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新倉敷商工会館建設計画は８月７日（金）、環境
省のレジリエンス強化型ＺＥＢ（ネット・ゼロ・
エネルギー・ビル）実証事業に採択されました。
ＺＥＢの定義が定められ、平成28年度から環境省
と経済産業省がＺＥＢ実証事業を実施、同事業全
般の中で商工会議所としては全国で初めてです。
ＺＥＢは「先進的な建築設計によるエネルギー
負荷の抑制やパッシブ技術の採用による自然エネ
ルギーの積極的な活用、高効率な設備システムの
導入等により、室内環境の質を維持しつつ大幅な
省エネルギー化を実現した上で、再生可能エネル
ギーを導入することにより、エネルギー自立度を
極力高め、年間の一次エネルギー量の収支をゼロ
とすることを目指した建築物」と定義。
我が国におけるＺＥＢの定義は、エネルギー消
費量の削減率等によって４種類あり、新商工会館
は、外皮の高断熱化と高効率な省エネルギー設備を備え、
エネルギー消費量50％以上の削減が求められる「ZEB　
Ready」に該当。
新商工会館では主に14の省エネ技術を導入することで、
ＺＥＢ　Readyに寄与しています。
屋根、外壁、床裏は、熱伝導率が低い現場発泡ウレタ
ンフォームを吹き付け、厚さは通常の３～４倍にあたる
100mmとします。１階の床下には厚さ50mmのポリスチレ
ンフォームを敷き詰め、建物全体の高断熱化を図ります。
窓ガラスにはＬｏｗ－Ｅ複層ガラスを採用。２枚のガラ
スの間に12ｍｍの空気層があり、外側のガラスは太陽熱を
遮へいする性能を持ち、遮熱性能と断熱性能を高めます。
事務所、会議室、テナント内には自然光を取り込み、照
明の負荷を低減します。
エアコンは室外機31台、室内機90台の予定。人感センサー
で活動量から人の有無を判断し、エリアごとに風向きを自
動制御するとともに、輻射温度センサーにより人の増減に

よる室温変化を予測して空調能力を調整するなど、通常の
エアコンより高い効率を実現します。
また、全熱交換機による排気システムにより、外気と室
内空気を熱交換し、自動制御で換気風量を最適化し、エア
コンへの負荷を軽減。室内の二酸化炭素濃度を段階的に検
知し、排気風量を変更する学習機能も持っています。
給湯器は電力消費量が３分の１になる高効率ヒートポン
プ方式。ＬＥＤ照明では、昼光センサーによる調光制御と
人感センサーによる点消灯制御を行います。
屋上には約11kwhの太陽光パネルを設置し、屋内設備の
リチウムイオン蓄電システムに発電電力を蓄電します。蓄
電池は、停電時に７階会議室へ電源を供給し、太陽光発電
と非常用発電機の併用を可能としています。
７階会議室は災害時に一時避難所とする計画で、倉敷市
と協定締結に向け準備を進めています。
また、「BEMS」（ビル・エネルギー管理システム）で継
続的な運用改善も図ります。
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新型コロナウイルス対策取組宣言シート

　新型コロナウイルス感染予防
対策として、倉敷市内の5商工
団体がタッグを組み、感染予防
に取り組む事業所へ「取組宣言
シート」を発行します。
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特 集
コロナ禍でも健闘する会員事業所

感染防止徹底し順調に推移 組合員、売上高も増加傾向

　新型コロナウイルス感染症の長期化で、多くの事業所が影響を受けています。当商工
会議所のアンケートでも売上高を落とす事業所が相次いでいますが、毎回１割前後が「増
収」と回答しています。そこで役立つヒントを探ろうと、健闘する会員事業所の実態と
今後の方向性をまとめました。　　　　　　　（取材・文／井上 裕康、末澤 佑樹、新谷 祐加）

（株）仁科百貨店

　（株）仁科百貨店（倉敷市連島町連島）は、店頭でま
とめ買いの傾向が強まって売上高を伸ばし、ネット販
売には注文殺到で対応し切れない状態になっています。
　小学校が休みになった３月初旬から買い物客の来
店頻度が落ち始めましたが、緊急事態宣言で専門店
が相次いで閉店したため、買い上げ点数も単価も大
幅に上昇。４～５月は前年同月比で２ケタの伸びを
見せ、６月以降も順調に推移しています。
　最初の頃はカップめん、スパゲティなど、簡単に
作れるものが売れましたが、来店頻度の低下で次第
に惣菜が伸びなくなり、調理が必要な肉や魚の販売
が増えています。
　スーパーマーケットは「ライフラインであり、店
をずっと開けておかないといけない」（仁科正己社長）
ため、感染防止対策を徹底。２月初めに対応マニュ
アルを作り、社員の出張は禁止するとともに商談、
店長会議もすべてテレビ会議で実施、店内ではアル
コール消毒、マスク・ビニール手袋の着用、レジの
仕切りなどの対策をしっかりと行っています。
　数年前から始めたネット販売は、３月ごろから注
文が急激に増え「パンク状態」（同）。既存客向けにネッ
トで注文し、店舗で待ち時間なくまとめて受け取れ
る仕組みを準備しています。

　宅配事業を手掛ける生活協同組合おかやまコープ
水島センター（倉敷市広江一丁目）は、新型コロナ
の影響下で組合員を伸ばし、売上高も二ケタ増を続
けています。
　近年、組合員世帯数は横ばいで推移していましたが、
3月ごろから増加傾向にあります。水島センターでも、
再入会を含め、宅配の利用者が前年より約５％増えて
います。組合員は50～70歳代の比率が高いのですが、
30代の子育て世代の入会も増えています。
　売上高も一人あたりの単価が10％アップ。注文は
80～90％が注文書（紙）ですが、インターネット注
文の方が伸び率は高くなっています。特に、3～４月
頃は、各家庭向けに箱詰めする岡山市などの集品セ
ンターは限界に近い状態になり、欠品せざるを得な
い状況も発生しました。
　そうした中、配送先が増加していますが、この状
態がどこまで続くのか見極めが難しく、配送員の増
員には慎重になっています。
　石川真治センター長は「市民の皆さんのお役に立
つことができるよう引き続き努力していきます」と話
し、子育て応援として、親子手帳交付から２歳の誕
生日までの子どもがいる家庭から申し込みがあれば、
コープ商品等の詰め合わせをプレゼントしています。

生活協同組合おかやまコープ水島センター

仁科百貨店が経営する「フードバスケット」 石川真治センター長
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商品の安定供給で販路拡大

外出自粛追い風に需要急増

（株）モダン・プロ

　（株）モダン・プロ（倉敷市笹沖）は、メーカーと
の信頼関係に基づく安定した商品供給力と小ロット
への対応により、コロナ禍の中で新しい客層の開拓
に成功しています。
　業務用品をトータルに扱う同社は、飲食店・病院・
介護施設・保育園などで使う厨房備品、包装資材、
衛生用品、イベント用品などを販売しています。
　新型コロナウイルスが流行し始めた３月ごろ、マ
スクをはじめとした衛生用品の不足が深刻でした。
しかし、飲食店用の備蓄とコンスタントな入荷で販
売を伸ばしました。
　4～５月は、大口取引先への納入は落ち込みました
が、店頭での弁当容器の売り上げは好調。飲食店が
テイクアウトへシフトする中、１袋単位で多様な種
類を販売していたことが奏功し、様々な飲食店の要
望に応えることができました。
　１年ほど前にネット販売を開始していましたが、
首都圏からペーパータオル、ニトリル手袋、消毒用
アルコールなどの大口注文が相次ぎ、医療・介護関
係からの予想外の需要も取り込んでいます。
　佐藤充展常務取締役は「困ったことは相談してほ
しい。メーカーからの情報をいち早く案内し、皆様
の応援業として頑張ります」と話しています。

　新型コロナの流行を受けて、3、４月の風邪薬の売
り上げは前年同月比１．５倍になりました。感染を恐れ、
病院や薬局へ怖くて行けなかった人たちが風邪をひい
た時、自宅で置き薬を利用しました。５、６月には免
疫力を高めるといわれるサプリメント、ビタミン剤、消
毒液等の需要が拡大し、販売量が３倍になりました。
　また、１月にいち早くマスクを２０万枚仕入れて置き
薬会員向けに販売。SARSの時の経験を活かしました。
　メーンの置き薬は従来、安定しているものの大きな
伸びはなかった業態ですが、３月以降毎月、全体で二
ケタの伸びを確保。ネット通販では、関東の需要を取
り込んでいます。
　同社は55年前の創業時、水島コンビナートの企業を
ターゲットにしていました。平成１２年の代替わりをきっ
かけにして、一般家庭向けに方向転換したのが奏功し
たかっこうで、竹内和博社長は「会社として置き薬をしっ
かりやりながら、２年前始めた介護事業にも力を入れ
ていきたい」と話しています。
　

　置き薬の事業を手掛ける（株）フカイ（倉敷市広江
二丁目）は、コロナ禍を追い風に業績を伸ばし、令和
３年２月期決算の売上高は過去最高の伸び率になる見
通しです。

（株）フ　カ　イ

佐藤充展常務取締役

竹内和博社長

EC市場拡大で取引先増加
ティーツーケー（株）

　ネット販売に特化した物流事業を手掛けるティー
ツーケー（株）（倉敷市福江）は、コロナ禍での外出自
粛により発生した需要が追い風となり、４～６月は毎
月、取扱個数が過去最高を更新、令和２年８月期は2
期連続の増収増益の見込みです。
　同社は平成１８年６月、栗山豪利社長が取引先から
の情報をもとに脱サラして設立。商品を倉庫に預かり、
ネット販売をしている企業からの注文を受け、購入者
へ出荷しています。
　当初、ネット販売は「ヤフオクくらいしかなかった」
ものの、取引先は50～60社に拡大。最近はＢtoＢ

（企業間取引）も増えています。
　４月末ごろから人手不足の懸念もありましたが、何と
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トップセールスで事業拡大

新分野挑戦で右肩上がりに

協成工業（株）

か切り抜け、日用品の取り扱いが急増し、４月の個数
は過去最高となりました。以後、連続で最高を更新し、
ピークの６月は前年同月比140％に及びました。
　創業時に約100坪だった倉庫の運用面積は、ＥＣ

（電子商取引）市場の拡大とともに約4600坪に拡大。
今後も成長路線を続け、売上高10倍を目指してお
り、栗山社長は「自社や取引先をはじめ関わる多く
の方々とお互い楽しくやっていける関係で在り続ける
ため、持続可能な会社を作りたい」と話しています。 

　岡山ロボケアセンター（株）（倉敷市幸町）は、自動
車部品製造の井原製機（株）（井原市）の子会社として
新分野に挑戦、昨年６月から世界初の装着型サイボー
グHALのサービスを開始し、右肩上がりの業績をあげ
ています。
　HALは神経ネットワークを再構築できるのが特徴
で、通常のリハビリよりも機能回復が早いそうです。脳
卒中や交通事故などによる後遺症の機能改善以外に
も、物流や工場などの現場での作業支援や腰痛緩和に
も使われています。
　同社は井原製機が次の事業ドメインを研究する中
で、岡山県出身で筑波大学の山海嘉之教授が開発した
HALに着目。サイバーダイン（株）（茨城県）と連携し
て会社を立ち上げ、HALを使ったトレーニングやレンタ
ル、販売などを手掛けています。
　コロナ禍の影響で鈍ったものの、利用者は順調に増
加。スタートアップ企業として業績を伸ばし、８月の売
上高は前年同月比300％を達成しました。
　実験的に在宅での利用やアスリート向け新サービス
の開発なども始めており、今後、医療機関との連携強
化や、2025年のHAL組立工場建設も目指しています。
　向谷隆社長は「身体機能の改善に対する新しい治療

の姿を示し、医療先進地域である倉敷でHALを普及し
ていきたい」と話しています。
　

　機械設備の設計・製造・建設・メンテナンスを手掛
ける協成工業（株）（倉敷市連島二丁目）は、令和３年
２月期の売上高が前期比28％増、５期連続の増収増
益の見込みとなっています。
　成長を続けるため同社は、数年前から県外へ営業エ
リアを拡大し、東北から四国、山陰へと販路開拓に注
力。その中で大手とも直接取引が可能になったおかげ
で、中長期的な戦略を描くための情報収集にも役立ち、
福島の復興需要も取り込みました。
　（公財）岡山県産業振興財団が主催する広域商談会
にも積極的に参加。「飛び込み営業しても相手にされま
せんが、取引先の拡大や自社の営業方針に役に立って
います」（田中大作社長）。

　従来、受注は数社に頼ってきましたが、積極的なトッ
プセールスと工事責任者一人ひとりの顧客信用獲得で
徐々に多様化し、事業基盤は強化されてきました。
　現在の仕事はコロナ禍前の契約ですが、今後は自社
の強みである施工管理技術にさらに磨きをかけ、差別

岡山ロボケアセンター（株）

栗山豪利社長

向谷隆社長とHAL

田中大作社長
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倉敷商工会議所が4月22日から7月30日にかけて4回
実施した「新型コロナウイルス対策緊急アンケート」で、
約9割の会員事業所が売り上げを落としています。
「直近１カ月の売上高の前年同月比」の分布＝グラフ＝
は、若干の変動はあるものの、毎回ほぼ同様の動きを
見せました。
最も深刻な「0～25％」は第1回15.4％、第2回19.7％、
第3回17.0％、第4回15.9％。
事業継続性に関する質問で、「支援があっても長期
化すると事業継続は困難」と回答したのは、第1回

26.6％、第2回20.8％、第3
回19.9％と下落傾向にありま
したが、第4回は25.9％とや
や上昇しました。
その中で、増収と答え
た会員事業所は、第1回が
10.7％、第2回が11.8％、第3
回が9.2％、第4回が12.2％。
アンケートはメールアドレス
を登録していただいている会
員事業所を対象にしており、
第4回では1,926事業所に発
信しました。
4回のアンケートで「100～

110％」「110％～」と回答した事業所の重複は少なく、
実数で108事業所でした。
そこで当商工会議所は、増収の会員事業所に絞って、
8月11日から20日にかけて5回目のアンケートを実施し、
48事業所から回答をいただきました。
増収の要因は「コロナ対策が奏功」と回答した事業
所は少なく、「コロナ対策は特に関係ない」が大勢を占
め、実施した増収対策、今後の事業計画などについて
もお聞きしました。第5回アンケートの集計結果は10月
号で掲載します。

第1回～第4回新型コロナウイルス対策アンケート
「増収」と回答したのは108事業所

強固な事業基盤に追い風も

化のために人材育成や付加価値の強化に取り組み、顧
客満足の創造につなげます。田中社長は「コロナは自
社の存在価値や経営理念を見つめ直すいい時期。逆
境の時代だからこそ経営者がリーダーシップを発揮し、
社員と共に学んでいくことが大事」と話しています。

　（株）倉敷ケーブルテレビ（倉敷市中島）は、インフ
ラビジネスの強みを発揮し、コロナ禍の中でも順調に
業績を伸ばし、増収増益基調を維持しています。
　同社は、自主放送、多チャンネルの放送事業と電話、
インターネットの通信事業が2本柱で、売上高は通信
事業がやや上回っています。新型コロナウイルス感染
症で、放送事業の広告収入は打撃を受けましたが、全
体の売上高に占める割合は数％にとどまるため、業績
に影響は出ていません。
　これまでの地道な積み重ねで強固な事業基盤を築い
ており、４－６月期の売上高は前年同期比２．５％増と

底堅く伸びています。
　全国に緊急事態宣言が出ていた時期を含む３月から
５月にかけては、同社でもインターネットの通信量が
急増。ネットに対する価値観や需要が高まり、通信事
業には追い風が吹いています。
　現在、基幹回線の光ファイバー化を進めており、今
年中にエリア内を完了、今後は一般家庭も含めたオー
ル光化を進めます。
　劔持成利社長は「業績を伸ばすためには、加入件数
を伸ばしていくのが基本。そして地域密着の観点から、
放送制作ではコロナの情報をきちんと流していきたい」
と話しています。

（株）倉敷ケーブルテレビ

劔持成利社長

15.4%
第１回 第2回 第3回 第4回

19.7% 17.0% 15.9%

16.9%
21.0% 23.0%

17.2%

22.6%
18.7% 20.9%

25.6%

34.5% 28.7% 29.8% 29.1%

6.3% 9.7% 5.3% 7.7%
4.4% 2.1% 3.9% 4.5%

■0～25％　■25～50％　■50～75％　■75～100％　■100～110％　■110％～
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　倉敷商工会議所は８月２１日（金）、「倉敷駅
周辺の交通渋滞緩和および駐車場不足解消に関
する要望書」を倉敷市に提出しました =写真=。
　倉敷市役所には、井上峰一会頭をはじめ、中
谷庄吾運輸交通委員会委員長、鳥生雅夫観光委
員会委員長らが訪れました。
　井上会頭から要望書を受け取った伊東香織市
長は「現状はまだ新型コロナウイルス感染症の
拡大前とは違う状況ですが、倉敷市としても駅
周辺の整備計画を作り、一つずつできることを
やっていけるように一緒になって努力していき
たい」と述べました。
　要望書では、スマートフォンアプリやデジタ
ルサイネージ等による空き駐車場への誘導、年
間を通した土日祝日における「倉敷美観地区⇔
倉敷市役所」間のシャトルバス運行、市役所駐
車場開放および循環路線バス事業者への増便要

請、市営中
央駐車場の
拡張および
立体化によ
る駐車台数
の増加なら
びに周辺交
差点等の改
良など、６項目を求めています。
　建設中の阿知３丁目東地区市街地再開発事
業に伴い、市営本町駐車場が解体され、中心部
の駐車台数が減少。週末の渋滞は緩和されず、
市民生活にも支障を来す状況となっていたた
め、市をまじえて運輸交通委員会と観光委員
会で対応策を協議、要望書は５月２７日（水）
開催の第５７８回常議員会で採択されていま
した。

倉敷駅周辺の交通問題で６項目  倉敷市へ要望書を提出倉敷駅周辺の交通問題で６項目  倉敷市へ要望書を提出

Vol.193ナイススマイル

Nice Smile

　今年1月、倉敷市祐
すけやす
安で創業して以来、地域の方々

のつながりに助けられ、苔玉の販売と苔玉づくり教室
を行っています。お客様が初めて作られた苔玉を、備
前焼やガラスの器に載せてご覧いただくと、「わぁ、い
いわねえ！」と明るい歓声が上がります。また、い草な
どの敷物や織物、インテリア小物などと組み合わせると、
想像以上の写真映えに驚かれ、地元の産品に目を向け
るきっかけにもなっています。ご自宅だけでなく、寿司店、

和食屋などに飾りたい、というお声もいただいております。
　地元の皆様が製造・販売されている商品やサービス
と、愛らしい苔玉との組み合わせにより、お客様を笑顔
にする新商品の開発提案、販売促進・集客力アップの
ための苔玉づくりイベント企画など、苔玉を通じた様々
なご提案をさせていただき、倉敷を元気にするために
協働していければと思っております。会員の皆さまから
のお問い合わせもお待ちしています。

倉敷グリーンファーム
〒710-0006 倉敷市祐安1507-2

TEL 442-8701

●
倉敷酒津
郵便局

セブンイレブン

●

●

菅生神社

伯
備
線

60北浜交差点

倉敷グリーンファーム
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　新型コロナウイルス感染症拡大を受け、倉敷商工会議所は、児島・玉島商工会議所、つくぼ・真備船穂商工会と連携して「５
商工団体コロナ対策協議会」を設立し、事業者へ「新しい生活様式」普及啓発を図り、営業活動を支援する取り組みを始めま
した。
　取り組みとしてはまず、感染予
防対策の検討促進と「見える化」
ツールの提供です。市内統一の
「チェックシート」を配布し、実施
を確認できた事業所へ「取組宣言
シート」を発行し、店頭や事務所
に掲示していただきます。お客様
が安心して利用できる環境か一目
で見分けることができる目印とし、
特設ホームページへの掲載も行い、
対策の可視化とＰＲをバックアップ
します。
　チェックシートは4種類（飲食
店・小売店・宿泊施設・共通）あ
り、該当する業種のシートを活用。
複数事業を行っている場合には、
各業種、店舗単位で対策を講じ、
チェックシートを提出した業種や
店舗ごとに宣言書を発行します。
　また、コロナ禍による経営への
影響を継続的に把握し、今後の施
策に反映させるため、９月から来
年３月までに計４回のアンケート調
査を行います。調査結果は特設ホー
ムページで公表し、事業者の現状
と施策ニーズを周知する機会を作
ります。
　このほか、当所中小企業相談所
を中心として、小規模事業者持続
化補助金や岡山県新しい生活様式
実践事業者補助金、各種助成金等
をうまく活用し、持続可能な経営
の環境づくりを支援します。

感染対策で「宣言シート」
　安心の見える化でバックアップ ５商工団体コロナ対策協議会を設立

※詳しくは特設ホームページ（https://www.kurashiki-chambers.jp/）をご確認いただくか、管轄の商工会議所または商工会
　へお問い合わせください。
※本事業は、事業者ごとの自主的な対策を「見える化」し、安心して利用できる環境づくりによる
　経済活動の活性化を目的としています。倉敷市や各商エ団体が各事業者の感染予防対策を認証等する制度ではありません。
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←至玉島
JR倉敷駅

山陽本線

美術館●
中央図書館●
自然史博物館

大原
美術館

市民会館

美観地区

●

●

●

倉敷物語館

至岡山→
429

倉
敷
川

入 館 料：無料　
開館時間：４月～11月：9:00～21:00
休 館 日：12月29日～翌年1月3日

会　議　室：１部屋�450円／１時間
和　　　室：５部屋…390円／１時間
多目的ホール：１部屋…450円／１時間
＊営業目的の場合は上記の倍額

【倉敷まちづくり㈱ホームページ】http://kmc.jp.net/
◦お問い合わせがございましたらこちらまで。
〒710−0055 倉敷市阿知2丁目23番18号　TEL（086）435−1277
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倉敷物語館

 

～チョークアートで旅をして～ 

チョークアート作品展示中 

 倉敷物語館の展示室では、毎月倉敷市在住

の小野肇さんが描くチョークアートの作品を展示

しています。倉敷の風景を始め、季節に応じた

全国各地の魅力的な風景画が毎月生み出さ

れます。 

黒板にチョークで描いたとは思えない作品

は、いつも来館者の感動を誘っています。 

チョークアートには絵画のモチーフになった場

所の謂れも添えてあります。 

四季変化するチョークアートをぜひ一度ご覧く

ださい。  8月のテーマ 「有隣荘」 



 Kurashiki 9

←至玉島
JR倉敷駅

山陽本線

美術館●
中央図書館●
自然史博物館

大原
美術館

市民会館

美観地区

●

●

●

倉敷物語館

至岡山→
429

倉
敷
川

入 館 料：無料　
開館時間：４月～11月：9:00～21:00
休 館 日：12月29日～翌年1月3日

会　議　室：１部屋�450円／１時間
和　　　室：５部屋…390円／１時間
多目的ホール：１部屋…450円／１時間
＊営業目的の場合は上記の倍額

【倉敷まちづくり㈱ホームページ】http://kmc.jp.net/
◦お問い合わせがございましたらこちらまで。
〒710−0055 倉敷市阿知2丁目23番18号　TEL（086）435−1277

Kurashiki 8 

倉敷物語館

 

～チョークアートで旅をして～ 

チョークアート作品展示中 

 倉敷物語館の展示室では、毎月倉敷市在住

の小野肇さんが描くチョークアートの作品を展示

しています。倉敷の風景を始め、季節に応じた

全国各地の魅力的な風景画が毎月生み出さ

れます。 

黒板にチョークで描いたとは思えない作品

は、いつも来館者の感動を誘っています。 

チョークアートには絵画のモチーフになった場

所の謂れも添えてあります。 

四季変化するチョークアートをぜひ一度ご覧く

ださい。  8月のテーマ 「有隣荘」 

ササベ印刷
GRAPHIC COMMUNICATION

〒710‒0806　倉敷市西阿知町西原1353-9
TEL（086）466‒1111㈹　FAX（086）466‒0456

E‒mail:info@sasabe.co.jp

株式
会社
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10月　倉敷商工会議所カレンダー
　倉敷商工会議所問い合せ先qqq　TEL 424-2111  FAX 426-6911　http://www.kura-cci.or.jp

金 融 相 談（随時・要予約）倉敷
組 合 相 談（随時・要予約）倉敷
Ｉ Ｔ 相 談（随時・要予約）倉敷

環境経営相談（随時・要予約）倉敷
知的財産相談（10：00〜12：00）倉敷
法 律 相 談（14：00〜16：00）倉敷

法 律 相 談（14：30〜16：00）水島
働き方改革推進支援センター個別相談
　　　　　　（13：00〜17：00）倉敷

1 木 当所設立記念日（休業）
第45回福祉住環境コーディネーター検定試験申込受付（〜10/9）
第49回カラーコーディネーター検定試験申込受付（〜10/16）

2 金 専門家相談
法律相談（倉敷）
第40回会員事業所健康診断（水島会場、10/9も）

3 土
4 日

5 月 専門家相談
6 火 専門家相談

第48回ビジネス実務法務検定試験申込受付開始（〜10/23）
7 水 働き方改革推進支援センター個別相談

第40回会員事業所健康診断（倉敷会場、〜10/9）
8 木 専門家相談

知的財産相談
9 金 専門家相談

10 土
11 日

12 月 専門家相談
13 火 第29回eco検定申込受付開始（〜10/30）
14 水 働き方改革推進支援センター個別相談

15 木

16 金 専門家相談
17 土

18 日

19 月 専門家相談
20 火 専門家相談
21 水 働き方改革推進支援センター個別相談
22 木 専門家相談
23 金 専門家相談

全国商工会議所女性会連合会第５２回倉敷総会（オンライン開催）
24 土

25 日 第２２0回珠算能力検定・第139回暗算検定・第130回段位認定試験
26 月 専門家相談
27 火

28 水 法律相談（水島）
第13回正副会頭・専務理事会議
第582回常議員会

29 木

30 金

31 土

無料相談は、電話による予約制です。（相談時間は一人30分）中小企業相談所【電話424−2111】まで予約ください。

法定台帳提出と負担金納入のお願い
　特定商工業者の皆様へ「法定台帳」提出と負担金納入をお願い申し上げます。
　今年度の負担金は３，０００円（消費税課税対象外）で、１０月１９日（月）に口座振替の予定です。

　特定商工業者負担金は、「法定台帳」の作成・管理する費用の一部に充当しており、倉敷市の許可を得て賦課しています。

　①常時使用する従業員が２０人（商業・サービス業に属する事業を営まれている方の場合は５人）以上
　②資本金額又は払込済出資総額が３００万円以上

　昭和２８年１０月施行の「商工会議所法」に基づき、４月１日現在、当所管轄内（倉
敷市のうち児島、玉島、庄、茶屋町、船穂、真備地区は除く）で、６カ月以上営業
所等を有する商工業者で次のいずれかの事項に該当する方が対象となります。

　「法定台帳」は、特定商工業者の事業内容を商工会議所へ登録する台帳のことで、「商
工会議所法」に基づき毎年１回作成され、登録することが義務付けられています。
　ご登録いただいた内容を台帳として毎年１０月頃に整備し、地域商工業者の現状
を把握するとともに商工会議所に寄せられる信用調査、商取引の紹介や斡旋などの
基礎資料として運用し地域産業の発展に寄与しています。

特定商工業者とは…

お問い合わせ　倉敷商工会議所　総務課　TEL（086）424－2111㈹

法定台帳とは…
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倉敷総会まであと１ヶ月！

青年部

Cloud communication ～クラウド コミュニケーション～
～様々な繋がりをもって、豊かな未来を築こう～

コロナに負けるな！倉敷YEG前向き事業所協同組合
9月末まで活動を休止しているYEGですが、新型コロナウイルスの状況を見ながら活動再開に向け動き出しました。私共会員企
業は「withコロナ」を掲げ、立ち止まることなく工夫を凝らして頑張っています。
今回もそんな頑張る2社を紹介します。

令和２年度　スローガン

EYOHAKU　-ヨハク-
広大なガーデンに面したお席で彩り豊かな絶品フレンチを。
お腹と心を満たす贅沢なひとときをお過ごしください。
メインのお料理はお魚とお肉が選べて2,000円☆
ランチメニューは毎月更新されますので詳しくはＨＰをご覧ください。

業 結婚式場/レストラン  住 倉敷市羽島751-1
電 0120-427-489  営 10：00～19：00
休 火曜日と第二水曜日  www.eyohaku-kurashiki.com

瀬戸大橋温泉 やま幸
自宅で仕事しようにも家族がいて集中できない、 Wi-Fi環境が整ってない、 十分

なスペースがないなど、 ありますよね。
ホテルやま幸は客室をワーキングスペースとしてご利用いただけます。
岡山、 倉敷市街からもアクセス良好で、 大型無料駐車場も完備。 9～１８時までご

利用いただけ、 コーヒーも付いて3,000円です。 気分転換に天然温泉にも入れます。
業 日帰り温泉、ホテル、飲食店 住 倉敷市下庄140-1
電 086-462-1126 営 10：00～23：00
休 第二火曜日  http://s-yamakou.co.jp/

季節のランチコース季節のランチコース

テレワークプランテレワークプラン

日 時：令和２年10月23日（金） 
場 所：アイビースクエア「アイビーエメラルドホール」

10月23日（金）開催予定の「第52回全国商工会議所女性会連合会倉敷総会」まで、いよいよ一カ月を切り

ました。三年前に開催地に立候補し、一年半前から実行委員会を組織し準備を進めて参りました。しか

し、新型コロナウイルス感染症の影響により思うように進まず一時は中止や延期の可能性もありました

が、全国の女性会ネットワークを維持し、これからの新しい時代を生き抜くには、コロナ禍の中でも今で

きる形を模索すべきではないかと考え、オンラインを活用したリモート開催を決意いたしました。

全商女性連の幹部のみをお迎えし、小規模ながら例年に準拠した内容で開催いたします。倉敷ケーブル

テレビ様のご協力のもと、式典の模様を中継しYouTube配信を行い、全国各地の会場で感染拡大防止に

配慮した上で視聴していただきます。ビデオメッセージの活用やオンラインだからこそできる映像演出を

組み込み、総会の一体感を出し倉敷の魅力PRができるよう工夫を凝らします。

この度の総会が「withコロナ」時代の新しい一歩となることを願い、開催に向け最後まで全力を尽くす

所存でございます。
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倉敷総会まであと１ヶ月！

青年部

Cloud communication ～クラウド コミュニケーション～
～様々な繋がりをもって、豊かな未来を築こう～

コロナに負けるな！倉敷YEG前向き事業所協同組合
9月末まで活動を休止しているYEGですが、新型コロナウイルスの状況を見ながら活動再開に向け動き出しました。私共会員企
業は「withコロナ」を掲げ、立ち止まることなく工夫を凝らして頑張っています。
今回もそんな頑張る2社を紹介します。

令和２年度　スローガン

EYOHAKU　-ヨハク-
広大なガーデンに面したお席で彩り豊かな絶品フレンチを。
お腹と心を満たす贅沢なひとときをお過ごしください。
メインのお料理はお魚とお肉が選べて2,000円☆
ランチメニューは毎月更新されますので詳しくはＨＰをご覧ください。

業 結婚式場/レストラン  住 倉敷市羽島751-1
電 0120-427-489  営 10：00～19：00
休 火曜日と第二水曜日  www.eyohaku-kurashiki.com

瀬戸大橋温泉 やま幸
自宅で仕事しようにも家族がいて集中できない、 Wi-Fi環境が整ってない、 十分

なスペースがないなど、 ありますよね。
ホテルやま幸は客室をワーキングスペースとしてご利用いただけます。
岡山、 倉敷市街からもアクセス良好で、 大型無料駐車場も完備。 9～１８時までご

利用いただけ、 コーヒーも付いて3,000円です。 気分転換に天然温泉にも入れます。
業 日帰り温泉、ホテル、飲食店 住 倉敷市下庄140-1
電 086-462-1126 営 10：00～23：00
休 第二火曜日  http://s-yamakou.co.jp/

季節のランチコース季節のランチコース

テレワークプランテレワークプラン

日 時：令和２年10月23日（金） 
場 所：アイビースクエア「アイビーエメラルドホール」

10月23日（金）開催予定の「第52回全国商工会議所女性会連合会倉敷総会」まで、いよいよ一カ月を切り

ました。三年前に開催地に立候補し、一年半前から実行委員会を組織し準備を進めて参りました。しか

し、新型コロナウイルス感染症の影響により思うように進まず一時は中止や延期の可能性もありました

が、全国の女性会ネットワークを維持し、これからの新しい時代を生き抜くには、コロナ禍の中でも今で

きる形を模索すべきではないかと考え、オンラインを活用したリモート開催を決意いたしました。

全商女性連の幹部のみをお迎えし、小規模ながら例年に準拠した内容で開催いたします。倉敷ケーブル

テレビ様のご協力のもと、式典の模様を中継しYouTube配信を行い、全国各地の会場で感染拡大防止に

配慮した上で視聴していただきます。ビデオメッセージの活用やオンラインだからこそできる映像演出を

組み込み、総会の一体感を出し倉敷の魅力PRができるよう工夫を凝らします。

この度の総会が「withコロナ」時代の新しい一歩となることを願い、開催に向け最後まで全力を尽くす

所存でございます。 尾道店
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岡山県内の地場企業を対象に企業活動の現状と見通しについて四半期毎（３月・6月・9月・12月）に平成1０
年12月から調査し、地域経済状況を的確に把握することを目的として皆様に特徴的な動きをご報告します。

岡山県の景気観測調査

※�DIは各調査項目について判断の状況を示す。ゼロを基準として、プラスの値は景気の上向き傾向（「良い」）の回答割合が多
いことを示し、マイナスの値は景気の下向き傾向（「悪い」）の回答割合が多いことを示す。
　DI＝（増加・好転など「良い」の回答割合）－（減少・悪化など「悪い」の回答割合）

景況DIは、新型コロナにより調査開始以来、最低の水準
景況全体では、DI値が▲51.7と（前期比▲19.7ポイント）と、2期連続で大幅に悪化し、リーマンショック後に落ち込

んだDI値（2009年4-6月期▲49.8）を超え、1998年12月の調査開始以来最低の水準となった。業種別に見ると、全
業種でDI値が悪化、中でも製造業、サービス業は過去最大の悪化幅を記録し、過去最低の水準となった。項目別では、
生産額・売上額、受注額、従業員（常用）ほか多くの項目でDI値が大きく悪化しており、売上や受注が急減するとともに、
これまでの強い人手不足感は弱まった。新型コロナの海外での感染拡大が続き、国内でも第二波を警戒する中、先行き
不透明感は強くなっており、来期も厳しい見通しとなっている。

景気観測調査の詳細結果については、当所ホームページ（http://www.kura-cci.or.jp/manage/manage_
research/）から「岡山県商工会議所連合会」掲載の概要報告をご覧ください。

■調査方法／FAXアンケート（DI方式）　■調査対象／578社（県下商工会議所会員）　■調査時期／６月下旬　■回答企業／549社（回収率95.0％）
4〜6月分 景気観測調査

景況 30.4-6 30.7-9 30.10-12 31.1-3 31.4-1.6 1.7-9 1.10-12

総　合      　 ▲ 10.1 ▲ 14.8 ▲ 8.7 ▲ 6.3 ▲ 5.1 ▲ 7.9 ▲ 12.0   

製造業      　　186 ▲ 5.3 ▲ 6.8 0.0 ▲ 1.1 ▲ 4.3 ▲ 5.9 ▲ 10.5   

建設業           89 ▲ 3.5 ▲ 2.4 1.2 14.1 6.9 10.6 4.6  

卸売業           71 ▲ 13.9 ▲ 20.3 ▲ 14.3 ▲ 12.5 ▲ 14.1 ▲ 15.3 ▲ 15.3   

小売業       　  88 ▲ 22.1 ▲ 25.8 ▲ 16.3 ▲ 10.2 ▲ 9.6 ▲ 16.7 ▲ 33.0   

サービス業     115 ▲ 10.7 ▲ 25.0 ▲ 20.7 ▲ 23.9 ▲ 6.4 ▲ 13.3 ▲ 8.3    

549
2.1-3
▲32.0
▲33.3
▲2.5
▲43.5
▲41.8
▲36.4

▲51.7
▲61.4
▲14.8
▲50.7
▲50.0
▲66.4

2.4-6

 

2 
 

１１．．景景況況 

（（１１））全全体体 
総合ＤＩ（好転－悪化）は▲５１．７と１～３月期に比べ１９．７ポイントマイナス幅が拡大した。

業種別では、製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業でマイナス幅が拡大した。 
令和２年７～９月期の先行き見通し総合ＤＩは▲４４．０（前回調査時の先行き見通し総合ＤＩ▲ 

２８．３）となり、マイナス幅が拡大する見通し。 
 
景況 30.4-6 30.7-9 30.10-12 31.1-3 31.4-1.6 1.7-9 1.10-12 2.1-3 22..44--66

総総　　合合            　　554499 ▲ 10.1 ▲ 14.8 ▲ 8.7 ▲ 6.3 ▲ 5.1 ▲ 7.9 ▲ 12.0 ▲ 32.0 ▲▲  5511..77

製造業      　　186 ▲ 5.3 ▲ 6.8 0.0 ▲ 1.1 ▲ 4.3 ▲ 5.9 ▲ 10.5 ▲ 33.3 ▲▲  6611..44

建設業           89 ▲ 3.5 ▲ 2.4 1.2 14.1 6.9 10.6 4.6 ▲ 2.5 ▲▲  1144 ..88

卸売業           71 ▲ 13.9 ▲ 20.3 ▲ 14.3 ▲ 12.5 ▲ 14.1 ▲ 15.3 ▲ 15.3 ▲ 43.5 ▲▲  5500..77

小売業       　  88 ▲ 22.1 ▲ 25.8 ▲ 16.3 ▲ 10.2 ▲ 9.6 ▲ 16.7 ▲ 33.0 ▲ 41.8 ▲▲  5500..00

サービス業     115 ▲ 10.7 ▲ 25.0 ▲ 20.7 ▲ 23.9 ▲ 6.4 ▲ 13.3 ▲ 8.3 ▲ 36.4 ▲▲  6666..44  
 

  
  
＜＜参参考考＞＞ 先先行行きき見見通通しし  
先行き見通し 30.7-9 30.10-12 31.1-3 31.4-1.6 1.7-9 1.10-12 2.1-3 2.4-6 22..77--99

総総　　合合                  554499 ▲ 13.8 ▲ 14.8 ▲ 12.9 ▲ 11.0 ▲ 10.6 ▲ 13.8 ▲ 18.9 ▲ 28.3 ▲▲  4444..00  
 

 

 
 

549
186
89
71
88
115
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います。
⃝事務所
倉敷市鶴形１丁目２番�
15号　鶴形ビル2Ｆ
山口行政書士社会�
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全産業合計の業況DIは、▲59.0（前月比＋0.3ポイント）
新型コロナウイルスの影響による在宅時間の増加に伴
い、飲食料品のほか、家具・家電などの需要も伸びている
小売業や、公共工事に下支えされた建設業が堅調に推移し
た。一方、主に都市部を中心に感染が拡大する中、消費者
のマインド低下や帰省・旅行の自粛、一部の自治体におけ
る飲食店への営業時間短縮の要請などが下押し要因とな
り、観光関連の業況は厳しい状況が続く。これまで経済活
動の再開に伴い、持ち直しの動きがみられたものの、足元
では感染拡大の影響から足踏みとなった。中小企業の景況
感は依然として厳しく、回復に力強さを欠く。

先行き見通しDIは、▲52.9（今月比＋6.1ポイント）
自動車関連をはじめとする中国向けの輸出持ち直しへ
の期待感がうかがえるほか、ネット販売の強化やIT活用
など新たな生活様式への対応を進める企業から前向きな
声も聞かれる。一方、主に都市部を中心とする新型コロ
ナウイルスの感染拡大への懸念から、消費者のマインド
低下や資金繰りの悪化など、影響の長期化に対する警戒
感が強まっており、先行きに対して慎重な見方が続く。

※LOBO調査（早期景気観測調査）：
「QUICKSURVEYSYSTEMOFLOCALBUSINESSOUTLO
OK」からとった略称で、商工会議所のネットワークのもと、地
域や中小企業が「肌で感じる足元の景気感」を全国ベースで
毎月調査を実施・公表し、経済対策に関する政策提言・要望
活動等へ活用を目的にしています。

※DI（DIFFUSION INDEX:景況判断指数）=「好転」の回答割合－「悪化」の回答割合業況DI
年 年 先行き

見通し
８月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９～11月

全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲21.0

▲9.5

▲23.1

▲25.2

▲31.1

▲15.9

▲49.0

▲18.6

▲51.7

▲53.1

▲58.9

▲55.8

▲60.4

▲29.3

▲63.2

▲66.7

▲64.0

▲71.2

▲65.8

▲37.7

▲69.9

▲62.9

▲70.0

▲77.6

▲62.8

▲35.0

▲72.6

▲61.6

▲60.4

▲73.4

▲59.3

▲34.8

▲70.6

▲59.5

▲53.4

▲68.4

▲59.0

▲34.9

▲69.6

▲56.7

▲53.2

▲70.2

▲52.9

▲34.1

▲54.8

▲52.0

▲56.6

▲60.5

調査結果の詳細につきましては、
日本商工会議所ホームページでご覧いただけます。

https://www.cci-lobo.jcci.or.jp/

（令和２年８月調査結果）

業況DIは、感染拡大の影響から足踏み
先行きも強い警戒感から、慎重な見方続く

マイナンバーカードの取得促進
　会社としてマイナンバーカードの取
得を従業員に促したほうがよいですか。
　令和２年から令和３年にかけて、年
末調整の電子化や保険証としての利用

開始など、マイナンバーカードの役割が高まっ
ていきます。企業内の人事労務業務の効率化
も踏まえ、今のうちから積極的に取得を促進
していくべきでしょう。
１）マイナンバーカードとは
　平成27年にマイナンバーカード制度が開始
された際、国民１人ひとりに紙製のマイナン
バー通知カードが配送されました。希望者は、
申し出ることにより、受け取ったマイナンバー
通知カードをプラスチック製のマイナンバー
カードと交換することができます。
　マイナンバーカードには、本人の顔写真や
個人情報も記載され、身分証明書として、あ
るいは、税や社会保険等の手続きを行う際の
番号確認書類としても利用することができま
す。しかし、これまでは、運転免許証やパスポー
ト等があれば社会生活で大きく困ることはなく、
マイナンバーカードの普及は進んでいません
でした。
２）年末調整の電子化
　令和２年から、年末調整の電子化がスター
トします。紙の手続きが直ちに廃止となるわけ
ではありませんが、従業員、企業の人事労務
担当者双方にとって、電子的な手続きのほう
が、手間や負担が小さくなります。
　具体的には、マイナポータルに保険会社に

支払った保険料や住宅ローンの残高情報等が
一元的に蓄積されるようになりますので、本人
は、自分のマイナポータルにログインすること
で、これらの情報を年末調整ソフトに取り込
むことができます。最小の工数で転記ミスの
心配もなく、これまでは紙の申告書で行って
いた勤務先への年末調整の情報提供をオンラ
インで行うことができるようになります。
　そして、ここでポイントとなるのは、マイナ
ンバーカードがマイナポータルへログインする
ための「鍵」になるということです。マイナン
バーカードには、ＩＣチップが埋め込まれてお
り、これをスマートフォンやカードリーダーで
読み取ることで、マイナポータルへログインで
きるようになります。すなわち、マイナンバー
カードは、年末調整の電子化に対応するため
に取得しておかなければならない必須アイテ
ムなのです。
３）マイナンバーカードが健康保険証に
　令和３年３月から、マイナンバーカードが保
険証として利用できるようになります。令和２
年中に、保険証として利用するための登録手
続きが開始される予定です。マイナンバーカー
ドを保険証として使うことができれば、入社
や退職の際の保険証の発行・回収の手間がな
くなることはもちろん、保険証の発行待ちで、
医療機関で10割を立て替えなければならない
ということもなくなりますので、従業員にとっ
てもメリットが大きいといえるでしょう。

Q

A
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全産業合計の業況DIは、▲59.0（前月比＋0.3ポイント）
新型コロナウイルスの影響による在宅時間の増加に伴
い、飲食料品のほか、家具・家電などの需要も伸びている
小売業や、公共工事に下支えされた建設業が堅調に推移し
た。一方、主に都市部を中心に感染が拡大する中、消費者
のマインド低下や帰省・旅行の自粛、一部の自治体におけ
る飲食店への営業時間短縮の要請などが下押し要因とな
り、観光関連の業況は厳しい状況が続く。これまで経済活
動の再開に伴い、持ち直しの動きがみられたものの、足元
では感染拡大の影響から足踏みとなった。中小企業の景況
感は依然として厳しく、回復に力強さを欠く。

先行き見通しDIは、▲52.9（今月比＋6.1ポイント）
自動車関連をはじめとする中国向けの輸出持ち直しへ
の期待感がうかがえるほか、ネット販売の強化やIT活用
など新たな生活様式への対応を進める企業から前向きな
声も聞かれる。一方、主に都市部を中心とする新型コロ
ナウイルスの感染拡大への懸念から、消費者のマインド
低下や資金繰りの悪化など、影響の長期化に対する警戒
感が強まっており、先行きに対して慎重な見方が続く。

※LOBO調査（早期景気観測調査）：
「QUICKSURVEYSYSTEMOFLOCALBUSINESSOUTLO
OK」からとった略称で、商工会議所のネットワークのもと、地
域や中小企業が「肌で感じる足元の景気感」を全国ベースで
毎月調査を実施・公表し、経済対策に関する政策提言・要望
活動等へ活用を目的にしています。

※DI（DIFFUSION INDEX:景況判断指数）=「好転」の回答割合－「悪化」の回答割合業況DI
年 年 先行き

見通し
８月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９～11月

全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲21.0

▲9.5

▲23.1

▲25.2

▲31.1

▲15.9

▲49.0

▲18.6

▲51.7

▲53.1

▲58.9

▲55.8

▲60.4

▲29.3

▲63.2

▲66.7

▲64.0

▲71.2

▲65.8

▲37.7

▲69.9

▲62.9

▲70.0

▲77.6

▲62.8

▲35.0

▲72.6

▲61.6

▲60.4

▲73.4

▲59.3

▲34.8

▲70.6

▲59.5

▲53.4

▲68.4

▲59.0

▲34.9

▲69.6

▲56.7

▲53.2

▲70.2

▲52.9

▲34.1

▲54.8

▲52.0

▲56.6

▲60.5

調査結果の詳細につきましては、
日本商工会議所ホームページでご覧いただけます。

https://www.cci-lobo.jcci.or.jp/

（令和２年８月調査結果）

業況DIは、感染拡大の影響から足踏み
先行きも強い警戒感から、慎重な見方続く

マイナンバーカードの取得促進
　会社としてマイナンバーカードの取
得を従業員に促したほうがよいですか。
　令和２年から令和３年にかけて、年
末調整の電子化や保険証としての利用

開始など、マイナンバーカードの役割が高まっ
ていきます。企業内の人事労務業務の効率化
も踏まえ、今のうちから積極的に取得を促進
していくべきでしょう。
１）マイナンバーカードとは
　平成27年にマイナンバーカード制度が開始
された際、国民１人ひとりに紙製のマイナン
バー通知カードが配送されました。希望者は、
申し出ることにより、受け取ったマイナンバー
通知カードをプラスチック製のマイナンバー
カードと交換することができます。
　マイナンバーカードには、本人の顔写真や
個人情報も記載され、身分証明書として、あ
るいは、税や社会保険等の手続きを行う際の
番号確認書類としても利用することができま
す。しかし、これまでは、運転免許証やパスポー
ト等があれば社会生活で大きく困ることはなく、
マイナンバーカードの普及は進んでいません
でした。
２）年末調整の電子化
　令和２年から、年末調整の電子化がスター
トします。紙の手続きが直ちに廃止となるわけ
ではありませんが、従業員、企業の人事労務
担当者双方にとって、電子的な手続きのほう
が、手間や負担が小さくなります。
　具体的には、マイナポータルに保険会社に

支払った保険料や住宅ローンの残高情報等が
一元的に蓄積されるようになりますので、本人
は、自分のマイナポータルにログインすること
で、これらの情報を年末調整ソフトに取り込
むことができます。最小の工数で転記ミスの
心配もなく、これまでは紙の申告書で行って
いた勤務先への年末調整の情報提供をオンラ
インで行うことができるようになります。
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ンバーカードがマイナポータルへログインする
ための「鍵」になるということです。マイナン
バーカードには、ＩＣチップが埋め込まれてお
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読み取ることで、マイナポータルへログインで
きるようになります。すなわち、マイナンバー
カードは、年末調整の電子化に対応するため
に取得しておかなければならない必須アイテ
ムなのです。
３）マイナンバーカードが健康保険証に
　令和３年３月から、マイナンバーカードが保
険証として利用できるようになります。令和２
年中に、保険証として利用するための登録手
続きが開始される予定です。マイナンバーカー
ドを保険証として使うことができれば、入社
や退職の際の保険証の発行・回収の手間がな
くなることはもちろん、保険証の発行待ちで、
医療機関で10割を立て替えなければならない
ということもなくなりますので、従業員にとっ
てもメリットが大きいといえるでしょう。
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◆最低賃金は、常用・臨時・パート・アルバイト・

嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、原則と

してすべての労働者とその使用者に適用されます。

　　また、労使合意の上で最低賃金額より低い賃金

を定めても最低賃金法によって無効とされ、最低

賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

◆中小規模事業者が賃金の引き上げと設備投資を

行った場合に利用できる助成金（業務改善助成金）

があります。詳しくは厚生労働省ホームページ

（QRコードのリンク先）をご覧ください。

倉敷労働基準監督署

岡山県最低賃金が令和２年10月３日から
１円引き上げられ時間額834円に改定さ
れます

お問い合せは
倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177

倉敷市保健所健康づくり課
健康増進センター
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9866　FAX 434―9805

倉敷市保健所は、
市民の健康づくりを応援します。

倉敷税務署だより

※ご利用には、控除証明書などの発行主体
がマイナポータル連携に対応していること
が必要です。

マイナポータルを活用
した申告について、
詳しくはこちらから！

マイナンバーカード
対応のスマホ一覧は
こちらから！

従業員

納税者

e-Taxで送信

メールなどで送信
国税庁の「年末調整控除
申告書作成用ソフトウェア」などで
控除申告書を作成

確定申告書等作成コーナーでスマホ申告
できる方の対象範囲を広げました。今後
も便利な機能を追加する予定です。

確定申告期間中は24時間（その他の
期間は平日24時間）、オンラインで
申告書の提出ができます。

e-Taxで提出すれば、本人確認書類
の提示または写しの添付が不要です。

控除申告書に
自動入力・
自動計算♪

マイナンバーカードを
使い、マイナポータル
を通じて、まとめて
データ取得！

書類内容の
確認や検算の
手間が削減

確定申告書に
自動入力・
自動計算♪

給与担当者

マイナンバーカードで申告を簡単・便利にマイナンバーカードで申告を簡単・便利に！！
～マイナポータルを活用した情報連携～～マイナポータルを活用した情報連携～

確定申告（令和３年１月からスタート）

年末調整（令和２年10月からスタート）

□□□
報告書

各種控除証明書など

〇〇〇〇
証明書

△△△
控除証明書

～e-Taxのメリット～～e-Taxのメリット～

e-Taxで申告するには？

メリット
いつでも

スマホでもっと
便利に

本人確認書類
の提出が不要

マイナンバーカードを取得1
マイナンバーカード対応のスマートフォン又はICカードリーダを用意2
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」へ3

取得には１か月程度かかるよ。
早めの申請がおすすめ！

保健師 三宅浩美

倉敷市保健所は市民の健康づくりを応援します！
９月は、がん征圧月間です。

がんは日本人の死因の第１位で、一生のうちに約 2人に1人がかかっています。
がんから命を守るためには、早期発見が重要です。がん検診は一度受けたら終わりでは
ありません。検診後にがんができる可能性もあるので、タイムリ―に発見するためには、
定期的にがん検診を受けることが大切です。

倉敷市保健所健康づくり課

健康増進センター

〒710-0834 倉敷市笹沖170
ＴＥＬ ０８６－４３４－９８６６

ＦＡＸ ０８６－４３４－９８０５

保健所の外観

写真

保健師:
三宅浩美

倉敷市保健所は、市民の健康づくり
を応援します。

①受診先を選ぶ ②予約する ③検診を受ける

市民がかかっているがんの第1位
大腸がん H28年602人

早期がんの
生存率

進行がんの
生存率

97.4% 6.9%胃がんの場合

乳がん(女性）
の場合 100.0% 38.5%

市のがん検診で発見されたがんは
早期の場合が多い(H29年度）

肺がんは死亡率が高く、60歳以上
で急増します。
定年後も続けて検診を受けましょう。
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診は無料となっています。

市の大腸がん検診は、便に潜む血液を
調べる検査です。
手軽な検査にもかかわらず、死亡率を
減少させる効果が、がん検診の中でも、
最もよく証明されています。

早期がん 24人 / がんが見つかった29人
胃がん(内視鏡)検診

早期がん 40人 / がんが見つかった49人
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全がん協 部位別臨床病期別 5年生存率（2008-2010年初発治療症例）より

●倉敷市のがんの現状 「岡山県におけるがん登録2016」より

●倉敷市のがん検診の受け方●早期がんと進行がんの生存率の違い

「平成30年度地域保健・健康増進事業報告」より

市民が亡くなっているがんの第1位
肺がん H28年278人
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『論
ろん

語
ご

』とは、孔子と彼の弟子達の会話を、孔子の
死後、本人ではなく門人たちが書き付けていた言葉
や問答を、死後に取り集めて編集したものです。
私たちは生きていると多くの人と関わり、素晴ら
しい言行に出会い、大きな喜びを得ることがある。
逆に、腸が煮えくり返すような腹立たしさに出会い、
怨みを晴らしたい気持ちになるときもあるだろう。
徳のある君子と呼ばれる人は、これらのような状況
にどう対処するものだろうか。
【原文】�或曰。以德報怨。何如。子曰。何以報德。以

直報怨。以德報德。　　　　�憲問第十四�36
【読み】�或

ある

ひと曰
いわ

く、徳
とく

を以
もっ

て怨
うら

みに報
むく

ゆる。何
い

如
かん

。
子
し

曰
いわ

く、何
なに

を以
もっ

て徳
とく

に報
むく

いん。直
なお

きを以
もっ

て怨
うら

みに報
むく

い、徳
とく

を以
もっ

て徳
とく

に報
むく

いん。
【解釈】�ある人が孔子先生に尋ねた。―――

「恩徳を施して怨みのあるものに報いてやると
いう方法はどうでしょうか。」
孔子先生がおっしゃった。―――
「それでは恩徳を施してくれたものには、どう
やって報いればよいのか。怨みのあるものに
は正しさで報い、恩徳を施してくれたものには、
恩徳をもって報いるのがよいのだ。」

【ワンポイント・アドバイス】
「怨みに報いるに徳を以てす」という中国の思想家
である老子の言葉があり、このことわざの意味は、「古
い怨みを根にもたず、かえって相手に恩恵を施す」
である。一方、孔子は、怨みへの報いと恩徳への報
いとが同じではおかしいというのである。恩恵を施

すよりも人として正しいことで報いる方が良いとい
うことだが、決してそれは力でねじ伏せるというも
のではなく、相手の成功と成長を願い、その人にとっ
て大切なことを真心で伝えるということである。
ただし、私のような小人であればこそ、怨みのあ
る人を許し、恩徳を施すことを心掛けるべきであろ
う。なぜならば、人としての正しさに自分の都合を
押し付けることにしかならないからである。それよ
りは、人を許す優しい心や大きな懐を生み出してい
く事が大切であり、怨みが怨みを呼ぶという悪循環
を断ち切らなければならないのである。
今回で約10年間続けてきた私の寄稿が終了するこ
とになりました。愚才であるがゆえに拙文であり、
皆様方には大変失礼を致しました。また、この企画
に携わってくださいました倉敷商工会議所の当時の
山本専務理事、平井様、本正様、現在の編集委員の
皆様、そして、ササベ印刷様には様々なご配慮をい
ただき、ここに深くお詫びを申し上げるとともに、
貴重な学びになりましたことを御礼申し上げます。
最後に、コロナ禍で後退と分断等、自己中心的な
考えに支配され、見通しのつかない世の中ではあり
ますが、論語の学びを継続し、思考と行動を高め
ていただけると幸いです。そして、これからも、人
がよりよく生きる郷土倉敷を共に生み出していきま
しょう。

9月

怨
み
に
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て
恩
恵
を
施
し
、
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み
を
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悪
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を
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ち
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る

不動産に関する（売買・住宅ローン支払いなど）困ったにお答えします！　

倉敷の

不動産に関する（売買・住宅ローン支払いなど）困ったにお答えします！　

倉敷の
株式会社 オハナ不動産

倉敷市白楽町249-5 倉敷商工会館５階
70120－087－233  電話番号／086－435－0010
E -ma i l／ohana@diary.ocn.ne.jp
営業時間／AM9：00～PM6：00

倉敷での任意売却のご相談はオハナ不動産にお任せ検索オハナ不動産

相 談 無 料 秘 密 厳 守

　倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、オハ
ナ不動産の山部真一です。
　９月は『誰かが解決しないと負の連鎖は止まらない』を
お伝えします。
　私はこれまで、住宅ローンの支払いに困った方達の相談
案件を1,000件近く担当しましたが、一つとして同じケース
はなく、一つとして同じ解決法はありませんでした。そして、
すべての相談案件の裏には多種多様な事情があり、人間ド
ラマがありました。
　日々の相談業務をこなしながら、ときどき「この仕事は何
の職業なんだろうか？」と思うことがあります。あるときは、
相談者さんが刑務所に留置され、何度も面会に行かなけれ
ばならない時もありました。また、あるケースでは相談を受
けている間に債務者が失踪し、その後、山中で遺体となっ
て発見されたこともありました。
　住宅ローンの滞納で決して忘れてはならないのは、債務
は誰かが支払うか処理しなければ絶対になくならないとい
うことです。何かの理由で借りたものが、気がつけばゼロ
になっていたという奇跡は、この世界では起こりえません。

　そういう意味でいえば、仮に債務者が失踪や自殺してし
まった場合、問題はさらに深刻になり、債務者が返してい
ない借金問題を家族の方が考えなければならなくなります。
ヘタをすれば相続により、何の罪もない子どもたちがいき
なり何千万という途方もない借金を背負わされるというこ
ともありえるのです。
　この負の連鎖は誰かが止めなければなりません。家を売
却するなり、金融機関と話し合いをするなどして、なんとか
被害を最小限にする努力をしないと、債務はどんどん膨れ
上がっていき、家族や子どもたちの未来を呑み込んでしま
います。
　そして、それを解決できるのは、不動産知識を持ち、金
融機関と話し合いができる人です。誰かが起こした問題は、
誰かがクリアにしなければならないのです。それを解決しな
いと、他の誰かが苦しむことになるのです。
　私は誰にもできないことで、誰もやろうとしない仕事が
そこにあるなら、喜んでそれに取組んでいきたいと思ってい
ます。これからも困っている人のために故郷の岡山・倉敷地
区を奔走するつもりです。
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岡山県倉敷市中庄2161　 ☎086–462–3455（Fax兼用）
nishida@ntcreate.co.jp　　http://www.ntcreate.co.jp
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語
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や問答を、死後に取り集めて編集したものです。
私たちは生きていると多くの人と関わり、素晴ら
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直報怨。以德報德。　　　　�憲問第十四�36
【読み】�或
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ひと曰
いわ

く、徳
とく

を以
もっ

て怨
うら

みに報
むく

ゆる。何
い

如
かん

。
子
し

曰
いわ

く、何
なに

を以
もっ

て徳
とく
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むく
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なお
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て怨
うら
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とく
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相談者さんが刑務所に留置され、何度も面会に行かなけれ
ばならない時もありました。また、あるケースでは相談を受
けている間に債務者が失踪し、その後、山中で遺体となっ
て発見されたこともありました。
　住宅ローンの滞納で決して忘れてはならないのは、債務
は誰かが支払うか処理しなければ絶対になくならないとい
うことです。何かの理由で借りたものが、気がつけばゼロ
になっていたという奇跡は、この世界では起こりえません。

　そういう意味でいえば、仮に債務者が失踪や自殺してし
まった場合、問題はさらに深刻になり、債務者が返してい
ない借金問題を家族の方が考えなければならなくなります。
ヘタをすれば相続により、何の罪もない子どもたちがいき
なり何千万という途方もない借金を背負わされるというこ
ともありえるのです。
　この負の連鎖は誰かが止めなければなりません。家を売
却するなり、金融機関と話し合いをするなどして、なんとか
被害を最小限にする努力をしないと、債務はどんどん膨れ
上がっていき、家族や子どもたちの未来を呑み込んでしま
います。
　そして、それを解決できるのは、不動産知識を持ち、金
融機関と話し合いができる人です。誰かが起こした問題は、
誰かがクリアにしなければならないのです。それを解決しな
いと、他の誰かが苦しむことになるのです。
　私は誰にもできないことで、誰もやろうとしない仕事が
そこにあるなら、喜んでそれに取組んでいきたいと思ってい
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区を奔走するつもりです。

安全第一

点検、報告のご相談は、でんでんまで
〒701-0112 倉 敷 市 下 庄 １ １ ２ ６–６
TEL（086）454-9555㈹ FAX（086）464-6555

本社

電気・情報通信・防災設備工事・設計保守管理
情報通信設備協会 LAN認定企業

消防設備等の点検・報告は、
　所有者・占有者・管理者の義務です。　　　　　　　　　　　　　　　

株式会社でんでん

お客様企業の安定・成長が私達の喜びです
わかりやすい月次決算書作成とご説明をいたします

＜業務内容＞
法人税、所得税、相続税、贈与税他
月次決算書作成、利益（経営）計画書作成、
決算事前検討会開催、
経理改善ご提案、記帳アドバイス等

〒710-0803　
倉敷市中島2370番地14
　　　（中島口交差点北）
ＴＥＬ　086-466-1255
ＦＡＸ　086-466-1288
http://www.cms-miyake.info

（広告）

代表社員税理士
社 員 税 理 士
税 理 士

三 宅 孝 治
鳥 　 越 　 俊 　 佑
平 　 松 　 和 　 美
　（中国税理士会　倉敷支部所属）

岡山県共同募金会の赤い羽根共同募金
「寄付つき商品 地域支援プロジェクト」に
参加しています。
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業務日誌（８月度）
1日 お得に泊まろう！美観地区周辺ホテル・旅館PRイベント（〜8/2）
2日 第129回段位認定試験
11日 第1回５商工団体コロナ対策協議会事務担当者会議
13日 夏季休業（〜8/15）
14日 青年部臨時役員会（オンライン・〜8/18）
20日 第２回５商工団体コロナ対策協議会事務担当者会議
21日 チームＫ６企画会議

青年部第２回常任理事会（オンライン・〜8/18）
倉敷市への要望「倉敷駅周辺の交通渋滞緩和および駐車場不足解消」について

27日 岡山県商工会議所女性会連合会正副会長会議
28日 倉敷市中心市街地活性化基本計画3期ワーキンググループ

働く人のメンタルヘルスの問題を解決しようと、倉
敷商工会議所は、無料の出前講座と個別相談会の派遣
先を募集しています。
講師・相談員は、㈱総合心理研究所代表取締役で
産業カウンセラーの秋山幸子氏。会場、プロジェク

ター、スクリーン、感染症対策等の手配が条件となっ
ています。実施期間は令和３年２月２６日（金）まで
ですが、定員は先着４事業所。
セミナー、ストレス管理、パワハラ対策、エゴグラ
ムテストなど６つのテーマが用意されています。

メンタルヘルス出前講座・個別相談会のご案内
健康経営とコロナストレス対策！

お申込み・お問い合わせ 倉敷商工会議所　医療・福祉部会（相川・中村）TEL. 086－424－2111

中小機構からのご案内 【申込み・問合せ先】倉敷商工会議所 共済係　TEL.086-424-2111㈹
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☎423-2600　住 〒710-0052 倉敷市美和1-14-29　営 8：30～15：00（平日）、11：00～14：00（土曜・テイクアウトのみ）
休 日曜日　 http://hotel-appoint.jp/index.html

ビジネスホテル・アポイント 喫倉敷地区

全8種のサンドイッチを各300円にて提供しております。オススメは、照り焼きサンド。
特製ソースに野菜たっぷりのボリューム感があるサンドイッチです。そのほか、土曜日限定
のおかずケーキは、2日前までに電話でご注文いただければ曜日を問わずお持ち帰りできます。
倉敷で約60年間営んでいた旅館を前身に、20年前にビジネスホテルとして現在の地にオー
プン。以来、アットホームなおもてなしを心掛け、ビジネスに観光、宿泊拠点として親しま
れています。

▲照り焼きサンド　300円

☎422-2389　住 〒710-0055 倉敷市阿知2-3-23　営 9：00～20：30　休 なし
https://www.marubu.com

ふるいち 仲店 麺

　便利なお持ち帰りうどんは、いつでもどこでもふるいちの味が楽しめます。
　定番のぶっかけうどん（510円）をはじめ、山芋が入ったぶっとろうどん（610円）
など、各種うどんのほか、おにぎり、いなり寿司、天ぷらなどの単品メニューもお
持ち帰りいただけます。
　お電話にてご注文いただくと、待ち時間なくスムーズにお受け取りいただけます。
　また、会社にいながら受け取れる「オフィス宅配」始めました。ご利用お待ちして
おります。

▲ぶっかけうどん　510円

TAKE OUT  DELIVERY

飲食店紹介コーナー

「飲食店応援サイト＜新型コロナウイルス感染症対策事業＞」は、当所管内のテイクアウト・デリバリーを行っている飲食店（店内に飲食スペースがある）
で当所会員事業所の皆様であれば無料でご紹介します。掲載を希望される方は、当所ＨＰ（http://www.kura-cci.or.jp/）から申込書をダウンロード
できます。（※持ち帰り専門店、移動販売店は対象外です）

洋 洋食　和 和食　中 中華　焼 鉄板焼　居 居酒屋　喫 喫茶・菓子・軽食　麺 うどん・そば・ﾗｰﾒﾝ　宴 お祝い・記念日　会 会議・打ち合わせ
ケ パｰティ出張サｰビス・ケｰタリﾝグ　 K お子様ﾒニュｰ　 昼　 夜　 持ち帰り　 配達　� （全て税込み価格で表示）

　「新型コロナウイルス感染症」の流行による飲食店の来店客の減少が
経営に深刻な影響を及ぼすなか、倉敷商工会議所は「テイクアウト（持
ち帰り）」・「デリバリｰ（配達）」を行っている飲食店をＨＰでご紹介す
ることで業績回復を応援しており、その中の一部をご覧ください。

倉敷地区

タ
テ
と
ヨ
コ
の
問
題
を

解
い
て
、
□
を
埋
め
て

く
だ
さ
い
。

◦□に入るのはカタカナ１文字です
◦「ァ・ィ・ゥ・ェ・ォ・ャ・ュ・ョ・ッ」などの小さい字（促
音・拗音）は、大文字の「ア」や「ツ」として１文字とします
（例：「ショック」→「シヨツク」）

◦濁音や半濁音は１文字として数えます
◦A〜Eに入れた文字を並べると、ある言葉が完成します注

意
点

８月号の答

ト コ

ク ウ コ

コ

ウ

ア ラ

ツ

ヒ サ イ コ

サ ツ キ チ

ツ ネ コ ジ タ

マ ト ン ク イ

1 2 3 C 4

5 A

6 E 7

8 9

10 D

11 12 B

A B C D E A B C D E

サ ク ラ ジ マ答

タテのカギ
１　セキセイ、コンゴウ、オカメなどが仲間
2　最近は携帯の標準装備
３　「＋」の計算法
４　未来・現在・○○
7　鳴門海峡の名物
8　宴会のまとめ役の人
９　首が長い動物
10　干すとスルメになります
ヨコのカギ
１　クジラより小型
３　トンビが○○を生む
５　タコスやテキーラで有名な国
6　カメが背負っている
8　窓を開けて空気の入れかえ
10　砂、磯、破などの左側の部分
11　仏の○○も三度まで
12　⇔他薦



（042）765 8724




