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津山商工会議所 スケジュール
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津山商工会議所広報2021年２月10日発行
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2/ 10 水

月号

11 木 建国記念の日

vol.551

12 金 青色申告決算相談会 10：00～16：00
専門家無料相談 経営 10：00～15：00
近藤浩幸マーケティングコンサルタント
13 土
14 日 第221回
第131回

珠算能力・暗算検定試験
段位認定試験

15 月 よろず支援拠点 13：00～20：00
青色申告決算相談会 10：00～16：00

表紙写真：雪の衆楽園
1

会議所スケジュール

2

会議所のうごき
1/25 第2回地方創生推進委員会

16 火 よろず支援拠点 13：00～20：00
新会館建設準備特別委員会 11：00～12：00

1/27 岡山大学津山スクール事業自治体担当者WEB会議

17 水 第87回リテールマーケティング（販売士）検定試験
18 木 青色申告決算相談会 10：00～16：00
専門家無料相談 経営 労務 10：00～15：00
山元正揮中小企業診断士

2/4 第2回経済振興実務者会議
3

津山市地域商品券
「石垣」
の換金期間について

19 金 専門家無料相談 IT 13：30～17：30
垂井瑞茂・垂井美由紀ITコンサルタント

従業員の方が自営業を営んでいる場合の雇用保険について

20 土

会員共済制度にご加入の皆さま、ご請求漏れはございませんか？

21 日
22 月 よろず支援拠点

13：00～20：00

23 火 天皇誕生日

4

25 木 会計ソフトを利用した記帳講習会（青申会）
総務運営委員会 11：00～12：00
26 金 専門家無料相談 経営 10：00～15：00
近藤浩幸マーケティングコンサルタント

優良従業員表彰候補者推薦を受付中！ 2/19まで
5

27 土

2 火 青色申告決算相談会 10：00～16：00
よろず支援拠点 13：00～20：00

5 金 青色申告決算相談会 10：00～16：00
6 土

中国銀行津山東支店 ビジネスカジュアルの試行について

6

緊急事態宣言再発令を受けた経済産業省の支援措置について

7

津山税務署からのお知らせ
4/1から税込価格の表示(総額表示)が必要になります！

3 水
4 木

会員事業所の取り組み事例のご紹介

「パートナーシップ構築宣言」作成・公表しませんか？

日商簿記検定試験

3/ 1 月 常議員会 11：00～13：00
よろず支援拠点 13：00～20：00

女性会
青申だより 青色申告決算相談会のご案内

24 水 青色申告決算相談会 10：00～16：00

28 日 第157回

お知らせ

8

新入会員紹介
ベルフォーレ津山

映画上映案内

7 日
8 月 よろず支援拠点

13：00～20：00

9 火 よろず支援拠点

13：00～20：00

10 水
11 木 専門家無料相談 働き方改革 13：00～16：00
笹井茂樹社会保険労務士
12 金

完全予約制
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。

13 土

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

公益財団法人

14 日
15 月 よろず支援拠点

専門家無料相談のご予約はこちらから

13：00～20：00

※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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第2回地方創生推進委員会を開催

津山商工会館 2 階議員室に於いて、第２回地方創生
推進委員会を開催。近堂申洋委員長他６名 ( 内 WEB
出席２名 ) が参加し、岡山大学津山スクール事業の次年
度事業計画やローカルファーストフォーラム IN 津山 2021
の開催等について意見を交わしました。
近堂申洋委員長
首都圏の大企業が本社ビルを売却し、地方に本社を移す
ような動きが加速している。アフターコロナの時代において、
我々が「地方に住む」ことのメリットを発信し、この雰囲
気を醸成していくことが重要な時期ではないかと思っている。
このチャンスを逃さないように委員会として動いていきたい。

▲松岡裕司副会頭（左）と近堂申洋委員長（右）

1/27
㈬

岡山大学津山スクール事業
自治体担当者WEB会議

津山商工会議所と旧美作国地域 3 市 5 町 2 村の連携
事業である「岡大津山スクール事業」について、自治体
担当者との WEB 会議を開催。国際学都おかやま創生
本部の橋ケ谷佳正特任教授より岡大生と地元の中高生
や県北企業の若手社員との交流事業等を含めた 5 つの
事業計画について説明があった。今年度は、新型コロナ
感染拡大の影響を踏まえ、地域交流やワークショップ等
のオンライン開催も検討している。
本事業は、地元の学生らに岡山大学との学びを通じて、
地元産業や地域課題に興味を持ってもらうことで、将来、
県北地域で活躍する人材を育成することを目的としており、
持続可能な地域社会の実現に向け、経済界として自治体
と連携を図っていきたい。

▲会議の様子
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ローカルファーストフォーラム
IN 津山 2021（案）

◆目的
ローカルファーストによる地域活性化の意義について
理解を広めるとともに、地域主導による地域経済循環
型まちづくりを実現するための意識の醸成と具体的な
課題、方策の手がかり等を検討する。
◆テーマ ローカルファーストによる持続可能な

地域経済循環型まちづくりに向けて

◆日

時 2021 年 3 月 21 日（日）

◆会

場 ザ・シロヤマテラス津山別邸 2 階

◆対

象 津山市経済界、行政関係者等 60 名程度

◆主

催 ローカルファースト財団

◆協

力 津山市、津山商工会議所、日本商工会議所

◆構

成 基調講演、パネルディスカッション等

14：00 ～ 16：00

申込制（WEB 配信を予定）

地方自治体公民連携研究財団

お問合せ先
地方創生推進委員会 事務局 TEL：0868-22-3141

2/4
㈭

第2回経済振興実務者会議

津山商工会館２階議員室に於いて、第２回経済振興
実務者会議を開催。この会議は、部会長・委員長の中
から活動内容が行政と関わりの深い若手メンバーで構
成し、年に複数回、行政担当者等とタイムリーな話題
について意見交換を行うもので、今回は、令和２年度
第３次経済対策補正予算に係る市への要望内容につい
て議論した。
「コロナ禍で特に大きな打撃を受けている観光・飲食
業への継続的な支援」
「デジタル化を促進し、アフター
コロナを見据えた将来のための施策」
「支援が本当に
必要としている人たちに届く仕組みづくり」等の意見
があった。
後日、意見をまとめて市長へ要望することを確認した。

▲座長を務める河本義登委員長
（文化・観光・スポーツ振興委員会）

津山市地域商品券「石垣」の換金期間について
昨年 9 月から始まった津山市地域商品券「石垣」発行事業にご協力いただいた取扱店の皆様ならびに
ご利用いただきました市民の皆様、誠にありがとうございました。
同商品券の使用期間は、1 月 31 日（日）をもって終了となりました。取扱店の皆様は、使用済み商品
券の換金手続きをお願いします。
商品券の換金期日は、

2021 年 3 月 1 日（月） までとなります。（金融機関窓口受付終了まで）

必ず、期日までにご登録の金融機関窓口にて換金手続きを行ってください。

◆換金窓口に中国銀行をご指定の方へ◆

換金スケジュールが他の金融機関と異なります。ご注意ください。
2月26日
（金）
まで……中国銀行 各支店 ※27日
（土）
・28日
（日）窓口休止
3月 1日
（月） ……津山商工会議所
（受付時間：9：00～15：00まで）
※津山商工会議所での換金受付の場合、ご入金までにお時間を要する場合がございます。
可能な限り、2月26日（金）までに換金のお手続きをお済ませください。

■お問合せ先
津山商工会議所
津山市地域商品券事業事務局
津山市山下 30-9
TEL：0868-22-3141

従業員の方が自営業を営んでいる場合の雇用保険について
2021 年１月１日以降、従業員の方が自営業を営んでいる場合等（※１）であっても、労働条件が雇用
保険の適用要件（※２）を満たしている場合は、従業員としての収入と自営業等による収入のどちらが多
いかに関わりなく、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要になります。
※１）自営業を営む場合のほか、他の事業主の下で委任関係に基づきその事務を処理する場合
（雇用関係にない法人の役員等である場合）を含みます。
※２）１週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、かつ、31 日以上の雇用の見込みがあること。

以下の点にご留意ください
◦従業員として勤務しつつ、自営業を営んでいる場合等であっても、勤務していた会社を離職することと
なり、同時に自営業等による収入もなくなってしまう可能性はあります。そうなってしまった場合に、失
業等給付を受給できないという事態を避けるため、雇用保険への加入が必要です。
◦雇用保険に加入していた場合であっても、離職後に、自営業に
専念するため求職活動を行わない場合、代表取締役に就く場合、
会社の役員として一定以上の収入がある場合などは、失業等
給付を受給できない場合があります。

■お問合せ先
ハローワーク津山
雇用保険課 適用担当
TEL：0868-35-2671

会員共済制度にご加入の皆さま、ご請求漏れはございませんか？
独自給付金

当所共済制度「ごんちゃん共済」には、主契約・特約による保障に加え、独自の給付
金として『病気入院／事故通院見舞金』
『結婚／出産祝金』がございます。
共済にご加入の方は、ご請求の漏れがないか今一度ご確認ください。給付内容・請求
状況などにつきましてはお気軽にお問合せください。

健康診断
費用助成

２０２０年５月末までに助成の申込みをされており、まだ助成を受けていない方は、
お支払期限が 2 ０２１年３月２６日（金）
までとなっておりますので、お早めに当所ま
でお問合せください。

※当所指定医療機関
〔津山中央病院
（津山中央健康管理センター）、ＥＳクリニッ
ク、中国労働衛生協会〕での受診の場合は、医療機関窓口で受診費用から
助成額が差し引かれますので、当所へ請求いただく必要はございません。

■お問合せ先
津山商工会議所 地域振興課
TEL：0868-22-3141
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臨時総会開催

於 津山商工会館

山本京子会長ほか、35名が出席し、2020年度臨時総会を開催しました。
今回の臨時総会では、任期満了に伴う次期役員改選・委員会編成を行い、正副会長、顧問、監事、直前会長、理
事、委員長を選任し、満場一致で承認されました。
また、退任する副会長の挨拶と新人会員の紹介もありました。
山本会長より、「今年度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り、非常に残念ではありましたが、皆様
方の友愛と団結力に感謝の気持ちを忘れず心新たに会員相互の親睦
をこれからも深めて行きたい」との言葉がありました。
第25期役員
会
長
副 会 長
直前会長
顧
問

山本京子
鳥越真澄・山本由美子・佐野由美子
赤松幸子
田中勝子・中山須美子

津山商工会議所女性会

監
事
委 員 長

木下八千代・鶴田静子
末菅満江（総務環境委員会）
安田恵子（親睦委員会）
岡美津子（広報委員会）

▲総会の様子

会員募集中！！

私たちは、女性経営者の友情と信頼の輪を広げ、地域経済と文化の発展に向けて活動
をしております。私たちと一緒に活動をしてみませんか。
お問合せは、お気軽に津山商工会議所女性会事務局まで。お待ちしております。
❖ 青申だより ❖

青色申告決算相談会のご案内
個人事業主を対象に、税理士・津山商工会議所職員が
個別に相談に応じます。

◆会

場

津山商工会館

◆開催日 第１回２月12日㈮

第４回２月24日㈬

第２回２月15日㈪

第５回３月 ２日㈫

第３回２月18日㈭

第６回３月 ５日㈮

◆時

間

◆手数料

午前10時～午後４時
3,000円（税別）～

（※相談日以外の日程には別途手数料を頂戴します）
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※決算相談会は【予約制】です。予約された方を優先します。
ご希望の日時は所定の用紙にてご連絡ください。日程調整し
た後、ご連絡いたします。
※確定申告相談の受付は、３月５日（金）までとなっております。
【ご持参いただくもの】
必要書類（決算書・申告書・帳簿・控除証明書・前年の
申告書類控え、通帳等）
印鑑
マイナンバー（ご本人、専従者、扶養親族）
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

■青色申告についてのご相談は
津山商工会議所・津山市青色申告会 TEL：0868-22-3141

中国銀行津山東支店

ビジネスカジュアルを試行しています！
中国銀行では昨年 12 月より本部と岡山県内外の６
支店でビジネスカジュアル（ビジネスにふさわしい範囲
内でのカジュアルな服装）の試行を開始しました。勤
務時の服装の選択肢を広げることで TPO（時と場所と
場合）にあわせて毎日の“考える習慣”を生み、いかな
る場面においても自ら考える力に繋がると考えています。
このような役職員の自律性・主体性によりお客さまへの
より一層柔軟な対応、さらなるサービスの向上を目指し
ています。
津山東支店は県北で
は唯一の試行店として
ビジネスカジュアルに
取組んでいます。
「堅苦しくなくていい」
「明るい印象になった」
とお客さまからの好意
的な意見が多く寄せら
れています。一方で
「統
一 感 が なくなる の で
は」と言った声もあり、
服装以外でいかに支店
の一体感を出せるかが
今後の課題です。
▲津山東支店の行員の服装例

会員事業所 の
取り組み事例 のご紹介
実施前は服装の選択肢が広がることに、従業員自身
戸惑いがありましたが、いざ始まってみると一人ひとり
が考え、服装に気をつかうようになり、個性が出始め
ました。同僚の服装を見るのも毎日の楽しみになって
います。
ビジネスカジュアルにより親近感が生まれることで従
業員間のコミュニケーションが増え、組織の活性化に
繋がることも期待しています。
期

お問合せ先：中国銀行津山東支店

間

2021 年 3 月 31 日（水）まで
※試行期間延長の可能性あり

▲接客風景

TEL：0868-26-2121
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緊急事態宣言再発令を受けた経済産業省の支援措置について 1月31日時点
1 月 8 日以降、首都圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）
、関西圏（大阪府、京都府、兵庫県）、
栃木県、愛知県、岐阜県、福岡県を対象に新型コロナウイルスの感染防止に向けた「緊急事態宣言」が
再発令されたことを受けて、経済産業省は、１月 13 日 ( 水 ) に「緊急事態宣言再発令を受けた経産省の
支援措置」を以下の通り公表しました。

売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給
対

象

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、
売上が減少した中堅・中小事業者
要

件 （①または②のいずれか）

緊急事態宣言の再発令に伴い、2021 年１月または２月の売上高が前年対比▲ 50% 以上減少していること
①緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること
（農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定）
②緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
（旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定）
給 付 額
算出方法
上限額

2020 年１月および２月の事業収入－（前年同月比▲ 50% 以上の月の事業収入×２）
法人 40 万円以内、個人事業者等 20 万円以内

申請方法 （調整中）
前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言等によりどの
ような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。
なお、一時取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義
務付け。

日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化
迅速な資金繰り支援を行うための日本政策金融公庫等における運用の柔軟化
①「直近１ヶ月」の売上減少（※）を要件としていたところ、
「直近２週間以上」での比較も可とする。
（※）個人事業主▲５％、小規模事業者▲ 15％、中規模事業者▲ 20％。

② 融資の申請時に、
「試算表」（月次の売上等を記載した資料）を省略可とする。
③ 融資の申請時に、
「押印」を不要にする。

政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の実質無利子等となる上限額を引き上げ
日本公庫（中小）

商工中金

日本公庫（国民）

民間（信用保証）

2 億→ 3 億

2 億→ 3 億

4000 万→ 6000 万

4000 万→ 6000 万

日本政策金融公庫等に対し、一定期間の返済猶予を行うなど、最大限柔軟な対応を要請する予定。
■本件のお問合せはこちら
中小企業庁 長官官房 総務課 TEL：03-3501-1768
最新情報は、経済産業省HPをご参照ください。
URL：https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
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新入会員紹介
事業所名

代表者

ご加入ありがとうございます
2021 年 2 月 1 日現在

総会員数 2,266件

住所

営業内容

田中

公人

小原 86-1

高齢者向け配食サービス、
弁当製造、
販売、
デリバリー

誠司

真木

誠司

椿高下 5

不動産賃貸業

㈲松本食糧

松本

信治

小田中 1310-12

米穀類・酒類・灯油の販売
国内産農産物(玄米)の等級検査

大谷書道教室

大谷

美紀

北園町 21-4

書道教室

フードトラック SPACE

藤本

将

まごころ弁当
真木

Salon

津山店

Marie

南

麻理枝

高野本郷 1732-1

飲食業(移動販売）

沼 836-1

エステティック（施術と化粧品、
サプリ
メント等の販売）

なにわ

早瀬

秀吉

志戸部 673-3

居酒屋

岡山田原コンサート㈱

田中

美里

高野本郷 1261-7

縫製業
（紳士服製造）

㈱コル・グラーティア

西本

幸成

高野山西 813-4

美容業

カードック山本

山本

昭彦

妙原 157

自動車修理業

㈱新

森脇

毅

一方 303-10

建物解体業
（家屋・ビル等解体）

事業所名の変更
㈱ Globe

変更 がございましたら

敬称略

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

㈱ Globe

fitness&studio

住所の変更

敬称略

中木工業

横山 76-5

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

2月27日（土）
〜28日（日）

3月6日（土）
〜7日（日）
映画
「新解釈・三國志」
①10時30分〜
②14時30分〜

▲

2月23日（火・祝）

▲

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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映画
「約束のネバーランド」
①10時30分〜
②14時30分〜
▲

映画
「劇場版ポケット
モンスター ココ」
①10時30分〜
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

2021・2

津山商工会議所

所報

9

津山商工会議所広報

2021年2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

2021・2

所報

津山商工会議所

10

