地域活性化対策委員会視察研修会
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い県内の景気動向などを踏まえ︑新
たな活路を見出すべく︑観光振興及
び中小企業の海外展開支援について︑
東アジアの中でも親日的で比較的近
い台湾の桃園縣北部にある亀山郷と
の相互交流を今後促進するため︑当
所に期待する旨の言葉をいただきま
した︒
そして︑講演会終了後は︑櫻井亀
山市長・前田市議会議長︑長田三重
県議会議員をお招きし︑当所役員・
工業会会員が︑鈴木知事を囲み︑今
後の地域活性化について有意義な意
見交換をしました︒

三重県知事経済講演会・役員工業会懇談会
11

!

去る 月 日︵金︶ 時より︑亀山
商工会館2階ホールにて︑三重県知
事 鈴木英敬様を講師にお招きし︑
経済講演会を開催しました︒
名を超える多数の方々にご聴講
い た だ き︑﹁三 重 県 の 産 業 振 興 〜 地
域活性化に向けて〜﹂と題して︑ご
講演いただきました︒
鈴木知事からは︑消費税導入後の
影響調査結果をもとに全国の経済指
標と比較し︑三重県では消費税率引
き上げ前の駆け込み需要並びに消費
増税後の反動減の影響が︑全国的に
も大きく︑また︑大都市圏・大企業
に比して︑元来弱含みであった地域
経済・中小企業の景況感に加え︑今
回は所得税減税など︑個人消費を喚
起するための政策減税が講じられな
かったなど︑
複合的な要
因で︑さら
なる消費税
率アップが
延期される
に至ったと
ころの経済
情勢につい
てお話いた
だきました︒
また︑依然
として厳し
70

１．年頭挨拶
三重県知事経済講演会
２．なんでも相談会・創業塾

亀山商工会議所
会頭 岩佐 憲治
新年明けましておめでとうござい
ます︒輝かしい平成 年の新春を迎
え︑皆様のご健勝を謹んでお慶び申
し上げます︒
我が国経済は政府の金融経済政策
の効果が表れる中︑地方経済はその
回復を実感できない状況にあります︒
このような中︑当所では小規模事
業者の資金需要により迅速に対応す
るため︑亀山マル経スピーディ融資
を新たにスタートさせ︑会員企業へ
の支援強化に努めております︒
又︑新たな観光情報誌﹁三重龜山
物語﹂を刊行︑観光やビジネスで当
地に立ち寄られるお客様に︑市内の
名所旧跡を物語調に紹介すると共に︑
会員の来店クーポンも別冊にて併せ
て刊行︑市内道の駅やビジネスホテ
ル等に設置し︑市内を回遊いただこ
うという事業に取り組んでおります︒
更には︑地域道路網の更なる整備
やリニア中央新幹線全線同時開業と
市内停車駅の設置など︑インフラ促
進にも取り組んでおります︒
当所は引き続き︑﹁新たな事業にチ
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︑
より一層努力をして参りますので︑
尚一層のご支援︑ご協力をお願い申
し上げます︒
結びにあたり︑本年が皆様にとり
まして︑幸多き年となりますことを
祈念し︑新年の挨拶といたします︒
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決算申告対応セミナー
３．観光サービス・商業部会合同セミナー
交通運輸部会・小規模企業共済
４．相談所コーナー
５．青年部・女性部
６．会員紹介・就職セミナー
簿記検定・スケジュール
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地域活性化対策委員会
視察研修会を開催しました

消費税増税対策セミナーを
開催しました

去 る 月 日︵ 木 ︶及 び 月 4 日
去る 月 日︵水︶地域活性化対策
︵木︶に消費税転嫁対策事業の一環と
委員会︵委員長 渡邉一雄氏︶によ
して︑決算申告対応セミナーを開催
る松阪まちゼ
しました︒
ミの会との視
当セミナーは︑平成 年4月より
察研修会を開
開始された消費税の増税により︑決
催し︑ 名が
算及び申告における変更点や注意す
参加をしまし
べき事項を事業所の方々に知ってい
た︒
ただくことを目的として開催しまし
当日は︑松
た︒
阪まちゼミの
両セミナーには多数の方がご参加
会の加盟店に
され︑講師である豊田高明税理士の
もご協力いた
だき︑各店舗
講演を熱心に聞いていました︒
でまちゼミプ
消費税の申告の注意点は多数あり
レ講座を開講いただき︑受講者とし
ますが︑消費税の申告についてご相
ての体験もさせていただきました︒
談を希望される場合には︑本則課税
その後︑意見交換会も開催させて
では売上
いただき︑開催に至った経緯や苦労
高及び経
した点︑お客様の反応など様々な質
費を︑簡
問やご意見を
易課税で
頂戴しました︒ は売上高
今後の当地
を︑事前
域での取り組
に５％と
みについて︑
８％適用
大変参考とな
分に区分
り︑当委員会
していた
でも継続審議
だく必要
を行っていく
があるた
予定をしてお
めご注意
ります︒
ください︒
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第２期亀山創業塾を
開催しました
去る 月
日・ 日・
日
︵日︶に︑亀
山商工会館に
て︑㈱百五経
済研究所経営
コンサルティ
ング部より︑
中村哲也氏な
どを講師にお
招きし︑毎週
日曜日の9時 分〜 時 分までの
全3回シリーズにて︑創業セミナー
を開催しました︒
今回は︑第1回目が環境と現状分
析など︑自社の強みを生かした差別
化戦略・ＷＥＢ活用︑また︑第2回
目が販促・パブリシティなどのマー
ケティング・広報戦略について︑最
後の3回目がこれまで習得した知識
をもとに︑財務面などを踏まえ︑実
際に創業プラ
ンを策定した
ほか︑資金調
達面での公的
融資制度など︑
より実践的な
説明などもあ
り︑参加者は
熱心に耳を傾
けていました︒
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なんでも相談会を
開催しました

12

毎年恒例となりました庶業部会
︵部 会 長 中 川 賢 一 氏︶主 催 に よ る
﹁な ん で も 相 談 会﹂を 法 律・税 務・
労務等︑事業に関するものを中心に
7つのブースを設け︑各方面の専門
家 を 相 談 員 に 招 き︑去 る 月 日
︵水︶亀 山 商 工 会 館 ２ 階 ホ ー ル に て
開催しました︒
本年は︑相談申し込みが定員を超
えたため︑残念ながら何件か申込を
お断りさせていただいたブースもあ
りました︒
相談に訪れた方々は︑熱心にメモ
を取るなど︑問題解決にむけ真剣な
表情で専門家のアドバイスに耳を傾
けていました︒
11

市民に安全運転を呼びかけ
交通運輸部会を開催しました
年末の交通安全県民運動期間︵平
成 年 月1日〜 日︶に合わせ︑
当所交通運輸部会︵部会長 本城直
哉氏︶が︑交通安全広報活動を開催
しました︒
当部会による交通安全広報活動は
毎年の恒例事業となっており︑部会
員事業所より 名の方に参加いただ
き︑当日は︑亀山警察署交通課長の
臼井氏の安全講話を聞いた後︑昨年
同様︑㈱亀山ショッピングセンター
にて広報活動を行いました︒本年度
もドライバー以外に︑ショッピング
センターへ訪れた︑市民の方々にも
﹁追突〝ゼロ〟作戦﹂や﹁事故対応
について﹂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︑交通安全を呼び掛けました︒
26
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観光サービス・商業部会合同セミナー

28

デザインの本質とは！
を開催しました
去る 月 日︵金︶亀山商工会館2
階ホールにて︑観光サービス・商業
部会︵部会長 伊藤淳彦氏・渡邉
一雄氏︶による合同セミナーを開催
し︑ 名の方々に参加いただきまし
た︒
当日は︑講師として︵公社︶日本広
告制作協会の理事長 鈴木清文 氏を
お 招 き し ︑﹁ デ ザ イ ン ﹂の 本 質 か ら ︑
﹁デザイン﹂が﹁地域の活性化﹂に
繋がることなど︑たくさんの成功事
例を踏まえ幅広くご講義いただきま
した︒参加者からは﹁デザインが持
つ重要性がわかり︑店舗レイアウト
やＰＯＰ作成などに活かしていきた
い﹂や﹁デ
ザインが商
品などの価
値を何倍に
も引き上げ
ることが成
功事例でも
わかり︑参
考にしてい
きたい﹂な
どの声をい
ただき︑好
評に終える
ことが出来
ました︒
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１,０００万円 × 法定相続人数

定額控除

3,０００万円

比例控除

6００万円 × 法定相続人数

ナ

比例控除

平成 年1月1日から
相続税が変わります︒
平成 年1月1日より相続税が改
正され︑それ以後の相続又は遺贈に
より取得する財産に係る相続税につ
いて基礎控除が縮小されます︒
基礎控除の縮小については︑左記
の通りに減額されます︒

（控除額は定額控除と比例控除の合計になります。）

︿国税庁ホームページ﹀

℡０５９ ３
‐８２ ７
‐７１５
より詳しく知りたい方は国税庁の
ホームページをご覧ください︒

︽お問合せ︾
東海税理士会鈴鹿支部

相続税について相談をしたい︑と
お悩みの方は東海税理士会鈴鹿支部
へ一度ご相談ください︒

５,０００万円

http.//www.nta.go.jp
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後

正

改

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ヶ月を超える期間ごとに支払わ
れる賃金

︿ｅ Ｔ
‐ａｘ ホームページ﹀

http.//www.e-tax.nta.go.jp

定額控除

27

（１）相続税の基礎控除の改正

27

現

︽お問合せ︾
三重労働局労働基準部賃金室

℡０５９ ２
‐２６ ２
‐１０８
確定申告における
ｅ ‐
Ｔａｘ 利用のご案内
国税庁では︑申告にあたってｅ ‐
Ｔａｘ の利用を推奨しています︒
ｅ Ｔ
‐ａｘ を利用する場合には左
記のメリットがありますので︑是非
利用をご検討ください︒
①自宅からネットで申告でき︑ 時
間提出︵送信︶可能です︒
②添付書類の提出が省略できます︒
③還付がスピーディーに行われ︑約
3週間程度で処理されます︒
ｅ Ｔ
※
‐ａｘ 利用可能期間
1月 日︵火︶〜3月 日︵月︶
詳しく知りたい方は左記のホーム
ページをご覧ください︒

24

談所コ
☆年末調整特別相談窓口について
①日 時
平成 年1月5日︵月︶から
1月9日︵金︶までの５日間
②事前準備書類
・税務署から郵送されている年末調
整関係書類
・平成 年度の給与及び源泉税額を
記載した源泉徴収簿︵ ※
源泉徴収
簿が無い場合は各金額を記載した
メモ等︶
☆確定申告特別相談窓口について
①日 時
平成 年2月 日︵月︶から
3月6日︵金︶までの 日間
③事前準備書類
・税務署から郵送されている確定申
告関係書類
・金額を記入した平成 年度分収支
内訳書又は所得税青色申告決算書
三重県内の最低賃金が
発表されました︒
﹁三重県最低賃金﹂が１時間あた
り７５３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
については︑派遣先の地域別最低賃

16

27

26

27

相

13

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︵火︶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︒必ず最新版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
︵火︶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︒
年末調整特別相談窓口及び
確定申告特別相談窓口を
関支所にて開設します︒
下記の期間において﹁年末調整特
別相談窓口﹂及び﹁確定申告特別相
談窓口﹂を関支所にて開設いたしま
す︒年末調整又は確定申告について
のご相談がある方は︑是非ご相談く
ださい︒
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20

25

24

23

26

10

25

11

18

30

70

周年記念事業報告

30

創立

度も試食を重ねたお料理を堪能して
いただきました︒
また︑2年前
から練習を行っ
て来た﹁葛葉太
鼓﹂の演奏と﹁亀
山めぐり唄﹂の
踊りを披露しま
した︒練習の成
果がでて︑来場
者より﹁感動し
た﹂とのお声を
いただくことができました︒
おかげをもちまして素晴らしい
周年記念事業を行うことができまし
た︒
今後とも︑当女性部をよろしくお
願いします︒
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今回の例会では︑講師としてラン
チェスターマネジメント㈱ 代表取
締役 河辺よしろう氏をお招きし︑
事業所の営業活動をどのように行う
べきかを﹃他社に負けない！利益を
倍増させる秘訣とは！﹄というテー
マで講演していただきました︒
地方経済が依然として厳しい中で︑
事業活動において
不可欠な営業活動
を改めて見直して
いただき︑より効
率的かつ効果的な
ものにしていただ
く一助になったと
思います︒
1 30
11

30
0

去る 月 日
︵土︶に女性部創立
周年記念事業を行いました︒
当日は︑記念式典・記念講演会を
亀山市文化会館中央コミュニティセ
ンター︑記念祝賀会をタートルエー
スゴルフ倶楽部にて行い︑来賓・県
下の商工会議所女性部・女性会及び
当女性部会員約 名に来場いただき︑
記念すべき日を祝福していただきま
した︒
記念講演会では︑㈲プレジャー企
画 代表取締役会長 大棟耕介氏を
お招きして﹁﹃笑顔﹄のうみだす力﹂
をテーマに講演
を行いました︒
終始笑顔の絶え
ない講演会で︑
多くの来場者よ
り﹁時間の経過
を忘れるほど聞
き入ってしまっ
た﹂﹁是非︑ま
たお会いした
い﹂という感想をいただきました︒
これからも笑顔を忘れず︑今後の女
性部活動を行っていきたいと思いま
す︒
記念祝賀会は︑林家菊丸氏に司会
をお願いし︑小話や南京玉すだれな
どをしていただき︑実行委員会で何
5
15

110

青年部通信

11

青年部活動予定︵お知らせ︶

青年部ブース！

来る1月 日︵土︶北勢名物亀山大
市にて青年部ブースを出店します︒
今年は例年とは違い土曜日に出店
し︑出店場所も﹁みらい横駐車場﹂
から﹁里羅前駐車場﹂に変更となっ
ていますのでご注意ください︒
詳細につきましては左記の地図を
※
ご覧ください︒
バザーでは
毎年大行列が
できる︑餅つ
き体験を行い︑ 里 羅 青年部
つきたてのお
餅を販売予定
第三銀行
森川食品
です︒
24

東海道関宿街道まつり報告

200

去る 月2日
︵日︶に関宿街道まつ
りが開催されました︒
青年部では︑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
の方にご参加
いただき︑参加申し込みは定員の
名を超え︑各関所には順番待ちの方
も見受けられました︒
アトラクション参加者を対象にし
た抽選会では雨に降られたものの︑
最後まで多くの方にご参加いただき
ました︒
月例会︵公開例会︶報告

111

去る 月 日︵火︶ 時 分より渉
外委員会担当で 月例会︵公開例会︶
を㈱安全 ドライブインあんぜん文
化村にて開催いたしました︒当例会
は公開例会として県下青年部の方々
にも参加していただき︑参加者が
名を超える例会となりました︒

１１

2

級

3

級

科

目

商業簿記・工業簿記

商業簿記

時

間

2時間

2時間

内

高卒程度の商業簿記
容 及び工業簿記

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

〒519-0165
亀山市野村三丁目17-23

◇問合せ先 亀山商工会議所 ℡0595-82-1331
受付時間 8：30 〜 17：00（土日祝除く）

1月

2月

T E L／0595-84-4696
営業時間／17：00〜22：00
ラストオーダー／21：30
定休日／火曜日

スケジュール
5日
（月） 御用始め
6日
（火） 新春賀詞交歓会
7日
（水） 青年部役員会・記帳継続指導
23日
（金） 亀山市議会との懇談会
24日
（土） 青年部 恋活プロジェクト第２弾
亀山大市(〜25日)
28日
（水） 金融部会・工業部会講演会
30日
（金） 青年部新年例会
3日
（火） 関支所あり方検討特別委員会
4日
（水） 青年部役員会
6日
（金） 亀山青色申告会通常会員総会
12日
（木） 記帳継続指導
17日
（火） 会員委員会
18日
（水） 記帳継続指導
24日
（火） 企画運営委員会

20

上質な食材を気軽にお召し上がり
頂く︑それが当店の考えです︒当店
では︑松阪牛にこだわり︑できるだ
け多くの方に召し上がって頂きたい
思いで︑松阪牛焼肉店として他では
まねの出来ない味わいを皆様にお値
打ち価格で提供しています︒付けタ
レには︑松阪牛の風味を最大限に引
き出す甘タレをご用意しております
ので︑ぜひ一度ご賞味ください︒

級

170

長治郎

第139回日商簿記検定のご案内
・試験日
平成27年2月22日（日）
・試験時間 2級 13：30〜
3級 9：00〜
・試験会場 亀山高等学校
・受験料
2級 4,630円
3級 2,570円
・申込期間 1月6日（火）〜1月23日（金）
・試験概要

会 員 紹 介

検定試験

焼肉

商工会議所の

歴史ある城下町亀山市野村に
﹁焼肉長治郎﹂としてオープンさ
せていただいて︑約 年の月日が
経ちます︒
旧東海道沿いに︑築 年たたず
む家屋を古民家風﹁焼肉店﹂に改
築し︑今の店主より六代前の家長
長治郎氏の建てた家屋が今︑﹁焼
肉長治郎﹂として生まれ変わりま
した︒店内は決して派手な彩りは
なく︑心穏やかにゆっくりと過ご
せる居心地感を大切にしました︒
また︑気兼ねなくお過ごしいただ
けるよう︑個室感のあるお席を中
心にご用意しております︒

7,000万人の受験実績を誇る産業界の信頼ブランド

三重の就職セミナー
就職セミナーへの参加企業を募集しています
平成27年

三重の就職セミナー開催日一覧表

3月 9 日（月） 5月26日（火）
13：00〜17：00 四日市市文化会館

13：00〜17：00 四日市市文化会館

4月22日（水） 9月18日（金）
県下商工会議所合同セミナー

13：00〜17：00 四日市市文化会館

13：00〜17：00 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

（四日市・伊勢・松阪・鈴鹿・桑名・上野・亀山・尾鷲商工会議所）

がんばる企業を
応援します。
三重県信用保証協会
本店
059-229-6021 (代表)
四日市支店 059-353-9161（代表）
ホームページ http://www.cgc-mie.or.jp/
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