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Vo l .20
鉄骨造でもコンクリートの外壁

～ユニークな躯体に絶妙のバランス～
　令和４年１月の本体完成を目指し工事が進められている新
倉敷商工会館は、鉄骨造でありながら、鉄筋コンクリートの
外壁が採用されています。非常に珍しい手法で、現場を取り
仕切る㈱藤木工務店の三宅正浩工事統轄所長も「経験したこ
とがないユニークな躯体」。経済性とデザイン性、機能性、安
全性を兼ね備え、㈱浦辺設計（大阪市中央区）による設計の
妙が光っています。
　柱と梁で構成されるラーメン構造で、柱と梁を鉄骨で造っ
たのが鉄骨（Ｓ）造、鉄筋コンクリートで造ったのが鉄筋コ
ンクリート（RC）造、鉄骨と鉄筋コンクリートで造ったのが
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造。事務所ビルは、多くが鉄
骨造で建設されます。
　鉄骨造の外壁は、カーテンウォールやALC板（軽量気泡コ
ンクリート板）、セメントを板状にしたアスロックなどを張り付
けるのが一般的です。
　一方、新商工会館の外壁は、鉄筋コンクリートで造られて
おり、職人たちのより多くの手間ひまがかけられています。
　ゴールデンウイー
ク明けの５月６日（木）
から始まった壁と床
の上部躯体工事。
　組み上がった鉄骨
に床鉄板を溶接し、
その上にメッシュ状
の鉄筋（２ⅿ×４ⅿ）
を置きます。そこにコンクリートを流し込み、鉄骨から出てい
るスタッドボルト、床鉄板と一体化して床が完成します。「Ｑ
Ｌデッキ」と呼ばれるもので、床鉄板は構造の一部としての
機能も果たします。
　フロアの周辺部は、直径10㎜と13㎜の鉄筋を使った在来工
法で、Ｌ字型の鉄筋を使って外壁も同時に造ります。外壁の

内側に「受け型枠」を設置、配筋してから外側に「返し型枠」
を造り、その間にコンクリートを流し込んで、床と壁を一体化
させます。床から下がっているのが「垂れ壁」、立ち上がって
いるのが「腰壁」。垂れ壁と腰壁で、壁の幅は2,180㎜になります。
　新商工会館は、外壁の内側と梁の鉄骨の間が200㎜空いて
いるのが大きな特徴。本シリーズvol.14（令和３年1月号）で
掲載の通り、これによって建物の柔構造を満足させながら、
ファサードの質感維持を可能にしました。
　床と壁の工事は1フロア2週間のペースで進んでおり、8月下
旬には最上階まで完成する予定です。

デザイン、機能、安全性にメリット
　鉄骨造でありながら、鉄筋コンクリートの外壁を採用する
ことによって、さまざまなメリットが生まれています。
　鉄骨造は、自重に対する強度が強いため、柱と柱の間を広
く取れます。利用の自由度が高い建築を実現することができ、
経済性にも優れています。
　鉄筋コンクリートの外壁にすることで、設計の自由度は高
まります。
　デザイン面では、質感を高めることができます。
　倉敷らしさを感じさせる白壁、吉備の穴海に浮かぶ動力船
の白い帆をイメージし、白くて平滑な仕上げとする予定です。
外壁と一体に小庇を造ることもできるので、汚れにくい外壁
を目指しています。
　機能性、安全性では、厚さ180㎜の外壁とすることで、遮
音性が向上するとともに、火災延焼のリスクも低減。耐用年
数が比較的短いシール目地が大幅に減り、将来的なメンテン
ナンス負担の軽減が期待できます。
　外壁の内側には、現場発泡ウレタンを吹き付けて断熱性も
高め、ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギービルディング）への
対応も図られています。

外壁の「返し型枠」を設置する職人（R3.6.11）

▪倉敷商工会議所夏季休業日
　８月13日㈮〜８月15日㈰
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第184回　通常議員総会
令和２年度事業報告・収支決算を書面決議で承認

─ 令和２年度事業報告 ─

新型コロナウイルス感染症拡大防止措置のため、６月11日の第588回常議員会、６月24日の第184回常議員会は、いずれも書面
決議を行い、令和２年度事業報告並びに収支決算が承認されました。

⑶ 新型コロナウイルス感染症対策
　 当 所 ホ ー
ム ペ ー ジ に

「TAK E OUT 
DELIVERY 飲
食店応援サイト」
掲載（４月15日）、
コロナマル経利
子補給の要望書
を倉敷市へ提出

（４月16日）、岡
山労働局と連携
し、「雇用調整助成金特別相談窓口」設置（４月21日～
７月21日）、倉敷市事業継続支援金申請取次（５月11日～
９月30日）、倉敷市へフェースシールド（3,000枚）寄贈、
メール登録会員にMASC寄贈のフェースシールド（200個）
無償提供（５月20日）、副会頭事業所共同開発のフェース
シールドを医療・福祉部会員へ贈呈（６月２日）、「新しい
生活様式」普及啓発事業開始（３月末までに景況調査４
回、管内994事業所取組宣言登録、９月1日～）、観光委
員会「観光おもてなしプレート」を232事業所に無償提供

（９月24日～10月16日）、メール登録会員にマスク販売（２
回、27，000枚販売）、メール登録会員に緊急アンケート（５
回）、職員の交代勤務実施（３回）、５商工団体コロナ対
策協議会（７回）、会員メール登録プロジェクト（６月１日
～令和３年３月31日）2,638会員

⑷ 調査活動
ＬＯＢＯ調査（毎月）、岡山県下の景気観測調査（四半期）、
新型コロナウイルス対策緊急アンケート・コロナ禍でも健
闘する会員企業調査

⑸ 広　報
ａ．定期刊行
　　倉敷商工会議所会報（月１回）
　　倉敷商工会議所女性会会報「エルモス」（年１回）
ｂ．定期放送
　　エフエムくらしき（週１回）

⑹ くらしきTMO
くらしきシティ車椅子運行維持管理、倉敷まちづくりセン
ター跡地広場管理

⑺ 倉敷珠算振興会
総会（１回）、理事会（₁回）、部会等（４回）、諸会議等（３
回）、その他の事業（３回）

⑻ くらしき創業サポートセンター
創業相談（321件）、創業（94件）

⑼ 広域・総合観光集客サービス支援事業
「龍の仕事展」９日間
⑽ 倉敷未来プロジェクト

会議等（３回）、高校生・大学生向け事業、小学生向け 
事業

組　織
会　員
　ａ．会　員　数
　　　個　　人 788
　　　法　　人 2,658
　　　団　　体 41 計3,487
　ｂ．業種別会員数
　　　商　　業 1,091 理　　財 317
　　　工　　業 527 運輸交通 217
　　　建　　設 940 観　　光 228
　　　藺製品・雑貨 39 医療・福祉 128
　ｃ．特定商工業者数
　　　法　　人　2,904

事　業
⑴ 意見活動

①「コロナマル経利子補給要望」について
（倉敷商工会議所など５商工団体）

②「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」について 

（運輸交通委員会・観光委員会）
③「令和３年度税制改正に関する要望」について

（日商）
⑵ 新倉敷商工会館建設事業

　施工プロポー
ザル公 告（４月
15日）、施工プロ
ポーザル参加資
格審査申請締切

〈2JV応募〉（５月
15日）、実施設計
完了（５月31日）、
新倉敷商工会館
入居説明会（６
月30日）、施工プ
ロポーザル現場説明会（７月３日）、１JV辞退（７月８日）、
レジリエンス強化型ZEB実証事業に採択（７月28日）、藤
木・ハラダ・中央特定工事共同企業体と建設請負契約を
締結（９月23日）、新倉敷商工会館建設プレス発表（９月
24日）、新倉敷商工会館準備工事に着手、建設協力金の
募集開始（10月１日）、新倉敷商工会館地鎮祭（11月６日）、
新倉敷商工会館建設固辞暴力団等排除協議会（11月12
日）、新倉敷商工会館入居に向けたテナント会議（11月27
日）、新倉敷商工会館カフェ・レストラン出店者公募開始（１
月21日）新倉敷商工会館基礎工事完了（２月13日）、申
込ベースで建設協力金総額１億円突破（２月19日）、新倉
敷商工会館カフェ・レストラン出店者公募締切（２月19日）、
第585回常議員会で新倉敷商工会館カフェ・レストラン出
店者にトクラ運輸㈱を決定（３月24日）、総合定例（５回）、
技術定例（８回）、カフェ・レストラン打ち合わせ（３回）

地鎮祭で鍬を振り下ろす井上会頭
（令和２年11月6日、倉敷商工会議所）

フェイスシールド生産への課題を話し合う
副会頭ら（令和２年４月２４日、第５会議室）
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⑾ 藤の花プロジェクト
「阿知の藤」再生支援活動
⑿ 商店街活性化懇談会

学用品・部活用品　おゆずり会事業、チームＫ６企画
会議（５回）

⒀ 航空宇宙産業推進協議会
航空宇宙産業の研究と会員及び関係団体への情報提供、
航空宇宙産業の振興と創業を支援、その他本会の目的
達成に必要な事業

⒁ 岡山・倉敷エアロスペース懇談会
航空宇宙産業の研究と会員及び関係団体との情報共有、
航空宇宙産業の振興を支援、その他本会の目的達成に
必要な事業

⒂ 証明関係
原産地証明（274件）、サイン証明（16件）、 会員証明（２件）、
特定退職金共済制度関係証明（174件）

⒃ 各種行事
講演会（１回）、講習会（７回）、説明会（11回）、成人
病集団検診、共済制度加入者謝恩プレミアムランチ

⒄ 技術技能の普及検定　　　　　　　　�  　（受験者数）
珠算能力検定試験 ２回（350名）
暗算検定試験 ２回（107名）
簿記検定試験 ２回（402名）
簿記初級試験 随時（  3名）
原価計算初級試験 随時（  3名）
日商PC検定試験 随時（132名）
プログラミング検定試験 随時（  4名）
リテールマーケティング検定試験 ２回（ 57名）
珠算・暗算段位認定試験 ３回（104名）
福祉住環境コーディネーター検定試験 １回（ 50名）
カラーコーディネーター検定試験 １回（ 10名）
ビジネス実務法務検定試験 １回（ 39名）
eco検定試験 １回（ 25名）
珠算競技会 ３回（478名）

⒅ 取引紹介
国内取引　　12件

⒆ 相談・指導
商工相談（経営革新、経営一般、情報化、金融、税務、
労働、取引、環境対策、その他） 14,409件
産業公害相談（個別相談件数） 8件
　（汚染負荷量賦課金申告指導ならびに徴収事務取扱） 58件
　（日本容器包装リサイクル協会委託申込事務取扱） 8件
経営改善普及巡回、窓口相談 12,041件

講習会等の開催による指導 529件
金融のあっせん（延べ件数） 37件
　　　　　　 　（総　　額）  197,700千円
会員特別融資制度 0件
経営安定特別相談（件　数） 20件
制度改正に伴う専門家派遣等事業（総指導件数） 3,887件
　　　　　　　　　　　　　　　（講習会） 1回
伴走型小規模事業者支援推進事業

事業計画策定等支援（４回）、新たな需要の開拓に
寄与する事業（４回）経営指導員等の勉強会（４回）、 
委員会（１回）

労働保険事務 261社　　1,231名
共済事業
会員事業所生命共済制度加入状況
　事業所数 440　加入者数 1,492　加入口数 646,200
特定退職金共済制度加入状況
　事業所数 484　加入者数 3,213　加入口数 21,857
会員事業所終身付大型・医療共済制度加入状況
　　　事業所数　 加入者数　　
　大型　  7　　　　  7　　　
　終身　 49　　　　 52　　　　
　総合　280　　　  535　　　 
　定期　 65　　　　 98　
会員事業所個人年金共済制度加入状況
　事業所数　42　　加入者数　44
中小企業倒産防止共済制度加入状況
　事業所数　169件
小規模企業共済制度加入状況
　加入者数　723人
中小企業ＰＬ保険　　加入  47件
休業補償プラン　　　加入 118件
個人情報漏えい賠償責任保険　加入  10件
業務災害補償プラン　　　　　加入 460件
海外ＰＬ保険　　　　加入   2件
ビジネス総合保険　　加入 276件

⒇ 視察団・調査団等の派遣
　 国内　　0回　　　国外　　0回
(21) 観光事業

第14回倉敷春宵あかり、第18回倉敷雛めぐり
(22) 社会福祉事業

倉敷市よい子いっぱい基金等の事業に協力
(23) 後援等事業

イベント・セミナー　　　8回

令和２年度 収 支 決 算 総 括 表（令和２年４月１日～令和３年３月31日）�

（単位　円）

会　　計　　別 収　入　決　算　額 収支決算額 差引残高 備考前期繰越額 当期収入額 計 当期支出額
一 般 会 計 85,090,747 123,031,061 208,121,808 80,104,977 128,016,831 次年度へ繰越
法 定 台 帳 関 係 費 特 別 会 計 0 6,755,392 6,755,392 6,755,392 0
中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計 0 85,712,526 85,712,526 85,712,526 0
倉 敷 商 工 会 館 特 別 会 計 0 81,298,586 81,298,586 81,298,586 0
会 員 共 済 事 業 特 別 会 計 0 18,606,547 18,606,547 18,606,547 0
特 定 退 職 金 共 済 事 業 特 別 会 計 0 504,420,659 504,420,659 504,420,659 0

小　　　　計 85,090,747 819,824,771 904,915,518 776,898,687 128,016,831
倉敷商工会館修繕引当金特別会計 124,351,140 5,786,450 130,137,590 0 130,137,590 次年度へ繰越
会 員 共 済 事 業 運 営 基 金 特 別 会 計 10,524,191 4 10,524,195 0 10,524,195 次年度へ繰越
退 職 給 与 積 立 金 特 別 会 計 74,940,509 9,942,350 84,882,859 0 84,882,859 次年度へ繰越
財 政 調 整 基 金 特 別 会 計 466,394,255 169,702 466,563,957 80,000,000 386,563,957 次年度へ繰越

小　　　　計 676,210,095 15,898,506 692,108,601 80,000,000 612,108,601
労 働 保 険 事 務 組 合 特 別 会 計 0 8,921,418 8,921,418 8,921,418 0
新 会 館 建 設 特 別 会 計 △  619,545 188,491,214 187,871,669 60,574,416 127,297,253 次年度へ繰越

小　　　　計 △  619,545 197,412,632 196,793,087 69,495,834 127,297,253
合　　　　計 760,681,297 1,033,135,909 1,793,817,206 926,394,521 867,422,685



「新しい生活様式」取組宣言　補助金開始で発行数急増⑦
　倉敷商工会議所は、新型コロナウイルス感染症対策を実施している事業所へ「取組宣言シート」を発行
しています。４月１日から始まった取組宣言補助金を契機に申請件数が急増、６月15日現在で1,325事業
所に登録いただいています。
　この事業は、倉敷市内5商工団体で連携し、市内全域で感染予防対策を普及させる目的があります。
　宣言事業所は次の通り。

飲　食　店
　居酒屋きまぐれ（鳥羽）、龍の蔵

（鶴形）、KASUYA倉敷店（宮前）、
割烹末広（連島中央）、たこ焼きく
ろちゃん（連島）、鎌倉パスタ倉敷
店（沖新町）、同イオンモール倉敷
店（ 水 江 ）、FARM TO TABLE 
COLLEアリオ倉敷店（寿町）、Bull 
Pullアリオ倉敷店（寿町）、さぬき
三郎アリオ倉敷店（寿町）、Hiyori 
Coffeeアリオ倉敷店（寿町）、粉介
アリオ倉敷店（寿町）、肉壱番アリ
オ倉敷店（寿町）、鶏いちアリオ倉
敷店（寿町）、うどんとお酒ふじ心

（ 鶴 形 ）、KOREAN DINING 
CHANG（鶴形）、ペーシェルーナ

（阿知）、八剣伝水島神田店（神田）、
倉敷ふく杉（阿知）、おばんざい杉
壱（阿知）、山内農場倉敷駅前店（阿
知）、からあげぜんちゃん倉敷店

（美和）、ラーメン味良（神田）、井
路里（阿知）、スナックルージュ（阿
知）、第二又一そば（鶴形）、広島
のお好み焼きおおばん（藤戸町天
城）、炭火焼肉関羽（藤戸町藤戸）、
AromaカフェFelicita（藤戸町天
城）、カラオケチャンス（笹沖）、
Curry NaNa倉敷店（幸町）、Tea 
Salon MELENGE（帯高）、パラ
ディーソ（阿知）、とうふ料理鎌田
屋（本町）、Inspire（阿知）、フリー
ジア（阿知）、ムーンシャイナー（阿
知）、焼き鳥くらしき高田屋（本町）、
醺楽部 吉祥（阿知）、喫茶一番館（笹
沖）、大口屋（中島）、roots（川西
町）、おごるな（有城）、㈲伊露里（南
町）、居酒屋ぎっちょん（中島）、麺
や食堂十馬力（笹沖）、韓丼倉敷中
庄店（中庄）、ミントタイム倉敷店

（水江）、サンマルクカフェ（水江）、
くるみ～来未～（阿知）、旬遊和食

オバース倉敷（四十瀬）、KUMON
浜の茶屋教室（宮前）、㈱東洋工務
店（神田）、デイサービスにこにこ
亀島（亀島）、㈲小野重機建設（亀
島）、ボディーショップタムラ（連
島）、誠泉塾連島校（連島中央）、
同倉敷駅前校（阿知）、同倉敷駅前
2号館（阿知）、同笹沖校（笹沖）、
協成工業㈱（連島）、（特非）菜の
花（福田町古新田）、イチフジ建設

（中畝）、㈱イチフジ（幸町）、ヘアー
ランドマツモト（北畝）、㈱全観ト
ラベルネットワーク（北畝）、㈲連
島車輌（神田）、㈱創宅（大島）、ア
ラワラ・サウス店（南町）、同ベリー
店（西阿知町）、同ブルー店（南町）、
エーネイル・エーラッシュ吉岡店

（吉岡）、QUEUEMOU（鶴形）、（福）
倉敷市社会福祉事業団（船倉町）、
理容ヒライ（大内）、ピタットハウ
ス倉敷中央店（田ノ上）、連島あさ
の歯科（神田）、㈱三洋サービス（水
江）、プライベートネイルサロン
APPLE（新田）、AMAKIラボ（藤
戸町天城）、㈱ハートスイッチ（新
田）、オールスター25（阿知）、
㈱おかやまキャリアデザイン（阿
知）、㈱広島銀行倉敷支店（阿知）、
同 水 島 店（ 水 島 西 常 盤 町 ）、 ㈱
Workaid（老松町）、藤森運送㈱
倉敷配送センター（中島）、Total 
beauty SalonLi’a（四十瀬）、㈱
西神建設工業（水島南春日町）、プ
ロポーションづくりのダイアナ美
来（老松町）、デイサービス住人十
彩（亀島）、㈱アットホーム（中央）、
吉田工業（西岡）、㈲藤原板金工作
所（藤戸町藤戸）、㈲ルーツ（藤戸
町天城）、特別養護老人ホームま
すみ荘（中島）、ヘアーサロン・タ
ナカ（羽島）、エイプルネットワー

おか野（中庄）、あまみね（中央）、
タリーズコーヒー倉敷美観地区店

（中央）、韓国料理テバサコン（水島
西常盤町）、雅（阿知）、KURASHIKI
ふあふあ給食室（阿知）

小　売　店
　ローソン倉敷北畝二丁目店（北
畝）、同倉敷北畝六丁目店（北畝）、
セブンイレブン倉敷中畝10丁目店

（中畝）、㈲ミヨシ洋品店（阿知）、
茶屋大橋（中央）、ファッションハ
ウスエマ（阿知）、パッケージプラ
ザ倉敷店（白楽町）、革工房バロー
ル（阿知）、円岩盤石開発センター
㈱（吉岡）、モードふじや（水島東栄
町）、POLAエステインBeris（大
島）、VOLUME（阿知）、㈱中島オー
トセンター（連島）、COLORs（沖）、
中野電器㈱（鶴形）、アロマサーン

（ 阿 知 ）、WHITE COLOR 
INCEPT（鶴形）、田村電機商会（羽
島）、㈲アルトウエーブスズキ販
売（帯高）、ワインと地酒武田倉敷
田ノ上店（田ノ上）、㈱山辺組（白楽
町）、ブティックオノ（西中新田）、
Fripons（鶴形）、㈱ベル（西阿知
町）、栄泉堂（日吉町）、パティスリー
ココロ（連島中央）、㈱モダン・プ
ロ倉敷店（笹沖）、㈱補聴器ショッ
プ倉敷（羽島）、㈲マツモトメディ
カル（中庄）、㈱甲修園（笹沖）、倉
敷ボートセンター㈲（南畝）、浜野
清正堂（水島東常盤町）、生活彩家
倉敷スイートタウン店（中庄）、ガ
レージエンドレス（福田町福田）

宿　泊　施　設
　NAGI  Kurash ik i  Ho te l
&Lounge（阿知）

共　　通
　ビューティパーラー ル・シエル

（大島）、梅崎防水（宮前）、スタジ
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クイオンモール倉敷店（水江）、㈱
禅コーポレーション（川入）、たけ
の歯科クリニック（帯高）、㈱ジャ
ングルジム（鶴形）、㈲中島プロダ
クション（亀山）、公文式帯高教室

（帯高）、郵船ロジスティクス中国
㈱（昭和）、吉田化成㈱（昭和）、㈲
エムズキャリー（帯高）、海水温
熱セラピー＆リンパドレナージュ
シャンべリール（幸町）、㈱クラカ
ン（二日市）、㈲テックイシハラ（帯
高）、ボルボ・トラック中国（加須
山）、㈱アルトリスト（西中新田）、
司法書士行政書士ももたろう総合
事務所（西中新田）、㈱e-住まいる

（西中新田）、㈱岡住（笹沖）、㈲弘
成（八王寺町）、中原労務管理事務
所（白楽町）、マスカットコンサル
ティング㈱（白楽町）、㈱岡住情報
センター（酒津）、㈱CreVa（水江）、
㈱岡住実践スクール（笹沖）、住ま
いテラス（西中新田）、㈱プライム

（西中新田）、㈱中原自動車（中島）、
㈱MLY（西阿知町西原）、レンタ
ルサロンビアス（川西町）、㈱江口
電機（中島）、㈱TASUKE（白楽
町）、NPO法人晴れ（西中新田）、
㈲開成不動産（堀南）、㈱木の城い
ちばん（堀南）、A.I㈲（中島）、トー
タルサロンfrom30（中島）、㈱倉
敷日の出（中島）、㈲サンテル（白
楽 町 ）、Theia hair design（ 中
島）、岡南土地倉敷㈲（老松町）、
㈱ビザビ倉敷支社（白楽町）、フー
レセラピーサロンquale（幸町）、
あすか美容室（連島町連島）、おひ
さまキッズ（神田）、㈲ヒロセ（笹
沖）、実の和うどん（西中新田）、
㈱岡山医学検査センター（笹沖）、
ステップヘアー（西中新田）、㈲

オンモール倉敷（水江）、世界中の
wakuwaku集 め ま し た（ 水 江 ）、
金犬くん（水江）、グローバルワー
ク（水江）、TOYS SPOT PALO

（水江）、宝くじチャンスセンター
（水江）、おむらいす亭（水江）、こ
てら眼科（水江）、HugHug（水江）、
サックスバー（水江）、ブランシェ
スイオンモール倉敷（水江）、JTB

（水江）、AZUL BY MOUSSYイ
オンモール倉敷（水江）、アマトー
ネアクセソリーオ（水江）、イオン
スポーツクラブ3Fit倉敷（水江）、
earth music&ecology（水江）、
キムラヤのパン（水江）、HAPiNS

（水江）、じぶんまくらイオンモー
ル倉敷（水江）、㈱GOESWELL（水
江）、築地銀だこ（水江）、ロデオ
クラウンズワイドボウル（水江）、
グラニフ（水江）、むさしの森珈琲

（水江）、KANDA（水江）、グラ
ンドパーク（水江）、eur3（水江）、
くらしき中央税理士法人（沖新
町）、㈱創テックサービス（連島町
連島）、㈱和田組（水島東千鳥町）、
共栄㈱水島事業所（松江）、尾崎税
理士事務所（北畝）、松正工機㈱本
社（南畝）、（医）和香会倉敷スイー
ト ホ ス ピ タ ル（ 中 庄 ）、24H 
FITNESSGYM W-FIT24中 庄 店

（中庄）、専門学校倉敷ファッショ
ン カ レ ッ ジ（ 阿 知 ）、 ㈱ ス ズ キ
オートアロー（中庄）　

令和2年9月30日時点：　259事業所
　　　10月20日時点：　543事業所
　　　11月30日時点：　683事業所
令和3年2月10日時点：　825事業所

　　　3月31日時点：　994事業所
　　　4月20日時点：1055事業所
　　　6月15日時点：1325事業所

すみれフローラルアート（阿知）、
㈱えとあコーポレーション（西中
新田）、みまつ美容室（中央）、㈲
カザハヤ総合開発（笹沖）、㈱ひの
き住宅（笹沖）、㈲弥生商会（水島
東栄町）、サン・エルメック㈱（笹
沖）、㈱秀プロダクト（笹沖）、渡
辺ピアノ教室（西中新田）、㈱心囃
子（新田）、若石健康法 足もみは
うすrakua（五日市）、Hair Boy’
s（中庄）、アマキカメラ（中央）、
ことばの研究所（徳芳）、㈱若林平
三郎商店（新田）、㈱REIWA（老
松町）、ほけん相談ライフナビ本
店（北浜町）、㈲アクシス（老松町）、
和接骨院（石見町）、相生写真場（阿
知）、税理士法人シナジー（黒崎）、
RASSCA（協）（北畝）、セント
ラル会計㈲（沖新町）、㈱広島銀行
水島支店（水島西栄町）、てんりょ
う食品㈱（加須山）、LUSH（水江）、
チャオパニックティピー（水江）、
メガネの田中（水江）、marmelo 
arles（水江）、無印良品イオンモー
ル倉敷（水江）、ジュリア・オージュ

（水江）、銀のあんイオンモール倉
敷（ 水 江 ）、petit main（ 水 江 ）、
島 村 楽 器 倉 敷 店（ 水 江 ）、
JEANASISイオンモール倉敷（水
江）、RETRO GIRL（水江）、ミ
ルキッシモ（水江）、カラースタジ
オ（水江）、LUCAイオンモール倉
敷（水江）、polcadot（水江）、㈱
ムラサキスポーツ（水江）、サック
スパーアナザーラウンジ（水江）、
MOVIX倉敷（水江）、きものやま
と（水江）、スタディオクリップイ
オンモール倉敷（水江）、サンリオ
ギフトゲート（水江）、Alphabet’
s alphabet（水江）、ダイソーイ
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尾道店
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「地元にあったらいいな」のサービス提供
「未来につなげる今をつくろう」

を掲げ、地元の皆様に「新しい価
値」を提供し、豊かで快適なライ
フスタイルを叶えることを目指して
います。令和３年３月に倉敷美観
地区にTULLY’S COFFEEをオー
プンし、他にもエニタイムフィット

ネス、フトン巻きのジローの運営を
行っています。

日々生まれる新しい情報は、都
心を中心に広がり、地域に届くま
で時差があります。我々は、それら
新しい情報を迅速にキャッチし、
サービスに取り入れ、地元の皆様

に“新しい価値”を提供します。
会社・社員・地域の未来につなげ

る事業を創造し、「地元にあったらい
いな」の快適感を得られるサービス
を提供していく。弊社を中心に、様々
な事業・人材が枝を伸ばし葉を茂ら
せていくような環境を実現します。

●

●

●

●

セブンイレブン
倉敷浜町2丁目店

倉敷翠松
高等学校

429

浜の茶屋北
交差点 浜の茶屋

交差点

倉敷市立東中学校

クロスウイング
倉敷本店倉敷浜町

郵便局

●

●

74

2

株式会社
プラントツリーズ

倉敷市立
帯江小学校

あさごえ
動物病院

おびえ皮膚科●

●

加須山
交差点

どんどん亭
加須山店
●

〒710-0026　倉敷市加須山334-4
ＴＥＬ　086-428-8822
営業時間／9:00～18:00
定 休 日／水曜・日曜
https://p-trees.co.jp/

代　表　山口　啓介

代　表　辻村　義彦

クロスウイング倉敷本店

株式会社プラントツリーズ

はじめまして vol.
❶❽❻

飛行機模型の豊富な在庫、絶版品も多数
　飛行機模型専門店として平成８
年に倉敷店をオープンし、東京店と
大阪店併せて国内３店舗を営業し
ております。国内外のエアラインを
中心として、各メーカー、豊富な在
庫及び絶版品を多数取り揃えてお
ります。

　模型メーカーのGEMINIJETS、
エバーライズ社、PACMIN社のモ
デルは、輸入代理店として商品の
企画・販売をしています。過去に
は、「ソラシドエアくまモン号」や
「楽天イーグルスジェットモデルプ
レーン」などを弊社オリジナル商品

として限定生産しました。
　入手困難なコレクターズアイテム
や、過去に乗ったことのある思い出
深い機体の模型など、お客様がお
探しの模型を見つけることが出来
ると思います。お近くにお越しの際
は、ぜひお立ち寄りください。

〒710-0061　倉敷市浜ノ茶屋1-4-23
ＴＥＬ　086-425-4511
営業時間／平日 9:00～17:00
　　　　　土・日・祝 10:00～18:00
定 休 日／年中無休（年末年始と臨時休業は除く）
http://www.crosswing.co.jp



　オープン３年目の当店は、子供からお年寄りまで
幅広く食べていただくために、体に優しく、無添加
でヘルシーな焼きたてパンを販売しています。常時
およそ60種類をご用意しています。その中でも一番
人気はイッカク食パンで、予約の時点で完売するこ
ともあります。
　シーズンごとに期間限定のパンをご準備していま
すが、７月は、風味さわやかな瀬戸内レモンシリー

ズのチキン南蛮やベーグル、メロンパンなどで、大
変好評を得ています。また、岡山名産の桃をふんだ
んに使ったふうせんフルーツサンドも期間限定パン
の一押しとなっています。
　今後は、当店のパンに合わせて食べていただける
お総菜を商品化してみたいと思っています。お近く
にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
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Vol.203ナイススマイル

Nice Smile

　プロポーションづくりをお手伝いして、10月で22
年目を迎えます。自身の体験から創業を決意、女性
の抱える身体的なお悩みに親身に寄り添い、二人三
脚で目標に向けてサポートしております。
　当サロンでは、お一人おひとりに合ったカウンセ
リングを行い、無理のないご提案を心掛けておりま
す。お客様の「理想像」をゴールに、食事指導から
効果的なマッサージなどに加え、プロポーション維

持のためのアドバイスも入念に行っております。
　また、努力の成果がある方すべての方に、プロポー
ションアワードへのエントリーをしており、当サロ
ンからも入賞者を輩出しております。
　健康で美しい女性が “みらい” につながっていくよ
う全力でサポートします。ぜひお気軽に初回体験し
てみませんか？ご予約お待ちしております。

プロポーションづくりの
ダイアナ 美来（みらい）
〒710-0826
倉敷市老松町2丁目11－30－402

TEL 086-430-6051
営業時間　10:00～18:00完全予約制

（木曜のみ…10:00 ～ 20:00）
定　休　日　金曜日
自社HP

イッカクベーカリー
〒710-0826
倉敷市老松町4丁目1-14

TEL 086-527-7313

営業時間　10:00～18:00

定　休　日　日曜日

メ　ー　ル

https://diana-mirai.
co.jp

hiriyunasie@gmail.
com
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倉敷商工会議所くらしきＴＭＯ　〒710-8585 倉敷市白楽町２４９－５
電話　０８６－４２４－２１１１　ＦＡＸ　０８６－４２６－６９１１お問い合わせ先

Kurashiki 8 

←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

 

倉敷限定グッズ販売中 
岡本直樹 鳥瞰絵図 1963版 

￥￥11,,550000--((税税込込))  

 
くらしきピーポー探偵が行く！ 

りんてつ沿線手帖 

￥￥11,,110000--((税税込込))  

 

素隠居ペーパークラフト 

¥¥11,,000000--((税税込込))  

 

倉敷限定WAON 

¥¥330000--((税税込込))  

 

手作り型染め作品 

¥¥110000--((税税込込))～～  

倉敷物語館ではここにしかない倉敷オリジナルのグッズを取り扱っています。 

販売時間 AM9：00～PM5：45 

販売場所 倉敷物語館 母屋展示室内 受付 
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¥¥110000--((税税込込))～～  
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販売場所 倉敷物語館 母屋展示室内 受付 

 

 

倉敷限定グッズ販売中 
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￥￥11,,550000--((税税込込))  

 
くらしきピーポー探偵が行く！ 

りんてつ沿線手帖 
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¥¥11,,000000--((税税込込))  

 

倉敷限定WAON 

¥¥330000--((税税込込))  

 

手作り型染め作品 

¥¥110000--((税税込込))～～  

倉敷物語館ではここにしかない倉敷オリジナルのグッズを取り扱っています。 

販売時間 AM9：00～PM5：45 

販売場所 倉敷物語館 母屋展示室内 受付 

 

高梁川流域「倉敷三斎市」実行委員会（６月29日）
昨年コロナ禍で中止となっていたくらしきＴＭＯの
イベント事業は、今年度の再開に向けた事業計画がま
とまりました。ただ、コロナ禍の動向によっては再開
を断念する可能性もあり、事態は流動的です。
「高梁川流域『倉敷三斎市』」は、６月29日（火）に
実行委員会が開かれ、井上峰一会頭は「17年間の歴史
を継続し、商工会議所としても何とか再開したい」と
決意を表明。10月再開を目途に今年度は助走期間と位
置付け、「地域デー」やイベントは実施せず、飲食店は
テイクアウトだけとする方向で検討を進めることにな
りました。また、運営方法や高梁川流域の商工会議所・
商工会との連携のあり方についても模索します。
「倉敷屏風祭」は書面決議で再開準備を決定。過去

３年間の
出 展 者
へのアン
ケート結
果を基に
方向性を
出したも
ので、開催は10月16日（土）から２日間の予定。今後、
具体的な感染予防対策を検討し、感染状況を勘案しな
がら準備し、開催の可否を最終判断します。
「倉敷フォトミュラル」は書面決議で開催が決定。屋
外展示で三密にならないためですが、ワークショップ
は実施を見送ります。
今年度は「美しい」と「猫」をテーマに写真作品を
全国公募。審査員に写真評論家の飯沢耕太郎氏を迎え、
選ばれた56点を大型布にプリントし、倉敷駅前アーケー
ドに吊るして展示予定。初の試みとして「ねこらいふ」
展を天満屋倉敷店で開催します。

令和３年度事業報告令和３年度事業報告
再開目指す倉敷三斎市再開目指す倉敷三斎市
屏風祭はそろり準備へ屏風祭はそろり準備へ

倉敷物語館ではここにしかない倉敷オリジナルのグッズを取り扱っています。
⃝販売時間　AM9：00〜PM５：45　　⃝販売場所　倉敷物語館  母屋展示室内　受付
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倉敷商工会議所くらしきＴＭＯ　〒710-8585 倉敷市白楽町２４９－５
電話　０８６－４２４－２１１１　ＦＡＸ　０８６－４２６－６９１１お問い合わせ先
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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
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●

●

●

倉敷物語館
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倉
敷
川

入 館 料：無料　
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休 館 日：12月29日～翌年1月3日
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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
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高梁川流域「倉敷三斎市」実行委員会（６月29日）
昨年コロナ禍で中止となっていたくらしきＴＭＯの
イベント事業は、今年度の再開に向けた事業計画がま
とまりました。ただ、コロナ禍の動向によっては再開
を断念する可能性もあり、事態は流動的です。
「高梁川流域『倉敷三斎市』」は、６月29日（火）に
実行委員会が開かれ、井上峰一会頭は「17年間の歴史
を継続し、商工会議所としても何とか再開したい」と
決意を表明。10月再開を目途に今年度は助走期間と位
置付け、「地域デー」やイベントは実施せず、飲食店は
テイクアウトだけとする方向で検討を進めることにな
りました。また、運営方法や高梁川流域の商工会議所・
商工会との連携のあり方についても模索します。
「倉敷屏風祭」は書面決議で再開準備を決定。過去

３年間の
出 展 者
へのアン
ケート結
果を基に
方向性を
出したも
ので、開催は10月16日（土）から２日間の予定。今後、
具体的な感染予防対策を検討し、感染状況を勘案しな
がら準備し、開催の可否を最終判断します。
「倉敷フォトミュラル」は書面決議で開催が決定。屋
外展示で三密にならないためですが、ワークショップ
は実施を見送ります。
今年度は「美しい」と「猫」をテーマに写真作品を
全国公募。審査員に写真評論家の飯沢耕太郎氏を迎え、
選ばれた56点を大型布にプリントし、倉敷駅前アーケー
ドに吊るして展示予定。初の試みとして「ねこらいふ」
展を天満屋倉敷店で開催します。

令和３年度事業報告令和３年度事業報告
再開目指す倉敷三斎市再開目指す倉敷三斎市
屏風祭はそろり準備へ屏風祭はそろり準備へ

倉敷物語館ではここにしかない倉敷オリジナルのグッズを取り扱っています。
⃝販売時間　AM9：00〜PM５：45　　⃝販売場所　倉敷物語館  母屋展示室内　受付

入会員新
事業所名 業　　　　種 所　在　地

（同）ＡＲＡＳＨＩ
大型特殊自動車の誘
導業務、椅子の張り
替や建物の内装業務

連島１－４－２８

Ｉｎｓｐｉｒｅ スナック 阿知１－１５－２１
第6シード館5Ｆ

Ｓｏｕｐｃａｆｅ Ｎｅｋｋｏ 飲食業（カフェ） 鶴形１－１２－３５

カラオケステージ
陽だまり カラオケ飲食店 中庄２９７２－１

Ｖｉｓｔａ スナック 福島８９－４

プライベートネイルサロン
APPLE ネイルサロン 新田３２０２－6

創作きもの　明和美 呉服製造販売
（卸売､ 小売） 粒江6３３

事業所名 業　　　　種 所　在　地

Ｕ．Ｋ工業㈱ 管工事業 東塚1－5－47

アットプランニング㈱ エクステリアの設計、
飲食店 阿知1－16－7

横田製靴 革製品、鞄製造販売 本町14－3

ことばの研究社 日本語教育、オンラ
インでの通信教育 徳芳841

Ｃｒｙｓｔａｌ エステサロン 連島町鶴新田733－3

円　岩盤石開発センター㈱
特殊機能性鉱石「皇輝石」
を使用した体温を上げる
グッズの製造・小売

吉岡279－1

㈱小栁 飲食店の経営、遊漁船業、
釣り具等のレンタル他 阿知1－16－6

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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8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 日

2 月 岡山県支援機関特別相談
3 火
4 水 岡山県支援機関特別相談
5 木

6 金 法律相談（倉敷）
7 土

8 日 山の日
9 月 振替休日

10 火
11 水 岡山県支援機関特別相談
12 木 岡山県支援機関特別相談

新倉敷商工会館建設第９回総合定例打合せ会
13 金 夏季休暇
14 土 夏季休暇
15 日 夏季休暇
16 月

17 火 岡山県支援機関特別相談

18 水

19 木 知的財産相談
20 金 岡山県支援機関特別相談
21 土

22 日

23 月

24 火 令和３年度税制改正説明会
25 水 法律相談（水島）
26 木 岡山県支援機関特別相談

新倉敷商工会館建設第13回技術定例打合せ会
27 金 岡山県支援機関特別相談

令和３年度税制改正説明会
28 土

29 日

30 月 岡山県支援機関特別相談
令和３年度税制改正説明会（オンライン配信）

31 火

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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女性会の
諸活動を振り返って

Young Enterpreneurs Group

Kurashiki CCI Business Women's Club

青年部

　本年度よりYEGに新規入会させて頂きましたプライ
ベート脱毛エステサロンJolieBelle（ジョリーベル）オー
ナーの足羽功（あしわ いさお）です。どうぞよろしく
お願い致します。
　JolieBelleは、アットホームな温かみのあるプライ
ベート空間にて女性・男性ともに『美肌イオン導入脱毛』

『フォトフェイシャル』『セルフホワイトニング』『遠赤

外線岩盤浴ドームサウナ』『カッピング（吸い玉療法）』
を提供させていただいております。
　女性がキレイになり幸せな気持ちになると家族・子
供にも波及し皆が明るく幸せになり、地域も将来も明
るくなり発展すると考えております。ですので私たち
が心からお届けしたいものは、『キレイ』の先にある『明
るく幸せな毎日』です。『美と健康を通してあなたのよ
り良い人生への貢献』をモットーに日々取り組ませて
いただいております。

　令和4年11月、当女性会は設立30周年を迎えます。
その間、数多くの活動をしてまいりました。倉敷市芸
文館前広場花壇の植え替え、倉敷桜まつり協賛バザー
や屏風祭でのお寿司の販売や接待、倉敷天領夏祭りの
飲料販売、天満屋倉敷店でのチャリティふれ愛バザー
ル等々。会員一
同で汗を流しま
した。
　当会では、こ
れ ら の 活 動 の
収 益 を 積 み 立
て、東日本大震
災やクライスト
チャーチ地震、
熊本地震、平成
30年7月豪雨な
ど、微力ながら

被災された方々の一助となればと義援金を贈らせてい
ただきました。
　そうした中、親睦旅行や季節の食事会、新年祝賀会
など、親睦を深める楽しい思い出もたくさんできまし
た。写真勉強会や浴衣着付け教室、グルーデコ講習会
など、魅力アップの取り組みも数多くありました。
　更に、経営者としての資質向上のため視察研修会を
行い、島根原子力発電所や三菱自動車工業㈱水島製作
所などの国内施設から、大連・台湾といった海外にも
足を運びました。
　そして、当会の活動の柱として忘れてはならないの
が、小学生「環境・ゴミ・省エネルギー問題」絵画コ
ンクールです。未来を担う子供たちが環境の大切さを
考える貴重な機会となっています。
　改めて振り返ると、本当に多くの活動に邁進してま
いりました。コロナ禍は大きな困難ですが、培った経
験を糧に、女性の感性とパワーで乗り越え、これらの
活動が40年、50年と続きますよう一丸となって取り組
みたく存じます。

（第７代会長 大森ひとみ）

新入会員のご紹介　

倉敷市よい子いっぱい基金採納式
（平成29年度）／過去8回実施

美肌イオン導入脱毛（特許取得済み）1部位2,000円〜

倉敷YEG紹介番組「Jump Up YEG」
8/1～8/30 倉敷ケーブルテレビにて期間限定放送

　月曜日～金曜日　16：25～
　土曜日・日曜日　 7 ：25～

放送
時間
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倉敷商工会議所　データインフォメーション

相 談 内 容 創 業 経営革新 経営一般 情報化 金 融 税 務 労 働 取 引 環　境 民　法 その他 小計

相談件数（巡回） 1 5 362 14 11 3 32 0 1 0 148 576
相談件数（窓口）
（通信・電話含む） 65 6 2,228 16 76 48 621 5 0 0 658 3,658

合 計 66 11 2,590 30 87 51 653 5 1 0 806 4,234

年 度 累 計 153 28 6,191 70 199 107 1,468 11 3 0 1,792 9,936

前年同期比（％） 173.9 311.1 266.7 269.2 44.5 164.6 182.8 50.0 0.0 0.0 474.1 238.9

商工相談件数（6月）

原産地証明件数（6月）

品 目 一般機械 電気機器 輸送用�
機　器 精密機器 金属及び
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繊維製品 食料品 雑　貨 その他 計
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北・ 中 南 米 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
欧 州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
年 度 累 計 0 0 0 1 5 63 0 1 0 15 85

倉敷珠算振興会　新会長に田中先生
　倉敷珠算振興会は７月１日（木）、臨時総会＝写真＝
を行い、新しい会長に前副会長の田中容子先生（田
中計算塾）を選びました。任期満了伴う改選で、任
期は２年間。
　その他の役員人事では、副会長に朝長生子先生（岡
下珠算塾）を新任、常任理事は井上裕康（倉敷商工
会議所）に交代しました。理事は４名から２名に減り、
坂本美和先生（眞名子珠算塾）を新任、菊池美津恵
先生（菊池塾）を再任しました。
　監事には緒方恵子先生（緒方珠算塾）を新たに選
任したほか、三宅節子先生（三宅珠算教室）を再任
しました。
　会則の改正も行われ、役員の任期を「改選期の６

月１日から２年」と明確化しました。
　令和２年度事業報告・決算、令和３年度事業計画・
予算は、書面決議で承認されていましたが、役員は
改選期を迎えていたため、臨時総会を開催すること
になりました。

新倉敷商工会館　完成予想図お問い合わせ先　倉敷商工会議所   総務部 TEL：086-424-2111

会員は１口１万円　役員・議員は１口 10 万円から

第2 期募集期間　令和3年 4月１日～令和３年12月31日まで　

建設協力金募集中
全額損金処理が可能
※20万円以上は繰り延べ資産で支出し10年で処理
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⃝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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パワハラ対策は何から取り組むべきかⅠ
　参考になるのは、厚生労働省の「パワーハラ

スメント対策導入マニュアル」です。厚生労働

省の「明るい職場応援団」というサイトからＰ

ＤＦ版をダウンロードできます。これに沿って

進めていくのが良いでしょう。

＜必要な書類をそろえる＞
　パワハラ対策を進めていくうえで必要な資料

は、法律に基づいて厚生労働省から公表されて

いるパワハラ防止指針（事業主が職場における

優越的な関係を背景とした言動に起因する問題

に関して雇用管理上講ずべき措置等についての

指針）です。指針をよく読んで、必要な対策を

検討する必要があります。

　ただ、指針には取り組み方の詳細が記載され

ているわけではないため、指針だけでは良く分

からないかもしれません。実際の対応にあたっ

て参考となるのが、厚生労働省のハラスメント

対策総合情報サイト「明るい職場応援団」から

ダウンロードできる「パワーハラスメント対策

導入マニュアル」です。同マニュアルでは、以

下の７項目の取り組みとそのやり方が示されて

います。

１．トップのメッセージ
２．ルールを決める
３・実態を把握する
４．教育する
５．周知する
６．相談や解決の場を提供する
７．再発防止のための取り組み

　７項目すべてを短期間に実施するのは難しい

ですから、マニュアルを読みながら少しずつ進

めていくとよいでしょう。

べ

Vol. 208

JR倉敷駅

倉敷駅前
交差点

●
●

大原美術館
加計美術館

●倉敷民藝館
●日本郷土玩具館

cafe BISCUIT

美観地区入口
交差点

2427-5515

　オススメはビスケットとディップのセット
（370円）。シガーフライをはじめとする５種の
ビスケットから３種が選べ、プレミアム清水白
桃クリームなど10種のディップメニューから４
種が選べます。組み合わせは自由自在。のせて、
つけて、サンドしてお好みの味を見つけてくだ
さい。
　トーストとディップのセット（370円）は、
世界各国のトースターの中からお好きなものを
選び、ご自身で焼いていただけます。具材を挟
んで焼いたホットサンド（420円）もあります。
　当店は、シガーフライで愛されてきた梶谷食
品の直売店兼カフェです。美観地区に店を構え
て今年で７年目を迎えます。メニューは地元食
材にこだわっており、岡山木村屋の食パンやバ
ナナクリーム等を使用しています。店内のほか、
中庭の共同スペースでも召し上れます。
　当店限定の「キャラメルシガーフライ」は当
店で焼いており、持ち帰りもできます。シガー
フライを食べたことがある方もない方もぜひ一
度お立ち寄りください。

10種のディップを用意
お好みの味を見つけて

ビスケットとディップビスケットとディップ

店内コーティングのキ店内コーティングのキャラメルシガーフライャラメルシガーフライ

石原三津子店長（右）とスタッフ石原三津子店長（右）とスタッフ

　キャラメルシガーフライをいただきました。なつ
かしいあの味とはまた違った豊かな甘みと香りが感
じられます。古民家を改築しているので、店内・外
観はレトロで落ち着いた雰囲気。中庭はフォトスポッ
トにも最適です。　　　　　　　　　　　（新谷）

〒710-0054　
倉敷市本町5‒27
営業時間/９:00~17:00

（変更の可能性があります）
定 休 日/年中無休
https://www.cafe-biscuit.jp/



 Kurashiki 13

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

水道から
除菌電解水を生成

センサーに手をかざすだけで除菌電
解水が出てくる給水器「＠除菌手・洗
う」の取り扱いを開始しました。

酸性電解水に含まれる次亜塩素酸が
高い除菌・消臭効果を発揮、手に優し
い水を生成します。

電解水の濃度や生成量の調整も可能
なので、手洗いだけでなく日々の清掃
など、設置先のニーズに合わせた利用
方法をご提案できます。

大がかりな設置工事は不要で、水道
設備があれば簡単に設置することが出
来ます。

是非一度お声がけください。
8月から

"締めの３品"提供

住 倉敷市阿知3丁目3-9
電 086-427-5270
営 20：00〜25：00

ブロッサム

創業15年を迎えるカラオケスナッ
クです。お客様が楽しめる居心地の
良いお店を目指しており、ナポリタ
ンやカレーなどの軽食もご用意して
います。

８月より、夜にお店を回られる方
でも食べやすいよう、締めの３品を
始めます。お茶漬け、そうめん、つ
け麺で、いずれも770円。お茶漬け
やそうめんには、手作りの小料理一
品をお付けします。特に、お茶漬け
は魚介ベースの出汁にこだわりまし
た。夏の夜の締めに、どうぞ当店へ
お越しください。

定形作業をロボットが代行
これまでヒトがパソコン上で行っ

てきた定形作業をソフトウェアロ
ボット『RPA』が代行する事例が
注目を集めています。

活用を検討する企業が増えていま
すが、実際に業務でロボットを使用
したり、ロボットの作成、運用、保

守を行う上で様々な課題が生じる
可能性があります。

当社は業務を行う上での課題解決
やRPAの活用についてサポートし
ており、業務の可視化からロボット
化まで、お客様の業務効率向上を支
援します！

ぜひ、お気軽にお問い合わせくだ
さい。

住 岡山市北区大供3丁目2-12
電 086-232-2405㈹
営 9：00〜18：00

https://www.ot-ss.com/

株式会社 岡山トヨタシステムサービス

限定で裏メニューのカレー
家庭の食卓のようにくつろいで、

お食事いただける空間づくりを心
がけています。

リーズナブルな価格で提供して
おり、当店一押しのさつま揚げは、
常連様からも好評をいただいてい

ます。
こ の 夏 か ら、 常 連 様 向 け 裏 メ

ニューのカレー（600円）を一日数量
限定で提供します。口に入れると甘
みが広がり、その後クセのない香辛
料が味を引き立てます。具材は旬の
ものを使い、下味も丁寧に施してい
ます。暑い夏に当店のカレー、ぜひ
ご賞味ください。

居酒屋 和
なごみ

住 倉敷市阿知３丁目10-２
電 086-427-7538
営 17：00〜23：00

住 倉敷市中島1361-1
電 086-465-1500
営 8：30〜17：30

http://eguchi-denki.co.jp/

株式会社 江口電機

⃝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

Kurashiki 12 

パワハラ対策は何から取り組むべきかⅠ
　参考になるのは、厚生労働省の「パワーハラ

スメント対策導入マニュアル」です。厚生労働

省の「明るい職場応援団」というサイトからＰ

ＤＦ版をダウンロードできます。これに沿って

進めていくのが良いでしょう。

＜必要な書類をそろえる＞
　パワハラ対策を進めていくうえで必要な資料

は、法律に基づいて厚生労働省から公表されて

いるパワハラ防止指針（事業主が職場における

優越的な関係を背景とした言動に起因する問題

に関して雇用管理上講ずべき措置等についての

指針）です。指針をよく読んで、必要な対策を

検討する必要があります。

　ただ、指針には取り組み方の詳細が記載され

ているわけではないため、指針だけでは良く分

からないかもしれません。実際の対応にあたっ

て参考となるのが、厚生労働省のハラスメント

対策総合情報サイト「明るい職場応援団」から

ダウンロードできる「パワーハラスメント対策

導入マニュアル」です。同マニュアルでは、以

下の７項目の取り組みとそのやり方が示されて

います。

１．トップのメッセージ
２．ルールを決める
３・実態を把握する
４．教育する
５．周知する
６．相談や解決の場を提供する
７．再発防止のための取り組み

　７項目すべてを短期間に実施するのは難しい

ですから、マニュアルを読みながら少しずつ進

めていくとよいでしょう。

べ

Vol. 208

JR倉敷駅

倉敷駅前
交差点

●
●

大原美術館
加計美術館

●倉敷民藝館
●日本郷土玩具館

cafe BISCUIT

美観地区入口
交差点

2427-5515

　オススメはビスケットとディップのセット
（370円）。シガーフライをはじめとする５種の
ビスケットから３種が選べ、プレミアム清水白
桃クリームなど10種のディップメニューから４
種が選べます。組み合わせは自由自在。のせて、
つけて、サンドしてお好みの味を見つけてくだ
さい。
　トーストとディップのセット（370円）は、
世界各国のトースターの中からお好きなものを
選び、ご自身で焼いていただけます。具材を挟
んで焼いたホットサンド（420円）もあります。
　当店は、シガーフライで愛されてきた梶谷食
品の直売店兼カフェです。美観地区に店を構え
て今年で７年目を迎えます。メニューは地元食
材にこだわっており、岡山木村屋の食パンやバ
ナナクリーム等を使用しています。店内のほか、
中庭の共同スペースでも召し上れます。
　当店限定の「キャラメルシガーフライ」は当
店で焼いており、持ち帰りもできます。シガー
フライを食べたことがある方もない方もぜひ一
度お立ち寄りください。

10種のディップを用意
お好みの味を見つけて

ビスケットとディップビスケットとディップ

店内コーティングのキ店内コーティングのキャラメルシガーフライャラメルシガーフライ

石原三津子店長（右）とスタッフ石原三津子店長（右）とスタッフ

　キャラメルシガーフライをいただきました。なつ
かしいあの味とはまた違った豊かな甘みと香りが感
じられます。古民家を改築しているので、店内・外
観はレトロで落ち着いた雰囲気。中庭はフォトスポッ
トにも最適です。　　　　　　　　　　　（新谷）

〒710-0054　
倉敷市本町5‒27
営業時間/９:00~17:00

（変更の可能性があります）
定 休 日/年中無休
https://www.cafe-biscuit.jp/
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倉敷税務署だより

倉敷労働基準監督署

倉敷市保健所保健課感染症係
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9810　FAX 434―9805

風しんの追加的対策について風しんの追加的対策について

令和３年分路線価図等の公開について

職業訓練〈ハロートレーニング〉の
お知らせ

　ハロートレーニング（ハロトレ）とは、必要

な職業スキルや知識を習得することができる公

的な制度です。受講料無料（テキスト代等は自

己負担があります）で、要件を満たせば給付金

を受給しながら受講できます。受講に関するお

問い合わせはハローワークまでお願いします。

　なお、訓練情報は岡山労働局ホームページか

らも御覧いただけます。

　職場における熱中症により、毎年約２0人が亡くな
り、約1,000人が４日以上仕事を休んでいます。また、
その大半が７月及び８月に集中して発生しています。
熱中症は屋外だけでなく屋内においても発生してお
り、あらゆる職場で熱中症予防対策が必要です。
　このため厚生労働省では、熱中症予防対策の徹底
を図ることを目的として、関係団体等との連携の下、
「ＳＴOP!熱中症　クールワークキャンペーン」を
実施しています。
　事業場の皆様におかれましては、WBGＴ値（暑
さ指数）の把握や休憩場所の整備など、熱中症予防
対策に積極的に取り組んでいただくようお願いしま
す。

　令和４年３月31日までの期間に限り、抗体保有率が低
い世代に対して、風しん抗体検査と予防接種を無料で実
施します。対象者は、昭和37年４月２日から昭和54年４
月１日の間に生まれた男性です。
　市が送付したクーポン券を持参の上、実施医療機関も
しくは、職場の健康診断や市が実施する特定健診で抗体
検査を受けてください。検査の結果、抗体価が低ければ、
無料で予防接種が受けられます。
　新型コロナ感染症のワクチンを接種する予定がある場
合は、その前後２週間は接種できませんので、ご注意く
ださい。
　風しんから、あなた自身と周りの人を守るために、ま
ずは、風しん抗体検査を受けましょう。

　相続税や贈与税において土地等の価額は、
時価により評価することとされていますが、
納税者の皆様が相続税等の申告に当たり、土
地等についてご自身で時価を把握することは
必ずしも容易ではありません。
　そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の
公平を図る観点から、国税局では毎年、全国
の民有地について、土地等の評価額の基準と
なる路線価及び評価倍率表を定めて公開して
います。
　なお、令和３年分の路線価図等については、
７月１日（木）から国税庁ホームページで公
開※しています。

※平成27年分以降の路線価図等を掲載しています。

【担当】倉敷税務署　資産課税第１部門

℡.086-422-1270（直通）

クールワークキャンペーンについて
～熱中症予防対策の徹底を図ろう～

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

詳細はこちら

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

【お問い合わせ先】
ハローワーク倉敷中央（086-424-3333 41#）

クーポン券
見本
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　なお、訓練情報は岡山労働局ホームページか

らも御覧いただけます。

　職場における熱中症により、毎年約２0人が亡くな
り、約1,000人が４日以上仕事を休んでいます。また、
その大半が７月及び８月に集中して発生しています。
熱中症は屋外だけでなく屋内においても発生してお
り、あらゆる職場で熱中症予防対策が必要です。
　このため厚生労働省では、熱中症予防対策の徹底
を図ることを目的として、関係団体等との連携の下、
「ＳＴOP!熱中症　クールワークキャンペーン」を
実施しています。
　事業場の皆様におかれましては、WBGＴ値（暑
さ指数）の把握や休憩場所の整備など、熱中症予防
対策に積極的に取り組んでいただくようお願いしま
す。

　令和４年３月31日までの期間に限り、抗体保有率が低
い世代に対して、風しん抗体検査と予防接種を無料で実
施します。対象者は、昭和37年４月２日から昭和54年４
月１日の間に生まれた男性です。
　市が送付したクーポン券を持参の上、実施医療機関も
しくは、職場の健康診断や市が実施する特定健診で抗体
検査を受けてください。検査の結果、抗体価が低ければ、
無料で予防接種が受けられます。
　新型コロナ感染症のワクチンを接種する予定がある場
合は、その前後２週間は接種できませんので、ご注意く
ださい。
　風しんから、あなた自身と周りの人を守るために、ま
ずは、風しん抗体検査を受けましょう。

　相続税や贈与税において土地等の価額は、
時価により評価することとされていますが、
納税者の皆様が相続税等の申告に当たり、土
地等についてご自身で時価を把握することは
必ずしも容易ではありません。
　そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の
公平を図る観点から、国税局では毎年、全国
の民有地について、土地等の評価額の基準と
なる路線価及び評価倍率表を定めて公開して
います。
　なお、令和３年分の路線価図等については、
７月１日（木）から国税庁ホームページで公
開※しています。

※平成27年分以降の路線価図等を掲載しています。

【担当】倉敷税務署　資産課税第１部門

℡.086-422-1270（直通）

クールワークキャンペーンについて
～熱中症予防対策の徹底を図ろう～

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

詳細はこちら

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

【お問い合わせ先】
ハローワーク倉敷中央（086-424-3333 41#）

クーポン券
見本 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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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６月調査結果）
業況DIは、長引く活動制約から5カ月ぶりに悪化
先行きは、期待感伺えるも、厳しい見方崩れず

※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

６月 ６月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７～９月
全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲18.3

▲9.5

▲20.0

▲25.5

▲28.3

▲10.9

▲62.8

▲35.0

▲72.6

▲61.6

▲60.4

▲73.4

▲46.8

▲24.9

▲44.8

▲47.7

▲45.8

▲63.0

▲35.3

▲18.4

▲33.6

▲35.0

▲33.9

▲48.5

▲25.3

▲15.5

▲24.1

▲27.0

▲23.5

▲33.5

▲25.0

▲18.9

▲15.0

▲23.9

▲31.6

▲33.5

▲26.7

▲19.8

▲14.6

▲25.8

▲41.8

▲30.6

▲26.8

▲22.7

▲18.4

▲28.8

▲35.7

▲29.6

2020年 2021年2019年

　米国 ・ 中国など海外経済回復に伴う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のほか、 防災・減災を
中心とする公共工事に下支えされた建設業が堅調に推移し
た。一方、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の実施に
伴い長引く活動制約が足かせとなっている小売業や観光関
連のサービス業は、業況改善が見通せないことから、 低調
な動きが続いている。また、 相次ぐ食料品の値上げや鉄鋼
などの原材料費上昇によるコスト増加が小売業 ・ 卸売業な
どを中心に幅広い業種で業況の押し下げ要因となっており、
中小企業の景況感には鈍さが見られる 。

　ワクチン接種の加速化に伴う経済活動正常化や観光需要
の回復のほか、 東京オリンピック ・ パラリンピックの開催
による経済効果に期待する声が聞かれる。一方、活動制約

の長期化に伴う製品 ・ サービスの受注・売上減少による業
績悪化の継続や、原油価格を含む原材料費の上昇による採
算悪化への懸念などの不透明感は拭えず、中小企業におい
ては、先行きに対して依然として厳しい見方が続く 。

 全産業合計の業況DIは、▲26.7（前月比▲1.7ポイント）

 先行き見通しDIは、▲26.8（今月比▲0.1ポイント）

業務日誌（6月度）
1日（一社）岡山県商工会議所連合会運営委員会（専務理事会議）（オンライン）
2日 令和２年度会計監査
4日 日本商工会議所青年部第298回役員会等（ハイブリッド）
5日 第10回岡山県商工会議所青年部連合会会員大会（オンライン）
8日 青年部第３回役員会（オンライン）
9日 第22回正副会頭・専務理事会議
第588回常議員会（書面決議）

10日 新倉敷商工会館建設第７回総合定例打合せ会（ハイブリッド）
11日 チームK６企画会議

新倉敷商工会館カフェ・レストラン第３回運営委員会（ハイブリッド）
13日 第158回簿記検定試験
14日 第39代倉敷小町書類審査
15日 賞与支給
17日 日本商工会議所第706回常議員会（オンライン）
18日 中国ブロック青年部第1回会員総会（オンライン・〜22日）
21日（一財）全国商工会議所共済会第138回年金委員会（オンライン）

青年部第3回例会（オンライン）
22日 青年部第4回常任理事会（オンライン）
23日 第23回正副会頭・専務理事会議

第184回通常議員総会（書面決議）
女性会第４回幹部会

24日 新倉敷商工会館建設第11回技術定例打合せ会
25日 第３回小規模事業者経営改善資金貸付審査会

25日 新倉敷商工会館ネットワーク打合せ
新倉敷商工会館事務局レイアウト打合せ
新倉敷商工会館カフェ・レストラン打合せ

27日 第222回珠算能力検定試験・第141回暗算検定試験・第132回段位認定試験
第39代倉敷小町一次審査

28日 「同一労働同一賃金」対策オンライン講習会
岡山県商工会議所女性会連合会通常総会（書面決議）
会報編集会議

29日 令和３年度高梁川流域「倉敷三斎市」実行委員会第１回総会

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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　表紙の画像をご覧になり、「え、この絵壊れてる」と思われたのではな
いでしょうか？
　その通り。見間違いではありません。この作品は一度水害に遭い、破損
してしまった作品なのです。
　岡山市出身の坂田一男は、パリ留学からの帰国後、現在の倉敷市玉島に
アトリエを構え制作を続けます。ところが、1944年にそのアトリエを高
潮が襲い、手元に保管されていた作品が被害を受けてしまいました。本作
もその際に水を被り、固着力の弱くなった多くの絵具が剥落してしまった
のです。しかし、坂田は作品を破棄せず、どうやら自分である程度修復し、
さらにこの出来事をきっかけに、新たな表現への入口を見出したようです。
　今もさまざまな災害により多くのものが失われる時代ですが、坂田のよ
うに失うことから生まれるものに眼差しを向け、そこから新たな道を見出
すことは、現在を生きる我々にとっても大切なことなのかもしれません。

坂田一男（1899-1956）《静物Ⅱ》1934年　油彩、画布

　事務局に来るコロナ関連補助金の申請が、一向に減る様子がありません。先輩職員
が日々対応をしていますが、処理が追い付かない“いたちごっこ”の状況が続いています。
「岡山県飲食店等一時支援金」は中小企業相談所で対応しており、6月末時点で1600件
の申請が寄せられ、国の月次支援金の申請も相次いでいます。「新しい生活様式取組宣
言」は事業所確認が必須なため、総務部の担当職員が毎日訪問してコロナ対策をチェッ
ク。会報で掲載の通り、宣言事業所は着実に増えています。　（末澤）

公益財団法人

大原美術館
学芸員

塚本　貴之

　学芸員歴も8年目。そろそろ業務が後
ろから追いかけてくる新しい仕事によっ
て、玉突き事故を起こし始めています。
とりあえず、そんなことは無視してこの
原稿を書いています。

知られざるOHARA Vol.10

編 集 後 記

Editor,s Note

Mem�i�ofK��hiki
7

　キャプションには「当時ファンを沸かした倉敷競馬場（現在の老松小、倉工（付近）遠景に向
山が見える）　昭和10年頃」とあります。
　現在、岡山県下に競馬場はありませんが、倉敷競馬場は戦前に存在しました。昭和４年に開
設され、同年は４月と11月の２回挙行されました。毎年春秋に開かれ、昭和５年４月18日～20日
に開催された春季は、出馬頭数91頭、入場者数は５万人を超えていたことが記録されています。
　廃止の時期は諸説ありますが、昭和13年春までは存在していたそうです。

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


