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令和４年 新年賀詞交歓会開催
令和４年１月５日㈬

上野商工会議所賀詞交歓会をヒルホテルサン
ピア伊賀で開催し、地元の政財界関係者、当所
役員・議員、会員事業所など170名の皆様ととも
に新年を祝いました。
田山会頭は冒頭の挨拶で、伊賀市の長所や特
性（忍者・松尾芭蕉）を生かしたまちづくりを
訴え、この部分の要となる改修後の旧上野市庁
舎の利活用について「図書館についてもただ本
を読むだけでなくあらゆる世代に受け入れられ
るコミュニティーの場や、市に訪れた方への情
報提供もできるような施設が必要だ」と述べま
新年の挨拶を述べる田山会頭
した。また、市中心部の厳しい経営環境や、伊賀市の人口増が見込めない中、「あらゆる事が広域
化しつつあり、伊賀市を訪れる交流人口を増やす必要がある」と述べ、そのためには伊賀と名張
を結ぶ国道368号線の整備等、交通アクセスの利便性確保の必要性を要望し、中核都市としてあら
ゆる面で安定できるような街になれることを希望していると挨拶しました。
引き続き、川崎秀人
衆議院議員、中川正春
衆議院議員からご祝辞
を い た だ き、 そ の 後、
岡本栄伊賀市長が挨拶
され旧上野市庁舎につ
いて「随分時間がかかっ
てしまったが、リノベー
川崎衆議院議員
中川衆議院議員
岡本伊賀市長
ション事業が軌道にのってきた。これからの伊賀のまちは随分変わると思う」と話されました。
続いて、森野真治三重県議会議員・市川岳人
伊賀市議会議長からもご祝辞をいただきました。
今年もソーシャルディスタンスの確保など適切
な新型コロナウイルス感染症予防対策を講じた
上で、祝宴を開催せず式典のみとし、お弁当等
をお持ち帰りいただきました。ご出席された皆
様が各々新年の挨拶を交わされ、和やかに賀詞
交歓会が終了しました。
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森野三重県議会議員

市川市議会議長

“年男”
に聞く

2022 寅

2022年（令和４年）の干支は、
「壬寅（みずのえとら）」です。「陽気を孕み、春の胎動を助く」、冬が厳しい
ほど春の芽吹きは生命力に溢れ、華々しく生まれるという意味を持つそうです。
寅年生まれの“年男”の皆様に、新年の抱負を伺いました。活力に満ち、
「決断力」
「才知」
「才覚」の象徴として人々
の暮らしの中で広く親しまれてきたトラにあやかり、コロナ禍という困難な状況が続く中でも新しい芽を育み、
明るい未来を切り開く希望に満ちた年にしていきたいですね。
１．氏名

２．昭和37年11月28日

２．生年月日

３．仏壇仏具・寺院仏具製造販売

３．事業内容

４．環境や自然に恵まれ、伊賀酒・伊賀肉などの誇れるもの

４．あなたが思う伊賀市の魅力は？

５．何事にも感謝
６．家庭菜園と無農薬で育てた野菜を食べること

５．好きな言葉・座右の銘は何ですか？
６．趣味・健康法は何ですか？
７．昨年を振り返って、印象的だった出来事は？
８．新年の抱負

１．福

増 久 史

㈱福増仏壇

２．昭和49年5月23日

３．総合印刷

３．放送事業、電気通信事業
４．中部圏と近畿圏の結び目に位置し、ぞれ
ぞれの文化や情報が入ってくるところ

５．
「朱と交わって赤となれ」
「ネクスト・ワン」
６．読書・将棋

澤 素 直

上野印刷㈱

５．意志あるところに道は開ける

不健康法は知っているが…。
１．松

７．藤井聡太四冠達成快挙
８．
「粋」であり続ける。

本 昌 幸

伊賀上野ケーブルテレビ㈱

２．昭和25年10月8日
３．総合舞台サービス／電気設備工事業
４．田舎、盆地、小都市／芭蕉と忍者、歴史と文化の里
５．生きるとは、抗（たた）かうこと、それは学び続けること。
６．演劇（劇団）、低山トレッキング／ぶらり旅、近所の散歩
１．西

出

實

㈲ステージコラボレーションIGA

目において日本人選手が素晴らしい結果を残して活躍されたこと。
８．健康管理し、日々精進し前進したい。

２．昭和25年1月7日
４．積み重ねて来た品格ある歴史・文化

１．池

７．コロナ禍で１年遅れの東京オリンピック・パラリンピックで、各種

７．コロナ禍の文化活動を不要、不急に入れないで。
８．しつこく生きる／死ぬまでいき続けるゾー。

新春講演会開催

１．御 法 川 喜 久

㈱上野建築研究所

講師：谷口

６．趣味：ゴルフ 健康法：嫌なことは忘れる
７．大谷翔平選手のＭＶＰ受賞
８．虎のごとく勇猛果敢に

２．昭和49年8月25日
３．建築設計事務所（建築の設計及び工事監理業務等）
４．忍者や芭蕉を始めとする世界に通用する多くの文化芸術的コンテンツ
５．
「take it easy」
６．健康的な事は特にしていませんが一日一回10分程度
の簡単なエクササイズを行えるよう努めています。
７．良くも悪くも東京オリンピック。開会式でドラゴン
クエストの序曲が流れてきたときは感動しました。
８．今年も健康に気を付け、お客様に喜んで

頂けるよう全力で頑張りたいと思います。

真由美様（法学者）
令和４年１月22日㈯

新春講演会を、
（公財）
日本電信電話ユーザ協会との共催で上野フレックスホテルに於いて開催し70名の方にご
参加いただきました。コロナ禍の感染症拡大防止にも配慮しながら、法学者の谷口真由美様をお迎えし、「誰も
が自分らしく、生きられる社会に向けて」と題してご講演をいただきました。
父が近鉄ラグビー部コーチ、母が寮母で、近鉄花園ラグビー場内で育ち、子供のころ普段は屈強な男性が辛い
事を言えず陰で苦しんでいる姿に触れた事から男性の生きづらさをみてきたといい、また、女性はいろんな問題
を抱え込みがちで、特にこのコロナ禍で行き場をなくして
おり、女性の大変さに気が付いたと話されました。どうし
ても気が合わず嫌いな人は誰にでもいるが、
「人によって
感じ方が違う、自分の物差しで見てはいけない、嫌いは嫌
いで良いが、嫌な人も差別したらあかん、相手も人間やか
らいけずしたらあかん」と述べられました。また、多様化
が進む中自分らしく生きるためには少数者を思いやること
が必要であるとも述べられました。
今回は、
誰もが自分らしく生きるために、大阪のおばちゃ
ん目線で問題定義し鋭くつっこみ、わかりやすくご講演い
ただきました。
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令和４年度予算要望及び政策提言
令和３年12月16日
（木）、伊賀市及び
伊賀市議会へ「令和４年度予算要望及
び政策提言」を提出いたしました。地
域経済の担い手である中小企業及び小
規模事業者が、持続・発展することが
可能となる様、産業振興施策の強化及
び拡充を、下記の通り要望しました。

市長様への要望

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
◦小規模な工業用地隣接地への工場等の立地については、
工場適地、
工業系用途で許可された用地の内、５ha以上となる一団の工業
用地の面積要件の緩和
◦幹線道路地区の内、名阪国道インターより１kmの範囲内を２km
の範囲内に拡大し、優遇税制を適用
◦地域間競争を考慮した市外からの企業進出に有利となる土地利用
計画の見直し促進
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
③伊賀市産業振興条例の制定
行政、地域経済団体、事業者などが一体となり、持続可能な地域経済の成
長発展を目指すための条例の制定促進
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、市内企業の就労者のための住宅支
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、及び「伊賀市にぎわい忍者回廊整
備事業」を見据えた第三期計画策定
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
◦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マップの作成やスマートフォンを活用した案内プ
ログラムの導入など受け入れ環境の整備
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を活用した「忍者モニュメント」設置の早期実現
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、及び専任職員の確保
⑺遠足・修学旅行等の教育旅行での昼食等、受け入れ場所の提供
⑻名阪上野ドライブインに代わる新たな物販拠点の設置
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市議会議長様への要望

３

社会基盤の整備及び維持管理
⑴社会基盤の整備
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及びサービスエリア機能の再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、中長期的な視点での計画へ
の位置付け
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、重要物流道路の指定
③リニア中央新幹線の建設を見据え、車両基地の誘致及び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
◦今後のカーボンニュートラル社会を見据え、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
⑸国県市道の維持管理
◦年々、車道、歩道沿いの路肩の除草作業が縮小している様に思われる。適時、
定期的な維持管理の実施

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コロナ禍の影響で民間工事が減少、公共工事の発注件数の引き上げによる業
界への支援強化
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
③公共工事・設計の発注予定について、月単位の年間スケジュール等の事前公開
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、特に新服
部橋の河床掘削の早期実施
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

ポストコロナを見据えた中小企業・小規模企業への継続支援及び状況に応じ
た消費喚起
⑴事業継続応援給付金制度などの継続・拡充
⑵金融支援制度の継続・拡充
◦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
⑷飲食・酒類・宿泊・交通・イベント・観光等、コロナの影響を大きく受けた業
種に対して、その営業規模に応じた支援策の創設
⑸ポストコロナにおいて、幅広い事業者を対象とした消費意欲を喚起する施策の実施

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コロナ対策を行って収入が減少しているイベントやエンターテイメント型の事業者
への補助
⑵コロナ禍での活動自粛等により会場の貸し出しを行えない施設への補助制度創設

リニア中央新幹線東京・大阪間の
早期全線開業に関する要望
～一日も早い全線開業の実現を目指して〜

三重県商工会議所連合会

リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会（会長：一見勝之三重県知事）は、三重県商工会議所連合会 種
橋潤治会長（四日市商工会議所会頭）、岩佐憲治副会長（亀山商工会議所会頭）とともに、令和３年12月13日（月）、
東海旅客鉄道株式会社（JR東海㈱）東京本社へ、リニア中央新幹線東京・大阪間の早期全線開業に向けた要望
を行いました。
東海旅客鉄道株式会社（JR東海㈱）は、金子代表取締役社長、宇野代表取締役副社長、水野取締役専務執行
役員中央新幹線推進本部長、澤田執行役員中央新幹線推進本部副本部長の４名に対応していただきました。
一見知事より要望書を説明すると共に、リニアのアセスの早期着手と一日も早い開業をお願いし、種橋会長か
らはJR四日市駅から四日市港への人の流れの仕掛けに関してや、岩佐副会長からは亀山駅前の再開発の状況や
複線電化への協力など発言しました。
要望の概要は、以下の通り。
１．一日も早い全線開業の実現に向け、まずは東京・名古屋間については、工事実施計画に基づき着実に事業
を進め、早期整備を図ること。特に、未着工区間については、国、JR東海及び関係者による協議を迅速
に進め、早期着手を図ること。また、名古屋・大阪間については、2045年から８年前倒しの2037年開業が
確実なものとなるよう、工事の早期着工を図ること。
２．名古屋・大阪間のルートは、南海トラフ地震などの災害リスクへの備えとするため、東海道新幹線のリダ
ンダンシー機能を備えた三重・奈良・大阪ルートとし、県内の停車駅位置は、鉄道や高速道路によるアク
セス利便性等を十分に勘案し、リニア中央新幹線の整備効果を県内全域に波及できる場所とすること。
３．駅周辺の魅力あるまちづくりに向けた具体的な検討など、事業促進に向けた環境整備を着実に図ることが
できるよう、環境影響評価の手続に速やかに着手するな
ど三重県内の概略ルート及び駅位置の早期公表に向けた
準備を連携、協力して進めること。
４．
技術開発等による大幅なコストダウンに努めるとともに、
東京・名古屋間の工事等を検証し、今後の円滑な事業実
施につながる事前の対策を講じるなど、一日も早い全線
開業のための方策を引き続き検討すること。
５．リニア中央新幹線の推進にあたっては、東京・名古屋間
の工事状況等を踏まえながら、沿線地域として円滑な環
境影響評価等の実施に役立つよう、引き続き関係者によ
る意見交換等の機会を定期的に設けるなど、緊密な協力
関係の構築に努めること。
左から種橋会長、一見知事、金子社長、岩佐副会長

「令和３年度名神名阪連絡道路建設促進大会」が開催されました
滋賀県東近江地域と三重県伊賀地域を結ぶ「令和３年度名神名阪連絡道路建設促
進大会」が、１月13日びわ湖大津プリンスホテルで開催されました。
当日は期成同盟会を構成する、滋賀県６市町と三重県２市の市長や町長、議員、
経済界の代表者、来賓として滋賀三重両県選出の衆議院議員、知事並びに国土交通
省関係者など、約160名が出席しました。当所からは田山会頭、尾登専務、三山交
通運輸部会長が出席しました。
「名神名阪連絡道路」は、滋賀県の名神高速八日市IC付近と三重県の名阪国道上
柘植IC付近を結ぶもので、昨年国の新広域道路交通計画に「高規格道路」として
位置づけされています。
大会では、調査費の重点的な配分と、道路構造・整備手法の検討に向けたさらな
る支援、全区間の「重要物流道路」の候補路線の指定などの要望が決議され、期成
同盟会会長である甲賀市長より国土交通省近畿地方整備局長へ手渡されました。
要望書を手にする大会関係者
上野商工会議所ニュース
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会議所の動き
交通運輸部会 視察研修「近鉄 新型名阪特急「ひのとり」の乗車」 令和３年12月８日㈬
交通運輸部会の視察研修を開催し、11事業所12名の
方にご参加いただきました。今回は近畿日本鉄道（株）
様のご協力のもと、近鉄 新型名阪特急「ひのとり」
の乗車を計画致しました。
「ひのとり」は、「くつろぎのアップグレード」をコ
ンセプトとし、お客さまにより快適にご乗車いただけ
るよう、日本で初めて全席にバックシェルを設置する
など、車内の居住性を従来より大幅アップさせた車両
となっており、
その全てを体感することができました。
参加者の皆様には、今後の事業にとって大変有意義
な視察研修となりました。

近鉄 名古屋駅にて

「インボイス制度の概要と電子インボイス導入に向けた実務対応」講習会・個別相談会 令和３年12月13日㈪
インボイス制度の概要と電子インボイス導入に向け
た実務対応の為の講習会を上野商工会議所ホールに於

講師の星

叡様

工業部会 『セミナー』開催

いて開催いたしました。
講師に、税理士法人トリプル・ウイン顧問・税理
士・行政書士の星 叡様をお招きし、2023年10月から
始まるインボイス制度について、インボイス方式の概
要から実務上対応のポイントに加え、電子インボイス
導入による事務負担の軽減・実務効率化についてご講
義いただきました。
当日は、当所会員事業所を中心に約15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。

１月18日㈫

工業部会主催のセミナーを上野商工会議所ホールに
て開催しました。今回は『開発力で脱炭素社会に貢献』

セミナーの様子

をテーマに、講師として株式会社安永より、技術本部
本部長の稲田稔様をお迎えしご講演いただきました。
電気自動車（EV）や自動運転技術の開発が進められ
るなど「100年に１度の大変革期」とも呼ばれる自動
車業界を取り巻く昨今の情勢について、また排熱を利
用し工場におけるエネルギー消費を抑制するシステム
作りなど、技術開発を通して温室効果ガス削減を目指
した取り組み事例についてご紹介いただきました。参
加者からは「他業界の話をお聞き出来て大変興味深い
内容だった」「カーボンニュートラルに向けての会社
の活動について参考になった」等の声を頂戴し、有意
義なセミナーとなりました。

業務部
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女性会だより フラワーアレンジメント教室を開催
女性会親睦事業として「フラワーアレンジメント教
室」を開催しました。
フラワーブティックこさかの佐藤直美さんを講師に

華やかなお正月用フラワーアレンジが仕上がりました

令和３年12月28日㈫

おむかえし、お正月用のフラワーアレンジを教えてい
ただきました。コロナ禍において、女性会の事業も活
動自粛が続いている中、せめて新年に華やかにお花を
飾ってご家族で心豊かに一年を迎えていただきたいと
いう思いから、感染拡大防止対策を講じ集いました。
先生より１本１本のお花について丁寧に説明してい
ただきながら、アレンジを順序良く仕上げていきまし
た。皆が同じ花材を使っていながら、それぞれ個性の
感じられるお正月用の素敵な作品が出来上がりまし
た。短時間ではありましたが、皆の顔を見ながら同じ
作業を楽しんで行い、心が温かく満たされる時間を過
ごすことができました。
講師のフラワーブティックこさか様、年末のお忙しい
中ご参加くださいました皆様ありがとうございました。

青年部だより 12月例会「オンライン交流会～あきらめず、妥協せず、勇気をもって～」開催
令和３年最後の例会として完全リモート形式の親睦
交流事業「オンライン交流会～あきらめず、妥協せず、
勇気をもって～」を開催しました。
参加者全員でこの約２年間の活動の振り返りを行
い、その後に令和４年度、５年度の体制発表を行い次
年度の役員から決意を述べていただきました。
さらに、当日はゲストとして松本誠太先輩（青年部
第14代会長）にもご出演いただき、YEGのススメと
いう内容で、在籍当時どういった思いで活動されてい
たかをお話しいただきました。我々が忘れかけていた
YEG活動への思いを再認識させていただいた例会と
なりました。

令和３年12月８日㈬

オンラインでも心を一つに、乾杯！

１月例会「令和４年上野商工会議所青年部新年会」開催 １月13日㈭
「令和４年上野商工会議所青年部新年会」を開催し
ました。開催に先立ち上野天神宮に正式参拝し心新た
に新年を迎えました。新年会には来賓に伊賀市長 岡
本栄様、伊賀市議会議長 市川岳人様、田山雅敏会頭
をはじめとする上野商工会議所役員の皆様、また藤室
伸一青年部OB会々長にご出席頂き年始のお言葉を頂

戴致しました。コロナウイルス感染防止の観点から開
催時間の短縮と懇親会の開催を断念しましたが、コロ
ナ禍だからこそ創意工夫を凝らし、地域活性化のため
に青年経済人として本年も積極的に活動してまいりま
すので、益々のご支援、ご協力の程よろしくお願い申
し上げます。

上野天神宮にて

挨拶する西出会長
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

新型コロナウイルス対策への支援情報

事業復活支援金のご案内

2022年３月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、
固定費負担の支援として、５か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。
◦申請期間：2022年１月31日（月）
〜５月31日（火）
◦対象者：新型コロナの影響で、2021年11月～ 2022年３月のいずれかの月の売上高が、2018年11月～ 2021
年３月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、50%以上または30% ～ 50%減少した事業者
（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）
◦給付額：
【算出式】 給付額＝
（基準期間 の売上高）−（対象月 の売上高）×５
※１ 「2018年11月～ 2019年３月」「2019年11月～ 2020年３月」「2020年11月～ 2021年３月」のいずれか
の期間（対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月（基準月）を含む期間であること）
※２ 2021年11月～ 2022年３月のいずれかの月（基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上
50%未満減少した月であること）
【上限額】
※１

売上高減少率

個人

▲ 50％以上

50 万円

※２

法人
年間売上高 １億円以下 年間売上高 １億円〜５億円 年間売上高 ５億円超

▲ 30％〜 50％ 30 万円

※

※

※

100 万円

150 万円

250 万円

60 万円

90 万円

150 万円

※基準月（2018年11月〜2021年３月の間で売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高
◦申請方法：登録確認機関による事前確認の後、申請用の WEB ページから申請いただけます。上野商工会
議所では、会員事業所に限り事前確認の受付を実施いたします。一時支援金又は月次支援金の
既受給者は、改めての事前確認は不要です。
★本制度の最新情報については、事業復活支援金事務局ホームページをご確認ください。
URL：https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

三重県中小企業支援ネットワーク推進事業対応事業

新型コロナウイルス感染症対応

経営個別相談会

事前予約制

各種制度の猶予があるこの期間に、次の一手を一緒に考えてみませんか？
目

的 「新型コロナウイルス感染症対応資金」「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等を利用されている方
など、この時期を好機と捉え、事業を発展的に継続できるよう支援を行います
日
時 2022年３月２日
（水） 10：00 ～ 12：00
場
所 上野商工会議所 セミナールームB（伊賀市上野丸之内500 ☎︎0595-21-0527）
相談無料
対
象 ◦中小企業・小規模事業者の方
◦「新型コロナウイルス感染症対応資金」、
「新型コロナウイルス感染症特別
秘密厳守
貸付」等を利用されている方
相談内容 資金繰りの改善を図りたい、補助金をはじめとした支援制度の情報を得たい、
事業再構築に取組みたい等
応 対 者 三重県中小企業支援ネットワーク推進事業事務局 コーディネーター
三重県産業支援センター 三重県よろず支援拠点 コーディネーター
※相談内容により担当者が変更になる場合があります
※相談をご希望の方は、折込チラシの申込書にてお申し込みください。
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伊賀連携フィールド2021年度

『忍者学講義』に続き、2022年2月21日発売予定！

新刊『忍者学研究』
三重大学国際忍者研究センター（著）
，山田
発行：中央公論新社

雄司（編集）

1,760円（税込）

どんな修行をしていたのか、使っていた忍術の秘密とは……？
世界が注目する忍者の歴史と実態に、三重大学の研究者たちが迫る！

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。この「センター
だより」を書いていて嬉しいな、と思うのが、地元
のお店や企業の方に、「読んでるで」とお声をいた
だいた時です。高尾先生と私で順番に書いているの
ですが、私はヘンテコなことを書いていることが多
く、ふざけているのかと思われる方もいるかもしれ
ないので、
勝手に名誉挽回させてください。ずばり、
このページの上をご覧ください。読売新聞に連載の
『三重大発！忍び学でござる』の単行本、『忍者学講
義』の続編にあたる、『忍者学研究』が今月発売予
定でございます。この私めの拙文も掲載されており
ます。語弊はありますが、ちゃんと研究したことを

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

41の巻

書いています。じゃあここ
でも書けよと思われるかも
しれませんが、言い訳させ
てください。私、前職は地
元の某企業に勤めていたの
で す が、 休 憩 中 や 夜 勤 の
ほっと一息つくときによく
読んでいたのがこの『商工
会議所ニュース』でした。
ですので、ほっと一息つける文章をここでは書かせ
ていただいているのです。以上、ずばり、新刊の宣
伝と言い訳でございました。

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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会員 ひろば
お菓子司

掲載事業所募集中！
！
あなたの会社やお店をPR致します！
！

伊賀市上野車坂町753-3 TEL 0595-21-2866
営業時間 9：00 ～ 18：00 定休日 日・月曜日

くらさか風月堂

こんにちは。くらさか風月堂です。家族だけで営む和菓子屋です。一昨年創業100年を迎えましたがコロナ禍
でなにもできず過ぎてしまいました。また平穏に過ごせる
日が来たらお祝いイベントが出来たらなと思います。
そんなコロナでさまざまな事に制限される生活の中、お
菓子が少しの楽しみになればと考えて販売を始めた収束を
待つおやつという意味合いを込めた『しゅうまつのおやつ』
は季節を表現し彩りよく小箱に詰め込んだお菓子で ４月
で早くも２年になります。
掛け紙は中に入っているお菓子がぬりえになっていて、
ぬって持ってきていただくとお菓子ひとつと交換させてい
ただいています。帰ってきたぬりえを見てはホッと和ませ
てもらっています。
また、
『伊賀上野まち百貨店』に参加させていただいて
います。お菓子もそうですがいつもより少し特別な一日を
と考えて『くらさか風月堂＋１』として店内に作り手さん
をお迎えし、普段と違う雰囲気を楽しんでいただけるよう
に工夫しながら取り組んでいます。ものづくりの良さやこ
だわりを伝えられる場所になればいいなと考えています。
まだまだ不安な日々が続きそうですがこれからもお菓子
を通して心和む団欒のひとときを作らせていただけるよう
努力していきたいと思います。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和３年12月末会員数

組織率

2,618件

1,491件（内特別会員99件）

53.17%

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

栄えある受賞おめでとうございます

第39回優秀経営者顕彰 地域社会貢献者賞
中外医薬生産㈱代表取締役社長

田山

雅敏氏

中外医薬生産㈱代表取締役社長 田山雅敏氏（上野商工会議所会頭）
が、ものづくり関連の優れた中堅・中小企業経営者を表彰する「第39回
優秀経営者顕彰」（日刊工業新聞社主催）の地域社会貢献者賞を受賞さ
れました。
貴社では、コロナ禍を機に2020年春にアルコール消毒液製造に参入。
同年11月に三重県と優先供給協定を結び、地域に必要とされる企業の範
を示した功績が評価されました。おめでとうございます。

決算・申告実務研修会の日程について
法人企業経営者・経理担当者の方を対象に、法人
税、消費税等の誤りやすい事例をはじめ実務に役立
つ情報を分かりやすく説明します。
日 時 ３月７日
（月） 14：00 ～ 16：00（予定）
会 場 ハイトピア伊賀３階 ホールA・B
〒518-0873 伊賀市上野丸之内500
内 容 「わかりやすい会社の決算・申告の実務」について

「風通しの良い職場づくり」
お互いに意見や思いを過不足なく伝えられる、立場の垣
根なく安心できるやりとりができることが、業務のスムー
ズな遂行とモチベ―チョンアップにつながることは言うま
でもありません。しかし、会社組織は、上下関係で構成さ
れており、指示命令系統で動きます。すると伝達は上から
下への一方向に偏りがちです。ここで、強く言うとパワハ
ラなどの問題になるのではと憂慮して、曖昧などちらとも
取れるような言い方をしてしまうことがあります。指示命
令を遠慮する必要はありません。具体的にはっきりと誰で
も分かるように率直に伝えなければ、受けた方は迷ってし
まいます。しかし、配慮は必要です。やるべきことを伝え
た上で、何かあれば話してもらえるようにフォロー体制が
あることを同時に示すことです。「○○が難しいようなら相
談して」
「分かりにくければ補足します」などのひと言を添
えられるといいですね。もちろん、言葉だけでなく、相手
が話しやすいような態度を同時に示すことも必要です。
よくコミュニケーションは、キャッチボールに例えられ
ます。意向を受け止めつつ、相手に伝えるという繰り返し
をイメージできるからです。ところが、このやりとりが、
跳ね返すやりとりのラリーになっていることも多いのです。
相手の言ってきたことをしっかりと受け止めないまま、対
応するとトラブルになりやすいので注意しましょう。また、
キャッチボールは、お互いの姿がきちんと見えているフラッ

講 師
受講料

上野税務署 法人課税部門 担当官
法人会、上野商工会議所、名張商工会議所、
伊賀市商工会の会員の方は無料
その他の方は、2,000円
事前に申し込みが必要です。
申込先 （一社）伊賀法人会
☎︎24-5774 FAX24-5796

トな場所で行うことをイメージすることが多いと思います。
しかし、組織は縦割りなので、平らな状態でのやりとりは、
ほぼありません。キャッチボールは、１階と２階、もしくは、
もっと高い位置から行われているわけです。下からは相手
の位置がよく見えなかったりするので、ボールを投げ上げ
るためには、エネルギーもコントロールも必要です。また、
上から、強く投げつけたり、取りにくい場所に投げたりす
れば、下にいる相手は受け止めることさえできず、気持ち
が疲弊していきます。リーダーの方々はぜひ、このキャッ
チボールの図式を意識していただき、上からのボールをど
のように投げたらよいのかを念頭に関わり方を意識してい
きましょう。お互いの意思疎通ができ、信頼関係が構築で
きてさえいれば、ささいなことでトラブルやパワハラ問題
に発展することはまずありません。
日本メンタルアップ支援機構 代表理事 大野 萌子
◇大野 萌子／おおの・もえこ
法政大学卒。一般社団法人日本メンタル
アップ支援機構（メンタルアップマネー
ジャ資格認定機関）代表理事、産業カウン
セラー、２級キャリアコンサルティング技能士。企業内
健康管理室カウンセラーとしての長年の現場経験を生か
した、人間関係改善に必須のコミュニケーション、スト
レスマネジメントなどの分野を得意とする。現在は防衛
省、文部科学省などの官公庁をはじめ、大手企業、大学、
医療機関などで年間120件以上の講演・研修を行い、机
上の空論ではない「生きたメンタルヘルス対策」を提供
している。著書に『よけいなひと言を好かれるセリフに
変える言いかえ図鑑』
（サンマーク出版）ほか多数。
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感染防止対策に
努めましょう
５つの場面に注意
感染リスクが高まるとされる次の「５つの
場面」と、その後の自身の体調や行動に注
意してください。
１．飲酒を伴う懇親会等
２．大人数や長時間に及ぶ飲食
３．マスクなしでの会話
４．狭い空間での共同生活
５．休憩室、喫煙所、更衣室等

募

②
③
④
⑤

鎌倉殿の13人

前編

（三谷幸喜 NHKドラマ制作班・NHK出版・1,210円）

伊賀百筆

VOL.31

（北出楯夫・伊賀百筆編集委員会・1,500円）

伊賀学検定370問ドリル
（伊賀学検定実施委員会・上野商工会議所・1,100円）

メシアの法
（大川隆法・幸福の科学出版・2,200円）

今を生きるあなたへ
（瀬戸内寂聴・SBクリエイティブ・990円）
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項

商工会議所一般業務
学校教育法による大学・短大を卒業または、令和４年３月末まで
に卒業見込みの人
もしくは、上記の学歴等の要件を有し、民間企業等において実務
経験を有する人。
年
齢 平成４年４月２日以降に生まれた人
採用予定人数 若干名
試 験 日 ⃝第１次試験 ２月19日㈯（書類選考の上別途通知致します）
一般教養試験・適正検査・作文
⃝第２次試験 ３月上旬 面接
待
遇 給与及び勤務条件は、上野商工会議所規程に定めるところによります。
受付期間 ⃝令和４年１月17日㈪～２月14日㈪までの午前８時30分から午後５時
（土・日・祝日を除く）
⃝郵送の場合は、必ず簡易書留とし、２月14日㈪の消印有効とします。
応募方法 履歴書（写真添付）に必要事項を記入の上、卒業見込み証明書ま
たは、卒業証明書、成績証明書を添えて上野商工会議所まで提出
して下さい。（履歴書の返却は致しません）
そ の 他 採用予定日は、令和４年４月１日です。採用内定後、職務遂行に
必要な健康状態にあるか否かについての検査のため、医療機関等
において検査した診断書の提出を求めます。

28 24 17

28 27 26 24 22

21 20 17 16 15 14 10

17

今月のおすすめの１冊
『伊賀の人・松尾芭蕉』

北村純一著

文藝春秋

定価935円（税込）

タイトルに、にんまりします。
「伊賀」と「松尾芭蕉」、
この文言を組み合わせたタイトルは、本の一般流通史
上初めてではないでしょうか。
著者の北村純一さんは、伊賀市出身名張市在住の伊
賀のひと。日本ペンクラブの会員で本著は5作目にな
ります。
「伊賀のひと」が書く「伊賀の人松尾芭蕉」
。生涯の
大半を旅に費やした俳諧の神様は、決
して浮世離れした人物ではなかった。
いかに煩悩と戦い理想に生きたか。
子供のころから「芭蕉さん」と親し
みを込めて呼んできた伊賀びとの視
点で、松尾芭蕉の人間味に迫ります。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

２・３ 月 主 な 事 務 局 行 事

①

提供 岡森書店 白鳳店

要

職
種
応募資格

（コミック・文庫除く）
令和４年１月期

集

２月
４日・市長と会頭との懇談会
・確定申告打合せ会
・市民夏のにぎわいフェスタ実施委員会
５日・伊賀上野まち百貨店
９日・県連専務理事会議
・正副会頭会議
・伊賀市商工会との懇談会
日・青年部例会
日・伊賀学ジュニア検定（上野西小学校 ４年２組・３組）
・生活習慣病健診
日・指導員会議
・記帳継続指導相談会
日・上野天神祭地域振興運営委員会
・青年部三役会・役員会
日・ 伊賀学ジュニア検定（上野西小学校４年１組／島ケ原小学校）
・総務財政委員会
日・第 回伊賀学検定
日・交通運輸部会役員会
・令和３年度「第２回中小企業支援機関等連携会議」
・２０２２春季生活闘争取組に基づく要請
日・県連令和３年度第２回通常会員総会
日・正副会頭会議
日・日本商工会議所青年部全国大会（高松市）
日・第１６０回日商簿記検定試験
日・異業種交流懇談会

ベストセラー紹介

（採用予定日 令和４年４月１日）

３月
１日・三重大学伊賀連携フィールド運営委員会
２日・常議員会
・ 新型コロナウイルス経営個別相談会（三重県中小企業支援ネットワーク推進事業）
４日・ＷＥＢ版合同企業説明会
８日・県連専務理事会議
日・社会文化部会役員会
日・通常議員総会
日・異業種交流懇談会

社会保険相談会

日
日

18 18

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

２月２日・
３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

令和３年度上野商工会議所職員採用試験

