新たな事業に果敢にチャレンジ！
〜通常議員総会を開催〜
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去る 月 日︵水︶︑亀山商工会議
所通常議員総会を亀山商工会館 階
ホールで開催し︑左記の 議案につ
いて協議をしました︒
一︑﹁平成 年度事業報告並びに一
般会計・特別会計収支決算承認につ
いて﹂
二︑﹁平成 年度一般会計・特別会
計収支補正予算︵案︶
について﹂
冒頭︑挨拶に立った岩佐会頭は
﹁我が国経済は︑輸出環境の改善や
経済対策︑金融政策の効果を背景に︑
景気は緩やかに持ち直し傾向にある
中︑依然として︑当地域の中小・小
規模企業の景況感は未だ改善されて
おらず︑このような状況の中︑当所

決されました︒
では︑本年 月に国の経営革新等を
議案第 号においては︑本年
行なう認定支援機関の認定を受け︑
度︑新たに取り組む事業活動等に
中小・小規模企業の更なる経営支援
伴う一般会計収支補正予算額が
と共に︑カメヤマ創業アシスト創設
７ ４ ︑５ ０ ０ 千 円 ︑ ま た 中 小 企 業
による創
相談所の特別会計補正予算額が
業支援や
３８︑２００千円の状況が説明され︑
東海道浪
原案通り満場一致承認可決されまし
漫ちっく
た︒
街 道︵ 仮
称 ︶と 称
︻記念講演︼
しての観
演題 東｢海道かめやまの
光開発事
街道観光について ｣
業︑食を
講師 観光・地域プランナー
テーマに
菅原由美子氏
したサー
議員総会に続いて開催された︑記
ビス産業
念講演会では︑東海道の三宿を有す
の経営革新支援など︑新たな事業活
る亀山の貴重な歴史資産を再認識し︑
動に積極果敢にチャレンジし︑地域
百年を見据えた観光地域づくりを進
の事業者の元気を取り戻し︑地域経
めていくべきと講師から貴重なご意
済を再生するために活躍していく必
要があり︑役員・議員各位のご支援︑ 見をいただき︑出席議員全員︑熱心
に講演を聴講しました︒
ご協力のもと︑商工会議所が一丸と
記念講演会終了後︑議員懇談会を
なって前進して参りたい﹂と述べま
開催し︑出席議員は相互の情報交換
した︒
と親睦を深
続いて︑議案第 号の議事に入り︑
め︑盛会裡
平成 年度事業報告ではリニア建設
のうちに終
促進や地域インフラ整備の要望︑地
了しました︒
域活性化のための諸事業の状況︑中
小・小規模企業への経営支援事業の
概要説明に続き︑平成 年度の一般
会計収支決算額は７７︑０３８千円︑
また︑中小企業相談所特別会計の決
算 額 は ４ １ ︑１ １ １ 千 円 の 状 況 が
報告され︑原案通り満場一致承認可
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〜ご当地ラーメン企画〜
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画の概要と今後のスケジュールなど
について説明をいただき︑質疑応答
の時間を設けた際には︑事業者から
多数の質問があり取り組みにかける
熱意を感じました︒
また今後︑会員の皆様で是非この
機会に﹁ご当地ラーメン﹂を応援し︑
地域を盛り上げていきたいとお考え
の事業者や︑ご興味・意欲のある方
は別紙折込みのサポーター申込書に
必要事項をご記入いただき申込みく
ださい︒
今後は左記の日程で本事業に取り
組んでまいりますので︑奮って申込
くださいますようお願いします︒

決起集会︵全体︶
平成 年７月中旬
亀山商工会館にて
試食会・イベント参加など
平成 年７月〜 月中旬

25

25

かめやまラーメン
︵仮称︶
スタート

10

﹁地域の歴史と道﹂を結びつける

進地︵競合地︶の視察や﹁おもてな
しセミナー﹂などの開催も視野にい
れ活動してまいります︒
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全国各地には広く知られた﹃ご当
地ラーメン﹄がありますが︑三重県
には地域独自の﹁ソウルフード﹂的
ラーメン文化や地域をあげて応援し
盛り上げていくような︑﹃ご当地
ラーメン﹄がありません︒
このような状況の中︑三重県農林
水産部フードイノベーション課から
のお話をいただき︑当所では︑みえ
の商品シリーズとして︑ぐるなびの
企画である﹁地域活性化プラン関連
商品﹂事業の一環で︑﹃ご当地ラー
メン﹄の研究開発と併せ︑﹃ご当地
ラーメングランプリ﹄︵期間 平成
年７月〜 月中旬︵予定︶︶
に参加
しながら︑市内でご当地ラーメンづ
くりに取り組んでまいります︒
地域経済活性化を目指す当所とし
ましても︑その話題性と共にこの企
画にチャレンジされる事業所のＰＲ
などを通じ︑お店の売上向上や経営
改善︑更には地域の賑わい創出のた
め︑この三重県の﹁ご当地ラーメン﹂
企画を活用し︑かめやまラーメン
︵仮称︶の開発に着手することにな
りました︒
去る︑６月 日にかめやまラーメ
ン︵仮称︶開発事業説明会を開催し︑
当日は意欲のある 社の事業者の方
に参加いただきました︒
当日は︑三重県の担当者より本企
25

新事業スタート
今年度︑当所では﹃地域の STORY
︵ 歴 史 ︶と STREET
︵ 道 ︶を 結 び つ け
るヒストリーウォーキング﹄をテー
マに中小企業庁の﹃地域力活用新事
業∞全国展開プロジェクト﹄の採択
を受け事業がスタートしました︒
この事業は︑市内にある３つの街
道・３つの宿場や１００件を超える
国︑県︑市の指定文化財などの﹁歴
史﹂と︑古代より交通の要衝であり︑
歴史的な鉄道物が現在も活用される
﹁道﹂とを結びつけ︑市内全域を活
かした︑新たな観光ウォーキング
ルート策定を目的に調査研究を行い
ます︒
調査研究にあたり︑去る︑６月
日に第１回調査研究特別委員会が開
催されました︒委員会の冒頭では岩
佐会頭よりご挨拶をしてもらい︑委
員長である︑櫻井副会頭より事業概
要について説明してもらいました︒
また︑亀山市の観光について意見・
情報交換を行い︑委員会メンバーの
方からは︑﹁この事業を活かし亀山
の新たな観光アイテムになるように
していきたい﹂や︑﹁将来的には
マップなども作成し︑観光客を増や
したい﹂などの意見をいただきまし
た︒
今後の活動といたしましては︑先
24

また︑消費税転嫁対策事業で経営
税務よろず相談会を開催しました
戦略セミナーも開催する予定ですの
去る５月 日に︑税理士をお招き
で︑是非ご参加ください︒
して税務よろず相談会を開催しまし
た︒
消費税増税を控えている今︑少し
でも多くの事業所の方に相談の機会
をご提供するため︑当所では定期的
に個別相談会の開催を予定しており
ます︒これら相談会は消費税転嫁対
策事業の一環として開催するため︑
消費税に関するご相談がありました
ら︑この機会にご相談いただけたら
と思います︒特に消費税の税率の
引き上げに伴う経過措置の適用など︑
この時期から準備が必要な事項もあ
るため︑是非ご利用ください︒

当所は経営革新等支援機関の認定を
受けました
当所は︑去る平成 年４月 日付
けで昨年８月 日に施行された﹁中
小企業経営力強化支援法﹂に基づ
く国の経営革新等支援機関︵以下︑
﹁認定支援機関﹂という︶の認定を
受けました︒
このたび創設された本認定制度は︑
企業経営に関する専門的知識と︑支
援の実務経験を有する金融機関︑税
理士︑中小企業支援機関などを国が
経営革新等支援機関として認定する
ことにより︑経営分析や事業計画策
定など︑中小企業の各支援機関に対
する相談プロセスの円滑化を図るも
ので︑このたび成立した平成 年度
26

25

労働保険事務組合に
事務委託しませんか？

労働保険の加入手続きは
お済みですか？
労働保険は︑労災保険と雇用保険
の総称です︒従業員︵パート︑アル
バイトを含む︶を一人でも雇ってい
る場合は︑労働保険に加入しなけれ
ばなりません︒従業員や事業主の皆
様が安心して働ける職場づくりのた
め︑労働保険に加入してください︒

25

予算事業の各種助成金メニューなど
をはじめ︑新たな中小企業支援策を
活用したい場合︑認定支援機関の支
援が必須条件となっているものが多
いため︑当所にてその役割を担うべ
く︑まずは第一段として平成 年度
補正予算事業である第二創業︵事業
承継︶を含む創業補助金向けの対策
講座を︑去る６月６日 時 分より
亀山商工会館にて開催しました︒
なお︑亀山市内では︑当所の他︑
民間金融機関など︑他にも認定を受
けておられますので︑詳しくは各認
定支援機関にお問合せください︒
また︑経営革新等支援機関認定制
度の概要につきましては︑同封のパ
ンフレットをご覧ください︒

︵金融・保険・不動産・小売は 人︑
卸売業・サービス業は１００人︶以
下の事業主の方
︽こういう方にお勧め︾
・事務手続きがわからない
・ 人手不足で書類作成や届出等の事務
処理をする余裕がない
・労働保険の年度更新が難しい
・事業主および家族従事者も労働保
険に加入したい

13

!!

30

︽労働保険事務組合委託のメリット︾

当所では︑厚生労働大臣の認可を
① 煩雑な事務処理の手間を減らせる
受けて︑労働保険の事務組合として︑
②保険料を年３回で分納できる
労働保険に関する事務手続きの代行
③事業主が労災に加入できる
業務を行なっております︒
︻お問合せ先︼
︽事務委託対象事業主︾
亀山商工会議所 労働保険事務組合
常時使用する労働者が３００ 人
℡８２︲１３３１ 金谷 まで
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①消費税の増税ってどれくらい影響ある
の？
②そもそも消費税の納税額はどうやって計
算しているの？
③消費税の税率引き上げに伴う経過措置っ
て何？自分にも関係あるの？

〜個別相談会の相談内容の例〜

※個別相談会以外にも、今後開催を予定してい

る経営戦略セミナーでは売上アップを図る方法
や新商品開発や既存商品の見直しなど、今後の
難局を乗り切る方法を中心に講演を行います。

平成 年度中小商業
迎え︑過去に参加いただいた事業所
レベルアップ推進事業
の方も対象にした︑合同研修会も計
去る︑６月 日︵水︶︑亀山商工会
画しています︒
館２階ホールにて︑第１回研修会を
開催しました︒この事業は︑昨年よ
り開設しました︑﹃亀山あきないブ
ログ﹄や﹃個店のホームページ・ブ
ログ﹄などを活用し︑ネット環境で
の販促を中心に︑それぞれの店舗の
状況に応じた手法で新規顧客や来店
を高め︑個店の売り上げアップを目
的とした事業です︒研修会では︑各
店舗の現状や課題の情報交換を行い︑
今後は参加店舗の課題改善を中心に
行う予定です︒また︑中小商業レベ
ルアップ推進事業は本年で９年目を
25

25

26

夏季の源泉所得税の納付期日が迫っ
てきています！
夏季の源泉は７月 日︵水︶が納付
期日となっております︒納付期日を
１日でも過ぎますと不納付加算税と
して５％上乗せして納付しなくては
ならなくなり︑また大幅に期日を過
ぎますと延滞税も掛かってくる恐れ
がありますのでお早めに納付してく
ださい︒
税額の計算方法が分からない方や
何かご不明な点がある方は必要書類
を持参していただき︑当所までお越
しください︒職員が対応させていた
だきます︒また納付税額が﹁０﹂で
あっても納付書を税務署に提出して
いただく必要がありますのでご注意
ください︒

10

25

亀山商工会議所 中小企業相談所
℡８２︲ １３３１
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※源泉所得税を毎月納付している
事業主の方へ
給与等の支給人員が常時 人以下
の事業所で︑源泉所得税を毎月納付
している事業主の方は︑給与を支
払った月の翌月 日が納付期限と
なっていますが︑税務署に納期特例
を申請すると１月から６月分は７月
に︑７月から 月分は翌年１月に︑
と半年分ずつまとめて納付できるよ
うになります︒
毎月納付に手間がかかってお困り
の方はこちらをお勧めします︒

10

◇ 記事に関するお問合せやお申し込み
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25

26
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26
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談所コーナー

適正な消費税転嫁のための
顧客満足度セミナー

相

消費税の税率引上げに伴う経過処置
消費税転嫁対策事業の実施について
消費税の税率が８％になった場合︑
当所では︑平成 年度の消費税増
改正後の税率は適用開始日である平
税を見据え︑地域の中小・小規模事
成 年４月１日以降の資産の譲渡等
業者が消費税引き上げ分を円滑・適
︵ 売 上 等 ︶に 対 し て 原 則 と し て ８ ％
正に価格に転嫁できるよう支援する
の消費税がかかります︒
ため︑消費税転嫁対策事業を実施し
しかしながら︑適用開始日以後
ます︒
具体的には︑平成 年度において︑ に 行 わ れ る 資 産 の 譲 渡 等 の う ち 一
定のものについては︑改正前の税率
消費税増税に向けた経営コンサルタ
ントによる経営戦略セミナーを３回︑ ︵５％︶を 適 用 す る 経 過 処 置 が 講 じ
られているため︑経過処置のうち主
消費税について税理士をお招きして
なものをご紹介します︒
解説していただく解説セミナーを１
︽①請負工事等︾
回︑個別相談会を４回開催します︒
平成８年 月１日〜平成 年９月
開催日時及び内容等については改
日までの間に締結した工事︵製造
めて各セミナー・個別相談会のご案
含む︶に係る請負契約に基づき平成
内チラシを作成します︒消費税転嫁
年４月１日以後に課税資産の譲渡
対策事業の参加費は無料ですので︑
等が行われる場合における︑当該課
お気軽にご参加ください︒なお︑８
税資産の譲渡
月９日開催の﹁消費税増税対策セミ
︽②資産の貸付け︾
ナー﹂については別紙案内チラシを
平成８年 月１日〜平成 年９月
ご確認ください︒
日までの間に締結した資産の貸付
けに係る契約に基づき︑平成 年４
月１日前から同日以後引き続き貸付
けを行っている場合における平成
年４月１日以後に行う当該資産の貸
付け
︽③通信販売︾
通信販売の方法により商品を販売
する事業者が︑平成 年 月１日前
にその販売価格等の条件を提示し︑
又は提示する準備を完了した場合に
おいて︑平成 年４月１日前に申し
込みを受け︑提示した条件に従って
平成 年４月１日以後に行われる商
品の販売
12 月上旬

専門家派遣事業について
当所では︑小規模企業︵※︶の皆様
が抱える多様な経営を行うため︑津
商工会議所専門相談センターをキー
ステーションとして専門家派遣事業
を実施しています︒
同企業の多様な経営支援ニーズに
対し︑最適な専門家が相談に応じま
す︒
※小規模企業⁝常時使用する従業員
数 が 商 業 ・ サ ー ビ ス 業 で５ 人 以 下
︵その他の業種で 人以下︶の企業
をいう︒
◇支援対象企業︵小規模企業︶
①経営支援
経営法務︑税務 財
･ 務︑労務︑販売
促進︑店舗診断︑ＩＴ︑事業承継︑
その他経営全般等
②技術支援
工場診断︑省エネ対策︑ものづくり

◇ ご登録頂いている専門家︵会員のみ︶
弁護士 楠井嘉行 氏
司法書士 行･政書士 岡村光洋 氏
司法書士 行･政書士 鈴木尚文 氏
行政書士 橋本 堅 氏
☆なお︑同事業へのご登録をご検討
頂ける各分野の専門家の会員の方は︑
当所までご連絡賜りますようお願い
申し上げます︒
◇利用可能回数
原則︑５回までは無料とし︑６回
目以降については有料となります︒

適正な消費税転嫁のための
新商品開発セミナー

25

10 月上旬

26

30

26

消費税解説セミナー
〜消費税とは何か〜

9 月上中旬

20

講習会・セミナー開催予定

8月9日
（金）消費税増税対策セミナー

26

青年部通常会員総会等の報告
去る 月 日︵金︶ 時から亀山商
工会館にて通常会員総会が開催され︑
年度がスタートしました︒
古田新会長のスローガン﹃元気皆
伝〜価値ある﹁元気﹂を地域のため
に〜﹄を念頭
に置き︑地域
の輝ける﹁元
気﹂な未来へ
と繋がってい
くように活動
を行っていき
ます︒
通常総会後
には 月例会
を行い︑現在の青年部の連絡ツール
ともなっているエンジェルタッチや
当青年部ホームページやフェイス
ブックの事について担当委員会より
説明をしてもらいました︒

と意気込みを語ってくれました︒副
実行委員長は 実
｢ 行委員長を全力で
サポートを行い青年部メンバーが一
丸となって花火大会を盛り上げられ
るように頑張っていきたいと思いま
す︒ と｣語ってくれました︒
※花火当日は駐車場にも限りがあり
ますので︑公共交通機関をご利用
ください︒また︑お酒を飲まれる
方は運転しないでください︒
今 年 は 月 日 の日 曜 日 開 催 に
なりますのでご注意ください︒

○亀山めぐり唄 練習継続中
平成 年に予定している女性部設
立 周年式典に向けて亀山めぐり唄
の練習を継続しています︒
作詞をされた︑濱﨑収氏をお迎え

○通常会員総会
去る６月６日︵木︶︑女性部通常総
会を亀山商工会館２階ホールにて開
催し︑ 名が出席しました︒
通常総会では︑平成 年度事業報
告・決算︑並びに平成 年度事業計
画・予算︵案︶が協議され︑原案どお
り承認されました︒
その後︑昼食懇談会を開催し︑会
員相互の親睦を深めました︒

25

19

30

22

26
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25

19

30
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22

24

し︑振り付けをされた深津俊子先生
のＤＶＤを見ながら練習しています︒
練習を始めて約一年が経ち︑音楽や
振り付けにも徐々に慣れてきました︒
周年式典の際は︑女性部全員で︑
踊りたいと考えています︒
途中からのご参加でも︑大歓迎で
すので︑皆さまのご参加をお待ちし
ています︒

女性部
加藤・川北まで

○新入会員募集
亀山商工会議所女性部では︑新入
会員を募集しています︒
女性部の主な活動内容としては︑
観音山春まつりや亀山市関宿納涼花
火大会等へのバザー参画︑地域リー
ダーとしての﹁話し方セミナー﹂の
実施︑また︑東日本大震災被災地支
援として︑チャリティーバザーの開
催等を行っております︒
是非︑私達と一緒に交流を深めま
せんか︒

○葛葉太鼓 練習継続中
葛葉太鼓の練習も継続して行って
います︒
月に約３回︑厳しい中にも楽しく
練習しています︒
興味のある方は︑是非ご参加くだ
さい︒

30

︻お問合せ先︼
亀山商工会議所
℡８２︲１３３１
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青年部通信

1

第 回亀山市関宿納涼花火大会
今年で 回目を迎える亀山市の夏
の風物詩﹁亀山市関宿納涼花火大
会﹂を 月 日︵日︶ 時 分より鈴
鹿川河川敷の亀山市消防本部関消
防署西側グラウンドで開催します︒
︵雨天時は 日︵土︶ 日︵日︶にそれ
ぞれ順延︶
毎年当青年
部が手作りで
企画運営をし
ており︑実施
に向け︑近隣
住民や各関係
者への説明を
したり︑企業
に青年部メン
バーが訪問をして協賛金のお願いを
しています︒
今回︑全てを統括するのが実行委
員長の川﨑真也さん︑実行委員長を
支えるのが︑山川隆徳さん︑清水隆
啓さん︒板谷英治さんの 人の副実
行委員長です︒
実行委員長の川﨑さんは今回の花
火大会に関して 今
｢ 年は例年とは違
い︑日曜日開催になりますが︑ 人
でも多くのお客さんに満足して帰っ
て頂けるような花火大会にしたいと
考えています︒当日は是非会場に来
てもらって亀山市の夏の風物詩を堪
能して頂ければと思っています︒ ｣
22

8

25 24

㈱山西プレカット事業部亀山工場
（建設部会）
坪建
㈱宮坂工業
（観光サービス部会）
カフェ ウーノボーノ
一食堂
（庶業部会）
なのはな保育園
廣森貫氏土地家屋調査士事務所

白木町

木材加工

15

川合町

エクステリア業
能褒野町 足場工事業
関町新所 喫茶店
東御幸町 鶏焼肉店
川合町
西町

保育所
土地家屋調査士

会 員 紹 介

営業内容

トモ化 粧 品 店

所在地

﹃美肌づくりのお店トモです︒﹄電
話のキャッチフレーズです︒
今年で母が始めた商売もちょうど
年を迎えます︒２代目の私は︑お店に
戻って約 年が経ちました︒戻って来
た頃は﹁街に行きたい︒田舎商売では
何かが無理︒﹂と思い悩んだときもあ
りました︒でもここ数年で︑少しずつ
母が続けてきた苦労とやりがいを実感
し始め︑何よりも地域の方々︑お客様
のあたたかさにとても励まされていま
す︒

新入会員のご紹介

事業所名
（工業部会）

40

● ● ●

﹃若く・美しくを願う女性を全力で
応援します﹄をモットーに︑日々お客
様のお役に立てるよう頑張っていきた
いと思います︒

スケジュール

● ● ●

7月

3日
（水） 青年部役員会・記帳継続指導
9日
（火） 消費税個別相談会
10日
（水） 亀山市関宿納涼花火大会関係者団体打合せ会議・実行委員会
11日
（木） 地域活性化対策委員会・女性部役員会
18・25日
（木） 日本政策金融公庫出張相談会
19日
（金） 中小企業委員会
22日
（月） 青年部７月例会
（県連親睦ゴルフ大会）

8月
1日
（木） 三重県商工会議所連合会 通常会員総会
2日
（金） 法律相談会
7日
（水） 青年部役員会
9日
（金） 消費税増税対策セミナー
18日
（日） 亀山市関宿納涼花火大会
20日
（火） 金融部会
26日
（月） 交通運輸部会・工業部会
28日
（水） 女性部バザー

住
電

所
話

亀山市関町新所1868-4
0595-96-1633

会報誌への折込チラシ・広告掲載事業所を募集します ! 〜会員事業所限定サービス〜
○折込チラシ同封サービス

○広告掲載サービス

亀山商工会議所の会報誌｢かめやまWay｣(奇数月1日
発行)に、あなたのお店の商品やサービス等の掲載チラシ
を同封し、当所会員事業所及び関係団体約1,000件にお
届けするサービスです。

亀山商工会議所の会報誌｢かめやまWay｣(奇数月1日
発行)に、あなたのお店の広告を掲載します。
掲載料

配 布 先 当所会員事業所・関係団体 約1,000件
申込期限 発行前月の15日まで
納品期限 発行前月の20日まで

1回 A4判1枚

地元の事業者の強い味方

地域活性化連携ローン
「商工会議所・商工会」連携ローン

最高
５００万円

5,250円[1回]（税込） 26,250円[6回]（税込）
お問合せ ○亀山商工会議所 亀山市東御幸町39−8
TEL.0595−82−1331

10,500円（税込)

いつもあなたのとなりに…

縦6㎝×横9㎝（広報1/8ページ）
※1/4ページ枠もあります
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担保不要

第三者
保証人不要
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三重県信用保証協会
ホームページ http://www.kitaiseueno-shinkin.jp/

−6−

検索

