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もろみの検査風景

ゆっくりと言う表現が贅沢に感じる時代になり
ました。伊賀越はこれからも「ゆっくり」熟成
に努めます。
日常生活で毎日ご使用頂く「お醤油、お味噌」
こそ「より良い品・求めやすい価格」と考え「お
客様に安全で安心・満足して頂ける製品造り」
を製造理念として、さらに弊社の基本理念であ
ります「天然醸造の価値」をプラスして製造販
売を行っています。

伊賀越

第二工場（ゆめが丘工場）

2020年４月号から役員・議員様の事業所を紹介させていただいています。
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令和２年度

第１回通常会員総会を開催

～ 令和元年度事業報告・収支決算を承認 ～

「みえモデル」～新型コロナ収束後の反転攻勢に向けた対策をテーマに〜
三重県知事 鈴木 英敬氏が講演
三重県商工会議所連合会（会長：種橋 潤治）は、令和２年７月８日
（水）都シティ津にて、
「令和２年度第１回通常会員総会」を開催し、県内12商工会議所の会頭・専務理事等出席の
もと、令和元年度事業報告および収支決算等について審議し、満場一致で原案どおり承認さ
れました。
種橋会長は、総会挨拶の中で、
「各
会議所における新型コロナウイルス
への対応に謝意を述べるとともに、
県に要望して実現した、ネット販売
やオンライン就職説明会、マックス
バリュ東海の協力により実施された

▲総会の様子、挨拶をする種橋会長（右上）

お土産応援企画等を紹介しました。

会長は新型コロナウイルスに対する思いとして、第２波、第３波は必ず来るということを念頭におき、感染レ
ベルに応じた施策のパターン化が必要であること、今後「新しい生活様式」への移行を先取りし、デジタル・ト
ランスフォーメーションの推進、三密を徹底して避けるための「業種別のガイドライン」に沿った取り組みを見
える化し「コロナ対応宣言」を各事業者が掲出し、お客様に安心・安全をPRすることも必要であると述べました。
今回の経験で、生産拠点の一部国内回帰も含めたサプライチェーンの再構築、首都圏を初め大都市一極集中の
リスクを解消するための居住地、事業所の移転が必要であり、三重県が選ばれる地域にならなくてはいけない、
また、様々な事業者が、コロナを想定したBCP策定を急ぐこと、さらに、今後の観光振興については、県民が一
丸となって取り組めるような「三重県キャンペーン」が必要である。
ついては、我々はこうした流れの中で主導的に行動し、中小・小規模事業者の取組への支援、関係機関への提
言・要望を行っていかなければならないと述べました。
県連事業も新型コロナの影響で、企画しにくい状況ではあるが、皆様と相談しながら進めていくので、ご理解
とご協力をお願いするとともに、こうした時こそ、運営方針として掲げた、常に変化を先取りし、『進取の気概』
を持って、みんなで知恵を出し合い、県内会議所の皆様との『連携・協働』を力として、地域の活性化にチャレ
ンジしていきたいと思います。」と述べました。
総会終了後は、三重県知事 鈴木英敬氏から、テーマ：「みえモデル」
～新型コロナ収束後の反転攻勢に向けた経済対策～題して、①コロナ対
応の振りかえりと「みえモデル」、②雇用の維持と新しい働き方、③地
域経済の再生と進化の３本柱の内容でお話をいただきました。
最後に、７月１日付で三重県雇用経済部長に就任された島上聖司様に
ご挨拶をいただきました。
▲講演の様子
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令和３年３月新規高等学校・特別支援学校高等部
卒業予定者の就職・採用に関する要請について
去る７月３日
（金）三重県教育委員会事務局様、
ハローワーク所長様が来所され、当所専務理事
に令和３年３月卒業予定者の就職、採用に関す
る要請がありました。
各事業所様におかれましては、下記の事項に
つきまして特段のご配慮をお願いいたします。
１．採用枠の維持について
就職を希望する生徒が将来を前向きに捉
え、地域社会の一員として貢献することが
できるよう、採用枠の維持をお願いします。
要請書を受け取る尾登専務理事
１．求人票の早期提出について
就職を希望する生徒が、主体的に進路選択するための時間が確保できるよう、求人票につい
て可能な限り例年と同じ時期に提出をお願いします。
１．資格・検定試験の中止・延期に対する配慮について
新型コロナウイルス感染症の影響で、予定されていた資格・検定試験が中止・延期となり、
受検することができなかった生徒について、日頃の学習の状況を踏まえた選考をお願いします。

令和３年３月新規高等学校卒業者の求人募集を行う事業主の皆さまへ

高校生の就職活動開始時期（推薦時期・選考開始期日等）が変更になります
新型コロナウイルス感染症の影響で、全国の高等学校で休業期間があったことにより、生徒
が皆さんが不安を抱えたり、不十分な準備のまま就職活動にのぞむことが懸念されます。
そのため、生徒の希望・適正にあった就職を実現し、ミスマッチによる早期離職を防止する
観点から、全国高等学校長会、主要経済団体、文部科学省と厚生労働省において検討し、令和
３年３月新規高等学校卒業者の推薦、選考開始期日などを変更します。生徒の皆さんが安心し
て就職活動ができるよう、ご理解・ご協力のほどお願いします。別紙チラシを折り
込んでいますのでご覧ください。
お問合せは、最寄のハローワーク

TEL21-3221

業務部

059−354−9971
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新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス

家賃支援給付金の申請受付が開始されました
（家賃支援給付金とは）
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさま
の事業の継続をささえるため、地代・家賃（以下、賃料）の負担を軽減することを目的 として、賃借人（かりぬし）
である事業者に対して給付金 を給付します。
⃝給付対象（①②③すべてを満たす事業者）
①法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO
法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。個人事業者は、フリーランスを含み幅広
く対象とします。
2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
②2020年5月～ 12月の売上高について（以下のいずれかにあてはまること）
(1) いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50％以上減っている
(2) 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
③他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料
の支払いをおこなっていること
⃝給付額
法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円を一括支給。
算定方法⇒申請日の直前１カ月以内における支払賃料（月額）に基づき算定した給付額（月額）の６倍

法

支払賃料
（月額）

給付額（月額）

75万円以下

支払賃料×2/3

（上限）
100万円
50万円

人
75万円超

個 人
事業者

〈法人の場合：１カ月あたり〉
給付額
（月額）

50万円＋[支払賃料の75万円の超過分×1/3]
※ただし、100万円（月額）が上限

0

給付率1/3
給付率2/3
75万円

225万円

支払家賃
（月額）

〈個人事業者の場合：１カ月あたり〉
給付額
（月額）

37.5万円以下

支払賃料×2/3

37.5万円超

25万円＋[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]
※ただし、50万円（月額）が上限

（上限）
50万円
25万円
0

給付率1/3
給付率2/3
37.5万円

112.5万円

支払家賃
（月額）

⃝申請の期間
ただいま申請を受け付けています。
給付金の申請の期間は、2021年1月15日までです。
（電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで）
締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。※上記は、7月14日時点の予定期間とな
ります。
⃝申請の手続方法
パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページにアクセスしていただき、WEB上で申請の手続を
お願いします。
WEB上での申請が困難な場合は、「申請サポート会場」をご利用ください。
⃝相談ダイヤル
家賃支援給付金 コールセンター電話番号 ：0120-653-930

受付時間 ：8：30 ～ 19：00

８月31日まで ：全日対応、９月１日以降 ：平日・日曜日対応（土曜日・祝日除く）
※「家賃支援給付金」を装った詐欺にご注意ください。
※詳しくは「家賃支援給付金」のホームページでご確認ください。https://yachin-shien.go.jp/index.html
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感 染 症 緊 急 経 済 対 策

「家賃支援給付金」申請サポート会場が
ハイトピア伊賀3Fに開設されました。
経済産業省は、
「家賃支援給付金」に関して、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、７月15日（水）
より、
上野商工会議所コミュニティ情報プラザ（ハイトピア伊賀３F）にて「申請サポート会場」を開設しました。
申請手続きを無料でご利用いただけ、相談員が申請入力のサポートを行います。
※申請サポート会場は新型コロナウイルス感染防止のため完全予約制としています。ご利用には事前予約が必要
です。
上野商工会議所 コミュニティ情報プラザ（ハイトピア伊賀3F）
（三重県伊賀市上野丸之内500番地）

会

場

予

【①Web予約、②電話予約の２パターンです】
①Web予約 「家賃支援給付金」の事務局ホームページより御予約ください。
（https://yachin-shien.go.jp/support/index.html）
法 ②電話予約 「申請サポート会場 電話予約窓口」までお電話ください。
TEL：0120-150-413（フリーダイヤル）
応対時間：9:00 ～ 18:00（8月31日まで：全日対応、9月1日以降：平日・日曜日対応（土曜日・
祝日除く）※お掛け間違えのないよう充分にご注意ください。

約

方

※ご準備いただく書類 【詳細は家賃支援給付金のホームページをご確認ください】
(https://yachin-shien.go.jp/support/index.html)
⃝会場にはコピー機がないため、申請時に提出が必要な書類をすべて印刷してご用意ください。必
要な書類は「中小法人等」と「個人事業者等」で異なりますのでご注意ください。

申 請 時 に
必 要 な 書 類

申請サポー
会場ご利用
当 た っ て
注 意 事

ト
に
の
項

⃝中小法人等の方
１．宣誓項目
①自署の誓約書
２．売上に関する書類
①2019年分の確定申告書別表一の控え
②法人事業概況説明書の控え
③受信通知（※e-Taxにて申告をおこなってい
る場合のみ）
④申請にもちいる売上が減った月・期間の売上
台帳など
※売上の減少を確認するにあたって、原則にあ
てはまらない方でも、給付の対象となる場合
があります。 売上を確認するために添付する
書類が、原則の場合の書類と異なる場合があ
ります。詳しくは、例外をご確認ください。
３．賃貸借契約に関する書類
①賃貸借契約書の写し
②直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類

⃝個人事業者等の方
１．宣誓項目
①自署の誓約書
２．売上に関する書類
①確定申告書第一表の控え
②所得税青色申告決算書の控え（※月別売上の
記入のある2019年分の控えお持ちの方）
③受信通知（※e-Taxにて申告をおこなってい
る場合のみ）
④申請にもちいる売上が減った月・期間の売上
台帳など
※売上の減少を確認するにあたって、原則にあ
てはまらない方でも、給付の対象となる場合
があります。 売上を確認するために添付する
書類が、原則の場合の書類と異なる場合があ
ります。詳しくは、例外をご確認ください。
３．賃貸借契約に関する書類
①賃貸借契約書の写し
②直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類
※※賃貸借契約ではない契約によって土地また
は建物を使用・収益している場合や、申請に
※賃貸借契約ではない契約によって土地または
必要な書類がない場合であっても、例外とし
建物を使用・収益している場合や、申請に必
て申請をおこなうことができます。詳しくは、
要な書類がない場合であっても、例外として
例外をご確認ください。
申請をおこなうことができます。詳しくは、 ４．口座情報に関する書類
例外をご確認ください。
①振込先がわかる口座情報
４．口座情報に関する書類
５．本人確認に関する書類
①本人確認書類の写し
①給付金の振込先がわかる口座情報

⃝新型コロナウイルス感染防止の観点から、完全予約制としています。
⃝申請サポート会場はコピー機をご用意しておりません。
⃝USBメモリなどでデータを受け取ることもできませんので、必要書類のコピー（できれば現物）
をご持参ください。
⃝新型コロナウイルス感染防止のため、来訪当日の検温（37.5度以上の方は入場をお断りさせて
いただきます）
、お一人でのご来訪、マスクの着用、ボールペンのご持参をお願いします。
上野商工会議所ニュース
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ご購入の際は、伊賀市から送付された購入引換券をご持参ください。

専用券

中小・飲食店等の
利用となります。

(

)

大型店では利用

共通券

できません

商品券取扱店であれば
どこでも利用できます。

(

)

大型店と中小･飲食店等
両方で利用できます

１次

販売
期間

下記商品券販売場所・時間をご確認のうえご購入ください。

利用
期間
有効期限を過ぎるとご利用できませんのでご注意ください。

２次販売はハガキによる応募です。

抽選で100名様に伊賀ブランド
商品をプレゼント！

詳しい方法については近日発表予定です。
応募多数となった場合は抽選となります。

1,000円券8枚綴り1セット（8,000円分）を5,000円で販売します。購入時には購入引換券が必要です。
販売期間を過ぎると購入できませんのでご注意ください。
【共通券】取扱店の中小商店、飲食店等・大型店全店で利用できます。【専用券】取扱店の中小商店・飲食店等でのみ利用できます。
1セットに共通券５枚、専用券３枚が綴られています。
商品券の利用にあたっては取扱店一覧表や、取扱店ポスターを貼っているお店をご確認のうえ利用ください。
商品券はおつりはでません。商品券は現金との引換はできません。商品券の盗難、紛失等に対して、発行者はその責を負いません。
感染拡大防止対策のため、ご購入時にはマスク着用の徹底と、発熱のある方・体調が少しでも悪い場合は来所を控えて頂きますようお願い致します。
不動産や金融商品／たばこ／金券やプリペイドカードなど換金性の高いもの／国税や地方税の支払
その他伊賀市プレミアム付商品券事業実行委員会が、利用対象として適当と認めないもの
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会議所の動き
商業部会
５月11日㈪
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）
「総会」並びに「懇談会」開催 ７月14日㈫
上野商工会議所商業部会総会が行われ、出席者18名

症に伴う主な支援策について伊賀市のがんばる事業者

のもと、令和元年度事業報告並びに収支決算報告、令

応援給付金や伊賀市プレミアム付商品券事業、伊賀市

和2年度事業計画（案）並びに収支予算（案）が審議

旅得キャンペーンの概要等についてご説明いただき、

され、可決承認されました。その後、伊賀市産業振興

商業部会員と懇談をさせていただきました。

部長の東弘久様をお招きし、新型コロナウイルス感染

女性会だより 第２回女性会役員会を開催

７月16日㈭

女性会役員会を開催しました。本年度は、毎年５月

いました総会の報告、６月に書面議決となった県女連

に開催しております総会を書面議決にて行いましたの

理事会の報告をいたしました。続いて今後の予定に

で、３ヶ月ぶりの顔合わせとなりました。久々の再会

ついて、県女連総会が２月延期（予定）となること、

を喜びつつ、コロナ禍においての各々の事業所の業況

また全商女連全国大会がオンライン開催になること

等、近況を報告しあいました。

等々、コロナウィルスの影響による今後の予定の変更

議題といたしましては、まず５月に書面議決にて行

について連絡いたしました。
また、NINJAフェスタの開催中止、上野天神祭の
鬼行列やだんじり巡行等の中止が決定され、毎年女性
会として参加してまいりました忍者変身処の着替えの
お手伝いやだんご茶屋の開設について、本年度は行う
ことができなくなりました。大変残念ではございます
が、今はコロナウィルスの感染拡大防止に努め、皆の
身体の安全を第一に行動していくことが最も大切だと
考えております。
一日も早いコロナウィルスの終息を願い、今できる
ことを状況に応じて判断しながら、今後の事業を進め

役員会の様子

てまいりたいと思っております。

青年部だより 地域をみんなで盛り上げましょう！

７月11日㈯

先日7/11㈯に、伊勢シティプラザ２F大ホールにて

ではあるが対面の様には行かないな、という事。この

「三重県連交流委員会魁塾第1回委員会」が開催されま

不便さを会議のやり方や音声の取り方など工夫し、コ

した。新型コロナウイルスの影響で４月からの予定を

ロナ社会での可能性を模索していくのも一つの勉強か

延期しておりましたが、緊急事態宣言が解除されス

なと感じました。

タートに踏み切りました。
三重県全体から20数名が参加しましたが、3密を避

我々委員会の活動目的は名前の通り交流にありま
す。

ける為大きな会場に椅子も離して配置・マスク着用・

スタートを切ったばかりで、まだどの様な交流が出

体温検査と現実レベルで可能な限り対策をしたうえ、

来るのか委員会で揉んでいる最中なのですが、各単

今回はじめての試みでZOOMというソフトを使用し

会・各事業所に展開できる発見が出来るよう、残り半

遠隔で自宅から10名参加しました。

年余りですがチャレンジしていく次第です。

率直な感想としましては、ZOOMは便利なツール

ご支援ご協力お願い致します。
上野商工会議所ニュース
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〜資格を取ってキャリアアップを目指しませんか〜

令和２年度
検定試験種目
①簿

記

②リテールマーケティング
（販 売 士）

③珠

後期分商工会議所各種検定試験日程
試

験

日

受験申込期間

回

級

第156回

１～３級

11月15日（日）

第157回

２～３級

2月28日（日）

12月21日（月）～1月29日（金） ３級：2,850円

第87回

２～３級

2月17日（水）

12月14日（月）～
２級：5,770円 ３級：4,200円
1月22日（金） （上野商工会議所では１級は実施しません。）

第220回

全て

第221回

全て

10月1日（木）～10月19日（月） １級：7,850円 ２級：4,720円

１級：2,340円

２級：1,730円

10月25日（日） 9月7日（月）～9月24日（木） ３級：1,530円 ４級〜６級：1,020円

算

スタンダード・

受験料（税込）

2月14日（日）

12月7日
（月）～1月14日
（木）

11月29日（日）

9月15日（火）～
10月14日（水）

７～ 10級・暗算：910円
段位（珠算・暗算）：2,950円
（珠算のみ）：2,550円
（暗算のみ）：1,220円

スタンダード：7,700円
アドバンス：5,500円

④カラーコーディネーター

第49回

⑤福祉住環境コーディネーター

第45回

２～３級

11月22日（日）

9月8日
（火）～
２級：6,600円 ３級：4,400円
10月7日（水） （上野商工会議所では１級は実施しません。）

⑥環 境 社 会（ e c o ） 第29回

級の設定
なし

12月13日（日）

9月29日（火）～
10月28日（水）

アドバンス

5,500円

※①～③の申し込みは、上野商工会議所で受験申込期間中の月～金曜日、９時から17時まで受付ます。
※④～⑥の申し込みは、東京商工会議所ホームページまたはパンフレットをご確認ください。パンフレットは、上野商工会議所に設置しています。
※その他ご不明な点は、上野商工会議所までお問い合わせください。【問合せ先】上野商工会議所 TEL 0595−21−0527
※簿記検定はネット申込が可能です。

ネット申込ページURL：https://links.kentei.ne.jp/bookkeeping/2307
ネット申込の場合は、受験料に加え別途手数料310円（税込）がかかります。
お支払方法は、クレジットカード払い及びコンビニ決済からお選びいただけます。

簿 記 講 習 会 を 開 催 し ま す
上野商工会議所では、簿記講習会を開催します。
日商簿記３級の合格を目指す内容で、事業推進に不可欠なスキルです。ぜひご利用ください。
期
日 ９月25日
（金）
～ 10月27日（火）
の火・金曜日で全８回。
時間は、午後７時～９時
会
場 上野商工会議所
講
師 公認会計士・税理士 鈴木陽介氏・辻村美樹氏
受 講 料 10,000円（別途にテキスト代いただきます）
持 ち 物 筆記用具・電卓
定
員 20名（会場の都合上、定員になり次第締め切ります）
申込が10名に満たない場合は、中止となります。
申込方法 所定の申込用紙に受講料を添えて上野商工会議所へお申込みください。
申込締切 ９月11日
（金）
問い合わせ 上野商工会議所 TEL21-0527

地域と共に70年

伸 総合建設業

Speed

奥中建設株式会社

〒518‑0025 三重県伊賀市西高倉3792番地の2
TEL（0595）
24‑1880 FAX（0595）
24‑0025
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Smart
Service

伊賀連携フィールド2020年度
2020年度前期市民講座 第４回「伊賀者の町─四谷・鮫河橋谷町─」 ７月18日㈯配信
「伊賀者の町─四谷・鮫河橋谷町─」要旨
元・東京大学大学院情報学環特任研究員 福重旨乃
江戸時代、伊賀者の居住地であった鮫河橋谷町
（現・東京都新宿区若葉三丁目）について、埋蔵文
化財の発掘調査の成果をふまえ、主に文献調査の視
点から江戸時代～明治時代の歴史的変遷を追った。
鮫河橋谷町は寛文４年（1664）に伊賀者31人の大
繩地が下賜されたことにはじまる。
江戸時代の地誌「文政町方書上」によれば、鮫河
橋谷町の拝領屋敷について、寛文4年に拝領された
31家のうち、文政期（1818 ～ 31）には18家が同じ
屋敷地を引き続き所持する一方、伊賀者の役に就い
ている者は８名であった。安政３年（1856）の「諸
向地面取調書」よれば、幕末には多くの伊賀者が拝
領屋敷を貸し出し他所に居住していた。

次いで鮫河橋谷町の住民構成として、武家地の中
に百姓が居住していたこと、伊賀者には町方の支配
が及ばず、家守を置いて町人を管理したが、家持層
の不在が都市下層民流入の一因となっていた。慶応
４年（1868）の「其日稼之者人別書上」から、拝領
屋敷31筆の家主と敷地内の長屋に居住する店借の職
業について述べた。
明治維新後、伊賀者は鮫河橋谷町の地を離れた。
その後、明治時代には貧民窟が形成された。しかし、
都市発展による地価
の高騰や関東大震災
によって貧民窟は消
滅した。

三重大学国際忍者研究センターだより
コロナ禍の中、皆様、いかがお過ごしでしょうか。

25の巻

る幕臣の史料を佐渡に、など様々

当研究センターもその影響は避けられず、普段は三

な調査を予定していたのですが、

人勤務体制なのですが、現在は三密を避けるため、

このような中ですので、３月以降

在宅ワークを取り入れながら、基本一人勤務態勢が

全く調査に行けておらず、今後の

続いております。また、忍者・忍術学講座がオンラ

見通しも不透明な状況が続いてお

インでの配信に、９月に予定されていた国際忍者学

り、調査に関しては正直仕事にな

会が延期になるなど、「withコロナ」の新しい時代

りません。ただ、そんな中でも、昨年調査した史料

とどのように向き合って行けばいいのか、大きな課

の目録を作成したり、今後の調査予定を組んだりと、

題であると同時に、深く考えさせられます。

何とか研究活動に邁進しております。

とりわけ私の仕事内容で大きく関わってくるの

コロナが終息し、調査に行けた際は、これらの調

が、出張を伴う全国各地の忍者史料の調査について

査予定だった史料はもちろん、他に様々な興味深い

です。今年は、
弘前藩の忍びの者である「早道之者」

忍者関連の史料をたくさん紹介していきたいと思い

の史料を弘前に、佐渡奉行を経験した元伊賀者であ

ます。

（研究員

池ノ谷匡祐）

上野商工会議所ニュース
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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！
！

伊賀市小田町2000-1
TEL 24-3001

カフェ碧

初めまして。カフェ碧の田口 まり恵と申します。小田町で碧を開店して８月８日で５年目となりました。５
年目という区切りでもある年に上野商工会議所に入会させて頂きました。
まだまだヒヨコなカフェですが、旬の食材をふんだんに使い、目で見て楽しい、食感も味覚も楽しい！を心が
けメニュー作りをさせて頂いております。田園風景が広がりお城が見える少しわかりにくい場所ではありますが、
ゆったりとした時間をご提供出来るように心がけております。
よろしくお願いします。
営業時間 11:30~16:00（ランチ営業14:00まで） 夜は予約のみ営業させて頂きます。 定休日 毎月1日･毎週木曜日

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和２年６月末会員数

組織率

2,618件

1,429件（特別会員92件）

51.06%

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

職員紹介コーナー
経営支援員

山崎

茜音

中小企業相談所まちづくり課 経営支援員の山崎です。主な担
当業務は経営に関する各種ご相談、観光部会（灯りの城下町や
NAVIGA等）、
『伊賀学検定』や『伊賀市市民花火大会』等のイ
ベントも担当しています。パソコン全般が得意で、映像制作や画
像加工が趣味であり、上野商工会議所のSNSやホームページも
担当しています。食べることも趣味です。
会員事業所様、そして伊賀市全体の発展のため今後も頑張りま
すのでよろしくお願いいたします。

障がい者の雇用を考えているみなさまへ
三重県が実施している「障がい者委託訓練」事業を紹介します
１．事業の目的
地域の企業、社会福祉法人、NPO法人などの様々な委託先で職業訓練を行っていただくことで、就職の促進を目的としています。

２．委託訓練のメリット
訓練委託先（企業・法人・NPOなど）
⃝必要なスキルを持っているか確認できる
⃝実際の仕事ぶりを見た上で採否の判断ができる
⃝どんな職場に向いているかを確認した上で採否の判断ができる

訓練者（障がいをお持ちの方）
⃝就職前にスキルが身につく
⃝体験により自分に適しているかを判断できる
⃝自分の仕事ぶりを見ていただくことで納得して就業できる

３．委託訓練の利用条件
訓練委託先（企業・法人・NPOなど）
⃝訓練を行うための施設等が整備されていること
⃝訓練を指導できる従業員を配置できること
⃝労働安全衛生など環境が整備されていること

訓練者（障がいをお持ちの方）
⃝三重県内に居住していること
⃝ハローワークに求職登録していること
⃝訓練を受けることで就業が見込めること
⃝ハローワークの「受講指示」を受けること

４．訓練期間及び時間
訓練期間は、歴月単位で１～３ヵ月を選択することができます。但し、訓練開始後の延長はできません。
訓練時間は、月当たり100時間を標準とし、下限を60時間とします。但し、この時間は目安と考えていただき、訓練当初は短めに、
様子を見ながら徐々に延長することは可能です。

５．委託訓練の特徴
⃝フォロー体制が充実しています。
訓練指導を委託先企業さまのみにお願いするのではなく、定期的（初回、中間、最終）に訓練を振り返るケース会議を開催さ
せていただきます。会議の中で訓練中の課題や不明な点などを相談いただくことができます。メンバーは、委託先企業さま、訓
練者、支援機関、ハローワーク、三重県ですが、ご家族の参加も可能です。また、採用していただいた後も定着に 向けた支援を
させていただきます。
⃝委託料、訓練手当が支給されます。
委託先企業さまに、訓練者１人・１ヵ月当たり66,000円を訓練終了後にお支払いします。
訓練者に基本手当日額3,930円（２級地）/3,530円（３級地）
、受講手当日額500円及び通所手当をお支払いします。（２級
地とは、桑名市、四日市市、津市、松阪市を指します）
⃝労働者災害補償保険に加入します。費用は県が負担します。
問い合わせ先

三重県 雇用経済部 雇用対策課 〒514-8570 津市広明町13番地
TEL 059-224-2510 FAX 059-224-2455 E-mail koyou@pref.mie.lg.jp

上野天神祭ダンジリ行事中止のおしらせ

テイクアウト・デリバリー支援事業

上野天神祭ダンジリ行事の楼車の巡行と鬼行列については、行事

７月号でご案内いたしました『うちグルメ』はご利用

を担う上野文化美術保存会が、新型コロナウイルスの感染拡大の

いただけましたでしょうか？『うちグルメ』は現在50

影響で中止を発表されました。楼車の巡行と鬼行列は中止されま

店舗掲載しており、
「冊子・サイトを見て来店した」

したが、感染防止対策を実施して各町々において10月24日・25日

というお客様も多くいらっしゃいます。掲載事業所

に楼車などの飾りつけやお囃子が演奏されます。

は引き続き募集していますので、ご連絡ください。
上野商工会議所ニュース
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職場の教養

聞く姿勢

会話は、より良い人間関係を構築する上で、欠かすことのできないコミュニケーション手段の
一つです。
多くの人は相手の話を聞くよりも、自分の話をするほうが好きでしょう。
そこには、自分の話を聞いてもらいたいという願望があるからです。しかし、話す側ばかりが
いては、会話は成り立ちません。
会話では聞くことが大切です。日常の生活でもビジネスの場でも、まずは、共感を持って聞く
ことを心がけましょう。
相手の話を真摯に聞き、その人が何に関心を抱いているのかを見極め、臨機応変に応えてこそ、
会話は盛り上がり、よい人間関係が築かれていきます。
普段、自分自身がどのように人の話を聞いているか、時には振り返ってみましょう。
職場では、パソコンを見ながら返事をしていませんか。家庭では、スマートフォンを見たまま、
家族と会話をしていないでしょうか。
心も体も相手に向けて、しっかりと話しを聞きましょう。
今月の心がけ◆人の話に耳を傾けましょう

本コーナーは、
一般社団法人倫理研究所の協力をいただいています。『職場の教養』は同研究所が発行している月刊誌で、同研究所の法人会員向けに頒布されている非売品です。詳しくはホームページ（http://www.rinri-jpn.or.jp）をご覧ください。

令和２年７月期

①
②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

還暦からの底力
（出口治明・講談社・860円＋税）

気がつけば、終着駅
（佐藤愛子・中央公論新社・1,200円＋税）

女帝

小池百合子

（石井妙子・文藝春秋・1,500円＋税）

伊賀考
（岸勝明・伊賀古文献刊行会・3,182円＋税）

きたきた捕物帖
（宮部みゆき・PHP研究所・1,600円＋税）
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今月のおすすめの１冊
『うつし世の三重

江戸川乱歩三重県随筆集』

江戸川乱歩著 中 相作編 伊賀文学振興会発行 定価2,200円+税

あ の 江 戸 川 乱 歩 が お 隣 名 張 が 生 誕 地 だ っ た なん
て！！ 私の郷土本追っかけ人生において、まだ比較的
新しい情報であったことを考えると、名張は「隠ノ国」
と書くだけのことはあるかしら…。
この本は、伊賀文学振興会の結成事業として刊行さ
れました。おなじみの探偵小説とは全く異なる随筆な
らではの文体は、乱歩先生のお人なりがよく映し出さ
れていると思います。 ふるさとの記 では、名張や伊
賀への郷土愛が余すことなく綴られており、それらの
風景の中に佇む乱歩先生が見え
てくるかのよう…。藤堂藩に仕
えた家系であったことや、恩師
と仰ぐ川崎 克氏との交流など、
郷土の偉人を知るための素晴ら
しい一冊です。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

８・９ 月 主 な 事 務 局 行 事

（コミック・文庫除く）

25

14 10

８月
２日・夏休み思い出サポート事業
６日・伊賀税務連絡協議会
・中心市街地活性化協議会役員会
７日・交通運輸部会役員会
９日・全国あんざんコンクール（各塾）
日・第５回県連専務理事会議（津）
日・上野天神祭地域振興実行委員会
日・伊賀学検定委員会
日・異業種交流懇談会
・まちづくり伊賀上野定時株主総会
日・経営計画策定セミナー
日・伊賀ブランド認定式・臨時総会

ベストセラー紹介

９月
９日・第６回県連専務理事会議（津）
日・医療セミナー
日～ 日
・ 新型コロナウイルス感染症対応のための経営相談
・体制強化事業：個別無料相談会
日・記帳継続指導相談会
日・ 日本商工連盟２０２０特別セミナー（オンライン）
日～ 日・アクサＢＷＣ優良県連視察（新潟）
日・３級簿記対検定対策講座
日・異業種交流懇談会

社会保険相談会

日
日

18 21

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

８月５日・
９月２日・

毎月第１水曜日と第３金曜日

令和２年８月より予約制になります。必ずお電話
にてご予約の上、お越しください。
※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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