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おめでとう新社会人一年生のみなさま

第60回新規就職者激励会＆教育セミナーが開かれる
伊賀管内事業所に今春就職された新社会人を一
同に集めて行う「新規就職者激励会」と「会社で
すぐに実践できるビジネスセミナー」を当所と伊
賀市商工会との共催・伊賀市・（公財）日本電信電
話ユーザ協会三重支部後援により４月17日～ 18日
に開催いたしました。地元企業27事業所80名の出
席で、来賓に岡本市長、岩田市議会議長をお招きし、
激励のお言葉をいただきました。
第１部の式典では田山会頭から、「挨拶が基本。
皆様にはそれぞれの仕事を通して、社会に役立つ
田山会頭のあいさつ
人間になってほしい。また、この伊賀市を忍者・芭蕉等の遺産を有効に活用した新しいまちづく
りをしていくので、若い力を貸してほしい。会社で配属されたら、すぐに馴染めるように心がけ、
１年間は、謙虚にわからないことは早く聞き、理解する。先輩の良いところを勉強する。そうす
ると社会人としての心がまえが出来てくる。挨拶が出来ないと前へ進めない。そのうち自信もつ
いてくる。頑張ってください。
」と激励のお話がありました。続いて岡本市長・岩田市議会議長か
ら激励のエールが送られました。
第２部のみなみトレーニングラボ・倉智紫津子先生による教育セミナーでは、社会人としての
心構えや接客マナー・電話応対や名刺交換の仕方・コミュニケーション力の向上について実技を
交えながら学びました。
引き続き、
「新入社員の皆様に望むこと」と題して上野都市ガス㈱代表取締役社長、当所中井副
会頭から入社して職場での「ズレ」の認識等と原因について、また、期待される７つの社員とは
について、かみくだいて分かりやすくお話をいただきました。
参加者は、緊張しながらも熱心に教育セミナーを２日間しっかりと受講し、社会人の一歩を踏
み出しました。

倉智先生の熱心な指導を受ける

名刺交換の仕方を学ぶ

中井副会頭より新入社員の心構の講話を受ける

業務部
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平成三十年四月十七日

和香奈

社会医療 法 人 畿 内 会 岡 波 総 合 病 院

谷本

平成30年度伊賀市内事業所への新規就職者一覧表

＜上野商工会議所・伊賀市商工会へ回答があった事業所を集計＞

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/

会議所の動き
交通運輸部会 伊賀線新駅「四十九駅」見学会開催

４月１日㈰

３月17日
（土）
の伊賀線新駅「四十九駅」開業に伴い、
開業記念式典及び「四十九駅」の見学会が４月１日
（日）
に開催されました。新たなスタートを祝すとともに、
これまで以上に地域が一体となって支える為、交通運
輸部会では伊賀線新駅「四十九駅」見学会を開催し、
２事業所９名の方にご参加いただきました。伊賀鉄道
の新駅として、地域振興や伊賀線の活性化に期待され
る駅であり、大変有意義な見学会となりました。
伊賀線新駅「四十九駅」記念式典

伊賀の里魅力満載桜ウォーキング ４月８日㈰
JR関西本線の利用促進と沿線の魅力を知っていた
だく為、ウォーキングを開催致しました。
今年は『上水道水源地』『だんじり会館』『さまざま
園』
『心念寺』
『伊賀上野城』などの史跡を巡りました。
当日は、桜の満開時期は過ぎていましたが、約70名
の方にご参加いただき、参加者一同、春を感じられる
ウォーキングとなりました。
伊賀の名所を巡る

伊賀市・名張市合同就職セミナー ４月20日㈮
伊賀市、名張市、名張市産業チャレンジ支援協議
会、伊賀市商工会、名張商工会議所との共催による合
同就職セミナーを上野フレックスホテルにて開催致し
ました。
当日は来年度の新規採用を計画されている伊賀地域
の事業所68社にご参加いただきました。また就職希望
者は、大学卒業見込者のほか既卒者なども合わせ、97
名の方にご来場いただきました。リクルートスーツ姿
の来場者の皆様は、各社の採用担当者から会社の概要
や雇用条件の説明を真剣な表情で受けていました。
各社の採用担当者から説明を受ける様子

青年部だより 平成30年度４月例会

４月11日㈬

４月例会平成30年度通常総会を開催し、すべての議
案が慎重審議のうえ承認され、小林会長のもと晴れ
て平成30年度がスタートしました。これから2年間、
「enjoy! “YEG FAMILY”」をスローガンに充実した
委員会活動を通し、会員自身の成長と各事業所の発展、
地域社会の活性化に努めてまいりたいと思います。
総会終了後は上野YEG設立30周年決起集会を開催
し、事業に向けた抱負が各委員長から語られ、事業成
功への意気込みと決意で盛り上がりました。
かけがえのない仲間と共に成長出来る上野YEGは、
新入会員を随時募集しています。お気軽に事務局まで
お問合せ下さい。
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小林会長のもと新年度スタート！！

伊賀連携フィールド2018年度
2018年度前期市民講座 第１回「江戸の建設と服部半蔵・伊賀者」 ４月21日㈯
國學院大学文学部教授

「江戸の建設と服部半蔵・伊賀者」要旨
４月21日（土）、ハイトピア伊賀において、根岸
茂夫先生（國學院大学教授）による「江戸の建設と
服部半蔵・伊賀者」と題したご講演が行われました。
初代服部半蔵と、以下歴代の服部半蔵の事蹟につ
いて、徳川家の軍制における伊賀者の位置づけ等に
ついて、ご解説を頂きました。初代服部半蔵は、彼
自身が忍術を使ったかどうかは不明であるものの、
伊賀者を率いていた武将であることは確かであり、
家康の信任厚い、長槍を操る勇猛な武将であったよ
うです。また、初代服部半蔵以降、複数の家に別
れ、そのひとつは桑名藩松平家の家老の家となりま
した。
つぎに、江戸という都市が形成される際、服部半
蔵配下の伊賀者がなぜ甲州街道沿い等に配置された

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

茂夫

のかについて、ご解説を頂きました。東海道がいま
だ整備されていない時期、甲州街道・大山街道が重
要な街道として機能していました。そのとき、伊賀
者の屋敷は、甲州街道・大山街道の前線の押さえで
した。これらについて、江戸の地形図等を使ってわ
かりやすく示して頂きました。
伊賀市民の方々にとっては、服部半蔵は関心があ
り、そのためか、た
くさんの方々にご参
加を頂きました。江
戸の話題が中心でし
たが、「たいへんわ
かりやすかった」と
好評でした。
（高尾善希記）

三重大学国際忍者研究センターだより
皆さん、こんにちは！ 三重大学国際忍者研究セ
ンターです。今回から、この欄を拝借して、センター
の研究・運営・教員の雑感などについて記したいと
思います。お付き合いのほど、よろしくお願いいた
します。
しかし、
「ん？ 国際忍者研究センターって何
だ？」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
去年７月、三重大学が、伊賀地域の文化の発展のた
めに、伊賀市の「ハイトピア伊賀」内に、忍者研究
（あるいは教育）の拠点を設置しました（「三重大学
地域拠点サテライト伊賀サテライト伊賀連携フィー
ルド」
という組織に属しています。「伊賀連携フィー
ルド」は三重大学人文学部・上野商工会議所・伊賀
市が参画）
。その時には大きく報道されましたから、
ご存じの方もいるかもしれません。７月には、常駐

根岸

１の巻

の専任教員（准教授）として
高尾善希が着任、去年10月に
は、「ハイトピア伊賀」の２
階に研究室を開設し、クバー
ソフ・ヒョードル研究員が着
任しました。
「 忍 者 研 究 」 と い っ て も、
多様です。大きく分けて、史実としての忍者の研究、
フィクションとしての忍者の研究があります。前者
は、戦国時代などに活躍した忍者、幕府や藩に属す
る忍者、忍術書の研究などがあります。後者は、小
説・漫画・映画に登場する忍者などの研究です。
「作
られた忍者」も忍者なのです。まず、センターでは、
これらの情報をデータベースにしていきたいと思っ
ています。
（准教授 高尾善希）

三重県伊賀市小田町743-2
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IT 導入補助金の公募が開始されました
平成29年度補正予算による「IT導入補助金（サービス等生産性向上IT導入支援事業）」の公募が４月20日（金）
より開始となりました。
本事業は、足腰の強い経済を構築するため、中小企業・小規模事業者等における生産性の向上に資するソフト
ウェア、サービス等（以下「ITツール」という）を導入する事業者に対して、事業費等に要する経費の一部を
補助することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的としています。
対 象 者

中小企業・小規模事業者等

公募期間

平成30年４月20日
（金）～平成30年６月４日（月）まで

補助対象経費

ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連経費等
※IT導入支援事業者があらかじめ事務局の承認を受け、事務局のHPに補助対象サービスとして
公開されたITツール（ソフトウエア、サービス等）が補助対象となります。

補助金の上限額・下限額・補助率

お問い合わせ先

補助上限額

50万円

補助下限額

15万円

補

1/2以内

助

率

サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター
お問合せ時間 ９：30 ～ 17：30 ／月曜～金曜（土・日・祝日除く）
TEL 0570-000-429
特設サイト https://www.it-hojo.jp/

ITツールの導入による生産性の向上を図りたい中小企業者の皆様はぜひご検討ください。詳細は折込チラシ
の公募要領をご覧ください。
事業主のみなさまへ

労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新はお早めに！
労働保険料（平成29年度確定・30年度概算）の申告・納付は

平成30年6月1日
（金）
から7月10日
（火）
までです。お忘れなく！ お早めに！

年度更新集合受付会を開催します
日
場

時
所

７月６日（金）・９日（月）
・10日（火） ９時〜16時
四日市、津、松阪、伊勢、伊賀、熊野の各労働基準監督署
桑名市城東地区複合施設「はまぐりプラザ」
鈴鹿市神戸コミュニティセンター
尾鷲公共職業安定所
以上９会場

※申告書記載について不明の場合は、次の資料をお持ちください。
①
「概算・確定労働保険料／一般拠出金申告書」
②作成した平成29年度確定分の賃金集計表
一括有期事業のうち建設の事業については、工事台帳（請負金額・工期等が確認できるもの）
③事業主印鑑（法人は代表者印鑑）
※労働保険の年度更新手続きは、電子申請により労働局・労働基準監督署へ出向かなくても、自宅・オフィス
からいつでも手続きができます。（詳しくは、電子政府の総合窓口へ http://wwww.e-gov.go.jp/）

お問い合わせ

三重労働局総務部 労働保険徴収室
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津市島崎町327‑2

TEL059‑226‑2100

栄えある受章おめでとうございます

県民功労章 商工業功労
組紐工房廣澤徳三郎
ひろざわ

店主

こういち

廣澤 浩 一 氏
伝統的工芸品の振興発展に寄与した功績により受章されま
した。おめでとうございます。

商工会議所会費

口座振替は6月11日（月）です

平成30年度前期分会費の納付をお願いする時期
となりました。
会員事業所の皆様には、５月下旬に「会費口座
振替」のお知らせを送付させていただき、6月11
日にご指定の預金口座から引き落としさせていた
だきます。
「口座振替」の手続きを済まされていない会員
事業所の皆様には、従来通り納付書〈振込み用紙〉
を送付させていただきますので、６月30日までに
最寄の金融機関（納付書に記載）からお振込みい
ただくか、当所窓口での納付をお願い致します。

会費の納付は、
便利な口座振替を！！！
「口座振替」の手続きが、まだお済みでな
い方は、お振込みいただく際の手間と手数料
のご負担をなくす為お早めにお申込み下さ
い。
会費についてのお問い合わせや
「口座振替」
のお申込みは、
当所総務課までご連絡下さい。
（TEL21－0527）

自動車税は5月31日までに納めましょう！
自動車税は金融機関のほか、主なコンビニエンスストアやMMK端末を設置したスーパー
などでは、休日・夜間を問わず納付できます。
また、インターネットを利用してクレジットカードでも納付できます。
納税証明書は車検時に必要でしたが、納税確認の電子化にともない、納税証明書の提示が
省略できるようになりました。

納 付 期 限：平成30年５月31日（木）

お問い合わせ：三重県伊賀県税事務所（☎0595‑24‑8020）平日8：30 〜 17：00
上野商工会議所ニュース
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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の回答
平成29年12月14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30年度予算等に関する要
望」について、平成30年３月２日付で回答がありました。４月号に続き、掲載いたします。
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
〈回答〉 伊賀市南庁舎の利活用検討として、観光・物産機能
は賑わい創出に欠かせない機能であると考えています。
既存の機能との調整も踏まえ、導入に向けた検討を進めて
いきたいと考えています。
（中心市街地推進課）

に新たに設置する橋梁の橋脚工事に着手しています。
今後も関係市と協力して、上野・名張間の全線４車線化に
向けた要望を三重県に行っていきます。 （公共基盤推進課）

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
〈回答〉 丸之内交差点につきましては、交差点に信号と伊賀
②魅力的な新芭蕉翁記念館及び芭蕉ゾーンの実現
鉄道の踏切があることから、一時渋滞が発生しております。
〈回答〉 新芭蕉翁記念館の整備につきましては、賑わい創出
この解消について、伊賀警察署に確認したところ、現状の信
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
号機と踏切の信号機との連動調整は不可能であるとのことで
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。
したのでご理解願います。
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
また、三重県が施工しますハイトピア前から東町交差点間
学習の児童生徒、観光客から俳人、芭蕉研究者まで幅広く、 の45ｍの改良工事につきましては、本年度９月に完成してい
だれでも気楽に足を踏み入れていただけるよう、これまで以
ます。
（公共基盤推進課）
上に展示も知恵を絞って計画していきます。
リピーターを増やすこと、観光客にも入館していただきや
ウ 新市庁舎及び伊賀鉄道四十九町駅（仮称）の開設に伴
すいよう事業展開を図り、周囲の地域や施設等と連携した芭
う交通量増加を見据えた幹線道路、安全対策の整備
蕉ゾーンについても積極的に検討します。 （文化交流課） 〈回答〉 新庁舎移転及び伊賀鉄道新駅開設に伴う周辺道路の
安全対策について、国土交通省北勢国道事務所、三重県伊賀
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
建設事務所、伊賀警察署及び伊賀市とで平成29年９月４日に
環境（駐車場等）の整備
協議を行い、周辺道路の状況について検証を行った結果、名
〈回答〉 近年、当市には多くの外国人観光客が訪れており、 阪友生インターの安全対策、名阪国道側道と市道との交差点
これら外国人観光客がストレスなく快適に伊賀の観光を満喫
の安全対策、
新駅からの歩行者の誘導や新庁舎へのアクセス、
していただくため、滞在時の快適性が求められています。し
案内表示等の課題がありました。
かしながら現状では外国人観光客のみならず、国内観光客向
今後は、関係機関においてその課題の解消に向け検討し、
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
協議を進めていきます。
（公共基盤推進課）
状況です。
道路網の整備については現在伊賀上野橋新都市線、西明寺
一部の説明板や道標については、日本遺産忍びの里サイン
緑ヶ丘線の改良について進捗を計りたいと考えています。
整備事業で設置を予定していますが、その他の案内板等につ
新駅から新庁舎間の歩道につきましては、平成30年度から
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
新庁舎の開庁までの間に路肩や区画線の整備を実施するとと
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
もに街灯の設置など歩行者の安全対策を図っていくこととし
と考えています。
ています。
（建設１課）
また、街なかの駐車場やトイレなど観光客を受け入れる環
境の整備については、平成29年度において一部のトイレの洋
②近鉄伊賀神戸駅前の開発の促進
式化など利便性の向上に資する整備を行ったところですが、
・ロータリーの設置、車両の待機場所の確保等
まだ十分とはいえないと認識しています。整備にあたっては
〈回答〉 ご要望の件については、平成28年12月に近隣の民有
用地の確保や設置後の維持管理などが課題となります。つい
地を借り上げ、民間企業の従業員送迎用のバスの転回及び待
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
機場所として確保しております。
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
なお、ロータリーの設置について、現時点では考えており
思います。
ません。
（都市計画課）
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
③環境保全のための残土処分場の確保
きればと考えます。
（観光戦略課）
・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
３ 社会基盤の整備
〈回答〉 残土を適正に処分する施設の確保を市で行うことは
⑴社会基盤の整備
難しいですが、現在環境政策課では、市外から持ち込まれる
①渋滞緩和及び交通安全施設の整備
不適正な残土の埋立てを防止するため、土砂等の埋立てを規
ア 国道368号線の早期４車線化による渋滞緩和及び安
制する条例の制定を進めています。この条例は、市、市民、
全確保
事業者、及び土地の所有者の責務を明らかにし、埋立てを行
〈回答〉 国道368号４車線化事業は三重県が施工しています。
う事業者に対して必要な規制を行うことにより、土壌汚染の
平成28年３月２日に菖蒲池２交差点から山出交差点間の約
防止と土砂等の流出による災害の発生の防止を図ることを目
1.6kmを部分供用開始しました。今後、山出交差点から上野
的としており、残土が適正に処分されるよう監視・指導して
インターチェンジ間約3.5キロメートルの整備を進めていき
いきます。
（環境政策課）
ます。また、昨年度から木津川にかかる現在の大内橋の下流
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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
〈回答〉 平成28年５月に策定した「伊賀市生活排水処理施設
整備計画」に基づき、長期的・総合的視点にたって、計画的
に生活排水処理対策を進めていくこととしています。
市街地の下水道整備については、早期の事業化をめざして
まいります。事業期間は長期にわたるため、処理区域を細分
化するなどで暫定処理（フレックス）整備の手法も検討が必
要と考えられますが、事業を進めていくうえでは、受益とな
る方々の大多数の賛同がなければ事業化できませんので、現
在、事業を進めるに際しての諸課題等に関して、住民自治協
議会などの地域関係者との懇談等を進めています。そして事
業の推進に向けた必要な情報の提供と地域や受益者となる市
民の方々の意見を汲み取りながら、事業の理解を深めていた
だけるよう取組み、事業化に繋げてまいりたいと考えています。
（上下水道部下水道工務課）
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
〈回答〉 伊賀上野駅・柘植駅間の電化、更には、伊賀鉄道と
の連携を強化した上野市駅までの運行については、インバウ
ンドを含めた京都方面からの人の流れをよくするため、整備
実現は重要と考えています。
しかし、JRは、現段階では関西本線全体としてどのよう
な絵を描いていくかが重要と考えているとのことで、整備の
早期実現は難しいと考えられます。当市としては、整備実現
に向けこれからもJRとの意見交換等を通じて課題の抽出や
研究を継続して行い、電化促進などに向けた取り組みを積極
的に実施したいと考えています。
（交通政策課）
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
〈回答〉 名神高速道路及び新名神高速道路と名阪国道との連
絡道の整備につきましては、沿線自治体である８市町と貴所
を含む11団体で構成している「名神名阪連絡道路整備促進期
成同盟会」により毎年関係機関へ事業化の推進の要望を行っ
ているところです。
平成25年７月には、「名神名阪連絡道路の早期実現に向け
たシンポジウム」を甲賀市で開催。さらに、平成28年１月に
は、東京都内で「名神名阪連絡道路建設促進大会」を開催し、
同盟会構成市町の首長や議長、来賓として三重県・滋賀県選
出の国会議員や三重県知事、滋賀県副知事の出席を受け、こ
の道路の重要性と地域の熱意を発信してきました。
また、平成29年１月28日には、伊賀市内（ふるさと会館い
が）で「名神名阪連絡道路シンポジウム」を開催いたしまし
た。このシンポジウムには約600人が参加し、沿線自治体や
企業等の関係者が、この道路の効果や整備に向けた期待など
を討論し、名神名阪連絡道路の整備に向けた機運を盛り上げ、
地域が一丸となって国に対し要望を実施していくことを決意
いたしました。
この道路整備は、地域交通網の改善と企業の誘致、ひいて
は地域の強靭化に繋がるものと考えていますので、引続き貴
所の強力なご支援をよろしくお願いします。
（公共基盤推進課）
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
〈回答〉 リニア中央新幹線の名古屋・大阪間は、ルートや停
車駅の設置について、未だに公表されていない状況でありま
す。当市としては、まずは、リニア中央新幹線建設促進三重
県期成同盟会の一員として、名古屋・大阪間の三重・奈良
ルートの実現、県内の概略ルート及び停車駅の概略位置を早
期に公表するようお願いすると共に、停車駅位置については、
鉄道や高速道路によるアクセス利便性等を十分に勘案するよ
う要望していきたいと考えています。
（交通政策課）

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
〈回答〉 鉄道やバス、
タクシー等といった地域公共交通には、
それぞれの機能、役割があり、お互いが補い合いながら地域
公共交通のネットワークを構築しています。当市では、それ
ぞれの特性を踏まえた連携を強化し、地域住民の生活行動に
応じた効率的な運行体系の見直し及びネットワークの構築を
進めたいと考えています。
（交通政策課）
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
〈回答〉 新庁舎移転及び伊賀鉄道新駅開設に伴う周辺道路の
安全対策について、国土交通省北勢国道事務所、三重県伊賀
建設事務所、伊賀警察署及び伊賀市とで平成29年９月４日に
協議を行い、周辺道路の状況について検証を行った結果、名
阪友生インターの安全対策、名阪国道側道と市道との交差点
の安全対策、
新駅からの歩行者の誘導や新庁舎へのアクセス、
案内表示等の課題がありました。
今後は、関係機関においてその課題の解消に向け検討し、
協議を進めていきます。
（公共基盤推進課）
道路網の整備については現在伊賀上野橋新都市線、西明寺
緑ヶ丘線の改良について進捗を計りたいと考えています。
新駅から新庁舎間の歩道につきましては、平成30年度から
新庁舎の開庁までの間に路肩や区画線の整備を実施するとと
もに街灯の設置など歩行者の安全対策を図っていくこととし
ています。
（建設１課）
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
〈回答〉 既に実施していますが、分割発注については条件を
精査し、可能なものについて引き続き取り組んでいきます。
（契約監理課）
②発注基準の選定業者数の見直し
〈回答〉 地域を限定して少ない業者数で入札することは、競
争性の確保について疑念を招く恐れがありますので、今のと
ころ見直す必要はないと考えています。
（契約監理課）
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
〈回答〉 当市では、地元業者の育成を目的に、工事案件毎に
条件を精査してJVを条件とした発注に取り組んでいます。
（契約監理課）
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
〈回答〉 設計及び工事監理業務の発注に際しても、地元業者
の育成を目的にJVでの発注に取り組んでいます。
（契約監理課）
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
〈回答〉 助成の拡充は当市の財政状況から困難ですが、予算
の枠組みの変更等により、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支援策を検討していきたいと考えます。
また、国や県においても様々な支援策が講じられておりま
すので、貴所におかれましても事業者等に対し積極的な情報
提供をお願いします。
（商工労働課）
上野商工会議所ニュース
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会員 ひろば
中外医薬生産株式会社

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

伊賀市ゆめが丘七丁目5番地の5

TEL 21−0120㈹ FAX 21−0365
http://www.chugai-iyaku.co.jp

当社は創業98年の医薬品メーカーとして、医薬品・医薬部外品の製造を行っています。創業の地は上野田端町
でしたが、物流面の問題から21年前に「ゆめぽりす伊賀」に移転し、以降Ｒ＆Ｄセンターや最新鋭の固形剤工場
などの増築を行ってきました。
当社が特に力を入れているのがＲ＆Ｄ（研究開発）で、近年は大手製薬メーカーとの共同開発案件を多数抱え
ております。当社が研究開発した製品では、昨年、興和から新製品として発売されたキューピーコーワαドリン
クがドラッグ大賞を受賞するなどヒットし、本年度も「スマホでつらい眼に」としてキューピーコーワｉドリン
クが新発売されており、大手製薬メーカーとの共同開発案件では一定の成果が出ています。
本年春には新しく液剤工場として「みどりヶ丘工場」を竣工しました。工場なので生産機能があるのは当然で
すが、
同工場には見学者通路を設け、
「リクルート」や「産業観光」 みどりヶ丘工場
等の付加価値を持った工場として設計しております。また働き
方改革への取組として、充填・包装工程を完全自動化したこと
で労働生産性を従来比５倍以上の効率化を図りました。
昨年12月には経済産業省より地域未来牽引企業として認定を
受けており、当地での研究職など高度人材の採用や製造職の方
の安定雇用など地域経済の活性化へ引き続き貢献していきます。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

H30年3月末会員数

組織率

2,618件

1,458件（特別会員85件）

52.44%

電話応対技能検定試験４級試験のご案内
マニュアル応対を越えた電話応対の検定で、御社の企業力をアップしてみませんか。
電話応対技能検定（もしもし検定）は、「企業の声」としての電話応対をはじめあらゆるビジネスシーンで対応
できるコミュニケーション能力を養う資格制度です。
４級試験は、筆記試験だけで気軽に受験できますので、資格の１つとして取得して
いただくようお勧めいたします。
開催日時 平成30年６月６日
（水）13：30 ～ 14：10（40分間）締切日 5/30㈬
平成30年７月４日
（水）13：30 ～ 14：10（40分間） 〃
6/27㈬
平成30年８月１日
（水）13：30 ～ 14：10（40分間） 〃
7/25㈬
試験会場 上野商工会議所（ハイトピア伊賀３階）
受 講 料 1,080円（税込）当日ご持参下さい。
問い合わせ先 （公財）
日本電信電話ユーザ協会三重支部 TEL 059-213-1110

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

5月・・・ 2日・18日
6月・・・ 6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
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アクサ生命は、
商工会議所と協力し、
会員事業所の各種ニーズ
（弔慰金・見舞金制度、
退職金制度、
リスク対策や事業承継など）
を共済制度／福祉制度
でサポートしています。
アクサ生命保険株式会社 四日市支社 津営業所 上野分室
〒518-0873 伊賀市上野丸之内500 TEL 0595-21-0527

上野商工会議所ニュース
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新会員をご紹介ください！

上野商工会議所は、地域産業の振興と中小企業の経営支援に取り組んでおり、地域経済の基盤
整備と発展のためには、さらなる組織力の強化が必要となります。
皆様方のお取引先やお知り合いに、まだ加入されていない事業所様がいらっしゃいましたら、
是非ご紹介を賜りますようご協力の程よろしくお願い申し上げます。
【年会費】
個人 9,000 円から 法人 12,000 円から
～会員メリット～
・困ったときに経営相談を受けられます。
・金融・税務・労務あらゆる経営に関する相談に無料で応じます。
・会社のセミナー・イベントなどで貸し会議室・ホール使用の場合は会員価格でご利用いただ
けます。
・労働保険事務の委託をお受けします。
・交流の場が広がり、ビジネスチャンスが生まれます！
問合せ先 総務課 TEL 21-0527
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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）

頭に来てもアホとは戦うな！
（田村耕太郎・朝日新聞社・1,300円＋税）

友達以上探偵未満
（麻耶雄嵩・KADOKAWA・1,500円＋税）

かがみの孤城

今月のおすすめの１冊
『友達以上探偵未満』

麻耶雄嵩

KADOKAWA

本体1,500円＋税

舞台は三重県伊賀市。伊賀上野城址南隣の三重
県立伊賀野高校1年生、伊賀ももと上野あおの「桃
青コンビ」が活躍する推理小説です。忍者、芭蕉、
俳句、お堀の前の美術室、青山高原、と事件の背
景もしっかり伊賀。登場人物の名前は全て伊賀の
地名だったりします。摩耶さんの郷土愛が強烈す
ぎて、小説の内容が頭に入ってきま
せん！！伊賀ワードに負けることな
く読みきってみてくださいね。

（辻村深月・ポプラ社・1,800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）
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（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

５・６ 月 主 な 事 務 局 行 事

20 17 14 13 10

５月
１日・経営計画策定個別相談会
・経営発達計画会議
２日・経営計画策定個別相談会
・三重県よろず支援拠点無料相談会
・会議所事業並びに収支会計監査
５日・ＩＧＡＭＯＮＯ駅前マーケット
８日・正副会頭会議
・部会長会議
・観光部会役員会
・知っ得伊賀の企業セミナー
９日・青年部例会
日・商業部会役員会
日・交通運輸部会役員会・総会
・女性会総会・視察研修（京都）
・青年部三役会・役員会
日・三重県商工会議所青年部連合会役員会・通
常総会（津）
日・三重大学忍術学講座
日・企業と高校の就職採用に関する情報交換会
・サービス部会視察研修（大阪）
日・金融理財部会役員会
・総務財政委員会
日・県下専務理事会議
・県下合同「三重の就職セミナー」
（四日市）
日・常議員会議
・合同就職セミナー（名張アスピア）
・異業種交流懇談会
日・ 平成 年度伊賀ブランド推進協議会定期総会

６月
３日・全国あんざんコンクール
４日・社会文化部会役員会・総会・講演会
５日・労務対策協議会
日・第１４９回簿記検定試験
日・青年部例会
日・通常議員総会
日・第 回カラーコーディネーター検定試験
日・県下専務理事会議
・青年部三役会・役員会
日・第２１３回珠算検定試験
日 異業種交流懇談会
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