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第２９回ｅｃｏ検定（環境社会検定試験）
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12月常議員会並びに議員協議会を開催

4

＜中国地方発明表彰＞
日本植生(株)が中小企業庁長官賞を受賞

元日

新年互礼会の中止と賀詞交換のご案内

＜岡山県男女共同参画社会づくり表彰＞
末沢建設(株)・(株)環光の2社が岡山県知事表彰を受賞

13：00～20：00
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「小さな親切」
運動 津山支部 花の苗プレゼント
5

令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置について
青色申告会から青色記帳講習会・決算指導相談会のお知らせ

賀詞交換 11：00～13：00 商工会館２階
よろず支援拠点 13：00～20：00
火 賀詞交換 11：00～13：00 商工会館２階
よろず支援拠点 13：00～20：00
第221回珠算能力・暗算検定試験
第131回段位認定試験 受付開始
（1/20〆）
水
木
金
土
日
月 成人の日
火 よろず支援拠点 13：00～20：00
第87回リテールマーケティング検定試験 受付開始（1/26〆）
水 青色記帳講習会 10：00～15：00 商工会館３階第1会議室
木 青色記帳講習会 10：00～15：00 商工会館３階第1会議室
第157回日商簿記検定試験 受付開始
（2/1〆）
金

岡山県新しい生活様式実践事業者補助金延長のお知らせ
6

ミシュランガイド京都・大阪+岡山2021に掲載
された会員事業所のご紹介

7

津山市地域商品券「石垣」の使用期間延長について
津山商工会議所職員募集のお知らせ
2020年度会費等の再請求のご案内
情報セキュリティの専門家を無料派遣します！

8

新入会員紹介
ベルフォーレ津山

映画上映案内

12月29日（火）～1月3日（日）まで会館は閉所します。

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

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。

岡山県産業振興財団
TEL：086−286−9667
FAX：086−286−9679

公益財団法人

※検定試験については、状況により日程等が変更となる可能性があります。
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12月常議員会並びに議員協議会が開催

12/1
㈫

▲挨拶をする松田会頭

ザ・シロヤマテラス津山別邸に於いて、12 月常議員会並びに議員
協議会が開催され、ＷＥＢ出席６名を含め、合計 57 名の役員議員
の皆様がご出席されました。
また、谷口圭三津山市長にご来賓としてご出席いただき、津山圏
域におけるコロナの感染対策及び経済対策について、今後の取組み
を含めて、ご挨拶をいただきました。
会 頭 挨 拶

３月から約９か月間続く、コロナ禍による歴史的な経済の落
ち込みは、我々、中小企業にとりましても、事業継続に深刻な
ダメージとなっております。
特に大きな打撃を受けている「コロナ７業種」といわれる交
通運輸、小売、宿泊、飲食、生活関連、娯楽、医療福祉の分
野で、中でも、交通、飲食、劇場・イベント関係の落ち込みが
著しく、収益の悪化から倒産や廃業が相次いでいる状況です。
この不確実な時代を乗り切る方策は生産性の向上しかない
と思っております。
そのためには、まず現在の商品やサービスを生み出す生産
過程や販売戦略をゼロベースで見直すことが必要です。
コロナ危機がもたらした、我々の想定を超えた個人消費の
落ち込みは、４月から６月の四半期で個人消費が18.9％マイナ
ス、7月から9月が13.8％の落ち込みで、これは従来の経済理論
では考えられない大幅な下落幅となりました。
その変化をもたらした要因の一つには、コロナ禍での行動
自粛の中で、急速に普及するデジタル化とインターネットを活用
した新しいビジネスモデルの台頭があります。
このデジタル環境の中では、これまでとは異質な新しい競
争原理が働き、消費者の消費動向も大きく変化しています。
では、我々の生産性向上は、どのように考えればいいのか、
これからの社会は、すべてがデータとつながるデータ駆動型の
社会経済に近づくというところが、ポイントになると考えます。
つまり、デジタル機器やオンラインは、付加価値として活用
するだけにとどまらず、さらに進化して、リアルな社会がデジタ
ルの世界に包含される社会になるということです。
例えば、私の社業でありますスーパーマーケット業界では、
３年以内にはレジは無人化され、商品の受発注もＡＩによって
自動化されます。
ＩＴ技術とデータを活用し、コスト削減と生産性向上により、
薄利多売から脱却する。これが、今の流通業界の主流です。
他の業種でも、大手外食チェーンでは、約３割の店舗で業
態変更に動いていますし、アパレルメーカーでは、３Ｄプリンタ
ーを活用した素材の再利用が始まっています。
建設業界ではドローンと無人の重機等による工期の大幅な
短縮や「１ヘクタール」での生産量が４倍以上になるスマート
農業など、生産性向上が本格的に動き出しています。
こうした現実を柔軟に受け止める発想の転換こそが、今、
我々経営者に求められている対策ではないかと思います。
そして、我々が次のステージとして考えなければならないの
が、我々の生産性向上への投資によって拡大する「稼ぐ力」を
どう活かすかであります。
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まずは、稼いだマネーを地域内で循環させることで、
「豊か
でゆとりのある地域社会」を作ることではないかと思っており
ます。
そのためには、地域内でのBtoC（消費者向け）やBtoB(企
業向け)の取引において、稼いだマネーが外に出ないような仕
組みが重要で、3市5町2村の各自治体が共同して循環型の経
済圏をつくるための施策を切れ目なく講じることがカギになり
ます。
そこで、津山商工会議所は、改めて、美作国（3市5町2村）
の連携による地産地消、産消協働の取り組みの重要性を訴え
ながら、デジタル技術を活用した新しい経済圏構想をまとめて
提案し、再度連携を呼び掛けてまいります。
一方で、菅新政権では、行政のデジタル化の５年以内の実
用化に向けて、デジタル庁の新設など具体的に動き出していま
す。
我々が生産性向上を実現していくためにも、あらゆる分野
の行政情報が必要で、3市5町2村の連携とインフラ整備が不
可欠であります。
現在、私が参加しております津山市の審議会等において、
新たな成長のための政策として、光ケーブルの増設や５Ｇの誘
致など、将来の成長につながるＩＴ関連事業の推進を具体的
に要望しているところです。
さて、皆様がご存じのとおり、津山商工会議所は今回のコロ
ナ対策にあたって、いち早く、相談窓口を立ち上げ、経営相談
や無利子融資のあっせんに対応し、津山市に対しても、多くの
支援メニューの要望を行ってまいりました。
小規模事業者へ20万円の支援金支給、プレミアム商品券の
発行や国の持続化給付金等の申請サポートなど、切迫する危
機に対応してまいりましたが、現状に鑑みればまだまだ不十分
であることは明らかです。
したがって、今後、感染拡大を防止し、社会経済活動の両立
を優先するためには、津山市に対して、もう一段、レベルの高
い経済対策を集中的に求めていかなくてはならないと思って
おります。
先般、立ち上げた「経済振興実務者会議」において、市役
所の若手幹部と私どもの若手委員長の皆様による意見交換
会をとおして、経済回復をターゲットにした政策について集約
を図りながら、戦略的に進めていきたいと考えています。
引き続き、こうした会議体などをとおして、地域社会が成長
するためには、行政と経済界の両輪が同軸で動かなければ成
しえないことをしっかりと訴えながら活動を展開してまいりま
すので、改めて、ご理解とご協力をお願いします。

議員協議会
表

議事
当所役員・議員として永年ご活躍いただきました皆様にこれまでの功績を
称え、表彰状が贈られました。
（順不同）

彰

津山商工会議所

役員・議員永年表彰

役員・議員 25年表彰 苅田
15年表彰 有木

裕也 常議員〈㈱セキサン〉
良治 常議員〈㈱ありき〉

柴田 和正 常議員〈㈱日本植生グループ本社〉

小原 茂揮 常議員〈富士岡山運搬機㈱〉 萩原 祐亮 常議員〈㈲萩原住研〉
苅田 善嗣 常議員〈津山瓦斯㈱〉

日笠 晴夫 常議員〈日笠商事㈱〉

笹井 茂樹 常議員〈笹井社会保険労務士事務所〉 小原 卓也 議 員〈津山宇部生コンクリート㈱〉
佐野 芳章 常議員〈㈲ satera〉

▲谷口圭三津山市長の挨拶

職

員

▲15年表彰

職員永年表彰

30年表彰 大音

展代

10年表彰 鷹取

美江

総務管理課長代理
地域振興課

会議所

苅田裕也常議員

代表

有木良治常議員

30年表彰

大音展代課長代理

10年表彰

鷹取美江主査▼

▲

日本商工会議所

▲25年表彰

牧野 泰史 議 員〈中央企業管理㈿〉

主査

2020年度マル経資金関係表彰

（津山商工会議所含む全国21会議所）

事業報告
①プレミアム付地域商品券の現状について
②岡山県新しい生活様式実践事業者補助金の期間延長について
③2021年度の固定資産税・都市計画税の減免について
④中小企業のための働き方改革チェックシートについて

→
→
→
→

７ページ目参照
５ページ目参照
５ページ目参照
津山商工会議所HP 経営支援情報参照
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❖ 令和 2 年度中国地方発明表彰 < 公益社団法人発明協会 > ❖

日本植生㈱が中小企業庁長官賞と実施功績賞を受賞

10/16（金）

令和２年度中国地方発明表彰（主催：公益社団法人発明協会）において、日本植生株式会社 ( 津山市高尾 573-1) が、
近年頻発する自然災害の復旧現場等で使用されているセパレートショット工法に関する「長距離・高揚程圧送用
骨材分散方法の発明」（特許第 3793525 号）によって、「中小企業庁長官賞」と特別賞「実施功績賞」を受賞しま
した。

受 賞 者
中小企業庁長官賞：技 術 部 参 事
実 施 功 績 賞：代表取締役社長

大倉
柴田

卓 雄さん
明 典さん

受賞した発明の概要
セパレートショット工法は、モルタルの材料である砂とセ
メントミルクを別々のホースで圧送し、吐出ノズルの近傍で
これらを瞬間的に混合させてできたモルタルを吹付ける工法。
今回表彰の対象となった発明は、ホース内で圧送した砂を
適度に分散させたのちに、セメントミルクと均一に混合させ
るもので、砂の圧送距離が長くなった場合でも品質の良いモ
ルタル吹付けが可能となった。

▲柴田社長（左）と発明者の大倉参事（右）

当社は、今後も緑の国づくりに貢献するため、防災とと
もに環境に配慮した製品・工法をご提供していきます。

❖ 令和 2 年度岡山県男女共同参画社会づくり表彰 ❖

末沢建設㈱・㈱環光の 2 社が岡山県知事表彰を受賞

11/11（水）

岡山県庁に於いて「令和２年度岡山県男女共同参画社会づくり表
彰」の表彰式が行われ、事業者の部で「末沢建設株式会社」、「株式
会社環光」の２社が受賞され、伊原木隆太知事より表彰状が贈られ
ました。
この表彰は「岡山県男女共同参画の促進に関する条例」に基づき、
その取組や功績が顕著であると認められた個人や事業所へ贈られる
もので、女性の能力活用や家庭生活と職業生活の両立支援、男女共
同参画による職場づくり等が高く評価されたものです。
今年度、津山商工会議所の会頭名で岡山県へ推薦させていただき
ました。働き方改革の加速が見込まれるなか、今後も引き続き男女
共同参画社会づくりに取り組まれますようご支援いたします。

▲末沢建設㈱

末澤由博社長

❖「小さな親切」運動 津山支部 ❖

市内 35 団体へ花の苗を無料配布
「小さな親切」運動津山支部は市周辺の環
境美化を図ることを目的として、所報 10 月
号にてご応募いただいた会員の皆さまをはじ
め津山市民を対象に、会社・町内・老人クラ
ブなどの 35 団体へ、パンジーの花苗（40 株）
とチューリップの球根（8 球 )、ムスカリの
球根（10 球）を無料配布しました。
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11/13（金）

新型コロナウイルス感染症に関連した固定資産税・都市計画税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定以上減少した中小企業・小規模事業者は申告により
事業用家屋及び償却資産に係る令和３年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられます。
○対象者・軽減率
令和２年２月～１０月までの任意の連続する３ヵ月間の事業収入が前年同期間と比べて、
①３０％以上、５０％未満減少 ➡ ２分の１減免
②５０％以上減少 ➡ 全額減免

○軽減対象
・事業の用に供している償却資産及び事業用
家屋に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税

○申告期間

令和３年１月４日（月）～
２月１日（月）
【必着】

軽減措置を受けるためには…

津山市への申請の前に、認定経営革新等支援機関（税理士・中小企業診断士・金融機関・商工会議所
等）において、中小事業者であることや事業収入減少などの条件を満たしていることの認定を受ける必
要があります。
■お問合せ先
（必要書類）
津山市 課税課（資産税土地係・資産税家屋係）
①特例申告書（津山市 HP よりダウンロードできます）
TEL：32-2016
津山商工会議所 経営支援課 TEL：22-3141
②中小事業者（個人・法人）であること等が確認できる書類
中小企業 固定資産税等軽減相談窓口
③会計帳簿等（事業収入の減少がわかるもの）
TEL：0570-077322（平日9：30～17：00）
④軽減対象家屋の居住用・事業用割合がわかるもの

青色記帳講習会・決算指導相談会のお知らせ
青色記帳講習会

【ご持参いただくもの】
□事業主の認印
□年末調整手続き書類（税務署
からの郵送書類一式）
□帳簿類・集計表あるいは試算
表・源泉徴収簿
□会計ソフトで入力の方は、デ
ータまたは入力用パソコン等
※主に年末調整手続き、年間の記帳を点検
□
昨年までの決算書・申告書の
※年末調整手続きには、専従者・従業員及び扶養者もマイナンバーの記載が必要
控え等、相談に必要な書類
※来所時には、マスクの着用と手指消毒をお願いいたします。

◆日 程：2021 年１月 13 日（水）
・14 日（木） 午前 10 時〜午後 3 時
◆会 場：津山商工会館３階 会議室
◆講 師：中国税理士会津山支部税理士 １名
津山中小企業相談所職員
◆受講料：無料（年末調整・源泉書類作成指導 手数料 1,000 円【税別】）

2020 年度決算指導相談会開催予定日
第１回 2021 年２月 12 日（金） 第４回 2021 年２月 24 日（水） ◆時間：午前 10 時～午後４時
第２回 2021 年２月 15 日（月） 第５回 2021 年３月 ２日（火） ◆会場：津山商工会館３階 会議室
第３回 2021 年２月 18 日（木） 第６回 2021 年３月 ５日（金）

※日程は変更となる場合がございます。
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岡山県

「ミシュランガイド京都・大阪 + 岡山 2021」に
掲載された会員事業所のご紹介

初

岡山県地域が初めて対象となった「ミシュランガイド京都・大阪 + 岡山 2021」が 10 月 9 日に発売され、
津山市からは 1 つ星をはじめ 14 店舗（宿泊施設を含む）が掲載されました。
今回は、ミシュランガイドに掲載された会員事業所のお店をご紹介します。

ビブグルマンに選ばれました！
アモーレ Amore

（本町 3丁目 22-1）

星はつかないものの、5000 円以下で価格以上の良質な食事ができるお店

イタリア料理

営業時間 昼 12：00 ～ 14：30
夜 18：00 ～ 22：00
定 休 日 日曜
電話番号 0868-24-2030
Facebook @Amore322
Instagram @Amore_tsuyama

あなみ

（阿波 1170）

日本料理

素材の質や料理の技術がミシュランの基準を満たすお店

小納屋

（元魚町 53）

居酒屋

営業時間 昼 11：00 ～ 15：00
L.O.14：00
定 休 日 火曜（祝日除く）、
水曜
（祝日除く）、1 月～ 2 月
電話番号 0868-46-7060
W ＥＢ http://anami-aba.com/
Instagram @anamiaba

営業時間 夜 18：00 ～ 23：00
L.O.22：30
定 休 日 月曜（火曜祝日の場合は除く）、
祝日の火曜
電話番号 0868-31-7006
Facebook @konayaoden
Instagram @konaya.oden

神龍

日進月歩

（沼 37-3）

中華料理

夜 18：00 ～ 20：30 L.O.
定 休 日 日曜（月曜祝日の場合は除く）
電話番号 0868-35-0309
W ＥＢ http://shen-long.jp/

宿泊施設はこちら！
城下小宿

糀や

営業時間 昼 11：30 ～ 14：00（L.O.）
夜 18：00 ～ 21：00（L.O.）
定 休 日 月曜
電話番号 0868-26-1600
W ＥＢ http://www1.odn.ne.jp/cielo/

客 室 数 3 部屋
施

設 駐車場あり、内風呂あり

電話番号 0868-24-2111

アジア初の新評価「グリーンスター」を獲得！
“フードロスの削減や自家栽培を通じ、サステナ
ビリティー（持続可能性）への積極的な取組み
を評価する指標”

W ＥＢ https://www.tsuyama-kojiya.com

ザ・シロヤマテラス津山別邸
3 つ星★★★☆☆（特に快適）

（山下 30-1）

客 室 数 65 部屋
施

設 駐車場あり、温泉あり、
共同風呂あり、車椅子対応

電話番号 0868-24-2111
W ＥＢ https://www.tsuyama-bettei.com

津山商工会議所
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蕎麦

リストランテ シエロ （高野山西 2230-3） イタリア料理

旅館

（林田町 68）
4 つ星★★★★☆（きわめて快適）

（本町 3丁目 20）

営業時間 昼 11：30 ～ 13：30
L.O.13：00
※売り切れ次第閉店
定 休 日 火曜
電話番号 0868-22-3379
W ＥＢ http://kizow.jp/soba.html
Facebook 日進月歩というオーガニック蕎麦屋

営業時間 昼 11：30 ～ 13：30 L.O.

6

わらうかど。（山北 405-2） 日本料理

営業時間 夜 17：30 ～ 21：30
L.O.21：00
定 休 日 不定休
電話番号 0868-35-3555
W ＥＢ http://oryouri-waraukado.com/
Instagram @warauokaimono

ミシュランプレートに選ばれました！
囲炉裏焼き

お料理

ホテル

ミシュランガイドは、1900 年にフランスで創刊。
ミシュランの社員であり、プロフェッショナルな知
識を持つ調査員が、素材の質・料理技術の高さ・
味付けの完成度・独創性・常に安定した料理全体
の一貫性などの評価基準で匿名調査を行い厳選し
たレストラン・飲食店をご紹介しています。
「ミシュランガイド京都・大阪 + 岡山 2021」には、
岡山県内のレストラン・飲食店 193 軒、宿泊施設
11 軒が掲載されています。

津山市地域商品券「石垣」使用期間延長のお知らせ
津山市地域商品券「石垣」の使用期間が 1 か月延長されます！
同商品券の使用期間につきましては、
「2020 年 12 月 31 日（木）」までと定めておりましたが、市内での
新型コロナウイルス感染拡大を受け、市との協議の上、使用期間を一か月間延長し、
「2021 年１月 31 日（日）」
までとします。
ご確認のうえご理解とご協力をお願いします。

変 更 前

使用期間 2020 年 12 月 31 日まで
換金期間 2021 年 2 月 1 日まで

変 更 後

➡
➡

2021 年 1 月 31 日（日）まで
2021 年 3 月 1 日（月）まで

商品券「石垣」取扱店の皆様へ
商品券使用期間の延長に伴い、換金期間も１か月延長となります。
広報ポスターを新たにご郵送いたしますので、店頭に掲示いただき、お客様への周知
にご協力ください。
その他詳細につきましては、下記までお問合せ下さい。

■お問合せ先
津山市地域商品券事業事務局 下山・小林祐
TEL：0868-22-3141
URL：https://ishigaki2020.com/

「石垣」公式
ホームページ

この
ポスターが
目 印！
！
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新入会員紹介
事業所名

ご加入ありがとうございます
2020 年 12 月 1 日現在

代表者

総会員数2,260 件

住所

営業内容

あゆみ鍼灸院

安原

正弘

平福 164-102 メゾン富士

鍼灸院

鉄板食堂りべるたぁぱんだ

安達

晶啓

二階町 39

飲食業
（昼：定食、夜：居酒屋）

冷熱プラント工業

萬代万嘉夫

河辺 92-12

冷凍冷蔵庫販売・設置

串神

神原

敏孝

美作市湯郷 178-5

飲食業
（串カツ・鉄板焼等）

㈱アイダメカシステム

丸山

隆行

美作市中川 337

各種省力機械・自動化機械・開発装置
のオーダーメイド機械製造

福田梅男

福田

梅男

河辺 1837-1

小売業
（すいか・くず米）

シートメタルテシマ

手嶋

秀人

山方 2203-1

建築板金業
（屋根及び軒樋工事）

tukuru

中塚

早苗

加茂町戸賀 165-2

WEBデザイン・HP作成・ビジネスプロデュース

合同会社ひまわり ひまりえ津山

黒崎

直人

二宮 656-1

介護福祉業（有料老人ホーム運営及び介護住宅）

美装匠

寺岡

大地

鏡野町小座 157

清掃業（新築・リフォーム後・アパート退居後の清掃）

㈱カブタケマテリアル

竹本

貢輝

大田 80-14

卸売業
（住宅資材販売）

事業所名の変更
㈱村上建築設計事務所

敬称略

㈱塚本建築設計事務所

変更 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

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

12月19日（土）
〜20日（日）

12月27日（日）
〜28日（月）

映画

映画

「罪の声」

「事故物件
恐い間取り」
①10時30分〜

①10時30分〜
②14時30分〜

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に可能な限りご配慮
ください。
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②14時30分〜

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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