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新型コロナウイルス感染症に係る緊急要望について
令和２年３月31日（火）伊賀市へ新型コロナウイルスの感染拡大は地域
経済に深刻な影響もたらしているとして、小規模事業者への利子補給の
拡充などの資金繰り支援はじめ６項目の緊急要望を下記のとおり要望
しました。
１．資金繰り支援の拡充
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規
模事業者に対し、資金繰りの対策を行っていくことは、重要かつ
喫緊の課題です。国や県の支援策の動向を踏まえ、小規模事業資
金（保証協会）の保証料の補助額及び、小規模事業者経営改善資
金（マル経資金）の利子補給の拡充など、新型コロナウイルス感染症対策としての資金繰り支援の拡充を要
望します。
２．甚大な影響を受けた業種への支援
観光施設・宿泊・交通・旅行などの観光関連産業や、政府の要請に伴い影響を受けた、学校休校による小
売業や卸売業の販売の減少、イベント自粛によるイベント事業者や飲食店の販売の減少など、市内の多くの
業種で甚大な影響が出ています。
このような事業者に対して、資金繰り等の経営支援に万全を期すことはもとより、新型コロナウイルス
の影響を最小限に抑えるとともに、伊賀上野NINJAフェスタや伊賀市（忍者市）市民花火大会の支援など、
需要を喚起するための様々な取り組みや、根拠のない風評被害を拡大させないなど、集中的かつ重点的な支
援の実施を要望します。
３．地方税（市民税・固定資産税など）における納税猶予の適用
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難なものへの対応について、総務省より各都道府県知事
宛に通知（令和２年３月18日付総税企第45号総務省自治局長通知）が出されておりますが、下記事項に十分
配慮され、市税等の徴収猶予など、迅速かつ柔軟な対応を要望します。
（１）徴収の猶予
納税者等に災害、疾病、事業の休廃止、事業における著しい損失等納税を困難とさせる法定の事由が発生
した場合には、地方税法第15条の規定により、その申請に基づき徴収を猶予することができる。
（２）換価の猶予及び滞納処分の停止
滞納者が納税について誠実な意見を有する場合において、事業の継続または生活の維持を困難にする等の
事由があるときは、地方税法第15条の５又は第15条の６の規定により、地方団体の長は職権又は滞納者の申
請により、換価の猶予をすることができる。
４．公共料金の支払いの猶予等
生活不安に対応するための緊急措置（令和２年３月18日開催 新型コロナウイルス感染対策本部）として、
生活に不安を感じておられる方々への当面の追加的な緊急対応策が出されておりますが、下記の要請に十分
配慮され、公共料金の支払いの猶予等、迅速な対応を要望します。
（１）新型コロナウイルス感染症の影響により、電気料金等の公共料金（上水道・下水道・NHK・ケーブル
テレビ・電気・ガス及び固定電話・携帯電話の使用料）の支払いが困難な事情がある者に対しては、その置
かれた状況に配慮し、支払の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう要請する。
５．公共工事、物販、役務等における工期・納期の配慮
中国からの部材入荷の遅れや取引の停止など、サプライチェーン等への影響を受けている建設業・製造
業・販売業等の事業者に対し、市が発注する公共工事、物販、役務等について、民間需要が減少している
中、できるだけ前倒し発注いただき、納期・工期において、柔軟かつ十分な対応を行っていただくよう要望します。
６．プレミアム付き商品券発行による需要の喚起
新型コロナウイルス感染症の影響により、落ち込んだ需要を喚起するため、地元商店で利用できる市民を
対象とした、販売利用期間３か月程度、プレミアム率20パーセント程度の、「新型コロナウイルス感染症対
策プレミアム付き商品券」を発行いただくよう要望します。
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新型コロナウイルス感染症に伴う影響調査について
上野商工会議所は、このたび「新型コロナウイルス感染症に伴う事業所への影響に係る調査」の結果を取りまとめま
したので、ご報告いたします。
本アンケートは、新型コロナウイルス（COVID-19）の流行に伴う影響を調査し、管内の中小企業・小規模事業者の
支援に活用させていただくことを目的とし、会員事業所1100事業所様を対象に回答を集約しています。
今後も定期的に調査を行いたいと考えていますので、会員の皆様にはご協力いただきますようお願いします。
実施期間：令和２年３月26日～４月９日 有効回答数：318事業所
■44％の事業所が、現在および今後の４割以上の売上減少を実感
会員事業所様に対し、新型コロナウイルス
新型コロナウイルス感染症に
感染症に伴う売上の影響を尋ねたところ、現
おける売上の影響について
在の売上の減少率
「２割」
（19％）
「４割」
（17％）
「６割以上」
（10％）
、現在は影響ないが、今
特に影響ない
後見込まれている売上の減少率
「２割」
（22％）
売上が減少
25％
「４割」
（13％）
「６割以上」
（４％）
、特に影
40％
響はないと回答した事業所が27％という結果
になりました。
（複数回答含む）
売上減少が見込まれる
また、資金繰りにおいて、33％の事業所が
35％
「融資が必要となる」と回答しました。

新型コロナウイルス感染症における
資金繰りについて

融資が必要
33％
特に必要ない
67％

（複数回答含む）

■すべての業種の経営に影響
新型コロナウイルス感染症における経営への影響を尋ねたところ、
「仕入れ先の変更や納期遅れ等に伴うコストの上
昇」
（24％）
「従業員や顧客の
新型コロナウイルス感染症に
その他（24％）
感染防止対策等に伴うコスト
おける経営への影響について
購買意欲の低下、外出自粛の影響
今は売上に問題ないが長期化すれば
増」
（23％）
「 イベント・商 談
仕入れ先の変更や納期遅れ等に
分からない
会等の延期・中止に伴う受注・
伴うコストの上昇
インバウンド客、観光客が来ない
その他
18％
販売機会の喪失」
（38％）
「小
商品（食品）
を袋詰めするようお客様
24％
から要請があり、
コスト増加
中高等の一 斉休 校 への対応
従業員や顧客の感染防止
今後の仕事が止まり始めた
対策等に伴うコス
ト増
小中高校等の一斉休校への
に伴う影響」
（16％）
「その他」
入金遅れの発生
17％
対応に伴う影響
（33％）
（複数回答含む）
感染防止のため営業停止中
12％
イベント・商談会等の延期・
旅行のキャンセル、新規申込の減少
その他の内容としては「購買
中止等に伴う受注・販売機会の喪失
（旅行代理店）
29％
意欲の低下」
「外出自粛の影響」
感染恐怖による受診控え
（医療）
（複数回答含む）
「感染防止のため営業停止中」
「観光客が来ない」等の意見がありました。また、上の質問で「特に影響がない」と回答した多くの事業所が「今は問
題ないが、長期化すれば分からない」と回答しており、今後も厳しい影響が予想されます。
現在上野商工会議所では、
「新型コロナウイルス感染症に関する経営相談窓口」を設置しています。経営
安定や資金繰りに関するご相談に応対させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
※本アンケートのFAXが一部事業所様へ深夜送信されました。ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し
上げます。

業務部

059−354−9971
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会議所の動き
三重県商工会議所連合会共済増強キャンペーン進発式を開催 ４月13日㈪
県連＆アクサ共済増強キャンペーン進発式を、正副
会頭にもご出席いただき開催いたしました。
会員企業様への福利厚制度の提案、会議所財政基盤
の確立を目的とし、毎年春に増強キャンペーンを行っ
ております。
今年度は、常議員会・議員総会等でキャンペーンの
周知を行い、正副会頭にも進発式にご出席いただき、
会議所職員とアクサ生命保険㈱推進員が一丸となって
加入促進に当たる予定でしたが、新型コロナウイルス
感染症拡大の影響により、当初予定しておりました加
入勧奨も一部変更となってきました。
キャンペーン期間は、４月15日㈬から６月30日㈫と
なっており、６月頃から皆様に制度のご提案ができれ
ばと考えております。会員の皆様におかれましては、

厳しい経済状況の中ではございますが、会員企業様へ
の福利厚生制度の充実を提案させていただきますの
で、ご訪問させていただいた際には、お時間を取って
いただきご加入のご検討していただきますよう、何卒
よろしくお願いいたします。

田山会頭挨拶の様子

2020年6月・7月実施予定の検定試験の中止のお知らせ
検定事業にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と会場
確保が困難等の理由により、全国での検定試験を中止
とさせていただきます。
受験者の皆様にはご迷惑をおかけすることになり申
し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りますようお願
い申し上げます。

⃝中止となる検定試験
・第48回カラーコーディネーター検定試験
試験日 ６月７日（日）
・第44回福祉住環境コーディネーター検定試験
試験日 ７月５日（日）
・第28回環境社会検定試験（eco検定）
試験日 ７月12日（日）

アクサ生命からのお知らせ「新型コロナウイルス感染拡大」に伴うご契約のお取扱いについて
新型コロナウイルスによる影響を受けられた上野商工会議所会員企業様に謹んでお見舞い申し上げます。アクサ生命では下記
の通り、ご契約のお取扱いを開始しております。お問合せは下記弊社営業店までご連絡お願いいたします。
■保険料の払込猶予期間延長について
保険料のお払い込みが一時的に滞った場合、保険料のお払い込みを猶予する期間を2020年８月31日まで延長いたします。
2020年３月１日より2020年５月31日までに新たに保険料のお払い込みに遅延が生じるご契約が対象となります。
■お客様サポートについて
※１
「24時間電話健康相談サービス」 を、2020年５月末までの間、全てのご契約者さま、被保険者さまと同居のご家族の皆さまに
無料でご利用頂けます。
※１ 「24時間電話健康相談サービス」はティーペック株式会社が提供いたします。
■入院給付金のお支払いについて
新型コロナウイルス感染症は、入院給付金のお支払対象となる疾病に該当します。なお、入院給付金は治療を目的とした入院
に対してお支払いをいたしますので、検査結果が陽性であるかどうかにかかわらず、医師の指示により医療機関に入院された場
合は、お支払対象となります。また、医療機関の事情等により、医師の指示で、ご自宅またはその他病院等と同等とみなされる
施設（ホテル等）で治療を受けられた場合も、その治療期間に関する医師の証明書等をご提出いただくことで、入院給付金のお
支払い対象としてお取扱いいたします。
■契約者貸付に対する特別金利について
2020年３月より５月までに新たに契約者貸付に対する利息につきまして、金利0.00％でお取り扱いをいたします。
※2
特別金利適用期間 2020年３月１日から2020年９月30日まで
受付期間 2020年３月１日から2020年５月31日まで
※２

お申込みの状況等に応じて、受付期間を短縮することがあります。

アクサ生命は、商工会議所会員企業様向けに商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を行っております。
アクサ生命保険㈱ 津営業所

連絡先 059-225-3024
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カスタマーサービスセンター

連絡先 0120-568-093

女性会だより

上野商工会議所女性会会員募集！
～出会いと学び～ 女性会に入会しませんか！
女性会では、会員相互の親睦と連携を密にして、女
性経営者の資質向上と商工業の振興を図り、社会福祉
の増進に寄与する事を目的に52名が元気に活動してい
ます。研修会や視察研修、上野天神祭のだんご茶屋開
設などの地域振興事業など様々な事業を通して会員相
互の親睦を図っています。
ぜひご加入ください！
入会資格 上野商工会議所の会員事業所の方で
①女性経営者・代表者
②法人並びに団体所属の方
③個人企業で経営に携わっている女性
年会費 4,000円

上野天神祭だんご茶屋

青年部だより ４月例会「令和２年度通常総会」開催
４月例会「令和２年度通常総会」を開催いたしました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人数を制
限した形での開催となりました。
改めて「普通の生活」、「何気ない日常」が尊いもの
であると考えさせられます。
このような事態は当然YEGとしても初めてのこと
でしたが、すべての議案は無事承認され、とまどいな
がらも西出新会長のもと新体制がスタートいたしました。
会員一同さらなる進化を目指してまいります。

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

市内工場見学

４月８日㈬

上野商工会議所青年部
入会お待ち
しております

上

親睦旅行

研修会

ン
ーガ
年部令和2年度スロ
所青
会議
工
商
野

YEG EvolutionⅡ
！〜
〜 さらなる進化を目指して

青年部会員募集中！
！
現在青年部会員63名在籍

三重県伊賀市小田町743-2

パワーさん

ぎゅーとらさん

上野商工会議所ニュース

2020.5.5｜5

部会長

澤野

嘉男

この度、商業部会長を仰せつかりまし
た。どうぞよろしくお願い申し上げます。
会員の皆様に楽しく、為になる部会を目
指してご協力をいただきながら努めさせ
ていただきたいと思います。
しかしながら、廃業、事業縮小により会員数が減少する
中、近年の庁舎移転などの人の流れの変化に加えて、経験
したことのない新型コロナウイルスの影響で、経営が悪化
し存続を危惧する事業所がたくさん出てきて課題、問題が
山積の現状です。
事業存続に繋がる行政からの補助や助成などの情報を共
有するとともに会員相互の情報交換を積極的に行い、会員
事業所にとって有益な会にできればと思います。
収束後、人の流れが戻り、活気ある事業が存続できるよ
うに部会の枠を越えてご指導、ご協力を賜りますようお願
い申し上げます。

▪食品工業部会

部会長

中村

伊英

会員の皆様、COVID-19の感染拡大に
伴い、食品製造販売業はかつてない苦境
に立たされております。一方で、各方面
自粛を余儀なくされた市民の暮らしを支
えるのに欠かせない基幹的な産業でありますので、様々手
を尽くしてこの局面を乗り切るために努めております。こ
の原稿がリリースされる頃に、どのような状況になってい
るか、想像もつきませんが、会員皆様におかれましては、
食品工業部会員の各事業所商品を、今まで以上にご愛顧ご
利用ご推薦いただきますよう、切にお願いする次第です。
また、上野商工会議所として、アフターコロナの世情をリー
ドするような、新しい商工業支援の事業活動を期待申し上
げます。

▪交通運輸部会

部会長

三山

▪サービス部会

部会長

嶋

忠彦

今年は、どの部会も新型コロナウイル
スの話題に始まり、それに終わるんじゃ
ないでしょうか。
そして、どの業界も多かれ少なかれ、漏
れなく影響を受けているはずです。
我々サービス部会においても自粛における売上の減少
や、先行き不透明感をこんなに悩んだ事は無いかと思います。
また、自分達の事業のこと、客や自分、家族やスタッフが
感染した場合どうなるのか、考えただけでも恐ろしくなります。
昨年、私はこの欄に若者の他県への流失を防ぎ、地元に
就職をもっと考えるべきとの所見を述べましたが、今年は
真逆の、新型コロナウイルスによる影響で営業自粛や休業
になり、それが長引けば、自宅待機、内定取り消し、さら
に解雇にまで及んでしまう恐ろしさを実感しています。
とにかく今まで経験したことのない事に振り回される一
年になりそうです。
皆さん、しっかり生き抜いて行きましょう。

▪建設業部会

部会長

奥井

実

令和２年度は、新型コロナウイルスの感染防
止対策により、事業計画の見通しが立たない
状況ではありますが、建設業部会としましては、
災害発生時における地域の安全・安心の守り
手としての使命を果たせるよう、これまで通り建設業界の継続を最
重要課題と考え、若い人達の入職者を確保するために伊賀地域の高
等学校等に、地元企業への就職を働きかけて参りたいと思います。
また、地元建設業者が適正な利潤を得て経営基盤を安定させた
上で、働き方改革に真摯に取り組めるよう、公共工事の重要性を伊
賀市行政に訴えていきます。
今年度の視察研修旅行並びに会員親睦会及び行政意見交換会等
の開催につきましては、会員皆様の健康を第一に判断をさせていた
だきますので、延期又は中止の場合は、ご理解を下さいますようお
願い致します。
一日も早く平穏な日常に戻ることを祈りますと共に、今後とも建設業部
会に会員皆様のご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

悦史

新たな元号による新たな時代が始ま
り、私達交通運輸部会は総勢100名体制
で住みやすく働きやすい地域づくりを考
え、新しい気持ちで今後の事業を進めて
いきたいと思います。
今年度の目標と致しまして、
１．R368の４車線化の早期実現
２．名阪名神連絡道路の早期実現化を積極的に取り組む
３．伊賀地区における道路のセンターラインの引き直し事業
４．JR柘植駅から伊賀上野駅区間の電化早期実現
これらの４本柱を中心に進めて参りたいと思っております。
交通運輸部会では、皆様よりのご要望、疑問点などござ
いましたらお気軽に事務局までお問合せください。
また、新入会員を随時募集しております。よろしくお願
いいたします。
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▪金融理財部会

部会長

小川

真史

本年度、部会長を仰せつかりました百五
銀行の小川です。まずは新型コロナウイル
ス感染症の不安の中におられる皆様に対し
て、心からお見舞いを申しあげます。
令和という新しい時代を迎えたのも束の間、米中貿易摩擦・
消費税引き上げなど、経済の基礎体温が低下している中での、
今回の新型コロナウイルス感染拡大の影響は、広く世界中の
実体経済へと波及する厳しい難局に直面しており、その規模
はリーマンショックを上回るとも言われています。
部会としましては、この非常事態を乗り切るための円滑な金
融支援は当然のことながら、地元経済および会員様への持続
的な成長のために、金融リテラシー（お金やお金の流れに関す
る知識や判断力）の普及、事業承継環境の整備・サポート、
キャッシュレス推進など、金融を通じて地域社会を支え続けてい
くことが最大の責務であり、社会的使命と考えております。
関係各位の皆様のご支援とご協力を仰ぎつつ、会員様の
課題にしっかりと寄り添い、取り組んで参りたいと考えており
ますのでよろしくお願い申し上げます。

２０２０年度の各部会長等の抱負

▪商業部会

２０２０年度の各部会長等の抱負

▪工業部会

部会長

浅井

裕久

伊賀市の製造業は、各企業の創意工
夫・経営努力で今日まで順調に成長して
まいりました。伊賀市の基幹産業である
製造業の未来のために本年度も部会員一
丸となり活動を活性化したいと思っています。
「地域と共に課題に立ち向かう部会を目指し」工業部会で
は、部会員企業間の連携は当然のこと、商工会議所の各部会、
各委員の皆様方とも交流を深め、相互研鑽し、議論して、“新
型コロナに負けるな” の活動にも積極的に関わってまいりたい
と思います。各種会合、セミナー等３密の問題で、当面の活
動は低調になると思いますが、地域の課題の先送りは出来な
いと思います。行政・会議所・皆様と共に「未来に向かって」
一歩でも前進する一年にしたいと思います。
本年も地域最大の課題である、労働人口の減少対策を一つ
の “目的” として若手社員・中堅社員の研修会、講師を招い
た各種セミナー等を実施いたします。又、ピンチをチャンスにす
べく、過去にとらわれず、新たな常識を生み出す為に、皆様
方の御意見・御要望を沢山頂き、活動に反映してまいります。
最後に「新型コロナに負けるな」

▪観光部会

部会長

宮嵜

慶一

Ｑ．新型コロナウイルス拡大の影響で、伊賀市の
観光は深刻な打撃を受けています。観光部会とし
て対策はお考えですか。
Ａ．上野公園内施設の閉鎖や外出自粛要請の影響か
ら、伊賀市の観光客は激減し、出口の見えない深刻な状況が続いています。
今年の観光部会は既存事業に加え、新型コロナウイルスの影響が①回復し始
めるまでの取り組み②回復し始めてからの取り組みの２本柱で動く計画です。
Ｑ．回復するまでの取り組みはどのような計画ですか。
Ａ．多くの業界が経済的な打撃を受けている中で、宴会のキャンセルや外出
自粛の影響を大きく受ける外食業界は、特に経営状況が深刻です。観光にとっ
て大切な「食」を守る一助として、テイクアウトとデリバリーを行う会員事業
所を取りまとめ、ホームページやチラシでＰＲする『うちグルメ』事業を開始し
ました。
Ｑ．回復してからの取り組みはどのような計画ですか。
Ａ．具体的な計画はこれから検討予定ではありますが、終息後の伊賀市の観
光について先を見据えて考え、新商品の開発などに積極的に取り組んでいく
所存です。
特に観光部会では、
「忍者」「芭蕉」に次ぐ第３の資源「昭和」に注目をし、
新たな観光の起爆剤となることを狙っています。
この苦境をなんとか持ち堪え、新型コロナウイルスが終息した際にはふた
たび伊賀市の観光が立ち上がれるよう活動して参ります。

▪異業種交流懇談会
座長

岡田

直也

異業種交流懇談会は、22社の会員で構
成されており、その名のとおり異業種・
異分野の連携により、経営問題の改善や
地域振興の促進といったことをテーマ
（地域、行政、経済、教育、IT等）として月に一度の例会・
懇談会を開催し、活発な意見交換をしております。
また、２～３年に一度のオープンセミナー、４～５年に
一度の海外研修を開催し、会員のスキルアップと会員相互
の連携を深めております。
各会員が、飛躍できる一助となる勉強会を目指したいと
考えております。

▪社会文化部会

部会長

藤川

直紀

このたび社会文化部会の部会長を仰せ
つかりました藤川です。よろしくお願い
いたします。
社会文化部会と申しましても、広い業
種にわたっておりますので、この一年間、吉岡副部会長と
西出副部会長とともに、役員、会員のみなさまのご意見を
聞かせていただき、
伊賀市の文化的な資源を生かしながら、
すこしでも会員のみなさまにお役にたてるよう、取り組ん
で参る所存でございます。
さて、新しく新年度のスタート４月は、コロナウイルス
の影響により、思いがけない事態でのスタートとなりまし
た。今後、
どのような状況になるのか全くわかりませんが、
まずは、抱負とともに、会員みなさまのご健康を切に願っ
ております。

▪女性会

会長

町野

礼子

皆さまこんにちは。
女性会は、研修・まちづくり・親睦と
三つの委員会があり、年間行事を立てて
実行しています。
また、地元の行事、忍者フェスタの着替え処、天神祭の
おもてなしのだんご茶屋開設等もさせていただいており
ます。
来年は上野会が幹事会として県女連総会を開催します。
より一層会員が一丸となって取り組んでいかなくてはなり
ません。
しかし、今では会員数も減少していくなかではあります
が、一人ひとりが手をつなぎ一歩一歩前を向いて輪を広げ
て女性会の発展のために皆様と一緒に頑張っていきたいと
思っております。
明るく、楽しい女性会ですのでご協力をいただきたく皆
様の入会を心よりお待ちしております。
よろしくお願いいたします。

▪青年部

会長

西出

裕貴

この度青年部の会長を仰せつかりま
す、西出裕貴と申します。どうぞよろし
くお願い致します。
令和２年度は新型コロナウィルスの影
響で緊迫した社会情勢が続いています。厳しいときこそ困
難に打ち勝ち、斬新なアイデアや情熱を持って、何事にも
前向きに取り組んでいきます。
我々青年部は、1988年に発足され今年度、早32年目に突
入しました。これまで先輩が築いて来られた青年部は、地
域活性化事業さらには地域文化を支える事業に取り組んで
参りました。今後もさらに地域を盛り上げ、お役に立てる
ような事業に取り組みたいと考えます。
本年度も青年部をどうぞよろしくお願い申し上げます。
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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

令和２年新型コロナウイルスの影響を受ける中小企業・小規模企業向け
三重県中小企業融資制度（県融資制度）一覧
現在、資金繰り支援のため利用可能な、主な県融資制度は次の通りです。
※据置期間の延長及び補助率の上乗せは、新型コロナウイルスの影響を受ける場合に限ります。
令和２年４月27日現在

資金名

融資対象

融資限度額

セーフティネット資金

リフレッシュ資金

危機関連保証

保証４号

保証５号

全業種

全業種

指定業種のみ
4/10以降738業種

全業種

売上高減少 前年比
１か月実績
＋２か月見込
15％以上

売上高減少 前年比
１か月実績
＋２か月見込
20％以上

売上高減少 前年比
１か月実績
＋２か月見込
５％以上

売上高減少 前年比
１か月実績
＋２か月見込
３％以上

8,000万円
（中小企業等）

8,000万円（中小企業等）
※保証４号及び保証５号合算の金額

5,000万円
（中小企業等）

融資期間

10年以内

７年以内

据置期間

２年以内

２年以内

利

率

保証枠

保
証
料
率

金融機関所定利率（金融機関が決定）
更に別枠の特別保証
（危機関連保証）
最大2.8億円
（うち無担保分
8,000万円）

一般保証枠
最大2.8億円
（うち無担保分
8,000万円）

0.20％
0.20％
事業者
（※売上高減少が50％ （※売上高減少が50％
負担
以上の場合0％）
以上の場合0％）

0.24％

0.25％〜1.30％

0.60％
0.70％
県補助 （※売上高減少が50％ （※売上高減少が50％
以上の場合0.80％） 以上の場合0.90％）

0.44％

0.60％

保証割合

信用保証協会

市町長の認定
備

一般保証枠とは別枠の特別保証
（保証４号及び保証５号合算の金額）
最大2.8億円
（うち無担保分8,000万円）

考

100％保証

信用保証協会

必要
指定期間
2/1〜R3/1/31

指定期間
2/18〜6/1

80％保証
不要

4/10からの業種
指定は6/30まで

2/5
融資対象について改正

※中小企業信用保険法に基づく信用保険の申込対象業種であることが要件となります。
※いずれの資金も、取扱金融機関は、県内に本支店等を持つ銀行、信用金庫等31金融機関です。ご利用の際には
取扱金融機関へご相談ください。
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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５回「忍者マンガの系譜─忍者マンガからNINJA COMICSまで─」 ２月15日㈯
「忍者マンガの系譜─忍者マンガからNINJA COMICSまで─」要旨
合志マンガミュージアム館長 橋本 博
今期の忍者・忍術学講座のテーマとなっている
「創造される忍者」を語る上で欠かせない分野の一
つがマンガである。江戸時代にキャラクター化した
忍者は、歌舞伎、読本、浮世絵、双六、講談、絵物
語、紙芝居、小説、映画などの文芸作品に次々に現
れ、大正時代には山田みのるが初の「忍術漫画」(磯
部甲陽堂)を発表、それから100年の間、忍者が出て
くるマンガは進化を遂げてきた。発表者は1940年代
生まれの団塊世代、忍者マンガの変遷をリアルタイ
ムで経験しており、勤務する合志マンガミュージア
ムに日本一の忍者マンガコレクションを揃えること
を目標としている。
※忍者マンガ発展の４段階
（以下 年代、段階、ルーツ、特徴、代表作の順で表示）
①1950〜忍術マンガ…岡本一平の「漫文漫画」。ギャ

グ的要素、江戸時
代からの荒唐無稽
的 伝 統。 ド ロ ン
ちび丸（杉浦茂）
ペップ出版
②1960〜忍者マン
ガ…小説「忍びの者」、イデオロギー的要素、リア
リズム、ドラマ性。忍者武芸帳・影丸伝（白土三平）
三洋社、忍者秘帖（つげ義春）若木
③1960〜忍法マンガ…小説「甲賀忍法帖」。エンター
テインメント的要素、忍者同士のバトル。伊賀の影
丸（横山光輝）秋田書店、甲賀忍法帖（小山春夫）
東邦図書出版
④1990〜NINJAマ ン ガ … ア メ リ カ ニ ン ジ ャ 映 画。
国籍不明の不可知的要素、グローバル化。
NARUTO（岸本斉史）集英社、ニンジャバットマ
ン（小学館）

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。今回は、
私が歴史学を学びはじめた頃のことを書きましょ
う。歴史に興味をもったのは、小学校５、６年生頃
でした。幼少期から厭世感が強かったから、浮世離
れしたことが好きで、遁世のつもりで過去のことを
調べていました。小学校の卒業アルバムには「考古
学者になりたい」と書いてあります。古文書学で
有名な立正大学の史学科に入学したのが平成５年
（1993年）です。ちなみに、私は団塊の世代ジュニ
アですから、大学の同期が200人以上もいます。す
ごい時代です。その大学では、歴史学の中でも社会
経済史をやりたいと思い、村に残った古文書を整理
して研究する、ということなどをしていました。最

23の巻

初に読んだ学術書は、「日本史
概説」という講義の指定テキス
ト、石母田正『中世的世界の形
成』（岩波文庫）です。マルク
ス主義歴史学が主流だったころ
に出版された、まあ、けっこう
ムツカシイ本ですけれども、熱
心に読みました。懐かしい思い出です。この『中世
的世界の形成』という本の舞台は、伊賀国の東大寺
領なのです。つまり、私は、伊賀国に関する学術書
から本格的な歴史学への道に踏み入ったわけです。
将来、自分が伊賀市の仕事をするようになるとは、
そのころは想像もしませんでした。
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会員 ひろば
㈱Taichi

掲載事業所募集中！
！
あなたの会社やお店をPR致します！
！

ワールドプラスジム伊賀上野店

伊賀市平野城北町126
TEL 28-0168

初めまして。株式会社Taichiの宮﨑 太
一と申します。名張市に事務所を構え、建
築業、エステサロン（result）を運営して
おります。
この度、伊賀の方々の力強い御協力に助
けられ、平野城北町に24時間スポーツジム
「ワールドプラスジム伊賀上野店」を３月
８日にオープンさせて頂き、それを期に上
野商工会議所に入会させて頂きました。皆
様どうぞ宜しくお願い致します。
24時間使いたい放題のスポーツジムで早
朝トレーニング、夜勤終わりに利用される
方も増えています。会員月額定額制、タオ
ル貸出無料、
無料ロッカー、水素水サーバー
無料、全国のワールドプラスジム相互利用
可能、法人様向けにお得な法人契約システ
ムもございます。
気軽に通える地域密着型スポーツジムを
目指していきたいと考えております。

上野商工会議所
新入職員紹介
４月１日付で総
務課に配属、入所
しました岩野和麿
と申します。商工
会議所という立場
から皆さまに寄り添いサポート
できるように尽力していきます。
どうぞ宜しくお願い致します。

会員の動き

商工業者数

令和２年３月末会員数

組織率

2,618件

1,419件（内特別会員91件）

50.72%

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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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

商工会議所会費

口座振替は6月10日（水）です

令和２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10日（水）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、５月29日
（金）
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。
口座や事業所登録に変更がある場合、５月29日
（金）までにご連絡をお願いします。

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（種別割）自動車税は6月1日までに納めましょう！
三重県伊賀県税事務所からのお知らせです。
自動車税（種別割）は、県民の方にとって最も身近な税金であり、県の貴重な財源でもあります。
金融機関や、主なコンビニエンスストアのほか、MMK端末を設置しているスーパーやドラッグストアで
も納めていただくことができます。お仕事等で平日に自動車税（種別割）を納付できない方も、コンビニエ
ンスストア等では、休日、夜間を問わず納付できますのでご利用ください。
なお、納付の際は、お手元に郵送されました納税通知書が必要になりますので、必ずご持参ください。
また、クレジットカードやスマートフォン決済アプリ（PayB，モバイルレジ）でも納付することができ
ます（クレジットカードはインターネットを利用する場合に限ります）。
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：令和２年６月１日（月）

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

新型コロナウイルス感染症の感染予防について
こまめに手をあらいましょう

マスクをしましょう

◦アルコール消毒をしましょう

◦マスクの表面には触

◦こまめに石鹸で手を洗いましょう
◦洗っていない手で目や鼻、口
などを触らないようにしま
しょう

手でふれる共有部分を消毒しましょう
◦エレベーター・オートロッ

ク・コピー機等のボタン、
建物出入口のドアノブやハ
ンドル、共有トイレや給水
場所の蛇口、電話機等

◦使用したマスクは他の部屋に持ち出さない
れない
◦マスクを外した後は
必ず手洗い

換気をしましょう

◦共有スペースや他

の部屋も窓を開け
放ちにするなど、
定期的に換気をし
ましょう

上野商工会議所ニュース
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伊賀市内のデリバリー・
テイクアウト店をPRします！
コロナウイルス感染症の影響により、外食業界では宴会のキャンセルや外出自粛が相次ぐことで、深刻な状況
が続いています。
そこで上野商工会議所では伊賀市内でお食事のテイクアウト（持ち帰り）やデリバリー（宅配）を行う会員事
業所を取りまとめ、ホームページやチラシを通して企業や一般家庭へ広くＰＲいたします。販路拡大・新規顧客
獲得のため、ぜひご登録ください！
対
象 伊賀市内で食品のテイクアウト（持ち帰り）やデリバリー（宅配）が可能な上野商工会議所会員事業所
申込方法 今月号の会報誌に折込のチラシ申込書をご記入の上、FAXまたは窓口提出。申込用紙は上野商工会議所
ホームページからもダウンロード可能です。または下記ＱＲコードを読み取り、受付フォームからお申し込み
ください。
掲 載 費 無 料
申込〆切：５月27日
（水）
※チラシ掲載〆切です。〆切後の申込は、web掲載のみとなります。
ホームページURL https://uchigurume.jimdofree.com/
※写真を提供いただいた事業所から随時掲載します。
申込フォーム ホームページ

（コミック・文庫除く）
令和２年４月期

①
②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

流浪の月
（凪良ゆう・東京創元社・1,500円＋税）

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
（ブレイディみかこ・新潮社・1,350円＋税）

クスノキの番人
（東野圭吾・実業之日本社・1,800円＋税）

本当の「頭のよさ」ってなんだろう？
（齋藤

孝・誠文堂新光社・1,300円＋税）

見るだけで勝手に記憶力がよくなるドリル
（池田義博・サンマーク出版・1,300円＋税）
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今月のおすすめの１冊
『ところで あした あいてる』

るんぺんパリ著 デザインエッグ株式会社 定価1,000円（税込）
「るんぺんパリ」という不思議なペンネームで、詩
を創作し続けている森田一孝さん、伊賀市出身だ。
うえのしえき、たれその森、あわれその森、しんて
んち、
いせや、
パックンバーガー、
フランセのドリア…。
生まれ育った昭和な伊賀を想いながら、詩に ふる
さと を散りばめた作品をたくさん紹介しており、思
わずにんまりしてしまう。
以前は「Kマーホ」の名で活動、詩集６冊を出版し、
日本作詞大賞新人賞にもノミネートされるなど注目を
集めてきた。最新刊は『すきから あいへ おやすみ』
という詩小説だ。過去の詩集も可能な限
り集めてみた。外出がままならないこの
時期、森田さんの言葉の感性に触れてみ
てください。昭和のころの自分を想い起
こす機会に恵まれますよ！
（※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

ベストセラー紹介

５月
日・経営計画策定セミナー
日・県連合会専務理事会議（津）
・工業部会役員会
・商業部会役員会
日・灯りの城下町実施委員会
日・総務財政委員会
日・第 回新入社員教育セミナー
日・交通運輸部会役員会・総会
日・ 正副会頭会議

６月
２日・労務対策協議会
４日・ 日珠連上野支部総会・コンクール打ち合わせ
・常議員会
５日・外国人児童生徒受入促進事業運営協議会
日・伊賀税務連絡協議会
日・第１５５回簿記検定試験
日・異業種交流懇談会
日・通常議員総会（サンピア）
日・第２１９回珠算検定試験

社会保険相談会

19

15

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

５月 日
６月３日・ 日

毎月第１水曜日と第３金曜日

※社会保険相談は午前 時〜午後３時までです。
※コロナウイルス感染症拡大の影響により、相談
会が中止になる場合がございますので、事前に
お問い合わせ下さい。
予約・お問合せ先 津年金事務所お客様相談室
☎０５９―２２８―９１１２
（音声案内①番を選択し②番を再選択）
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