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敢國神社 伊賀国の一宮。祭神は大彦命など。「日本文徳天
皇実録」の嘉祥３年（850）条に「敢国津神」とみえる、古い
神社である。
天正伊賀の乱で荒廃したが、修験者の小天狗清蔵が再興した。
現在は、忍者の黒党まつりが催されている。
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〈三重県商工会議所連合会〉

令和元年度

臨時会員総会を開催

～種橋潤治新会長を選任、岡本前会長、上島前副会長、谷川前副会長、顧問に就任～
三重県商工会議所連合会（会長：岡本直之）は、令和元年11月12日（火）都ホテル四日
市にて、県内12商工会議所の出席のもと「令和元年度 臨時会員総会」を開き、任期満了
にともなう役員改選で、新たに種橋潤治（四日市商工会議所会頭）を会長に選任し、副会
長他の役員を選任しました。
種橋会長は挨拶の中で、「県連の役割は、岡本前会長もご尽力いただいてきました「連
携･協働」を一層進めることにあると思います。関係機関との連携はもとより、各会議所
間の連携･協働により、それを力として、行政の枠には捉われない事業推進などに努めた
いと思います。今後、経験したことのないような様々な社会環境の変化への対応が必要で
あり、こうした時こそ、将来を見据え「進取の気概」を持って、みんなで知恵を出し合う ▲挨拶をする種橋会長
ことが必要と思っています。
」と所信を語りました。役員の任期は令和４年10月末までの３年間です。また、岡
本前会長、上島前副会長、谷川前副会長は顧問に就任しました。
総会終了後、種橋会長、岡本顧問が記者会見を開き、種橋会長は挨拶の中で「三重県商工会議所連合会（県連）
として、
「進取と連携･協働」を運営方針として、県内12の商工会議所の皆様とともに、三重県経済界を支える経
済団体の一員として、地域経済の活性化、地方創生の一層の加速に向けて取り組んでいきたいと思います。」と
抱負をのべ、岡本顧問は、
「新しい令和の時代、種橋新会長のもと中小企業の活力強化、さらには、地方創生に
向け積極果敢に挑戦して頂きたいと思います。」と激励した。
その後、引続き開催された懇談会では、終始和やかな雰囲気の中、盛会裡に終了しました。
三重県商工会議所連合会 会長就任にあたっての方針
運営方針「進取と連携・協働」
（進取の気概を持って取り組む）
今までに経験したことのないような社会環境の変化への対応が必要であり、こうした時こそ、将来を見据え進
取の気概を持って、みんなで知恵を出し合い、地域の活性化にチャレンジする。
⃝不確実性を増す世界経済、競争激化や深刻化する人手不足、経営者の高齢化と後継者不足など厳しい経営環
境への対応
⃝AI、IoT等を活用した新たな付加価値や製品・サービスの創出
⃝風水害、高潮、地震や津波など「自然災害」への対応
⃝リニア中央新幹線や高速道路（東海環状自動車道、紀勢自動車道）等のインフラ整備をチャンスに
⃝東京オリンピック・パラリンピック（2020年）、三重とこわか国体、三重とこわか大会（2021年）、大阪・関
西万博（2025年）などの大規模イベントを契機に
（連携・協働を力に）
県内会議所が地域を越えて連携・協働することにより、事業成果の拡大をめざす。
⃝例えば、各地域の観光振興について、行政の枠を超え（広域行政をサポート）12の会議所が連携・協働して
三重県の魅力を発信
⃝地域イベントについて、会議所間の連携による相乗効果の発揮

「名神名阪連絡道路」の早期事業化に関して国交省へ要望活動
去る11月13日、岡本伊賀市長、岩永甲賀市長ら
自治体の代表者と三重滋賀両県関係幹部に同行
し、経済団体から上野商工会議所（中井副会頭、
三山交通運輸部会長）、伊賀市商工会（柘植会長）、
甲賀市商工会（辻副会長）が国土交通省を訪問。
関係の政務官、技監、道路局長と面談して、名神
名阪連絡道路の早期事業化に関してお願いしまし
た。その後、三重滋賀両県選出の国会議員の事務
所を訪問し、同じく要望活動を行いました。
門政務官に要望書を提出
2｜上野商工会議所ニュース 2019.12.5

役員・議員改選に伴い、11月７日
（木）
に行われた臨時議員総会にて各委員会委員、顧問・参与について承認され
ました。
（任期 令和元年11月１日～令和４年10月31日まで）

総務財政委員会

氏

■主な審議事項
○ 定款・規定等に関する事項
○ 事業計画案・収支予算案の編成及び事業報告、決算に
関する事項
○ 基本財産及び財政の管理運営に関する事項
○ 国・県・市との連携による行政との関連に関する事項
○ 伊賀市商工会との連携強化に関する事項
○ 事務委託団体及び関係団体に関する事項
○ 各部会の総合調整に関すること
○ 会議所運営に関する事項
○ その他会頭より諮問のあった事項

組織強化委員会
■主な審議事項
○ 会員ニーズの調査及び会員ニーズにそった事業の立案
に関する事項
○ 広報活動の強化充実に関する事項
○ 各種共済制度に関する事項（加入促進等）
○ 財政基盤拡充に関する事項（会員増強等）
○ その他会頭より諮問のあった事項

会員サービス委員会
■主な審議事項
○ 会員満足度アップに伴う事業の立案に関する事項
○ 会員企業に対する広報活動に関する事項
○ 情報社会への対応に関する事項（会議所ホームページ
の充実）
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会議所の動き
令和元年伊賀市総合防災訓練に参加 10月27日㈰
伊賀市立三訪小学校にて、午前８時に木津川断層帯
で直下型地震がおこり三田地域で震度６強の地震が発
生したという想定で、伊賀市防災訓練が実施されまし
た。三田地域住民の方も多数参加され、三重大学の水
田先生の「避難所について」の講話の後、避難所体験
があり、実際に避難所における一人当たりのスペース
やトイレ問題など、直面する問題について改めて考え
させられる機会となり、皆さんが真剣に訓練に参加さ
れていました。
上野商工会議所と伊賀市商工会は、パネル展示『災
害時協力事業所と協力内容』と、
『防災ハンドブック
2019-2020保存版』を訓練参加者に配布しました。
サービス部会 視察研修

災害時協力事業所については、伊賀市商工会と共同
で実施しており156事業所の事業所様に登録いただい
ております。
災害は予期せぬ時に起こります。復興支援には地域
のみんなで助け合
う事が重要です。
地域商工業団体の
当所としまして
も、地域の一員と
して協力、参加し
てまいりたいと存
じます。
災害時協力事業所一覧展示

11月11日㈪

サービス部会では参加者23名で視察研修を行い、伊
勢志摩方面を訪れました。
朝は良い天気でしたが、現地は雨模様が予想される
為、一部行先を変更することも考えながら出発しまし
た。先に賢島駅２階にある「伊勢志摩サミット記念館
サミエール」を見学しました。2016年５月26日、27日
に開催された伊勢志摩サミットの記憶を記録にとどめ
るための施設
で、サミット
で世界に発信
された三重の
伝統・文化・
豊かな食につ
いてわかりや
すくパネル展
横山展望台ビジターセンター前にて
示されてお

り、実際に使用された首脳会議用円卓・椅子も展示さ
れ、椅子に座っての記念撮影もできました。
懇親会の昼食は、ふぐ料理を心ゆくまで堪能し、それ
ぞれの事業の情報交換の場として親睦も深めていただ
きました。
また、トリップアドバイザーで日本の展望スポット
ランキング2017で全国10位にランクインした横山展望
台を見学しました。自家用車でしたら展望台近くの駐
車場まで行けるのですが、大型バスでは駐車場まで乗
り入れは不可のため、歩きで食後の重い体を鞭うちな
がら展望台まで登りました。展望デッキから望む伊勢
志摩のリアス式海岸の景色はとても美しく、豊かな自
然を感じることができ、癒しのひと時を過ごすことが
できました。今回の視察研修では、参加者一同見聞を
深めることができ、有意義な一日を過ごすことができ
ました。

社会文化部会 セミナー「笑いとユーモアで業績アップ！
！」 11月20日㈬
「ハッ、ハッ」
、
「ホホホ」、「ハッハッ」、「ホホホ」
、
掌を広げて正面２拍、左右で３拍交互に突き上げ、最
後に大きく両手を挙げてオー、昼食前の３階ホールに
大きく響いていたに違いない。
「ユーモア力」、「お笑
いで支店長になりまして」の著者ユーモアコンサルタ
ントの矢野宗宏さん。
大阪の某信用金庫のダメ職員（矢野さん自身の談）
がお笑いで支店長昇進した後、ユーモアコンサルタン
トとして全国行脚、NHKの「クローズアップ現代」
でも放送された矢野さんに初めて来ていただいた時は
笑いの本質談義、２回目は落語を披露して頂いたのに
続いての３回目の公演をして頂きました。
今は、昔とは違うものの笑いを未だに不真面目と捉
える日本と違い、欧米では、重要な会議の中にもユー
モアを交えて、その場の緊張をほぐす潤滑油とするの
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と大違い。考
えれば大阪の
人間は、２人
寄ったら漫才
になると言わ
れ る 土 地 柄、
浪速の商人は
何をショウモ
ナイ話を、と
セミナーを受ける様子
周りが思って
も「ホナ、サイナラ」と席を立ったらチャント商売を
していた、といわれるのに通じるのでは？
「笑いを通じて業績アップ」等、笑いの真髄を話題
とした講演（講義）を今後継続して頂く予定です。
社会文化部会 中田洋二

女性会だより 令和元年度三重県商工会議所女性会連合会総会に参加
「令和元年度三重県商工会議所女性会連合会総会」
が熊野会主幹で開催されました。
当日は、上野会から９名が参加致しました。熊野文
化交流センターでは総会が行われ、全ての審議事項が
承認されました。総会の後、鬼ヶ城センターで懇親会
が行われ、まぐろの解体ショーやめはり寿司、みかん
など熊野地域の特色を感じるお料理や、アトラクショ
ンでは優雅で美しいフラダンスを披露していただきま
した。熊野会のみなさんの力をあわせた温かで細やか
なおもてなしを受け、また各単会の皆さんとも話に花

10月25日㈮

が咲き、有意義な時間を過ごすことができました。
次回は令和２年10月７日に桑名会主幹で開催されま
す。令和３年は上
野会が主幹で開催
することとなりま
す。皆様今からご
予定いただき、ご
協力くださいます
ようよろしくお願
い致します。
熊野鬼ヶ城センター前にて

女性会親睦旅行 11月13日㈬
女性会親睦事業を開催いたしました。当日は晴天に
恵まれ、私達親睦委員会主催の親睦事業「松竹新喜劇
錦秋特別公演」には、お忙しい中ご参加いただき厚く
御礼申し上げます。
時代劇の「舞妓
はんと若旦那」は、
笑いありほろっと
するところあり、
予想外の結末に驚
きました。山田洋
二監督の「大阪の
家族はつらいよ」
大阪松竹座前にて

では、映画の家族はつらいよを舞台を大阪に変えて、
テンポの良い大阪弁で笑いを誘ってくれました。舞台
初日という事で、ロビーには山田洋二監督の姿もあり
ました。
良い席を取っていただき楽しいお芝居を観て、非日
常の世界にどっぷり浸り、皆様にもリフレッシュして
いただけたかと思います。
車中では、おやつに会話にと花が咲き、楽しい時間
を過ごし、会員同士の親睦を深めることができました。
気持ちの良い秋晴れの中、皆様のご協力により無事
終えることができました。ありがとうございました。
親睦委員副委員長 石原 智美

青年部だより 11月例会「あー言えば、どー言う？」～バトルで磨け！一瞬のひらめき～開催
ハイトピア３階ホールにて11月例会「あー言えば、
どー言う？」～バトルで磨け！一瞬のひらめき～を開
催しました。瞬間的に相手が納得出来る一撃、言わば
「頭の瞬発力」を高めることを趣旨に討論を行いまし
た。直前に公表されたテーマに対し、限られた時間の
中で、瞬時に状況を判断する難しさや衆人環視の中で
自身の想いを伝える難しさを改めて考えさせられると
ともに、目には見えない意見の流れや形勢逆転の瞬間
等を討論を通じて体験しました。例会をきっかけに１
人１人が更なる引き出しや発想のヒントを見つけ、人

11月13日㈬

間力を高めるとともに社業の発展に繋げていきたいと
思います。

討論の様子
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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

消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用

一般社団法人キャッシュレス推進協議会

地域全体でのキャッシュレス推進に向けて
＜ポイント還元制度の加盟店登録＞
ポイント還元制度開始から約１ヵ月が経過したところです。10月末までに約92万店が登録申請し、うち約
64万店（11月１日時点）の加盟店登録手続きが完了しました。制度開始直前の時期には申請件数が一日に１万
件ありましたが、最近は少し落ち着いて一日５千件近くを受け付けています。また、都道府県別の件数も公表さ
れましたので、自分の地域での登録状況等を確認することができます。
＜地域活性化にも資するキャッシュレス決済＞
今回は、地域活性化を目的にキャッシュレス決済を活用する取組みを紹介します。
キャッシュレス決済への消費者の認知や関心が徐々に高まるなか、地域単位で推進する動きが活発になってき
ました。こうした取組みに共通するのは、
「地域活性化」
「人手不足への対応」
「インバウンド消費の取込み」など、
地域特有の課題解決手段の一つとして、キャッシュレス決済が活用されています。
キャッシュレス決済の導入は個別店舗に向けた施策だと考えがちですが、実は広く「面」で活用することで、
地域全体への経済効果や、結果的に個別店舗の活性化にも繋がっています。
観光地と地元商店を繋ぐ
ある観光地では、ハイシーズンに多くの観光客が訪れているのに、地元商店での消費（売上増）になかなか繋
がらないという悩みを抱えていました。そこで、キャッシュレス決済を利用した観光客に、地元商店で使えるクー
ポン券を発行することにしました。すると、「せっかくなので」と言っ
て、そのクーポン券を持って地元商店で買い物をする観光客の誘導に成
功し、域内での回遊性を実現できました。
多くの観光客は、事前に観光施設などを調べてから訪れますが、商業
地の情報を調べて訪問するというケースはあまり聞かれません。そこで、
クーポン券を発行することで、「せっかくだから使ってみよう」という
インセンティブが働いて、地域の活性化にも繋げることができました。
（右図）
イベントでの効果的な導入策
イベント来場者の多くは、
「財布」や「現金」の取扱いに煩わしさを感じているようです。他方で、イベント
に出店する店舗等も、キャッシュレス決済事業者ごとに導入手続きを行う必要があるなど、煩雑さや使いにくさ
を感じているようです。
そこで、個別店舗の事務手続きの煩雑さを解消しようと、地域の商工団体や観光協会がキャッシュレス決済事
業者との窓口役を務める動きが出てきました。店舗側にとっては、釣銭の準備や来場者との金銭授受が不要とな
り、回転率も向上し、より多くの商品等を販売することが可能となります。また、消費者側も今日の財布に入っ
ている現金残高に制約されることなく購買できるようになり、より高い客単価も期待できるようになります。窓
口役を務める商工団体等も、キャッシュレス決済によって集まった購買データを分析することで、イベントの傾
向や人の流れなどを把握でき、次回以降のイベント運営に役立てることができるようになります。
自治体を中核とした推進母体の設置を
さらに、イベント単位から地域単位でキャッシュレス決済を推進しようという、恒常的な取組みが拡大してい
ます。
自治体、商工団体、観光団体、地域金融機関等が地域一丸となってキャッシュレス決済推進に取組むための組
織を立ち上げる動きが出てきました。課題解決の一助となるような導入、地理的特性や文化・歴史等への造詣の
深い地域ならではの手触り感ある取組みなど、キャッシュレス決済の目的がますます多様化しています。地域に
よって普及しやすいサービスの提供方法は多様です。今後、自治体を中核とした推進母体の設置により、キャッ
シュレス決済のさらなる導入促進と定着を期待しています。
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伊賀連携フィールド2019年度
2019年度後期市民講座 第１回「甲賀の山伏とくすり」 10月26日㈯
「甲賀の山伏とくすり」要旨
甲賀市くすり学習館館長 長峰 透
滋賀県の甲賀市は、忍者の里であるとともに山伏
の里、薬の町としても知られています。これら三つ
の要素は切っても切り離せない関係にあり、特に甲
賀で発展した配置売薬のルーツには、近世以来の山
伏の活動が大きく関わっています。
それは水口町と信楽町の境にそびえる飯道山が、
中近世を通じて当山派修験の一大霊場に発展してい
たことが大きく、さらにその周辺の村々には里山伏
たちが数多く集住していました。里山伏たちは庶民
の願いに応じて、卜占や祈祷、医療や売薬に携わっ
ており、多賀社や祇園社、伊勢の朝熊岳金剛證寺に
属し、勧進と配札を請け負っていました。配札では
各地の檀那場を巡り、お札を授けるとともに土産と
して薬を配っています。地方の人々にとって甲賀の
山伏たちが作った薬は大変ありがたく思われたこと

でしょう。ところが明治初年の神仏分離、つづく修
験道廃止令によって甲賀の山伏も大きな打撃を受
け、配札から本格的な売薬への道を歩み始めます。
それまでの配札先がそのまま売薬の得意先となり、
やがて配置売薬として発展を遂げます。
忍術書「萬川集海」に飢渇丸や水渇丸など薬の記
述がみられるのも、山伏たちの製薬技術が影響を与
えたのではないでしょうか。

三重大学国際忍者研究センターだより
国際忍者研究センターの高尾善希です。センター
に着任してから、２年が過ぎました。伊賀市の皆さ
んには、いつも親切にしていただいて、快適に勤務
しております。
私は、
四日市市の母方の実家で暮らしているため、
四日市市の家から伊賀市のセンターまで通勤してい
ます。四日市市の家から近鉄四日市駅までバス移
動、それから、近鉄四日市駅から伊賀神戸駅まで電
車移動、伊賀鉄道伊賀神戸駅から上野市駅まで電車
移動、
片道ちょうど２時間30分の長旅です。つまり、
往復５時間。
（ハア……。もっと近くならないのかな）
と思いもします。
だから、
「自動車通勤にしては？」と勧められる

19の巻

こともありますが、自動車運転
の時間がもったいないと思って
います。電車であれば、寝るこ
ともできますし、本を読むこと
もできます。それで、我慢して
電車通勤をしています。
センターに着任する前は、東京都で働いていまし
たが、そのときも片道１時間30分ほどの通勤でした
ので、電車通勤慣れしています。東京都時代から、
電車を勉強時間に使っていました。どうせ、どこに
いても勉強しなければならないのだから、電車であ
れば通勤時間が長くても我慢できるのです。
（高尾善希）

業務部

059−354−9971
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交通についてのアンケート調査結果
交通運輸部会
交通運輸部会では、毎年旧上野市の道路状況について改善・要望していくことを目的に、今年度は2019年５
月に部会員様・議員様等に「交通についてのアンケート調査」を実施致しました。
この結果を踏まえ、９月30日に交通環境の改善を要望するべく、国土交通省・警察・県・市のご担当者をお
招きして当部会員との懇談会を開催致しました。
※アンケートにて問題改善要望のあがった主な回答を列記します。
①東高倉
→カーブの先の車などが見えにくく、狭いの
にスピードを上げて走行している車が多い。
道が狭く対向する時危険である為、カーブミ
ラーを設置して欲しい。
伊賀市建設部：
現場を走って確認したが、幅員も広く、
現状では「経過監査」で様子を見たい。

Ａ

カーブの先がとても見にくい

①周辺図

②平野中川原
→カーブの先の車などが見えにくく、カーブ
を内側に寄って曲がる車が多いので、対向す
る時危険である為、カーブミラーを設置して
欲しい。
伊賀市建設部：
現場を走って確認したが、幅員も広く、
法定速度で走行すれば大丈夫である。この
場所も「経過監査」で様子を見たい。

カーブの先がとても見にくい

Ａ

②周辺図

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実
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三重県伊賀市小田町743-2

③平野中川原
→市道より白鳳通りに左折する際、白鳳通り
の右折レーンに停止車両があると大変左折し
にくく危険である為、東側から来る右折レー
ンの停止線を、１～３ｍ程下げて欲しい。
三重県伊賀警察署：
停止線を下げれば余裕が出て速度を落と
しにくくなり、巻き込み事故が発生しやす
くなる。現状では回れているのでそのまま
で良いと考える。回りにくい分ゆっくり回
るので安全である。

Ａ

③周辺図

④中瀬
→名阪国道「中瀬インター」高架下の交差点。
東行道路には直進専用車線と左折専用車線が
あるが、直進専用車線の高架下は右折専用車
線に変わる為、右折待ちによる直進車の渋滞
が発生。渋滞緩和の為、右折専用車線を設置
して欲しい。又は、カラー舗装で明確化にし
て欲しい。
三重県伊賀建設事務所：
先ず、舗装を直さないといけない箇所で
あり、インターを含めて100M間の舗装を
来年度行う計画である。その時ラインも含
めて矢印を付ける等検討したい。工事の時
期は北勢国道事務所と協議の上決めたい。

至亀山

右折専用車線の設置

Ａ

至天理

④周辺図

⑤上野農人町
→平野から上野農人町方面へ上がる坂から農
人町交差点で右折する場合、上野農人町側か
らの交通量が多く、青信号時では右折が困難
な場合が多く、赤信号になった時に急いで右
折している状況で危険である。右折レーンが
あるにもかかわらず、右折専用信号が無く、
信号の切り替わりが早すぎる為、右折の矢印
信号を設置して欲しい。又は時間調整。
三重県伊賀警察署：
右折信号を付ける事で信号全体の秒数が
伸びる。右折する側は良いが、反対側の立
場（待つ側）からすれば待ち時間が長くな
る。今後検討していきたい。

右折が困難

農人町側からの交通量が多い

⑤周辺図
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会員 ひろば

掲載事業所募集中！
！
あなたの会社やお店をPR致します！
！

伊賀市上野西町3370
TEL 0595-51-5535

西町や かかん

「西町や かかん」を運営しております株式会社きねやでございます。ご高齢の方
や企業様などにお弁当・仕出し・オードブル等をお届けする配食事業を中心に、カ
フェ・和食店等飲食業を営んで参りました。この度、良いご縁を頂戴し上野のま
ちなかである西町の古民家に出店し、当社の全機能を移転させて複合施設「西
町や かかん」としてオープンいたしました。テイクアウト中心の「HANAMORI
COFFEE STAND」では、厳選したシングルオリジンコーヒーをはじめ、伊賀抹茶
を使用した抹茶ラテや伊賀茶のほうじ茶ラテ、伊賀産コシヒカリの米粉パンでつくる
「あげぱん」は、
現在5種類のお味を楽しんでいただけます。 伊賀産食材を天ぷらで味わっていただく「天ぷら そらや」。
伊賀ブランド認定商品を中心にお土産物等をご購入いただける「IGAMONOショップ」やまちなかの観光案内機能も兼
ね備えております。お近くにお越しの際には、是非お立ち寄り下さい。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和元年10月末会員数

組織率

2,618件

1,434件（特別会員92件）

51.26%

健康診断のご案内

実施期日
受付時間

令和２年２月20日
（木）
９：30〜12：00
生活習慣病健診・定期健康診断
実施会場 ゆめぽりすセンター２階大会議室
問い合わせ先 上野商工会議所
TEL 21‑0527 FAX 24‑3857
実施機関 一般財団法人 滋賀保健研究センター伊賀営業所
申し込み締め切り日 令和２年１月23日
（木）
詳細は折込チラシをご覧下さい

上野商工会議所会員募集中

新規会員をご紹介ください

上野商工会議所では、新規会員の加入促進に努めて
おります。お知り合いの未加入事業所を是非ご紹介
ください。
新規入会に関するお問い合わせ
総務課 ☎︎0595-21-0527
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本年も大変お世話になりました
年末業務12月27日
（金）
まで平常通り
年始業務１月６日
（月）
より平常通り
（12月28日から１月５日までお休みさせていただきます。）

来年もよろしくお願いいたします

会議所に入会するとこんなにオトク！！
⃝交流会で人脈が広がる
⃝各種セミナーや視察に参加できる
⃝融資や資金調達の相談が受けられる
⃝販路拡大のサポートが受けられる
⃝低コストで会報にチラシを折込できる
⃝上野商工会議所会議室・ホールを割安で借りられる

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 0595-24-1724

《行政からのお知らせ》

償却資産（固定資産税）申告のお願い
償却資産とは、工場や商店の経営者や駐車場・ア
パートを賃貸している人が事業のために使用する土
地・建物以外の有形資産をいいます。事業をしてい
る法人・個人に申告義務があります。
【対象者】 伊賀市内で事業を行っているすべての法
人・個人
【申告書の入手方法】 12月上旬に伊賀市課税課から
発送します。届かない場合はご連絡ください。
申告書と申告の手続きは伊賀市ホームページから
もダウンロードできます。
【提出方法等】 申告書に必要事項を記入の上、受付

窓口に持参または郵送してください。
詳しくは伊賀市ホームページに掲載されている償
却資産申告の手引きをご覧ください。
URL：http://www.city.iga.Ig.jp/0000004890.html
【提出期限】 １月31日（金）
【問い合わせ・提出先】
〒518-8501 伊賀市四十九町3184
伊賀市役所財務部課税課資産税係
☎22-9614 FAX22-9618
締め切り間際は申告が集中するため、早めの申告
をお願いします。

外国人観光客向けおもてなしマップへの掲載店募集
伊賀市中心市街地活性化協議会事業の一環とし
て、英語・日本語両表記の観光客向けのおもてな
しマップを作成します。掲載店のみなさまには、
外国人観光客対応、Google検索時のビジネス情報
整備など、これからの時代の “おもてなし” につ
いて指導させて頂きます。
掲載希望されるみなさまは、上野商工会議所
「まちづくり課」までお申し込みください。
☎0595-21-0527

参加資格：観光客へのおもてなしに今後も積極的
に取り組んで頂ける、伊賀市中心市街
地で事業を営む飲食店・お土産を販売
する店舗
参 加 料：無 料
参加締切：令和元年12月20日（金）
※応募多数の場合は、参加店舗を選定させていた
だきます。予めご了承ください。
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令和２年上野商工会議所新年賀詞交歓会
新たな年の新春を寿ぐ新年賀詞交歓会を、下記
により開催いたします。
市内各界の皆様が一堂に会する年賀の場とさせ
ていただきます。会員の皆様どなた様もご参加し
ていただけます。名簿作成の都合上、12月６日
（金）
までに、お申込み下さい。

日本経済の
現状とこれから

テーマ

日時 令和 2 年 1 月 18 日
14：00〜15：30（受付 13：30〜）
会場 上野フレックスホテル２階
「桜の間」 定員 150 名
講師 嘉悦大学ビジネス創造学部 教授
株式会社

政策工房

日

令和２年１月６日（月）
（受付）午前10時〜
（開会）午前11時〜午後１時終了予定
会 場 ホテルローザブランカ
伊賀市寺脇721 TEL 0595-52-3810
会 費 6,000円
申込先 上野商工会議所総務課
（TEL 0595-21-0527 FAX 0595-24-3857）

代表取締役会長

高橋洋一氏
主催

上野商工会議所

TEL21‑0527・FAX24‑3857

共催 （公財）日本電信電話ユーザ協会三重支部

28 27 25 24 20 18 16 15

10

ベストセラー紹介
（コミック・文庫除く）
令和元年11月期

① 「むちゃぶり」で日本一
②
③
④
⑤

27 25 19 18 17

提供 岡森書店 白鳳店

忍者の町のスーパーメーカー

（福井一仁・幻冬舎・1,500円＋税）

ケーキの切れない非行少年たち
（宮口幸治・新潮社・720円＋税）

一切なりゆき
（樹木希林・文芸春秋・800円＋税）

自分のことは話すな
（吉原珠央・幻冬舎・880円＋税）

こども六法
（山﨑聡一郎・弘文堂・1,200円＋税）
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今月のおすすめの１冊
『風姿花伝

創造とイノベーション』

世阿弥 道添進/編訳 日本能率協会マネジメントセンター 定価1,600円+税
11月20日のNHK「歴史秘話ヒストリア」で放送さ
れていましたね。室町時代を生きた能役者、世阿弥。
伊賀国に生まれ、父の観阿弥の教えのもと、伝統芸能
の最高峰としての能を完成した人物だ。世阿弥の数々
の名著の中で、最も有名なのがこの『風姿花伝』
。たっ
た一人の跡継ぎのために記された秘伝書である。「初
心忘るべからず」
「秘すれば花」などたくさんの名言
が散りばめられており、日本最古の能楽論であるとと
もに、世界最古のビジネス書ともい
われている。あの徳川家康が、現代
に至ってはジャパネットタカタの高
田明氏の愛読書としても有名だ。わ
かりやすい現代語訳で今を生きる私
達に語りかけてくれる、同郷の偉人
の名著をどうぞ。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

・１月主な事務局行事

月
１日・第 回カラーコーディネーター検定試験
経審査会
２日・○
４日・工業部会中堅社員研修会
（ゆめテクノ伊賀）
５日・女性会親睦委員会
６日・正副会頭会議
９日・交通運輸部会役員会
日・青年部例会（栄玉亭）
日・金融理財部会工場見学（㈱ミルボン）
・工業部会役員会
日・定例常議員会
日・ クリスマス婚活パーティー（アニエス・ガーデン）
日・第 回環境社会（エコ）検定試験
・全国そろばんコンクール
日・伊賀学ジュニア検定（青山小）
日・青年部三役会・役員会
日・ 軽減税率制度導入後の会計処理実務セミナー
日・異業種交流懇談会
日・仕事納め
１月
６日・仕事始め
・新年賀詞交歓会（ホテルローザブランカ）
６日〜 日・年末調整相談会
８日・青年部新年会（サンピア）
日・青年部三役会・役員会
日・記帳継続相談会
日・新春講演会（上野フレックスホテル）
日・合同就職セミナー事前対策研修
日・食品工業部会新年会
日・伊賀学セミナー
日・異業種交流懇談会
日・伊賀税務行政連絡協議会

20

社会保険相談会

17

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

月 ４日・ 日
１月 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

12

時

