
 

新倉敷商工会館建設に係る協力金のお願い 
 

 

 倉敷商工会議所は昭和４年３月の設立以来、地域総合経済団体として商工業の振興と地

域経済の発展に努め、倉敷市経済界の中枢機能を担いながら今日に至っております。 

 ご高承の通り、現会館は築後５０年が経過しており、老朽化が著しく、会議室等の機能

面や情報化への対応など、現会館では会員の皆様の様々なニーズを満たす各種サービスの

提供が十分に出来ていない状況であります。 

 新会館は、地域のシンボルとして、また会員の皆様の拠り所として機能的で安全性が高

く、防災機能を備え、環境にも配慮した建物を目指します。また、高梁川流域に位置する

７市３町の中心的役割を担っている倉敷市とともに流域圏の商工業発展を目指し、皆様が

利用し易い新たな産業ビジネスの交流拠点として、建設に向けて取り組んで参りたいと考

えております。 

 新会館建設に向けて総力を挙げて諸準備を進めているところですが、多額の資金を要す

る事業であり、総額１億５千万円を目標として、皆様よりご協力をいただきたいと考えて

いるところでございます。 

 どうか、会員の皆様におかれましては、新会館建設にご理解を賜り、時節柄、何かとご

出費ご多端の折、誠に恐縮に存じますが、趣旨ご賢察の上、倉敷商工会議所新会館建設協

力金の拠出につきまして、特段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。 



新 倉 敷 商 工 会 館 
 

１．建設計画概要 

  所在地：倉敷市白楽町２４９－５   構造階数：鉄骨造 ７階建 

  敷地面積：５，６８１㎡       建築面積：５８０㎡ 

  延床面積：３，１８３㎡       駐車台数：２０６台（月極を含む） 

  着工：２０２０年１０月        竣工：２０２２年９月（外構を含む竣工予定） 

 

２．新倉敷商工会館の特徴 

 ①３階と最上階の７階に分割可能な２室をそれぞれ用意。最大１２０名収容可能となる 

会議室があり、各種講演会、研修会などが開催できる機能的な会館 

 ②２階フロアに商工会議所事務局と正副会頭室、相談ブースなどを設置し、会員サービ 

スを重視した使いやすい会館。また、災害時に地区住民などの一時避難所としての機 

能も兼ね備えた会館 

 ③公証人役場、司法書士事務所などの入居により、事業所や市民の方々も利用すること 

ができ、会員・市民になくてはならない会館 

 

３．建設協力金の基準 

  募集協力金 総額１億５千万円 
       （出来る限り、下記の金額でご協力をお願い致します。） 

    会員 １口：１万円（１口以上でご協力をお願い致します。） 

 ※経理処理については、右記をご参照下さい。 

 

４．募集期間 

   第１期：令和２年１０月 １日～令和３年 ３月３１日まで 

   第２期：令和３年 ４月 １日～令和３年１２月３１日まで 

   第３期：令和４年 １月 １日～令和４年 ９月３０日まで 

  

５．払込方法 

  お送りいただきました建設協力金申込書に基づき払込書（請求書）を送付致しますの 

で、各募集期間内に下記の指定口座へお振込をお願い申し上げます。 

 

  ■建設協力金指定口座 

         ｸﾗｼｷｼｮｳｺｳｶｲｷﾞｼｮ ｶｲﾄｳ ｲﾉｳｴ ﾐﾈﾋﾄ 

   口 座 名：倉敷商工会議所 会頭 井上 峰一 

   金融機関名：中国銀行 倉敷支店 

   預 金 種 別：普通預金      口座番号：２５５６６２０ 

 

６．協力事業者について 

  ■協力事業者全員：新会館建設協力金の協力事業者の皆様につきましては、新会館建 

設後、当所ホームページに掲載させていただきます。 

  ■高額協力事業者：１００万円以上の高額協力事業者には、奉名板に事業所名・協力 

           金額を掲示させていただきます。 



建設協力金に対する税法上の取扱いについて 

新倉敷商工会館建設に係る建設協力金は、「共同的施設の設置のために支出する費用」に

該当し、次のとおり経理処理をお願いすることになります。 

 

（１）負担された総額が単年度で２０万円未満の場合 

  ①法人 その支出した日の属する事業年度において損金処理をした時は、その事業年

度の損金の額が算入されます。 

  ②個人事業主 その支出した年分の必要経費に算入されます。 

 

（２）負担された総額が単年度で２０万円以上の場合 

  ①法人 その支出した日の属する事業年度の繰延資産に計上します。 

  ②個人事業主 その支出した年分の繰延資産に計上します。 

 

  【減価償却期間及び方法】 

    イ．償却期間  １０年 

    ロ．償却方法  均等償却 

    ハ．償却開始の時期 

       償却開始の時期は、建設協力金を支出したときからとなります。 

    ニ．その他 

       協力金を分割して支出する場合は、総額が確定していてもその総額を未払

金に計上して償却することはできませんが、分割期間が短期間（おおむね

３年以内）の場合は、当初に総額を計上して償却することも可能です。 

 

（３）消費税 

  協力金は課税仕入れに該当しません。 

 

※本建設協力金に対する税法上の取扱いにつきまして、何かご不明な点等がありましたら、 

最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。 

 

■ご注意 

 個人事業主でない給与所得者等の個人の方については、繰延資産の取扱いや寄付 

 金控除の対象となりません。 

 

■お問い合わせ先 

  倉敷商工会議所 総務部 

  ＴＥＬ：０８６－４２４－２１１１   ＦＡＸ：０８６－４２６－６９１１ 

＜郵送先＞ 〒710-8585 倉敷市白楽町 249－5 

              倉敷商工会議所 総務部 宛 

＜ＦＡＸ＞ ０８６－４２６－６９１１ 

＜メール＞ ｋｃｃｉ＠ｓｑｒ．ｏｒ．ｊｐ 

 



 

新倉敷商工会館 建設協力金 申込書 
 

 

 

倉 敷 商 工 会 議 所 

会 頭  井 上  峰 一 様 

 

 

 

新会館建設の趣旨に賛同し、下記の通り建設協力金の申込をします。 

 

 

申込口数・金額 

 

 

 申込口数（   ）口、金（             ）円也 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

所 在 地：                     

 

事業所名：                     

 

代表者名：                  印  

 

担当者名：                     

 

部 課 名：                     

 

電話番号：                     

 

 

 

 

 

 

 

 



�� ��: �� ��:-

カイロスマーケティング株式会社
セミナー事務局行

※お申込みの当日～�日後以内にメールにて受講票を送付いたします。
セミナー参加申込書

FAX：��- ���� - ����

個人情報の取扱い
お申込み時にご提供いただいた情報は、カイロスマーケティング株式会社が取得し、イベント受付管理や各種ご案内（サービス・イベント等）に利用させていただきます。そのほかの利
用目的、個人情報保護管理者および第三者提供と開示の有無、ご自身および代理人による個人情報の各種ご請求に関しては、ホームページをご覧ください。 
https://corp.kairosmarketing.net/personal-information

マ ー ケティン グを 、もっと身 近 に 。

主催・お問い合わせ先
カイロスマーケティング株式会社
〒���-���� 東京都渋谷区千駄ヶ谷�-��-�� 南新宿JEBL �F
e-mail: marcomm@kairosmarketing.net
tel: ��-����-����

会 社 名

登壇者に相談したいお悩みをご記入ください。（セミナー内でみなさまのお悩みに答えます！）

※メールアドレス F A X 番 号

参 加 者 名

所 属 ・ 役 職 日中繋がりやすい
電 話 番 号

登壇者

開始��:��※ログイン より

火開催日 �� �� 参加費 無料

開催方法 インターネット配信

申込方法 右記のQRコードもしくは
下記FAX申込書にてお申込みください。

佐宗 大介

カイロスマーケティング株式会社
代表取締役

東大阪の鉄工所の

デジタル活
用

営業電話なしで年間30社以上の新規を獲得

学べること
営業電話なしで、新規顧客を獲得できるまでの道のりは？

デジタル営業（営業 DX）に向けて、どこから手をつけたのか？

マーケティングオートメーション「Kairos�」をどのように活用しているのか？

これまでの苦労や失敗は？

三宅 喜夫氏

有限会社三喜製作所
代表取締役

藤井 愛

カイロスマーケティング株式会社
コンサルタント



このDX事例を詳しく学べるセミナー
裏面へ

代 表 取 締 役 三 宅  喜 夫  氏

有限会社三喜製作所

東 大 阪 市 に 本 社 をおく創 業 から �� 年・
従業員数 � 名のまち工場。金属加工と加
工製品における、六角穴加工や、既製品
では解決できない特殊なネジとネジ回し
の製作などを得意する。社会情勢の変化
に伴う対面・面会・展示会の機会が減少
する中で、新規顧客開拓を目的とした営
業 DX に取り組んでいる。

　コロナ禍の前は、東京、横浜、名古屋、福岡など全国各地
の展示会に年６回くらい出展していた三喜製作所。従業員が
３名のまち工場にとって、展示会は時間もお金もかかる大勝
負。しかしながら、限られた人数と時間で出展後のお客さま
対応を十分におこなうことは難しい。展示会で獲得した膨大
な量の名刺は、塩漬けになっていた。

　コロナ禍になり、新規のお客さまと出会える機会が激減し
た。みるみる減り行く売上の回復のためには、塩漬け状態の
名刺を活用して、新規顧客開拓をすべきであると確信。営業
DX によって、自ら情報発信をしてお客さまから問い合わせを
いただける仕組みづくりが急務であると考えた。

　「Kairos�」では、個々のお客さまのメルマガの開封、ホーム
ページの閲覧などのオンラインの行動がわかる。「Kairos�」を
活用して、課題のある潜在顧客が自社に問い合わせをしたくな
るようにメルマガや動画、ホームページを組み合わせて仕掛け
ている。メルマガの返信から商談につながることも増えてきた。

　「やらな損。一度やってみなはれKairos�」と、三宅氏。その一
連のデジタル活用の取り組み、その背景にある数々の苦悩を本
セミナーにてご紹介いたします。

　「まち工場は自己ブランドの構築にもっと注力すべき」と、三
宅氏。自社の強みと弱みを徹底分析し、経営理念や会社の使
命、自社の得意技などをアピールできる施策を考えて次々に実
行に移した。ホームページの改修、メルマガの開始、動画を活
用した自社の技術情報の公開・提供など、可能な限り手がけ
てきた。自己流であったものの徐々に効果が見えてきた。

　この原動力の１つが、マーケティングオートメーション（MA
ツール）の「Kairos�」だ。三宅氏は全くのIT素人。カイロスマー
ケティングのサポートをフルに活用してITを学んだ。「Kairos�」
を導入して３ヶ月あたりから少しずつ動きが出てきた。

新規顧客を増やすことが喫緊の課題だった

電話しないで新規が増える、
たった３名のまち工場営業DXへ

マーケティング知識やIT ツールの活用経験がない人でも気
軽にマーケティング活動を始めてほしいという想いで開発さ
れた MA ツール。初心者でも直感的に操作できる点が特徴。

Kairos�とは

詳しく見る

営業DXでメル
マガからYou

tubeまで。

営業DXでメル
マガからYou

tubeまで。

従業員３名で
自力の新規顧

客獲得へと大
変革。

従業員３名で
自力の新規顧

客獲得へと大
変革。

東大阪まち工
場のデジタル

活用事例
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180180180

160160160

484848144014401440
万円万円

万円万円

万円万円

万円万円万円万円

契約社員・パート
社員等を正社員に
することで

パートにも法律以上
の健康診断を受診
させることで

727272

万円万円

社内研修・
健康等制度を
構築・実施で

定年延長・継続雇用
制度の実施で

200200200
万円万円

業務効率化の設備
投資で

女性の育児休業
3か月以上の取得と子の
看護休暇制度構築で

男性社員の育児休業
の取得と育児
目的休暇制度構築で

1人72万円

制度導入・設備投資の助成金 採用や定年延⾧の助成金 健康診断等制度の助成金 子育て支援の助成金

小規模事業者持続化補助金 IT導入補助金 事業再構築補助金ものづくり補助金

販売促進のための
設備投資、販促
ツールの作成で

ITツール
（ソフト・機器）や
テレワークの導入で

新分野展開・事業転換
それに伴う既存設備の
廃棄等で

100100100万円
1億1億1億 円450450450万円

新商品の開発、
生産プロセス改善
のための設備投資で

100010001000万円

505050 万円万円

給与・勤怠管理
システムの導入で

経営者様・決裁権者様対象

ご相談の流れ・お申込みの詳細は裏面をご確認くださいご相談の流れ・お申込みの詳細は裏面をご確認ください

 先着６組
1組1時間
完全予約制

対象者：経営者様・決裁権者様（事務担当者様等はご遠慮願います。）対象者：経営者様・決裁権者様（事務担当者様等はご遠慮願います。）

　当センターでは「本気で助成金を活用したい。」とお考えの方のみ無料でご相談をお受けしております。
　経営者様・決裁権をお持ちの方のみを対象とさせていただきます。必ず価値のある相談時間としますので、
　是非お早めに日程調整をお願いします。（顧問の社労士先生がいる場合は、当該先生にお尋ねください。）

　※相談会当日、経営者様・決裁権をお持ちの方がお越し頂けない場合には、ご相談をお断りさせていただきます。

会場▶岡山中央社会保険労務士法人
倉敷市茶屋町233-2　茶屋町スタディビル302号室

時間▶10：00～17：00 （完全予約制)

会場▶岡山中央社会保険労務士法人
倉敷市茶屋町233-2　茶屋町スタディビル302号室

時間▶10：00～17：00 （完全予約制)

木 木11月 日 11月 日

令和3年度受付終了受付終了間近



主催 ： 岡山中央社会保険労務士法人　代表 社会保険労務士 濱口康幸

〒710-1101　岡山県倉敷市茶屋町233-2　茶屋町スタディビル302号室

※ お申込み頂いた情報は、厳重に管理・保管させていただき、当事務所からのご案内のみに使用させていただきます。

〒

第１希望 第２希望　　　　　　　時 ～　　　　時

参加希望日に〇をつけてください。/開催日のご都合が合わない場合にはご希望日を記入ください。

（開催場所：当事務所）

申込はこちら▶ FAX 086-436-6287
以下の必要事項にご記入の上、FAXにてお申し込みください。

お問合せ 086-436-6286（平日9：00～18：00）TEL メール info@ocsr.or.jp

11月18日（木）　・　11月25日（木）　・　その他ご希望日　　月　　日

　　　　　　　時 ～　　　　時

参加
希望日

御社が活用できる制度がわかります！
先着10名様 限定で無料相談を実施しております。ぜひご相談ください！

経営者様のご興味を教えてください。YES・NOの該当する方に○をつけてください。

従業員の業務が効率化するような設備投資などを考えている。

❶ 自社に該当する助成金がどんなものか知りたい。興味のある助成金がある。 YES ・ NO

YES ・ NO

YES ・ NO

YES ・ NO

❷ 子育て期の社員が働きやすい制度を整備したい。育児休業の助成金に興味がある。

全額会社の経費で積立できる退職金制度（経営者のみも可）に興味がある。

ご相談お申込み前に注意事項をご確認おねがいいたします。



（公財）日本電信電話ユーザ協会岡山支部・岡山県商工会議所連合会 共催

2021年度オンラインセミナ－
－[Zoom Webinar]にてライブ配信－
※聴講型のため、ご参加者様同士の音声通話・カメラ映像の公開はありません。

受講料
無料！

大阪府出身、天理大学体育学部卒業、元大阪市中学教諭
10年間のシンクロナイズドスイミングの選手を経て、1974年よりコーチをはじめる。
1978年から日本代表コーチも務め、1985年には井村シンクロクラブを設立。シンクロナイズド
スイミングがオリンピック種目になってから、9大会連続メダル獲得を成し遂げ、立花美哉や武田美保を
はじめ、多くのオリンピック選手を育てている。北京五輪では中国代表コーチを努め、中国シンクロ初の

申込締切日 ２０２１年１１月３０日（火）

右のQRコード、もしくは以下のURLよりお申込みください
申込方法 https://rod-m.com/211206/7004.html

2021年 16:30 (入室14:30～)12月6日(月)15:00

メダル獲得に導き、ロンドン五輪では中国初となるデュエットでのメダル獲得も導いた。アメリカ、カナダ、韓国、スペイン等の国に講師として
招かれ、2013年5月から7月の世界選手権までイギリスにコーチとしてわずか2カ月の指導で好成績を収めた。
2014年4月からは日本代表コーチに復帰し、2016年のリオ五輪ではデュエットが2大会ぶり、チームでは
３大会ぶりのメダルをもたらした。

1967年、広島県三原市出身。
陸上と無縁の生活を送っていた最中、長年低迷していた青山学院大学陸上競技部の監督への就任話
が舞い込む。選手として箱根駅伝出場などの華々しい成績や指導経験がなかったものの、2004年に
３年契約で監督に就任。しかし、契約3年目での箱根出場を逃し監督辞任のピンチを迎えたが、
ビジネスで培ったプレゼン力で猶予を得て、09年に33年ぶりの箱根駅伝出場を果たす。

申込締切日 ２０２２年 １月１２日（水）

右のQRコード、もしくは以下のURLよりお申込みください
申込方法 https://rod-m.com/220118/7004.html

その後は15年、箱根駅伝総合優勝。16年2連覇、および、39年ぶりに、１区から10区まで一度も首位を譲らない完全優勝という
快挙を達成。17年、箱根駅伝3連覇。大学3大駅伝である出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝の優勝により、大学駅伝３冠という
快挙も同時に成し遂げる。3連覇3冠の同時達成は史上初。
18年、箱根駅伝4連覇。19年の箱根駅伝は、出雲駅伝と全日本大学駅伝で優勝し、箱根駅伝5連覇と史上初の2回目の3冠を
目指すが、惜しくも総合2位（復路優勝）。2020年の箱根駅伝で総合優勝を果たし、再び頂点に返り咲く。
2019年4月からは、地球社会共生学部教授として教壇にも立っている。

2022年 16:30 (入室14:30～)1月18日(火)15:00

※定員５００名様

※定員５００名様



＜セミナーに関するご留意事項＞

お申し込みの際にご記入のお電話番号・メールアドレス等へは今回のセミナーに関するご確認等のため
ご連絡する場合がある他、今後（公財）日本電信電話ユーザ協会、岡山県商工会議所連合会より各
種お知らせをご案内する場合があります(月１回程度)。予めご了承ください。

また本セミナーはインターネットで開催されるオンラインセミナーです。
「Zoom」のアプリを使用します。

・通信料を消費します。スマートフォンの場合Wi-Fi環境でのご視聴を推奨いたします。充電にもご注意ください。

・本セミナーの受講に必要な機器・設備・インターネット接続およびソフトウェア等は受講者の責任と費用で用意、操

作するものといたします。

・以下の項目に基づく損害について、(公財）日本電信電話ユーザ協会は一切責任を負いません。

（1）受講者が利用する機器もしくはソフトウェアなどのスペック、設定の不備または故障等により、本セミナーを受講で

きないもしくは快適に受講できない場合。

（2）受講者が利用するネットワークの品質、状況等により本セミナーを受講できないもしくは快適に受講できない場合。

・インターネット環境等に関する相談、問い合わせ等については、お答えいたしかねますので、あらかじめご承知おき願います。

オンラインセミナーへの申込みから当日の参加までの流れ

スマートフォンやタブレットでのご参加も可能です

スマートフォン、タブレットでご参加の方は、事前に「ZOOM Cloud Meetings」のアプリをダウ
ンロードして下さい。
iPhoneの場合は「App Store」、Androidの場合は「Google Play」からダウンロードできます。

※メールアドレスは、お間違いのないようご入力ください。

※登録フォームは(公財)日本電信電話ユーザ協会が委託する運営会社へ送信されます。

申込み

申込サイトのお申込

みはこちらからより

必要事項を入力して

送信

１ 登録の連絡

オンラインセミナー

事務局より参加案内

メールが届く

２ 前日

再度、参加案内メー
ルが届く

３ 当日

参加案内メール文中の
リンクよりセミナーに
参加

※30分前から入場可能

４

オンラインセミナー終了後、アーカイブ配信（見逃し配信）も実施します。
詳しくはお申し込み後にご案内します。

（公財）日本電信電話ユーザ協会岡山支部 （益永）
〒700-0821 岡山市北区中山下2-1-90

NTT岡山支店ビル内

TEL：０８６－２０１－１１８１ mail：okauser@jtua.or.jp 

お問い合わせ


