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ウェルカメ商品券

～亀山市プレミアム付き商品券～

８月に受付を行いました、ウェル
カメ商品券～亀山市プレミアム付き
商品券～予約申込に多数の申込をい
ただきありがとうございました。
予 約 申 込 の 総 数 は １ ０，
５７３通
で ４ ５，
５５１冊となり、当初予定
をしておりました発行冊数１５，
０００冊を大幅に超える申込をいた
だきました。
商品券の利用は 月より開始して
おり、商品券をお持ちの方は左記ポ
スターが掲示されている市内登録店
で 月末までにご利用ください。
月 日現在 店の登録店で利用
可能となっております。登録店の受
付は随時行っていますので、商品券
の取扱いをご希望の事業所がありま
したら担当者までご連絡ください。

―

－1－
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283

【お問合せ】
プレミアム付き商品券発行事業
担 当：樋口・塚田
ＴＥＬ：８２ １３３１

20
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役員視察見学会

33

去 る 月 ５ 日（ 月 ）に 建 設 工 事 が
着々と進められている新名神高速道
路（平成 年度完成予定）の視察見学
会を建設部会主催で開催し、当日は
当所役員及び建設部会員合わせて
名に参加いただきました。
新名神高速道路の中でも当地域に
深く関係をしている野登トンネルや
安楽川橋・昨年完成をした虹のハイ
ウェイ館などの視察見学を行いまし
た。
安楽川橋は地上 ｍの高さがあり
完成すれば県内最大の橋になり、野
登トンネルも全長４㎞を超えること
から完成すれば県内最長の長さにな
るトンネルになります。
新名神高速道路の四日市ＪＣＴ～
亀山西ＪＣＴ間の道路が完成すれば
時間短縮・東名阪や一般道などの渋
滞の緩和・名神高速や東名阪が異常
時の通行止めになった場合などの迂
回路としての利用が可能になり走行
経路の多様化など様々な効果が見込
まれます。
工事現場の視察では各箇所の進捗
状況などを当日同行していただいた、
中日本高速道路㈱四日市工事事務所
の塩梅所長と河合様に分かりやすく
ご説明をしていただき、参加いただ
いた役員及び建設部会員の皆様は熱
心に工事現場の視察見学をされまし
た。
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１．役員視察見学会
亀山市プレミアム付き商品券
２．リニア中央新幹線
まちゼミセミナー
マイナンバーセミナー
３．観光サービス部会セミナー
創業塾
相談会・セミナーのご案内
４．相談所コーナー
５．青年部・女性部
６．会員紹介・新入会員紹介
会員募集・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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屋・大阪間の同時整備・開業を願う、
我々経済団体は、行政等関係機関と
連携しながら、同時開業という目的
を達成するため、次の活動を積極的
に展開していくものとする。
１．三重県・奈良県ルートの確定と
公表を早期に行うよう求めていく
こと。その際、決定されている整
備計画に基づくのみならず、両県
並びに広域の地域経済の活性化や
これまでの提言経緯を踏まえた
ルートとすること
２．具体的な事業着手の事前手続き
となる環境影響評価に係る手続き
を早急に進めるよう求めていくこ
と。 その際、決定されている整
備計画は勿論のこと、これまでの
提言経緯を踏まえた両県における
中間駅の位置の確定を行うこと
３．名古屋・大阪間の整備着手後は、
東京・名古屋間の整備とともに進
め 、同 時
開業を目
指すよう
求めてい
くこと。
そのため
に、関係
機関との
連携を一
層図って
いくこと
とする
―

消費税転嫁対策セミナーを開催
“得する街のゼミナール”
「まちゼミ」
第２回セミナーを開催
去る９月 日（火）亀山商工会館２
階ホールにて、消費税転嫁対策窓口
去る９月 日（金）亀山商工会館２
相談等事業の一環として消費税転嫁
階ホールにて、７月の講演会に引き
対策セミナー「マイナンバー制度対
続き、岡崎まちゼミの会 代表 松井
策セミナー」と「人材管理・組織活
洋一郎 氏をお招きし、２月に開催
性化セミナー」を開催しました。
予定の『第１回亀山まちゼミ』に向
当日は、講師として㈱百五経済研
けてのセミナーを開催しました。
究所 経営コンサルティング部部長
全国 ヶ所以上の地域で実施されて
いるまちゼミの中で人気のある講座、 兼主任研究員 大地 勉 氏をお招きし、
ユニークな講座などをご紹介いただ
第１部として平成 年１月より始ま
き、効果的なタイトルのつけ方・考
るマイナンバー制度について、その
え方などについてご講演していただ
概要と対応及び個人情報保護のため
きました。
の安全管理
第３回“得する街のゼミナール”
措置をどの
「まちゼミ」
ように行う
セミナーは
かについて
月に開催
講演してい
予定です。
ただきまし
次回のセミ
た。続いて、
ナーは２月
第２部とし
に開催予定
て強い組織
の『第１回
（ 会 社 ）作
亀山まちゼ
りを行うた
ミ』参加事
めにどのよ
業者向けの
うな仕組みを構築すればよいかにつ
内容となり
いて講演をしていただきました。
ます。
今回のセミナーでは 名を超える
多くの方に参加していただき、導入
直前となったマイナンバー制度の対
応や組織活性化のポイント等につい
て、熱心に講師の説明を聞いていま
した。
200
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【お問合せ】
亀山まちゼミ事務局
担当：加藤・中尾
ＴＥＬ：８２ １３３１
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リニア中央新幹線建設促進について

リニア建設促進会議に参加
２０２７年の東京・名古屋間開業
に向け、ＪＲ東海によるリニア中央
新幹線の工事が着工する中、三重県
と奈良県の経済団体では、両県の連
合協議会を設立し、三重・奈良ルー
トによる名古屋・大阪間を含めた全
線同時開業を実現するため、関係各
方面に向けた要望活動等を積極的に
展開しております。
去る 月 日（月）には、津市にお
いて、両県経済団体の総会と、県・
市関係者の建設促進会議が開催され、
岩佐会頭をはじめ役員・議員 名が
出席しました。
総会では主催者・来賓挨拶に続き、
岩佐会頭が三重県の経済界を代表し、
総会決議を朗読、決議は全会一致で
採択されました。
又、今後のリニア中央新幹線の要
望については、 月４日に、三重・
奈良両県知事、奈良県経済界代表と
共に、岩佐会頭が三重県経済界を代
表し、国土交通大臣等への要望を行
う予定です。
会員の皆様におかれましても、リ
ニア中央新幹線の三重・奈良ルート
での建設促進と亀山停車駅の誘致に
ついて、格別なるご理解とご協力を
賜りますようお願いします。
総会決議（要旨）
リニア中央新幹線の東京・名古
10
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締役 山中 弘美 オーナーら、創業塾
の卒業生による実際の創業体験談に
始まり、マーケティング・プロモー
ションや、税法・会社法・社会保険・
労働法等の実務講義に続き、各々策
定したプランのプレゼンテーション
の後、創業融資制度や助成金等、創
業支援施策を紹介し、個別相談にも
応じました。
受講者の反応は好評で、受講者か
らは 良
｢ かった。地域で創業を志す
者のネットワークができ、人脈が広
がった と｣の声をいただきました。
当所では、今後とも、起業・第２
創業等、亀山市内の企業の前向きな
取り組みをご支援してまいります。
相談会・セミナーのご案内

観光サービス部会主催
『第２弾 情報化セミナー』
「ＳＮＳの現状と活用について」
開催日時：平成 年 月 日（水）
時～ 時
開催場所：亀山商工会館２階ホール
講
師：番頭舎 代表 服部 巨 氏
27

16

庶業部会主催
『なんでも相談会』
専門家による個別相談会
開催日時：平成 年 月 日（水）
時 分～ 時 分
開催場所：亀山商工会館２階ホール
相談内容…税金、登記、労務、融資
不動産、創業、法律 など

14

13

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

亀山地域創業支援ネットワーク
カメヤマ創業アシスト支援事業
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観光サービス部会【情報化セミナー】

創業塾 専･門相談が終了
去る９月 日・ 日・ 月３日
（ 全 て 土 曜 日 ）に 渡 り 、 亀 山 商 工 会
館２階ホールにて、三重県社会保険
労務士会、三重県信用保証協会等、
当ネットワーク機関他のご協力の下、
創業塾・専門相談を行ったところ、
代～ 代の男女を問わず、幅広い
年齢層の方々が多数受けられました。
今回は イ
｢ メージを具体化し、カ
タチにする を
｣ テーマに、思い描く
夢の実現に向け、デイサービスのプ
レミアムＤａｙＲｉｎＲｉｎを運
営する㈱リングリングリング 代表
取締役 菊池 麻美 社長・化粧品販売・
エステのマイトレーヤー㈱ 代表取
20

ＬＩＮＥ＠活用セミナーを開催
去る 月６日（火）亀山商工会館２
階ホールにて「ＬＩＮＥ＠活用セミ
ナー」を開催し、 名の方々に参加
いただきました。
当日は、講師として番頭舎の代表
者であり、ＷＥＢ活用支援コンサル
タントの服部 巨 氏をお招きし、現
在 、 国 内 ５，
０００万人以上が利用
している『ＬＩＮＥ』から、情報発
信やビジネスに活用できる『ＬＩＮ
Ｅ＠』に関しての基礎知識から事業
での活用方法などについて、講演い
ただきました。
参加者か
ら は 、「 Ｌ
ＩＮＥ＠を
活用し、既
存客の囲い
込みに加え
新規顧客の
獲得に繋げ
たい」や
「第２弾の
セミナーを
聞き、連動
して販売促
進に繋げた
い」などの
前向きな声
をいただき
ました。
10

談所コーナー

―

―

―

︿問合せ先﹀
鈴鹿税務署 個人課税第一部門
記帳指導担当（西山）
℡０５９ ３８２ ０３５１
※担当者にご連絡いただく場合は、
自動音声案内に従って「２」を選
択してください。
︿国税庁ホームページ﹀

http.//www.nta.go.jp

税を考える週間行事のご案内

①日 時 平成 年 月８日（日）
時 分～ 時 分
②場 所 鈴鹿ハンター
１階サブコート
③内 容
・ 「小学生の税に関する習字・絵はがき
コンクール 」表彰式・入賞作品展示
・「中学生の税についての作文・税
の標語」表彰式・入賞作品展示
・税金よろず無料相談会
・各種パンフレット配布
④主 催 鈴鹿税務連絡協議会
⑤共 催 鈴鹿税務署
︿問合せ先﹀
東海税理士会鈴鹿支部
℡０５９ ３８２ ７７１５

―

―

高校、大学等への入学時・在学中
にかかる費用を対象とした公的な融
資制度です。お子さま１人につき
３５０万円以内を、固定金利（年２．
１５％（平成 年 月 日現在）で利
用でき、在学期間内は利息のみのご
返済とすることができます。
詳しくは、「国の教育ローン」で
検索していただくか、左記のコール
センターへお問合せください。

︽日本政策金融公庫からのお知らせ︾
「国の教育ローン」のご案内

30

︽税務署からのお知らせ︾
所得税の青色申告決算等
説明会のご案内

所得税の青色申告決算等説明会を
左記の日程で開催します。
①開催日時
平成 年 月４日（金）
時 分～ 時 分
②会場
鈴鹿市ふれあいセンター
ふれあいホール
③会場所在地
鈴鹿市南玉垣町６６００番地
30

青色申告決算書の用紙は、所得税
確定申告書の用紙に同封して２月上
旬頃に送付する予定です。
また、平成 年分の所得税の確定
申告を電子申告（ｅ Ｔａｘ）でされ
た方には所得税の確定申告書及び青
色申告決算書の用紙は送付しません。
青色申告書の用紙が必要な方は、
国税庁ホームページから出力してい
ただくか、税務署の窓口又は説明会
当日に会場でお受け取りください。

30 27

相
☆マイナンバーの管理について
マイナンバーを含む個人情報の漏
洩・紛失を防ぐために事業内容や規
模に併せた適正な安全管理措置につ
いて、左記の手順で検討・対応をし
ていただく必要があります。
①個人番号取扱事務の範囲の明確化
②特定個人情報等の範囲の明確化
③事務取扱担当者の明確化
④特定個人情報等の安全管理措置に
関する基本方針の策定
⑤取扱規程等の策定
しかしながら︑⑤取扱規定等の策
定については︑一定の要件を有する
中小規模事業者については事務で取
り扱う個人番号の数量が少ない等の
理由から、特例的に簡便な対応方法
が認められています︒ただし、簡便
な方法であっても情報漏洩等への十
分な対応が必要です。
詳しくは左記のガイドラインを必
ずご確認ください。
☆取扱いのガイドラインについて
マイナンバーをその内容に含む個
人情報の適正な取扱いのために、民
間事業者が最低限守るべきこと等を
示したガイドライン﹁特定個人情報
の適正な取扱いに関するガイドライ
ン︵事業者編︶﹂が作成されています。
︽検索キーワード︾
特定個人情報保護委員会ＨＰ
「特定個人情報保護委員会」

13

11

16

―

︹教育ローンコールセンター︺
℡０５７０ ００８６５６
（ナビダイヤル）

31
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マイナンバー制度導入に伴う
企業の対応について
☆税務・社会保険等への対応
平成 年１月から社会保障・税番
号制度︵マイナンバー制度︶が導入さ
れます。導入に先立ち平成 年 月
以降から、個人番号及び法人番号が
通知されています。
平成 年１月のマイナンバー制度
の導入により、年末調整や社会保険
手続き等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、必
要となる従業員・その扶養親族の個
人番号については、平成 年中に事
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。
特に、従業員の方には 月以降に
送付される個人番号の「通知カード」
を紛失しないよう周知してください。
紛失した場合には再発行の手続きが
必要となります。
なお、法人番号については個人番
号と異なり公表されます。
10

︽お知らせ︾
当 所にて年 末 調 整に関 するご相 談
を希 望される方は事 前に事 業 主 ・ 専
従 者 ・ 従 業 員 及びその扶 養 親 族の個
人番号の把握をお願いします︒個人番
号が不 明な場 合、書 類 作 成 等が対 応
できない場合がございますので、
ご注意
ください。
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27

12

15

26

27

27

10

28

28

青年部通信
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県女連総会に参加

に繋がった
実例や１日
たった５分
で書ける感
謝はがきの
簡単な書き
方について
講演いただ
きました。
参加者か
らは「すぐ
に実践できることなので、まずは常
連さんに対して、取り組んでみる」
や「まず行動！出会いを大切にす
る！ことを忘れずに継続して頑張っ
ていこうと思います」などの前向き
な感想をたくさんいただき、大変有
意義なセミナーとなりました。

全女連総会に参加

23

活かした企業誘致や消費拡大を目的
としたプレミアム付き商品券事業に
ついて活発な意見交換を行いました。
今回の 月例会を担当した渉外委
員会の中島委員長は「普段はなかな
か話をする機会がない市職員を招き、
限られたテーマには
なるがリニア・防災
対策・商工業の発展
について活発な意見
交換ができ、非常に
有意義な時間になっ
たと思う。
これを機に亀山市
全体のことも考えな
がら青年部活動を行っていきたい」
と語ってくれました。

去る９月４日（金）『平成 年度三
重県商工会議所女性会連合会総会』
が伊勢市の神宮
会館大講堂にて
開催され、当女
性部から石井会
長をはじめ 名
の方々に参加い
ただき、平成
年度事業報告・
収支決算、役員
改選、平成 年
度事業計画（案）・
収支予算（案）が審議され、いずれも
原案通り承認されました。また、総
会終了後の講演会では、文筆家 千
種 清美 氏に「女神の聖地 伊勢」を
テーマに、 年に一度の式年遷宮で
注目を浴び、伊勢神宮へお参りする
女性が急増したことなどにも触れな
がら、天照大神をはじめとする伊勢
神宮の女神さまの偉大さについて講
演いただきました。
27

﹃ 感謝はがきのススメ ﹄セミナーを開催

若手後継者等育成事業

去る 月 日（木）、 日（金）女性
部役員４名が第 回全国商工会議所
女性会連合会 石川全国大会に参加
しました。総会終了後「㈱スギヨの
歴史と経営戦略」をテーマに、㈱ス
ギヨ 代表取締役 杉野 哲也 氏の講
演がありました。また、本年もいわ
き商工会議所女性会へ東日本大震災
の義援金として 万円を寄付し、震
災から４年以上が経過した現状など
についてのお話も伺え、改めて風化
させてはいけないと感じさせていた
だき、引き続き、当女性部は支援し
ていきたいと思っております。

47

20

14

去る９月 日（木）女性部会員・会
議所会員 名が参加し、感謝はがき
アドバイザー 松本 良彦 氏から、感
謝はがきが商売へ繋がりリピーター

22

月例会を開催します

来る 月 日（金）に研修委員会担
当で 月例会を開催します。
今回は、百五経済研究所 地域調
査部 主任研究員 津谷昭彦 氏をお招
きし、講師例会「身近な事象から学
ぶ、地域経済の動向」をテーマに講
演をしていただきます。
内容としては、身近で簡単な話題
から、それらがどのように地域経済
に影響を与えるのかについて学んで
いただきたいと思います。
今回の例会を経済動向等を考える
機会として、各事業所の事業発展と
自己研鑽の一助となるよう活用して
いただきたいと思います。
20

亀山商工会議所青年部
月例会を開催
９ 18

では交通の利便性を

10

9

11

11

26

27

20

17

27

11

９

去る 月 日（金） 時より渉外委
員会担当で 月例会を亀山商工会館
階ホールにて
開催をし、青年
部会員 名が参
加しました。
今回は亀山市
職員をお招きし
テーマ① リ
｢ニ
ア中央新幹線に
ついて テ
｣ ーマ
② 防
｢ 災対策に
ついて テ｣ーマ③ 亀｢山市の商工業の
発展について の
｣ テーマに分かれて
意見交換会を行いました。
リ｢ニア中央新幹線について で｣は
駅の誘致活動を行っていくうえで亀
山市のＰＲ方法や経済効果について
など意見交換を行い、 防
｢ 災対策に
ついて で
｣ は地震や
豪雨による天災が頻
繁に起こっている中、
会社・従業員を守る
為の企業のＢＣＰ対
策や市の防災対策に
ついて意見交換会を
行いました。
また、 亀
｢ 山市の商
工業の発展について ｣
２

営業内容

ファミリーマート亀山みずきが丘店 みずきが丘 コンビニエンスストア
（金融部会）
鈴木保険事務所

15

関町会下 保険代理業

（交通運輸部会）
丸加運輸㈱

野村

一般貨物自動車運送業

（建設部会）
関町木崎 一般土木建築工事

西川建築

栄町

木造建築工事

㈱ティーフラット

本町

電気工事・電気通信業

Cassia

渋倉町

スナック

吉備路

渋倉町

飲食店

サラダのきもち

和田町

オーガニックレストラン

㈲エムテック

市ヶ坂町

空調設備メンテナンス

おおた歯科

川合町

歯科医院

ファーム松尾

下庄町

農業（水稲）

㈱ジャス・ミン

川崎町

サービス付き高齢者向け住宅

（観光サービス部会）

亀山市関町木崎512
TEL・FAX （ 0 5 9 5 ）9 7 - 8 3 7 7
営 業 時 間 ランチ 12：3 0～14：3 0
ディナー 1 7 : 0 0～2 0 : 3 0
定 休 日 不 定 休（ 予 約 可 ）

（庶業部会）

担保不要

第三者
保証人不要

12

1日
（火） 無料経営相談会
3日
（木） まちゼミセミナー
9日
（水） 青年部役員会
16日
（水） 記帳継続指導
2８日
（月） 御用納め

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

6日
（金） 中心市街地活性化研究会
10日
（火） 正副会頭会議・青年部役員会
11日
（水） 観光サービス部会セミナー
13日
（金） あきないブログ研修会
17日
（火） 女性部役員会
18日
（水） 庶業部会なんでも相談会
20日
（金） 青年部11月例会
24日
（火） 相続税対策セミナー
25日
（水） 三重県知事経済講演会
役員・工業会懇談会

月

最高
５００万円

「絆」

11

月

地域活性化連携ローン

「商工会議所・商工会」連携ローン

スケジュール

地元の事業者の強い味方

き ず な

会員入会紹介運動を実施しています

当所では、地域課題の解決や中小・
小規模事業者育成のため、金融・税
務・労務等の基礎的支援や情報化、
地域資源活用、商工業振興等、地域
に根ざした諸事業を展開しています。
亀山市内で事業を営む商工業者の
方でしたら、個人・法人・団体及び
規模・業種を問わずご入会いただけ
ます。
年 会 費 は 、 個 人 ８，
０００円以上、
法 人 １ ３，
００ ０ 円 以 上 で お 願 い し
ております。
会員の皆様のお取引先・お知り合
いでまだご入会をいただいていない
事業所がございましたら、是非ご紹
介ください。
いつもあなたのとなりに…

歴史や伝統と自然が調和した街の中
で、ゆったりとした時間を感じてい
ただきたいと思います。伝統が溶け
合ったより良いお店づくりにこれか
らも努力を重ねてまいります。

近藤建材

会 員 紹 介

所在地

英国紅茶の店 アールグレイ

事業所名
（商業部会）

緑美しい山々が連なるふもと東海
道五十三次四十七番目の宿場町で、
日本紅茶協会「おいしい紅茶のお店」
認定店として 年の営業となります。
日本人として初めて紅茶をミルク
と一緒に飲んだといわれている大黒
屋光太夫のふる里三重の地で、紅茶
専門店としてお客様との一期一会を
大切にしながら「三重の地、関町に
来てよかった」と言っていただける
おもてなしや、紅茶教室を開催して
います。紅茶のおいしさを伝え、特
産のお茶、マイヤーレモンのシフォ
ンケーキを楽しんでいただき、古い

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/

－6－

