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安全設備を充実、先行して設置

～高所作業減らす工夫もポイント～
　建物の形が見えてきた新倉敷商工会館。昨年10月から準
備工事が始まり、今年４月末には鉄骨が組み上がりましたが、
これまで無事故で工事が進んでいます。各行程でさまざまな
リスクを抱える中、状況に合わせた安全対策や施工上の工夫
が施されています。
　高所作業が続くなど、最も注意を要するのが鉄骨工事です。
「鉄骨鳶（とび）」と呼ばれる職人らの転落防止と被害軽減の
ため、安全設備を充実しました。
　柱を立てる際には、上下の移動をしやすくするため、事前
に昇降用タラップと安全ブロックを取り付けました。安全ブ
ロックのワイヤーは、命綱の役割を果たし、鉄骨鳶が着けて
いるフルハーネス型安全帯と接続して昇り降りします。
　ベルト型の安全帯は、落下時に腰の骨を折る恐れがありま
すが、フルハーネス型安全帯は、落下時にブレーキがかかる
とともに、衝撃を全身で受け止めるため、被害の軽減が期待
されます。
　梁の設置時には先行して親綱を張り、梁の上を歩いて横に
移動する時は、親綱にフックをかけます。
　柱や梁には、すべて吊り金物が溶接で取り付けられました。
そこに大型クレーンの外れ止めが付いたフックをかけ、安全
に部材を持ち上げました。
　一つのフロアが組み上がったら、ブルーの水平ネットを張
りました。万が一、上の階から落ちても被害が軽減され、死
亡事故が防げます。
　こうした安全設備を先行して設置したほか、高所での作業
を少なくすることも、安全対策上重要なポイントです。地上で
できる作業はなるべく地上で行い、昇降タラップ等の柱への取
り付けも、地上で実施してから吊り上げました。外部足場の設
置も地上で３段分を組んでから、クレーンで上に運びました。
　昨年12月の杭工事では、大型機械の転倒防止のため、一部
柔らかい箇所があった地盤に改良材を入れて固めたうえで、

厚さ22㎜、重さ1.6ｔの鉄板（1,500㎜×6,000㎜）15枚程度を敷
きました。この転倒対策は現在も続いており、鉄板は約30枚
に増えています。
　危険性の見直しと安全対策への意識付けのため、現場で
は毎日、午前8時から行われる朝礼で作業指示が出された後、
業者単位で打ち合わせ、危険予知活動が行われています。
　全員がサインし夕方に提出される「リスクアセスメントKY
記録表」には、同日の作業内容や危険性、有害性、リスクの
度合いが書かれています。各リスクに対する除去・防止対策、
実施状況も報告されています。

井上会頭が現地を視察
　鉄骨建て方の終了に合わせ、当所の井上峰一会頭が５月10
日（月）、現地を視察しました。
　井上会頭は、㈱藤木工務店倉敷支店の三宅正浩工事統轄
所長から説明を聞きながら、1階の壁型枠工事や７階まで組み
上がった鉄骨の様子を興味
深そうに見ていました。
　鉄骨の組み立ては、４工
区に分け４月１日（木）から
同30日（金）まで行われまし
た。

会員限定！ 折込チラシ
折込料
　Ａ４サイズ：80,000円（税込）
　Ａ３サイズ二折：94,000円（税込）
納品部数
　３，３２０部（折込前月末日まで）
お問い合わせは、
　会報係（086）424-2111へ

建設現場を視察する井上会頭（5月10日）

地上で柱に昇降用タラップを取り付け（４月１日）



～役員・議員事業所以外にも拡大～
集

　「健康経営」への取り組みが広がっています。平成27年に国が選定した「健康経営銘柄」で大きな注
目を浴び、同28年度に「健康経営優良法人」が制度化。６年目となる令和３年度、岡山県下では中四国・
九州でトップの256社が認定されました。当初は大企業中心の取り組みでしたが、倉敷商工会議所管内
でも役員・議員以外の事業所の認定が相次いでいます。　　（取材・文／藤原 佳和、末澤 佑樹、新谷 祐加）

　

　旭テクノプラ
ント㈱（倉敷市
新田、藤森健社
長）は、これま
で日本経営品質
賞経営革新推進
賞やホワイト企
業大賞など数々
の経営表彰を受
賞、健康経営優良法人の中でも特に優秀な「ブライ
ト500」に認定されました。
　同社は「全社員の物心両面の幸福を追求する」を
経営理念としており、健康状況の把握や、体重や血
圧など継続的なモニタリングと指導を行うことで、
従業員の健康を後押ししています。
　独自の取り組みとして「あすてくプロジェクト健
康目標チャレンジ11！」を作成。以前から行ってい
た健全な経営への取り組みを見える形で示し、社内
外に健康第一の姿勢を発信しています。
　健康経営担当の理学療法士 長谷川貴子さんは「今
後も社員が健康でいられるように情報発信やサポー
トを行っていきたい」と話しています。

　健康づくりの取り組みを見直そうと、香川産業㈱（倉
敷市西中新田、香川渉社長）は、健康経営優良法人の
申請に初めて取り組み、３月４日に認定を受けました。
　同社は、協会けんぽの「健活企業」登録から約10年。
若手にも健康診断を受診させ、ストレスなく健康を自
己管理できる環境づくりに努めています。

　 昨 年 か ら は、
熱中症予防ドリ
ンクを冷蔵庫に
完備。コロナ禍
では、マスクを
大量に仕入れて
配布し、換気の
ために網戸を設
置、新しい感染
予防設備を見つけたら社員と話し合って採用してい
ます。
　健康づくり担当の香川三枝子常務取締役は、認定書
を目につく場所に置くことで「自分も含めた社員の健
康意識を高めることに繋がるのではないか」と話して
います。

　 ㈱ ミ チ オ
ショップ（倉敷
市連島中央、竹
内秀勝社長）は、
全社員が生き生
きと働ける職場
づくりの一環と
して、健康優良
経営法人を申請
しました。
　具体的な取り組みとして年2回、会社に対する要望
書を社員に提出してもらい、設備の導入や改善、制度
変更などにつなげています。
　同社の福利厚生は、８割が社員の意見を反映したも
のです。独自のものが多数あり、夏季限定の熱中症対
策「フリードリンク・アイス制度」では、会社が準備

長谷川貴子さん

香川三枝子常務取締役

井上佳那さん

受賞多数「ブライト500」も
旭テクノプラント㈱

福利厚生の８割が意見反映
㈱ミチオショップ

自己管理の環境づくり推進
香川産業㈱

加速する「健康経営優良法人」特
special feature
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したジュースやアイスを食べながら仕事ができるよう
にしています。
　申請を担当した総務部の井上佳那さんは「みんなが
より健康に働くことができるよう、今後も対策を考え、
手助けをしていきたい」と話しています。

　倉敷保険シス
テムサービス㈱

（倉敷市中畝、津
﨑育史社長）は、
お客様に健康づ
くりのサポート
もするため、健
康経営優良法人
の認定を受けま
した。
　同社は補助金を活用し、社員にインフルエンザワク
チンの接種を積極的に推進。訪問先からあえて離れた
ところに駐車して歩行距離を増やすなど、月２回のリ
モート会議で周知しています。
　担当の佐藤恵理子部長代理は「健康経営に詳しい同
僚のアドバイスや社員の積極的の協力があったからこ
そ達成できた」と話しています。
　お客様に健康相談窓口の利用や、スマホカメラでス
トレスチェック等ができる健康アプリ「ココカラダイ

アリー」を案内するなど、健康づくりをリードする存
在を目指しています。

　ストレス環境
に対応した職場
づくりを進めよ
うと、倉 敷 商 工
会議所は、健康
経営優良法人の
認定を受けまし
た。
　コロナ禍では、
相談件数や各種補助金対応の急増とともに、感染拡
大時の交代勤務導入などで、職場環境が大きく変わ
りました。
　メンタル不調への早期発見・対策を施すため、ス
トレスチェックと産業医契約を実施。自身のストレス
度合いに気づくきっかけとし、高ストレス判定者へ
の対応もできるようにし、職場ごとの負荷も分析し
ました。
　田邉昌美総務課長は「職員間でコミュニケーション
を高め、健康に働ける職場にしていきたい」と力を込
めました。
　また、岡山県内では７割以上の商工会議所が、健康
経営優良法人に認定されています。

田邉昌美総務課長

佐藤恵理子部長代理

お客の健康づくりサポート
倉敷保険システムサービス㈱

環境変化にストレス対応へ
倉敷商工会議所

　「健康経営優良法人認定制度」は、優良な健康経営
に取り組む法人を「見える化」し、従業員や求職者、
関係企業、金融機関などから社会的な評価を受けられ
る環境を整備するため制定されました。
　経済産業省と東京証券取引所が上場会社の中から共
同で選定する「健康経営銘柄」、平成27年７月発足の
日本健康会議が認定する「健康経営優良法人（ホワイ
ト500、大規模法人部門）」と「健康経営優良法人（ブ
ライト500、中小規模法人部門）」があり、それぞれ申
請から選定、認定までの流れが異なります。
　全国で「健康経営銘柄2021」には48社が選定され、

「ホワイト500」は500社、大規模法人部門 は1,301社、
「ブライト500」は536社、中小規模法人部門は7,398社
が認定を受けました。
　健康経営とは、健康管理を経営的視点から考え、戦
略的に実践することです。メリットとして、生産性の

向上、モチベーションの向上、リクルート効果、イメー
ジアップなどが挙げられています。
　大企業へのアプロ―チとして始まった初代健康経営
銘柄は、平成27年３月に22社が選定され、特に採用活
動で応募者の増加などの効果があり、翌28年１月に第
２回目の25社選定につながりました。
　中小企業での推進のための政策パッケージの一つと
して、健康経営優良法人認定制度を創設。認定企業に
は保険会社による保険料割引、金融機関による金利優
遇、保証料の減額・免除などの各種インセンティブが
設けられています。
　また、健康経営に対する投資１ドルに対し、リター
ンが３ドルになるとの調査結果もあるそうです。
　当商工会議所は、平成28年６月29日に開催した第
172回通常議員総会で、経済産業省ヘルスケア産業課
の江崎禎英課長（当時）を招き、「健康経営の実現に
向けて－超高齢化社会への対応－」をテーマに講演し
ていただきました。

「健康経営優良法人認定制度」とは
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　（一社）MASC（倉敷市水島東常盤町、桐野宏司理
事長）が購入した空飛ぶクルマ「Ehang216」のデモ
フライトが６月４日（金）、笠岡市カブト西町の笠岡
ふれあい空港で行われました。空飛ぶクルマが国土
交通省の許可を得て屋外飛行するのは、全国で初め
てです。

　デモフライトを前に、桐野理事長は「購入から11
カ月経ってのフライトで、多くの皆さんのご尽力、ご
努力の賜物。日本にとっても、倉敷、笠岡にとっても、
新しい時代の幕開け」と挨拶。
　 小 林 嘉 文
笠 岡 市 長 は

「このテスト
飛 行 を 笠 岡
の 地 で や っ
て い た だ け
る の は、 本
当に嬉しい。
笠岡市も全面的にバックアップしたい」と述べました。
　この後、井上峰一会頭や伊東香織倉敷市長、鳴本
哲矢笠岡商工会議所会頭、Ehang  Holdings社Vice 
Presidentの王　氏ら６名でテープカット。約５分間
のテストフライトを披露しました。
　Ehang216はマルチロータ型の無操縦者航空機で、
全長5.61m、全高1.74m。搭載可能重量は220㎏で２人
乗り。最大速度は時速130km、航続距離は35km（約
21分）。推進機関は電動モーターで、パイロットが登
場しなくても飛ぶことができ、世界で130機が販売さ
れています。

　デモフライトに続き記者会見が同日、笠岡市平城
町の笠岡総合体育館が行われました。

「大きな目玉ができたと実感」
「倉敷と笠岡の連携強化を」

　来賓挨拶で、伊東香織倉敷市長は「道筋が大きく
見えたデモ飛行だった。瀬戸内には多くの島があり、
物流や観光分野に生かされて行けば嬉しい」と期待
感を表明。
　 井 上 峰 一
会 頭 は「 本
日 は 気 候 が
悪かったが、
そ の 状 況 下
で 素 晴 ら し
い 飛 行 を し
た の で 安 心
した。倉敷商工会議所としては、大きな目玉が出来
たと実感している」と力を込めました。
　鳴本哲矢笠岡商工会議所会頭は「笠岡諸島には7つ
の有人島があるが、海を越えて行けるのは夢のよう
な話。倉敷と笠岡の地域の連携をさらに深め、とも
に発展していくことを祈念している」と述べました。
　この後、MASCの丸山武司水島スカイグループリー
ダーらが、ＭＡＳＣの概要や今後の取り組みなどを
説明。
　当面の計画として、デモフライト及び実機の見学
を組み合わせた観光モデルコースの提案、学習プロ
グラムの提案などを実施。法整備後の事業展開とし
て、エアタクシー、観光飛行、山間部・離島での宅配、
医療サービスの提案支援、人材育成のための学校設
立などを挙げました。
　また、㈱三菱総合研究所客員研究員の奥田章順氏
は、空飛ぶクルマの日本初の屋外飛行であることや
Ehang216の先進性などを解説しながら「飛行の許可
を取得したことは非常に大きな意義がある」と強調。
法整備の見通しについては「2025年前後から本格化
していると言われている」と話しました。
　また、同日午後には、MASCと当所航空宇宙産業
推進協議会の会員らにテスト飛行を披露しました。

雨の中で飛び上がったEhang216

桐野MASC理事長（左から3人目）、井上会
頭（同２人目）らがテープカット

テスト飛行後、Ehang216に乗り込む井上
会頭（左）と鳴本笠岡商工会議所会頭

栋

空飛ぶクルマが国内初の屋外飛行
笠岡ふれあい空港でMASCとEhang社



　倉敷市立地適正化計画が、今年度からスター
トしました。人口減少、少子高齢化が進む中で、
人口密度を維持して生活サービスやコミュニ
ティの持続的確保を目指す「居住誘導区域」と、
都市機能を集約し各種サービスの効率的提供
を図る「都市機能誘導区域」を設定。2040（令
和22）年度を目標とし、地域の特色を生かし
たメリハリのあるまちづくりを進めます。
　都市再生特別措置法に基づき、都市計画マ
スタープランの一部として、同市が初めて策
定。市民、民間事業者、行政等の積極的な連
携で「誰もが暮らしやすく　今よりも暮らし
やすい　まちのカタチ」への再構築を図って
いきます。
　都市計画区域内を①拠点での暮らし②利便
性の高い市街地での暮らし③ゆとりある郊外部で
の暮らし④自然と調和した暮らし――に類型化。
市街化区域内に「居住誘導区域」と「都市機能誘
導区域」を設けました。

現状把握へ届け出制度導入
　居住誘導区域は、鉄道駅800ｍ圏内、バス路線（幹
線）沿線500ｍ、バス路線（利便性の高い支線区間）
沿線500ｍが基本。まとまって暮らせる所を維持す
るため、公共交通利用環境の向上を図り、日常生
活サービス施設の立地適正化、防災・減災まちづ
くり等を進め、人口密度の維持（41.7人／㎡）を
図ります。
　同区域外では、３戸以上の住宅を建築するため
の開発行為、１戸または２戸の開発行為で1,000㎡
以上の規模のものなどは、着手の30日前までに同
市へ届け出が必要になりました。
　都市機能誘導区域は８カ所で、それぞれ誘導施
設を定めました。当所管内では、倉敷駅から半径
1,000ｍ圏と中心市街地活性化基本計画区域、市役
所本庁周辺が「広域拠点」、栄駅・常盤駅から800
ｍ圏が「交通拠点」として設定されました。
　倉敷駅周辺地区＝図＝の誘導施設は、高次医療施
設、百貨店・複合型大規模商業施設、大学・大学

院・短期大学、専修学校（専門学校）、博物館・美
術館・博物館類似施設、複合施設（市街地再開発）、
一般病院（100床以上）、大規模集約施設（店舗面
積１万㎡以上２万㎡未満）、スーパーマーケット（同
５千㎡以上１万㎡未満）、銀行・信用金庫等。
　都市機能誘導区域外で誘導施設を設置するため
の開発行為、誘導施設の新築、誘導施設への改築
または用途変更、あるいは都市機能誘導区域内の
誘導施設を休廃止する場合などは、30日前までに
同市への届け出が必要になりました。
　同区域では、令和12年度に市中心部の歩行者・
自転車交通量128,000人（令和元年116,656人／休
日）、誘導施設の休廃止の届け出件数０件を目標に
しました。

第583回常議員会で素案説明
　同計画策定では、当所の井上峰一会頭が委員を
務める倉敷市都市計画マスタープラン策定委員会
で検討され、令和２年11月15日開催の当所第583回
常議員会でも素案を説明。同10月1日～同26日にパ
ブリックコメントが行われるなど、市民の意見を
反映しながらまとめられ、令和３年２月12日に市
都市計画審議会に諮問された後、同３月末に同市
が公表しました。

初の倉敷市立地適正化計画スタート
「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」を設定

●：交流や暮らしやすさを創出する都市機能
（多世代の交流や暮らしやすさの向上に寄与し，拠点への来訪に繋がる機能）

●：高次都市機能
（市全域や高梁川流域圏の都市活力や暮らしの質を高める機能）

誘導施設
●高次医療施設（地域医療支援病院）
●総合保健福祉センター※

●子育て支援センター※

●百貨店・複合型大規模商業施設
●大学・大学院・短期大学※

●専修学校（専門学校）
●コンベンション施設
●観光交流センター
●博物館・美術館・博物館類似施設
●全市的な市民交流施設
●全市的な文化施設
●中央図書館※

●複合施設 （市街地再開発）
●一般病院（100床以上）
●障がい者支援センター
●老人福祉センター
●乳幼児一時預かりサービス施設
●子育て世代包括支援センター※

●児童館
●大規模集客施設
（店舗面積1万㎡以上）

●スーパーマーケット
（店舗面積５千㎡以上１万㎡未満）

●銀行・信用金庫等
●屋内スポーツ施設・健康増進施設

※サテライト施設・出張所を含む

〇倉敷駅から半径１,０００ｍ圏
〇中心市街地活性化基本計画区域
〇倉敷市役所本庁周辺
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幸せな家づくりへ職人と親子で体験教室
創業以来15年間、住宅メーカー

専属の仕事を主に大工工事に励
み、信頼を築いてきました。「誰
でもチャレンジ」「ものづくりの
楽しさ追及」「幸せな家づくり
へ」を理念に、職人仲間４人と平
成30年6月に設立しました。

新型コロナウイルスで、リアル
でのコミュニケーションが取りに
くい―そんな中でも、小さい会
社だからこそできることを考えま
した。自社倉庫を「Moriyasu　
Base」と称して、今年3月に予約
制で親子DIY体験教室を開催し、

職人と一緒に万能棚やスツールを
作りました。好評につき、体験教
室は今後も継続していきたいと思
います。ぜひ、ご参加ください。

常に新しいことへ挑戦し、時代
の変化に対応できる。ものづくり
で幸せを貢献したいと思います。

伯備線 山陽本線

389

162

美容サロン
WAVE

山陽自動車道

●

●

倉敷市立北中学校

地域密着型
特別養護老人ホーム
庄の里「なごやか」

●

●

株式会社
守安建設

倉
敷
玉
野
線

八軒屋北
交差点

八軒屋
交差点

275

八軒屋中
交差点

セブンイレブン
倉敷八軒屋店

プティ シャー

〒710-0036　倉敷市粒浦235-5
ＴＥＬ　086-425-7513
営業時間／9:00～17:00
定 休 日／日曜日
moriyasukensetsu.com

代　表　平方　禎子

代　表　守安　儀浩

美容サロン WAVE

株式会社守安建設

はじめまして vol.
❶❽❺

子育て、コロナ対策でより良いサロンに
　中庄駅から車で5分程の静かな
住宅地にあり、水色の外観が目印
のまつ毛美容サロンです。
　当店は完全予約制、個室完備の
１対１での施術を行っています。子
育て世代の方が来店しやすいサロ
ンを目指しており、エクステメニュー

は2200円～という通いやすい料金
設定で、年齢を問わず、お子様の同
伴が可能です。
　昨年から新型コロナの影響で、
なかなか思うように動けない日々が
続いていますが、換気付きエアコン
や施術スペースの間仕切り等、安

心して来店いただけるようコロナ対
策にも力を入れて営業しています。
　私自身、３月に出産をし、子育て
をしながら６月から少しずつ復帰し
ています。この経験を活かし、より
良いサロンにしていきたいと思って
います。

〒710-0002　倉敷市生坂818-6
ＴＥＬ　086-442-8229
営業時間／平日 10:00～18:30
　　　　　土曜 10:00～13:30
定 休 日／日曜、祝日
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000443630/
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Vol.202ナイススマイル

Nice Smile

　アメリカでプログラミングを８年、日本の教育現
場に10年携わった講師が、主に小学３年生から中学
３年生までを対象に最新鋭のテクノロジーを使って
指導しています。
　プログラミングスキルを少しでも伸ばせるよう、
一人ひとりにロボット、パソコン、タブレットを用
意。海外のプログラミングソフトやVRに触れなが
ら、ロボット製作を学べます。

　アメリカの教育手法をベースに、問題を具体的に
認識する力（問題解決力）、創造的な解決策を考え
だす力（創造力）、論理的に思考し表現する力（論
理的思考力）を教え、自立心とポジティブな心の育
成を心掛けています。
　日本人スタッフもいますので、ご興味のある方は
お気軽にお問い合わせください。

▪セミナー日程▪

AMAKIラボ
〒710－0132
倉敷市藤戸町天城11

TEL 070-8348-1230

営業時間　11：00～20：00

定　休　日　日曜日、祝日

メ　ー　ル

自社HP https://amaki-lab.jp/

info@amaki-lab.jp

　倉敷商工会議所中小企業相談所は、今年度、様々な説明会・セミナー等を計画しています。日程
の詳細は随時お知らせしますので、ぜひご参加ください。

令和３年度 講習会、説明会等の開催計画
月　別 摘　　　要

7 新規青色申告者記帳説明会　　　※青申会主催・当所共催

8 税制改正説明会（会場・オンライン）

9 ブルーリターンＡ説明会　　　　※青申会主催・当所共催

〃 インボイス制度オンライン講習会

10 倉敷法人学校　　　　　　　　　※法人会主催・当所共催

11 白色申告記帳説明会　　　　　　※青申会主催・当所共催

〃 会計セミナー（オンライン）

〃 消費税説明会　　　　　　　　　※青申会主催・当所共催

12 決算説明会　　　　　　　　　　※青申会主催・当所共催

〃 青色申告決算説明会　　　　　　※青申会主催・当所共催

1 青申決算所得税確定申告説明会　※青申会主催・当所共催
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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
　　　　　12月～ ３月：9:00～19:00
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

倉敷まちづくり株式会社

倉敷市倉敷物語館

写真公募企画展「倉敷フォトミュラル」は、２年ぶりに開催することが決まりました。選出作品は10月26日（火）から
11月14日（日）まで、倉敷駅前商店街アーケードに展示します。

屋外展示は三密状態にならないため実施に踏み切るもので、今回はテーマを「美しい」と「猫」の２つに設定。無
料で誰でも応募できます。９月上旬に写真評論家の飯沢耕太郎氏が審査を行い、選出作品56点を大型布にプリントし
て展示します。

開催企画として今回初めて、「『ねこらいふ』展ｉｎ天満屋倉敷店」を開
催。同店２階で、７月26日（月）から８月９日（月）までＳＡＫＵＲＡプロジェク
トのメンバーらが撮影した写真を展示し、10月28日（木）から11月12日（金）まで
は応募作品の中から選んだ作品を展示します。

なお、今年は高校生対象のワークショップ「ＰＨＯＴＯ ＳＴＡＤＩＵＭ」、
小学生と保護者対象の「親子ワークショップ」は実施を見送ることとしました。

アルスくらしき「倉敷フォトミュラル」係　http://arsk.jp/photomural/　TEL:086-434-0505お問い合わせ先

倉敷フォトミュラル  ─写真公募企画展─

会　　　　期／令和３年１0月２6日(火)～１１月１4日(日)[予定]
会　　　　場／倉敷駅前アーケード
ディレクター／飯沢 耕太郎　氏（写真評論家）

◇写真作品募集
「美しい｣「猫」
７月26日（月）～８月20日（金）必着
不問
無料

募集期間

テ ー マ

応募資格

参加費用

「美しい」部門 /「猫 」部門
テーマ

７/26.Mon　８/20.Fri 必着
写真作品募集

主催 / 倉敷フォトミュラル実行委員会    倉敷市    倉敷商工会議所くらしきTMO　 岡山県立大学     倉敷市文化振興財団　  共催 / 倉敷市教育委員会 　  協力 / セーレン株式会社 　J PADS
株式会社フォトクラシック   PG I   天満屋倉敷店     企画 / SAKURA Projec t  ( 岡山県立大学デザイン学部 )     Des i gn / Ogawara Kaor i

今 年は 2 部門で 写真作品を募集します。 詳しくはウェブサイト・チラシ・SN Sをご 参照ください。

今年は２部門

問い合わせ先 / 倉敷市文化振興財団 〒710 - 0052 岡山県倉敷市美和1丁目13番 33号
倉敷フォトミュラル

TEL ▶ ( 086 ) 434 - 0505　FAX ▶ ( 086 ) 434 - 6088　E -mail ▶ photomural @ arsk . j p

 
マステでデコる 
切子ちょうちん 

料金：1,500 円(税込み) 
（切子ちょうちんベース＋マステデコレーション＋LED キャンドル付） 

所要時間：約 15 分～30 分（時間制限有り） 

会場：倉敷市倉敷物語館 母屋展示室内 

 
倉敷春宵あかりで大人気のワークショップが短時

間で楽しめる！ 

倉敷生まれの切子ちょうちんを倉敷発のマスキン

グテープとシールでデコレーションする体験プロ

グラム。 

出来上がった切子ちょうちんはすぐに持ち帰るこ

とができます。 

あなただけのオリジナルちょうちんを作ってみま

せんか？ 

2021年 7月 START(予定) 
新型コロナウィルスの感染状況により延期する場合も

ございます 
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入会員新
事業所名 業　　　　種 所　在　地

悠伸工業 電気工 連島町鶴新田２０５９－２

幸せ運ぶエンジェル
工房　プリエ 菓子製造販売 二日市４５２－１

（一社）風 障害者福祉 水島南瑞穂町９－２６

大島木工 家具製造 総社市西郡９４８－１

居酒屋　櫂 飲食業（居酒屋） 阿知１－１６－１８

ＡＭＡＫＩラボ 英語で学ぶプログ
ラミング教室 藤戸町天城１１

㈱幸栄機械工業 機械器具設置業 岡山市北区高松
原古才６０５－１

奥村建設 外構 林２０９７－４
グランドパレス林２０２

ブロッサム 飲食 阿知３－３－９

佐藤　美希 サービス業
（リラクゼーション）

連島町連島36－58
アルフ吉川101

居酒屋　和 飲食（居酒屋） 阿知3－10－2

なぎさ工業 防水、塗装 南畝3－3－3
エクセル片岡A101

㈱ドコモCS中国
岡山支店

情報通信業、法人コンサルティ
ングﾞ､ ネットワーク設備構築他

岡山市北区東古松
1-11-20 ドコモ岡山ビル

㈲美来 小売業 老松町2－11－30－402

花道草 フラワー教室、小売 福島745－2－A101

和果葉デザイン
くらしき美味処 企画デザイン、小売業 中島701－3

㈱ジャパンネクスト
エネルギー

太陽光発電､ 住宅
設備等の販売

岡山市北区野田3-13-39
野田センタービル２Ｆ

事業所名 業　　　　種 所　在　地

津田　浩美 金属精錬、加工 東塚5－4－45

時遊人 飲食業 阿知3－12－39

㈱Ｍ・Ｋセキュリティー 交通誘導警備、保安業務 中畝1－3－7

㈱坂本 米穀卸、小売 水島西常盤町13－5

（同）ＲＡｉＴＯ 解体業 西岡278－１ 103号

㈱浜田農産 農業 連島町鶴新田1450－3

㈱中原自動車 自動車板金、塗装 加須山162－1

墓石・石材クリーニング
Ｒｅ：Ｃｌｅａｎリクリン

石材の特殊クリーニ
ング、コーティング 中庄3225－23

㈲佐藤技研 アルミ部品製造業 連島町連島4456－1

㈲井上開発工業 運送業、建設業 加須山880－2

建設工房ありむら 土木工事、外構工事 吉岡434－3

居酒屋きまぐれ 飲食業（居酒屋） 鳥羽14－1
駅前ビル1Ｆ

（同）ウィステリアフォレスト 内装工事、カーテンその
他インテリア用品の販売 水島東栄町11－10

㈱クラフト・ジャパン 建築模型製作 加須山223－5

Ｔｏｔａｌ Ｂｅａｕｔｙ Ｓａｌｏｎ Ｌｉ'ａ 美容業 四十瀬229-2サーパス
倉敷運動公園604号

ｆｏｒ tｏｍｏｒｒｏｗ 遺品、生前整理 四十瀬1－47
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7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
　　　　　　（随時・要予約）倉敷

1 木

2 金 法律相談（倉敷）

3 土

4 日

5 月

6 火

7 水

8 木 知的財産相談
新倉敷商工会館建設第８回総合定例打合せ会

9 金

10 土

11 日

12 月

13 火

14 水

15 木

16 金

17 土

18 日

19 月

20 火

21 水 新倉敷商工会館建設第12回技術定例打合せ会

22 木 海の日

23 金 スポーツの日

24 土

25 日

26 月

27 火

28 水 法律相談（水島）
第24回正副会頭・専務理事会議

第589回常議員会

青年部・女性会との懇談

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。
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第30回通常総会

Young Enterpreneurs Group

Kurashiki CCI Business Women's Club

青年部

美術館の前に立つファジ丸

　大原美術館の様々な取り組みについて、いくつかご
紹介いたします。
　まず、フォトウェディングです。撮影場所として、
美術館の敷地を使っていただく試みを始めています。

現在は近隣ホテルなどからのご予約のみになりますが、
ご関心のある方は、美術館までお問い合わせください。
　つぎにファジアーノ岡山との連携協定です。
　スポーツとアート、全く違う分野のようですが、「ス
ポーツとアートのまち　岡山」という新しい価値観を
創出し、ひいては岡山に住むこどもたちの郷土への愛
着につながることを願って連携しています。最近の連
携事業としては、ファジアーノ岡山のマスコットキャ
ラクターファジ丸が大原美
術館に訪れ、館内での注意
事項や作品鑑賞の楽しみ方
を学んでくれました！その
際の動画は、市内の希望す
る小学校などにお渡しする
予定です。
　大原美術館は、「みんな
のマイミュージアム」とし
て、これからも地域ととも
に歩みたいと奮闘中です！

　令和３年度第30回通常総会は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、書面による決議を行いました。
　令和２年度事業報告並びに同収支決算、令和３年度
事業計画並びに同収支予算（案）について諮り、全て
原案通り承認決定しました。
　昨年度は「第52回全女連倉敷総会」をオンラインで
開催するなど、コロナ禍という状況にあって、女性会
の新たな可能性を示しました。今年度も感染症対策を
万全に整え、可能な範囲で前向きに活動していきたい
と存じます。今後とも女性会の活動に対し皆様のご協
力をよろしくお願い申し上げます。

－チャーターメンバー備忘録－
　倉敷商工会議所女性会は、平成５年９月６日に設立
準備会が招集され、10月４日の発起人会を経て、晴れ
て11月18日に創立総会が開催されました。初代会長の
故平松康子様とともに、活動の一歩を踏み出した会員

は約80名。当然ながら、皆さん若さに溢れ、パワーが
漲っていました。
　平成７年３月に発行された広報誌「エルモス」創刊
号のページを繰ると、改めて初期の活動の思い出が甦
ります。
　平成６年の全女連岡山全国大会への積極的な参加
や、平成７年の阪神淡路大震災への義援金寄贈などの、
女性らしいしなやかさと強い実行力を伴った取り組み
は、現在も脈々と引き継がれています。

（６代会長 吉本やよい）

ファジアーノ岡山と連携協定
大原美術館でフォトウェディング

創立総会での役員挨拶（平成５年11月18日）

倉敷国際ホテルのウェディング風景
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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
公認会計士・税理士

三 宅 孝 治
鳥 　 越 　 俊 　 佑
平 　 松 　 和 　 美
生 田 雄 一

　

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。 （以上、中国税理士会 倉敷支部会員、日本公認会計士協会 中国会所属）
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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 は製造業の持ち直しが寄与し 3 期連続で改善したものの、サービス業で力強さに欠ける
　景況全体では、DI値が▲32.6となり、前期（▲�41.6�）と比べ、�9.0ポイントマイナス幅が縮小し、�3�期連続での改善
となった。製造業では仕入価格の上昇が足かせとなっているものの、売上・受注の回復が顕著で、改善の動きが鮮明となっ
た。一方、サービス業では販売価格の下落等の影響を受け、�回復は小幅に留まった。
　来期も引き続き持ち直しが見込まれるが、コロナ禍による経済活動への影響を懸念する声は多く、半導体等の原材料
不足や、仕入価格の先行き上昇見通しなどの不安定要素も注視していく必要がある。

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／564社（県下商工会議所会員）　■調査時期／３月下旬　■回答企業／539社（回収率95.6％）
１～３月分 景気観測調査
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１１．．景景況況 

（（１１））全全体体 
総合ＤＩ（好転－悪化）は▲３２．６と１０～１２月期に比べ９．０ポイントマイナス幅が縮小し

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縮小した。 
令和３年４～６月の見通し総合ＤＩは▲２１．５（前回調査時の先行き見通し総合ＤＩ▲３３．８）

となり、マイナス幅が縮小する見通し。 
 
景況 31.1-3 31.4-1.6 1.7-9 1.10-12 2.1-3 2.4-6 2.7-9 2.10-12 33..11--33

総総　　合合            　　553399 ▲ 6.3 ▲ 5.1 ▲ 7.9 ▲ 12.0 ▲ 32.0 ▲ 51.7 ▲ 49.0 ▲ 41.6 ▲▲  3322..66

製造業      　　185 ▲ 1.1 ▲ 4.3 ▲ 5.9 ▲ 10.5 ▲ 33.3 ▲ 61.4 ▲ 60.1 ▲ 46.4 ▲▲  3344..66

建設業           93 14.1 6.9 10.6 4.6 ▲ 2.5 ▲ 14.8 ▲ 18.5 ▲ 30.8 ▲▲  2233 ..11

卸売業           68 ▲ 12.5 ▲ 14.1 ▲ 15.3 ▲ 15.3 ▲ 43.5 ▲ 50.7 ▲ 48.5 ▲ 37.7 ▲▲  2299 ..44

小売業       　  87 ▲ 10.2 ▲ 9.6 ▲ 16.7 ▲ 33.0 ▲ 41.8 ▲ 50.0 ▲ 44.7 ▲ 33.3 ▲▲  2255 ..33

サービス業     106 ▲ 23.9 ▲ 6.4 ▲ 13.3 ▲ 8.3 ▲ 36.4 ▲ 66.4 ▲ 60.0 ▲ 51.9 ▲▲  4455 ..77  
 

  
  
＜＜参参考考＞＞  先先行行きき見見通通しし  
先行き見通し 31.4-1.6 1.7-9 1.10-12 2.1-3 2.4-6 2.7-9 2.10-12 3.1-3 33..44--66

総総　　合合                  553399 ▲ 11.0 ▲ 10.6 ▲ 13.8 ▲ 18.9 ▲ 28.3 ▲ 44.0 ▲ 34.9 ▲ 33.8 ▲▲  2211..55  
 

 

 
 

 

2 
 

 

１１．．景景況況 

（（１１））全全体体 
総合ＤＩ（好転－悪化）は▲３２．６と１０～１２月期に比べ９．０ポイントマイナス幅が縮小し

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縮小した。 
令和３年４～６月の見通し総合ＤＩは▲２１．５（前回調査時の先行き見通し総合ＤＩ▲３３．８）

となり、マイナス幅が縮小する見通し。 
 
景況 31.1-3 31.4-1.6 1.7-9 1.10-12 2.1-3 2.4-6 2.7-9 2.10-12 33..11--33

総総　　合合            　　553399 ▲ 6.3 ▲ 5.1 ▲ 7.9 ▲ 12.0 ▲ 32.0 ▲ 51.7 ▲ 49.0 ▲ 41.6 ▲▲  3322..66

製造業      　　185 ▲ 1.1 ▲ 4.3 ▲ 5.9 ▲ 10.5 ▲ 33.3 ▲ 61.4 ▲ 60.1 ▲ 46.4 ▲▲  3344..66

建設業           93 14.1 6.9 10.6 4.6 ▲ 2.5 ▲ 14.8 ▲ 18.5 ▲ 30.8 ▲▲  2233 ..11

卸売業           68 ▲ 12.5 ▲ 14.1 ▲ 15.3 ▲ 15.3 ▲ 43.5 ▲ 50.7 ▲ 48.5 ▲ 37.7 ▲▲  2299 ..44

小売業       　  87 ▲ 10.2 ▲ 9.6 ▲ 16.7 ▲ 33.0 ▲ 41.8 ▲ 50.0 ▲ 44.7 ▲ 33.3 ▲▲  2255 ..33

サービス業     106 ▲ 23.9 ▲ 6.4 ▲ 13.3 ▲ 8.3 ▲ 36.4 ▲ 66.4 ▲ 60.0 ▲ 51.9 ▲▲  4455 ..77  
 

  
  
＜＜参参考考＞＞  先先行行きき見見通通しし  
先行き見通し 31.4-1.6 1.7-9 1.10-12 2.1-3 2.4-6 2.7-9 2.10-12 3.1-3 33..44--66

総総　　合合                  553399 ▲ 11.0 ▲ 10.6 ▲ 13.8 ▲ 18.9 ▲ 28.3 ▲ 44.0 ▲ 34.9 ▲ 33.8 ▲▲  2211..55  
 

 

 
 

539

185

93

68

87

106



Kurashiki 12 

⃝プロフィール
昭和55年に三越倉敷
店の開設準備室で赴
任以来倉敷に住んで
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�
保険労務士事務所
⃝電話
086-426-1117
⃝主な仕事
起業支援、遺言・相
続、障害年金（うつ）、
賃金計算、個別紛争

？ご存ですか？知
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“歩くパワハラ”には「通知」で対応

藤の花プロジェクト
井上会頭「阿知の藤」回復状況を視察

Q

A

当社には、俗に言う“歩くパワハラ“と呼
ばれる部長に悩まされています。先日も
人事部門に苦情が寄せられたのですが、

申立人からは「報復が怖いので名前は出さない
でほしい」と言われました。匿名ということで、
どのように対処すればよいか困っています。こ
のような場合には「通知」という対処方法があ
ると聞きましたが、どのように対処すればよい
でしょうか？

「匿名性を確保しながら何とかしてほし
い」という訴えへの対処法として考えら
れるのが、「通知」という手法です。こ

の「通知」とは、相談者の被害申立てにより、
行為者に対して注意喚起や教育的指導を目的と
して申立て内容を通知することをいいます。通
知の際は、原則として、相談者の安全を守るた
めに匿名性を守り、プライバシーの保護に努め
ます。
１）「通知」の進めかた
　通知の目的は、相談者の被害申立てを行為者
に知らせることで、気づきの機会を与えること
です。したがって、処分ではなく、あくまで「注
意喚起＝教育的指導」を目的として行われます。
その方法と注意点は以下の通りです。
①通知は、原則として相談者が特定されな
いように匿名で行うものとし、相談者の
安全とプライバシー保護のために最大限
の配慮（通知内容から被害者が特定され
ないように申立ての事実のすべてを伝え
ない等）をする。

②通知は、原則的に行為者本人だけに行う
が、場合によっては、行為者の上司など
関係者に立会いを求めて行われるケース

がある。（上司の監視が必要とされるよう
なケース）

③申し立てられた被害内容を行為者に提示
して注意を促すことが目的なので、基本
的には、一方的な通知だけで完結する。

④行為者が通知内容について了解すれば
そこで終了だが、行為者から反論（意見
を述べるにとどまるもの）がある場合に
は、意見の記録を残し、後日に備えるた
めの資料とする。しかし、意見にとどま
らないような異議がある場合には、異議
申立てができる。その場合には相談者の
意向も検討のうえ、調整、調停、調査と
いう次の段階へ移行する。

　⑤相談者に関する詮索、嫌がらせ、報復
等の行為については禁止されていること
を伝え、これに違反した場合には処分が
あることを伝える。

　このように、通知は、行為者に気づきのきっ
かけを与え、本人が反省・注意することで問題
の解決を図る手法です。
２）本人の自覚を促す対応を
　「通知」は、訴えが事実かどうかの調査はせ
ずに、あくまで被害申立てがあったことだけを
伝えて注意喚起するものです。
　したがって、「事実を確認したわけではないが…」
「あくまで注意であって処分ではない」などと伝え
ながら行為者が受け入れやすい環境を作り、本
人の自覚を促すという、丁寧な対応が重要です。
　しかし、こうした「通知」をしても効果がな
く、同じような訴えが続く場合には、「調整」、「調
停」、「調査」に移行して、調査の結果パワハラ
行為の存在が確認された場合には、処分という
段階に進むことになります。

　井上峰一会頭は４月22日（木）、阿智神社を訪れ、岡山県指定
天然記念物「阿知の藤」の回復状況を視察しました。当日は、新
井俊亮宮司の案内で、現在の回復状態や開花状況などの説明を受
けました。
　開花状況は年々回復傾向にあり、満開の姿がもうすぐ見られそ
うです。昨年からフジの天敵である「フジツボミタマバエ」の卵
を駆除する薬剤の散布を行うなど、定期的な観察で病気にならな
いよう対策をとっています。
　阿智神社の境内にある「阿知の藤」は、推定樹齢が300年とも
500年といわれ、アケボノフジとしては日本一の大きさと古さを誇っ
ています。以前は、老木のためか花数も減少し、一時は蔓が腐る
等枯死寸前に陥るほど樹勢が衰えた時期もありました。そこで、
フジの花の全国的な権威でもある樹木医の塚本こなみ先生による
樹勢回復プロジェクトが３年計画で進められ、「阿知の藤」も以前
の勢いを取り戻しつつあります。
　これまで藤の花プロジェクトでは、広く市民に親しまれている
市花フジに焦点をあてた活動の一環として「阿知の藤」の再生支援や情報発信に取り組んできました。市花
フジを通じて郷土愛をより深めるとともにフジの成長を祈念するため、毎年４月30日を「倉敷藤の花祈念日」

と定めています。
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新商品・新店舗・新拠点・新サービス・
新メニュー・会員事業所限定PRコーナー！

⃝掲載希望の方は本文200字、写真１枚、
　事業所情報を kcci@sqr.or.jp へ送信。
⃝掲載可否、内容はご一任願います。
　お問い合わせは ☎４２４－２１１１へ。

掲｜載｜無｜料御社の“新”をお知らせ下さい

M&Aの
新サービスを開始

新サービスとして、Ｍ＆Ａ事業を約
1年前からスタートしました。それに
伴って３か月に１度、商工会議所の貸
し会議室などを利用して「Ｍ＆Ａ入門
セミナー」を開催しています。　　

具体的な流れや全体感を把握したい
方に最適なセミナーです。Ｍ＆Ａをご
検討の方、Ｍ＆Ａに関心をお持ちの方
は、ぜひご参加下さい。

※Ｍ＆Ａとは、企業の合併買収のこ
とで、2つ以上の会社が一つになった
り、ある会社が他の会社を買ったりす
ることです。

ガス警報器に
見守り機能も

住 倉敷市水島福崎町3-30
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https://www.mizushima-gas.co.jp/

水島ガス株式会社

従来のガス警報器の機能に加え、
新たにＩoＴ技術（見守りセンサー）
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ス警報器（快適ウォッチSMART）」
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なります。

見守りセンサー 快適ウォッチ SMART
（ガス漏れ警報器）

見守りセンサ
ーを

気になる場所
に置いたり

家族に持たせ
るだけで

スマホで
状況確認ができ

る！スマホで
状況確認ができ

る！

瀬戸の花嫁に見立てた羊羹
美観地区で行われる「瀬戸の花嫁 

川舟流し」。天領丸に乗って倉敷川
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株式会社 文近堂

オゾンでウイルス不活性化
新型コロナウイルスを不活性化さ

せるUV-C、オゾン発生器による空
間除菌機を発売いたしました。

UVC（深紫外線）タイプの製品
は照射することにより、細菌やウ
イルスのDNAを破壊し５秒以内に
99.999％の不活性化が確認されてい

ます。
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度オゾンガスを使用し、細菌やウイ
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㈱創テックサービス
住 倉敷市連島町連島36-2
電 086-486-2657 （販売部)
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https://ohana87.jp/

株式会社 オハナ不動産

⃝プロフィール
昭和55年に三越倉敷
店の開設準備室で赴
任以来倉敷に住んで
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�
保険労務士事務所
⃝電話
086-426-1117
⃝主な仕事
起業支援、遺言・相
続、障害年金（うつ）、
賃金計算、個別紛争

？ご存ですか？知
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“歩くパワハラ”には「通知」で対応

藤の花プロジェクト
井上会頭「阿知の藤」回復状況を視察

Q

A

当社には、俗に言う“歩くパワハラ“と呼
ばれる部長に悩まされています。先日も
人事部門に苦情が寄せられたのですが、

申立人からは「報復が怖いので名前は出さない
でほしい」と言われました。匿名ということで、
どのように対処すればよいか困っています。こ
のような場合には「通知」という対処方法があ
ると聞きましたが、どのように対処すればよい
でしょうか？

「匿名性を確保しながら何とかしてほし
い」という訴えへの対処法として考えら
れるのが、「通知」という手法です。こ

の「通知」とは、相談者の被害申立てにより、
行為者に対して注意喚起や教育的指導を目的と
して申立て内容を通知することをいいます。通
知の際は、原則として、相談者の安全を守るた
めに匿名性を守り、プライバシーの保護に努め
ます。
１）「通知」の進めかた
　通知の目的は、相談者の被害申立てを行為者
に知らせることで、気づきの機会を与えること
です。したがって、処分ではなく、あくまで「注
意喚起＝教育的指導」を目的として行われます。
その方法と注意点は以下の通りです。
①通知は、原則として相談者が特定されな
いように匿名で行うものとし、相談者の
安全とプライバシー保護のために最大限
の配慮（通知内容から被害者が特定され
ないように申立ての事実のすべてを伝え
ない等）をする。

②通知は、原則的に行為者本人だけに行う
が、場合によっては、行為者の上司など
関係者に立会いを求めて行われるケース

がある。（上司の監視が必要とされるよう
なケース）

③申し立てられた被害内容を行為者に提示
して注意を促すことが目的なので、基本
的には、一方的な通知だけで完結する。

④行為者が通知内容について了解すれば
そこで終了だが、行為者から反論（意見
を述べるにとどまるもの）がある場合に
は、意見の記録を残し、後日に備えるた
めの資料とする。しかし、意見にとどま
らないような異議がある場合には、異議
申立てができる。その場合には相談者の
意向も検討のうえ、調整、調停、調査と
いう次の段階へ移行する。

　⑤相談者に関する詮索、嫌がらせ、報復
等の行為については禁止されていること
を伝え、これに違反した場合には処分が
あることを伝える。

　このように、通知は、行為者に気づきのきっ
かけを与え、本人が反省・注意することで問題
の解決を図る手法です。
２）本人の自覚を促す対応を
　「通知」は、訴えが事実かどうかの調査はせ
ずに、あくまで被害申立てがあったことだけを
伝えて注意喚起するものです。
　したがって、「事実を確認したわけではないが…」
「あくまで注意であって処分ではない」などと伝え
ながら行為者が受け入れやすい環境を作り、本
人の自覚を促すという、丁寧な対応が重要です。
　しかし、こうした「通知」をしても効果がな
く、同じような訴えが続く場合には、「調整」、「調
停」、「調査」に移行して、調査の結果パワハラ
行為の存在が確認された場合には、処分という
段階に進むことになります。

　井上峰一会頭は４月22日（木）、阿智神社を訪れ、岡山県指定
天然記念物「阿知の藤」の回復状況を視察しました。当日は、新
井俊亮宮司の案内で、現在の回復状態や開花状況などの説明を受
けました。
　開花状況は年々回復傾向にあり、満開の姿がもうすぐ見られそ
うです。昨年からフジの天敵である「フジツボミタマバエ」の卵
を駆除する薬剤の散布を行うなど、定期的な観察で病気にならな
いよう対策をとっています。
　阿智神社の境内にある「阿知の藤」は、推定樹齢が300年とも
500年といわれ、アケボノフジとしては日本一の大きさと古さを誇っ
ています。以前は、老木のためか花数も減少し、一時は蔓が腐る
等枯死寸前に陥るほど樹勢が衰えた時期もありました。そこで、
フジの花の全国的な権威でもある樹木医の塚本こなみ先生による
樹勢回復プロジェクトが３年計画で進められ、「阿知の藤」も以前
の勢いを取り戻しつつあります。
　これまで藤の花プロジェクトでは、広く市民に親しまれている
市花フジに焦点をあてた活動の一環として「阿知の藤」の再生支援や情報発信に取り組んできました。市花
フジを通じて郷土愛をより深めるとともにフジの成長を祈念するため、毎年４月30日を「倉敷藤の花祈念日」

と定めています。
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倉敷税務署だより

倉敷労働基準監督署

倉敷市保健所健康づくり課
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9868　FAX 434―9805

歯周病を予防しましょう！歯周病を予防しましょう！

所得税等の予定納税額の納付について

※サイズや使い方がわからない方は、ぜひ歯科医院でご相談ください。

自分の歯の間にあったサイズのものを選びましょう。

会報を完全デジタル化へ
　倉敷商工会議所会報「くらしき」は、今年度中
に完全デジタル化に移行することが決まりました。
下期の実施を想定しており、メール配信のための準
備を進めています。
　事業計画の重点事業に盛り込まれ、３月24日（水）
の第585回常議員会で機関決定。「デジタル推進に
よる業務効率化」の一環で、会員事業所メール登
録の推進、各種検定試験の受付業務のオンライン
化なども実施します。
　会報は前年度に編集委員会を組織し、紙面構成
やデザインを一新するなどリニューアルを実施。当
所が今何を行っているかを分かりやすく伝えるとと
もに、より多くの会員事業所にスポットが当たるよ
うなコーナーを充実させました。
　また、令和２年５月よりメールアドレス取得運動
「Ｍプロジェクト」を開始。当初のアドレス取得件
数は1,148件（取得率30％）でしたが、令和３年６
月１日現在で2,730件（取得率78％）となりました。
　メールアドレス取得は、「平成30年７月豪雨」で
次 と々打ち出される公的支援策を迅速に伝える手
段がなかったことを教訓に推進。コロナ禍では、
会員の声を直接吸い上げて行政に届けたり、補助
金・支援金、減税措置の情報等を発信しています。

　全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以
来、自主的な労働災害防止活動の推進、安全意識の
高揚、安全活動の定着を目的に、一度も中断するこ
となく続けられ、今年で９４回目を迎えます。今年も
６月１日から６月30日までの準備期間を経て、７月
１日から７月７日までの一週間、
　「持続可能な安全管理　未来へつなぐ　安全職場」
をスローガンとして展開されます。
　事業主の皆様におかれましては、この機会に持続
可能な安全管理を実施していくことにより、すべて
の働く方が安心・安全に働くことのできる職場づく
りをお願いします。
　なお、各種取組みにあたっては、マスク着用、手
指消毒、いわゆる「３つの密」を避ける等、新型コ
ロナウイルス感染症防止対策の徹底をお願いします。

歯周病を予防するために！
・かかりつけ歯科医をもって、定期的に歯科健診を受

けましょう。自分のケアだけでは限界があります。
　定期的に歯石をとり、歯面清掃をしてもらうなど

のプロフェッショナルケアを受けましょう。
・歯ブラシ以外にデンタルフロスや糸つきようじ、歯

間ブラシなどを使い、歯と歯の間の清掃を丁寧に。
・栄養バランスのよい食事や正しい歯磨き、質のよい

睡眠、こまめなストレス解消などを心がけましょう。

　歯周病は、成人の約70％がかかっているといわれてい
て、気がつかないうちに進行していることがあります。
また、糖尿病など全身の病気と関連しており、特に糖尿
病とは密接な関係があります。

⑴令和３年分予定納税の納付期間等について

⑵予定納税の減額申請について
　　廃業、休業又は業績不振などの理由によ

り、令和３年６月30日の現況による令和３
年分の「申告納税見積額（年間所得や所得
控除などを見積もって計算した税額）」が税
務署から通知されている「予定納税基準額」
よりも少なくなることが見込まれる場合等
は、予定納税の減額申請をすることができ
ます。

　　第１期分の予定納税の減額申請をする場
合は、令和３年７月15日（木）までに「予
定納税額の減額申請書」に必要事項を記載
した上、所轄税務署に提出してください。

令和３年度全国安全週間について

歯と歯の間のそうじには！

お問い合せは、倉敷労働基準監督署
　　　　　　　TEL. 086－422－8177まで

実施事項はこちら（令和３年
度全国安全週間実施要綱）

振替納税を
ご利用の方

振替納税を
ご利用でない方

第１期分  8月２日 ７月１日～８月２日

第２期分 11月30日 11月１日～11月30日

※振替納税をご利用の方は、前日までに預貯金残高
　をご確認ください。

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

～歯と歯の間を丁寧に磨きましょう～

糸つきようじ 歯間ブラシ
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り、令和３年６月30日の現況による令和３
年分の「申告納税見積額（年間所得や所得
控除などを見積もって計算した税額）」が税
務署から通知されている「予定納税基準額」
よりも少なくなることが見込まれる場合等
は、予定納税の減額申請をすることができ
ます。

　　第１期分の予定納税の減額申請をする場
合は、令和３年７月15日（木）までに「予
定納税額の減額申請書」に必要事項を記載
した上、所轄税務署に提出してください。

令和３年度全国安全週間について

歯と歯の間のそうじには！

お問い合せは、倉敷労働基準監督署
　　　　　　　TEL. 086－422－8177まで

実施事項はこちら（令和３年
度全国安全週間実施要綱）

振替納税を
ご利用の方

振替納税を
ご利用でない方

第１期分  8月２日 ７月１日～８月２日

第２期分 11月30日 11月１日～11月30日

※振替納税をご利用の方は、前日までに預貯金残高
　をご確認ください。

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

～歯と歯の間を丁寧に磨きましょう～

糸つきようじ 歯間ブラシ

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

 Kurashiki 15

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３年５月調査結果）

業況DIは、感染拡大に伴う活動制約から足踏み
先行きは、不透明感増す中、厳しい見通し

※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
先行き
見通し

５月 ５月 １月 ２月 ３月 ６～８月
全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲17.1

▲7.7

▲22.3

▲19.8

▲29.4

▲6.7

▲65.8

▲37.7

▲69.9

▲62.9

▲70.0

▲77.6

▲49.5

▲27.1

▲48.5

▲49.0

▲49.5

▲64.7

▲46.8

▲24.9

▲44.8

▲47.7

▲45.8

▲63.0

▲35.3

▲18.4

▲33.6

▲35.0

▲33.9

▲48.5

４月 ５月

▲25.3

▲15.5

▲24.1

▲27.0

▲23.5

▲33.5

▲25.0

▲18.9

▲15.0

▲23.9

▲31.6

▲33.5

▲33.6

▲28.9

▲20.9

▲30.8

▲40.5

▲44.6

2020年 2021年2019年

　米国・中国などの海外経済の回復に伴い、 需要増が続く
半導体・電子部品関連や自動車関連の製造業・卸売業が堅
調に推移した 。一方、小売業では、緊急事態宣言に伴う活
動制約・客足減少とともに、前年同月の買いだめ需要の喪
失の影響を受けているとの声もあり、業況が悪化した。また、
宣言が発令されている地域以外においても活動縮小が発生
し、外食・観光関連では業績改善への対応に苦慮している
状況がうかがえる。このほか、原材料費上昇によるコスト
増加が業種を問わず、広く業況の押し下げ要因となってお
り、中小企業の景況感は厳しい状況が続く。
※業況DI改善も、比較対象の前年同月（2020年5月）が感染拡大に

より全国で緊急事態宣言が発令されていた時期（中旬以降、順
次解除）であることに留意が必要。

　ワクチン接種拡大による感染抑制効果や、海外経済回復
に伴う電子部品関連の輸出増に期待する声が聞かれる。一

方、変異株による感染拡大が収まらず、緊急事態宣言が延
長されるなど先行き不透明感が増す中、活動制約の長期化
への懸念に加え、製品・サービスの受注・売上減少による
業績悪化、原材料費や燃料費の上昇による採算悪化を懸念
する声は多く、先行きに対して厳しい見方が続く。

 全産業合計の業況DIは、▲25.0（前月比＋0.3ポイント）

 先行き見通しDIは、▲33.6（今月比▲8.6ポイント）

業務日誌（5月度）
6日 青年部令和２年度第９回役員会（オンライン）

7日 青年部令和３年度第２回役員会（オンライン）

10日 第６回観光委員会

11日 （一社）岡山県商工会議所連合会５月専務理事会議（運営委員会）（ハイブリッド）

事業再構築補助金申請に向けた事業計画策定オンライン講習会

12日 チームK６企画会議

日本商工会議所青年部第93回（臨時）会員総会（オンライン）

13日 新倉敷商工会館カフェ・レストラン第２回運営委員会（ハイブリッド）

新倉敷商工会議所エレベーターデモンストレーション

17日 日本商工会議所青年部×企業との事業提携 Vol.1 青木仁志氏 講演会（オンライン）

19日 新倉敷商工会館建設第６回総合定例打合せ会（ハイブリッド）

20日 全国商工会議所専務理事・事務局長オンライン会議

青年部第１回通常総会・第２回例会（オンライン）

21日 日本商工会議所青年部第38回中国ブロック大会倉吉大会（オンライン）

24日 青年部第３回常任理事会（オンライン）

第16回小規模事業者経営改善資金貸付審査会

26日 会報編集会議

27日 新倉敷商工会館建設第10回技術定例打合せ会

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

https://www.dnt-e.com/
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　「幻視の画家が描いた謎の絵画」…なんて言うと、まるで小説のタイト
ルのようですが、本作は実際に、画家自身が見た幻を描いたと語っている
作品です。
　1918年の春頃、関根は蓄膿症の手術を受けますが、経過が芳しくなく、
さらに病院で出会った女性に激しい恋心を抱いた末、画家仲間に奪われて
しまうという経験をします。それがきっかけか、その後しばらく神経衰弱
となり、一時は日比谷公園で暴れて、一晩拘留されてしまうほどでした。
　《信仰の悲しみ》はこの頃に制作され、関根は同年の9月に本作を含む3
点を出品した展覧会で、新人賞を受賞することとなったのです。
　画家本人によれば、朝や夕方の何かに祈りたくなるようなときに、目の
前に度々現れる光景であり、またある友人に語ったところでは、日比谷公
園の公衆便所から出てくる、光に包まれた行列を描いたとのこと。
　関根自身にだけ見えた幻。それを描き出した本作は、当時19歳であった
一人の青年の複雑な心情を見事に表しています。

関根正二（1899-1919）《信仰の悲しみ》1918年　油彩、画布

　緊急事態宣言が発令されていますが、BCP対策の一環として当所は、交代勤務を行っ
ています。そのため平日は、かなり多忙な毎日を送っているところです。そこで、スト
レス解消と健康維持のため、先日から週末ウォーキングを始めました。
　ウォーキングとはいえ、最初は体が思うように動かず、かなりしんどい思いをしまし
た。しかし、何回か継続しているうち、少しずつ体が軽くなってきました。“継続は力なり”
まさにその通りです。いつまで続くかわかりませんが、がんばります！　（藤井）

公益財団法人

大原美術館
学芸員

塚本　貴之

　美術館では、作品保存を担当していま
す。専門は保存修復。「物言わぬ患者」
である作品たちの健康チェックや、病気
（損傷）の予防をし、作品ができるだけ
永く残るための手伝いをしています。

知られざるOHARA Vol.9

編 集 後 記

Editor,s Note

Mem�i�ofK��hiki
6

　この写真のキャプションには「明治の中頃 船倉から倉敷川上流をのぞむ」と書かれていました。
　しかし、右端の人物の後ろに写っている橋の欄干に「なかはし」と彫刻され、その向こうに
倉敷館があり、キャプションが違っていることが分かります。手前の石橋は、倉敷考古館前か
ら旅館くらしきに向かって架かる「小橋」です。
　写真奥の小さく写っている橋は、架け替えられる前の「前神橋」です。倉敷館や前神橋の建
設時期からみて、撮影時期は大正６年から昭和６年までの間と考えられます。

休　館　日：月曜日（祝日の場合は開館）
開館時間：9：00～17：00（最終入館16：30）
倉敷市中央1-1-15　電話 086-422-0005
https://www.ohara.or.jp/

　感染対策の為、入館人数を制限し、
マスクの着用、消毒、連絡先の記入をお
願いしております。
　また開館時間が変更になる可能性がござ
います。ホームページ等でご確認ください。



（042）765 8724



三菱自動車工業株式会社水島製作所
〒712-8501　岡山県倉敷市水島海岸通一丁目１番地
TEL.086-444-4114　FAX.086-444-4469


