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謹賀新年
亀山商工会議所

﹁亀山ラーメン﹂
ご当地ラーメングランプリ２０１３

グランプリを獲得しました
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交通運輸部会 交通安全運動

開催日時
平成26年１月19日（日）
午後５時30分より
開催場所
タートルエースゴルフ倶楽部
（亀山市山下町1055）
詳細については、サポーター通
信やフェイスブックページにて
配信させていただきます

売上回復セミナー報告
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４ 相談所コーナー
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５ 青年部・女性部

亀山商工会議所

（関支所）
〒519-1111 亀山市関町新所 664
TEL 0595-96-0330 FAX 0595-96-2326

簿記検定・スケジュール

12

26

亀山大市に出店します

25

６ 会員紹介・就職セミナー
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昨年７月より取り組んでまいりま
会頭 岩佐 憲治
した、ご当地ラーメングランプリで
すが、皆様の絶大なるご支援・ご協
新年明けましておめでとうござい
力をいただき、昨年 月 日の結果
ます。輝かしい平成 年の新春を迎
発表を受け、見事、グランプリを獲
え、皆様方のご健勝を謹んでお慶び
申し上げます。
得することができました。
我が国経済は政府の金融・経済政
永きに渡り応援などいただき、本
策により、海外経済の持ち直しや円
当にありがとうございました。また、
高修正によりデフレ脱却への道筋が
今後も「亀山ラーメン」は、亀山市
見えはじめ、緩やかな回復局面を迎
民はもちろんのこと、広くたくさん
えております。
このような状況の中、当所では国
の方に知っていただけるよう取り組
の経営革新等認定支援機関として経
んでまいりますので、引き続き、ご
営支援の強化と共に、亀山創業アシ
支援・ご協力をいただきますよう、
ストによる創業者支援、東海道の観
よろしくお願いします。
光ルート開発事業や皆様に多くの応
援をいただきました、亀山ラーメン
︻
販
売店舗情報︼
会のご当地ラーメングランプリは、
㈱ 安 全（ 亀 山 ハ イ ウ ェ イ オ ア シ
昨年 月に発表があり、見事、グラ
・一竜 亀山店・
ンプリを獲得することができました。 ス館・道の駅 関宿）
うえだ食堂・川森食堂・㈲白熊 亀
これもひとえに皆様のご支援の賜
物であり、心より厚く御礼申し上げ
山本店・タートルエースゴルフ倶
ます。又、リニア中央新幹線の全線
楽部・中国名菜 しらかわ・㈲むか
同時開業と共に市内停車駅の設置や
い・名阪関ドライブイン レストラ
インフラ整備の促進についても、亀
ン関亭・ライオンズゴルフ倶楽部・
山市をはじめ関係機関と連携し全力
で取り組んでおります。
ローモンドカントリー倶楽部の 社
当所は本年も、「新たな事業に
で販売しています。
チャレンジし、会員企業の皆様と共
に前進する力強い商工会議所」とし
て、地域経済の振興発展に邁進いた
しますので、皆様の尚一層のご支援、
１ 月 日（ 土 ）、 日（日）に 開 催 さ
ご協力を賜りますようお願い申し上
れる「亀山大市」へ出店します。当
げます。
日は、１日３００食限定で販売を予
結びにあたり、本年が皆様にとり
定しておりますので、是非ご賞味く
まして、幸多き年となりますことを
ださい。
祈念し、新年の挨拶といたします。
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ご当地ラーメングランプリ2013 グランプリ獲得記念 報告会開催

招きし、当所役員・工業会会員と、
鈴木知事を囲んでの懇談会を開催し、
相互の交流と意見交換を行ないまし
た。

その後、県、市より所轄の道路を取
り巻く最近の話題や亀山地域と周辺
の道路状況についてそれぞれ説明を
いただきました。
引き続き行われた意見交換会では、
国道１号関バイパスと国道 号線の
整備の遅れについて、国道３０６号
線の渋滞緩和対策や３０６号線から
１号線へのアクセス改善、市街地へ
の交通誘導対策等について、参加者
より活発な意見が出されました。
今回の懇談会に先立ち、当所では、
事前に亀山市の道路整備に係る勉強
会を実施し、要望意見をまとめる等
の準備を進めてきました。
今後とも亀山地域と周辺の道路状
況改善に向けて意見要望を進めてま
いります。
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道路懇談会を開催

去る 月 日（水）亀山商工会館２
階ホールにて、道路懇談会を開催し
ました。
当日は、国土交通省、三重県、亀
山市の道路担当部署より 名に出席
いただき、当所からは、正副会頭、
委員長、部会長等 名が参加しまし
た。
主催者である岩佐会頭挨拶の後、
国土交通省中部地方整備局道路部
道路計画課 粂野課長より「道路を
取り巻く最近の話題」について説明。
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三重県知事経済講演会・
役員工業会懇談会
去る 月４日（水）亀山商工会館２
階ホールにて、三重県知事 鈴木英
敬様をお招きし、経済講演会を開催
しました。
当日は 名を超える皆様に参加い
ただき、「三重県経済の動向と今後
の亀山地域について」と題し、鈴木
知事よりご講演をいただきました。
鈴木知事からは、緩やかに回復す
る県内の経済動向と当市の東海道三
宿や能褒野の日本武尊御陵などの地
域資源の活用への期待と共に、三重
県と連携し地域経済を活性化させま
しょうとの応援コメントをいただき
ました。
終了後は、櫻井亀山市長・宮崎市
議会議長、長田三重県議会議員をお
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去 る 月 ６ 日（ 金 ） 当 所 観 光 サ ー
ビ ス ・ 商 業 部 会（ 部 会 長 伊 藤 淳 彦
氏 ・ 渡 邉 一 雄 氏 ）に よ る 合 同 視 察
見学会を開催し、 名が参加をしま
した。
当日は、亀山市まちなみ文化財室
室長 嶋村氏による案内のもと、鈴
鹿峠・片山神社・坂下宿などを散策
し、歴史的な背景等について説明を
いただきながらの散策に参加者から
は「大変有意義な見学会だった」や
「今まで知らなかった亀山のことを知
れて良かった」など大変好評でした 。

売上回復セミナー
（亀山経営革新塾）
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また、昼食はあんぜん文化村にて
ご当地ラーメングランプリでグラン
プリを獲得した「亀山ラーメン」を
堪能いただきました。
今回の視察見学会で学んでいただ
いたこと
を、自社
に戻られ
て今後の
営業や接
客に役立
てていた
だければ
と思いま
す。

セミナーを行い参加事業所は講師の
話を聞きながらメモを取っていまし
た。集団セミナー終了後は 月 日・
日に個別相談会を行い、集団セミ
ナーの内容で疑問に思うことや理解
しにくかったこと、他の受講者の
前ではなか
なか聞けな
かったこと
など、集団
セミナーよ
りさらに具
体的な相談
をすること
ができまし
た。
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観光サービス・商業部会
合同視察見学会を実施しました

当日は７つのブースを設け、各方
面の専門家が各々相談に応じました。
中には複数の相談プースを回る相
談者もみえ、解決の糸口をみつけ足
取り軽く会場を後にされました。

去る 月 日・ 日・ 日・ 日・
月 日・ 日に開催しました売上
回復セミナー（亀山経営革新塾）が
月 日の個別相談会で終了しました。
今回の講師は㈲ビジネスサポート
ファーム 代表取締役 松雪 文彦 様
をお招きし毎週火曜日 時 分～
時 分までの全６回（個別相談会含
む）のシリーズ型のセミナーを開催
し 事業所の申込みがありました。
内容は第 回目が景気の現況、自
社の強み、第 回目と 回目は新規
事業の立案手法及び展開手法、第
回目は現業との融合をテーマに集団
30

なんでも相談会を開催しました
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当所庶業部会
（部会長 中川 賢一氏）
では、毎年恒例の『なんでも相談
会 』 を 去 る 月 日（ 水 ） 亀 山 商 工
会館２階ホールにて開催しました。
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市民に安全運転を呼びかけ
交通運輸部会 開催

に参加いただ
きました。当
日は、亀山警
察署の臼井様
の安全講話を
聞いた後、昨
年度同様、㈱
亀山ショッピ
ングセンター
にて行いました。本年度もドライ
バーだけでなく、ショッピングセン
ターに訪れた、市民の方々にも「飲
酒運転根絶」と「ライト・オン運
動」のチラシを、黄色のタスキを肩
に掛けた、メンバーより手渡し、安
全運転を呼び掛けました。
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年末の交通安全県民運動期間（平
成 年 月 日～ 日）に合わせ、
当所交通運輸部会（部会長 本城 直
哉 氏）が、交通安全運動を開催し
ました。
当部会に
よる交通安
全運動は毎
年の恒例事
業となって
おり、部会
員事業所よ
り 名の方
25
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80,000 円

10 億円超、50 億円以下

54,000 円

1 億円超、10 億円以下

13,000 円

1 千万円超、1 億円以下

5,000 円

上記以外の法人等

2,000 円

談所コーナー
年税額
資本金等の額

︽三重県と県内市町からのお知らせ︾
個人住民税︵県民税・市町民税︶の
特別徴収を徹底します！
従業員（給与所得者）の個人住民
税は、給与から「特別徴収」して、
従業員の住所地の市町へ納めなけれ
ばならないこととなっています。

－4－

50 億円超

※次の方には課税されません。
■生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
■障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の
合計所得金額が 125 万円 以下の方
■前年の合計所得金額が市町の条例で定める金額以
下の方

ついては、派遣先の地域別最低賃金
又は特定（産業別）最低賃金が適用
されます。
※最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、通
常の労働時間、労働日に対応する賃
金に限られます。具体的には、実際
に支払う賃金から次の賃金を除外し
たものが最低賃金の対象となります。
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②時間外、休日及び深夜割増賃金
③臨時に支払われる賃金
④１个月を超える期間ごとに支払わ
れる賃金
︽問合せ︾
三重労働局労働基準部賃金室
℡０５９︲２２６︲２１０８

○所得税を源泉徴収して、個人住民
税は特別徴収しない、ということ
は法令で認められていません。
○原則として、パート・アルバイト
を含むすべての従業員から特別徴
収をする必要があります。
○該当事業所には毎年５月に「給与
所得等に係る市町民税・県民税特
別徴収税額の決定通知書」が届き
ますので、特別徴収を実施してい
ただかなければなりません。特別
徴収を怠った場合、事業主の滞納
となり、滞納処分になる場合があ
りますので、ご注意ください。

三重県と県内全市町では、平成
年度から、個人住民税の特別徴収を
徹底します。ご理解とご協力をお願
いいたします。
個人住民税の特別徴収制度につい
て詳しいことは、市町の個人住民税
担当課へお問い合わせください。

︽問合せ︾
亀山市役所 財務部税務室
℡０５９５︲８４︲５０１１
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●県内に事業所等を有する法人等
税額（年）：均等割額の１０％相当額

● 1 月 1 日現在で県内に住所がある方
● 1 月 1 日現在で県内に家屋敷等を有する方
税額（年）：１, ０００円

相

10

年末調整の納付期日が迫っています。
年末調整の納付期日は、納期の特
例の適用を受けている事業所につい
ては１月 日（月）です。納付期日を
１日でも過ぎると不納付加算税とし
て納付額の５％を上乗せして納付す
る必要がある場合があります。また、
大幅に期日を超えると延滞税が掛か
る恐れがあります。税額がわからな
い方は、必要書類をご持参の上当所
までお越しください。
※平成 年より源泉徴収税額表の徴
収金額が復興特別所得税の影響によ
り平成 年版以前とは異なっていま
す。必ず平成 年度以降の源泉徴収
税額表を利用してください。
★納付税額が「０」であっても納付
書を税務署に提出してください。
※毎月納付の事業所の方は１月 日
（ 金 ）と な っ て い ま す 。 納 期 の 特 例
を申請すると半年分をまとめて納付
できるようになりますので詳しくは
当所へお尋ねください。
﹁みえ森と緑の県民税﹂始まります
三重県では「災害に強い森林づく
り」と「県民全体で森林を支える社
会づくり」を進めるため、３月の県
議会での議決を経て、平成 年４月
１日から「みえ森と緑の県民税」を
スタートすることになりました。
納めていただいた税金は、森林づ
くりのほか、子どもたちに森林の大
切さを学んでもらう森林環境教育や、
県産材を活用した公共建物等の木造・
木質化などに役立てていきます。
ご負担いただく金額は、現行の県
民税均等割に上乗せする形で、１年
間に、個人では千円、法人では県民
税均等割額の ％相当額（２千円～
８万円）となります。
26

平成26年4月1日以後に
開始する事業年度分から課税

法人
平成 26 年度分から課税

個人

25

最低賃金が発表されました
「三重県最低賃金」が時間額
７３７円となりました。「三重県最
低賃金」は、県内の事業場で働くす
べての労働者に適用されます。臨時・
パート・アルバイトなど雇用形態や
年齢を問いません。なお、特定の産
業に該当する事業場で働く労働者に
は、「特定（産業別）最低賃金」が
適用されます。また、派遣労働者に
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53

予めご了承ください。

巻き寿司が完成しました。

11

12

創立 周年記念事業
平成 年度に行われる女性部創立
周年記念事業に向けて、実行委員
会が開催されました。実行委員会で
は、さまざまな担当に分かれ、記念
事業に向けて動き出しました。
当日は、亀山めぐり唄を女性部全
員で踊ってお客様をお迎えしたいと
考えております。是非、ご協力よろ
しくお願いします。

－5－

また、後
半の会場を
移して行わ
れた交流会
では、参加
者同士で会
話が盛り上
がりとても
楽しまれて
いました。

﹁みたけ華ずし﹂視察研修会
去る 月 日（火）岐阜県可児市御
嵩町で視察研修会を行いました。
当日は、女性部会員 名が参加し、
「みたけ華ずし」に関する講演、寿
司作りの体験を行いました。
講演では、「みたけ華ずしの会」
会長の堀田照子氏に、お話を伺いま
した。御嵩町にはこれまで郷土料理
といえるものがなかったため、新た
な特産品を創出し、まちおこしに繋
げようとされたそうです。地元食材
をふんだんに使い、地元の花（牡丹・
バラ等）をモチーフにした「華ずし」
を考案し、普及・拡大するため尽力
されてきました。その成果があらわ
れ、「華ずし」体験者等御嵩町にお
越しの方が増えているそうです。
体験では、細かい作業に悪戦苦闘
しながらも美味しくて美しいバラの

みえ・花しょうぶフォーラム
去る 月 日（火）、アスト津にて
行われた、みえ・花しょうぶフォー
ラムへ女性部役員３名が参加しまし
た。このフォーラムは、三重の女性
が豊かな人生を過ごすため、さまざ
まな団体や業種等を超えて交流し、
女性の活躍を促進するために行われ
ています。
講演では、「被災地復興と女性の
果たす役割」というテーマのお話を
拝聴しました。
講師は、東日本大震災を体験され
た、リノラニあゆみ氏。あゆみ氏は、
スパリゾートハワイアンズで、トッ
プダンサーとして活躍されており、
震災後は、全国各地へ行かれ、講演
もされています。被災地を励ます原
動力になるような、自身の体験及び
フラダンスを拝見し、地域と共に歩
む女性の力強さを学びました。
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青年部通信
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東海道関宿街道まつり報告
昨年 月３日（日）に関宿街道まつ
りが開催され、当日は雨も降らず多
くのお客様で賑わいました。
青年部では、東海道 次の 番目
の宿場町として栄えていた頃の関宿
を少しでも知ってもらおうと、街道
沿いに設けた４つの関所でアトラク
ションに参加する『関所破りラリー』
を例年と同じく開催しました。当日
は多くのお子
様や観光客の
方もご参加い
ただき、参加
申し込みは定
員の２００名
を超え、各関
所には順番待
ちの方も見受
けられました。
26

青年部活動予定︵お知らせ︶
来る１月 日（日）北勢名物亀山大
市にて青年部ブース（みらい横駐車
場）を出店します。
今年も毎年恒例となっていますバ
ザーと、昨年は大盛況に終わりまし
た林家染弥さんの落語会を、今年も
開催します。
バザーでは毎年大行列ができます
餅つき体験を開催したり揚げたての
ポテトなどを販売予定です。
落語会に
関する詳し
い内容につ
きましては
同封の折込
みチラシを
ご覧くださ
い。
※当日、内
容が変更に
なる場合が
あります。

30

11

月例会報告
昨年 月１日（日）に交流事業とし
て、鈴鹿グランドボウルにおいて青
年部 月例会『ボウリング大会』を
開催しました。当日は、会員の家族
を含め、多くの方のご参加をいただ
きました。
例会前半のボウリング大会では、
参加者が各レーンに分かれ、見事な
投球に歓声があがり、大人も子供も
とても盛り上がっていました。
11

※昨年の様子

17

2 時間

高卒程度の商業簿記

商業簿記の基礎的な
原理並びに記帳・
決算等の初歩的な実務

内容

及び工業簿記

資生堂 Qi エステラピー＆

◇問合せ先 亀山商工会議所 ℡0595-82-1331

化粧品専門店

受付時間 8：30 〜 17：00（土日祝除く）

スケジュール

● ● ●

1月

2月

住
所
営業時間

6日
（月）御用始め
6日
（月）新春賀詞交歓会
8日
（水）青年部役員会
8日
（水）記帳継続指導
14日
（火）消費税個別相談会
24日
（金）青年部新年例会
25日
（土）亀山大市
26日
（日）亀山大市

● ●
●

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

亀山市川合町1197-50
10:00〜19:00

電 話 96-8370
定休日 日曜日

就職セミナー

就職セミナーへの参加企業を募集しています
2 月 12 日（水）
3 月 13 日（木）
3 月 18 日（火）
4 月 22 日（火）
5 月 28 日（水）
6 月 24 日（火）
9 月 25 日（木）

５日
（水）消費税価格転嫁セミナー
6日
（木）青年部役員会
7日
（金）法律相談会
12日
（水）記帳継続指導
19日
（水）記帳継続指導

いつもあなたのとなりに…

マイトレーヤー

一つ一つ素敵に歳を重ねて頂

2 時間

13：00 〜 16：00
13：00 〜 16：00
13：00 〜 17：00
13：00 〜 17：00
13：00 〜 17：00
13：00 〜 17：00
13：00 〜 17：00

メッセウイングみえ
メッセウイングみえ
四日市市文化会館
四日市市文化会館
四日市市文化会館
四日市市文化会館
四日市市文化会館

※詳細につきましては、当所までお問合せください

Ẩẅẵẅễ

Ẑẑ

担保不要

など様々な場所に出かけてます︒

時間

会 員 紹 介

商業簿記

けるように︑その時︑その瞬間

商業簿記・工業簿記

オ ー プ ン し て １年 ６か 月 ︒ ご 来 店 頂 く

科目

の出会いを大切に …

3級

すべての方にご自分のお肌を知って︑あ

2級

なただけの最適なお手入れ方法︒なりた

級

マイトレーヤー
として
…
在りつづけたいと願ってます︒

・試験概要

い肌︑顔立ちにあなただけのメーキャッ

プを︒疲れたときは癒しの空間で至福の

ひとときを︒肌・からだ・髪・おしゃ

①美白・

れ・こころの﹃お手当て﹄をしています︒

大好評のエステ︒ベスト３

ま

超音波引上げ②温石ボディ③育毛効果の

ある︑リラクゼーションヘッドスパ

た︑ジェルネイルやデコ︑ボディジュエ

第136回日商簿記検定のご案内
・試 験 日 平成26年2月23日（日）
・試験時間 2級 13:30〜
3級
9:00〜
・試験会場 県立亀山高等学校
・受 験 料 2級 4,500円
3級 2,500円
・申込期間 1月7日（火）〜24日（金）

リーも好評デス︒男性の方も …
︵メンズ
専用ルーム有︶喜んでいただいてます︒

検定試験

最近は︑
﹁美肌のための美容講座﹂︑﹁好

商工会議所の

印象を与えるメイク術講座﹂︑出張エステ

7,000 万人の受験実績を誇る産業界の信頼のブランド

第三者
保証人不要

èᛇƠƘƸƓᡈƘƷփಅࡃǇưƓൢ᠉ƴƓբӳƤƘƩƞƍŵ

ʒࡃૅޛųëᲪᲯᲳᲯᲲᲬᲬᲰᲫᲫ
三重県信用保証協会
ホームページ http://www.kitaiseueno-shinkin.jp/

－6－

検索

