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伊賀市の中心街に立つ木造３階建の商店建築。当所は倉庫として建設されたが、その後
事務所などとして利用され、現在は内部の一部を改修してカフェとギャラリーとして使用
されている。上野中心市街地の戦前の繁栄を今に伝える建築である。

2019.

今月のTopics
伊賀市へ平成31年度予算等に関する要望の回答…… 2
平成31年度検定試験のご案内………………………… 8
第61回新規学卒者激励会・セミナーのご案内……… 12

3

平成31年3月5日発行 第496号
発行所

上野商工会議所 〒518−0873 伊賀市上野丸之内500番地
ＴＥＬ 0595−21−0527 FAX 0595−24−3857
発行人 専務理事 渡 辺 將 隆 URL http://www.iga-ueno.or.jp/
E-mail:info@iga-ueno.or.jp

伊賀市活性化に向けての提言
平成31年度予算等に関する要望の回答
平成30年12月３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31年度予算等に関す
る要望」について、平成31年２月18日付で回答があり
ました。今月号、４月号と２回に分けて掲載します。
１ 「伊賀市 まち・ひと・しごと創生総合戦略」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」の柔軟な運用
・５ha未満の小規模な工業用地隣接地への工場等の立
地、拡張については制限せず、名阪国道インターより
１kmの範囲等は、工場立地推奨地として、優遇税制
の創設。
〈回答〉 当市における土地利用については、平成30年４月に
施行された「伊賀市の適正な土地利用に関する条例」により
運用しています。
この条例は、今後益々進行が予測される人口減少に向けた
対策として、コンパクトなまちづくりを目指す理念のもと策
定されたものであり、そのベースとなる「土地利用基本計画」
に沿って誘導や規制を行っています。
ご要望の５ha未満の小規模な工業用地隣接地への工場等
の立地、拡張制限の解除については、一定の制限は必要と考
えていますが、一定規模の面積を集約した区域を「工場適地」
として指定する等計画的なマスタープランを策定する等の位
置付けがあれば立地可能な運用となっています。
また、既存工場の増設等についても可能となるケースもあ
り、個別の案件については都市計画課開発指導室までお尋ね
ください。
（都市計画課）
イ

水道料金体系の見直し
・大口需要者水道料金及び水道加入負担金について、減
額制度を導入いただいたところですが、今後も収益性
の観点からの企業競争力や、企業誘致における地域間
競争に不利とならないよう更なる料金の低減。
〈回答〉 水道給水人口の減少により生活用水の使用水量や料
金収入が年々減少する中、企業等の事業活動に伴う大口需要
者における水道使用量は年々増加し、使用水量、料金収入の
両面で生活用水の減少を補う状況を踏まえ、水道をより使い
やすくすることで企業の生産意欲の向上と水道使用量の増加
を促し、水道事業の安定につなげるとともに、設備投資の促
進や雇用の拡大など地域経済の活性化にもつなげられるよ
う、工場等大口需要者を対象とした水道料金の減額制度を
2019（平成31）年１月検針分より実施するとともに、企業の
本市への進出や新たな設備投資を促し、水道需要の拡大につ
なげられるよう2018（平成30）年４月１日以降の新規水道加入
者及び契約口径の増径者を対象に、量水器の口径40ミリメート
ル以上の水道加入負担金の減額制度を開始したところです。
この水道料金の減額制度については、条例上、平成32年度
末までとしており、制度導入による水道事業への影響や対象
となった事業者の意見などに基づく評価を行って、制度の継
続や内容の変更について判断することとしております。
（上下水道部 経営企画課）
②産学官連携の強化及び支援の拡充
〈回答〉 当市と三重大学は平成18年に包括連携協定を締結し
て以来、共同研究施設や伊賀連携フィールド、更には平成29
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年に設置された国際忍者研究センターなどの事業を通じ、地
域活性化のため連携し取り組んでいます。また、当市と近畿
大学は平成29年１月に包括連携協定を締結し、総合大学とし
ての知見や人材を活かした連携による地方創生の推進を目指
しています。
今後も高等教育機関との連携を深め、地域課題の解決に繋
げていきたいと考えています。
（総合政策課）
（公財）伊賀市文化都市協会様に管理運営をお願いしてい
る産学官連携地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」にお
いて、インキュベーション室を使用した新規事業展開及び新
規起業支援を行っています。
当市としても同施設の運営費補助金について継続して支援
し、三重大学、文化都市協会と協力し、利用を推進するため
の活動を継続して行います。当市においても積極的に周知・
広報を行っていきますが、「産」すなわち地元の事業者不在
の産学官連携は地域活性化には効果が薄く、行政での事業者
情報収集には限界があるため、貴所において個別の事業者様
へのきめ細やかな相談、利用促進や共同研究等のマッチング
などについて積極的な活動をお願いします。 （商工労働課）
③地方創生にかかる包括連携協定の締結
・円滑な事業承継や地域活力の創出による地方創生のた
め、包括連携協定の締結など、市内金融機関との連携・
協力関係の構築。
〈回答〉 市内金融機関では、地方創生に資する様々な取組が
なされており、当市としても地方創生推進のためには市内金
融機関との連携は不可欠と考えていますので、具体的な連携
の方法や内容については、貴所と協議させていただきます。
（総合政策課）
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、Ｕ・Ｊ・Ｉターンへの推進に向けての発信力の
強化
〈回答〉 当市では、貴所や商工会等の関係機関と連携し、地
元での就職を希望する学生や求職者に対し、企業等との情報
交換の場として、
「合同就職セミナー」を開催しています。
開催にあたっては、就職活動時における若者が参加しやす
いように開催時期等を調整するとともに適切な情報提供を行
い、市内企業と求職者のマッチングを行っています。
開催後のフォローアップとしては、学生や求職者と参加企
業のマッチングを後押しするとともに、企業（受入側）を対
象とした勉強会も実施し、さらなる地元雇用の促進を図って
います。
就職セミナーはＵ・Ｊ・Ⅰターンを進めていく上でも重要
なものであると認識しており、貴所にＵ・Ｊ・Ｉターン促進

事業負担金として支援をさせていただいております。
貴所や商工会、伊賀公共職業安定所ほか産業界や労働界関
係者、学校関係者、伊賀市などで構成する労務対策協議会で
は、地元高校と連携したインターンシップ受入事業所の確保
や、伊賀管内の企業情報を掲載した企業ガイドブックを毎年
発刊されております。
当市では本ガイドブックを、毎年度成人式に出席された新
成人全員に対し配布するとともに、三重県と連携し、県が就
職支援に関する協定を締結されている関西圏・中部圏の大学
に対し配布し、市内の企業情報や就職セミナー等の情報発信
を行っております。
本ガイドブックは地元学生等が企業情報を入手する上で必
要なものであると認識しており、協議会事務局である貴所に
対して一定の支援をさせていただいております。
また、次年度においては、三重大学と連携し、学生に市内
の企業を新卒就職活動時の選択肢、再就職活動時の選択肢と
していただけるよう、市内企業の工場等の見学や事業内容の
説明、また産業ポテンシャルの説明及びものづくり伝統文化
などプロモーションする「若者世代に向けた産業プロモー
ション事業」を新たに実施する予定です。 （商工労働課）
イ

小、中、高校において地元企業の魅力、就労環境の魅
力等、産業教育の強化
〈回答〉 小学校では、社会科学習・総合的な学習の時間等で、
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。学習を通して、産業の特色や職場の工夫、働いてい
る方の思いなどに触れ、地域にある産業や企業がより身近な
存在となるよう努めています。
また、主に中学校では、多くの事業所の協力を得て職場体
験活動を行っています。今後も「働くことの大切さ」や「地
元企業の魅力」などについて、体験的に学ぶことができるよ
う各事業所と連携して取り組んでいきます。また、複数校を
受け入れている事業所については、三重県教育委員会の事業
を活用し、「職場体験等受入事業所三重県教育委員会感謝状」
を申請し、職場体験が継続的・効果的に行われるよう取り組
んでいます。
各校では、児童生徒が｢生きる力｣を身に付け､直面する様々
な課題に柔軟にかつ、たくましく対応し、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的に取り組んでいます。
さらに、各校の実践の交流の場として、キャリア教育研修
会を実施するとともに、外部専門家からの指導・助言の機会
を通じて、より一層、豊かな学習が進められるよう努めてい
ます。
今後も、これらの学習を通して、地域の産業について理解
を深めるとともに、地元の産業で働いている人の願いや思い
を知り、自分の将来について考える機会を充実させていきた
いと考えています。
（学校教育課）
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
〈回答〉 現在、当市では、教育機会の均等を図り、社会に貢
献する人材を育成するために、高校生・大学生を対象に「伊
賀市奨学金」
・「伊賀市同和奨学金」･「伊賀市ササユリ奨学金」
の３種類の奨学金を支給しています。いずれも、返済不要な
給付型奨学金です。
厳しい財政状況の中ではありますが、教育機会の均等を図
るという観点から、まずは現状の給付型奨学金の予算の確保
に努めてまいります。
その上で、将来の伊賀市を担う子どもたちにとって生涯住
み続けたいと思える魅力あるまちづくりを進めていくことが
重要であると考えています。
（教育総務課）
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
〈回答〉 当市では、平成27年11月に設立した伊賀市人権学習
企業等連絡会の会員企業を対象に、企業の管理職や経営者の
意識改革を目的とした「イクボス講座」や「働き方改革」に
つながる講座を開催し、企業及び団体がよりよい職場環境の
形成に向けて自主的に活動できるよう促しています。
貴所におかれましても、貴所会員企業に対し伊賀市人権学
習企業等連絡会への加入を促進いただくとともに、女性活躍
加速化助成金などの国の様々な支援策の情報提供などにご協
力いただき、すべての働く人に対するワークライフバランス
の啓発に努めていければと思います。
（商工労働課）
イ

市外から移り住んでくる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
〈回答〉 平成28年度に、当市では県内初となる移住・交流の
専門部署を設置しました。同時に「移住コンシェルジュ」を
設置し、移住者に対する総合相談を実施しています。また同
年度から、住宅取得支援として、「伊賀市移住促進空き家取
得費補助金」を創設し、
平成31年度も継続を予定しています。
（地域づくり推進課）
平成28年10月から運用を開始した伊賀流空き家バンクを利
用し、移住された世帯が45世帯（116人）います。年少人口
を除く世帯員の平均年齢は45歳で移住時に伊賀市内で新たに
職に就かれています。引き続き、空き家に関する各種補助金
の利用促進と空き家バンク制度の充実により、移住・定住者
の増加に努めていきます。
（市民生活課）
移住などにより、当市に移り住んで来た方が定着していた
だくためには住み続けたいと思われるまちづくりが必要で
す。そのために、当市では平成27年10月に「伊賀市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」を策定し、同戦略に基づき各種事
業に取り組んでいます。
新たな施策としては、市外の優秀な高度化人材の確保を図
るため、
市外の方が市内にある地域資源等（歴史的・文化的・
景観的価値を有する商家や町屋、
農家等の空き家・空き店舗）
を利用し、地域の団体等と協同で起業する場合などに補助を
行う「伊賀市起業創出・事業承継促進事業補助金」を次年度
創設する予定です。
（商工労働課）
ウ

障がい者、外国人労働者など、自家用車を使用できな
い者の雇用促進のための交通網の充実・整備
〈回答〉 当市では平成27年に策定した伊賀市地域公共交通網
形成計画に基づき、全ての人が安全・安心に移動できる持続
可能な公共交通体系の構築をめざしています。
また、福祉部局と連携し、障がい者の社会活動の促進等を
目的として、平成31年４月から重度の障がい者（児）
を対象に
伊賀鉄道の利用料金の一部を助成いたします。
（交通政策課）
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
〈回答〉 中心市街地は、居住人口の減少とともに、空き家・
空き店舗の増加が深刻な状況にあり、まちの賑わい創出や空
洞化する商店街の再生等が課題になっています。
このような状況の中、昨年10月に伊賀市中心市街地活性化協
議会からの提言を受け、当市において第二期中心市街地活性
化基本計画の策定を進めることとなりましたので、早期の策
定を進めたいと考えています。
（中心市街地推進課）
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
〈回答〉 中心市街地活性化協議会及び㈱まちづくり伊賀上野
に対する支援については、具体的な取組方針や内容を踏まえ
て、必要に応じて行うべきものと考えています。
（中心市街地推進課）
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会議所の動き
伊賀学検定＆伊賀学ジュニア検定開催 ２月17日㈰
忍者を鳥に例えると何になるか、ご存知ですか？
去る２月17日、今回で14回目となる伊賀学検定を開
催しました。初級110名、中級16名、上級19名の合計
145名の方々が受験し、初級107名、中級16名、上級６
名の方が合格しました。
芭蕉や忍者、歴史から雑学にいたる幅広い問題に加
え、新たに設置された「四十九駅」や国重要無形民俗
文化財に指定された「勝手神社の神事踊」といった時
事問題も出題されました。
本年度はハイトピア伊賀と東京のほか、１月に開庁
した伊賀市庁舎にも新たに会場を設け、伊賀市職員の
皆さまのみを対象にセミナーと検定を実施し、66名の

職員の皆さまに受験いただきました。
また、壬生野・柘植・成和西・上野西・島ヶ原・青
山・玉滝・西柘植の市内８校の小学生を対象とした
「伊賀学ジュニア検定」も実施しました。子どもたち
には、楽しく真面目に伊賀のことについて学んでいた
だきました。
冒頭の問題の答えは「ふくろう」です。
今後も「伊賀学検定」事業を通し、老若男女を問わず
より多くの市民の皆様に地域の歴史文化への関心を高
めていただく活動に邁進して参ります。皆さまもぜひ、
「伊賀学検定」にチャレンジしてみてください。

初級

上級

ハイトピアセミナー

庁舎セミナー

ジュニア検定（上野西小）

ジュニア検定（青山小）

サービス部会 ハラスメント
（セクハラ・パワハラ）防止研修
サービス部会主催で、特定社会保険労務士、産業カ
ウンセラー、ファイナンシャルプランナー、キャリア
コンサルタントで現在は職場環境の形成等のコンサル
ティングを手がけられている菅田芳恵様（グッドライ
フ設計塾 代表）を講師にお迎えし『ハラスメント（セ

ハラスメント防止について熱心に学ぶ受講者
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２月25日㈪

クハラ・パワハラ）防止研修』を開催しました。
ハラスメントの種類、影響、責任から講師の係った
事例やハラスメントのない職場作りのポイントをわか
りやすくご講義いただきました。ハラスメントとは、
色々な場面での「嫌がらせ」「いじめ」を言い、種類
も様々だが、他者に対する言動等が本人の意図に関係
なく相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利
益を与えたり脅威を与えることを指します。どのよう
に感じ、考えるかは個々により異なることから、この
点を十分認識し、日々他者への思いやりと配慮を持っ
て行動することがハラスメント防止において最も重要
だという事を学びました。
事業主においても、人手不足による雇用情勢が厳し
さを増す中、全ての人が安心して働けるような職場環
境を作る必要性に迫られています。本研修においてハ
ラスメントの防止に向けた対策について学んでいただ
けたのではないかと思います。

女性会だより 新春懇談会開催

２月７日㈭

ハイトピア伊賀3Fの上野商工会議所ホールにて、
出席者23名のもと「新春懇談会」を親睦委員会が中心
となり、来賓に上田副会頭、渡辺専務、佐治局長をお
招きし開催いたしました。
新春懇談会の前には臨時総会が行われ、来期の役員
が決定し、承認を受けました。
新春懇談会では、講師に女性落語家の桂三扇様をお
招きし、
「ママさん落語家奮闘記」をテーマに講演を
いただきました。今でこそ女性の落語家さんも少し増
えましたが、当時は男ばかりの世界で、苦労話やその
中での取組を落語家さんならではのオチをつけていた
だきながら、
楽しく学ばせていただきました。また、
「笑
いと健康」のテーマについても少しお話いただき、笑
いが健康につながることを事例を交えながら教えてい
ただきました。最後には落語によっていろんなオチが
あり、楽しみ方があることを教えていただき、実際に落

語も披露していただき笑いの絶えない講演になりました。
昼食後は、来賓の方や講師の方も一緒に親睦委員会
の企画で伊賀学クイズを班ごとに考えて回答いただ
き、伊賀について楽しく勉強することができました。
最後に「芭蕉ふるさと音頭」でしめくくりました。
多数の会員の皆様にご参加いただき、ありがとうご
ざいました。
親睦委員会副委員長 上田律子

女性落語家

桂三扇様

青年部だより 「伊賀市商業後継者育成セミナー上野商工会議所青年部2月公開例会 & 参加者交流会」開催
ハイトピア伊賀3階にて「承活」のすすめ～スムー
ズに引き継ぐために今すべきこと～と題したセミナー
を伊賀市、上野商工会議所中小企業相談所のご協力の
もと開催いたしました。講師に全国で事業承継、起業
の講演をされている武田秀一氏をお迎えしました。青
年部員42名（事務局２名）、一般参加者38名、合計80
名の参加者と多数の皆様にご参加いただき、盛会と
なったことをうれしく思います。参加者の皆様ありが
とうございました。
またセミナーの後、参加者交流会としまして上野商
工会議所青年部の現在の取り組みと活動の紹介、会員

開 催 日 2019年３月30日
（土）
対象年齢 25〜39歳
（独身に限る、結婚に前向きな方）
会
費 伊賀市在住の方：6,000円
市 外 在 住 の 方：4,000円
募集締切 2019年３月20日
（水）
まで

※定員人数集まり次第応募終了
※お申込み頂きましたら、後日詳しい詳細をご連絡致します。

開催場所 ハイトピア伊賀・伊賀鉄道

A

グループ

嫁に来てほしい伊賀市在住の男性‥‥20名
市外在住の女性‥‥40名

※開始時間：10時39分（受付時間：10時より）終了予定：18時頃

B

グループ

婿に来てほしい伊賀市在住の女性‥‥20名
市外在住の男性‥‥40名

※開始時間：11時13分（受付時間：10時40分より）終了予定：18時頃

お問い合わせ

募集のお知らせをし、少しの時間でしたが青年部員と
一般参加者との交流をさせて頂きました。

「承活」のすすめ

講師の武田氏

3月30日（土）11時〜17時
上野市駅前多目的広場

体験ブース
飲食ブース

くみひもづくり、乗馬、伊賀焼 など
クレープ、伊賀牛串焼き など

伊賀の企業がもりもり！
！

あなたが興味を持てる企業、業界が見つかるかも

伊賀の魅力ある商品がてんこもり！
！
あなたが欲しいものが見つかるかも

上野商工会議所青年部
TEL 0595‑21‑0527

２月13日㈬

FAX 0595‑24‑3857E-mail：info@iga-ueno.or.jp

上野商工会議所青年部HP
http://iga-ueno.or.jp/yeg/
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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

事業承継個別無料相談会を開催します。
〜事業引継ぎ対策は早目の取組みが重要です。お気軽にご相談ください〜

上野商工会議所にて、（公財）
三重県産業支援センターコーディネーターによる個別無料相談会を開催します。

上野商工会議所

毎月第３水曜日

問い合わせ・お申込み

上野商工会議所

協会けんぽからのお知らせ

午前10時〜午後３時

TEL 0595-21-0527 FAX 0595-24-3857

三重支部の加入者・事業主の皆さまへ

協会けんぽの平成31年度の保険料率は
平成31年３月分
（４月納付分）
から改定されます
平成31年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、

本年３月分（４月納付分）からの摘要となります。皆様のご理解をお願い申しあげます。

三重支部の健康保険料率は据え置きとなります。
介護保険料率は変更となります。
給与・賞与の

9.90%

健康保険料率
給与・賞与の

給与・賞与の

1.57%

介護保険料率
給与・賞与の

1.73%

平成31年3月分（4月納付分）から

平成31年2月分（3月納付分）まで

特定保険料率・
基本保険料率とは

9.90%

平成31年3月分（4月納付分）から

平成31年2月分（3月納付分）まで

健康保険料率（9.90％）のうち、6.39％分は加入者の皆さまの医療費等に充てられる基本
保険料率となり、3.51％分は後期高齢者医療制度への支援金等に充てられる特定保険料率と
なります。

※40歳から64歳までの方
（介護保険第２号被保険者）
には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
※変更後の健康保険料率と介護保険料率は、３月分（４月納付分）
から摘要されます。

♦ご不明な点がございましたら、協会けんぽまでお問い合わせください。
全国健康保険協会（協会けんぽ）三重支部 TEL.059‑225‑3311
（代表） 受付時間／平日８：30〜17：15
〒514‑1195

津市栄町4‑255

津栄町三交ビル

業務部
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059−354−9971

伊賀連携フィールド2018年度
2018年度後期市民講座 第４回「ブルース・リーとNinja映画」 １月26日㈯
「ブルース・リーとNinja映画」要旨
三重大学人文学部教授

Ninjaが 広 ま
山田雄司

ることとなっ

香港出身の武術家でありアクションスターであ

た。 ブ ル ー

るブルース・リーが主役を演じたハリウッド映画

ス・リーおよ

「Enter the Dragon」
（1973）が世界的に大ヒットと

びショー・コ

し、各方面に大きな影響を与えた。これを受けて、

スギの映画が

ハリウッド映画「Enter the Ninja」（1981）が制作

大ヒットした

され、日本から単身渡米し、ブルース・リーにあこ

背景には、もちろん両人の卓越した技量と映画の内

がれていた武術家ショー・コスギがNinja役をつと

容といったことがあるが、それとともに、それぞれ

めた。アメリカで制作されたNinja映画では、アメ

アメリカにおいて中国・日本に対する注目が集まっ

リカで受け入れられるために、ヒーローとして現代

た時機と関係が深い。
ブルース・リーの思想と忍者の思想、および古代

に登場し、ヌンチャクをはじめ数多くの武器を使っ

中国の思想には共通点があり、型にとらわれず平和

て活躍するNinjaが形づくられた。

を愛するあり方は、国境・人種を越えて現在でも全

この映画が大ヒットしたことにより、ショー・コ

世界で愛されている。

スギ主演のNinja映画が相次いで制作され、世界に

三重大学国際忍者研究センターだより

10の巻

国際忍者研究センター職員の酒井です。今回は「昭

の修行法が紹介されています。
「根

和忍法」
についてご紹介します。そもそも「昭和忍法」

来流しんくうぎり」、「風魔流空中

とは何か？ということですが、誰も知らない言葉で

ムササビの術」などといった術が

す。なぜなら私が最近考えた言葉だからです。きっ

いかにも昭和の、ダイナミックな

と広まらないでしょうが、私が言うところの「昭和

劇画で紹介されていますが、あく

忍法」の定義は、
「フィクションではない」という

まで「実際にあった」として描か

体裁で書かれているにも拘わらず、
「出典が不明な

れています。そこが一番のポイントです。書き出す

忍法」を指します。
「子供騙し」と書くこともでき

とキリがないですが、肝心の伊賀流は「人間たきの

ますが、
敬意を込めて「昭和忍法」と呼んでいます。

ぼり」という術で、これを身につければ屋根の上ま

一体どんなものか、実際に書かれた一例を紹介しま

で飛び上がれるとあります。こんな凄い修業を「し

す。1964年の『少年マガジン』の特集は「こうして

た」と言い切る書き手の度胸が一番凄いのでした。
（酒井裕太）

きたえた流派別忍者のひみつ訓練」と題され、忍者

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

上野商工会議所ニュース
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〜平成31年度検定試験のご案内〜

Let s try !

上野商工会議所では、日商ならびに東商の各種検定試験を実施しています。商工会議所の
検定試験は、全国統一の基準により実施している『公的試験』です。多くの企業から高い評
価と信頼を得ております。
商工会議所検定で、あなたの思いや能力をカタチにできる知識を習得しましょう。

簿

記

リテールマーケティング（販売士）

財務が読めれば、会社の経営状態
も読める。今や簿記は、財務・経
理部門のための資格ではなく、部
門を超えて全社員が修得すべき教
養になりつつあります。即戦力に
なる資格です。

流通業界唯一の公的資格。販売・
接客技術、在庫管理、マーケティ
ング、労務・経営管理など幅広い
専門知識が身につく、営業、企画
業務などにも人気の資格です。

カラーコーディネーター

福祉住環境コーディネーター

ビジネスに役立つ実践的な色彩の
知識を学べます。知識を身につけ
れば、ファッションやデザイン業
界だけでなく多くのビジネスシー
ンでその効果を生かすことができ
ます。

平成31年度

高齢者や障害者に住みやすい住
環境を提案するために、医療・福
祉・建築についての体系的な知識
を学ぶための検定です。シニアビ
ジネスに携わる方はもちろん、身
近に介護が必要な家族がいる方
にもおすすめです。

日商簿記

リテールマーケティング（販売士）
（当会議所では1級試験は実施しません）

環境社会
（eco）

国際的な政治動向から環境破壊
のメカニズム、生活者として持つ
べき心構えまで、eco検定では幅
広い知識を習得することができ
ます。習得した知識を活かす場は
多様です。

回

級

第152回

１〜３級

2019年６月９日（日）

第153回

１〜３級

2019年11月17日（日）

第154回

２〜３級

2020年２月23日（日）

第84回
第85回
第216回

そろばん（珠算・暗算）

第217回
第218回

カラーコーディネーター

第46回

（当会議所では1級試験は実施しません）

第47回

福祉住環境コーディネーター

第42回

（当会議所では1級試験は実施しません）

第43回
第26回
第27回

２〜３級

１〜10段
段位

２〜３級

２〜３級
級の設定
な
し

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）
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そろばんを学ぶことで、右脳を鍛
えることができます。また、計算
力や暗算力だけでなく、集中力や
記憶力も養うことができます。

商工会議所各種検定試験カレンダー

検定試験名

環境社会（eco）

そろばん

試験日

2019年７月13日（土）
2020年２月19日（水）
2019年６月23日（日）
2019年10月27日（日）
2020年２月９日（日）
2019年６月16日（日）
2019年12月１日（日）
2019年７月７日（日）
2019年11月24日（日）
2019年７月21日（日）
2019年12月15日（日）

会員割引あります！

コミュニティ
情報プラザ

上野商工会議所事務局

応接会議室

会議・研修会・講演会・展示会・パーティなど
さまざま用途にご利用いただけます。

内部
階段

コミュ二ティフロア

個人・団体・事業所が使用
する場合

基本料金

個人・団体・事業所が営利
目的で使用する場合

基本料金の２倍

冷房・暖房を使用する場合

基本料金の20%割増

湯沸室

ホール A

伊賀環境整備事業㈿

上野ロータリークラブ

設備・備品

ピアノ

1,080円

金屏風

1,080円

【無料】46インチテレビ／展示パネル／プロジェクター／
簡易ステージ／マイク／パソコン／インターネット回路等
貸室使用基本料金表（税込）
（午

前）

セミナー
ルーム A

後）

㈳伊賀法人会
伊賀青色申告会
東海税理士会上野支部

㈱俳都ピア
入居募集中 ㈱まちづくり伊賀上野
ハイトピア管理組合

員
（午

セミナー
ルームＢ

ホール B

アクサ生命保険㈱
津営業所 上野分室

外部
階段

会

収容
人数

施設の名称

地域活性化センター

小会議室

内部
階段

非
（夜

間）

（午

前）

外部
階段

会
（午

員
後）

（夜

間）

9：00〜12：00 13：00〜17：00 18：00〜22：00 9：00〜12：00 13：00〜17：00 18：00〜22：00
日

3,600

3,600

4,680

5,400

5,400

7,020

土日祝

4,320

4,320

5,760

6,480

6,480

8,640

平

日

3,600

3,600

4,680

5,400

5,400

7,020

土日祝

4,320

4,320

5,760

6,480

6,480

8,640

平 日
コミュニティフロア 171.34 100人
※貸し切りの場合
㎡
土日祝

3,600

3,600

4,680

5,400

5,400

7,020

4,320

4,320

5,760

6,480

6,480

8,640

日

1,440

1,440

1,800

2,160

2,160

2,700

土日祝

1,800

1,800

2,520

2,700

2,700

3,780

平

日

1,440

1,440

1,800

2,160

2,160

2,700

土日祝

1,800

1,800

2,520

2,700

2,700

3,780

平

日

2,880

2,880

3,600

4,320

4,320

5,400

土日祝

3,600

3,600

4,680

5,400

5,400

7,020
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ホールA

80.47
㎡

60人

ホールB

93.97
㎡

60人

セミナールームA

24.90
㎡

16人

セミナールームB

24.90
㎡

16人

応接会議室

69.7
㎡

24人

展示コーナー

平

平

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 12,000円／年（税別）
（2019年４月から2020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

会員 ひろば

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

〒518-0835 伊賀市緑ケ丘南町3948−16
TEL 0595−22−8600

社会福祉法人 維雅幸育会
私たち「社会福祉法人

維雅幸育会」は、障がいのある方々を中心に、社会的弱者といわれる生活困窮者、ひ

きこもり、手帳はお持ちでないけれども何らかの福祉的支援の必要な方に対して「働く・暮らす」をお手伝いさ
せて頂いて、今年、法人設立25周年を迎えます。
ご利用頂いている皆さんは伊賀市内５つの事業所に分かれ、個々の目標に合わせた活動に取組んでいます。そ
の主な取組みは、
企業の中で障がいのある人と職員がユニットになって働く「施設外就労」、手組み紐商品の作製・
販売、サミット配偶者プログラムのお茶菓子として採用された「伊賀の飛猿」の製菓・製パン、そして創作活動
等です。また雇用に向けた支援やアフターフォローも行い、企業就労に特化した学びの場の創設をも計画してい
ます。
その中でも地元５企業様のご理解を頂き、連携しながら取組んでいる「施設外就労」は、支援や設備など環境
さえ整えば、重い障がいのある方も生き生きと働くことができることを「伊賀モデル」として全国へ発信してい
きたいと考えています。
私たちは、障がいがあってもなくても自分の生まれ育った街で安心して暮らしていけるようにと、皆様との絆
を大切に活動して参りますので今後ともよろしくお願い致します。

上野商工会議所

会員の動き

会議所の新しい仲間です
部

会

工

名

事 業 所 名

業 ㈱平本精機

代表者名

商工業者数

H31年1月末会員数

組織率

2,618件

1,450件（特別会員89件）

51.98%

（平成30年11月27日〜平成31年３月４日）
（敬称略）
住

所

業

種

平本

充弘 伊賀市山出1559-3

金属切削加工業

食 品 工 業 ㈱ヒラキファーム

平木

秀夫 伊賀市下神戸2309

農産物加工

建

設

業 アサヒ塗装

西岡

貞巳 伊賀市下郡436-29

建築塗装

建

設

業 ㈱西岡プランバー

西岡

将示 伊賀市四十九町2304-5

管工事

森

宏樹 伊賀市佐那具267-3

新聞販売業

特 別 会 員 社会福祉法人 洗心福祉会 山田

俊郎 津市本町26-13

児童福祉、高齢者福祉、障がい者福祉、医療

特 別 会 員 奥野商店

奥野

義夫 伊賀市川合128-136

運送業

特 別 会 員 名大進学会

嶋田

順栄 名張市平尾2980-25

学習塾

特 別 会 員 盆栽ライフ

武部

和広 伊賀市丸柱1560-1

園芸・盆栽の卸売、小売販売、輸出

社 会 文 化 森新聞店

10｜上野商工会議所ニュース 2019.3.5

会員増強キャンペーン

未加入事業所をご紹介ください！
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

2019年度 会報広告掲載企業を
募集します
当所『会報』は、会員をはじめ関係機関、団体
等に毎月1,800部を発行します。2019年度の広告
掲載を下記のとおり募集しますので、貴社のPR
にご活用ください。

会報紙面広告
◯白黒印刷
◯価格

◯サイズ

8,000円（1回）

4.5cm×17.5cm

チラシ折込サービス
A4版 20,000円
B4、A3 30,000円
会報発行日 毎月５日発刊・発行（1月号は除く）
詳細はお問合せ下さい。総務課

☎21‑0527

会員 ひろば

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

あなたの事務所を紹介しませんか？
このコーナーは、企業の商品情報・ユニーク
サービス・イベント情報などを無料で掲載でき
る、会員企業の自薦による情報発信コーナーです。
掲載をご希望される方は当所総務課までご連
絡ください。
注 意 事 項
１．掲載は、当所会員事業所に限ります。
２．掲載の有無に関わらず、原稿・写真データは
返却いたしません。
３．掲載情報の詳細や取引に関しては、取引当事
者間で直接連絡・交渉願います。
（万一、トラ
ブル等が生じた場合は、当所では責任を負いか
ねますのでご了承ください）
（問合せ先

総務課 TEL21-0527）

上野商工会議所ニュース

2019.3.5｜11

第61回新規就職者激励会・
セミナーのご案内
と

き

４月16日(火)
【第１部】式

典

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、交流会代含む）

午前８時30分〜午前９時20分

会

員

【第２部】教育セミナー

非会員 10,000円

【第３部】交流会
午後５時30分〜午後６時30分
講

師

内

容 『新社会人のためのビジネスマナー』

催

後

援 （公財）日本電信電話ユーザ協会三重支部（伊賀地域）・

上野商工会議所・伊賀市商工会
伊賀市

申込締切

32 61

ベストセラー紹介

４

30 26 25

20

①
②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

青銅の法
（大川隆法・幸福の科学出版・2,000円＋税）

一切なりゆき
（樹木希林・文芸春秋・800円＋税）

伊賀百筆 VOL.28
（伊賀百筆編集委員会・1,389円＋税）

すぐ死ぬんだから
（内館牧子・講談社・1,550円＋税）

妻のトリセツ
（黒川伊保子・講談社・800円＋税）
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31

30

30

今月のおすすめの１冊

（コミック・文庫除く）
平成31年2月期

19 18 16 15

『伊賀青山

伊勢山の会 たぬき出版

眺めるよりも

81山』

本体1,389円＋税

登ってみよう

伊賀の山

思わず詠んでしまいました！伊賀・名張の81
のお山、登山ガイドブック。伊賀盆地をぐるーっ
と囲む緩やかな尾根の線。ふるさとの美しい景色
ですよね。盆地だからこそ周囲に山々が存在する。
全てに名前がある。そしてちゃんと
登れます。
伊賀のお山制覇を目指す人に。地
域ならではの一冊です。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

３・４ 月 主 な 事 務 局 行 事

14

３月20日（水）
３月
４日・三重大古文書講座
５日・インターンシップ反省会
・常議員会議
８日・合同就職セミナー（ＨＯＳ名張アリーナ）
・三重大英語講座
９日・建設業部会視察（淡路・神戸）
日・風土フード
日・女性会第５回役員会
・青年部例会
日・中小企業融資制度説明会
日・三重大学忍者忍術学講座
日・労働保険事務組合年度更新事務説明会
日・三重県商工会議所女性会連合会平成 年度
第２回理事会
・平成 年度県内企業の支援施策に関する説
明会
日・青年部三役会・役員会
・日商会員総会
日・異業種交流懇談会
日・通常議員総会
日・青年部 周年記念事業「Ｔｈｅ Ｇａｎｎｅｎ
祭」
（婚活・企業展）

月
２日・正副会頭会議
５日・ 東海地区ＢＷＣ ＣＣＩ＆ＡＸＡウィズ会議
７日・伊賀の里 歴史ウォーキング
９日・県連共済キャンペーン進発式
日・風土フード
・県連会頭会議（熊野市）
日・県連ゴルフ大会
日・第 回新規就職者激励会・セミナー
日・第 回三重大連携フィールド運営委員会
日・三重大学忍者忍術学講座

20 19 16 15

社会保険相談会

19 15

主

田子 希羊加先生

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

３月 ６日・ 日
４月 ３日・ 日

時〜午後３時までです

毎月第１水曜日と第３金曜日

※社会保険相談は午前
10

5,000円
（上野商工会議所・伊賀市商工会・ユーザ協会）

午前９時30分〜午後５時

オフィス成旺

上野商工会議所

