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　新倉敷商工会館のオープニングセレモニーが令和４年
１月14日（金）、役員、議員ら約80人が出席して行われ、
完成を祝いました。同日、倉敷市との災害協定も締結。旧
商工会館は２月７日（月）から解体工事に着手しており、
外構工事を行った後、９月末に完成を迎えます。
　７階会議室で行われた神事の後、１階玄関前でオープニ
ングセレモニーを開催。井上峰一会頭は「美しい倉敷らし
い建物ができた。今日より倉敷の経済、もとより岡山の経
済の中心となるような商工会議所になっていきたい」と抱
負を述べました。
　来賓挨拶で、岡山県の横田有次副知事は「新産業、新ビ
ジネスを発展させ、さらなる高みを目指していただきた
い」とエール。倉敷市の伊東香織市長は「日頃から多くの
方が交流し、いざというときためになる施設」と、新商工
会館への期待感を示しました。
　この後、井上会頭、横田副知事、伊東市長、㈱浦辺設計
の西村清是代表取締役、藤木・ハラダ・中央特定建設工事
共同企業体代表、㈱藤木工務店の伊澤健二取締役専務執行
役員倉敷支店長によるテープカットが行われました。
　記者会見で、井上会頭は「防災をしっかりすると同時に、
地域住民が気軽に寄っていただけるよう発信をいろいろ

とやっていかなければならない」と力を込めました。
　浦辺設計の西村代表取締役は、外輪のついた帆船をイ
メージした外観のデザインについて「商工会議所の力強さ
としなやかさを表現した」と説明。藤木工務店の三宅正浩
工事統括所長は、鉄骨造でありながら外壁は鉄筋コンク
リート造になっていることに触れ「バラエティーに富んだ
意匠性豊かな建物になった」と述べました。
　新商工会館は鉄骨造７階建て、延べ床面積3,183㎡。耐
震性能は通常の1.25倍で、浸水対策として電源、通信の主
要設備を２階以上に配置するなど、防災機能を強化してい
ます。また、商工会議所としては全国で初めて、ZEB（ネッ
ト・ゼロ・エネルギー・ビルディング）Ready実証事業に
採択され、高い環境性能を持っています。

災害時の一時避難所へ協定締結
　倉敷商工会議所と倉敷市は同
日、新商工会館３階会議室で「非
常災害時における施設利用に関
する協定」の締結式を行いまし
た。
　締結式で、伊東市長は「さま
ざまな仕組みを生かして、いざ
というときに備えていきたい」、
井上会頭は「災害が起きると、経済そのものが立ち行かな
くなるので、備えをしておくことが必要」と挨拶し、協定
書に署名、捺印しました。
　協定では、非常災害時の安全確保のため、新商工会館を
一時避難所として利用することを規定。地域住民だけでな
く、当地区で就業中、通過中の人や会員事業所関係者も受
け入れることにしています。
　一時避難所として利用できる施設は、７階会議室、２階
多目的トイレ等。一時避難所の開設を通報すると、倉敷市
は「可能な範囲で速やかに物資を提供する」としています。

井上会頭（中央）と横田副知事（左から２人目）、伊東市長（右から２人目）ら

協定書を手にする井上会頭（右）
と伊東市長

ダイヤルインを導入
総務部（代表）
　ＴＥＬ（086）424-2111
中小企業相談所
　ＴＥＬ（086）476-1005

防災強化と地域密着の姿勢強調
～オープニングセレモニーで井上会頭～



倉敷らしさ大切に新しい時代にも対応
デザイン性高い新倉敷商工会館

　新倉敷商工会館の建物が完成しました。設計は㈱浦辺設計（大阪市中央区）、施工は藤木・ハラダ・
中央特定建設工事共同企業体で、高いデザイン性を職人たちの技が実現。新しい時代の機能を持ちな
がら、倉敷らしさを大切にした設計で、工夫を凝らした外観や館内を写真で紹介します。

グラフ
特集
グラフ
特集
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屋根は天然の杉板

海に注ぐ高梁川をイメージ

井上峰一会頭揮ごう 壁は本物のベンガラ

床は瀬戸内海をイメージした青で「青海波」の文様も

　外観は「吉備の穴海」に浮かぶ「外輪船のつい
た帆船」をイメージ。構造は鉄骨造でありながら、
外壁を鉄筋コンクリートとしたユニークな工法で意
匠性豊かな建物を実現

カフェ・レストラン「Ｂarcos café」のテーブルとイスは㈱テオリ（倉敷市）
製。奥のゲストルームは瀬戸内海に浮かぶ小島がモチーフ
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折り紙のような天井が印象的（第4・第5会議室）

ロの字で最大36名（第4･第5会議室）

違う表情を見せる天井（第4会議室）

ロの字で最大20名（第1会議室）

壁に映像を映すことも可能（第1会議室）

相談ブースは独立した部屋に。イスと壁の色が連動しており、左から「BLUE  ROOM」「GREEN  ROOM」「YELLOW  ROOM」



３．オープンイノベーション促進税制の延長（２年）・拡充
 スタートアップ企業とのオープンイノベーションに向け、スタートアップ企業の
新規発行株式を一定額以上取得する場合、その株式の取得価額の25％を所得控除

 対象となる株式の保有期間を３年（現行５年）に短縮
 出資を受けるスタートアップ企業の要件のうち、設立の日以後の期間に係る要件（現行：10年）につ
いて、売上高に占める研究開発費の割合が10％以上の赤字会社は設立後15年未満まで拡充

中
小
企
業
向
け

令令和和４４年年度度 税税制制改改正正ののポポイインントト 報報速速

ポポスストトココロロナナにに向向けけたた、、中中小小企企業業のの事事業業継継続続とと新新たたなな
成成長長へへのの挑挑戦戦、、地地方方創創生生をを後後押押ししすするる税税制制がが実実現現！！

１．商業地等に係る固定資産税の負担軽減措置
 令和４年度に限り、地価が上昇した商業地等
について、前年度の課税標準額への上乗せ分
を評価額×2.5%（現行：評価額×５％）とし、
固定資産税額の上昇分を半減

Ⅰ．コロナ禍における事業継続と成長を後押しする税制措置

２．交際費課税特例の延長（２年）
 中小法人は①交際費等（※）を800万円まで全額損金算入、
②接待飲食費の50％まで損金算入、のどちらかを選択適用
※交際費、接待費、機密費その他の費用であって、得意先、仕入先
その他事業に関係のある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類する行為のための支出が該当

※大法人（資本金100億円超の法人は対象外）は②のみ適用可

令和４年度に限り
評価額の2.5%分
を上乗せ

従来の措置
評価額の5%分を
上乗せ

令和３年度 令和４年度

地価上昇により
税額が増加する場合

１．少額減価償却資産の損金算入特例の延長（２年）
 30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、
即時償却（全額損金算入）が可能

特例承継計画の申請（都道府県に申請）
５年間 １年延長

2023年３月 2024年３月 2027年12月2018年４月

３．法人版事業承継税制の特例承継計画に係る提出期限の延長（１年）
 法人版事業承継税制（特例措置）適用の前提となる特例承継計画の提出期限を2024年３月まで延長

実際の事業承継（10年間）

Ⅱ．ビジネス変革等の挑戦を後押しする税制措置

２．中小企業向け所得拡大促進税制の延長（１年）・拡充
 適用期限を2023年３月末から、2024年３月末に延長
 現行制度（給与等支給総額が対前年比1.5％以上増で増加額の15％を税額控除）を維持し、
・給与等支給総額が対前年比2.5％以上増で増加額の30％を税額控除
・教育訓練費が対前年比10％以上増で増加額の10％を税額控除（上乗せ）
を措置（最大40％の税額控除）※控除上限は法人税額の20%

…給与等支給総額が対前年比1.5%以上増加の場合
…給与等支給総額が対前年比2.5%以上増加の場合
…教育訓練費が対前年比10%以上増加の場合

+
税額控除

10％
+

税額控除
15%

税額控除
15%

税額控除
30%

税額控除
30%

①【維持】 ②【新設】 ③【新設】 ④【新設】

税額控除
10％

最大
40％

裏面につづく

従業員の所得拡大や教育訓練による
積極的な人材投資を後押し

大企業・中小企業と
スタートアップ企業
との連携を促進

全国商工会議所
陳情活動が奏功
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４．５G導入促進税制の延長
 5G基地局の整備や、企業等が限られたエリアで構築する「ローカル5G」への投資について、取得価額
の15％の税額控除または30％の特別償却ができる措置を３年間延長（ただし控除率は段階的に見直し）

 ローカル5G事業者に限り固定資産税の課税標準を1/2にする措置を２年間延長（ただし対象資産の取得
価額要件を２億円以下（現行：３億円以下）に引き下げ）

Ⅱ．ビジネス変革等の挑戦を後押しする税制措置（表面からの続き）

６．創業支援等事業計画の認定自治体における登録免許税の軽減措置の延長
 認定特定創業支援事業の支援を受けた個人が創業する際の株式会社等の設立に要する登録免許税の
軽減措置を２年間延長

５．中小企業の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の延長（２年）
 認定を受けた経営力向上計画に基づいて、再編・統合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税の
軽減措置を２年間延長

Ⅲ．地方創生・地域経済の活性化を後押しする税制措置
１．地方拠点強化税制の延長（２年）・拡充
 本社機能の地方への移転、地方における
拠点強化を行う事業者に対する減税措置
を２年間延長
■設備投資減税（オフィス減税）
→建物等を取得した場合に適用

■雇用促進税制
→新たに従業員を雇い入れた場合等に適用

移転型（東京23区からの移転の場合）拡充型（地方の企業の本社機能強化）

地方拠点強化税制

地域再生計画（都道府県作成→国認定）

特定業務施設整備計画（事業者作成→都道府県知事認定）

建物等の取得価額に対し、
税額控除４％又は特別償却15％

建物等の取得価額に対し、
税額控除７％又は特別償却25％

雇用促進税制（税額控除）

初年度のみ：最大30万円/人 初年度：最大90万円/人
３年間計：最大170万円/人

（※）非正規雇用者は控除対象外

 対象事業部門に情報サービス事業部門
（ソフトウェア開発等）を追加

 中小企業が整備計画の認定を受ける場
合の従業員要件が１名以上増加に緩和
（現行２名以上増加） 等

オフィス減税

電子取引における電子保存義務化の２年間猶予
 2022年１月施行の改正電子帳簿保存法に盛り込まれている、
電子データで受け取った請求書や領収書等の電子保存の義務化
について２年間の猶予を実施

 これにより、2023年12月31日までは従前通りの保存が可能に

取引情報

・電子メール等で授受
・ネット上からダウンロード等

取引先 自社

Ⅳ．納税環境整備

中小企業も「スマート工場」
の整備などで活用可能

登登録録免免許許税税 （（00..44%%～～22..00%%  ⇒⇒  00..22%%～～11..66%%にに軽軽減減））
不不動動産産取取得得税税（（33..00%%～～44..00%%  ⇒⇒  22..55%%～～33..33%%にに軽軽減減））

（福井県福井市・新栄商店街）

【商店街内の駐車場を広場化】
2021年：誰でも使える広場2013年：コインパーキング

２．ウォーカブル推進税制の延長（２年）・拡充
 民間事業者等が、①広場等のオープンスペースの創出お
よびベンチ等の設備の設置、または②店舗等の低層階部
分を地域に広く開放した場合、それぞれにかかる固定資
産税・都市計画税の課税標準額を軽減 (５年間１／２)

 上記①の適用対象設備に電源設備・給排水設備・冷暖房
設備を追加

 公共施設の管理が官民連携で行われる場合も対象となる
ことを明確化
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尾道店

Kurashiki 6 

美味しいで幸せにする小料理屋を目標に
倉敷駅北側、寿町踏切そばの小

さなお弁当屋です。法人様の配達
をメーンに、副菜まで全て手作りの
お弁当を製造販売しています。

NPO法人で「バンブーカフェ」とい
うコミュニティカフェを運営、真備の
災害の後、NPOを閉鎖せざる得なく

なり、カフェで請け負っていたお弁当
業務を、個人事業主として引き継い
で平成30年にOPENしました！美味
しいもので人を笑顔にすること、人
と笑顔で関わることを大切に、毎日
スタッフと楽しく営業しています。

そんな人を美味しいで幸せにで

きる小料理屋の令和６年開業を目
標に、コロナに負けず頑張っていき
ます。

予算に合わせたお弁当や、基本的
には倉敷駅3キロ圏内で毎日の配
達を承っております。気軽にお問い
合わせください。

●

●●倉敷郵便局 倉敷中央病院

●

●

東小学校東
交差点

郵便局前
交差点

中央病院西
交差点

美和二丁目
交差点

岡山県立倉敷
青陵高等学校

青陵高校口
交差点

阿智神社

倉敷市立倉敷東
小学校

アモルフ㈱
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●

●

●

●

●

●

●

中国銀行
倉敷駅前支店

429

倉敷駅前交差点

天満屋
倉敷店

みずほ銀行
倉敷支店

アンデルセン
広場

昭和町
交差点

セブンイレブン
lingアリオ倉敷店

アリオ倉敷店
倉敷みらい公園

●寿町
日ノ出町公園

24

倉敷
駅

バンブーデリ

〒710-0063　倉敷市日ノ出町1-1-1
ＴＥＬ　086-425-5625
営業時間／7：30〜16：00
定 休 日／土、日曜日、祝日
https://www.instagram.com/bamboodeli116/?hl=ja

代　表　佐藤　鏡文

代　表　竹内　要

アモルフ株式会社

Bamboo Deli

はじめまして vol.
❶❾❸

倉敷美観地区から収納系ブランドを展開
　収納系ブランド「amorph（アモ
ルフ）」を展開しています。平成28
年の創業時から鞄、文具小物、マス
ク関連商品、スマホケース、宅配式
什器、移動販売車と取り扱いアイ
テムの幅を広げてきましたが、いず
れも収納モノです。

　「アモルフから始まるムーブメン
ト」を掲げ、amorphならではの業
態を作ろうと取り組んでいます。　
　大変な社会情勢が続きますが、
令和３年11月からは移動販売車で
いわき市や柏市にイベント出店し
て、即売や受注につなげています。

　令和元年の夏に倉敷美観地区
内に工房兼店舗ができ、以前より
落ち着いて事業を進めることがで
きるようになりました。社会のニー
ズをつかめるアイテムを提案してい
きたいと思います。ぜひホームペー
ジをご覧ください。

〒710-0053　倉敷市東町1-23
ＴＥＬ　086-436-7022
営業時間／11：00〜16：00
定 休 日／月、火曜日（祝日営業）
https://amorph.co.jp



　オープン１周年を迎えた、オリジナル欧風チキン
カレーのお店です。
　調味料から丹念に研究し、コクと食べやすさを両
立させました。20種類以上のスパイスとワインを10
時間以上丁寧に煮込むことで、奥深いコクと風味を
引き出しています。
　当店一押しの元気カレーは、程よくニンニクがきい
た唐揚げが特徴で、食べ応え満点です。また、カレー

のトッピングはハンバーグなど10種類以上から選
べ、好みのカレーに自由にアレンジできます。
　テイクアウトのほか、冷凍真空パックも提供して
おり、ご家庭で簡単にお店の味を楽しめます。本年
からは平日限定お得なランチセット（税込800円）
も始めました。
　元気に笑顔の営業がモットーです。ぜひお越しの
上、ご賞味ください。
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Vol.210ナイススマイル

Nice Smile

　独立して６年目になります。
　サロンでの施術はもちろんのこと、忙しい女性の
為の出張ネイルも受け付けています。
　コロナの影響が本格化した2020年、友人の飲食店
を応援する為にサロン前にて飲食店とお弁当販売等
を行ったことを契機に、地域課題の解決や地域貢献
への思いが募り、新たに「コノヒトカンプロジェク
ト」を発足しました。

　同プロジェクトは、コロナ禍で余った食材を有効
利用し長期保存可能な缶詰を作り、子ども食堂や児
童養護施設へ支援配布を行う活動です。子ども達が
美味しく食べられるように、HPでプロの料理人考
案のSDGsに沿った缶詰レシピを公開しています。
　支援企業はHPにて募集中で、未来を担う子ども
達が夢や希望を描ける社会を実現する為、世界一
あったかい缶詰を届けます。

Ðear…
〒710-0834
倉敷市笹沖1240－3

TEL 090-3137-9869

営業時間　9：00～18：00

定　休　日　不定休

メ　ー　ル

自社HP

quaero.dear2@gmail.
com

ttps://www.konohitokan.
com/

Curry NaNa倉敷店
〒710-0051
倉敷市幸町12-19

TEL 086-423-1177

営業時間　11：00～21：00

定　休　日　日曜日

自社HP http://www.currynana.
com
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高梁川流域「倉敷三斎市」は、流域の新鮮な野菜や果物、加工品や工芸品など地産地消と「高梁川流域連携中枢都市圏構想」
推進への貢献を目的として開催しています。
２月は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止していますが、おなじみのお店を紹介します。気になるお店があ
れば、「倉敷三斎市」ホームページ（https://sansaiichi.com/）で詳しくご紹介しています。

高梁川流域「倉敷三斎市」高梁川流域「倉敷三斎市」
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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

 

2022年 3月 31日まで 

お問い合わせ 倉敷まちづくり株式会社 

  TEL(086)697-6106(市営あちてらす倉敷駐車場内) 

 

回数駐車券 

プリペイドカード 

交換のお知らせ 

倉敷市市営駐車場 指定管理者の更新に伴い、新しい有効期限(2027 年 3 月 31 日ま

で)の回数駐車券・プリペイドカードを販売しています。 

それ以前に販売した回数駐車券・プリペイドカードは有効期限が

2022年 3月 31日までとなっており、2022年 4月 1日より使用でき

なくなります。未使用の回数駐車券(当社発行のものに限る)及び

当社発行のプリペイドカードの未使用残高分については新しい回

数駐車券（100 円券）に交換させていただきますので最寄りの交換

場所にお越しください。 

交交換換対対象象券券  

  

交交換換期期限限  

交交換換場場所所  

交交換換時時間間  

回数駐車券…100円券(ブルー・赤・灰)・500円券(オレンジ・紫) 

プリペイドカード…1100円券(ピンク)・6000円券(緑) 

市営あちてらす倉敷駐車場、市営駅前駐車場、市営駅東駐車場、中央駐車場、芸文館地下駐車場、

倉敷市民会館駐車場、水島東栄町駐車場 

9時～17時 

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

kobacoffee 三宅商店
■ 自家焙煎コーヒー専門店 ■ ちりめんじゃこの専門店

住所：倉敷市本町5-27
TEL：086-425-0050
URL：https://www.koba-coffee.com/

住所：倉敷市西中新田2-2
TEL：086-426-9066

昔ながらの直火式で、豆の状態に耳を傾けながら
一秒の差にもこだわって焙煎されたコーヒーは、絶
妙な苦み・酸味とともにほのかな甘みさえ感じさせ
る極上の仕上がり。コーヒー通をもうならせるこの
奥深い味わいを朝市で楽しむことができます。

ちりめんは大きさ、固さ、塩加減、産地によって、
値段もマチマチ。こちらのお店では全国から取り寄
せた旬のちりめんを常時15種類ほど取り揃えて販売
しております。大人気の魚の干物もぜひご賞味下さ
い。
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高梁川流域「倉敷三斎市」は、流域の新鮮な野菜や果物、加工品や工芸品など地産地消と「高梁川流域連携中枢都市圏構想」
推進への貢献を目的として開催しています。
２月は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止していますが、おなじみのお店を紹介します。気になるお店があ
れば、「倉敷三斎市」ホームページ（https://sansaiichi.com/）で詳しくご紹介しています。

高梁川流域「倉敷三斎市」高梁川流域「倉敷三斎市」
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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

 

2022年 3月 31日まで 

お問い合わせ 倉敷まちづくり株式会社 

  TEL(086)697-6106(市営あちてらす倉敷駐車場内) 

 

回数駐車券 

プリペイドカード 

交換のお知らせ 

倉敷市市営駐車場 指定管理者の更新に伴い、新しい有効期限(2027 年 3 月 31 日ま

で)の回数駐車券・プリペイドカードを販売しています。 

それ以前に販売した回数駐車券・プリペイドカードは有効期限が

2022年 3月 31日までとなっており、2022年 4月 1日より使用でき

なくなります。未使用の回数駐車券(当社発行のものに限る)及び

当社発行のプリペイドカードの未使用残高分については新しい回

数駐車券（100 円券）に交換させていただきますので最寄りの交換

場所にお越しください。 

交交換換対対象象券券  

  

交交換換期期限限  

交交換換場場所所  

交交換換時時間間  

回数駐車券…100円券(ブルー・赤・灰)・500円券(オレンジ・紫) 

プリペイドカード…1100円券(ピンク)・6000円券(緑) 

市営あちてらす倉敷駐車場、市営駅前駐車場、市営駅東駐車場、中央駐車場、芸文館地下駐車場、

倉敷市民会館駐車場、水島東栄町駐車場 

9時～17時 

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

kobacoffee 三宅商店
■ 自家焙煎コーヒー専門店 ■ ちりめんじゃこの専門店

住所：倉敷市本町5-27
TEL：086-425-0050
URL：https://www.koba-coffee.com/

住所：倉敷市西中新田2-2
TEL：086-426-9066

昔ながらの直火式で、豆の状態に耳を傾けながら
一秒の差にもこだわって焙煎されたコーヒーは、絶
妙な苦み・酸味とともにほのかな甘みさえ感じさせ
る極上の仕上がり。コーヒー通をもうならせるこの
奥深い味わいを朝市で楽しむことができます。

ちりめんは大きさ、固さ、塩加減、産地によって、
値段もマチマチ。こちらのお店では全国から取り寄
せた旬のちりめんを常時15種類ほど取り揃えて販売
しております。大人気の魚の干物もぜひご賞味下さ
い。

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）

令和３年度共済制度加入者謝恩事業　令和３年度共済制度加入者謝恩事業　プレミアムランチプレミアムランチ
　倉敷商工会議所の特定退職金共済や生命共済の加入者
を対象にした今年度の「プレミアムランチ」で令和4年
2月10日（木）、当選した60事業所に「鉄板天生田」の
特製ステーキ弁当（2名分）をプレゼントしました。
　プレミアムランチの実施は3回目で、応募者は324事
業所と初回の約2倍に増加。競争率5.4倍（初回2.6倍）
の狭き門となり、12月22日（水）に当所会議室で厳正な
抽選を行いました。
　当日、お弁当の受け渡しは新商工会館最上階で行われ、
館内のお披露目も兼ねました。
　当選者からは「豪華なランチになった」「新会館も見
学できてよかった」との声が多数寄せられ、来年度も加
入者に喜ばれる企画を行う予定。

特製ステーキ弁当を受け取る当選者㊧（第4・第5会議室）
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3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 火

2 水

3 木

4 金 法律相談（倉敷）
5 土

6 日

7 月

8 火

9 水

10 木 知的財産相談
11 金

12 土

13 日

14 月

15 火

16 水

17 木

18 金

19 土

20 日 高梁川流域「倉敷三斎市」
21 月 春分の日
22 火

23 水 法律相談（水島）
第32回正副会頭・専務理事会議
第594回常議員会
第185回臨時議員総会

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

31 木

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。

問い合わせは当所共済係（☎086-476-1005）へ



Kurashiki 10 

Kurashiki CCI Business Women's Club

　

Young Enterpreneurs Group

青年部

令和4年度会長予定者
佐藤　健太 氏

　1月20日（木）にZoomに
て第10回例会が開催され、
次年度会長予定者として
佐藤健太氏の挨拶があり
ました。
　会員の一人ひとりが、自
分の所属する倉敷商工会
議所青年部に誇りを持ち、
共に活動する仲間と協力
して地域に貢献できる青
年部でありたいとの思い
と願いを込め、令和４年度のスローガンに「We are  
the 倉敷商工会議所青年部　～能力を束ねて未来を切
り開く～」と致しました。会員の出席率向上とみんな
でやる青年部、みんなで支える仲間や会となり、入会
してよかったと心から思っていただけるような青年部

となるよう目標を掲げて参りますと熱い思いを話して
くださいました。

　1月22日（土）、倉敷市水島西弥生町内の八間川通り
にてあじさいの苗木の植樹を行いました。新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響により、規模を縮小しての開
催となりましたが、当青年部の地域まちづくり創造委
員会の岡田直樹委員長の主導のもと、100株の苗木が植
えられました。

第10回例会　

あじさいの植樹をしました

愛SUN SUNあじさいロード植樹事業の様子

　今回は昨年９月24日（金）に開催された岡山県商工
会議所女性会連合会「第14回会員大会」についてご紹
介いたします。ホテルグランヴィア岡山で開催され、
県内12商工会議所女性会のうち、当会を含む５女性
会がリアル参加、７女性会がオンライン参加し、合計
106名での開催となりました。当会からは丸山洋子会
長をはじめ６名が参加しました。
　式典は、女性会の歌黙唱、活動指針唱和、県女連高
田美紀子会長挨拶、来賓挨拶と続いた後、議事に移り
ました。まず、持続可能なグリーン社会の実現に向け
て脱炭素経営や環境保全の取り組みを積極的に推進し
ていくことが「大会宣言」として採択されました。
　次に県女連の事業計画として、会員増強や各種会議
の開催、環境問題への対応、関係機関との連携強化等
を行っていくことが承認されました。
　最後は、県女連の会員数が10％減少していることが
報告され、各単会共通の課題として会員拡大に取り組

むことが承認されました。
　式典終了後、株式会社ノウハウバンク代表取締役の
三科公孝氏より「～ウイズコロナ時代のデジタル化・
脱炭素化に向けて」の講演が行われ、コロナ禍におけ
るデジタルの重要性や、脱酸素化とビジネスの両立に
ついて学びました。

県女連
「第14回会員大会」

倉敷から6名参加した会員大会（ホテルグランヴィア岡山）

Kurashiki CCI Business Women's Club
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会員は１口１万円　役員・議員は１口 10 万円から

第 3 期募集期間　令和4 年１月１日～令和4 年 9月30日まで　

お問い合わせ先　倉敷商工会議所   総務部 TEL：086-424-2111
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　「地域の宝（魅力）新聞コンテスト」（倉敷未来プロジェクト主催）の審
査会が１月21日（金）、倉敷市役所で開かれ、倉敷商工会議所会頭賞に倉敷西
小学校６年松尾日南子さんの「藤の花新聞」が選ばれました。
　坂本万明会長ら審査員７人が郷土愛、見出しやレイアウトの工夫、自分の
考えが書かれているか等の観点から選び各団体賞・入選が決定しました。
　新聞コンテストは、小学生を対象に市のシンボル（市木・市花・市鳥）や
3つの日本遺産、歴史・文化・産業・特産品・自然など、地域の宝（魅力）
をテーマに新聞を募集し、７校から過去最多となる468点の応募がありまし
た。
　新型コロナウイルス感染リスクを避けるため、表彰式は実施しない予定。
入賞作品は、2月3日（木）から10日（木）にわたって倉敷市役所１階展示ホー
ルで展示されました。
　倉敷未来プロジェクトは、地域活性化の活動や地域の魅力に触れる機会を
作ることで、若者の倉敷への郷土愛や誇りに思う気持ちを育てようと倉敷市
と倉敷市内の商工会議所や大学などが進めています。

倉敷未来プロジェクト新聞コンテスト倉敷未来プロジェクト新聞コンテスト

会頭賞を受賞した「藤の花新聞」
（倉敷西小６年　松尾日奈子さん作）

過去最多の468点が応募

労災保険の特別加入制度をご存じですか？労災保険の特別加入制度をご存じですか？
　労災保険は本来、業務中の従業員に対して給付をしますが、「労災保険特別加入制度」は実務に従事してい
る中小事業主の方々も加入することができます。（雇っている、同従業員と同様の業務を行う場合に限ります）

※当所は一人親方の特別加入を扱っておりません。

【本件に関するお問合せ先】    倉敷商工会議所　労働保険事務組合　☎086-424-2111

労働保険事務組合をご活用ください！
　事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の
事務を代行することについて、厚生労働大臣の許可を受
けた団体です。（労働保険とは雇用保険と労災保険の総称）

事務組合委託の３つのメリット
① 年度更新、雇用保険手続等の事務処理の手間が省けま

す。
② 労働保険料を年３回に分割できます。
③ 労災保険に加入できない事業主や家族従事者も特別加

入制度が利用できます。

労働保険の加入手続が必要なのは？
　正社員、パート、アルバイト等雇用形態にかかわらず、
従業員を一人でも雇っている事業場です。

労働保険の未加入にはご注意を！
　労働保険に加入していない事業所の従業員に労災事故
が発生した場合、遡って保険料が徴収されるほか、労災
給付額の全額又は一部を徴収されることになります。
　また、雇用調整助成金などの助成金が受給できない可
能性があります。
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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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労務提供の可否と賃金支払い義務
【ノーワークノーペイの原則】
　労働契約は労働者の労務提供と使用者によ

る賃金支払が等価関係に立ちます。

　労働契約法において、「労働者」とは、使用

者に使用されて労働し、賃金を支払われる者を

いう」と規定し、使用者については、「使用者」

とはその使用する労働者に対して賃金を支払う

者をいう」と規定されています。

　「労働し」とは、労働者が労務を提供するこ

とを意味します。労務を提供しなければ「ノー

ワーク・ノーペイ」になります。つまり、使用

者は賃金を支払わなくても良いということにな

ります。賃金を支払わなくても良いだけではな

く、労務提供をしないことは、労働契約自体を

解消しますので、解雇理由ともなり得ます。特

に普通解雇では「労務提供」に値するかという

評価が加わり、部分的な労務提供が解雇理由と

もなり得ます。

　そもそも労務提供が「できない」という状況

もあり得ます。典型例は、私傷病による労務提

供不能です。通勤できない、入院で労働時間が

取れない、出社しても労務提供に困難がある場

合は労務提供ができません。これは賃金を支払

わない理由となるとともに、普通解雇の理由と

なり得ます。もっとも解雇濫用法理があるので、

相当期間の解雇猶予が求められます。この猶予

期間を就業規則で定めることで、合理性の担保

を図ります。いきなりの解雇は認められません

が、就業規則で休職期間を定め、労働者に労

働の義務があるにもかかわらず、私傷病で休職

する間は、その労働の義務を免除するというも

のです。休職の期間は勤続年数に応じ、例えば、

勤続３年目までは１月間、勤続３年目から10年

目までは３カ月など、具体的に休職期間を定め

て、その期間は療養に専念するよう定めていな

ければなりません。ノーワーク・ノーペイなので、

休職の期間は無給とします。当然、有給休暇の

取得は労働者の権利ですのでその利用を拒むこ

とはできません。
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笹沖交差点

●ナンバホームセンター
倉敷店

倉敷笹沖郵便局

アミティー
倉敷笹沖校

天満屋ハピーズ
倉敷笹沖店

cocoぼっけぇ屋

岡山県立
倉敷南高校

2421-6810

　昨年８月21日にオープンしました。冷めても美
味しいのが特徴の博多唐揚げ・金沢カレーの専
門店。テイクアウト率は90％です。
　唐揚げのタレは甘くまろやかで、お子様や高
齢者の方でも食べやすく、ご飯によく合います。
刺激がほしい方には、ヤンニョムチキンがありま
す。各種90円（１個）から提供しています。お惣
菜として唐揚げのみを購入される方が多いです
が、博多明太子入りの「博多鶏弁」（520円）など、
お弁当も好評です。　
　金沢カレーのルーは、ライスに染み込まない濃
厚さで、ゴーゴーカレー監修。ロースカツ、カニ
クリームコロッケ、国産牛すじが入ったぼっけぇ
セット（990円）がおすすめ。ランチタイム限定で、
390円のカレーも提供しています。
　駐車場は４台。テーブル、カウンター含む全８
席のイートインスペースがあり、店内飲食も可能
です。仕切り、消毒等で感染対策もばっちりです。
PayPay決済可。
　これからも感謝、思いやり、笑顔を大切に営業
していきます。

テイクアウト率は90％
冷めても美味いを提供

ヤンニョムチキン弁当（560円）ヤンニョムチキン弁当（560円）

ぼっけぇセット＆博多鶏弁ぼっけぇセット＆博多鶏弁

岡　順子店長岡　順子店長

　可愛い壁紙や机を採用した店内は、女性やお子
様が落ち着く空間でした。スタッフさんが作成した
マスコットの置物は大変完成度が高く、すぐ目につ
きます。お食事のみならず、テイクアウトの待ち時
間も楽しく過ごせそうです。　　　　　　　（新谷）

〒710-0842
倉敷市吉岡369-9
営業時間/11：00～15：00
　　　　 17：00～20：00
定 休 日/火曜日、水曜日
URL/https://www.hotpepper.jp/
strJ001281794/
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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

街並みを体感できる
宴会場

令和３年10月に倉敷駅前にオープン
した「ホテル グラン・ココエ倉敷」。
その３階に、最大200名収容可能な宴
会場「グランホール」と、少人数の打
ち合わせに最適な会議室３室を完備。
モダンでありながら、和の風情と、倉
敷の街並みを体感できる空間です。

312㎡の宴会場を３分割にすること
も可能。懇親会・講演会・Web講演
会・会議・研修会・展示会など、様々
なシーンに応じて担当者がご提案いた
します。お気軽にご相談ください。

障がい者に
VRで就労支援

住 倉敷市阿知1-7-2
    倉敷シティプラザ西ビル702号-1
電 086-435-5400
営 8：30～17：30（月～金）

https://okayama-syogaisyasien.com/

就労移行支援 ハートスイッチ 倉敷校

障がいのある方の就労訓練で、県内
初のバーチャルリアリティ（VR）を導
入しました。表情やしぐさ、声のトーン、
相手の心情が推察できるヒントをみつ
ける・読み取るためのスキルを何度で
もトレーニングでき、対人的なコミュニ
ケーションが不安な方におすすめです。
社会生活の様々な場面をリアルに体
験、失敗を恐れず何度でもチャレンジ
することができ短時間でも効果的です。

事業所の見学・体験は随時お受けし
ますので、興味のある方はぜひご連絡
ください。

新しい本社で営業スタート
創業から６年。廃棄物処理業の

クリーンエア株式会社は新事務所
を建設して移転し、２月5日（土）
から新しい環境で営業を開始しま
した。

新事務所には応接室、会議室が
あり、お客様、従業員とのコミュ

ニケーションがとれる場が増えて
います。24時間換気機能も各箇所
についておりますので、コロナ対
策もばっちりです。

今後も様々なニーズに柔軟にお
応えできるよう従業員一同、業務
に励んで参りますので、変わらぬ
ご愛顧をいただきますよう、よろ
しくお願い申し上げます。

住 倉敷市阿知3-9-1（あちてらす倉敷内）
電 086-436-7393（宴会受付）
営 9：30～19：00

 https://www.grand-cocoe.com/ 

ホテル グラン・ココエ倉敷

髪質改善するメニュー新設
医療機関での美容経験をもつ美容

師が在籍するエステサロンです。
このたび、髪質改善の新メニュー

として酸熱トリートメント（10,000
円）、超音波トリートメント（8,000円）

を新設しました。また、薬剤を除去
する髪のデトックスメニュー（3,000
円）や３Dラインハイライトメニュー

（3,000円）も用意しています。
他にもまつ毛エクステ、増毛、ブ

ライダル、脱毛、フェイシャル、
BODYなど多数のメニューを高品
質・低価格にてご用意しています。
気軽にお越しください。

住 倉敷市吉岡214-3
電 0120-2829-86 
営 10：00～20：00

http://eternity.gr.jp/

Beauty salon Eternity（㈱鏡月）

住 倉敷市片島町233-1
電 086-486-1369
営 8：00～17：00

http://clean-air.co.jp/

クリーンエア株式会社
⃝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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労務提供の可否と賃金支払い義務
【ノーワークノーペイの原則】
　労働契約は労働者の労務提供と使用者によ

る賃金支払が等価関係に立ちます。

　労働契約法において、「労働者」とは、使用

者に使用されて労働し、賃金を支払われる者を

いう」と規定し、使用者については、「使用者」

とはその使用する労働者に対して賃金を支払う

者をいう」と規定されています。

　「労働し」とは、労働者が労務を提供するこ

とを意味します。労務を提供しなければ「ノー

ワーク・ノーペイ」になります。つまり、使用

者は賃金を支払わなくても良いということにな

ります。賃金を支払わなくても良いだけではな

く、労務提供をしないことは、労働契約自体を

解消しますので、解雇理由ともなり得ます。特

に普通解雇では「労務提供」に値するかという

評価が加わり、部分的な労務提供が解雇理由と

もなり得ます。

　そもそも労務提供が「できない」という状況

もあり得ます。典型例は、私傷病による労務提

供不能です。通勤できない、入院で労働時間が

取れない、出社しても労務提供に困難がある場

合は労務提供ができません。これは賃金を支払

わない理由となるとともに、普通解雇の理由と

なり得ます。もっとも解雇濫用法理があるので、

相当期間の解雇猶予が求められます。この猶予

期間を就業規則で定めることで、合理性の担保

を図ります。いきなりの解雇は認められません

が、就業規則で休職期間を定め、労働者に労

働の義務があるにもかかわらず、私傷病で休職

する間は、その労働の義務を免除するというも

のです。休職の期間は勤続年数に応じ、例えば、

勤続３年目までは１月間、勤続３年目から10年

目までは３カ月など、具体的に休職期間を定め

て、その期間は療養に専念するよう定めていな

ければなりません。ノーワーク・ノーペイなので、

休職の期間は無給とします。当然、有給休暇の

取得は労働者の権利ですのでその利用を拒むこ

とはできません。
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天満屋ハピーズ
倉敷笹沖店

cocoぼっけぇ屋

岡山県立
倉敷南高校

2421-6810

　昨年８月21日にオープンしました。冷めても美
味しいのが特徴の博多唐揚げ・金沢カレーの専
門店。テイクアウト率は90％です。
　唐揚げのタレは甘くまろやかで、お子様や高
齢者の方でも食べやすく、ご飯によく合います。
刺激がほしい方には、ヤンニョムチキンがありま
す。各種90円（１個）から提供しています。お惣
菜として唐揚げのみを購入される方が多いです
が、博多明太子入りの「博多鶏弁」（520円）など、
お弁当も好評です。　
　金沢カレーのルーは、ライスに染み込まない濃
厚さで、ゴーゴーカレー監修。ロースカツ、カニ
クリームコロッケ、国産牛すじが入ったぼっけぇ
セット（990円）がおすすめ。ランチタイム限定で、
390円のカレーも提供しています。
　駐車場は４台。テーブル、カウンター含む全８
席のイートインスペースがあり、店内飲食も可能
です。仕切り、消毒等で感染対策もばっちりです。
PayPay決済可。
　これからも感謝、思いやり、笑顔を大切に営業
していきます。

テイクアウト率は90％
冷めても美味いを提供

ヤンニョムチキン弁当（560円）ヤンニョムチキン弁当（560円）

ぼっけぇセット＆博多鶏弁ぼっけぇセット＆博多鶏弁

岡　順子店長岡　順子店長

　可愛い壁紙や机を採用した店内は、女性やお子
様が落ち着く空間でした。スタッフさんが作成した
マスコットの置物は大変完成度が高く、すぐ目につ
きます。お食事のみならず、テイクアウトの待ち時
間も楽しく過ごせそうです。　　　　　　　（新谷）

〒710-0842
倉敷市吉岡369-9
営業時間/11：00～15：00
　　　　 17：00～20：00
定 休 日/火曜日、水曜日
URL/https://www.hotpepper.jp/
strJ001281794/
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　保健所では、ＨＩＶ検査と合わせて梅毒検査が受けられます。所要
時間は20分程度、血液検査を行い、結果は1週間後にわかります。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、検査が中止になる場合があります。
　日程、時間など詳しくは、倉敷市ホームページを要チェック　→
　検査のご相談は、倉敷市保健所　エイズホットライン　☎ 086-434-9099

検査はどこで受けられる？

Kurashiki 14 

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

梅毒が流行しています梅毒が流行しています
梅毒ってどんな病気？

受診はどこにすればいい？

どんな症状？

～『 シフト制 』の留意事項について～ 事業復活支援金の事前確認

問い合わせは当所中小企業相談所
（☎︎ 086-476-1005）へ

　倉敷商工会議所は、事業復活支援金の申請時に
必要な事前確認を行っています。
　同支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響
を受けた事業者に対し、事業規模や売上高減少
率に応じ給付金を支給。申請には、売上が基準月
と比べ50％以上又は30％以上50％未満減少してい
る必要があります。支給額は、中小法人等は最大
250万円、個人事業者等は最大50万円です。
　事前確認には、本人確認書類・履歴事項全部証
明書、確定申告書、帳簿書類、通帳、宣誓・同意
書などが必要になります。事前確認は当所以外に、
認定を受けた税理士、金融機関も行っています。
なお、一時支援金又は月次支援金を受給済みの事
業者は、改めて事前確認を受ける必要はありませ
ん。

　人手不足や労働者のニーズの多様化等を背景とし
て、パートタイム労働者やアルバイトを中心に、労
働日や労働時間を一定期間ごとに調整し、特定する
ような働き方が取り入れられています。
　このような働き方には、その時々の事情に応じて
柔軟に労働日・労働時間を設定できるという点で労
使双方にメリットがあり得る一方、使用者の都合で
労働日がほとんど設定されなかったり、労働者の希
望を超える労働日数が設定されることにより、労働
紛争が発生することもあります。
　労働紛争を未然に防止し、上記のような形態を労
使双方にとってメリットのあるものとするため、現
行の労働関係法令等に照らして使用者が留意すべき
事項をとりまとめましたので、使用者においては当
該事項を踏まえて、適切な雇用管理を行っていただ
くようお願いします。

・主に感染している人との性器、口、肛門などの粘膜を介した性行為によっ
て起こる感染症です。
・日常生活では感染しません。
・原因は、梅毒トレポネーマという細菌の一種です。
・オーラルセックスでも感染することがあります。また、治っても予防し
なければ、再感染します。

・検査は医療機関または保健所で受けられます。
・症状がある場合には、男性は泌尿器科・性病科・皮膚科、女性は婦人科・
産婦人科に受診しましょう。

・感染してからの期間により、下記のような症状が現れることがあります。
（症状がでない人もいます）
・【第１期】感染して約３週間前後、男女ともに感染部位（陰部等）に豆大
のしこりができたり、リンパ節（脚のつけ根等）が腫れます。
・【第２期】未治療で3か月経過すると、全身に赤い斑点（バラ疹）ができる、
脱毛などがあります。
・症状がなくなる時期もありますが、放置すると心臓や脳に障害を起こし、
命に関わることもあります。
・梅毒は早期に診断を受けて治療すれば治ります。

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
　（厚生労働省ＨＰ）

倉敷市保健所は、市民の健康づく
りと生活習慣病予防を応援します。

 

保健師 山代裕子

梅毒が流行しています
梅梅毒毒っっててどどんんなな病病気気？？
• 主に感染している人との性器，口，肛門などの粘膜を介した性行為によって起こる感染症です。

• 日常生活では感染しません。

• 原因は，梅毒トレポネーマという細菌の一種です。

• オーラルセックスでも感染することがあります。また，治っても予防しなければ，再感染します。

どどんんなな症症状状？？
• 感染してからの期間により，下記のような症状が現れることがあります。（症状がでない人もいます）

• 【第１期】感染して約３週間前後，男女ともに感染部位（陰部等）に豆大のしこりができたり，

リンパ節（脚のつけ根等）が腫れます。

• 【第２期】未治療で3か月経過すると，全身に赤い斑点（バラ疹）ができる，脱毛などがあります。
• 症状がなくなる時期もありますが，放置すると心臓や脳に障害を起こし，命に関わることもあります。

• 梅毒は早期に診断を受けて治療すれば治ります。

受受診診ははどどここににすすれればばいいいい？？
• 検査は医療機関または保健所で受けられます。

• 症状がある場合には，男性は泌尿器科・性病科・皮膚科，女性は婦人科・産婦人科に受診しましょう。

検検査査ははどどここでで受受けけらられれるる？？

先天梅毒は，梅毒に感染している妊婦から胎児に感染する多臓器感
染症です。妊婦が治療していない場合には，４０％の赤ちゃんが死産又
は出生後間もなく死亡する可能性があり，赤ちゃんに障がいを引き起こ
す危険性もあります。

先先天天性性梅梅毒毒ににつついいてて 保健所では，ＨＩＶ検査と合わせて梅毒検査が受けられます。
所要時間は２０分程度，血液検査を行い，結果は1週間後にわかります。

※新型コロナウイルス感染症の状況により，検査が中止になる場合があります。
日程，時間など詳しくは，倉敷市ホームページを要チェック →

検査のご相談は，倉敷市保健所 エイズホットライン 086-434-9099

倉敷市保健所保健課感染症課係
〒710-0834 倉敷市笹沖170
TEL 086-434-9810
FAX 086-434-9805

倉敷市保健所は、市民の健康づくりと
生活習慣病予防を応援します。

保健所の外観写真

保健師 山代裕子

　先天梅毒は、梅毒に感染している妊婦から胎児に
感染する多臓器感染症です。妊婦が治療していない
場合には、40％の赤ちゃんが死産又は出生後間もな
く死亡する可能性があり、赤ちゃんに障がいを引き
起こす危険性もあります。

先天性梅毒について
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　保健所では、ＨＩＶ検査と合わせて梅毒検査が受けられます。所要
時間は20分程度、血液検査を行い、結果は1週間後にわかります。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、検査が中止になる場合があります。
　日程、時間など詳しくは、倉敷市ホームページを要チェック　→
　検査のご相談は、倉敷市保健所　エイズホットライン　☎ 086-434-9099

検査はどこで受けられる？
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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

梅毒が流行しています梅毒が流行しています
梅毒ってどんな病気？

受診はどこにすればいい？

どんな症状？

～『 シフト制 』の留意事項について～ 事業復活支援金の事前確認

問い合わせは当所中小企業相談所
（☎︎ 086-476-1005）へ

　倉敷商工会議所は、事業復活支援金の申請時に
必要な事前確認を行っています。
　同支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響
を受けた事業者に対し、事業規模や売上高減少
率に応じ給付金を支給。申請には、売上が基準月
と比べ50％以上又は30％以上50％未満減少してい
る必要があります。支給額は、中小法人等は最大
250万円、個人事業者等は最大50万円です。
　事前確認には、本人確認書類・履歴事項全部証
明書、確定申告書、帳簿書類、通帳、宣誓・同意
書などが必要になります。事前確認は当所以外に、
認定を受けた税理士、金融機関も行っています。
なお、一時支援金又は月次支援金を受給済みの事
業者は、改めて事前確認を受ける必要はありませ
ん。

　人手不足や労働者のニーズの多様化等を背景とし
て、パートタイム労働者やアルバイトを中心に、労
働日や労働時間を一定期間ごとに調整し、特定する
ような働き方が取り入れられています。
　このような働き方には、その時々の事情に応じて
柔軟に労働日・労働時間を設定できるという点で労
使双方にメリットがあり得る一方、使用者の都合で
労働日がほとんど設定されなかったり、労働者の希
望を超える労働日数が設定されることにより、労働
紛争が発生することもあります。
　労働紛争を未然に防止し、上記のような形態を労
使双方にとってメリットのあるものとするため、現
行の労働関係法令等に照らして使用者が留意すべき
事項をとりまとめましたので、使用者においては当
該事項を踏まえて、適切な雇用管理を行っていただ
くようお願いします。

・主に感染している人との性器、口、肛門などの粘膜を介した性行為によっ
て起こる感染症です。
・日常生活では感染しません。
・原因は、梅毒トレポネーマという細菌の一種です。
・オーラルセックスでも感染することがあります。また、治っても予防し
なければ、再感染します。

・検査は医療機関または保健所で受けられます。
・症状がある場合には、男性は泌尿器科・性病科・皮膚科、女性は婦人科・
産婦人科に受診しましょう。

・感染してからの期間により、下記のような症状が現れることがあります。
（症状がでない人もいます）
・【第１期】感染して約３週間前後、男女ともに感染部位（陰部等）に豆大
のしこりができたり、リンパ節（脚のつけ根等）が腫れます。
・【第２期】未治療で3か月経過すると、全身に赤い斑点（バラ疹）ができる、
脱毛などがあります。
・症状がなくなる時期もありますが、放置すると心臓や脳に障害を起こし、
命に関わることもあります。
・梅毒は早期に診断を受けて治療すれば治ります。

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
　（厚生労働省ＨＰ）

倉敷市保健所は、市民の健康づく
りと生活習慣病予防を応援します。
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梅毒が流行しています
梅梅毒毒っっててどどんんなな病病気気？？
• 主に感染している人との性器，口，肛門などの粘膜を介した性行為によって起こる感染症です。

• 日常生活では感染しません。

• 原因は，梅毒トレポネーマという細菌の一種です。

• オーラルセックスでも感染することがあります。また，治っても予防しなければ，再感染します。

どどんんなな症症状状？？
• 感染してからの期間により，下記のような症状が現れることがあります。（症状がでない人もいます）

• 【第１期】感染して約３週間前後，男女ともに感染部位（陰部等）に豆大のしこりができたり，

リンパ節（脚のつけ根等）が腫れます。

• 【第２期】未治療で3か月経過すると，全身に赤い斑点（バラ疹）ができる，脱毛などがあります。
• 症状がなくなる時期もありますが，放置すると心臓や脳に障害を起こし，命に関わることもあります。

• 梅毒は早期に診断を受けて治療すれば治ります。

受受診診ははどどここににすすれればばいいいい？？
• 検査は医療機関または保健所で受けられます。

• 症状がある場合には，男性は泌尿器科・性病科・皮膚科，女性は婦人科・産婦人科に受診しましょう。

検検査査ははどどここでで受受けけらられれるる？？

先天梅毒は，梅毒に感染している妊婦から胎児に感染する多臓器感
染症です。妊婦が治療していない場合には，４０％の赤ちゃんが死産又
は出生後間もなく死亡する可能性があり，赤ちゃんに障がいを引き起こ
す危険性もあります。

先先天天性性梅梅毒毒ににつついいてて 保健所では，ＨＩＶ検査と合わせて梅毒検査が受けられます。
所要時間は２０分程度，血液検査を行い，結果は1週間後にわかります。

※新型コロナウイルス感染症の状況により，検査が中止になる場合があります。
日程，時間など詳しくは，倉敷市ホームページを要チェック →

検査のご相談は，倉敷市保健所 エイズホットライン 086-434-9099

倉敷市保健所保健課感染症課係
〒710-0834 倉敷市笹沖170
TEL 086-434-9810
FAX 086-434-9805

倉敷市保健所は、市民の健康づくりと
生活習慣病予防を応援します。

保健所の外観写真

保健師 山代裕子

　先天梅毒は、梅毒に感染している妊婦から胎児に
感染する多臓器感染症です。妊婦が治療していない
場合には、40％の赤ちゃんが死産又は出生後間もな
く死亡する可能性があり、赤ちゃんに障がいを引き
起こす危険性もあります。

先天性梅毒について

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

株式
会社

デジタルサイネージ運用開始
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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４年１月調査結果）
業況DI は、オミクロン株の感染拡大により悪化
先行きは、感染急拡大への警戒感から厳しい見通し

※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

１月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２～４月
全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲49.5

▲27.1

▲48.5

▲49.0

▲49.5

▲64.7

▲29.4

▲20.9

▲12.5

▲30.7

▲44.4

▲37.9

▲33.2

▲18.7

▲18.1

▲35.0

▲48.0

▲43.8

▲28.9

▲22.1

▲14.7

▲32.1

▲42.2

▲34.8

▲21.1

▲18.2

▲13.7

▲20.8

▲35.2

▲18.9

▲15.8

▲16.3

▲9.3

▲11.6

▲30.0

▲12.5

▲18.2

▲21.5

▲6.9

▲18.1

▲26.7

▲20.4

▲27.4

▲24.8

▲16.0

▲24.4

▲34.7

▲35.5

2021年 2022年2021年

　自動車関連で生産回復の動きが見られる製造業や、消費
者マインドの回復により年始の初売りが好調だった小売業
の業況感が改善した。一方、新型コロナウイルスのオミク
ロン株の感染拡大に伴い、飲食業、宿泊業などのサービス
業では、イベントの中止や予約のキャンセルが相次ぎ、客
足が急減した。また、幅広い業種で、部品供給制約による
納品遅れ、原油価格を含む資源価格や原材料費の上昇によ
るコスト増加が続いており、中小企業の業況改善に向けた
動きは継続も、足元で鈍さが見られる。

　オミクロン株の感染急拡大による営業時間短縮や人流抑
制などの活動制約、春の観光需要喪失を不安視する声は多
い。また、部品供給制約の長期化、資源価格の高騰、円安、

人件費上昇などのコスト増加分の価格転嫁の遅れによる業
績悪化への懸念もあり、中小企業の景況感は先行きへの警
戒感が強まり、厳しい見方となっている。

 全産業合計の業況DIは、▲18.2（前月比▲2.4ポイント）

 先行き見通しDIは、▲27.4（今月比▲9.2ポイント）

業務日誌（１月度）
4日 仕事始め
5日 第29回正副会頭・専務理事会議
令和4年新年祝賀会

6日 女性会令和4年新年祝賀会
青年部令和4年度第1回役員予定者会議
青年部第10回役員会

7日 （一社）岡山県商工会議所連合会１月運営委員会
10日 新倉敷商工会館引き渡し
11日 令和3年分所得税確定申告説明会
12日 令和3年分所得税確定申告説明会

税務関係民間団体と倉敷税務署との新年挨拶会（倉敷税務団体協議会）
13日 第93回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2022出展社会議（第５回藺製品・雑貨部会）
14日 新倉敷商工会館竣工祭

倉敷市との災害協定調印式
新倉敷商工会館竣工記者会見
日本商工会議所青年部第303回役員会など（オンライン）
令和3年分所得税・消費税確定申告研修会

15日 新倉敷商工会館へ事務局移転
16日 高梁川流域「倉敷三斎市」
17日 倉敷商工会議所新事務局運用開始
18日 チームＫ６企画会議
19日 第30回正副会頭・専務理事会議

日本商工会議所第21回中小企業・第11回情報化・第10回エネルギー・環境・第13回運営合同委員会（ハイブリッド）

20日 青年部令和3年度第10回例会（オンライン）
21日 観光委員会正副委員長会議

青年部第11回常任理事会（オンライン）
日本商工会議所青年部令和4年度第3回役員予定者会議

22日 青年部愛SUNSUNあじさいロード植樹事業
25日 会報編集会議
26日 第10回５商工団体コロナ対策協議会
27日 新倉敷商工会館建設第17回技術定例打合せ会
28日 令和4年度第2回常任理事予定者会議（オンライン）

第10回小規模事業者経営改善資金貸付審査会

　1月14日（金）の竣工祭にてデモンストレーションを
行ったデジタルサイネージは、2月1日（火）より運用を
開始しました。14事業所が広告放映中で、会員事業所
は利用できます。
　設置場所は新倉敷商工会館１階エレベーター横。55
インチ（縦長）の大画面で自由な情報発信が可能。会報
広告・チラシ折込の利用で契約月の１枠分が無料に。
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　欄干の上で戯れる2匹の猫を中心に、テラスの一角がクローズアップさ
れています。画面を横切る欄干や左下に描かれた人物、その対角線上に垂
れ下がる葉の繁った枝は大胆にトリミングされており、画面外へと続く世
界を暗示させます。
　パリで活動したピエール・ボナールは、平坦な色面と装飾性に富んだ作
品を特徴とした「ナビ派」の画家です。ナビ派の画家たちは浮世絵から着
想を得るなど、日本美術にも深い関心を寄せており、とりわけボナールは、
「日本かぶれのナビ」というあだ名をつけられたほど、日本美術に心酔し
ていました。本作の大胆な構図には、こうした日本美術からの影響が見て
取れます。
　またボナールは、日常生活の中で得られる身近な主題を描き、「アンティ
ミスト（親密派）」とも称されました。ここでは、くつろぐ猫を中心とし
て穏やかな時間が流れる、何気ない日常の喜びが表現されています。

ピエール・ボナール（1867-1947）《欄干の猫》1909年　油彩・画布　115.5×94.5cm

　コロナ禍で社会が激変する中、支え合いの大切さを痛感します。経営支援策をうま
くキャッチできなかったり、申請を躊躇する方が、当所からの情報発信や申請支援を
受け、難局を凌いだ例を数多く見て来ました。その方々からのお礼の言葉は、大きな
励みとなりました。倉敷商工会議所は新商工会館に移り、経営支援の環境は向上して
います。今後も、各種支援策の情報をお届けし、必要に応じて寄り添いながら、管内
事業所の支柱となれるよう一層努めます。　（大田）

公益財団法人

大原美術館
学芸員

長谷川　祐里

　昨年より、ネコを飼い始めました。朝
だけ甘えてきたり、横目でこちらを見な
がらいたずらしたり……そんな気まぐれ
さに手を焼きつつ、気づけばデレデレ
しています。
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編 集 後 記

Editor,s Note

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。

　「Barcos café（バルコスカフェ）」は、新倉敷商工
会館１階で営業中です。
　人気メニューはカフェラテ（400円）。オリジナルラ
テアートのサービスが好評で、スマホで画像を送信す
るだけで簡単に表面にプリントができます。氷を砕い
た飲料のグラニータ（600円）はデザート感覚で楽しめ、
若年層に向けたおすすめメニューです。
　また、名物の『倉敷白壁ソフト』（400円）は、黒と白
のコントラストが特徴的。粒子の細かい竹炭を使用し、
なめらか食感と黒色を作りだしています。ミルク・チョ
コレートベースで、ビターな味わいのソフトクリームです。

　ドリンクやデザートのみならず、ランチプレート、
サンドイッチ、スパゲッティ、ドリア、カレー等フード
メニューも充実。ドリンク、スープセット各150円。
　松井慎弥店長は「第２のオフィスとして癒しの空間
を提供していきたい」と話します。
　営業時間は午前９時から午後６時。定休日は日曜日
と祝日。カウンター席、ソファ席、テーブル席の全42
席で、家具は㈱テオリ（倉敷市）製。10名からゲスト
ルームの貸し切りが可能。キャッシュレス対応。イン
スタグラムは「＠barcoscafe」で検索。お問い合わ
せは421–3391まで。

新商工会館１階に「Barcos café」〜第２のオフィスとして癒しの空間を〜

カフェラテアート ランチプレート各種 松井店長（左）とスタッフ
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