
001
2020・5　津山商工会議所　所報



002
津山商工会議所　所報　2020・5



1
2020・5　津山商工会議所　所報

1

専門家定例無料相談は完全予約制です。
津山商工会議所　経営支援課
TEL：22−3141　FAX：23−5356  まで。

よろず支援拠点の予約はこちら。
公益財団法人 岡山県産業振興財団
TEL：086−286−9667
FAX：086−286−9679

10 日
11 月 よろず支援拠点　13：00～20：00
12 火
13 水
14 木 新型コロナウイルス感染症対策　雇用調整助成

金申請手続き支援窓口　10：00～16：00
15 金
16 土
17 日
18 月 よろず支援拠点　13：00～20：00
19 火
20 水
21 木 新型コロナウイルス感染症対策　雇用調整助成

金申請手続き支援窓口　10：00～16：00	
22 金
23 土
24 日
25 月 よろず支援拠点　13：00～20：00
26 火
27 水
28 木 新型コロナウイルス感染症対策　雇用調整助成

金申請手続き支援窓口　10：00～16：00
29 金
30 土
31 日
1 月 よろず支援拠点　13：00～20：00
2 火 新型コロナウイルス対応支援策に関する緊急特別

相談会（津山会場：岡山県美作県民局）※要予約
3 水
4 木
5 金
6 土
7 日
8 月 よろず支援拠点　13：00～20：00
9 火 NIC　例会　15：00～17：00

TSK　例会　19：00～21：00	
10 水
11 木
12 金
13 土
14 日
15 月 よろず支援拠点　13：00～20：00

表紙写真：衆楽園の睡蓮

1 津山商工会議所スケジュール
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特集　新型コロナウイルス
　　　感染症対策
4/16 経済対策について津山市へ緊急要望

4/13･14 合同対策会議　開催

緊急アンケート調査　集計結果
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～
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経営支援情報
資金繰りでお困りの方へ

従業員の雇用維持にお悩みの方へ

6 健康診断費用助成受付中！
津山信用金庫が東京東信用金庫と
包括連携協定を締結

7 検定試験中止のお知らせ
会費請求のご案内

8 会員紹介
花の苗プレゼント延期のお知らせ

企業向け無料WEBセミナーのご案内
＜損害保険ジャパン(株)＞

2020年５月10日〜６月15日

vol.542
５月号

津山商工会議所広報2020年５月10日発行

津山商工会議所 スケジュール

　当所では、例年、節電・省エネの観点から、夏季の軽装
（クールビズ）を実施しております。

クールビズの実施について

【実施期間】
2020年５月１日㈮から
2020年９月３０日㈬まで 

　今年度も下記のとおり実施致します
ので、ご理解・ご協力をお願い致します。
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新型コロナウイルス感染拡大による影響は甚大
経済対策について津山市へ　緊急要望4/16

㈭

▲谷口市長（左）に要望書を手渡す松田会頭ら（右）

地域創生推進委員会・サービス観光部会
流通部会・産業ものづくり部会

4/13
㈪

4/14
㈫

合同対策会議
　新型コロナウイルス感染拡大により、会員事業所の
中でも特に甚大な影響を受けている３部会（サービス
観光、流通、産業ものづくり）と地方創生推進委員会
による合同対策会議が、４月13・14日に津山商工会館
で開催され、地方創生推進委員会（近堂申洋委員長）
と各部会の正副部会長及び幹事が参加し、津山市への
経済対策の要望について意見を交わしました。
　会議に先立ち、津山商工会議所では、新型コロナウ

イルスの影響を調査するため、市内会員事業所2,027
件に対し、緊急アンケート調査を実施。500件の回答
内容や意見・要望を踏まえ、新型コロナウイルス感染
拡大に伴う経済対策についての緊急要望を提案しまし
た。
　今回の要望書（案）は、第1弾として、緊急対策と
消費喚起策（事態収束後）を要望するもので、特に緊
急性の高いものを取り上げました。

　松田会頭は、新型コロナウイルス感染拡大に係る経
済対策として、当面の緊急対策（総合窓口（ワンストッ
プ型）の設置等）と事態の収束段階での消費喚起策（外
食クーポン・プレミアム商品券等）についてまとめた
要望書を谷口市長に提出しました。
　要望書の内容は、市内会員対象に実施したアンケー
ト調査の結果をもとに取りまとめており、松田会頭は、
「約７割の会員事業所が影響を受けており、企業の稼
ぐ力と個人の消費する力が激減している。都市の大企
業が影響を受けたリーマンショックとは異なり、今回
は地方の中小・小規模事業者が甚大な影響を受けてい
る。また、いつ収束するかわからず、見通しが立たな
い中、行政等から確かな情報や対策方針がないことも
不安要因となっている。実態を把握し、津山市独自の
対策をスピード感もって実行してほしい。まずは、津
山市に感染者を出さないために万全な対策をお願いし
たい。」と挨拶し、要望書を谷口市長に手渡しました。
　谷口市長からは、「感染させない、（津山市から）感
染者を出さないことを第一とし、移動の自粛など発信
し、感染拡大防止に取組みたい。補正予算が出来次第、
一元管理のできる相談窓口を設置したい。必要な政策

をタイミングを逃すことなく、スピーディーに実施し
たい。」との回答がありました。

要望書概要
①緊急対策
　1）感染拡大防止のための万全な対策の実施
　2）対策に係る総合窓口（ワンストップ型）の設置
　3）�市税・固定資産税等の一部減免並びに納税猶予

及び延滞料の減免（２か年分）
　4）上下水道料金等公共料金の納付猶予等（２か年分）
　5）特別貸付に係る利子補給等の支援

②消費喚起策（事態の収束後対策）
　1）�子供がいる世帯への外食クーポン券配布による

消費喚起
　2）�地域（プレミアム）商品券による飲食・小売・サー

ビス業への支援
　3）公共施設の無料開放と大規模イベントの実施
　4）多様な観光キャンペーンの実施
　5）国・県の動きに準じた対策の一歩先んじた実施
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▲流通部会・産業ものづくり部会▲地方創生推進委員会・サービス観光部会

新型コロナウイルスの影響に関する緊急アンケート調査  集計結果

アンケート集計結果の詳細は、津山商工会議所
HPに掲載しております。

津山商工会議所

問１．現時点での新型コロナウイルスの影響について
　　　66.6％　すでに影響が出ている
　　　33.4％　影響はない

問２．	問１で「すでに影響が出ている」と回答された方に
お聞きします。

　　　具体的にどのような影響ですか？（複数回答可）
　　　61.0％　	マスク・消毒液等の購入・確保が困難
　　　57.4％　売上・受注の減少　
　　　38.4％　入荷の遅れ・商品の欠品
　　　34.8％　顧客数の減少
　
問３．	今後どのような影響が出る可能性があると予想され

ていますか？（複数回答可）
　　　70.2％　売上・受注の減少
　　　43.8％　仕入の入荷・確保が困難
　　　40.6％　取引先の事業業務の停止・休業等

問４．何らかの対応をとっていますか？
　　　31.2％　すでに対応をとっている
　　　28.0％　対応をとる必要がある
　　　40.8％　対応をとっていない

　　集計期間　2020年3月26日～4月10日
　　調査依頼　2,027件（市内会員事業所）
　　回 答 数　500件　　回 答 率　24.7％
　　※特に多い回答について掲載しております。

問５．	問４で「すでに対応をとっている」または、「対応
をとる可能性がある」と回答された方にお聞きしま
す。どのような対応をとっていますか、また、とる
可能性がありますか？

　　　33.1％　各種補助金の活用
　　　32.8％　融資制度の利用（国・県の融資制度、その他）
　　　32.4％　営業時間の短縮・営業休止

問６．	津山商工会議所・国・県・市などに期待する具体的
な支援策をご記入下さい。

　　○助成金、補助金の拡充（返済の必要がない資金援助）
　　○	無担保、無金利かつ返済猶予期間（3年～ 10 年）

の融資の拡充
　　○	固定費（固定資産税などの税金、公共料金、家賃・

テナント料等）の支払猶予または減免
　　○	イベントの中止や休業要請による期待売上分の損失

補填
　　○相談窓口の設置や素早く的確な情報提供の実施
　　○休校による児童への心のケア、子育て世代への援助
　　○オンライン授業の実施など学習の場の提供
　　○マスク・消毒液等の配給や安定供給の確保
　　○	感染者用の病床と軽症・無症状者の隔離先の確保（県

北に感染者が出る前に）
　　○	津山市に感染者を出さないための思い切った施策

（移動制限や外出自粛など）

アンケート調査へのご協力
　　ありがとうございました。

　これについて出席者からは、「国から示されている
支援策や制度が分かりにくい。専門の窓口を市に設置
してほしい」「緊急対策にコロナ感染者の病床の確保
や医療従事者への支援を取り上げてほしい」等の意見
がありました。
　また、当所への要望として、「もっと早い段階で対
応ができなかったのか」「市への要望だけでなく、会

議所から会員を支援する取り組みができないか。例え
ば、他の地域が取り組んでいる飲食店の前売りチケッ
トの販売などが実施できないか」など具体的な対策を
求める声が上がりました。
　今回の意見を踏まえ、早急に津山市に要望すること
とし、地域の生き残りをかけ、スピード感をもって対
策を求めてまいります。
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　売上・受注減少・仕入確保困難化等の影響を受けている中小企業・小規模事業者を対象とした、
各種融資制度、補助金・助成金・給付金申請等の相談をお受けしております。
※支援情報は津山商工会議所ホームページで随時更新していきます。

津山商工会議所では
新型コロナウイルス対策経営相談窓口 を開設しています。

■日本政策金融公庫の融資・借換え（新型コロナウイルス対策マル経融資、特別貸付等）
　□ 実質無利子・無担保の融資を受けられます。また、既存の借入も実質無利子で借換え可能となります。
■岡山県が新型コロナウイルス感染症対応資金を創設（融資枠：517 億円）
　□ 民間金融機関でも、無利子、保証料無料で融資が受けられます。

　□  売上が前年同月比 50% 以上減少している事業者を対象に、法人（中堅・中小・小規模）
　　 は 200 万円、個人事業主（フリーランス含む）は 100 万円を上限に給付が受けられます。

持続化給付金

新型コロナウイルス感染症対策の主な融資制度

新型コロナウイルス感染症に係る　　　　　　　でお困りの方へ資金繰り等

新型コロナウイルス各種経営支援策のご紹介

■お問合せ先
　津山商工会議所（経営支援課）
　TEL：0868-22-3141
　mail：info@tsuyama-cci.or.jp

津山商工会議所ホームページ
https://www.tsuyama-cci.or.jp/ 
スマホの方は表紙の QR コードから！！

 小規模事業者持続化補助金　第２回締切　６月５日（金） ※	詳しくは同封の折込チラシ
をご覧ください。

※申請書類等についての相談や、ネット申し込みができない事業者を対象とした申請相談窓口が設置される予定です。

※申込手続き、必要書類、その他詳しい要件につきましては、各機関にお問合せください。	 	 	

【申請手続き方法】持続化給付金ホームページへアクセス

名　　称 融資利息 融資限度額 融資期間 対象要件 お問合せ先

新型コロナウィルス対策
　　マル経融資（別枠）

当初３年間：0.31%★
基準：1.21％

別枠：1,000万円
（通常2,000万円）

運転7年以内
〈据置3年以内〉
設備10年以内
〈据置4年以内〉

小規模事業者（個人・法人）
売上高5％以上減
（最近１ヶ月の前年同月比）

津山商工会議所
経営支援課

ＴＥＬ：0868-22-3141

新型コロナウイルス
感染症特別貸付

国民事業 当初３年間：0.46%（3千万円迄）★
基準：1.36％ 6,000万円 運転15年以内

〈据置5年以内〉
設備20年以内
〈据置5年以内〉

売上高5％以上減
（最近１ヶ月の前年同月比、業
歴１年１ヶ月未満の場合は３ヶ
月比較） 日本政策金融公庫

津山支店
ＴＥＬ：0868-22-6135

中小事業 当初３年間：0.21%（1億円迄）　★
基準：1.11％ 3憶円

※その他、生活衛生関係業（旅館、飲食、理美容店等）を対象とした特別融資制度も設けられています。　★
　　	上記融資制度（★）を利用した事業者に対し、右の要件を
　　	満たした場合、３年間利子補給の対象となります。　
　　	※いずれの融資制度も３年経過後は、基準金利となります。

　個人事業主（小規模）：売上高5％以上減
　個人事業主（小規模以外）・法人（小規模）：売上
　高15％以上減
　中小企業	：売上高20％以上減

【新設】

岡山県
新型コロナウイルス
感染症対応資金

個人事業主
（小規模）

〈売上高5％以上減〉
当初３年間：0％　３年後：1.65%以内
〈売上高15％以上減〉
当初３年間：0％　３年後：1.15%以内
【保証料率：0％】 3,000万円 10年以内

〈据置5年以内〉

最近１ヶ月の売上高5％以上
減、かつその後の2ヶ月を含む
３ヶ月の売上高が前年同期比
で5％以上減少が見込まれ、
下記のいずれかの信用保証
について市区町村長で認定
を受けた岡山県下の中小企
業者

各取扱金融機関
又は

岡山県信用保証協会
津山支所

ＴＥＬ：0868-22-7276

信用保証の認定申請は
津山市商業･交通政策課
ＴＥＬ：0868-32-2081

個人事業主
(小規模以外)

法人

〈売上高5％以上減〉
1.65%以内　【保証料率：0.425％】
〈売上高15％以上減〉
当初３年間：0％　３年後：1.15%以内
【保証料率：0％】

信用保証制度 保証内容 対象要件

セーフティネット保証
４号 幅広い業種で影響が生じている中小企業者に対して、一般枠とは別枠

（最大2.8億円）で借入債務の100％を保証

最近１ヶ月の売上高が前年比
20％以上減、かつその後２ヶ
月を含む３ヶ月も20％減が見
込まれる

５号 特に業況の悪化している指定業種の中小企業者に対して、一般枠とは別枠
（最大2.8億円）で借入債務の80％を保証

最近３ヶ月間の売上高が前年
同期比５％以上減少

危機関連保証
金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を
必要としている中小企業者に対して、セーフティネット保証とはさらに別枠
（2.8億円）で借入債務の100％を保証

最近１ヶ月の売上高が前年比
15％以上減、かつその後２ヶ
月を含む３ヶ月も15％減が見
込まれる

特別利子補給制度
実質無利子・無担保
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相談対応団体（日本政策金融公庫、岡山県信用保証協会、㈱中国銀行、津山信用金庫、㈱トマト銀行、
　　　　　　　津山商工会議所、岡山県商工会連合会、中国税理士会津山支部）

※下記ホームページから申込用紙をダウンロードして、FAX またはメールでお申込みください。
https://www.pref.okayama.jp/page/660707.html　　FAX：086-224-2165
メール：keiei@pref.okayama.lg.jp

会　　　場 日　　　時 申込期限
津山会場
岡山県美作県民局（津山市山下 53） 6月2日（火）10：00～ 16：00 5月28日（木）

　□  中小企業と個人事業主の皆様を対象に、融資制度、雇用調整助成金、経営等の相談に対応する緊急特別
相談会が下記日程で開催されます。（参加費無料、完全予約制）

　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例が拡充されました。
雇用調整助成金は、従業員の雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

　新型コロナウィルス感染症による経済の減速により、
厳しい状況下に置かれている市内事業者の皆さまをサ
ポートするため、「津山支縁プロジェクト」を開始します。
　第一弾として、SNS による情報拡散及びテイクアウ
ト等を行う市内事業者紹介を目的とした Web サイトを
開設しました。
URL　https://www.tsuyama-biz.jp/shien
★事業者の方はテイクアウトメニュー等の情報登録を
　お願いします。
★市民の皆さまには積極的なご活用をお願いします。

　津山商工会議所では、岡山労働局と連携し、『雇用調整助成金申請手続き支援窓口』
を下記により定例開設いたします。

　□ 緊急対応期間は、４月１日から６月３０日までの期間
　□ 生産指標要件（売上）が１か月で５% 以上低下した事業者が対象
　□ 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成対象
　□ 助成率は、４/ ５（中小企業）、２/ ３（大企業）

https://www.mhlw.go.jp/
厚生労働省ホームページ

スマホの方はこちら

　※解雇等を行わない場合は、９/ １０（中小）、３/ ４（大企業）
　　制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

■お問合せ先
　津山商工会議所（経営支援課）
　TEL：0868-22-3141　　mail：info@tsuyama -cci.or.jp

■お申込み方法

（１）開　催　　毎週定例木曜日（祝日を除く）
（２）場　所　　津山商工会館 ３F  第２会議室  
（３）お申込　　予約制

雇用調整助成金申請手続き支援窓口開設

新型コロナウイルス対応支援策に関する緊急特別相談会開催のお知らせ

津山支縁プロジェクト

従業員の　　　　　  にお悩みの事業者の皆様へ雇用維持
掲載内容は４月30日時点
の情報です。

　本サイトを通じ、市民相互の支え合い、助け合いの思いを共有し、津山市全体の連帯意識、地元愛を育てる
ことに繋げていきたいと考えています。（運営：つやま産業支援センター　℡24-0740）

「みんなで助け合い支え合い乗り越えよう！見せろ津山の底力を！！」
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健康診断費用助成  ５月29日(金)まで受付中！
　会員共済（ごんちゃん共済・団体扱アクサ
生命保険）ご加入者を対象とした「２０２０年
度健康診断費用助成」を現在申込受付中です。
　助成を希望される会員共済加入事業所は、
受付期間内に所定の申込書にてお申込みくだ
さい。
　申込書は、４月号所報に同封の黄色いチラ
シの裏面にございます。詳しい内容・ご利用
の流れ等についても、同チラシをご確認くだ
さい。
　なお、申込書は当所窓口に設置しているほ
か、津山商工会議所ホームページ（新着情
報）からもご覧いただけます。

▲３月に当所を訪れた東京東信用金庫中田理事長（中央）と吉田常務（中央右）

津 山 信 用 金 庫
×

東京東信用金庫
　津山信用金庫は、東京東信用金庫（本店：東京都墨
田区両国　理事長　中田清史）と地方版総合戦略に関
する包括連携協定を締結。交流イベントやビジネスマ
ッチングを通じた、ヒト・モノの相互交流による両地
域の活性化を目的として『地産都消プロジェクト』を
展開します。
　市の地域商社機能の構築支援として、昨年９月に
「とっとり・おかやま館」（東京都新橋）で実施した
地域産品のテストマーケティングに信金中央金庫の紹
介で東京東信用金庫が来場。気仙沼信用金庫と連携し
て行った東北大震災の復興支援・販路拡大につながる

4/8
㈬

今後の具体的な取組みについて
①作州地域での交流イベントの実施
　・�東京東信用金庫会員組織（若手経営者の会ラパン
等）のメンバーを対象に作州地域で地域産業を体
験。津山信用金庫若手経営者の会「つしん未来塾
生」との交流イベントの開催（2020年10月16～17
日予定）

②両金庫取引先のマッチングの実施
　・�作州地域の特定産品（例：米、小麦、大豆（味噌、
醤油等を含む））を取扱う可能性がある取引先に
紹介する機会の創出

　・�販路開拓、商品開発等で連携できる可能性がある
と思われる両金庫取引先に紹介する機会の創出

③東京での交流イベントへの参加
　・�墨田区内等で津山圏域の特産品販売イベント実施

会員共済制度

■お問合せ先
　津山商工会議所（地域振興課　共済保険班）
　TEL：0868-22-3141
　FAX：0868-23-5356

■お問合せ先
　津山信用金庫  地域創生部  TEL：0868-22-4136

　　　　　　包括連携協定『地産　 消プロジェクト』都
『地産都消プロジェクト』の「海の幸」に続き、「山
の幸」として今回の連携が実現しました。

　受診医療機関や受診日が決まっていない場合
でも、助成のお申込みをしていただけます。
　未定であることをご連絡の上お申込みいただ
き、決定後に必ず当所までお知らせください。

↑チラシ（申込書）は津山商工会議所ホームページ
【新着情報（4月 16日付）】に掲載しております。

お急ぎ
ください！
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　今年度より商工会議所年会費と特定商工業者負担
金及び各種団体年会費（下記参照）について、
一括請求をさせていただきます。

　圧着はがきにてご案内いたします。ご指定の口座
からお振替させていただきます。

　納入通知書（兼振込依頼書）を郵送いたしますの
で、納入通知書に記載のある最寄りの金融機関にて
ご納入ください。

　年会費等の納入方法は、口座振替登録の有無によ
って異なります。詳細は、右記にてご確認ください。
　いずれの方法の場合も、会費請求のご案内を
５月末頃に発送いたしますので、請求金額の内訳等
ご確認ください。

◦津山商工会議所年会費
◦特定商工業者負担金
◦各種団体会費
　・女性会　・青年部　・青年部OB会
　・青色申告会　・TSK　・NIC

〈一括請求対象の年会費等〉

口座振替のおしらせ（はがき）

納入通知書（兼振込依頼書）

納入通知書在中　新型コロナウイルス感染症の影響により、会費
を期限内（口座振替日）に納付することが困難な
場合、納付期限を延長いたします。
　ご希望の方は下記までお申し出ください。
■お問合せ先
　津山商工会議所  総務管理課  TEL：0868-22-3141

①口座振替登録あり

②口座振替登録なし

納入期限
　６月30日㈫まで

口座振替日　６月10日㈬

検定試験中止のお知らせ
　下記の各種検定試験につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と受験者の安全確保の観点から、
検定試験の円滑な実施が極めて困難であるため、津山商工会議所での実施を中止とさせていただきます。
　受験をご予定されている皆様ならびに関係者の皆様にはご迷惑をおかけすることとなり、誠に申し訳ござい
ませんが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
　今後、津山商工会議所での開催を予定している各種検定試験につきましても、状況により中止や定員の縮小
等の措置を取らせていただく場合がございますので、ご了承ください。
　津山商工会議所ホームページで、随時ご案内させていただきますので、ご確認をお願い致します。

【施行中止となる検定試験】

検　　定　　名 施 行 日 程

第155回	日商簿記検定試験 6月 14日（日）

第219回	珠算能力・暗算検定試験 6月 28日（日）

第129回	段位認定試験 6月 28日（日）

第44回	福祉住環境コーディネーター検定試験 7月　5日（日）

第28回	ｅｃｏ検定（環境社会検定試験） 7月 12日（日）

日商・東商検定試験

※ 4月 28日時点
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新 入 会 員 紹 介
事業所名 代表者 住所 営業内容

Hair house Coto 宗　元　恵津子 野介代 46 美容業

お菓子のエミリア 武　川　真理子 山方 2072-1 洋菓子製造小売

PCらいふパソコンレンタルサービス㈱ 平　岡　嗣　浩 橋本町 5 IT機器のレンタルサービス業

栄光電気通信㈱ 小　曳　　　誠 高野本郷 1272-5 電気通信工事業

㈲笹井ビジネスコンサルタント 笹　井　茂　樹 山下 5 経営労務コンサルタント

bistro CACASHI 平　山　智　幹 船頭町 20 飲食業

津山住宅建装 山　本　秀　博 東一宮 61-8 一般住宅リフォーム（屋根、壁塗装）

そうじ屋あまちゃん 天　倉　清　幸 一方 214-1 ホームクリーニング

　代表者の変更　　　　　　　　　　　　	　敬称略

㈲小椋創建

二又商会

小　椋　多

二又　嗣貢

ご加入ありがとうございます

2020 年 5 月 1 日現在　総会員数　　　  件2,224

　　		がございましたら
津山商工会議所　総務管理課まで
お問合せください。
TEL. ０８６８- ２２- ３１４１
E-mail：info@tsuyama-cci.or.jp

変更

　「小さな親切」運動津山支部は環境美化活動の一
環として、毎年６月に花の苗プレゼントを実施して
おりましたが、新型コロナウイルスの影響により、
延期させていただくこととなりました。
　今後、事態が収束した場合は、今年秋ごろに開催
を検討しております。
　ご理解・ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。

　津山商工会館にて、
ミニヒマワリとコスモ
スの種をお配りしてい
ます。
　会館１階入り口に設
置しておりますので、
どうぞご自由にお持ち
帰りください。

【お問い合わせ先】
 「小さな親切運動」津山支部　TEL：0868-22-3141

「小さな親切」運動津山支部
花の苗プレゼント 延期のお知らせ

※会館２階事務局にも設置しております。
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