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第２次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５月21日（木）伊賀市長
岡本様、伊賀市議会議長

近森様

宛に「第２次新型コロナウイルス
感染症に係る緊急要望書」を提出
いたしました。
当所では、４月から５月にか
け「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第２回調
査」を行いましたが、その状況は
極めて厳しいものとなっています。
この様なことから、中小企業者や雇用を守り、疲弊した中小企業等の経営を継続し、新型コロナウイルス感染症収束後も、持続
可能で安定的な経営が出来るよう、下記のとおり要望いたしました。
１．資金繰り支援の強化
（１）中小・小規模企業者応援給付金
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・小規模企業者に対し、国・県の支援策を踏まえ資金繰り支援を
行っていただいているところですが、更に売上高が大幅に落ち込んでいる中小・小規模企業者を対象に、
一律20万円程度の「小
規模企業者応援給付金」を交付されたい。
（２）販売促進助成金
落ち込んだ市内の消費活動や事業活動を回復するため、徹底した感染症予防対策や、新型コロナ感染症収束を見込んだ新た
な手段による販路拡大、新たな消費の創出を図ろうとする事業者を対象に、補助率3/4程度（上限30万円程度）の販売促進助
成金を交付されたい。
（３）テナント家賃の減免
テナント等において、一時的に家賃の支払いが困難となるなどの状況が生じていることから、オーナー等の賃貸人に減免などの特
段の配慮を促すため、一定期間その減免額の一部を助成されたい。
（補助率：1/2・上限額：テナント１件につき総額20万円程度）
２．甚大な影響を受けた業種への支援
（１）飲食店応援「さきグルメ券in伊賀」プロジェクトの支援
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きく影響を受けている飲食店支援を目的に、クラウドファンディングを通じて、
多くの支援者を募るプロジェクトを立ち上げる。
登録された飲食店（商工会議所、商工会の会員事業者など）を支援したいと思う支援者に、その飲食店の40パーセント分を
割増した「さきグルメ券in伊賀」を購入いただき、新型コロナ危機収束後、落ち着いて食事に行っていただく。
このプロジェクトの支援及び、40パーセントプレミア分等の費用を補助されたい。
（２）特別給付金の市内での利用促進キャンペーン
国の特別定額給付金（10万円）の支給を受けた市民が、市内で積極的に消費いただくようキャンペーンをお願いしたい。
（３）プレミアム付き商品券発行による需要の喚起（再掲）
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
ただくようお願いしたい。
３．公共料金等の減免
（１）水道料金の減免（無料化）
新型コロナウイルス感染症の影響により、急激な収入減や不測の支出を強いられている市民及び事業者の負担を広く軽減す
るため、水道基本料金を含め６月検針分から半年間程度、水道料金の減免（無料化）を実施されたい。
（２）自動車税の減免
相当程度売上が減少している交通事業者等に対し、バスやトラック、営業車などの自動車税の減免を実施されたい。
４．公共工事の確保（再掲）
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、企業の設備投資や、個人のリフォームなどの延期により、民間工事が激減するこ
とが予想される。ついては、地元建設業者支援のため、建設予算の確保及び、予定されている公共工事の早期発注、工期の確
保を強くお願いしたい。
５．総合相談窓口の設置
新型コロナウイルス感染症について、感染に係る相談、中小企業の支援策の相談、雇用に関する相談、生活支援に関する相
談など、国や県市などの地方自治体、金融関係窓口、商工会議所窓口など相談窓口が多義にわたっていることから、市役所内
に「新型コロナウイルス感染症総合相談窓口」を設置されたい。
６．観光施設の早期再開
新型コロナウイルス感染症の影響により、閉鎖を余儀なくされ重大な経済的な負担を強いられている「伊賀流忍者博物館」
「伊賀上野城」「だんじり会館」など主要な観光施設について、適切な感染防止対策を講じていただき、市内への経済的効果を
促すため、早期の再開をお願いしたい。
また、再開に当たり所管する団体への経済的な支援をお願いしたい。
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経済産業省からのお知らせ（令和２年５月22日現在）

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
●資金繰り支援

・納付猶予制度（国税）

・政府系融資

・納付猶予制度（地方税）

・民間の信用保証付き融資

・固定資産税等の軽減

●給付金

【社会保険】

・持続化給付金

・厚生年金保険料等の猶予制度

・持続化給付金申請サポート会場の開設

・国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介

●設備投資・販路開拓支援
・ものづくり・商業・サービス補助
・持続化補助

護保険の保険料（税）等の取扱いについて
【電気・ガス料金】
・電気・ガス料金の支払猶予等について

・IT導入補助
●経営環境の整備
【テレワーク】
・テレワークに関する情報提供
・設備導入にかかる費用の支援
【雇用関係】
・雇用調整助成金の特例措置
・小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得
支援
（労働者に休暇を取得させた事業者向け）
・小学校等の臨時休業に対応する保護者支援
（委託を受けて個人で仕事をする方向け）
●税・社会保険・公共料金
【税の申告・納付】
・税務申告・納付期限の延長
詳細は経済産業省HP特設ページに掲載しております。経済産業省新型コロナ
ウイルス感染症関連で検索、または右のQRコードよりご確認ください。
経済産業省新型コロナウイルス感染症関連

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。４月以降、約250件の相談に対応さ
せていただいています。経営安定や資金繰り
に関することならお気軽にご相談ください。
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新型コロナウイルス感染症に伴う影響調査［２回目］について
[2020.5.13集計]

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第２回目調査」の結果
を取りまとめましたので、ご報告いたします。
当調査は、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、会員事業所を対象に回答を集約しています。
実施期間：令和２年４月27日～５月12日
調査対象数：1,166事業所
回答数：354事業所
回答率：30.36％
業種別回答状況：製造業87事業所、建設業57事業所、商業103事業所、飲食業20事業所、サービス業79事業所、
交通事業８事業所
１．新型コロナウイルス感染症による売上の影響について
全回答中、
「影響あり」295事業所、「影響なし」53事業所、無回答６事業所で、約83％の方が影響ある状
況となった。

２．影響ありのうち
２（１）
．売上が減少した
全回答中、
「売上２割減少」82事業所、「売上４割減少」50事業所、「売上６割減少」55事業所、「売上８割
減少」34事業所で、２割減少が一番多く、次が６割減少となった。
業種別で飲食業の方では、
「売上８割減少」45％と一番多い回答となった。
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２（２）
．今後売上が減少する見込み
全回答中、
「売上２割減見込」69事業所、「売上４割減見込」38事業所、「売上６割減見込」31事業所、「売
上８割減見込」31事業所と、今後も影響が続く回答であった。
業種別で一番多かったのは、製造業では「２割減見込」と「４割減見込」建設業「２割減見込」商業「２
割減見込」飲食業では「６割減見込」と「８割減見込」サービス業「２割減見込」交通事業では「４割減見
込」と「６割減見込」となった。

３．新型コロナウイルス感染症による資金繰りについて
全回答中、
「融資が必要」142事業所、「特に必要と
しない」198事業所、「無回答」14事業所で、約40％の
方が融資を必要とされる結果となった。

４．新型コロナウイルス感染症による経営への影響に
ついて（複数回答有）
各調査項目ほぼ均等に分かれた回答となった。
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会議所の動き
経営計画作成セミナー（新型コロナウイルス支援策を中心として開催） ５月11日㈪
経営計画作成セミナーを上野商工会議所ホールに於
いて開催いたしました。
講師に、中小企業診断士の橋本大輔氏をお招きし、
経営の安定化に向けて、新型コロナウイルス感染症に
係る支援策を中心に、令和２年度補正予算成立後の国、
三重県の支援策や資金繰り、設備投資、経営環境の整
備に関する法改正等について説明いただきました。
また、補助金申請に向けて経営力を強化する為、自
社の現状把握、自社の強みを活かす販路開拓等経営計
画作成のポイントをご講義いただきました。
当日は、当所会員事業所を中心に約30名の参加があ
り、参加者からは「たいへん有用であった」「興味、
関心が持て今後に活用できるものだった」などの感想
が聞かれ、皆様熱心に聴講されました。

第62回新入社員教育セミナー

初めてのオンライン配信で研修会を開催 ５月20日㈬

毎年４月に新入社員セミナーを行っていましたが、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当所ホール
での開催を、リアルタイムのオンライン配信スタイル
に切り替えて開催しました。
オンライン配信は初めてで不安もありましたが、当
所会議室で㈲オフィス成旺マナーインストラクターの
中村麗香さんがカメラに向かって講義し、パワーポイ

名刺交換の実践

講師による説明の様子

講師

ントを交えて進行。13事業所37名がそれぞれの職場で、
目の前のパソコン画面を見て、新入社員の心得や電話
応対、好感の持たれる接客マナーなどを最後までトラ
ブルなく学ばれました。
この時期に新社会人として基本的なマナーを学ぶ
のは大切なことで社会人第一歩にしてほしいと思います。

オフィス成旺
中村麗香様

パソコン画面に向かってオンライン配信で
挨拶する主催者 尾登専務

業務部
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059−354−9971

女性会だより 総会を書面議決にて開催
女性会では、
例年５月に総会を開催しておりますが、

上野商工会議所女性会会員募集！！！
～出会いと学び～ 女性会で一緒に活動しませんか！

本年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止という観
点から、書面議決にて実施させていただきました。令

女性会では、一緒に活動して頂ける女性会員を
随時募集しております。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
の増進に寄与すること
を目的に活動しており
ます。明るく楽しい女
性会ですので皆様のご
参加を心よりお待ちし
ております。

和元年度事業報告（案）並びに収支決算報告（案）、
令和２年度事業計画（案）並びに収支予算（案）につ
いて、賛成多数にて承認されました。
女性会の今後の主な事業といたしましては、11月視
察研修・12月フラワーアレンジメント教室・２月臨時
総会・新春懇談会等を計画しております。各々の事業
につきましては、まちづくり委員会・親睦委員会・研
修委員会の３つの委員会が分担して担当し、皆で協力
しながら事業を進めてまいります。
新型コロナウィルスが一日も早く終息し、当たり前

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

だった日常の生活に戻り、また女性会会員がにぎやか
に集い、これらの事業を進めていくことができますこ
とを心から願っております。

青年部だより 地域をみんなで盛り上げましょう！

上野商工会議所青年部 会員募集中!!

現在青年部会員５８名!! 入会お待ちしております！
！
上野商工会議所青年部 2020年度スローガン

YEG Evolution Ⅱ 〜さらなる進化を目指して！〜

上野商工会議所青年部概要

上野商工会議所
青年部会長 西出裕貴

本青年部は、上野商工会議所青年
部としての事業活動を通じ、商工業
の経営者並びに後継者としての人格
識 見を高め、商工業全般の健全な
発展を図るとともに、会員相互の啓
発と親睦を図り、地域商工業の振興
に寄与することを目的とする。

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

設立年月日
会 員 数
入会資格
年 会 費

平成２年１月21日
58名（令和２年６月現在） Young（若者）
45歳まで
Entrepreneurs（起業家）
Group（集まり）
平成２年１月21日

ご入会いただける方は上野商工会議所青年部事務局
TEL 0595‑21‑0527（担当 小松）まで

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
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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

テイクアウト・デリバリーによる食中毒にご注意ください！
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新たに
テイクアウト・デリバリー事業を開始した店舗が急増
しました。テイクアウトに関する知識が乏しいまま商
品を提供すると、これからの季節は食中毒の危険性が
高まります。
安全・安心な商品提供のために、気温が上がり、湿
度が高くなる前にぜひ、ご確認ください。
●常温でおかない
常温はもっとも菌が繁殖しやすく、陽のあたる常
温の環境は菌が増殖します。日陰&冷蔵で保存しま
しょう。
●温かいままで販売しない
いちばん菌が繁殖しやすいのが「温かい」という
温度帯で、もっとも危険なのは温かいものと冷たい
ものが一緒に詰め合わさっていること。
冷たいものに付着している菌が温められて爆発的
に増殖します。結露するような状態はもっとも危険
です。
●加熱したら急冷却する
ごはんは冷めてから詰めましょう。魚肉は中心温
度75℃以上にしてから急冷却します。
卵は完全に火を通して急冷却します。混ぜ合わせ
調理をする時には温かいものもいったん冷却してか
ら、冷たい温度帯で混ぜることが大切です。
●刺身、半生の卵料理は入れない
温かいごはんや料理と一緒に刺身、半生の卵料理
を入れるのは大変危険です。

●生野菜、フルーツはそのまま入れない
生の野菜、フルーツ、ハーブ
などをそのままテイクアウト容
器に入れないようにします。
まず洗浄消毒。そのうえで他
の食材と容器を分けます。レタ
スなどサラダ葉野菜は包丁など金属でカットした面
から経時変化で褐変するため、カット野菜は市販品
を使うほうが安全です。
また、自家製ドレッシングは離水しやすく、離水
すると菌の温床となります。
●土つきの野菜は同じ場所で調理しない
土つきの野菜の土には菌が無数にいます。別のシ
ンク、別の包丁、別の場所で別の人が処理します。
段ボールにも注意。荷受けした食材を段ボールご
と冷蔵庫に入れてはいけません。微量でも菌がつい
ていて、他の食材を汚染してしまいます。
●交差汚染を避ける
人と人、食材同士、調味料の容器、器具などとの
交差によって起こる汚染に注意。
手袋経由の汚染もあります。作業手順、レイアウ
トと動線を整理しましょう。
●食中毒になりやすい、菌数が増
えやすい料理を避ける
卵、おから、生野菜、刺身、
炊き込みごはん。汁気の多いも
の（微生物が発生しやすい「自
由水」が多い）。常温でおいたカレーなど。

参考：STOP食中毒キャンペーン事務局（www.bento-takeout.jp）

INPIT 三重県知財総合支援窓口定期無料経営相談のご案内
三重県知財窓口からの派遣により、専門担当
者による無料知財相談を実施しております。お
気軽にご利用ください。
開催日時
場
所
対
象
定
員
相談内容

毎月第２水曜日 13：30 ～ 16：30
※一人当たり１時間程度
上野商工会議所 相談室
中小企業者
３名（先着順）
特許・商標・著作権・契約等関する
相談
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相談をご希望される場合は、企業名、住所、
業種、代表者名、電話、相談者役職・氏名、相
談内容を電話またはFAXでご連絡ください。
（※事前予約制となっております）
お申込み・問合せ
上野商工会議所 中小企業相談所
TEL0595-21-0527 FAX0595-24-3857
INPIT 三重県知財総合支援窓口

【中央公論新社 ２０２０年２月新刊のご案内】

『忍者学講義』

（山田雄司・編
伊賀連携フィールド2020年度
三重大学国際忍者研究センター・著）

忍者食、のろし、動きの秘密……。日本史から食品科学
まで、三重大学国際忍者研究センターのさまざまな分野の
研究者が、忍者・忍術を大真面目に研究！
※読売新聞・伊賀版の人気連載「三重大発！忍び学でござる」、待望の書籍化！

『忍者学講義』
（山田雄司・編
三重大学国際忍者研究センター・著）
２０２０年２月７日発売 本体価格１６００円 ＋税
ISBN 978-4-12-005266-8 ／ 四六判並製 ／ 240P

＜目次＞
第一章 忍者食を作ってみる（久松 眞）
第二章 伊賀者の歴史を辿る（高尾善希）
第三章 忍者の動作を科学する（脇田裕久）
第四章 芭蕉忍者説を疑う（吉丸雄哉）
第五章 のろしを分析してみる（加藤 進）
第六章 忍者の諜報力（藤田達生）
第七章 忍術書の火器をつくってみる（荒木利芳）
第八章 薬草と毒草の研究（山本好男）
第九章 精神科医の見地から（小森照久）
第十章 世界に広がるNINJA（クバーソフ・フョードル）
第十一章 忍者研究の現場（酒井裕太）
第十二章 忍術の実践（川上仁一）
＜編者 プロフィール＞
山田 雄司 1967年静岡県生まれ。京都大学文学部史学科卒業。亀岡市史編さん室を経て、筑波大学大学院博
士課程歴史・人類学研究科史学専攻(日本文化研究学際カリキュラム)修了。博士(学術)。現在、三重大学人文学
部教授。国際忍者研究センター(三重県伊賀市)副センター長。著書に『怨霊とは何か』(中公新書)、『忍者の歴
史』(角川選書)、『忍者はすごかった 忍術書81の謎を解く』(幻冬舎新書)など多数

☆内容についてのお問い合わせ、見本誌ご用命は、下記編集担当まで☆
24の巻
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酒井です。これを書いて
「忍者だった人の写真」は残ってい
中央公論新社 ノンフィクション編集部
いる五月中旬、世間は依然として新型コロナウィル
ました。それが1865年に佐渡奉行を
疋田 壮一 （ひきだ そういち）
スの影響でいわゆる自粛ムードの真っただ中です。 務めていた鈴木重嶺という人です。
TEL: 03-5299-1840 / 090-3211-4425 FAX: 03-5299-1929
かくいう三重大学も授業はオンラインで実施され、 この鈴木さん、19歳の時、幕府の役
MAIL: s-hikida@chuko.co.jp
教職員の勤務も交代制やテレワーク等が活用されて〒100-8152
職である「伊賀者」だったのです。
東京都千代田区大手町1-7-1 読売新聞ビル19F
います。もちろん、外部での調査は原則禁止となっ
もちろん、幕末期の伊賀者なのでス
ています。今年の調査先の候補には佐渡が含まれて
パイのような働きをしていたとは考
いましたが、行けそうにありません。佐渡が忍者と
えにくいですし、
「忍者の定義」がいまだ明確になっ
何の関係があるのか、実は大いにあります。昔、
「忍
ていないので「伊賀者＝忍者」と堂々と言えるもの
者の写真は残っているか」という質問を外国の方か
ではありません。しかし、平和な時期の「征夷大将軍」
ら受けたことがあります。典型的な「勘違い」をし
だって立派な将軍だったので、浪漫を含めて鈴木重
ているな、
その時はそんな風に思いました。しかし、
嶺の写真を「元忍者の写真」と捉えたいものです。
上野商工会議所ニュース

2020.6.5｜9

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！
！

伊賀市佐那具町971-1
北畠 邦香 TEL 28-0005

Hair salon gem

初めまして。昨年10月に美容室をオープンし、それを期に上野商工会議所に入会さ
せて頂きました、hair salon gemの北畠です。
当店は、髪の毛や頭皮に優しい薬剤を使うのは勿論、カウンセリングを大切にし、
１人１人のお客様の髪質やライフスタイル・『なりたい』希望
に寄り添った提案を徹底しそれを叶える技術を日々磨いており
ます。
お子様連れの方にも気軽に来ていただけるようキッズスペースを設けたり、高齢・病気
等の理由で美容室に行けない方の力になりたいと思い、訪問美容も行っております。
また、家族割引や学生割引などお得なシステムもございます。
どの世代の方からも喜ばれ、親しんでいただけるよう精進して参りますので、どうぞ宜
しくお願い申し上げます。

会議所の新しい仲間です（令和２年３月５日～令和２年６月４日）
部 会 名
商
業
建 設 業
建 設 業
サービス
サービス
サービス
サービス
交通運輸
交通運輸
社会文化
観
光
観
光
観
光
観
光
観
光
観
光
特別会員
特別会員
特別会員

事 業 所 名
代表者名
リサイクルマートアピタ伊賀上野店 平塚 靖己
結希建設㈱
出口 忠志
エクステリアセンターふくろう屋 中橋 誠博
㈱ハンズクリエーション
葛原 正典
外山研磨
外山 承悟
More
田中あさみ
安永総合サービス㈱
町田
均
㈱ホンダカーズ伊賀北
宮田 考治
㈱GFレンタカー
勝原 正行
鍼灸サロンBeverly
森岡 麻衣
中華料理 北京
木村 安紀
お食事処 熊
森山美津孝
韓国料理「将軍」
申
載三
Caffe’ 碧
田口まり恵
やじろべえ上野店
船水
智
伊賀上野お結び屋おおもり
大森 貴仁
安永クリーンテック㈱
小林 弘幸
㈲幾世組
幾世 幸彦
カシマ総合企画
鹿島 文雄

上野商工会議所

会員の動き

住
所
業
伊賀市服部町1788 アピタ伊賀上野店1F リサイクル品買取
建設業
伊賀市平野東町11番地
伊賀市上野車坂町662番地-2
伊賀市西高倉4988番地-157
伊賀市上野鉄砲町2357番地-3
伊賀市木興町551番地-13
伊賀市緑ヶ丘中町3860番地
伊賀市印代248番地の1
伊賀市蔵縄手149番地-6
伊賀市西高倉3708番地
伊賀市西明寺1258番地-11
伊賀市ゆめが丘2-5-6番地

種

外構工事一式販売施工、エクステリア商品販売施工

理美容業
ステンレス加工
エステティック、雑貨、化粧品販売
ビルメンテナンス業
自動車販売、修理
レンタカー業
鍼灸
飲食業
飲食業
伊賀市小田町230番地-1 福田ビル 韓国料理
飲食業
伊賀市小田町2000番地-1
飲食業
伊賀市服部町字尾崎1919番地
伊賀市上野丸之内23番地新天地M 飲食業
管工事業
東京都墨田区亀沢3-4-1番地
土木工事業
伊賀市内保620番地
住宅リフォーム・火災保険代理店
名張市百合が丘2番町87番地
商工業者数

令和２年３月末会員数

組織率

2,618件

1,429件（特別会員93件）

51.03%

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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（敬称略）

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

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31年度確定・令和2年度概算）の申告・納付は
令和2年

6月1日（月）から8月31日（月）までです。

お忘れなく！ お早めに！（平成31年度は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間となります。）
今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、例年実施しております「年度更
新集合受付会」は開催しません。
申告書の提出は可能な限り「郵送」・「電子申請」にて提出していただくようご協力をお願い
します。
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31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://www.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

津市島崎町327‑2

TEL059‑226‑2100

アクサ生命保険㈱からマスク等寄贈
夏季の適正冷房と
アクサ生命保険㈱より、中小企業経営者からの経営
軽装にご協力を！
！
！ 相談等にあたっている職員を感染リスクから守るた
上野商工会議所では、節電・省エネの観点から５月
１日
（金）
～９月30日
（水）
までの期間、夏季の軽装（クー
ルビズ）の取り組みを実施します。
この期間に開催する当所主催の会議等への出席につ
いては、ノーネクタイ・ノージャケット等の軽装でも
差し支えないものとしています。
ただし、気温・室温・体調等に応
じてのジャケット等の着用を妨げる
ものではありません。
なお、
当所ビルの空調（夏季）は、
28度に設定予定です。

め、 マ ス ク（250
枚）と消毒液（ボ
トル２本）をご寄
贈いただきまし
た。ありがとうご
ざいました。

受け取る尾登専務理事

上野商工会議所ニュース
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再度確認を‼

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

◦こまめに石鹸で手を洗いましょう
◦アルコール消毒をしましょう
◦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

◦使用したマスクは他の部屋に持ち出さない
◦マスクの表面には触れない
◦マスクを外した後は必ず手
洗い

手でふれる共有部分を消毒しましょう

換気をしましょう

◦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

◦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

※新型コロナウイルス感染症については、もうしばらく、苦しい状況が続きますが、心をひとつにして現実を真
摯に受けとめて、共に頑張っていきましょう。

今月のおすすめの１冊
『還暦からの底力』

出口治明著

講談社

定価860円+税

今年に入って２冊目のご紹介、出口治明さん。
生命保険会社勤務を経て、定年間際にライフネッ
ト生命株式会社を起業、70歳で立命館アジア太
平洋大学（APU）学長就任と、教育界でも大活
躍だ。
最新刊のこの本では、還暦を超えてからの己の
活かし方をピシャリと提言。定年制も敬老の日も
いらない。老後に資金はいらない。
一番の親孝行は「親に楽をさせな
い」こと、等々人生100年時代をパ
ワフルに生き抜くためのたくさん
の気づきにあふれている。
ぼーっとしてはいられない。読
んで勇気をもらって即行動！
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

６・７ 月 主 な 事 務 局 行 事
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６月

（キム・スヒョン・ワニブックス・1,300円＋税）

・天神祭打合せ会

私は私のままで生きることにした

２日・労務対策協議会

（百田尚樹・新潮社・800円＋税）

４日・定例常議員会

バカの国

・会員サービス委員会

（村上春樹・文藝春秋・1,200円＋税）

10

日・伊賀税務連絡協議会

猫を棄てる

日・第１５５回簿記検定試験（中止）

⑤

（凪良ゆう・東京創元社・1,500円＋税）

日・異業種交流懇談会

④

流浪の月

日・通常議員総会（サンピア伊賀）

③

（ブレイディみかこ・新潮社・1,350円＋税）

日・婚活バスツアー（淡路島方面）
（中止）

②

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

28 27 25 23 14
日・第２１９回珠算検定試験（中止）

①

提供 岡森書店 白鳳店

７月

令和２年５月期

５日・全国あんざんコンクール（延期）

（コミック・文庫除く）

８日・県連合会総会（津）

ベストセラー紹介

日・記帳継続指導相談会

日・異業種交流懇談会

社会保険相談会

日
日

17 19

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

６月３日・
７月１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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