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移住・定住の促進と創業への支援！
そうじゃのミライWEBサイト

新卒求人情報2021公開

総社移住・創業サポートセンター開設

Ｓ‑スタ 外観

〜事業展開への新たな切り口〜
移住・定住の促進と創業への支援！

去る５月１９日(水)、 総社移住・創業サポートセンター が
開設されました。
総社市への移住支援と総社市での操業支援を促進するた
め、吉備信用金庫、総社市、総社吉備路商工会と当商工会議
所の４者でかねてより準備を進めてきたもので、場所は、同信
用金庫元東支店（地図参照、市内窪木地内）を改修したもの
を使用。建物は、
「Ｓ-スタ」
と呼ばれ、事業支援センター、
まち
づくりセンターと同サポートセンターの３つの機能があり、4
者ではサポートセンターを活用し、それぞれの得意な役割分
担を機能させ、移住・創業のための「情報の総合窓口」
として、
相談者のワンストップ化を図り利便性を高めていくこととして
います。
当商工会議所としてはサポートセンター開設により、重点と
して取り組む移住と定住の促進を事業展開への新しい切り口
にしたい、
と考えております。

●お問合わせ

センター相談窓口

☎0866−95−2127
FAX 0866−92−7125
総社市窪木890−4
平日9：00〜17：00

（予約は、
15：00まで）

180号バイパス

施設内には相談ブースやワーキング
スペースなどが設けられている。

令和３年度岡山県地域課題解決型起業支援金
地域課題の解決を目的として、社会的事業を新たに起業、事業承継者・第二創
業を行う者に対し、事業に係る費用の１／２を補助（上限額２００万円）
します。

応募期間
●令和３年４月１９日以降に起業、事業承継、第二創業を県内で行う者

対 象 者
応募期間

●岡山県居住者又は対象期間内に岡山県内への移住予定者

第2回公募
令和３年７月８日（木）〜令和３年８月13日（金）

●申請書提出先・お問合わせ先
192

S‑スタ

★

お食事処
前田
180
レンゴー
岡山工場

平田副会頭退任に伴い
吉備信用金庫理事長 清水宏之氏を新副会頭に選任

県立博物館を吉備路へ

去る６月２５日(金)、商工会館４０１会議室において、第１１８
回総社商工会議所通常議員総会が出席議員５6名(内委任状
18名)のもと開催され、冒頭で清水会頭より、事業運営への協
力とお礼、そしてコロナ禍における対応に触れた挨拶がありま
した。
続く議案では、令和２年度事業報告や収支決算書等を審議、
原案通り承認され、
また、平田周志副会頭が吉備信用金庫の理
事相談役を退任し、当商工会議所副会頭職も退任されること
から、後任に同金庫理事長の清水宏之氏が新副会頭に選任さ
れました。
なお、任期は次期改選期までとなります。
また、石原専務理事より、令和２年度事業活動の総括報告と
して、今後予想される
「人口減少」、
「事業所減少」における課題
やコロナ禍での会議所の役割を念頭に置き事業に取り組んで

岡山県地域課題解決型起業支援事業事務局

〒700-0817

岡山市北区弓之町４−１９−４０１
※9:00〜12:00、13:00〜17:00

☎086-224-4341

新副会頭に選任され、
あいさつする清水氏（写真中央）

平田氏には、平成２２年１１月より１０年
８か月に亘り副会頭を務められ、その間、
融資審査会委員長や県博特別委員会委
員長などの職責を担っていただきました。
ありがとうございました。

会 員 様 限 定

サントピア岡山総社の
施設利用・割引サービス始めます!!

当商工会議所会員「サントピア岡山総社」
より、施設利用契約（割引サービス）の申し入れよ
り、会員事業所にとって従業員などの福利厚生の一環として、
プラスになることから契約を締
結いたしました。経営者・従業員・家族を含め対象となりますので、必要に応じご利用ください。
なお、
ご利用の際は「当商工会議所会報」
または７月会報に折込まれている
「チラシ」
をご提
示ください。
その他にも割引サービスがあります。詳細については折込チラシをご覧ください。

レストラン

プール
大人/中高生 200円引
小人（3歳〜小学生）/シニア（60才以上）100円引

新型コロナウイルス感染症への対応として
国・県・市の支援施策などの情報収集と
発信、申請に向けてのサポート
● 補助金の申請サポート
申請数 108件、
うち採択数80件 ※採択率80％
● 情報発信 ※R２年度の新たな媒体を活用しての取組
タイムリーメール
235回
YouTubeチャンネル
9回

小規模事業者への支援を中心に、
専門家を交えながら継続した深い支援
● 職員による相談
● 専門家を交えての相談

人材の確保に向けた支援
人材サービス会社と連携し、
「 求人票の書き方」などの人
材確保に向けた支援。
また前年度に実施した総社市の魅力
や企業情報を家庭に届ける
「そうじゃのミライ」のＷＥＢ化に
と取り組みました。

県立博物館（県立ミュージアム）の誘致活動
県立博物館の改修が令和４年秋に終わります。
そして数年
後に再び移転について検討されると思われることから、
その
際には候補地の一つとして総社市の名前が示されることを
念頭に置き活動を行いました。

◆ 新型コロナ関連情報

※６月2８日現在

そうじゃ復活券の販売状況
●販 売 数
● 経済効果

5,186件（前年度比10％増）
1,334件

93,927冊
7億445万3千円

● 取扱店
541店

〔販売期限〕
令和３年１２月３１日㈮まで

とくとくキャンペーンの応募状況

● 取 扱 店 190店（内、独自サービス50店）
● とくとくキャンペーン応募総数 2,227通

〔応募期限〕

※応募の期限が当初の８月３１日より延長になりました。
お配りの応募はがきは、
そのままご利用ください。

令和３年9月３0日㈭まで

総社市の新型コロナワクチン接種の状況 累計 32,695件

〈ランチバイキング〉
大人 100円引 小人 50円引

総社市では64歳以下の市民を対象とした
新型コロナワクチンの接種が7月1日から始
まるため、対象となる方に接種券が郵送さ
れています。接種を受けるためには予約が
必要になります。

20,448人（1回目接種完了）
12,247人（2回目接種完了）
総社市ワクチン
特設ページ▶

●お問合わせ 総社市ワクチンコールセンター ☎０８６６−９２−８３５６

公 式ホームペー ジ

総社商工会議所

サービス例

︶ 誘致する会
県立博物館 ︵県立ミュージアムを

平田 周志氏に産業振興基金表彰を贈る

表彰状を受け取る平田副会頭（写真右）

(土日祝日除く)

主 な 実 施 事 業

通常議員総会を開催

きたこと、その中で新型コロナ感染症における国・県・市の支
援 施 策 情 報 を 、希 望 者 へ の タ イムリー メー ル の ほ か 、
YouTube・商工ニュース・会報などで発信してきたこと、そし
て 補 助
金・助 成
金 申 請
のサポー
トに 取り
組んだこ
となど説
明があり
ました。

議員総会の席上において、当商工会議
所役員として、多年に亘って地域経済と
当商工会議所発展に貢献されことを称
え、平田周志氏に第15回総社商工会議
所産業振興基金表彰が贈られました。

月

パンわーるど総 社の最 新 情 報は︑公 式 Ｆａｃｅｂｏｏｋ

吉備路の魅力を再発見しましょう

‑

総社移住・創業サポートセンター開設

パンのまち・総社
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総社商工会議所 青年部だより

去る 6 月 5 日（土）
、岡山県商工会議所青年部

ためのビデオ・ファースト戦略〜集客と業務の

連合会第１０回会員大会総社大会が行われまし

生産性を同時に高める 5 ステップ〜」のテーマ

た。

で講演をされました。また、分科会の BCP セミ

約２年前から準備を行い進めてきた本大会は、 ナーはワークショップの形を取り、当所の清水男
新型コロナの影響で、何度も開催内容が見直さ

会頭が事前に講演いただいたものを収録、編集

れ、会場も当初計画の岡山県立大学から総社商

し、参加型のセミナーとして配信しました。

工会館と WEB に移し完全オンラインという新た

たくさんの方に支えられた大会は総勢４２５

な形での開催となりました。

名もの青年部会員、OB 会員の方に登録をいた

『
「雲外総天」〜活かせ！ＹＥＧネットワーク〜』 だき、WEB 方式という初の試みで行われた本大
会も夕方には盛会の内に幕を閉じました。

へと繋げる大会 、 安心安全な大会 、 コロナ禍
でもできる研鑽と交流 の３つのテーマのもと、
た上でごく少人数が参加し、他単会へは YouTube
でライブ配信をしました。また、ビジネス交流会

七夕飾り

季節の共有

6 月２１日（月）
、
総社商工会館 1階ロビーに、
七夕飾りをおきました。例年は、市立総社南
幼稚園のちびっこ達を迎えて行っていました
が、残念にも緊急事態宣言中で、園児の願い
のこもった短冊を先生に届けてもらい、商工
会議所の職員で飾り付けを行いました。

行いました。
基調講演は、アルマ・クリエイション株式会社
記念式典参加者と、設営したメンバーとで記念撮影

カルピス製品の展示

また、1階ロビーには、七夕飾りに合わせ、7 月 7 日
が誕生日の乳酸菌飲料カルピス ( 地元真壁地区にあ
るアサヒ飲料岡山工場の製品 ) の展示を行っていま
す。カルピスは製造・販売を始めて一昨年で 100 年
を迎えました。地元製造品の展示は事業所の PR とと
もに地元愛を育もうと行っているものです。商工会
議所では、随時、地元製造品の展示を募集中です。
カルピス製品の展示

そうじゃのミライ WEB サイト

東京商工会議所検定試験のご案内

新卒求人情報公開！

共通言語を持つことで組織は強くなる

当商工会議所の新卒ジョブ事業『そうじゃのミライ』で
は岡山県内外に総社市内の企業情報や市の魅力満載の
Web サイトを発信しております。
今回、地方での就職者が増加傾向にある中、WEB サイ
ト求人企画・第１弾として、新卒者をターゲットとした特
集ページを作成しました。７月５日に公開予定です。

岡山指月㈱

岡山リゾート開発㈱鬼ノ城ゴルフ倶楽部
吉備信用金庫
三乗工業㈱

㈱共立精機
㈱山谷商会

㈱カザケン

㈱クレファクト
ワタナベ工業㈱

土井建設㈱
（５０音順）

※新規に企業情報の掲載（有料）を希望される事業者は
新卒ジョブ事務局（岩田、平田）☎0866ｰ92ｰ1122 までお問合わせ下さい。

東商検定 IBT 受験申込みにあたって、試験日程・申込み期間・受験料等は下記にてご覧ください。

お問合わせ

最新情報は、東京商工会議所
（土日・祝休日・年末年始を除く 10:00〜18:00） 検定試験情報ウェブサイトにて
ご確認ください。
https://www.kentei.org

令和3年度岡山県職域等に対する

メンタルヘルス支援事業

総社エリアは総社商工会議所が管轄します

無 料 相 談 日 7月・8月

当商工会議所では、同支援事業に企業・社会の問題として取り組み10年を超え、
そして3年度も6月からスタートしました。事業所の問題解決に取り組んでまいります。

秋山幸子のこころの
健康コラム

ｗｅｂサイト

紹介

（R3年4月〜
6月入会）

コーナー!!

7月26日㈪

秋山 幸子 氏

・第１回
7月21日（水）(予約終了)
・第２回
9月14日（火）
・第３回 11月17日（水）
・第４回
1月18日（火)
感染対策に配慮しながら対面で行いま
す。相談会では、ストレスチェックや自己
分析テストなどによるメンタルトレーニ
ングが受けられます。(各回、予約制、１回、
１時間で４人まで)
③ コラム配信 年4回
メンタルヘルスについての情報をコン
パクトにお伝えします。(簡単なチェック
リストも配布予定)
今年度も、会員事業所さまを優先にお申し
込みをうけたまわります。事業所の大切な人
材の「育成と離職防止」にお気軽にご利用い
ただければと願っております。

事業所名
行政書士

小川事務所

住

所

相談員：中小企業診断士

窪田

8月23日㈪

司氏

7月1日㈭、15日㈭
8月5日㈭、19日㈭

7月15日㈭・8月19日㈭

特許、著作権に関して

債権回収、相続等法律に関して

7月30日㈮・8月27日㈮

7月16日㈮・8月20日㈮

税経・事業承継相談日

雇用相談日

特許商標相談日

予約制
業

だるま食堂

金井戸

飲食業

リヘイラ

総社3丁目

はしもと屋

浩幸 氏

就業規則、労働保険に関して

行政書士

（株）ビデオライフネクスト

事業の悩みについてお気軽になんでも相談できます

税務、事業承継に関して

中央2丁目

リヘイロ合同会社

近藤

種

インテリア・
特殊タイル製造

法律相談日

定例日以外の場合もございます。
お電話にてご予約ください。
事業所名

住

所

（株）ＫＥＮ ＳＯＵＮＤ

清音軽部

（有）ジオデザイン研究所

奥坂

業

種

音響、イベント制作
建設業に係る工作物の設計管
理、飲食店業

ゆめラボ

小寺

イベント、教育サービス、広告

総社3丁目

墓石販売

ブティック創（株）

久代

紳士物服製造

香川県高松市

映像制作

岡栄システム（有）

富原

情報通信

総社ドッグ普及研究会

新入会員さん

なんでも経営相談日

相談員：経営コンサルタント

︵総社商工会議所内︶

私も商工会議所と共に、当初より相談員と
して同事業に取り組んでまいりました。今年
度の事業の目的は、昨年に引き続き『コロナ
禍による不安への対応』『健康経営の取り組
み推進と企業の課題対応のアシスト』『人材
育成のためのメンタル支援とメンタル強化』
を３本の柱としています。
具体的な内容は、昨年同様
① 企業向け出前講座 ２社
出前講座の内容は、企業課題に沿ってご
要望にお応えします。
例）・パワハラ防止について
・ストレス管理について等
事業所等に出かけて「メンタル出前講座
(セミナー )や出前相談」を行っています。
経営者・管理者向け、一般社員・女性社員
向け等どちらでも対応しています。(要予
約・先着順)
② 無料個別相談会 年４回
各回 13時～ 17時
場所/総社商工会館302会議室

●産業カウンセラー
●東京商工会議所 認定
健康経営エキスパート
アドバイザー

!!

事務局

YouTube
チャンネル

相談員

No.1

東京商工会議所 検定センター
☎03-3989-0777

販売中

㈱エイゼン社

東商検定は、ビジネスの現場で役立つ点が評価され、企業や学校で人材育成ツールと
して活用されています。東商検定は、組織内で共通言語を持つことに貢献します。

東商検定は

㈲アイ薬局

東商検定は、４月よりインターネット経由での試験 IBT に変わりました。
インターネットで受験から採点、合否判定までを行います。
受験者ご本人のコンピュータを使い、自宅や会社で受験いただく試験となりました。

▶特集ページ画面
︵㈲アイ薬局︶

第１弾企画参加企業

七夕飾りの様子

総社ドッグ

と基調講演、BCP セミナーもオンライン配信で

７月７日は七夕!!

七夕飾りでお客様をお迎えしませんか？

地元製造品の紹介

記念式典では、参加者に抗体抗原検査を実施し

CEO 神田昌典氏が「2025 年までに勝ち残る

We Love 総社とは、
自分たちの住むまちを愛し、
身近に感じてもらい、そういった気持ちが地元で
の消費につながることを願い推進するものです。

総社産品を使った
ホットドッグ

という大会スローガンで行われた本大会は、 次

We Love 総社 で地域活性化！
総社を元気に！

岡山県商工会議所青年部連合会
第 10 回会員大会総社大会開催

第692号 （2）

