボッ
トなどの幅広い分野にジャバラ製品をグローバルに展

㈱ナベル様にて

開されています。永井規夫社長より「蛇腹」から「ジャ
バラ」へのイノベーションの軌跡を、アグレッシブに
挑戦し続ける理論と実践についてお伺いしました。～
エンドユーザーの立場でものづくりをする～を存在理
由に、『世界一美しい蛇腹』へこだわり、ピンチを受
け止めそれをチャンスに変えて、時代の変化に合った
先進的なものづくりを進められています。廊下の壁に
は、30以上の特許証が飾られていました。様々な美し
いジャバラ製品をみせていただき、東日本大震災を
きっかけに三重大学と連携して開発された折りたたみ
式太陽光パネルも拝見しました。
今後のビジョンについても種々ご説明いただき、参
加者一同大いに見聞を広めるとともに、有意義のうち
に工場見学会を終えることができました。株式会社ナ
ベルの皆様ありがとうございました。

2017年全国そろばんコンクールを実施 H29年12月11日㈪
ハイトピア伊賀３階上野商工会議所ホールに於いて
全国そろばんコンクールを実施しました。当日は、小
学校１年生以下から一般の方まで76名が参加しました。
このコンクールは検定試験と違い全国レベルの技能
の頂点を目指すものであり、かけ算・わり算・みとり
暗算・みとり算の４種目を真剣に取り組み、全国一を
目指して大いに健闘しました。この大会の結果は、全
国集計され各部門100位に入賞すると賞状が贈られます。
前年は、上野地区から４名の方が入賞を果たしました。
今回の最高得点者賞は、霊峰中学校３年生 福永沙
梨菜さんでした。おめでとうございます。
１年に１回のコンクールですので、１年毎の成長を
感じるいい機会になるのではないでしょうか？全国の
頂点をめざして来年も多くの方に挑戦してもらえれば
と思います。
～各部門金賞１位のみなさん～
☆小学校１年生以下の部 西山

誠剛さん
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☆小学校２年生の部
☆小学校３年生の部
☆小学校４年生の部
☆小学校５年生の部
☆小学校６年生の部
☆中学校１年生の部
☆中学校３年生の部
☆一般の部

西山
西村
田尾
髙岡
髙岡
川合
福永
磯島

紗菜さん
聡旭さん
泉澄さん
琉翔さん
詩音さん
愛珠さん
沙梨菜さん
舞さん

各部門金賞１位のみなさん

異業種交流懇談会 『忘年会』開催

H29年12月26日㈫

異業種交流懇談会（岡森久剛座長）の12月例会とし
て忘年会を「金谷」にて開催致しました。来賓として
ご臨席いただきました田山雅敏会頭をはじめ18名の方
にご参加いただき、会員間の親睦を深めることができ
ました。また、本会では恒例となっております “今年
を振り返る漢字一文字” を参加者の皆様に発表いただ
きながら、各々一年間の回想と新年への抱負を述べて
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18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。

“今年を振り返る漢字一文字” を持って

伊藤聡子氏 新春講演会 H30年１月20日㈯
21世紀のエネルギ―を考える会・
（公財)日本電信電
話ユーザ協会三重支部との共催で新春講演会を開催し
ました。
今年は、フリーキャスターでTBSテレビ「ひるお
び」コメンテーターで出演されている伊藤聡子氏をお
招きし、“企業の力で地方創生・エネルギ―・環境問
題・・・ピンチをチャンスに” と題してご講演をいた
だきました。

熱心に講演に聞き入る様子

伊藤氏は「地域温暖化になると自然の生態系が変わ
るなど農林水産業に大きな影響を与え、私たちの生活
や経済へも大きく影響する」と深刻さを述べられまし
た。
企業の場合においても、節電や、電気料金の節約な
どのエネルギーマネジメントを考えておくことが必要
だと話されました。
また、地方企業の女性の活躍などの成功例も紹介さ
れ「日本は、人口減少・高齢化が地方から進み、2025
年には団塊の世代が65歳以上となり５人に１人認知症
になるであろう。仕事と生活の共存、多様な人材活用
の提案、グローバル化時代の成功のカギは、ダイバー
シティ社会、そして働き方の改革であり、エネルギー、
環境、街づくりなどさまざまな国の課題は地域こそが
解決できる。「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」
の三方よしの精神は、古くからの考え方。優秀な若者
は社会貢献する企業に価値を感じているので、
「世間
よし」の部分は、どんどんアピールして、消費者の心
に訴える演出をしてほしいと締めくくられました。
当日は、約80名のご出席でした。ご参加いただいた
会員企業・市民の方々有難うございました。

今なら、
純新規取扱分のみ
金庫事務取扱手数料無料
（平成30年3月30日迄）

業務部

059−354−9971
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会議所の動き
女性会だより 女性会親睦事業開催！（大阪）
女性会親睦事業を開催いたしました。当日はあいに
くの雨天の中ではございましたが、私達親睦委員会主
催の親睦事業「松竹座坂東玉三郎初春特別舞踊公演観
劇会」には、お忙しい中たくさんの方にご参加いただ
き、厚くお礼申し上げます。
がんこ寿司にて楽しい雰囲気の中、会話とお料理を
楽しんだ後、松竹座にて「坂東玉三郎初春特別舞踊公
演」を観劇させていただきました。優雅に舞う玉三郎
様の幽玄の世界を堪能させていただき、貴重な時間を
過ごさせていただくことができました。車中でも会員
同士観劇の感想など会話が弾み、親睦を深めることが
できました。
終日雨天ではございましたが、皆様のご協力により

H30年１月17日㈬
無事に終えることができました。ありがとうございま
した。
親睦委員長 松田ますみ

観劇会に参加のみなさん

青年部だより 『上野商工会議所青年部 新年懇親会』開催

H30年１月９日㈪

恒例の新年懇親会をヒルホテルサンピア伊賀に於い
て開催致しました。
伊賀市長 岡本栄様、伊賀市議会議長 空森栄幸様
をはじめ来賓の方々や青年部ＯＢの先輩方に御参加頂
き、盛大な新年懇親会となりました。
本年も青年部に一層のご理解とご支援のほどよろし
くお願い申し上げます。
あいさつする田山会頭

伊賀連携フィールド2017年度
2017年度後期市民講座 第４回「戦国の実戦刀と忍者」 １月６日㈯
「戦国の実戦刀と忍者」要旨

川見 典久
戦国時代、各地の大名のもとで任務にあたった忍
びの者たちが所持した刀剣は、
「忍者刀（忍び刀）」
と称される特殊かつ共通した形式ではなく、一般の
兵が用いたものと変わりがなかったと考えられ、そ
の製作地は備前や美濃が中心であった。大量生産に
よるこの時期の刀剣は、一部の刀工の作を除くと美
術的な評価は高くないが、むしろこれら「数打刀」
の方が実用的であった可能性は高い。
鉄砲の登場など戦術の変化したこの時代には、腰
に吊るす「太刀」から、腰帯に差す「打刀」や「半
太刀」へと装用法の主流が移った。法隆寺西円堂に
戦国から江戸初期に奉納された刀剣の外装は、多く
が全長60 ～ 70センチの現在で言う脇差で、鞘を質
黒川古文化研究所研究員
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素な黒漆塗、片手持ち
用に短く作った柄を黒
漆塗の鮫皮の上から革
か組糸を巻いたもので
あった。
一方、腰刀（短刀）
には、「鎧通し」とも
呼ばれる厚手のものが増加し、特に備前では両刃造
の短刀が数多く製作された。これらは「右手差（め
てざし）」として右腰に装着することも多かったと
みられる。柄が背中向きになるように差すことで、
組討ちの際に右手で素早く抜くことができ、また、
敵に自らの刀を奪われる危険性が減るというメリッ
トがあった。刀身だけでなく、外装も戦いのなかで
工夫されていったことがわかる。

年男

にきく

戌

1. 氏名 2. 生年月日 3. 職業
4. 趣味・健康法は何ですか？ 5. 今年の抱負は何ですか？
6. 好きな言葉・座右の銘は何ですか？
7. 伊賀市の魅力は何だと思いますか？ 8. 尊敬する人物

２．昭和21年4月25日

２．昭和45年8月27日

３．代表取締役

３．理容師

４．温泉旅行、早起

４．スポーツ観戦

５．最後の戌年と思い吠えまくろうかな

５．体調管理をしっかりする

６．おはようございます、為せば成る
１．三

山 悦 史

㈱ミヤマトータルイノベーション

６．一期一会
１．濱

７．朝の空気と水

田 一 樹

理容ハマダ

８．田中角栄

２．昭和33年3月16日
３．自営業、会社役員
４．〈酒〉・マンウォッチング
５．一歩前へ
６．「もうはまだなり、まだはもうなり」
１．福

山 浩 司

㈱ウヲジ

７．天然の要塞に守られ災害の少ないところ
ある意味中途半端なところ
８．〈父〉

１．奥

振次郎

㈲奥時計店

２．昭和57年12月12日
３．時計販売・メンテナンス
４．趣味：バイオリン
健康法：必ず野菜から先に食べる
５．創意工夫しながら効率的に物事を進める
６．威風堂々
７．都会では経験出来ない、静かで豊かなス
ローライフ
８．東郷平八郎

２．平成6年11月18日

３．造園工事会社

３．上野商工会議所職員

役員

４．サッカー、ソフトテニス

５．みんなのためになるかを考えて仕事をする

５．何事にも感謝の心を持つ

６．頼まれたことに『絶対ノー』と言わない

㈲伊藤農園

８．仕事の恩師

２．昭和33年12月6日
４．釣り、朝の散歩(犬と共に)

１．伊藤泰載（靖紀）

７．おいしい物がたくさんある

７．交通の便がよく東に西に北に南に仕事の
受注が可能
８．アーチ・クランプ

６．勝負を決めるのは準備
１．服

部 浩 大

７．上野天神祭などの地域行事
８．本田圭佑（サッカー選手）

上野商工会議所ニュース

2018.2.5｜7

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

労

務

務

経

営

労働者を募集する企業の皆様へ

〜労働者の募集や求人申込みの制度が変わりました〜
施工日：2018（平成30）
年１月１日

職業安定法や省令・指針の改正に伴い、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について、
留意点をお知らせします。
厚生労働省のホームページに、改正法に関する資料を随時掲載しています。

職業安定法

平成29年改正

検索

労働条件の明示が必要な時点（タイミング）

ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働契約締結まで
の間、下記のように労働条件を明示することが必要です。
時

点

必要な明示

ハローワーク等への求人申込み、
自社ＨＰでの募集、求人広告の
掲載等を行う際

求人票や募集要項等において、労働条件を明示することが必要です。
求人票のスペースが足りない等、やむを得ない場合には、「詳細は
面談の時にお伝えします」などと書いた上で、労働条件の一部を
別途明示することも可能です。
この場合原則として、初回の面接等、求人者と求職者が最初に接触
する時点までに、全ての労働条件を明示すべきとされています。

労働条件に変更があった場合、
その確定後、可能な限り速やかに

当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示
しなければなりません。（職業安定法改正により新設されました）
面接等の過程で労働条件に変更があった場合、速やかに求職者に
知らせるよう配慮が必要です。

労働契約締結時

労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知する
ことが必要です。
（明示すべき事項については、厚生労働省ホームページ
に掲載の「モデル労働条件通知書」を参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
厚生労働省・都道府県労働局

法人決算・申告実務研修会の日程
日
場

時
所

内

容

講

師

受講料

主

催

３月５日
（月） 13：30 ～ 15：30（予定）
伊賀市上野丸之内500
ハイトピア伊賀３階 上野商工会議所ホール
「わかりやすい会社の決算・申告の実務」
について
上野税務署
法人課税部門 上席国税調査官
法人会・上野商工会議所・名張商工会議
所・伊賀市商工会 会員（無料）
その他は、2000円（事前申し込みが必要）
一般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
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新設法人説明会の日程
日

時

３月19日（月） 13：30 ～ 15：00（予定）

場

所

伊賀市上野丸之内500
ハイトピア伊賀３階 上野商工会議所ホール

内

容 「新設法人のための税金」について

講

師

上野税務署
法人課税部門

受講料

無

主

上野税務署

催

上席国税調査官

料

伊賀市緑ケ丘本町1680
後

援

電話 21-0950

一般社団法人伊賀法人会
伊賀市上野丸之内500
電話 24-5774

ハイトピア３階

FAX 24-5796

合同就職セミナ－開催
上野会場
名張会場
対

象

参加会費

参加企業募集

４月20日（金）午後１時～午後４時（受付終了しました）
上野フレックスホテル
５月28日（月）午後１時～午後４時
名張産業振興センター・アスピア/アニエス・ガーデン名張
大学・短大・専門学校等卒業予定者及び転職希望者・未就職者等
・会

員

5,000円（税込み）※両日参加の場合、10,000円
（伊賀市商工会・名張商工会議所・上野商工会議所
・非会員 20,000円（税込み）※両日参加の場合、40,000円

会員の方）

主
催 伊賀市・名張市産業チャレンジ支援協議会・伊賀市商工会・名張商工会議所・上野商工会議所
申込締切 ２月28日（水）
※平成30年度の『合同就職セミナー』は上野会場、名張会場で各１回計２回の開催となります。
※受付は先着順で定員（60社）に達し次第締め切らせて頂きます。お早目のお申込みをお願い致します。
※上野会場は申込数が定員に達したため、受付締切とさせていただきました。ご了承ください。
お問合せ 上野商工会議所 相談・支援課 TEL 0595-21-0527

平成30年度新規学卒就職者調査について
当所では今春卒業され、市内各事業所に就職された従業員（家族従業員を含みます。）の方々の調査を行い、
就職の動向等を把握させていただきたいと考えています。
本調査結果は、上記目的以外には一切使用いたしません。個票を公表することも決してありません。また
取扱いにつきましては十分慎重を期すものとします。
つきましてはご繁忙の折、誠に恐縮ですが、会報折込しております調査票にご記入の上、3月5日までに
FAX（24-3857）又は郵送にてご回示下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

第60回新規学卒就職者激励会 ＆ 教育セミナーのご案内

と

き ４月17日(火) 〜 18日(水)
【第１部】式 典
17日 午前８時30分〜午前９時20分
【第２部】教育セミナー
17日 午前９時30分〜午後５時
18日 午前９時〜午後４時
（講話）午後４時〜午後４時30分
上野都市ガス㈱代表取締役社長

と こ ろ

ハイトピア伊賀３階

参 加 費

参加者１名につき（昼食代、テキスト代含む）
会

員

上野商工会議所

5,000円
（上野商工会議所・伊賀市商工会・ユーザ協会）

非会員 10,000円
主

催

後

援 （公財）日本電信電話ユーザ協会三重支部（伊賀地域）・伊賀市

上野商工会議所・伊賀市商工会

中井茂平氏（上野商工会議所副会頭） 申込締切 ３月20日（火）
「新入社員の皆様に望むこと」
※申込書は3月号会報に折り込みします。

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/
上野商工会議所ニュース
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伊賀市から５社が「地域未来牽引企業」に選定されました
事業性の高い地域産業や良質な雇用・賃金が、地域に投資・人材を更に呼び込む好循環の形成を目指す経
済産業省は、12/22付「地域未来牽引企業」2,148社を選定し、三重県では45社、伊賀市では５社が選定され
ました。
「地域未来牽引企業」とは、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対す
る経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長を力強く牽引する事業を更に積極的に展開されるこ
と、または、今後取り組まれることが期待される企業です。
詳細については、経済産業省のホームページ（http://www.meti.go.jp/）をご覧ください。

地域未来牽引企業（伊賀市の５社） 順不同・敬称略

伊賀越㈱

㈱タナカバナナ

中外医薬生産㈱

会員 ひろば

㈱ナベル

三重中央開発㈱

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

伊賀市予野字鉢屋4713番地
TEL 20−1119

三重中央開発㈱

弊社は1980年に創立し、廃棄物の適正処理と再資源化事業を行っ
ています。事業を推進する上で、地域・環境との共生を図り、社会
から信頼していただける企業を目指しています。
この度、第12回３Ｒ推進全国大会式典にて、３Ｒ活動優良企業と
して循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰という栄誉ある賞を賜
りました。
私たちは、日々の事業を通じて「持続型資源循環社会」を実現す
ることが、社会の皆様から課せられた使命であると考え、多種多様
な廃棄物の適正処理及び再資源化を推進するため、時勢に先駆けた
施設の導入・事業展開を行ってまいりました。
三重中央開発㈱ 三重事業所 平井俊文執行役員所長（右）
リサイクル施設の集大成である「エネルギープラザ」では、単なる熱処理ではなく、事業所全体を賄う発電や、
蓄熱して約10km先の温泉宿泊施設へ給湯用熱源として提供するなど、高い次元での廃棄物処理に対応しています。
設備だけではなく、環境学習支援や、地域の方へ感謝をお伝えすることを目的に感謝祭を実施するなど、
「オー
プン」
「ふれあい」「感謝」をキーワードに、これからも社会に必要とされる企業となれるよう、「環境創造企業」
として、革新的挑戦を続けてまいります。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

H29年12月末会員数

組織率

2,618件

1,462件（特別会員85件）

52.63%

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

2月・・・ 7日・16日
3月・・・ 7日・16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
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工業部会セミナー
日
会
講

時
場
師

定

員

ものづくりＩｏＴセミナー

受 講 料 無 料
お問合せ 上野商工会議所（担当：小松）
TEL 21-0527 FAX 24-3857
ものづくりビジネス推進部 部長
主
催 上野商工会議所工業部会
100名（※参加は１社最大５名までとさせていただきます。）
三重県ＩｏＴ推進ラボ
２月８日
（木）15時00分～ 17時00分
上野商工会議所ホール（ハイトピア伊賀３F）
小林 厚夫様 株式会社 富士通マーケティング

金融理財部会セミナー

実践：管理職によるビジネス・コーチング

稼ぐ部下を育てる次世代リーダーの育成
日
会
講
定

受 講 料 無 料
時 ２月13日（火）14時00分～ 16時00分
場 上野商工会議所ホール（ハイトピア伊賀３F） 申し込み TELまたはFAXにて（申込締切２／９）
師 瀧本 和彦氏
お問合せ 上野商工会議所
㈱百五総合研究所 地域調査部部長兼主席研究員
TEL 21-0527 FAX 24-3857
員 60名
主
催 上野商工会議所金融理財部会

伊賀市商業後継者育成事業セミナー

中小企業はこう仕掛けよう！消費税引上げ後も利益を増やす！

そこが知りたかった！ 客単価アップ ７つの法則
日
会
講
定

時
場
師

３月７日
（水）20時00分～ 22時00分
受 講 料 無 料
（ハイトピア伊賀３F）
上野商工会議所ホール
申し込み TELまたはFAXにて
横田 秀珠氏
お問合せ 上野商工会議所
イーンスパイア㈱代表取締役 ネットビジネス・アナリスト
TEL 21-0527 FAX 24-3857
員 50名（定員に達し次第、締め切ります）
主
催 伊賀市、上野商工会議所中小企業相談所

平成30年7月から

生命共済リニューアル！！

入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）
》
＋上野商工会議所独自の給付制度

商工会議所で実施しております生命共済制度につきまして、平成30年７月１日の更新時期に、ガンや６大
生活習慣病の疾病増加に対応する「生存保障」の充実や加入年齢の引き上げといった大幅なリニューアルを
実施することになりました。

◎主な改定点

①ガン及び６大生活習慣病の入院・治療に向けた一時金の創設 ※現行のガン死亡保険金は廃止
②加入者年齢の引き上げ
③お祝い金を増設
※祝い金は、加入３年以上の加入者が
New 古希祝い金
《現行》なし→《改定後》 ７０歳
祝い金年齢を超え、保険期間の満了
満了記念祝い金 《現行》なし→《改定後》 ７５歳
※保障内容、詳細につきましてはお問い合わせください。

をみたしたとき、支給いたします。

<生命共済ご加入事業所の皆様へ>
今回のリニューアルに伴い、現在ご加入の皆様の同意が必要となります。２月～４月頃、当所
職員または引受保険会社であるアクサ生命保険㈱社員が事業所へお伺いしますのでご協力よろ
しくお願いします。内容をご理解いただき、継続加入につきましてご了承賜りますようお願い
申し上げます。
問合せ先

上野商工会議所 TEL 0595-21-0527
アクサ生命保険㈱ 津営業所上野分室 TEL 0595-24-1724
上野商工会議所ニュース
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恋のHappy大作戦

目

的

親同士のお見合い会「親コン」事業

少子化が進み、当地においても人口減が深刻になっている今日、婚活中の子を持つ親や親族が子供の
結婚を応援する子供の代理婚活「親コン」を開催し、出会いを応援する。
開催日時 平成30年3月24日（土） 13：00 〜 17：00
開催場所 上野商工会議所 ハイトピア3階ホール
参加条件 婚活中のお子様をお持ちの親御様又は親族の方（必ず婚活を希望するお子様の承諾を取って下さい）
参加人数 息子様を持つ20組・娘様を持つ20組
参加費用 お一人 1,000円（茶菓代）（お一人または夫婦での参加も可）
申込締切 ２月末日
申込方法 窓口提出・郵送・FAX
申込み先 上野商工会議所 伊賀市上野丸之内500番地 TEL 0595‑21‑0527 FAX 0595‑24‑3857
事業内容 13：10 〜 13：50 ミニ講座「最近の若者の結婚観」三重県少子化対策課より
14：00 〜 17：00 交流会
主
催 上野商工会議所・伊賀市商工会
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ベストセラー紹介
（コミック・文庫除く）
平成30年1月期

①
②
③
④
⑤

伊賀市史

第七巻

提供 岡森書店 白鳳店

年表・索引

（伊賀市・2,315円＋税）

漫画君たちはどう生きるか
（漫画羽賀翔一 原作吉野源三郎・マガジンハウス・1,300円＋税）

伊賀の郷土史あれこれ
（北出楯夫・岡森書店・2,800円＋税）

うまくいっている人の考え方

完全版

（ジェリー・ミンチントン・ディスカヴァー・1,000円＋税）

九十歳。何がめでたい
（佐藤愛子・小学館・1,200円＋税）
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今月のおすすめの１冊
『伊賀の郷土史あれこれ』

北出楯夫 著 岡森書店 発行 本体2,800円＋税
A5版 538ページ 岡森書店限定販売

伊賀市小田町の北出楯夫さん（昭和15年生ま
れ）
。伊賀を代表する郷土史家でいらっしゃいま
す。長年に渡り数多くの執筆を手がけて来られま
したが、喜寿の記念にと、集大成を『伊賀の郷土
史あれこれ』として、自費出版されました。伊賀
の歴史・文化・人物・医事等の「あ
れこれ」がぎっしり詰まっており、
明快、端的に「伊賀」を語り継い
でいくための宝物のような一冊と
なっています。北出楯夫様の、郷
土史へのこれまでのご尽力、心よ
り感謝申し上げます。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

２・３ 月 主 な 事 務 局 行 事

２月
１日・県下専務理事会議
３日・伊賀アウトオブキッザニア
５日・正副会頭会議
・記帳継続相談会
・三重大古文書講座
６日・ 第 回産学官連携伊賀拠点研究ワーキンググループ
７日・医療セミナー
８日・工業部会セミナー
・上野天神祭地域振興運営委員会
９日・三重大英語講座
日・三重大市民講座
日・第２１２回珠算検定試験
・伊賀風土ＦＯＯＤ
日・金融理財部会セミナー
日・総務財政委員会
日・伊賀市商工会との懇談会
・伊賀学ジュニア検定（西柘植小学校）
・ 青年部全国大会岐阜かがみがはら大会（～ 日）
日・国際忍者学会（ ～ 日）
・伊賀学ジュニア検定（島ヶ原小学校）
・伊賀学ジュニア検定（柘植小学校）
・城下町のおひなさん（～３／３まで）
日・伊賀学検定
日・伊賀学ジュニア検定（壬生野小）
日・三重大連携フィールド運営委員会
・三重県商工会議所連合会総会
日・ 第 回リテールマーケティング（販売士）検定
日・交通運輸部会役員会
日・第１４８回日商簿記検定
日・異業種交流懇談会
日・県下専務理事会議

３月
５日・正副会頭会議
・三重大古文書講座
６日・インターンシップ反省会
９日・三重大英語講座
日・三重大市民講座
日・伊賀風土ＦＯＯＤ
日・常議員会議
日・女性会第５回役員会
日・日商通常会員総会
日・通常議員総会
日・異業種交流懇談会総会
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