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10 木

月号

11 金

vol.546

12 土
13 日
14 月 よろず支援拠点

13：00～20：00

15 火 よろず支援拠点

13：00～20：00

16 水
17 木
18 金
19 土
20 日

商品券「石垣」購入引換期間
（前半15～21日まで）

表紙写真：吉井川の風景
1

会議所スケジュール

2

特集
津山市地域商品券「石垣」
情報コーナー
商品券の購入引換について

21 月 敬老の日
22 火 秋分の日
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23 水
24 木
25 金
26 土
27 日

商品券「石垣」購入引換期間
（後半22～28日まで）

28 月 よろず支援拠点

13：00～20：00

29 火 よろず支援拠点

13：00～20：00

30 水
1 木 常議員会

11：00～

令和2年度の津山まつりについて
4

小規模事業者持続化補助金について
5

4 日
6 火 よろず支援拠点

13：00～20：00

6

商工会議所検定試験 10月以降の試験施行について
女性会

7 水
8 木

持続化給付金申請サポート事務局の変更について

9 金
10 土

7

11 日
12 月 よろず支援拠点

（岡山県内の状況）
Go To キャンペーンの概要について

日本商工会議所 オンラインセミナーにご参加ください

13：00～20：00

13 火 NIC 例会 19：00～21：00
よろず支援拠点 13：00～20：00

8

新入会員紹介
ベルフォーレ津山

14 水
15 木

専門家無料相談窓口を設置しています。
月～金曜日
完全予約制

岡山県新しい生活様式実践事業者補助金
の募集について
津山市ふるさと納税活用メニュー新設
「新型コロナウイルス感染症対策事業」

3 土
13：00～20：00

事業承継支援・経営者保証相談のご案内
津山市小規模事業者緊急支援金 申請締切について

2 金

5 月 よろず支援拠点

8/26 建設部会と津山市幹部との意見交換会

9：00～17：00（祝日除く）
TEL：0868-22-3141
予約サイト RESERVA
https://reserva.be/tsuyamacci

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

映画上映案内

吉井川の風景
旭川、高梁川と並び岡山三大河川のひとつに
数えられる吉井川。岡山県東部を貫流しており、
かつては、多くの高瀬舟が運行。鉄道が通じる
まで、主に津山～西大寺の重要な交通路の役割
を果たし、出雲街道とあわせて、津山地域を交
通の要所として発展させていきました。
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◆津山市地域商品券「石垣」の 引換 が始まります！
津山市地域商品券「石垣」の引換を 9 月 15 日（火）より開始します。

当選された方は、当選印が押印された引換購入券を引換期間内に津山商工会館 1 階大ホールまでお持
ちください。

○引換期間：9

月 15 日（火）～ 9 月 28 日（月） 期間中は土日祝日も販売

間：10：00 ～ 15：00

○時

○引換会場：津山商工会館

1 階大ホール（津山市山下 30-9）

※お車でお越しの方は、旧津山国際ホテル跡に臨時駐車場がございます。

○必要な物：当選印の押印された購入引換券、商品券購入代金

引換時の注意事項
・商品券購入代金は、現金のみの取扱となります。クレジットカード・電子マネー等はご利用いただ
けません。
・お引換の際、ご本人以外の方が代理でお越しいただいてかまいません。
・ご家族の方が複数当選した場合は、会場の混雑回避のため、原則代表者様おひとりでお越しくだ
さい。
・引換会場へお越しの際は、マスクの着用・手指消毒・検温にご協力ください。
マスクを着用されていない場合や 37.5℃以上の発熱、咳などの症状があり体調に不安がある方は、
入場をお断りさせていただきます。
・ソーシャルディスタンスの確保のため、前後の間隔を 2 メートル以上空けてお並びください。

ご利用時の注意事項
・商品券「石垣」は、旧津山市内の取扱店でのみご利用いただけます。取扱店の
店頭に専用ステッカーが掲示されておりますので、あらかじめご確認ください。
・商品券ご利用時は、おつりをお渡しすることができません。
原 則、1,000 円以上のお会計時にご利用いただき、不足分を現金等でお支払
▲ステッカー
いください。
・商品券はご自身で切り取らず、お会計時にお店の方に切り取ってもらってください。
※誤って切り取ってしまった場合でもご利用いただけます。

■お問合せ先
津山商工会議所 津山市地域商品券発行事務局 下山・小林祐
〒 708-8516 津山市山下 30-9
TEL：0868-22-3141 FAX：0868-23-5356
津山商工会議所 HP https://www.tsuyama-cci.or.jp/
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スマホの方はこちら
津山商工会議所ＨＰ

津山市幹部と建設部会との意見交換会開催

8/26（水）

景気対策として公共事業の予算拡充を要望
要望内容は 9 項目にわたり、各項目ごとに津山
市からの見解を伺い、部会員が意見を述べる進め
方で行いました。
要望書では、現在も感染拡大が続いているコロ
ナ危機下にあって地域経済を下支えするための公共
事業の重要性を訴えております。具体的には社会
インフラとして期待される光ケーブルの増設など便
▲勝山部会長
▲末澤副会頭 ▲勝山部会長より山田副市長
益比の高い事業の優先実施、水道事業においては
へ要望書を手渡しました
予定されている老朽管の更新工事の前倒しの実施、
ザ・シロヤマテラス津山別邸にて津山市山田賢 材料の地元調達、電気・管工事の地元業者への発
一副市長他 8 名、当所建設部会勝山敏部会長（勝 注、一般競争入札における低入札の制限など、景
山組）
、末澤由博担当副会頭他 15 名の出席のもと、 気を支え、事業活動を続けるための対策を要望し
公共事業予算の拡充等について要望書を提出した ております。津山市からは、令和 2 年度補正予算
のち意見交換会を行いました。
による新型コロナ対策として、公共事業一部早期
実施、建築・土木、材料、電気・管工事、設計な
どそれぞれの業種に地元への受注機会拡大につい
【要望内容】
て、引き続き配慮したいとの回答がありました。
■公共工事の予算拡大について

■入札の最低制限価格の引き上げについて
■入札参加者の地元優先について
■入札方式の再検討について
■材料の地元発注について
■電気・管工事について
■設計関係について等
意見交換会の様子

令和２年度の津山まつりについて
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた令和２年度の津山まつりの開催につきまして、下記の通り
決定しましたのでご報告いたします。

１．各神社について
各神社での神事は下記の日程にて実施します。

大隅神社：令和２年 10 月 18 日（日）
髙野神社：令和２年 10 月 25 日（日）
徳守神社：令和２年 10 月 25 日（日）

２．だんじりの統一巡行
令和２年度津山まつりにおけるだんじりの統一巡
行は実施いたしません。

３．催し事の開催について

各神社まつりにおいて、会場を貸し切り、地域
※御神輿・行列等の御巡幸の実施は、各神社の判断となります。 団体の演舞等の催し事を行う実行委員会主催事業
大隅神社及び徳守神社の御神輿の御巡幸は実施されません。 については、実施いたしません。
来場される皆様や参加される皆様の健康面・安全面を第一に考えての決定にご理解をいただきますよ
うお願いいたします。また、来年以降の津山まつりの盛大な開催に向けて、ご支援・ご協力を賜ります
よう重ねてお願い申し上げます。

2020・9

津山商工会議所

所報

3

自社の10年先の未来を考えていますか？
事業承継の準備には５年から１０年の期間が必要といわれています。津山商工会議所は
岡山県事業承継ネットワーク事務局と連携し、事業承継に関する課題解決を支援します。

●事業承継についてこんなお悩みはありませんか？
・事業承継についてどこに相談すればいいのか？
・事業承継に向けていつから何を準備すればいいのか？
・後継者がいないので、Ｍ＆Ａについても検討したい

➡︎

●借入に対する経営者保証が事業承継の障害になっていませんか？

①法人と経営者との関係の明確な区分・分離
②財務基盤の強化
③財務状況の正確な把握、情報開示等による経営の透明性の確保

⇒経営保証解除に向けて経営者保証コーディネーターの
支援が受けられます。
経営者保証に関するガイドラインの充足状況を確認し、
経営者保証解除の可否を判断するための情報を整理。さら
に、チェックシートによる見える化を図り、事業承継にお
ける「今後の取り組み」をアドバイスいたします。
■お問合せ先
津山商工会議所

経営支援課

TEL：22-3141

津山市小規模事業者緊急
支援金申請期間が９月末で
終了します。
津山市が、新型コロナウイルス感染症の
影響を受け、売上が減少している小規模
事業者へ事業継続のための支援金を給付
する『小規模事業者緊急支援金』の申請

期間は2020年９月30日
（水）17時ま

でとなっております。対象に当てはまる
方は、期限までに申請をお願いいたしま
す。
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会社の明日、
自分の明日。

次の３つの要件を満たすことで「経営者保証ガイドライン」の適用が可能となります。
ガイドラインでは、会社経営を後継者に引き継ぐ際に、経営者保証なしで新規融資を受けら
れる可能性や、既存の経営者保証を解除できる可能性があります。

小規模事業者持続化補助金
について

小規模事業者持続化補助金の一般型とコロナ
特別型の締切は下記の通りです。
申請について相談ご希望の方は、早めに当所
までご連絡ください。

◆一 般 型
第３回受付締切：2020年10月２日
（金）
【最終日当日消印有効】

◆コロナ特別型
第４回受付締切：2020年10月２日
（金）
【郵送：必着】
※一般型とコロナ特別型で申請書類や締切が消印有
効か必着かなどが異なります。ご注意ください。

岡山県新しい生活様式実践事業者補助金の募集について
岡山県では、
「新しい生活様式」に対応した新型コロナウイルス感染症防止対策を実践する事業者を

支援するため、補助金の交付対象者を募集しています。

１．補助対象者
県内に事業所等を有する事業者

等（その他条件あり）

２．補助対象経費
業種ごとのガイドラインに沿った感染症拡大防止対策の取組に要する経費のうち、 令和２年

４月１日～令和２年11月30日 までに支払い及び納品が完了しているものが対象。

具体的には、マスク・消毒液・非接触型検温計等の衛生用品の購入費、ソーシャルディスタンス
を確保するための客席の間仕切り設置費、オフィス内の事務机へのアクリルボードの設置費、３密
回避等の新しい生活様式を啓発するポスター制作費など。
※感染防止対策に関係がないもの、汎用性が高く目的外で使用可能なもの（パソコン・タブレット
等）
、その他補助金の性質や趣旨・目的に照らして適当でないもの（人件費・飲食費等）は対象外
となります。

３．補助率及び補助金額
補助率は対象経費の２/３で、１法人また

は１個人事業者当たり上限は10万円です。

１事業者につき、１回限りの申請のみとなり
ますので、ご注意ください。

４．申請受付期間
令和２年 ９月１日（火）から

令和２年12月４日（金）（当日消印有効）まで

■お問合せ先・提出先
岡山県岡山市北区京橋町７- １１
アンブシュール京橋 202
岡山県新しい生活様式補助金 受付係
TEL：086-222-2022
※午前９時から午後５時まで（土・日・祝日除く）
Mail：newnormal@pref.okayama.lg.jp
URL：https://www.pref.okayama.jp/page/674598.html

※予算の範囲を越える申請があった場合、申請受付期間内でも受付を終了します。

ふるさと納税の活用メニューに「新型コロナウイルス感染症対策事業」新設
津山市では新型コロナウイルス感染症対策として、市民の皆様の健康を守る対策などを総合的に進め
ています。
こうしたなか、市の取り組みをはじめ、今後の更なる対策に役立ててほしいとの自主的な寄附の申し出
があることから、ふるさと津山サポート寄附金（ふるさと納税）の活用メニューに「新型コロナウイルス
感染症対策事業」を新設しました。
いただいた寄附金は、市の新型コロナウイルス感染症のまん延防止や、収束後のまちの活性化施策に
活用します。
ふるさと納税は、FAX・メール・郵送・

インターネットでお申込みいただけます。

詳しくは、津山市公式HPでご確認ください。
（URL：https://www.city.tsuyama.lg.jp/）

■お問合せ先
津山市 商業・交通政策課（ふるさと納税）
〒 708-8501 津山市山北 520
TEL：0868-32-2081 FAX：0868-32-2154
Mail：furusato@city.tsuyama.lg.jp
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8/24
㈪

8月理事会を開催

於 津山市総合福祉会館

8月定例理事会は、手作りしたピンク
のマスクを着用し27名出席のもと開催しました。
このピンクのマスクは、女性会活動におけるコ
ロナ感染防止対策への取組みのひとつとして、女
性会オリジナルマスクを全員が手作りしたもので、
今後女性会活動を実施する際に活用していきます。
また会議では、新型コロナウイルス感染拡大の
影響を受け、様々な行事が中止になる中、これか
らの事業について色々と検討し、熱心に協議がな 女性会カラーである淡いピン
されました。
ク色のマスクを作成しました

商工会議所検定試験

手作りマスクを着用し会議を開催

10月以降の試験施行について

新型コロナウイルス感染症の影響により、６月、７月施行予定であった全国統一検定試験は中止するこ
ととなりましたが、１０月以降の検定試験につきましては、施行に向けて準備を進めております。
しかしながら、施行日時点での感染状況が見通せないことから、申込受付期間を下記の通り変更させ
ていただきます。また、今後の状況によっては試験の中止や定員の縮小等の措置を取らざるを得なくな
る可能性もございます。所報および当所ホームページにて随時ご案内いたしますので、ご確認いただきま
すようお願いいたします。
検定試験名

施行日

申込受付期間（変更後）

第 220 回珠算能力・暗算検定試験
第 130 回段位認定試験

10 月 25 日（日）

9 月 7 日（月）～ 9 月 24 日（木）

第 156 回日商簿記検定試験

11 月 15 日（日）

10 月 1 日（木）～ 10 月 19 日（月）
※ネット申込は 10 月 18 日（日）まで

第 45 回福祉住環境コーディネーター検定試験

11 月 22 日（日）

第 29 回ｅｃｏ検定（環境社会検定試験）

12 月 13 日（日）

個人：10 月 13 日
（火）～ 10 月 30 日
（金）
団体：10 月 6 日（火）～ 10 月 12 日
（月）

■
「福祉住環境コーディネーター検定」
「ｅｃｏ検定」のお申込み・お問合せ先
東京商工会議所検定センター
TEL：03-3989-0777
※ネット申込または
電話での申込登録

↑
スマホの方は
こちらから

※日商簿記検定のお申込は
ネット申込が便利です。

↑
スマホの方は
こちらから

■
「珠算能力・暗算検定」
「段位認定試験」
「日商簿記検定」のお申込み・お問合せ先
津山商工会議所
TEL：0868-22-3141

個人： 9 月 24 日
（木）～ 10 月 9 日
（金）
団体： 9 月 15 日
（火）～ 9 月 23 日
（水）

持続化給付金の申請サポート事務局が変更となりました。
9 月 1 日以降の申請分については、下記までお問合せください
○ホームページ
URL：
（https://jizokuka-kyufu.go.jp）
○コールセンター
（受付時間 8：30～19：00 土日祝日を除く）
直通番号：0120-279-292
IP電話専用回線：03-6832-6631
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○申請サポート会場
岡山会場（会場番号3301）
※会場予約の際、会場番号をお伝えください
場 所：第一セントラルビル２号館５Ｆ 中会議室
住 所：岡山市北区本町6-30
定休日：毎週日曜日

Go To キャンペーンの概要について（県内の状況）8/31時点
１．Go To トラベル事業（国土交通省

観光庁） 国内旅行の旅行代金の１／２相当額を支援

①旅行代金の割引【７割】
（全体の３５％）
・一人１泊２万円が上限（日帰り旅行は１万円）
・２０２０年７月２２日（水）から

・利用回数の制限はなし

②旅行先で使える「地域共通クーポン」付与【３割】（全体の１５％）

「地域共通クーポン」
＜ JATA ＞

・１枚 1,000 円単位で発行する商品券
・事務局（JATA）で一括発行し、旅行代理店や宿泊施設で配布
・本格実施時期は 9/1 以降で別途お知らせがある予定
・専用 HP https://biz.goto.jata-net.or.jp/

「岡山県飲食店
クーポン事業」
＜ JTB ＞

・3 名以上で岡山県内の宿泊施設に宿泊し、利用金額が3万円以上である
場合に、飲食店で利用できる5,000円分のクーポン（電子スタンプ：
giftee）を発行。
・発行は5,000円×18000枚（総額９千万円）
・実施期間は９月中旬～2021年２月末
・業界ガイドラインに基づき、感染予防対策に取り組んでいることが参加条件
・専用HP https://premium-gift.jp/okayama/about

２．Go To Eat 事業（農林水産省）
飲食店の応援および食材を提供する農林漁業者を応援することを目的とする。
詳細は、農林水産省HPをご確認ください。 URL：https://www.maff.go.jp/

①オンライン飲食
予約事業

 ンライン飲食予約サイトにより、期間中に予約・来店した消費者に対し、
オ
次回以降で使用できるポイントを付与
1,000円分
・昼食時間500円分、夕食時間（15：00～）
・上限は、１回予約あたり10人分（最大10,000円分）
・付与期間：2021年１月末まで
・利用期間：３月末まで

②食事券発行事業
＜民間２社が
公募申請＞

・登録飲食店で使えるプレミアム食事券（プレミアム率２５％）
・購入回数：１回あたり２万円まで
・販売期間：2021年１月まで
・食事券有効期限：2021年３月末まで
地域の窓口で販売
・食事券は事務局で一括発行し、
・業界ガイドラインに基づき、感染予防対策に取り組んでいることが登録条件
・本格実施時期は 9/1 以降で別途案内予定

日本商工会議所 オンラインセミナーにご参加ください
タイトル：「新型コロナ時代に立ち向かう地域・中小企業」
開催日時：2020年9月16日（水）13：00～14：30
主な内容：①基調講演「ウィズコロナとデジタルによる次世代経営」
冨山 和彦氏（未来投資会議構造改革徹底推進会合副議長 経営共創基盤（IGPI）代表取締役CEO）
②講演「コロナ時代の地方自治体のデジタルの取組み」
大井川 和彦氏（茨城県知事）
③講演「コロナに立ち向かう中小企業経営」若手中小企業家
山田 敏夫氏（ファクトリエ ライフスタイルアクセント（株）代表取締役）
井領 明広氏（つづく（株）代表取締役）
参加方法：9月14日（月）までに以下の参加申込フォームよりお申込みください。
https://forms.gle/R6JBSMnh5tJr9Thv8
※自動返信メールにて配信URLをご案内いたします
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新入会員紹介
事業所名
ライダーズ

ご加入ありがとうございます
2020 年 9 月 1 日現在

代表者

book café Rabbit

福田
桜井

Crea

住所

美保子

マリージェーン
ロスシオス

はなうり

藤原

康介

Tsubomi

関山

園望

住所の変更

敬称略

営業内容

一宮 455

喫茶店

京町 35-1

飲食業

山北 807-5

生花店・小売業

山下 28-22K ビル
山下 2F

飲食店

変更 がございましたら
津山商工会議所

オフィス福原

横山駅前問屋街 130-15

もりおか塗装

志戸部 714-8

総会員数 2,224件

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

一般：1,500 円 学生：1,200 円 小人：1,000 円
(200 円割引券有）

9月19日
（土）
・22日
（火・祝）
映画
「今日から俺は!!
劇場版」
①10時30分〜
②14時30分〜

10月3日（土）
〜4日（日）

▲

9月12日
（土）〜13日（日）
▲

9月26日（土）

9月21日（月・祝）

津山市立中道中学校吹奏楽部
第21回定期演奏会 14時〜

無料

ご来場者様へのお願い
・発 熱、咳などの症状や、体調に不安がある方は、
ご来場をお控えください。
・全 てのご来場のお客様にマスクの着用をお願いい
たします。
※マスクを着用されていない場合は入場をお断りい
たします。
・手 洗いや備え付けの消毒液のご使用、咳エチケッ
トのご協力をお願いいたします。
・ソーシャルディスタンス確保の為、座席の間隔を 1
席ずつ空けての鑑賞とさせていただきます。
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映画 「糸」
①10時30分〜
②14時30分〜

▲

映画
「コンフィデンスマン
JP プリンセス編」
①10時30分〜
②14時30分〜

津山市立鶴山中学校吹奏楽部
第25回みんなでコンサート 14時〜

無料

音楽文化ホール ベルフォーレ津山
お問合せ先
津山市新魚町 17
アルネ・津山 7 階
TEL.0868-31-2525
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津山商工会議所広報

2020年9月10日発行

発行所・発行人／津山商工会議所 〒708-8516 岡山県津山市山下30-9 ☎22-3141㈹ FAX 23-5356
URL https://www.tsuyama-cci.or.jp/
E-mail info@tsuyama-cci.or.jp
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