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全世帯型プレミアム付商品券
子育て応援商品券
11月2日から利用が開始されました！

会員増強運動
入会受付中

目標 1,300 会員

令和 2 年 10 月 6 日現在

●会員数
●口 数
●発行所
●所在地
●ＴＥＬ
●ＦＡＸ

1,333件
7,035口

名張商工会議所
名張市南町822-2
0595（63）0080
0595（64）3211

名張商工会議所と名張市が行う全世帯型プレミアム付商品券・子育て応援商品
券の利用が11月2日（月）から開始されました。取扱店舗は10月末時点で541店舗。
現在も随時募集しています。様々な業種で利用が可能な本商品券は名張市内に最
代理店

大4億350万円の経済効果を生み、地域経済の活性化が期待されます。

商品券の取扱店は随時募集中です！

名張商工会議所の会員事業所様の登録は無料で行えます。
ご興味のある方は是非一度お電話ください。
◎本商品券事業の概要や募集要項、取扱店一覧表は名張商工会議所ホームペー
ジ（https://www.nabari.or.jp/）にてご確認下さい。

損保ジャパン代理店
名張市鴻之台1番町41番地
E-mail:info@nakanojs.com

商品券取扱店の皆様へ
取扱店説明会で頂いたご質問・ご意見

Q. 支払額の税金部分は商品券で受け取っていいですか？
A. 受け取って頂いて大丈夫です。
Q. ポール等は期間後返却したらいいですか？
A. 各取扱店の方で処分をお願いしています。
クリスマス後の換金が正月明けになる件についてご意見を頂きましたので、12月28日（月）も換金可能
日に変更させて頂きました。

商品券の換金時の注意事項

◎換金可能期間は令和2年11月11日（水）から令和3年2月26日（金）までです。
◎換金ができる曜日は月曜日、水曜日、金曜日です。祝日は換金できません。
午前9時から午後4時までに名張産業振興センターアスピア3階にお越しください。
年末年始(12月29日から1月5日)は換金できません。
◎換金に来られる際は必ず事務局までお電話ください。
◎一度の換金最大数は5,000枚までです。
◎全世帯型商品券と子育て応援商品券は分けてお持ちください。

商品券換金カレンダー（グレーの日が可能日）

商品券の使用期限
令和3年1月31日
（日）
翌日以降、商品券の使
用はできません。

商品券の最終換金日
令和3年2月26日
（金）
翌日以降の換金はでき
ませんのでご留意くだ
さい。
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■ 新入会員企業のご紹介

令和2年9月9日から令和2年10月6日までに当所へご入会頂き、本紙への掲載を
ご了解頂きました皆様です。
（ご入会日順）
事 業 内 容
所
在
地
代表者名
事 業 所 名
ブレンド茶販売
小川 卓洋 神戸市須磨区宝田町3丁目3-13
株式会社 おがわ園
永井 久哉 名張市桔梗が丘8番町1街区95番地 寿司の販売、居酒屋、高齢者向け配食サービス
有限会社 グロース
居酒屋
東
孝子 名張市上八町1490-2
ＫＵＫＯ
ハンバーガー
ピース・フーズ株式会社（モスバーガー名張店） 吉田 治義 名張市蔵持町原出1746番地
美容業
佐藤麻菜美 名張市梅が丘北３番町279
cut in NOUVEAU ヌーボ
飲食業
名張希央台食堂（㈱ユーケーフーズ） 梅木功太郎 名張市希央台1-7番地
飲食業
岡井
弘 名張市鴻之台1-174
お好み焼ハウス とらじろう
外構工事
福西 將行 名張市桔梗が丘５番町9-121
ライズガーデン
スポーツ「パデル」の専用施設
徳山恵利香 名張市希央台1-24
アリエルパデルクラブ
コンサルタント業
草川 宜文 名張市百合が丘東4-5
ＹＫサポート
弁当販売
三井 清伸 名張市希央台4番町95
本家かまど家 夏見店
学習塾
新
隆雄 名張市新町218
ウィル．Ｅ．アカデミー
エステティックサロン経営・バー経営
田中 芳子 名張市すずらん台西1-186
株式会社日本エステティック企画
美容業
嶋
美夏 名張市蔵持町原出1300-6
株式会社トキワ
ネイル・エステサロン
竹中 明代 名張市鴻之台1番町13
株式会社 アンジェリーク
美容業
内田
孝 名張市希央台５番町１３１番地
Y's ART hair
調剤薬局
和田 勝志 名張市百合が丘西1-151
なの花薬局 名張市立病院前店
お弁当販売
今高加代子 名張市桔梗が丘7番町3-4
本家かまど家 桔梗が丘店
美容業
木平 浩司 名張市夏見2460
デューポイント 夏見橋店
カー用品店
植竹 英樹 名張市東田原2445-9
ジェームス三重株式会社
住宅の新築・リフォーム・リノベーション
中森 正憲 名張市蔵持町原出681-1
ナカモリ建築
有佐 弘樹 名張市夏見3225-2 クリサンテーム21 1-Ｃ 美容室
anela hair design
コンビニエンスストア
今谷 暢利 名張市瀬古口字狭間615番1
セブンイレブン 名張瀬古口店
フェイシャルエステ
柏原絵理子 名張市梅が丘南1-22
CANTIK
衣料小売店
花田 良一 名張市希央台3-24
ユニクロ名張店
カフェ、雑貨販売、ワークショップ
副島 翔伍 名張市鴻之台1-51
soeru ﬂower cafe
居酒屋
楠本 祥広 名張市緑が丘東163
海鮮市場 魚よし
青果販売
小島
登 名張市安部田2033番地
フルーツランド南国 名張店
愛犬美容、愛犬グッズ販売
大倉 政人 名張市桔梗が丘4番町4-11-1
グッド フェローズ
喫茶
伊藤美智恵 名張市つつじが丘北3番町4-5
フラワー・カフェ エーデルワイス
ガソリンスタンド
藤室 伸一 名張市蔵持町原出1613-7
合名会社 藤室商店
レストラン
辻村
徹 名張市桔梗が丘7-1-58
クックハウス火土水
エステティックサロン
山田ゆうこ 名張市春日丘1-7
Ｃｈｅｒｉｓｈ
カラオケ喫茶
林
節子 名張市桔梗が丘6番町3-98
カラオケ喫茶 アイウエオ
写真撮影
井ノ尾 深 名張市蔵持町原出648番地2
福徳写真館
エステ
春本 智子 名張市桔梗が丘西5番町
美癒
各種衣料品 企画・販売
乾 俊一郎 名張市希央台4番町28番地
洋服の青山 名張店
コンビニエンスストア
冨森 雅彦 名張市蔵持町里2280-1
セブンイレブン 名張蔵持町里店
美容室
藤本 賢吾 名張市鴻之台4番町50
有限会社 ヘアークリエイトＯ．Ｓ
リラクゼーション
森本 順子 名張市東田原625-185
トネリコ
森田 千寿 名張市桜ヶ丘3088-170 桜テラス2Ｆ リラクゼーション
Relaxation Salon RA-NA
焼肉、焼き鳥店
佐藤 啓介 名張市蔵持町原出1746
株式会社 あみやき亭
歯科医療
武田 陽子 名張市下比奈知字黒田3100-1
アップル歯科クリニック
バルーン販売、教室、イベント装飾
福廣 智子 名張市下比奈知字黒田3100-1
ハッピーシュガー
鈴木 哲史 名張市桔梗が丘3番町2街区68-19 和菓子等製造・販売
英華堂 名張桔梗が丘店
〜あなたの安心、お守りします〜

イセット株式会社

名張営業所

名張市平尾3213番地5 賛急屋ビル1F
TEL 0595‑64‑4141 FAX 0595‑64‑7917
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ホームセキュリティや防犯カメラ、消防点検など
警備のことはもちろん、何でもご相談ください！

小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）第５回受付締切分が新設されました
経営計画に基づいて実施する販路開拓等（生産性向上）の取組に対し100万円を上限に補助金（補助率：2／3（Aに該当）
または3／4（B・Cに該当））が出ます。感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合は、その取組も50万円を上限に支援対象と
なります。
持続化補助金(コロナ特別対応型)は第５回受付締切が最終受付となります。
第５回受付締切
2020年12月10日（木） ［郵送：必着］
対象者
補助対象経費の６分の１以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資を行う小規模事業者等
A ： サプライチェーンの毀損への対応

B ： 非対面型ビジネスモデルへの転換

C ： テレワーク環境の整備
対象となる取組の例
①広告宣伝
・新たな顧客層の取込を狙い、チラシを作成・配布、店舗の認知度向上を目的とした看板の設置
②集客力を高めるための店舗改装
・幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化
③新たな商品・サービス提供のための製造機器の導入・試作開発の実施
・３Ｄプリンターを導入し、新商品の開発、原材料を購入して新製品・商品の試作開発
④ＩＴを活用した広報や業務効率化
・ホームページの開設やネット販売システムの構築、管理システムの導入
詳しくは「小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型ホームページ」をご覧ください。
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

経営計画（補助金申請書）作成 個別相談会のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための経営計画の作り方、
「小規模事業者持続化補助金」の申請書の書き方
等を支援する個別相談会を下記の通り開催させていただきます。
どのように計画を考えるかを相談したい方や、アイデアは持っているけど具体的にどう書けばいいかを相談したい方、ブラッシ
ュアップや最終仕上げを確認してほしい方は、この機会に是非ご参加ください。
日

時 ： 令和2年11月13日（金）

①12：30～

②13：30～

③14：30～

④15：30～

⑤16：30～

令和2年11月27日（金）

①13：00～

②14：00～

③15：00～

④16：00～

⑤17：00～

※同封の折込チラシに内容の詳細・申込み方法について記載しております。
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「税を考える週間」ってなに？
国税庁では、日頃から国民の皆様に租税の意義、役割や税務行政の現状について、より深く理解してもらい、自発的
かつ適正に納税義務を履行していただくために納税意識の向上に向けた施策を行っています。
特に、毎年11月11日から11月17日までの一週間を「税を考える週間」とし、この期間を中心に様々な広報広聴施策を
実施するとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会としています。
今年の「税を考える週間」では、「くらしを支える税」をテーマといたしまして、国民の皆様に国民生活と税の関わ
りを理解してもらうことにより、国民各層の納税意識の向上を図ることとしています。

令和2年分青色申告決算等説明会および年末調整等説明会の中止について
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び参加する方の安全を考慮し、例年実施されていました青色申告
決算等説明会及び年末調整等説明会が中止となりました。
なお、年末調整に関する各種情報については、国税庁ホームページに「年末調整がよくわかるページ」という特集ペ
ージが作成されていますので、ご覧ください。

令和2年分年末調整等の主な改正点
・ひとり親に対する税制措置

・基礎控除の改正
合計所得金額

改正後基礎控除額

2,400万円以下

48万円

2,400万円超

2,450万円以下

32万円

2,450万円超

2,500万円以下

16万円

同

一

改正後合計所得金額要件

②合計所得金額が500万円以下であること
③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認め

・寡婦（寡夫）控除の見直し

48万円以下

金額が500万円以下であることが追加されま

源 泉 控 除 対 象 配 偶 者

95万円以下

事実上婚姻関係と同様の事情にあると認め

配偶者特別控除の対象となる配偶者

48万円超133万円以下

労

親

学

偶

①生計を一にする子を有すること

族

勤

配

書」を事業所に提出する必要があります。

48万円以下

養

計

し、「給与所得者の扶養控除等（移動）申告

者

扶

生

下記の、①から③の要件を満たすことと

られる人がいないこと

・扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
扶養親族等の区分

控除額35万円

生

75万円以下

扶養親族を有する寡婦について、合計所得
した。
られる人がいないことが追加されました。
「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除
の特例が廃止されました。

自分史、冊子、ポスター、
チラシ、
名刺、
ハガキ等の印刷も承ります！

⑸ 第 638 号

会議所ニュース

三重GoToEatキャンペーン 加盟店募集について
「GoToEat キャンペーン」は、感染予防対策に積極的に取り
組みながら店舗運営を頑張っている飲食店の皆様を応援し、
更
には食材を供給している農林漁業者の皆様も応援する取り組
みです。
この機会にぜひ、
飲食店経営の皆様におかれましては、
本事業にご賛同くださいまして、加盟店登録の手続きを進めて
いただきますようお願い申し上げます。
【プレミアム付き食事券について】
発行総額：最大100億円
（プレミアム率25％）
発行セット数：最大100万セット
（1セット10,000円）
販売価格：1セット8,000円で販売
使用期間：2020年10月20日
（火）
～2021年2月21日
（日）
購入者：三重県内在住者に限る
【加盟店登録方法】
三重GoToEat キャンペーンホームページ加盟店向け申請サイト
（https://gotoeat-mie.com/kameiten/）からお申込みくださ
い。※加盟店募集締切：11月30日
（月）
登録店登録の際に必要な情報 ： ①店舗情報②食品営業許可
番号、
食品営業許可書有効期限③入金先（名義人、
金融機関
名、
口座番号等）等
◎登録支援を名張商工会議所にて行っておりますので、
ホーム
ページからの申請登録が困難な事業者様はお問い合わせくだ
さい。
（名張商工会議所 TEL0595-63-0080）
三重GoToEat キャンペーン コールセンター
（食事券の使用や取り扱いに係る問い合わせ）
TEL 050-3538-4371
受付期間：令和2年9月14日
（月）
～令和3年3月31日
（水）
※年末年始（令和2年12月30日～令和3年1月3日）
を除く。
受付時間：10時～18時 土・日・祝日を除く

健康宣言書
名張商工会議所は、職員が心身ともに元気に働ける職場を
目指して、健康づくりのため下記の事項に取り組みます。
１．
「健康事業所宣言」を社内外へ発信します
２．定期健康診断を実施し、健診受診率を100パーセントにし
ます（求めに応じ、法定健診データを提供します）
３．法令を遵守します
４．社員の健康課題の把握と必要な対策の検討を行います
５．健康経営の実践に向けて環境を整えます
６．社員の心と体の健康づくりに取り組みます

「なばり竹あかりＳＤＧｓプロジェクト」

赤目四十八滝渓谷内ライトアップ

～赤目渓谷 幽玄の竹灯～

令和2年10月24日（土）に名張市・名張市エコツーリズム推
進協議会（会長：川口佳秀）共催で赤目渓谷『幽玄の竹灯』点
灯セレモニーが開催されました。
期間中は赤目四十八滝渓谷内に大型LEDライトと1,000本
余りに及ぶ竹灯によるライトアップで幻想的な渓谷をお楽しみ
いただけます。
開催期間：令和2年10月24日～令和3年1月31日
午後4時30分～午後8時
入 場 料：大人600円、子ども300円
お問合せ：赤目四十八滝渓谷保勝会 TEL41-1180

「健康経営」を始めましょう！
「健康経営」とは？
従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に
実践することです。
従業員と一緒に健康の維持や増進に取り組むことで、会社
の活性化やイメージ、業績を向上させていく取組みです。
健康経営については経済産業省も取組を推進しており、
「健
康経営優良法人認定制度」というものが制定されています。
これは「健康事業所宣言」を行った法人から、特に優良な
健康経営を実践している中小企業等について、経済産業省
が制度設計した基準に基づき、日本健康会議が「健康経営
優良法人」に認定するというものです。
名張商工会議所も、この「健康経営優良法人」の認定を
目指し、職場の健康づくりに取り組んでいきます。

Morning Set

お飲み物料金 ＋０円
（ホットケーキ or トースト）

Coffee

有機栽培オリジナル焙煎珈琲
水出しアイス珈琲

Tea
一番人気のスイーツ

オカブラン

有機栽培水出しアイスティー
ハニーブッシュ

港屋珈琲 名張店
名張市夏見 302-3 リードタウン名張内

TEL 41-1611 （営業時間 7:00〜23:00）

会議所ニュース

第 638 号 ⑹

