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大型車輛、特殊車輛を主体とした自動車指定整
備工場として、昭和47年より現在地において創
業させていただき今に至っております。
近年においては、乗用車、軽自動車等の整備・
販売、用品等の取付においても設備等の充実を
図っています。
また、フォークリフト、高所作業車、移動式ク
レーン等の特定自主検査や点検・整備等も承つて
いますと共に、タイヤショップ、保険業務、レン
タカー事業など様々なニーズに応えられる様、弛
まぬ努力を続けています。

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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伊賀市活性化に向けての提言

令和３年度予算等に関する要望書を令和２年12月10日（木）
伊賀市長様・伊賀市議会議長様へ提出いたします。
事前に各部会等の要望を取りまとめ、令和２年11月19日（木）開催の常議員会で承認決定されました。
令和３年度施策の策定並びに予算編成にあたり、中小企業及び小規模事業者が持続・発展し、地域経済を支え
るための産業振興施策の強化及び拡充の要望書を提出いたします。
現在、新型コロナウイルスの影響緩和が喫緊の課題ではありますが、市庁舎移転等により中心市街地の空洞化
に歯止めが効かず、市全体としても人口減少が著しく、これらの対応が大きな課題となっています。
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。
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
度が導入されておりますが、企業誘致における地域間競争
に不利とならない時限制度の延長と更なる料金の低減。
ウ 上野南部開発など新たな工業団地の計画及び造成の推進
②産学官連携の更なる強化及び支援の拡充
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
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
ウ 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
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
イ 市外からの高度化人材確保のため、住宅支援制度の創設
⑶中心市街地活性化の促進
①第二期中心市街地活性化基本計画の促進
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人的支援
③街なか賑わいイベント等への支援拡充
市民夏のにぎわいフェスタ、市民花火大会、灯りの城下町事業等
④旧市庁舎の総合的な利活用の推進
ア 商工業発展のため観光及び物産機能など、まちの駅のような
施設の設置
イ 新しい時代の図書館、市民の憩いの場、多機能トイレの設置
⑤上野ふれあいプラザへのスーパー誘致等、早急な活用の推進
⑥景観条例の高さ規制見直しによる民間資本の導入を促進
ア 本町通り、二之町通り、三之町通りについて、観光集客につ
ながるホテル等、集客施設誘致のための規制緩和。
イ ハイトピア伊賀より北の地域、特にNTT周辺の大幅な規制
緩和による再開発の促進
２

観光立市に向けた観光振興の促進
⑴ユネスコ無形文化遺産に登録された「上野天神祭のダンジリ行事」に
よる更なる観光推進の強化
①市をあげての天神祭事業として運営体制の刷新及び支援の創設
⑵観光客受け入れ施設等の拡充
①旧市庁舎跡における観光及び物産機能の設置
②魅力的な新芭蕉翁記念館及び芭蕉ゾーンの実現
③外国人を含む観光客向けの案内板、外国語マップの作成など、町な
かへの導線となる受入環境の整備
④上野公園内のトイレ（２か所）の改修
⑶伊賀の物産を広く発信するため、新商品開発への補助金制度の創設
⑷NTT西日本伊賀上野ビル壁面利活用の早期実現
⑸観光誘客に繋がる未利用施設の活用促進
⑹観光地域づくり法人（DMO）による事業連携の推進

３

社会基盤の整備
⑴社会基盤の整備

2｜上野商工会議所ニュース 2020.12.5

①渋滞緩和及び交通安全施設の整備
ア 国道368号線の全線早期４車線化及び名阪国道上野インター
の改良による渋滞緩和及び安全確保
イ 名阪国道の補修整備について関係機関への早期実施要望
ウ 市内企業団地等における道路の安全対策及び老朽化した施設
の修繕、維持管理
②近鉄伊賀神戸駅前の開発の促進
ロータリーの設置、車両の待機場所の確保等
③安全で快適な生活を実現するため、市街地の下水インフラの整備
合併処理浄化槽の補助制度拡充など適切な生活排水対策の推進
⑵将来への交通基盤の整備計画の策定
①JR関西本線伊賀上野駅・柘植駅間の電化促進とIC化による利便性
の向上及び伊賀鉄道と連動した交通システムの整備
②名阪国道と新名神高速道路との連絡道の整備促進
③リニア中央新幹線の建設を見据え、既存交通網の整備調査
⑶公共交通ネットワークの充実
①市街地へのアクセス、利便性を考慮した公共交通システムの構築
②市庁舎へのアクセス及び周辺道路網の整備等利便性の向上
③伊賀市の移動手段、特に夜間が無く、ウーバーの様な交通手段の導入
⑷伊賀鉄道の利用促進
①市職員や観光客など更なる伊賀鉄道の利用促進及び駅周辺の駐車
場の整備
４

公共工事発注制度の改善及び防災対策の強化
⑴地元企業存続のための公共工事発注制度の改善
①公共工事の発注件数の引き上げ
②将来の担い手（若年者）確保に必要となる「土日完全週休二日制」
の取り組みについて、適切な工事期間及び経費確保への対応
⑵全国各地で発生している水害や土砂崩れ等への対策強化
①市の防災・減災対策として、河床掘削や堤防補強等の迅速な対応
②国、県管理の河川であっても、各々との連携強化による市民の安心・
安全確保
③川上ダムの早期完成及び木津川、服部川、柘植川及び名張川の関係
河川事業の推進

５

中小企業・小規模企業振興事業費補助及び商店街活性化等の事業補助
金等の拡充
⑴中小企業相談業務負担金の拡充
⑵商工会議所事業補助金の拡充
⑶中心市街地等商店街活性化事業費補助金等の事業支援及び助成の拡充
⑷ＩＴ（情報）関連補助金の推進

６

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業・小規模企業への継続支援
⑴応援給付金制度などの継続
⑵金融支援制度の継続・拡充
①事業継続のため、国や県の支援策の動向を踏まえ、小規模事業資金の
保証料の補助額及び、小規模事業者経営改善資金の利子補給の拡充
⑶影響が長期化しているなか、事業継続・雇用維持・地域活性化・安心
安全な市民生活の確保等を図るため、引き続き行政と市内金融機関と
の幅広い連携とさらなる協力関係の構築

７

コロナ禍における、伊賀市の文化芸術活動活性化のための支援政策の
具体化と実施
⑴市内・地域のなかで活動を頑張っている文化団体やサークルの展示会や
発表会・公演活動に援助金制度の創設。
（１件10万円の基本経費分）
⑵市及び関連施設利用の展示会や発表会・公演や練習会場の費用の減免
や無料化等の期間を限定（コロナ禍終息をめどに）特例措置のための
市独自の条例化を図る

令和２年度『ふるさと企業大賞（総務大臣賞）
』
受賞おめでとうございます。
中外医薬生産㈱様が、地域経済や雇用に貢献している事業者を表彰
する、今年度ふるさと企業大賞（総務大臣賞）を受賞されました。伊
賀市ゆめが丘地内の工場内に新たに工場を増設し、周辺企業との取引
拡大で地域経済を活性化させたことや、従業員の７割を地元から雇用
していることなどが評価され受賞されました。おめでとうございます。

「2020年度グッドデザイン・ベスト100」
「グッドフォーカス賞・中小企業庁長官賞」受賞

おめでとうございます。

㈱富士製作所様のFUJI NINJA WHEEL®
（
「あらゆる方向」へ走行できる比類なき搬送
車用の全方向車輪）が、10月１日の「2020年
度グッドデザイン・ベスト100」選出に続き、10月30日「グッドフォーカ
ス賞【技術・伝承デザイン】中小企業庁長官賞」を受賞されました。おめ
でとうございます。
賞の詳細につきましては、是非ホームページをご覧ください。
URL：http://www.fuji-bearing.com

NIPPONIA HOTEL 伊賀上野 城下町
伊賀市中心市街地に「NIPPONIA HOTEL 伊賀上野 城下町」が
11月１日にオープンしました。
同ホテルは古民家３棟を改修したホテルで、フロントとレストラ
ン、客室の機能を持つ「KANMURI棟」（旧栄楽館）、組紐のテナ
ントと客室の「KOURAI棟」
（旧広部邸）、客室の「MITAKE棟」
（旧
福森邸、現在改修中）で構成され、中心市街地エリアの歴史的景観
を活用した建物となっています。
フロントと客室
が 離れたところに
ある「分 散 型ホテ
ル」 で、 チェック
インしてから、部
屋にたどり着くま
でに街中を歩き景
色などを楽しんで
回遊につなげる工
夫がされています。
KANMURI棟（フロント棟）

KOURAI棟

MITAKE棟
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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2020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、10月20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。
①三田
→カーブの先の車などが見えにくく、右から
来る車が見えづらく危険な為、カーブミラー
を設置して欲しい。
伊賀市建設部：
ご要望の交差点につきましては、現地に
「止まれ」標識や「停止線」が設置されて
おり、道路幅も広く運転者の視距を阻害す
るものが比較的少ない状態ですので、カー
ブミラーの設置については経過観察とさせ
ていただきます。ただし、現場付近では、
路面表示が摩擦により消失している箇所が
見受けられるため、区画線の復元とJR南
側のカーブ区間について運転者に減速を促
すための路面表示を行います。

Ａ

カーブの先がとても見にくい

①周辺図

②小田町
→国土交通省近畿地方整備局 木津川上流河
川事務所前の停止禁止場所、
「止まるな」の字、
線が薄いため、白線等引き直して欲しい。
三重県伊賀建設事務所：
令和２年９月中旬に引き直して完成して
いる。

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

三重県伊賀市小田町743-2

パワーさん
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ぎゅーとらさん

③平野山ノ下～上野丸之内
→桜並木の横断歩道、ほとんどはげてしまい
一旦停止する車が少なく危険な為、横断歩道
の白線を引き直して整備して欲しい。
三重県伊賀警察署：
道路面がかなり傷んでおり塗り直しが出
来ない状態で、路面がきれいになれば対応
したい。近くにもう一つ横断歩道があるの
で、一旦そちらを使用してもらいたい。

横断歩道が消えていて危険

③周辺図

④国道368号線（名張街道バイパス）
→名張街道（国道368）の山出信号機（県道
688交差点）から旧名張街道に分かれる信号
機までの間に２ケ所信号機が設置されている
が、交差している道路に自動車等が無くても
赤信号になるので渋滞する。交通量が少ない
ので、２ケ所とも感応式に変更して欲しい。
三重県伊賀警察署：
該当の交差点は、速度抑制や交通事故防
止の目的により、現在定周期運用を行って
います。半感応式信号機への変更の要望に
ついては、本部に報告を行っております。

至上野

感知式に変更

老人ホーム

感知式に変更

至名張

④周辺図

⑤ゆめが丘
→ゆめドーム裏側の駐車場に前にある十字路
が見通しが悪く、出会い頭の接触事故があり
危険な為、路面に疑似凹凸加工プリントを施
工し、一旦停止を促進して欲しい。
伊賀市建設部：
ご要望の交差点につきましては、運転者
に交差点進入時の減速を促すための「立体
的な錯視効果がある路面表示」を近日中に
設置します。

Ａ

接触事故が多く危険

⑤周辺図
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会議所の動き

月
日号）に掲載され、
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日本商工会議所発行の『会議所ニュース』に、当所の取組みが掲載されました。

「伊賀上野灯りと忍びの城下町事業」が、日本商工会議所の「会議所ニュース」（
全国に紹介されました。
11

検定試験の受験申込受付期間の変更について
平素より、商工会議所検定試験をご活用いただき有
り難うございます。
2021年２月施行予定の検定試験につきましては、新
型コロナウイルス感染症の影響が継続している可能性
が高い中、試験実施の可否を見極める時間を確保する
ために右記の通り、受付申込期間が変更になりました。
受験を予定されている皆様におかれましては、ご迷
惑をおかけしますが、ご理解賜りますよう、お願い申
し上げます。
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⃝第221回日商珠算（そろばん）検定試験
（試験日：２月14日）
（変更前）12/7 ～ 1/14 ➡（変更後）1/5 ～ 1/20
⃝第87回販売士検定試験（試験日：２月17日）
（変更前）12/14 ～ 1/24 ➡（変更後）1/14 ～ 1/26
⃝第157回簿記検定試験（試験日：２月28日）
（変更前）12/21 ～ 1/29 ➡（変更後）1/14 ～ 2/1
※第157回簿記検定試験は１級受験の追加が決定され
１・２・３級の実施に変更になりました。

異業種交流懇談会 『視察研修旅行』開催

11月12日㈭

異業種交流懇談会（岡田直也座長）の11月例会とし
て毎年恒例の視察研修旅行を実施致しました。今回は
コロナ禍での開催ということで、例年のような企業等
への工場見学は難しく、伊勢神宮と志摩観光ホテルへ
16名が訪問させていただきました。伊勢神宮では内宮
において御神楽奉納とみかげ参りをさせていただき
ました。その後、志摩観光ホテルにおいて、2016年
にG7伊勢志摩サミットが行われた時に対応されたス

タッフの方から当時の様子や会場をご案内いただきま
した。また、懇親会ではテーブルマナー講座や、当時
サミットの料理を担当した料理長から話を聞かせてい
ただきました。美味しく格式のある料理に舌鼓を打ち
ながら、会員一同親睦を図ることができました。
本会は企業の中心を担う若い会員が集い、毎月の例
会を通して経営感覚を高め合うことで、「相互の連携
を強化することにより、企業経営の円滑化及び活性化
に寄与し、もって地域経済の振興に資する。」という
目的のもと活動しております。現在23名の会員が参加
しており、新規の入会も随時募集しております。入会
ご希望の方は、上野商工会議所異業種交流懇談会事務
局（☎︎21-0527 担当：堀）までお問い合わせ下さい。

観光客向け目的別マップ作成への掲載店募集
伊賀市中心市街地活性化協議会事業の一環として、
「忍者」をテーマとした観光客向けのマップを作成いた
します。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。☎21-0527
参加資格：伊賀市中心市街地で事業を営む「忍者」に関連した飲食店・お土産を販売する店舗
参 加 料：無 料
参加締切：令和２年12月18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。

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60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。

設立年月日
会 員 数
入会資格
年 会 費

平成２年１月21日
60名（令和２年12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

業務部

059−354−9971

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

特例猶予を受けた方も
ご利用いただけます！
新型コロナウイルス感染症の影響により

納税が困難な方には猶予制度があります
税務署に申請することにより、納税が猶予されます
≫新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、
税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として１年以
内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署（徴収担当）にご相談ください。

⃝要件
①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の
維持を困難にするおそれがあると認められること。

お気軽にお電話で
ご相談ください！
（納期限前から相談できます）

②納税について誠実な意思を有すると認められること。
③猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④納付すべき国税の納期限から６か月以内に申請書が提出されていること。
※担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。
（注）
既に滞納がある場合や滞納となってから６月を超える場合であっても、税務署長の
職権による換価の猶予（国税徴収法第151条）が受けられる場合もあります。

税務署において所定の審査を早期に行います。
⃝猶予が認められると…
（状況に応じて更に１年間猶予される場合があります。）
▶原則として１年間納税が猶予されます。

▶猶予期間中の延滞税が軽減されます。
▶財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。

（申請による換価の猶予：国税徴収法第151条の２）

更に個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできます。
8｜上野商工会議所ニュース 2020.12.5

まずは所轄の税務署（徴収担当）へ電話で、ご相談ください
≫猶予制度に関する個別のお問合せについては、所轄の税務署の徴収担当にご相談くだ
さい。
所轄の税務署を調べる
【受付時間】 8：30 ～ 17：00（土日祝除く。
）
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

個別の事情に該当する場合は、その旨をお申し出ください
≫新型コロナウイルス感染症に納税者（ご家族を含む。
）がり患された場合のほか、新型
コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予
が認められることがありますので、所轄の税務署（徴収担当）にご相談ください。
（ケース１）災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことによ
り、備品や棚卸資産を廃棄した場合
（ケース２）ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納
付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用
（ケース３）事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付で
きない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額
（ケース４）事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国
税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額

税務署において所定の審査を早期に行います。
⃝猶予が認められると…
（状況に応じて更に１年間猶予される場合があります。）
▶原則として１年間納税が猶予されます。

▶猶予期間中の延滞税が軽減又は免除されます。
▶財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。

（納税の猶予：国税通則法第46条）

猶予制度の詳細はこちら
上野商工会議所ニュース
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申告書の⾃動⼊⼒始まります︕

証明書の内容の入力が不要！
保険料の区分も自動判定！
控除額も自動計算！

確 定 申 告 × マ イ ナ ポ ー タ ル
マイナポータルと確定申告書等作成コーナーを利⽤すれば、
生命保険料控除証明書などの情報をまとめて⼊手、各控除に
⾃動⼊⼒されます。それが「マイナポータル連携」です。

（注）ご利⽤には、保険会社等の控除証明書等の発⾏主体が
マイナポータル連携に対応していることが必要です。

証明書の発⾏主体

マイナンバーカードと
マイナンバーカード読取対応の
スマートフォン
（又はICカードリーダライタ）
をご⽤意ください。

※

国税庁特設ページ

画面は開発中のものです。
マイナポータルはこちら

国税庁

令和２年10月

法人番号7000012050002

別添２

マイナポータル連携のご利⽤に当たっては、マイナポータルの初期設定が必要となります。
詳しくは国税庁ホームページのマイナポータル連携特設ページをご確認ください。

内閣府マイナポータル

申告書の⾃動⼊⼒が拡⼤します︕

確 定 申 告 × マ イ ナ ポ ー タ ル

マイナポータル連携で⾃動⼊⼒される情報は今後順次拡⼤︕︕

（注）ご利⽤には、保険会社等の控除証明書等の発⾏主体がマイナポータル連携に対応していることが必要です。
令和２年10月時点の情報を基に作成しています。

令和２年分から⾃動⼊⼒

令和３年分から⾃動⼊⼒予定

令和４年分以降順次拡⼤予定
例えば・・・

住宅ローン関係

医療費関係

社会保険

株式等の取引関係

ふるさと納税

源泉徴収票

生命保険控除証明

地震保険控除証明

その他

詳しくはこちら

国税庁マイナポータル連携特設ページ

国税庁
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法人番号7000012050002

令和２年10月

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だより
国際忍者研究センターの酒井です。先日、「しく
じり先生」という番組で、三重県と伊賀市について
取り上げられていました。どちらかというと、伊賀
地域はなんでもかんでも忍者に結び付けているとい
う、ちょっと茶化した内容でしたが、伊賀市民とし
ては特に腹が立つこともなく、楽しんで見ることが
出来ました。その中で、タレントのチャンカワイさ
んが「かた焼きは忍者の携帯食だった」といった旨
の発言をされていました。たまに聞く説ですが、実
は私は真偽のほどを知りません。ただ、これに着想
を得た小説を、伊賀上野出身の倉阪鬼一郎氏が書い
ていたのを覚えています。20年ほど前の作品で「か

29の巻

たやきを袋に詰めてぶん殴れば完
全犯罪だ」と考える男が、見事に
失敗するコメディミステリーなの
ですが、今や本がマイナーすぎて
検索にひっかからず、なんという
タイトルの本だったかがミステ
リーになってしまいました。倉阪
氏の初期の作品は伊賀を舞台にした「田舎の事件」
という作品や、忍者を題材にしたものもあり、私と
しては伊賀を代表する文化人と言えば倉阪鬼一郎で
す。ただ、「しくじり先生」より愛のある「伊賀イ
ジリ」が存分ですのでお気を付けください。
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！
！

三重県伊賀市上野丸之内500 ハイトピア伊賀1階
TEL 0595-51-7832

Log.hair

今年９月にハイトピアの１階にオープンした美容室『Log.hair』です。
ログヘアーではお客様一人ひとりに寄り添った提案やアドバイスをさせて頂き、担当スタイリストがカウンセ
リングから仕上げまで施術させて頂きます。なので、些細なことでも髪のお悩みやスタイリングの仕方などなん
でもご相談ください。
特にヘッドスパやヘアケアに力を入れております。日々の忙しさを忘れリラックスして頂きたいと思い、個室
や落ち着いた雰囲気のシャンプーブース、フルフラットのシャンプー台でゆったりと施術させて頂いております。
少人数で営業しており、お客様には手指消毒や検温にご協力いただいています。店側としても空間
除菌やセット面・セット椅子の消毒、換気、スタッフのマスク着用も行っています。
安心してご利用いただける美容室を目指しておりますので、お気軽にご利用下さい。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和２年10月末会員数

組織率

2,618件

1,461件（内特別会員93件）

52.25%

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

会議所の新しい仲間です【新規加入会員紹介】
（令和２年６月５日～令和２年11月18日）
部 会 名

事 業 所 名

代表者名

能

住

所

業

（敬称略）

種

商

業 布楽工房

商

業 ㈲新納

商

業 メガネの三城

商
商
商

業 ココカラファイン伊賀四十九店 松山

由香 伊賀市四十九町字堂山1850番地 ドラッグストア

商

業 ココカラファイン小田店

渡辺

圭輔 伊賀市小田町泥畑273番地

ドラッグストア

商

業 コメリパワー上野店

菊地

武士 伊賀市小田町字瓜谷727番地

小売業

商

業 ㈲フジヨシ

吉藤

義一 伊賀市上野丸之内74-1番地

コンビニエンスストア

商

業 ㈱ぴっころ

久國

幸登 伊賀市上野桑町1933番地

コンビニエンスストア

商

業 キリン堂伊賀平野店

瀧野

幸佳 伊賀市平野東町28-1番地

小売業

商

業 キリン堂伊賀西明寺店

池住

哲哉 伊賀市西明寺1896-2番地

小売業

商

業 キリン堂伊賀上野東店

桐原

商

業 ファミリーマート伊賀上野インター店 氏家

商

業 ㈲エムアンドエムファミリー 内山

商

業 ㈱クスリのアオキ平野東店

青木

宏憲 伊賀市平野東町150-3番地

医薬品・化粧品・日用雑貨等小売業

商

業 洋服の青山伊賀上野店

石嵜

裕一 伊賀市平野中川原493-1番地

洋服の販売

商

業 LIFEサポートサービスいが

廣田

篤是 伊賀市大野木1607番地

不用品回収

商

業 SUPER CENTER PLANT伊賀店 高橋

浩樹 伊賀市ゆめが丘1-1-1番地

小売業

商

業 ファミリーマート伊賀三軒家 今井

智 伊賀市長田6062-1番地

商

業 ホームセンターコーナン伊賀上野店 古瀬

浩貴 伊賀市服部町434-1番地

商

業 ㈱綿清商店わたせい小田店

佐藤

商

業 ㈱綿清商店わたせい伊賀店

商

業 骨董ギャラリー萬

工
工

福永
新納
上野店

伸子 伊賀市平野中川原544-2番地
博 伊賀市千歳260-1番地

婦人服
コンビニエンスストア

宏紀 伊賀市平野清水650-3番地

眼鏡・補聴器・コンタクトレンズ等の販売

業 ぎゅーとらラブリー伊賀小田店 清水

秀隆 伊賀市小田町262番地

スーパーマーケット

業 ココカラファイン緑ヶ丘店

剛士 伊賀市緑ヶ丘本町1676番地

ドラッグストア

林
中平

圭 伊賀市四十九町1187-1番地

小売業

裕司 伊賀市守田町468-1番地

コンビニエンスストア

実 伊賀市佐那具844-7番地

コンビニエンスストア

コンビニエンスストア
ホームセンター

仁 伊賀市小田町256-1番地

衣料品等小売

佐藤

仁 伊賀市四十九町1850番地

衣料品等小売

松岡

任宏 伊賀市小田町1499-10番地

古美術商品販売

業 ㈱山口鐵工

山口

和三 伊賀市長田2544番地

溶接業

業 ㈱憲ファクトリー

吉田

和憲 伊賀市服部町758-13番地

印刷機等組立、加工製造業

建 設 業 未築建設

窪田

年伸 伊賀市久米町51-2番地

建設業

交通運輸 三重いすゞ自動車㈱

小泉

貴弘 伊賀市小田町1401-7番地

自動車販売・修理

サービス ㈱上島産業

上島栄美子 伊賀市予野2968番地

サービス ㈱PeIe

中西

健志 伊賀市上野東町2964番地

美容業

サービス ㈲スガノ屋

菅野

利郎 伊賀市上野東町2970番地

不動産賃貸

サービス Log. hair

橋本

奈奈 伊賀市上野丸之内500ハイトピア１階 美容室

宮本

牧子 伊賀市上野玄蕃町238-32番地

社会文化 合同会社

美髪庵

社会文化 ビジネスブレイン協同組合三重事務所 岡嶋
社会文化 ソフト整体

健 伊賀市小田町1373-50番地

清掃業

美容及び健康コンサルタント
外国人技能実習生の派遣

大石

陽介 伊賀市鍛冶屋609番地

整体業

社会文化 ＷiII英数塾

中森

伸一 伊賀市上野小玉町3131-1番地

学習塾

観

光 Soir

上田みどり 伊賀市上野桑町1510-3番地

飲食店

観

光 ㈱エム・シー・カンパニー

森北

浩夫 伊賀市平野城北町126番地

飲食業

観

光 ㈱Little Wing

水谷

哲仁 伊賀市服部町260-3番地

飲食業

観

光 屋台食堂FOOD MOBILE

知念

翔太 伊賀市小田町1396-15番地

飲食店

観

光 現代陶芸伊賀焼の店

谷本

洋 伊賀市上野丸之内117番地

観

光 蛸家

松尾

一也 伊賀市上野東町2934-11新天地通り 飲食業

観

光 いがの蔵

久保

英宣 伊賀市上野桑町1429番地

民泊

観

光 からあげ金と銀

浅野

秀彦 伊賀市緑ヶ丘南町3908-27番地

飲食業

観

光 MANBO

立花

和子 伊賀市上野東町2934番地

スナック

観

光 Café ＆ Bar Thirty nine

阿嘉

恵美 伊賀市上野東町2934番地

飲食業

観

光 ピースコーズ㈱

吉田

治義 伊賀市平野西町54番地

ハンバーガー販売

特別会員 合同会社

いしやの癒

土味

陶器の製造販売

宮本千恵子 伊賀市千戸1687-178番地

建設業に付帯する一切の業務

西川

雅巳 伊賀市桐ヶ丘3-58番地

建築業

特別会員 ファミリーマート伊賀下柘植インター 中西

亮二 伊賀市下柘植字馬場4995番地

コンビニエンスストア

特別会員 ココカラファイン

翔平 伊賀市円徳院上川原253-1番地

ドラッグストア

明利 伊賀市阿保518-1番地

ドラッグストア

雪啓司事務所

特別会員 西川建築

特別会員 ココカラファイン

阿山店

幸

伊賀青山店 相良

上野商工会議所ニュース
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職員紹介コーナー
総務課課長

吉福

真菜見

総務課の吉福です。主な担当業務は、役員・議員・会員の皆様に
関する会員管理業務、議員総会・常議員会等の運営、当所予算・
決算の取りまとめ、会員サービス事業や、会員事業所様の福利厚生
を充実させるための共済運営等、主に内部の組織運営に関わる業務
です。
地域商工業の発展、伊賀市の発展のため、少しでも会員の皆様の
お役に立てるよう、広い視野を持ち自己研鑽して頑張りますので、
今後ともよろしくお願いいたします。

「伊賀上野まち百貨店」事業
コロナ禍で出来るイベントとして「伊賀上野まち百貨店」事業が11月７日テスト開催されました。
同事業は、毎月第一土曜日を中心に自店の一部や駐車場、街の空きスペースなどを活用し、オススメ商品、
その日限定のメニューやおもてなしなど自店で出来る事を行うことで、街全体を百貨店に見立て誘客する仕組みです。
当日は、発起人の方々のお店で「コロナ対策をしてのお酒の試飲会」「お茶をしながら真珠のお話」「当日限定
のイカの塩辛や鮮魚販売」などの各種の取組をし、他店の開催している店舗を紹介し巡ることで、自店並びに街
の賑わいに繋げていました。

サワノ楽器店

アナログレコード体験

一乃湯

魔法の壷焼きいも

むらい萬香園 市内和菓子店の商品持ち込
みOK、お茶をサービス

第16回伊賀学検定について
上野商工会議所では、伊賀の観光振興を図るため、毎年「伊賀学検定」を実施しています。
伊賀の歴史と文化の正しい伝承と、新たなコミュニティづくりやお客様へのおもてなしの一助となること
を目的としています。是非この機会に受験してみませんか？
【実施日】 令和３年２月21日㈰
初級：午後１時から（検定時間30分間）
中級：午後２時から（検定時間40分間）
上級：午後３時10分から（検定時間45分間）
【会 場】 伊賀会場：ハイトピア伊賀５階
東京会場：YUITO ANNEX ２階
三重テラスイベントスペース

【受験料】
初級：1,500円（中学生以下は1,000円）
中級：2,000円（中学生以下は1,500円）
上級：3,000円
【出題範囲】 芭蕉・城・忍術・祭・文化財・歴史・
文学・自然・生活文化等「伊賀」に関する事柄全般
【申込期間】 令和３年１月８日㈮～２月１日㈪

詳細はチラシまたはホームページをご覧ください。

健康診断のご案内

実施期日
受付時間

令和３年２月15日
（月）
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
申込締切日 令和３年１月15日
（金）
詳細は折込チラシをご覧下さい。
14｜上野商工会議所ニュース 2020.12.5

本年も大変お世話になりました
年末業務12月28日
（月）
まで平常通り
年始業務１月４日
（月）より平常通り
（12月29日から１月３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

アクサ生命は、
商工会議所と協力し、
会員事業所の各種ニーズ（弔慰金・見舞金制度、
退職金制度、
リスク対策や事業承継など）を共済制度／福祉制度
でサポー卜しています。
アクサ生命保険株式会社 四日市支社 津営業所上野分室
〒���-���� 伊賀市上野丸之内��� ハイトピア伊賀�F TEL ����-��-���� FAX ����-��-����

上野商工会議所ニュース
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令和3年上野商工会議所新年賀詞交歓会
テーマ

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18
日
（金）
までに、お申込み下さい。

錆びない生き方

日時 令和 3 年 1 月 23 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（先着順）
講師 昭和女子大学理事長・総長

日

令和３年１月５日
（火）
（受付）午前10時〜
（開会）午前11時〜11時45分終了予定
※粗飯をお持ち帰りいただきます。
会 場 ヒルホテルサンピア伊賀
伊賀市西明寺2756-104 TEL 24-7000
会 費 3,000円
申込先 上野商工会議所総務課
（TEL 0595-21-0527 FAX 0595-24-3857）

坂 東 眞 理 子氏
お申込み・お問合せ
上野商工会議所

TEL21‑0527・FAX24‑3857

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた上で開催いたします。マスク
着用、会場入り口での手指消毒、検温のご理解ご協力をお願いいたします。

令和２年11月期

①
②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

ペルソナ
（中野信子・講談社・880円＋税）

無駄花
（中

正大・講談社・1,500円＋税）

政治家の覚悟
（菅

義偉・文藝春秋・800円＋税）

人は話し方が9割
（永松茂久・すばる舎・1,400円＋税）

トヨタ式「すぐやる人」になれる8つのすごい！仕事術
（桑原晃弥・笠倉出版社・800円＋税）
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今月のおすすめの１冊
『コスモスの謎 色も香りもチョコそっくり！？チョコレートコスモス大研究』
奥隆善著

誠文堂新光社

定価1,500円+税

伊賀市川東の花生産直売所『伊賀の里育ち』のオーナー、
奥隆善さん。ＮＨＫ「趣味の園芸」の講師として、また最近
では「マツコの知らない世界」に出演されたりと、コスモ
スの世界の案内人としても活躍されています。
伊賀生まれの伊賀育ち。幼少の頃より植物や自然が大好
きで、千葉大学大学院で植物のバイオテクノロジーを研究、
伊賀へ帰省して植物の品種改良と生産に精を出されていま
す。なかでもとても栽培が難しく希少なチョコレートコス
モス。絶滅寸前だったこの植物をどのように改良し、なぜ
今花屋さんに並んでいるのか。チョコレートコスモスの
トップランナーとして活躍する奥さんの、
大変興味深いテーマに注目が集まります。
子供のころに出合えた「好き」なモノ、
コトを大切にし続けたいと思える一冊。自
伝風なので、中学生ぐらいから読んでもら
えます。

（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

12

・１月主な事務局行事

（コミック・文庫除く）

30 28 27

月
４日・灯りと忍びの城下町会議
８日・交通運輸部会視察研修（ひのとり乗車）
９日・国土交通省中部整備局との意見交換会
・青年部例会
日・伊賀市へ予算要望及び政策提言提出
日・県連合会専務理事会議
・専門スタッフ研修（ＷＥＢ）
日・第 回ｅｃｏ（エコ）検定試験
日・２０２０年全国そろばんコンクール（各塾で）
日・専門スタッフ研修（ＷＥＢ）
・灯りと忍びの城下町会議
日・仕事納め

ベストセラー紹介

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた上で開催いたします。マス
ク着用、会場入り口での手指消毒、検温のご理解ご協力をお願いいたします。

１月
５日・新年賀詞交歓会（サンピア伊賀）
日・青年部新年会
日・記帳継続指導相談会
日・工業部会社員研修（サンピア伊賀）
日・新春講演会（上野フレックスホテル）
日・伊賀税務連絡協議会
・異業種交流懇談会
・ユーザ協会合同視察会（多気町）
日・伊賀学検定初級セミナー（市庁舎）
日・県連合会専務理事会議（津）
日・伊賀学検定セミナー（ハイトピア）

社会保険相談会

15 18

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

月２日・ 日
１月６日・ 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した。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）
10

12

時

