の概要に続き、一般会計並びに中小
企業相談所特別会計の決算の状況が
報告され、原案通り満場一致承認可
決されました。
議案第２・第３号は、本年度新た
に取り組む事業活動等に伴う一般会
計並びに中小企業相談所特別会計収
支補正予算案と亀山市プレミアム付
き商品券発行事業特別会計収支予算
案が説明され、原案通り満場一致承
認可決されました。
議案第４号では、昨年度より特別
委員会を設置し、慎重に協議を進め
て参りました関支所の今後の運営に
ついて、関支所あり方検討特別委員
会からの答申を受け、平成 年３月
日をもって関支所を閉鎖すること
で満場一致、了承されました。

講師

三重県雇用経済部
部長 廣田

恵子

様

〔記念講演〕
地域経済活性化に
向けた取り組み

28

総会に続き開催された記念講演で
は、廣田部長から三重県雇用経済部
の中小企業・小規模企業振興対策
からみえ食の産業振興ビジョンや
２０１６年伊勢志摩サミット誘地等
の国際戦略についてご講演をいただ
き、熱心に聴講しました。
また、講演会終了後、議員懇談会
を開催し、相互の情報交換と親睦を
深め、盛会裡のうちに終了しました。

－1－

31

通常議員総会を開催

去る６月 日（火）通常議員総会を
亀山商工会館にて開催し、左記４議
案について審議しました。
、「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」
、「平成 年度一般会計・特別会
計収支補正予算（案）について」
、「亀山市プレミアム付き商品券
発行事業特別会計収支予算（案）
について」
、「関支所の今後のあり方答申に
伴う関支所の閉鎖について」
冒頭、挨拶に立った岩佐会頭は
「景気は緩やかな回復基調ながら、
依然、会員企業の多くはその回復を
実感できない状況にあり、当所とし
て、小規模・中小企業への経営支援
の更なる充実と共に、亀山市プレミ
アム付き商品券発行事業など新たな
事業を展開し、会員の皆様の経営力
の向上と、地域経済の活性化に貢献
すべく、一丸となって取り組んで参
りたい」と述べました。
続いて、議案第１号の議事に入り、
平成 年度事業報告では、国の小規
模・中小企業向けの補助金を活用し
た、伴走型経営支援の状況や、地域
力活用新事業∞全国展開プロジェク
ト事業補助金を活用した新たな観光
情報誌「三重龜山物語」刊行による
観光ＰＲ事業、更にはリニア中央新
幹線の建設促進や地域道路網の整備
要望など地域活性化のための諸事業
26
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26
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１．通常議員総会
２．各委員会
あきないブログ
工業部会
３．相談所コーナー
４．青年部・女性部
５．会員紹介・新入会員紹介
６．亀山市プレミアム付き商品券
まちゼミ
関支所閉鎖について
スケジュール

〒519-0124 亀山市東御幸町 39-8
TEL 0595-82-1331 FAX 0595-82-8987
http://kameyama-cci.or.jp
http://kameyama-shop.jp/〈亀山あきない BLOG〉
http://www.kameyama-yeg.jp〈青年部〉

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

亀山商工会議所
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本年度第１回工業部会
並びに経済講演会を開催

20

亀山あきないブログ研修会を開催

去る５月 日（金）亀山商工会館に
て、亀山あきないブログ研修会を開
催し、加盟店舗から 名の方々に参
加いただきました。
当日は、ブログの基本マニュアル
の説明からアクセス数上位の事業所
による、事例報告などの研修を行い
ました。
また、今回は動画の投稿について
も研修を行い、参加店舗からは「今
後の投稿は写真に加えて、動画も活
用したブログでアクセス数を伸ばし
たい」や「少しずつではあるが、ブ
ログを見ての来店があるので、継続
して更新をしていく」などの声をい
ただき、情報交換の時間でも活発な
意見交換が行われ、充実した研修と
なりました。

去る５月 日（水） 時から亀山商
工会館にて本年度第１回工業部会並
びに経済講演会を開催しました。
工業部会では部会長の選任や幹事
の補充選任などについて協議を行い、
新部会長に現幹事であります㈲清水
製作所 会長 清水保昌様が選任され
ました。
引続き幹事の補充選任では㈱ナベ
カ 代表取締役社長 渡邊尚俊様が選
任されました。
工業部会後に経済講演会を開催し、
講師には㈱百五経済研究所地域調査
部 部長 中畑裕之氏をお招きし、製
造業を中心
とした「東
海地区の経
済状況と今
後の見通し」
をテーマに
ご講演をし
ていただき、
出席者は身
近な話題と
いうことも
あり、参加
者は熱心に
講演を聴い
ていました。

14

経済講演会の様子

ワードでみる今後の展開」をテーマ
とした経済講話の後、議事に移り、
小規模事業者関連法制の施行に伴う
国への経営発達支援計画の認定申請
や、新入会員承認、また、今後の会
員・共済増強キャンペーンの実施な
どについて、出席者より活発的な意
見が出されました。
○企画運営委員会
去る５月 日（火）亀山商工会館に
て本年度第１回企画運営委員会を開
催しました。
当日は、地域活
性化対策委員会と
同じく、亀山市建
設部の高士氏と橋
場氏より、亀山駅
周辺市街地総合再
生基本計画につい
て現在の状況など
ご説明いただき、
委員からもいくつ
かの意見・要望が
発言されました。
引き続きの委員会審議では、平成
年度事業報告並びに一般会計・特
別会計収支決算及び、平成 年度収
支補正予算（案）についてご審議いた
だきました。
また、亀山市プレミアム付き商品
券発行事業の特別会計収支予算（案）
についても慎重にご審議いただきま
した。
26

本年度第１回当所各委員会を開催
◯地域活性化対策委員会
去る５月 日（木）亀山商工会館に
て、本年度第１回地域活性化対策委
員会を開催しました。
当日は、亀山市建設部長 高士和
也氏と都市計画室長 橋場徹広氏を
ゲストにお招きし、亀山駅周辺市街
地総合再生基本
計画について、
お話をしていた
だいた後、亀山
市プレミアム付
き商品券発行事
業・まちゼミ研
修事業の実施な
どについて、活
発的な意見交換
がなされました。
○会員委員会
去る５月

地域活性化対策委員会の様子

日（火）亀山商工会館に
て、本年度第１
回会員委員会を
開催しました。
当日は、㈱三
重銀総研調査部
副部長で主席研
究員の別府孝文
氏をゲストにお
招きし、「最近
の地域経済の動
向と５つのキー

研修会の様子

14

19

13

示、総額表示義務の特例、便乗値上
げ等を説明する場ではありませんの
で、御留意ください。
※説明会後に開催する相談会は、消
費税の転嫁拒否等を受ける側の事業
者を対象として実施するものです。
そのため、転嫁拒否をする側からの
相談を受け付ける性質のものではな
く、また、消費税法の内容等につい
ての相談を受け付けるものではあり
ません。

消費税の転嫁拒否等の行為に関する
事業者向け説明会及び相談会の実施
について
《ホームページアドレス》

http://www.jftc.go.jp/
tenkataisaku/setumeikai.html
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《検索キーワード》
ＨＰ
①内閣官房「社会保障・税番号制度」
「マイナンバー内閣官房」
②国税庁ＨＰ
「マイナンバー国税庁」

※事業主の方へ
平成 年１月に行う年末調整にお
いて、マイナンバー制度の導入によ
り、法定調書の提出時に従業員等の
個人番号の記載が必要となります。
そのため、従業員・その扶養親族の
個人番号については、年末調整まで
に事前に事業所において把握してい
ただくようお願いします。なお、提
出書類についてもマイナンバー制度
に併せて様式が変更されております
ので、併せてご注意ください。

景況調査にご協力ください

―

１３３１

12

消費税の転嫁拒否等の行為に関する事業

現在、当所では、県下 商工会議
所合同で当地域の景況を把握するた
めの調査を実施しております。
平成 年上期（１月～６月）におけ
る各企業の現状や今後（７月～ 月）
の見通しや経営上で困っている問題
点などについて無記名でご回答いた
だくようになっております。
調査票が届きました事業所におか
れましては７月８日（水）までにご協
力いただきますようお願いします。

【お問合せ】
景況調査担当：中尾
ＴＥＬ：８２

12

者向け説明会及び相談会が実施されます

公正取引委員会（以下、「公取委」
と い う 。）は 、 消 費 税 転 嫁 対 策 特 別
措置法で禁止されている消費税の転
嫁拒否等の行為の概要や勧告・指導
事例などについて、公取委の担当者
が説明する説明会を開催します。併
せて、転嫁拒否等の行為を受ける事
業者等の方々からのご相談を公取委
の担当者が受け付ける相談会を実施
します（いずれも参加費無料）。
※内容は、消費税の転嫁拒否に特化
し、最近の勧告・指導事例やよくあ
る質問を紹介します。消費税法の内
容、消費税の転嫁を阻害する旨の表

27

28

談所コーナー

10

社会保障・税番号制が始まります

12

《概要》
社会保障・税制度の効率化・透明
性を高め、国民にとって利便性の高
い公平・公正な社会を実現すること
を目的として、社会保障・税番号制
度（マイナンバー制度）が導入されま
す。具体的には、平成 年１月から
順次、国税分野で個人番号及び法人
番号の利用が開始され、申告書及び
法定調書などを提出する方は、これ
らの税務関係書類に個人番号や法人
番号を記載することが求められます。

10

28

《個人番号・法人番号について》
平成 年 月から、個人番号及び
法人番号が通知されます。
個人番号は、 桁の番号で、住民
票を有する国民全員に指定され、市
区町村から通知されます。また、住
民票を有する中長期在留者や特別永
住者等の外国籍の方にも同様に指定
及び通知されます。
法人番号は 桁の番号で、設立登
記法人などの法人等に指定され、国
税庁から通知されます。法人番号は
個人番号と異なり、原則として公表
され、どなたでも自由にご利用いた
だくことができます。
27

相
10

夏季の源泉所得税の
納付期日が迫っています
夏季の源泉は７月 日（金）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。
※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
の申請をしますと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

12

27

青年部通信

今後のスケジュール
︵予定︶

亀山市関宿納涼花火大会
８月 日
︵土︶
場 所：鈴鹿川河川敷（関町）
［予備日］ 日（日）、 日（日）

講演会
９月 日
︵木︶
午後２時から
場 所：亀山商工会館２階ホール
テーマ：感謝はがきのススメ
～１日たった５分行動が
お客さまを引き寄せる～
講 師：感謝はがきアドバイザー
松本 良彦 氏

三重県商工会議所女性会連合会総会
９月４日
︵金︶
場 所：神宮会館（伊勢市）

30

新入会員募集

当女性部は、昨年７月に創立 周
年を迎えました。新たなスタートと
なる本年度は、自己研鑽と地域活性
化事業に加え、新規会員の創出と地
域の女性経営者などとの交流の展開
を目標に、取り組んでまいります。
是非、私たちと一緒に地域を盛り上
げ、活気ある女性部で活動しません
か。

―
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23

【お問合せ】
女性部担当：加藤・川口
ＴＥＬ：８２ １３３１

30

24

30

亀山商工会議所女性部
通常会員総会

26

回亀山市関宿納涼花火大会

21

去る６月 日（火）女性部通常会員
総会を坐忘庵（津市）にて開催し、
名が出席しました。
総会では、平成 年度事業報告・
収支決算、並びに平成 年度事業計
画・収支予算（案）が協議され、原案
通り承認されました。
その後、昼食懇談会を開催し、来
賓である岩佐会頭と豊田専務理事に
も引き続きご参加いただき、会員相
互の親睦に加え、親会との交流も図
ることができました。
16

第

26

10

22

17

物詩を堪能していただければと思い
ます。 と
｣ 意気込みを語ってくれま
した。
※花火大会当日は駐車場にも限りが
あり、幹線道路は渋滞が予想されま
すので、公共交通機関をご利用くだ
さい。お酒を飲まれる方は運転は絶
対にしないでください。

19

22

23

10

亀山商工会議所青年部
通常総会・５月例会

27

去る５月 日（金） 時から亀山商
工会館にて通常総会が開催されまし
た。 年度の
事業報告・収
支決算及び
年度の事業計
画・収支予算
が承認され、
豊田会長の１
年目がスター
トし、スロー
ガン﹃強い気
持ち 強い絆
強い亀山﹄を
念頭に置き、
５年後 年後
のＹＥＧ・亀山を見据えて活動を
行っていきます。
通常総会後の５月例会では、当青
年部の課題でもあります会員増強に
ついてグループディスカッションを
行い活発な意見交換会を開催しまし
た。
22

２４

今年で 回目を迎える「亀山市関
宿納涼花火大会」を８月 日（土）午
後７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（ 日 ）
日（日）にそれぞれ順延）
主催の亀山
市観光協会と
主管である亀
山市関宿納涼
花火大会実行
委員会が手作
りで企画運営
をしています。
今回、実行
委員長を務め
るのが山川隆
徳さん、実行
委員長を支え
るのが、青直樹さん、古田昌則さん、
本城拓哉さん、山村克司さんの４人
の副実行委員長です。
実行委員長の山川さんは今回の花
火大会に関して 今
｢ 年は市政 周年
の記念の年ということもあり少しで
も盛大に開催したいと思っています。
また多くの来場者に満足して帰っ
ていただ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最後の夏の風
30

営業内容

みどり町

化粧品販売・エステ

関町会下

自動車販売・板金・塗装

（商業部会）
POLA LILY-HOUSE
（同）
プログレ

（工業部会）

11

ロカヴォア㈱

川合町

農水産物加工食品製造・販売

（交通運輸部会）

24

一般貨物自動車運送

（建設部会）
河村架設

住山町

足場組立・解体

endless life

関ヶ丘

建物清掃・管理

三重ボディーワークス

井尻町

自動車鈑金・塗装

RAIZ AUTO

阿野田町 自動車鈑金・塗装

（観光サービス部会）

亀山市関町新所1775
TEL（0595）97- 0505
10：00～19：00（ＬＯ18：00）
定休日 木曜日/第3水曜日
ブログ http://blog.poan.jp

（庶業部会）
NAZUNA DESIGN

川崎町

いつもあなたのとなりに…

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

デザイン業

き ず な

「絆」

担保不要

第三者
保証人不要

がんばる企業を
応援します。

※詳しくはお近くの営業店までお気軽にお問合せください。

亀山支店

販では、珍しい商品を中心に、オー
ガニックや直輸入、手作りの商品を
扱っています。
お客様とのコミュニケーションを
大切にし、躾やマナーの向上だけで
なく、様々な情報の発信源となりた
いと思っています。

ゴトーテクニカルサービス㈱ 和田町

最高
５００万円
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所在地

会 員 紹 介

事業所名

「わんちゃんといっしょにぽあ〜ん
と過ごしましょう」をキャッチフ
レーズに、ペット同伴で食事ができ
る店として、もうすぐ 周年を迎え
ます。
開業当初からのドッグカフェに加
え、トリミング（犬の美容）、ペッ
トホテルやお客様の声から導入した
デンタルケアも反響をいただいてい
ます。中でもトリミングの無料送迎
やネット予約、ペットホテルの 時
間対応・お泊まりの様子をお知らせ
するブログは好評で、遠方からご利
用のお客様も増えつつあります。物

新入会員紹介

℡０５９５-８２-２６１１

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/

ホームページ http://www.kitaiseueno-shinkin.jp/

アクサ生命保険株式会社 鈴鹿営業所亀山分室
〒519-0124 亀山市東御幸町39-8
（亀山商工会議所内） TEL 0595-83-4016

－5－

ウェルカメ商品券

発行総額
なんと…

１億８千万円！！！

～亀山市プレミアム付き商品券～

取扱事業者募集中 !!

10月 1 日（木）からウェルカメ商品券～亀山市プレミアム付き商品券～発行事業が開始されます。
そこで現在、プレミアム付き商品券を取扱っていただける事業者を募集しています。多くの登録店の
参加が本事業の魅力となりますので、ぜひご登録をお願いします。
発 行 冊 数 ：15,000冊
商品券内容： 1 冊10,000円で販売 1 枚1,000円の商品券が12枚綴り(2,000円分プレミアム)
有 効 期 間 ：平成27年10月 1 日(木)～平成27年12月31日(木)
商品券精算：申込時に指定をしていただきました金融機関にて精算・換金
※換金時に換金手数料として換金額の 1 ％(税込)を負担いただきます。
登録店資格：亀山市内に本店もしくは支店を有する事業者
小売業・飲食業・サービス業・建設業(リフォーム等)など幅広い業種の方々が登録可能となります。
(一部対象外の業種があります)
申 込 期 間 ：平成27年 6 月18日(木)～平成27年 7 月17日(金)
※申込期間以降も随時登録を受付けますが、ポスター等に登録店名が掲載されない場合があります。
申 込 方 法 ：「商品券取扱事業者登録申込書」に必要事項をご記入のうえ、当所までご提出ください。
※詳細につきましては同封の折込チラシをご覧ください。また、ご不明な点がございましたら当所（担当：樋口・塚田）
までお問合せください。

“得する街のゼミナール（まちゼミ）”事業について

平成27年 7 月14日（火）19時～21時
亀山商工会館 2 階ホール
≪今後のスケジュール≫ 講演会開催後、参加事業所の募集を開始！
9 月11日、12月 3 日には参加事業所を対象に研修会を開催し、
まちゼミ実施まで各事業所を徹底サポート！！
≪講 演 会≫

◎ あらゆる業種で実施可能！まずは、講演会に参加ください！
◎ 実施概要など、ご不明な点がございましたら、事務局（担当：加藤・中尾）
へお問合せください。
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28

年３月 日に
閉鎖します。

23

関支所を平成

８月

４日
（火）無料経営相談会
12日
（水）青年部役員会
22日
（土）亀山市関宿納涼花火大会

昨年度より、関支所あり方検討特
別委員会において慎重に協議を進め
て参りました、今後の関支所の運営
については、本年４月の特別委員会
答申を受け、６月 日開催の通常議
員総会において、平成 年３月 日
をもって閉鎖することとなりました。
尚、関名店会のスタンプ販売等の
運営支援や、経営指導員等の巡回訪
問を強化し、従前の記帳指導事務、
決算事務等のサービスは、会員の皆
様にご不便のないよう努力して参り
ますので、ご理解いただきますよう
お願い申し上げます。

７月
スケジュール

2日
（木）観光連携会議
8日
（水）青年部役員会
亀山市関宿納涼花火大会関係者団体打合せ会議
記帳継続指導
10日
（金）中心市街地活性化研究会
11日
（土）青年部７月例会
14日
（火）まちゼミ講演会
18日
（土）鈴鹿亀山道路シンポジウム
30日
（木）三重県商工会議所連合会 通常会員総会
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