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　「平成30年７月豪雨」の教訓を生かし、建設中の新倉敷
商工会館では、さまざまな防災・減災対策が講じられてい
ます。被災時でも商工会議所の機能を維持し、事業所への
支援を行うとともに、「一時避難所」として地域住民の命
を守る拠点として貢献します。
　建物は鉄骨造７階建てで、耐震性能は通常の１.25倍と
公共建築物と同等の性能を確保しています。震度６弱程度
の大地震後でも、構造体の大きな補修をすることなく使用
し、機能の維持が図られます。
　ハザードマップで0.5～1.0ｍ未満の浸水が想定されるた
め、１階には事務所や会議室等を配置せず、ピロティを広
く取って車寄せを設けました。受水槽は架台を組んでかさ
上げし、水害時の飲料水を確保します。
　「雁木」をイメージした２階事務局につながる緩やかな
外階段を東側に設け、ボートによる救助を可能にします。
事務局に隣接する２階の第１会議室は、災害対策室として
機能するように電源は非常用も確保し、インターネット回
線は２系統を整備しました。
　エレベーターは、通常１階フロアレベルにある昇降路内
の制御盤と巻上機の下端を75cmかさ上げし、制御盤と巻
上機の冠水を防止。ピット冠水が発生した場合、エレベー
ターを自動的に２階に呼び戻して待機し、かごの冠水を防
ぎます。

非常時30時間の電気供給が可能
　屋上には約11kwhの太陽光パネルを設置し、５階屋内設
備のリチウムイオン蓄電システムに発電電力を蓄電しま
す。蓄電池は、停電時に７階会議室へ電源を供給し、太陽
光発電と非常用発電機の併用を可能としています。非常用
発電機は軽油を燃料とし、貯蔵タンクは950ℓの容量があ
ります。キュービクル（高圧受電設備）は屋上に設けたた
め、１階部分が浸水した場合でも影響はありません。１階
のＥＰＳ（電気配線シャフト）が破損した場合、建物内は

停電して非常系統に切り替わり、84kw使用で30時間の電
気供給が可能です。
　通信設備は、主装置が２階にあるため、１階部分の浸水
時も影響はありません。電話とインターネット回線は、非
常時も想定し、職員用LANと公衆WI-Fiの２系統で有線と
無線の両方を確保。電話はNTTドコモの「オフィスリンク」
を採用し、全職員にスマートフォンを配布しましたが、非
常時に備え固定電話の回線も設置しました。
　令和４年１月14日（金）、倉敷市と災害協定を締結し、
災害時に７階会議室を一時避難所として60名程度を受け
入れる予定です。
　１階南側の通用口には電気錠を導入し、通常は午後８時
半から午前６時半までは入館できませんが、非常時には監
視センターからの遠隔操作によって開錠は可能。正面入り
口には、警備員の待機所が設けられています。
　命の危険が迫る中で１階のカギがかかっていた場合は、
東側の外階段を通じた２階テラスへの避難を想定。南側に
は非常階段があり、施錠されている可能性もありますが、
一時避難所となる７階にたどり着けます。

（「新会館建設へGO！！」は今回で終了します）

雁木をイメージした外階段（令和3年11月26日撮影）
現在は手すりが設置済みで、工事用の囲いで見えない

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・減災の対策と設備が充実
～機能維持し、命守る「一時避難所」にも～最終回



井上会頭「次世代のために意義深い」

「次世代モビリティ瀬戸内コンソーシアム」設立総会
県境越え12商工会議所・商工会が連携
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　瀬戸内海で空飛ぶクルマや大型ドローンを使った事
業化を図ろうと、「次世代モビリティ瀬戸内コンソー
シアム」の設立総会が２月26日（土）、当所会議室で
開催され、会長に井上峰一会頭が就任しました。令和
元年12月に岡山商工会議所と設立した「岡山・倉敷
エアロスペース懇談会」を発展的に解散し、岡山、広
島、兵庫、香川４県の12商工会議所・商工会へと連携
組織を拡大。瀬戸内海での新たなビジネス創出を目指
します。
　設立総会は、倉敷商工会館7階会議室をメーン会場
にして、すべての構成団体とオブザーバーの倉敷市、
笠岡市、広島商工会議所がオンライン参加しました。
　開催地を代表し、井上会頭は「瀬戸内海沿岸で空飛
ぶクルマやドローンを活用したビジネスを目指すこと
は、次世代のために大変意義深い。さらに県境を越え
て、これだけの広域連携ができるのは、画期的なこと
だと思っています」と挨拶。
　また、伊東香織倉敷市長は、ビデオメッセージを寄
せ「素晴らしい成果、新しい時代の道しるべができる
ことを期待しています」と述べました。
　この後、議事に入り、会則と役員、令和４年度事業
計画と収支予算を決定。会長は井上会頭、副会長は松
田久岡山商工会議所会頭と齋木俊治郎姫路商工会議所
会頭の２名、理事はその他の構成団体の代表10名、監
事には坂本万明当所専務理事が就任。事務局は当所
に置き、事務局長は井上裕康同理事総務部長が務め
ます。
　また、顧問に慶應義塾大学大学院SDM研究所顧問
の中野冠氏が就きました。
　閉会挨拶で、（一社）MＡSＣの桐野宏司理事長は
「瀬戸内海を中心に事業展開ができるように各団体に
は、積極的に行動していただくことを期待していま
す」と力を込めました。

令和４年度に当所も連携し
笠岡でドローン物流の実験
　「次世代モビリティ瀬戸内コンソーシアム」は、M
ＡSＣの実証実験やノウハウをベースにして各地域と
の情報共有を図り、さまざまな広域連携も進める方針
です。
　MＡSＣは現在、国内で唯一屋外飛行を実現した空
飛ぶクルマ「EHang216」（２人乗り）を保有。今

後、最新鋭の「EHang　VT－30」（同）を新たに
導入する予定です。
　この機体には固定翼があり、最大飛行時間100分（E
Hang216は約21分）、最大飛行距離300km（同
35km）と、EHang216よりも航続距離が長く、長
距離のニーズを満たす設計がされており、瀬戸内での
活用が期待されます。
　また、MＡSＣは当所、笠岡商工会議所と連携し
て、令和４年度に笠岡諸島でドローンを活用した物流
等の実証実験を実施。その後、児島・下津井－六口島
－本島間、牛窓－前島－小豆島間での実験も計画して
います。
　今回、同コンソーシアムに参加している団体は、離
島を抱える地域も多く、ドローン物流による社会問題
の解決や観光面での活用を見込んでいます。

主会場からオンラインで井上会頭が挨拶（第4・第5会議室）

「次世代モビリティ瀬戸内コンソーシアム」
役員一覧
会　長　井上　峰一（倉敷商工会議所会頭）
副会長　松田　　久（岡山商工会議所会頭）
副会長　齋木俊治郎（姫路商工会議所会頭）
理　事　林　　克士（福山商工会議所会頭）
理　事　鳴本　哲矢（笠岡商工会議所会頭）
理　事　大島　康弘（児島商工会議所会頭）
理　事　守永　一彦（玉島商工会議所会頭）
理　事　山根　一人（玉野商工会議所会頭）
理　事　寺尾　俊郎（備前商工会議所会頭）
理　事　横山　忠彦（備前東商工会会長）
理　事　丹生　兼宏（土庄町商工会会長）
理　事　長松　　稔（小豆島町商工会会長）
理　事　桐野　宏司（（一社）MＡSＣ理事長）
監　事　坂本　万明（倉敷商工会議所専務理事）



第4回「航空宇宙ビジネスフォーラムin倉敷」
3つの取り組みの方向性を紹介

慶応大学の中野氏が記念講演
空飛ぶクルマで瀬戸内の遊覧飛行を
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　 第 ４ 回 「 航 空 宇 宙 ビ ジ ネ ス フ ォ ー ラ ムin倉
敷 」 が ２ 月 2 6 日 （ 土 ） 、 倉 敷 商 工 会 館 で 開 催 さ
れ 、 経 済 産 業 省 次 世 代 モ ビ リ テ ィ 政 策 室 室 長 補
佐 の 伊 藤 貴 紀 氏 が 「 次 世 代 空 モ ビ リ テ ィ の 産 業
振 興 に 向 け た 取 組 」 を テ ー マ に 講 演 し ま し た 。
　伊藤氏は「今後、ドローン市場は急速に拡大する」
と述べ、今年12月から目視外、有人地帯での飛行が可
能となるレベル４が開始予定であることを説明。
　今後の取り組みの方向性として①「機体の安全性
向上・高性能化」を進め、ドローンの活用の幅を拡大
②１人の操縦者が複数の機体を操縦できるようにし、
ドローン利活用のポテンシャルをさらに引き出す③ド
ローンと空飛ぶクルマ、航空機が空域を共有するため

の技術の確立――を挙げました。
　空飛ぶクルマの市場規模は、2040年時点の全世界、
産業全体で約154兆円との予測を紹介しました。
　同フォーラムでは、（一社）MＡSＣの桐野宏司理
事長挨拶に続き、同水島スカイチームドローン部会が
11のプロジェクトと取り組み、同空飛ぶクルマ部会は
国内初の屋外飛行を実施し、教育部会は関西高校で
STEM教育と取り組んでいることなどを報告。
　ドローン部会の報告では、㈱かもめや（香川県高松
市）の小野正人社長が、香川県三豊市本土と粟島をド
ローンで結び、日用品などを運ぶ定期航路を昨年８月
に開設したことを説明しました。
　このほか、美星町「ダークスカイ・コミュニティ認
定」、「ローカルベンチャーの育成に向けて」と題した報
告があり、㈱ダイモン取締役ＣSＯ理学博士の山田慶剛
氏、スパークス・イノベーション・フォー・フューチャー
㈱シニアバイスプレジデントの大貫美鈴氏が講演。
　「瀬戸内から宇宙旅行へのチャレンジ」をテーマに
したパネルディスカッションでは、大貫氏がコーディ
ネーターを務め、（一社）宇宙旅客輸送推進協議会代
表理事の稲谷芳文氏、（一社）Space　Port　
Japan　理事の新谷美保子氏が参加しました。

　慶応義塾大学大学院SDM研究所顧問の中野冠氏が
２月26日（土）、「瀬戸内における空飛ぶクルマの可能
性について」と題し、オンラインで「次世代モビリティ
瀬戸内コンソーシアム」設立記念講演を行いました。
　中野氏は、空飛ぶクルマを活用した事業として、運
航距離や気象条件が比較的問題となりにくいことなど
から、遊覧飛行の可能性を強調。「岡山－高松モデル」
として岡山、倉敷、高松と犬島、直島、豊島、小豆島を
結ぶルートを示し「瀬戸内が日本で一番、空飛ぶクル
マの実現の可能性が高い」と強調しました。
　価格について、フィリピン・セブ島では、30分遊覧
でヘリ（客３名）が約68,000円、セスナ（客３名）が約
27,000円であることを紹介。当面はセスナレベルが目
標で、ワントリップ１万円程度になることが重要と指摘
しました。
　例として、瀬戸内市牛窓での活用の可能性を説明。

観光地としての魅
力のほかに岡山空
港、岡山駅からの
交通が不便である
ことや高級ホテル
の存在、離島間交
通が不便であるこ
とと、富裕層の別荘があることなどを理由として挙げ
ました。
　このほか、瀬戸内観光モデルの候補エリアとして、
「倉敷・水島～坂出エリア」「尾道～今治エリア」「広
島・宮島（厳島）エリア」「松山・伊予灘エリア」を提
案。「これらの地域をまとめて運航するとビジネスに
なる」と述べ、市場規模は約80億円と観光・レジャー
分野で「我が国最大の規模になる」との見方を示しま
した。

オンラインで市場予測を説明する伊藤氏

オンラインで講演する中野氏
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オンライン会議は半数以上に　導入システムは内部管理中心

倉敷商工会議所初のＩＴ実態調査結果

セキュリティ、活用業務、人材不足に課題

　倉敷商工会議所が実施した「ＩT実態調査」で、イン
ターネットを活用したＩTツールの普及が進んでいるこ
とが明らかになる一方、セキュリティ対策や今後の活用
業務、人材不足などの課題も浮き彫りになりました。
　同調査は、当所「デジタル推進懇談会」設置に伴い、
２月10日から24日まで、メールアドレスを登録してい
る会員事業所を対象に初めて実施。275事業所から回答
があり、回収率は9.2％でした。
　回答事業所の業種は、サービス業23 .6％、建設業
18.2％、小売業16.0％、製造業15.3％など。従業員数は
５人以下が44.0％と最も多く、６～20人が27.3％、21～
50人が12.7％で、50人以下が８割以上を占めました。

　「インフラ及び活用しているＩTツール」（複数回答）
＝グラフ１＝は、オフィスソフトがトップで、インターネッ
トを利用するスマートフォン・タブレット、ホームページ
がベスト３に入りました。オンライン会議ツールも半数
以上に及び、長引くコロナ禍で普及したとみられます。
　「導入しているシステム」（同）は、財務会計システ
ム50.9％、人事・給与システム37.8％、顧客管理システ
ム25.1％、見積書作成システム25.1％など内部管理業務
関連が大半を占めました。一方、「導入しているものは
ない」も24.0％あり、ＡＩを活用したシステムは3.6％、
研究・開発システムは1.8％、オンラインショップは
0.4％にとどまりました。　

「何もしていない」が１割　
　「セキュリティ対策状況」（同）＝グラフ２＝をみる
と、ウイルス対策ソフトは82.9％が導入済み。しかし、
ＯSやソフトウエアを常に最新にしているのは半分で、
情報資産の社外持ち出し禁止、私物PＣやＵSＢメモリ
の持ち込み禁止など、基本的な対応を実施している事業

所は２割程度にとどまり、「何も対策していない」も
9.8％ありました。
　「今後ＩT化したい業務」は、会計処理が16.0％、請求
書・帳票発行と勤怠管理が各14.9％などで、電子契約は
12.4％、マーケティング支援は8.7％、ワークフローと営
業支援は7.3％。「特にない」が37.8％と最多で、今後のデ
ジタル化の活用法を見出せない事業所が多くありました。
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最適なデジタル化の理解を　
　「ＩT化推進への課題」（同）＝グラフ３＝をみる
と、「ＩT化に対応できる人がいない」が１位、「ＩT
化の推進を先導する人がいない」が２位と、人材不足が
最大の課題。「自社にあったツールの選び方がわからな
い」「費用対効果の試算ができない」「ＩT化を進めて
も現場に定着しない」「必要性を感じない」も比較的多
く、実際の業務と最適なデジタル化を結びつける必要性
の理解も課題であることが浮き彫りになりました。

　「ＩT化を相談できる専門家や支援機関」（同）
は、ＩTベンダー（取引先）30.5％、ＩTに詳しい知人
24.7％、商工会議所24.4％がベスト３。「相談できる機
関はない」は17.5％でした。
　「専門家や支援機関に求めること」（同）は、ＩT
投資のための補助金、助成金の申請支援が48.0％でトッ
プ。以下、参考となる事例紹介35.6％、ＩT関連の情報
提供28.0％、社内人材の育成支援14.2％、ＩTツールの
相談会・展示会の開催13.5％などで、「特にない」は
23.6％でした。

令和４年度検定試験の日程が、別表の通り
決まりました。　
当所で受付する簿記検定、珠算能力検定、
暗算検定、段位認定試験は、全てネット申し
込みとなります。
当所ホームページから申し込みができ、別
途手数料440円がかかります。団体は受付開始
３営業日前までに事務局へ連絡が必要です。
受験票はメールで受験者に送付します。受
験者は受験票メールの文面をA４用紙に印刷
し、当日受験票として持参します。成績照会もネットで行います。合格証書は結果通知日以降に順次郵送します。
東商検定は、試験期間中に自宅や職場のパソコンでインターネットを通じて随時受けられます。

令和４年度検定試験スケジュールが決定
試験施行日 申込期間

簿　　記

6月12日（日） 4月19日（火）〜 4 月2 8日（木）

11月20日（日） 10月　4日（火）〜 1 0月1 3日（木）

2月26日（日） 1月11日（水）〜 1月2 0日（金）

珠算能力
暗　　算
段位認定

6月26日（日） 5月10日（火）〜 5月1 9日（木）

10月23日（日） 9月　6  日（火）〜 9月1 5日（木）

2月12日（日） 12月14日（水）〜 1 2月2 3日（金）

試験期間

7月　1日（金）〜 7月19日（火）

10月21日（金）〜 11月　7日（月）

7月22日（金）〜 8月　8日（月）

11月11日（金）〜 11月28日（月）

申込期間

5月25日（水）〜 6月　3日（金）

9月13日（火）〜 9月22日（木）

6月15日（水）〜 6月24日（金）

10月　5日（水）〜 10月14日（金）

カ ラ ー コ ー デ ィ ネ ー タ ー
ビ ジ ネ ス 実 務 法 務
ビ ジ ネ ス マ ネ ジ ャ ー

福 祉 住 環 境 コ ー デ ィ ネ ー タ ー
B A T I C（ 国 際 会 計 検 定 ）
環 境 社 会（ ｅ ｃ ｏ ）

検定試験に関するお問い合わせは、倉敷商工会議所 総務部 産業振興課まで
〒710-8585  倉敷市白楽町249番地５　TEL（086）424－2111（代表）

受付／９：００～１7：００
　　　　　倉敷商工会議所　http://www.kura-cci.or.jp/

 日本商工会議所検定試験　http://www.kentei.ne.jp/
東京商工会議所検定試験　https://www.kentei.org/ 
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家づくりから経営相談まで夢をかたちに
平成10年に小泉建築として創業

し、平成15年に「小泉工夢店」と社
名変更しました。「夢をかたちにす
る」をコンセプトに、倉敷市を中心
に営んでいます。代表自身が大工な
ので、住宅の新築、リフォーム、エク
ステリアなど、建物に関することは

お任せください。初回の打ち合わ
せから引き渡し、その後も全ての瞬
間がお客様に良い思い出となるよ
う心掛けています。

また「すべては笑顔のために」と
いう経営理念のもと業務の範囲を
広げ、コンサルティング事業も併

設。近年は個人のライフプランから
店舗や事務所の計画設計、企業の
事業計画設計・補助金など、幅広く
ご相談いただいています。たくさん
の笑顔が地域に増えるよう頑張り
ます。お困りごとがあればお気軽に
ご相談ください。

●

●

●

●倉敷市立
東中学校

429

浜の茶屋北交差点

セブンイレブン
倉敷インター店

ドコモショップ
倉敷インター店

ファミリーマート
倉敷浜ノ茶屋店

429

ナマステ倉敷
インター店

●

大西交差点
2

●

●

倉敷
大橋郵便局

西阿知町新田公民館

小泉工夢店

188

水
島
港
線

ユーホー倉敷中島店〒710-0804　倉敷市西阿知町新田435-7
ＴＥＬ　086-441-4173
営業時間／9：00〜19：00
定 休 日／不定休
https://www.koizumi-k.jp/

代　表　久松　元

代　表　小泉　守

ナマステ倉敷インター店

小泉工夢店一級建築設計事務所

はじめまして vol.
❶❾❹

カレーとチーズナンを看板に岡山初出店
　令和２年5月にオープンしたイン
ド料理店です。中国地方、九州地
方で18店展開するナマステグルー
プのひとつで、グループとしては岡
山初出店になります。
　日本人が食べやすい味付けのス
パイスカレー、オリジナルブレンド

のチーズを使用したほんのり甘い
チーズナンが看板商品です。
　「おかわりナン無料」「シェフ特
製手作り野菜スープ無料」「ホット
コーヒー無料」などサービスも充実し
ており、ゆったりとした店内で食事を
楽しめるファミリーレストランです。

　ランチ770円〜、ディナー825円
〜、選べる辛さはお子様用の甘口
から超激辛まで10段階。辛いもの
が苦手な方から本格カレーが好き
な方まで、気軽にご来店ください。
「ナマステ！」と元気よくお迎えい
たします！

〒710-0003　倉敷市平田261-2
ＴＥＬ　086-441-7336
営業時間／11：00〜15：00、 17：00〜23：00
定 休 日／火曜日（祝日の場合営業）
https://namaste-curry.com



　オープン５年を迎えた、美味しいベーグルのある
お店です。
　ベーグルはバターやマーガリンといった油脂を入
れずに作るヘルシーなパンです。食パンなどとは対
照的に、独特な歯ごたえがあり、噛めば噛むほど生
地本来の味が楽しめるのが特徴です。
　前職のシステムエンジニアの経験を活かし、パン
生地の練り、発酵、焼き方を論理的に計算し仕上げ

ています。パン生地のもつポテンシャルを最大限出
せるように日々奮闘中です。
　当店は約20種類のベーグルのほかクリームキュー
ブなどの菓子パンも提供しています。季節によりラ
インナップに変化もつけており、多くの方に好評を
いただいています。
　ベーグルに興味のある方は、当店へお立ち寄りの
上、ご賞味いただければ幸いです。
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Vol.211ナイススマイル

Nice Smile

　創業５年目を迎えるパステルアート教室です。
　自身の経験から多くの方が笑顔になるサポートを
したくて、パステルアートのゆびまるこファシリ
テーターとして活動しています。
　平成27年にレイキヒーラーとθヒーリングカウン
セラーのライセンス取得後、パステル和アートを学
び、そこでパステルの可能性に惹かれました。パス
テルには独自のぬくもりがあり、パステルアートは

描くことで気持ちを落ち着かせ、心を穏やかにする
効果があります。
　初めての方でも描けるメニューをご用意していま
す。オンラインでのワークショップや講座も受付中
で、ご希望の際はお気軽にお問い合わせください。
　パステルを通し、笑顔になれる場をお届けいたし
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

スマイルヒーリング
〒710-0037
倉敷市八軒屋36-5 Sweet Season

TEL 090-6409-8390
営業時間　9：00～18：00

定　休　日　不定休

自社HP https://peraichi.com/
landing_pages/view/
smilehealing

パン喫茶アトリエ
〒712-8006
倉敷市連島町鶴新田４73－7

TEL 080-1942-8080
営業時間　10：00～18：30

（パン売り切れ時は早めに閉店する場合が
あります）

定　休　日　毎週火曜日、不定休あり

自社HP https://pain-cafe-
atelier.com/
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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

新型コロナウイルスで中断していた高梁川流域「倉敷
三斎市」は令和３年度、11月21日に１年９カ月ぶりに試
験再開しました。２月と３月は中止しましたが、火を消
さないため、令和４年度も可能な限り開催します。
試験再開では、「地域デー」などのイベントを中止し、
飲食店はテイクアウトのみに限定。来場者を検温・消毒
済みの目印シールで「見える化」するなど、感染拡大防
止に留意しました。
12月と１月は、会場周辺の宿泊施設や水島臨海鉄道利
用客など対象を絞って、オリジナルマスキングテープを
プレゼントし、倉敷と水島の連携強化も試みました。
規模縮小で出店者数は通常の半分程度ですが、お客様
との交流を喜び、根強い三斎市ファンに支えられました。
現在、開催日の10日前の状況を開催可否の判断基準に

しており、結果を公式ホームページ（https://sansaiichi.
com/）で発表、開催実績や出店者の紹介なども掲載し
ています。

オリジナルマスキングテープをプレゼント（令和3年12月19日）

 ああちちててららすす倉倉敷敷ののオオーーププンンススペペーーススををごご利利用用くくだだささいい  

【お申込み・お問合せ先】 倉敷まちづくり株式会社 

〒710-0824 倉敷市白楽町 249-5 

TEL/０８６（４８６）２４５７ FAX/086(486)２４５８ 

メールアドレス ： info@kmc.jp.net 

※メールの表題を「オープンスペース利用申請」としてください 

【受付時間】 平日 9：00～17：00 

 

 

2021 年 10 月 10 日にグランドオープンした「あちてらす倉敷」

のオープンスペースを、エリアのにぎわい創出イベント等にご活

用ください。 

詳しい内容は当社 HP（ http://kmc.jp.net ） 

 「あちてらす倉敷オープンスペース利用のご案内」をご覧ください。 

 ああちちててららすす倉倉敷敷ののオオーーププンンススペペーーススををごご利利用用くくだだささいい  
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用ください。 

詳しい内容は当社 HP（ http://kmc.jp.net ） 

 「あちてらす倉敷オープンスペース利用のご案内」をご覧ください。 

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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〒710-0824 倉敷市白楽町 249-5 

TEL/０８６（４８６）２４５７ FAX/086(486)２４５８ 

メールアドレス ： info@kmc.jp.net 

※メールの表題を「オープンスペース利用申請」としてください 

【受付時間】 平日 9：00～17：00 

 

 

2021 年 10 月 10 日にグランドオープンした「あちてらす倉敷」

のオープンスペースを、エリアのにぎわい創出イベント等にご活

用ください。 

詳しい内容は当社 HP（ http://kmc.jp.net ） 

 「あちてらす倉敷オープンスペース利用のご案内」をご覧ください。 

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

入会員新
事業所名 業　　　　種 所　在　地

かなみつ整骨院 整骨院 笹沖１１７１－６
レイスポーツ倉敷２階

Dear．．． 出張ネイル、化粧品販売、レン
タルサロン運営、加工食品販売 笹沖２５０

㈱想建 塗装工事 北畝４－６－３８

ＢＡＢＹＭＡＭＡ
さいかわ整骨院

産前・産後・妊産婦専門
の整体、赤ちゃん教室 新田２９３６－２

Ｃｕｒｒｙ ＮａＮａ倉敷店 飲食店（カレー専門店） 幸町１２－１９

㈱ソーゴーテクニカル 自動車車検、修理架装 南畝１－９０－９

宝美堂宝飾 貴金属・宝石小売 老松町５－１－３０

事業所名 業　　　　種 所　在　地

ＮＰＯ法人ｋｕｍｏ 障害福祉事業 大島286－2

ｉｓｉｘ 太陽光発電設備の修
理・メンテナンス全般 片島町879－2

鹿鳴コンサルティング㈱ コンサルティング 大島503－1

㈱秀友 一般土木 福田町古新田389－3

ティーケーカーサ㈱ 建設業、一般戸建住宅建
築、リフォーム、外構工事 西阿知町1030－29

永井バドミントンクラブ バドミントン指 導、
用品販売

東富井723－1
ニッポー倉敷ビル101

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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4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 金 年度初め式
法律相談（倉敷）

2 土

3 日

4 月
5 火

6 水

7 木

8 金 新入社員セミナー
9 土

10 日
11 月

12 火

13 水

14 木 知的財産相談
15 金

16 土

17 日 高梁川流域「倉敷三斎市」
18 月

19 火

20 水

21 木 POPデザインWEBセミナー
22 金

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水 第33回正副会頭・専務理事会議
第595回常議員会
青年部・女性会との懇談会
法律相談（水島）

28 木

29 金 昭和の日
30 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476−1005】まで予約ください。
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Kurashiki CCI Business Women's Club

　

Young Enterpreneurs Group

青年部

　２月19日（土）倉敷商工会議所青年部創立25周年記
念式典が開催されました。コロナ禍とい
うことで新会館には役員のみの参加とな
り、会員はYouTube配信での視聴となり
ました。
　竹内秀勝会長は「この２年間、様々な制
約の中でしたが無事25周年を迎えること
ができ皆様に感謝申し上げます。具体的な
内容としてはデジタル化を進め電子手帳
作成や、Zoomによる学生との交流、八間
川沿いの植樹など会員みんなで協力し合
い、活動を続けてくることが出来ました。
　今後も更に複雑化する世の中において
はスピーディーな判断で一つ一つ問題を
クリアし困難や試練に打ち勝ち明るい未
来を目指して頑張れる、そのように仲間

たちと共に活動していきたい」と挨拶しました。
　式典には伊東香織倉敷市長をはじめ、倉敷商工会議
所井上峰一会頭など様々な方よりお祝いのビデオメッ
セージを頂きました。
　また、第20代から第24代の歴代会長に感謝状が贈ら
れました。
　最後に倉敷YEGビジョン第二期が発表されました。

創立25周年記念式典

創立25周年記念式典　新会館にて

　岡山経済同友会主催の教育フォーラム「絆をつない
で〜被災地での奉仕活動から10年〜」が、令和３年11
月18日（木）RSKイノベイティブ・メディアセンター
能楽堂ホールにて開催され、当会からは丸山洋子会長
をはじめ６人が参加しました。

　これまで岡山経済同友会が大学コンソーシアム岡
山、国際医療ボランティア団体AMDAと協力して被災
地へ派遣してきた県内の大学生や関係者の方々がパネ
リストとなり、そこで何を学び、現在にどう生かして
いるのか、又、将来起こるといわれている南海トラフ
などの自然災害にどのような備えが必要なのかが語ら
れました。実際に経験した人の生の意見を聞くことで、
ニュースを見るだけではわからない現場の苦労や得難
い教訓を学ぶことができました。
　時間とともに薄れていく被災の記憶を風化させること
なく語り継いでいくことの大切さ、困ったときには助け
てと声を出す、困った人にはとりあえず声をかけるとい
う自助・共助の必要性、そのうえで今自分にできること
は何か、目の前にいる人をどのように助けるかを考える
ことの重要性を全員の人が熱く語られました。
　参加した私たちも改めて、自然災害への備えの大切
さと、自分に何ができるのかを問いかける良い機会に
なりました。

当日参加メンバー

Kurashiki CCI Business Women's Club

教育フォーラム
「絆をつないで～被災地での

奉仕活動から10年～」
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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　

100万円以上は奉名板に

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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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）

経済活動の回復で景況ＤＩは2期ぶりに改善するものの、仕入価格上昇への警戒感さらに強まる
　景況全体では、ＤＩ値は▲19.0となり、前期（令和3年7～9月期）と比べ3.9ポイントマイナス幅が縮小し、2期ぶりの
改善となった。�
　新型コロナの感染状況が落ち着いている中で経済活動が回復し、サービス業において改善傾向が顕著となったことが
寄与して、2�期ぶりの改善という結果となった。しかしながら、仕入価格の上昇が幅広い業種に影響し、先行きも上昇
が見込まれていることに加え、今後、オミクロン株の感染拡大が懸念されることから、地域経済の先行きは予断を許さず、
動向を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・WEBアンケート（DI方式）　■調査対象／582社（県下商工会議所会員）　■調査時期／12月上旬～中旬　■回答企業／516社（回収率88.7％）
10～12月分 景気観測調査

2 

１１．．景景況況

（（１１））全全体体 
総合ＤＩ（好転－悪化）は▲１９．０と７～９月期に比べ３．９ポイントマイナス幅が縮小した。 
・卸売業、小売業、サービス業ではマイナス幅が縮小した。

・製造業、建設業ではマイナス幅が拡大した。

令和４年１～３月の見通し総合ＤＩは▲１８．９（前回調査時の先行き見通し総合ＤＩ▲２３．４）

となり、マイナス幅が縮小する見通し。 

景況 1.10-12 2.1-3 2.4-6 2.7-9 2.10-12 3.1-3 3.4-6 3.7-9 33..1100--1122 今今期期－－前前期期

総総　　合合  　　551166 ▲ 12.0 ▲ 32.0 ▲ 51.7 ▲ 49.0 ▲ 41.6 ▲ 32.6 ▲ 21.8 ▲ 22.9 ▲▲ 1199..00 33..99

製造業 　　171 ▲ 10.5 ▲ 33.3 ▲ 61.4 ▲ 60.1 ▲ 46.4 ▲ 34.6 ▲ 11.7 ▲ 13.1 ▲▲ 1144..00 ▲▲ 00..99

建設業  88 4.6 ▲ 2.5 ▲ 14.8 ▲ 18.5 ▲ 30.8 ▲ 23.1 ▲ 25.3 ▲ 15.7 ▲▲ 1166 ..11 ▲▲ 00..44

卸売業  69 ▲ 15.3 ▲ 43.5 ▲ 50.7 ▲ 48.5 ▲ 37.7 ▲ 29.4 ▲ 23.5 ▲ 21.4 ▲▲ 1144..55 66..99

小売業  73 ▲ 33.0 ▲ 41.8 ▲ 50.0 ▲ 44.7 ▲ 33.3 ▲ 25.3 ▲ 38.5 ▲ 46.8 ▲▲ 3377..00 99..88

サービス業  115 ▲ 8.3 ▲ 36.4 ▲ 66.4 ▲ 60.0 ▲ 51.9 ▲ 45.7 ▲ 22.7 ▲ 27.8 ▲▲ 1122..33 1155..55

＜＜参参考考＞＞  先先行行きき見見通通しし  
先行き見通し 2.1-3 2.4-6 2.7-9 2.10-12 3.1-3 3.4-6 3.7-9 3.10-12 44..11--33 今期ー前期

総総　　合合    551166 ▲ 18.9 ▲ 28.3 ▲ 44.0 ▲ 34.9 ▲ 33.8 ▲ 21.5 ▲ 20.1 ▲ 23.4 ▲▲ 1188..99 44..55
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１１．．景景況況

（（１１））全全体体 
総合ＤＩ（好転－悪化）は▲１９．０と７～９月期に比べ３．９ポイントマイナス幅が縮小した。 
・卸売業、小売業、サービス業ではマイナス幅が縮小した。

・製造業、建設業ではマイナス幅が拡大した。

令和４年１～３月の見通し総合ＤＩは▲１８．９（前回調査時の先行き見通し総合ＤＩ▲２３．４）

となり、マイナス幅が縮小する見通し。 

景況 1.10-12 2.1-3 2.4-6 2.7-9 2.10-12 3.1-3 3.4-6 3.7-9 33..1100--1122 今今期期－－前前期期

総総　　合合  　　551166 ▲ 12.0 ▲ 32.0 ▲ 51.7 ▲ 49.0 ▲ 41.6 ▲ 32.6 ▲ 21.8 ▲ 22.9 ▲▲ 1199..00 33..99

製造業 　　171 ▲ 10.5 ▲ 33.3 ▲ 61.4 ▲ 60.1 ▲ 46.4 ▲ 34.6 ▲ 11.7 ▲ 13.1 ▲▲ 1144..00 ▲▲ 00..99

建設業  88 4.6 ▲ 2.5 ▲ 14.8 ▲ 18.5 ▲ 30.8 ▲ 23.1 ▲ 25.3 ▲ 15.7 ▲▲ 1166 ..11 ▲▲ 00..44

卸売業  69 ▲ 15.3 ▲ 43.5 ▲ 50.7 ▲ 48.5 ▲ 37.7 ▲ 29.4 ▲ 23.5 ▲ 21.4 ▲▲ 1144..55 66..99

小売業  73 ▲ 33.0 ▲ 41.8 ▲ 50.0 ▲ 44.7 ▲ 33.3 ▲ 25.3 ▲ 38.5 ▲ 46.8 ▲▲ 3377..00 99..88

サービス業  115 ▲ 8.3 ▲ 36.4 ▲ 66.4 ▲ 60.0 ▲ 51.9 ▲ 45.7 ▲ 22.7 ▲ 27.8 ▲▲ 1122..33 1155..55

＜＜参参考考＞＞  先先行行きき見見通通しし  
先行き見通し 2.1-3 2.4-6 2.7-9 2.10-12 3.1-3 3.4-6 3.7-9 3.10-12 44..11--33 今期ー前期

総総　　合合    551166 ▲ 18.9 ▲ 28.3 ▲ 44.0 ▲ 34.9 ▲ 33.8 ▲ 21.5 ▲ 20.1 ▲ 23.4 ▲▲ 1188..99 44..55
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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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海外勤務者の介護保険料の免除手続き
【介護保険制度】
　介護保険の被保険者（介護保険のサービス

を受けることができる人）には、以下の２種類

あります。

①第１号被保険者（65歳以上の人）

②第２号被保険者（40歳から64歳まで、医療保

　険制度に加入している人）

【介護保険制度の適用除外】

　介護保険制度の適用除外になる場合は、以

下の３つです。

①海外居住者（日本国内に住所がない人・住

　民基本台帳上の住所を有しない人）

②在留期間３カ月以下の外国人

③適用除外施設に入所している人

　原則として、海外出張（留学）が１年以上に

わたる場合、国外転出の届出が必要になり、届

出をすると住民票は除票されますので、上記①

に該当し、介護保険制度の適用除外となります。

介護保険料が免除されるとともに、介護保険制

度のサービス提供も停止されます。

　なお、介護保険制度の適用除外になった海

外出張者に40歳から64歳の扶養者がいる場合、

海外に帯同する扶養者は介護保険制度から適

用除外され、国内に留まる被扶養者は引き続き

第２号被保険者として介護保険制度のサービス

が受けられます。

【手続き（海外出張3年の場合）】

　「介護保険適用除外等該当・非該当届」に必

要事項を記入して提出します。

　届出書は、被保険者または被扶養者ごとに１

枚ずつ作成します。例えば、事業主からの転勤

命令により被保険者が海外に居住することにな

り、扶養者（40歳から64歳）も一緒に海外に居

住することになった場合は、２枚の届出書を提

出することになります。

べ
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肉のトヤマ

片島
交差点

大西
交差点

片島公園

●

●

● ●

片島保育園

ナカイ
写真工房

株式会社ワカサ
片島営業所

2466-4555

　当店の売りは、何といっても安さ。口コミで「コ
スパ最強」というコメントも。大手５社の仕入れ
先からその時１番安く手に入るものを選別し、量
を多めに仕入れることでお値段以上のお肉を提
供しています。
　サブメニューもお手頃価格で、お米は主に真
備町から玄米の状態で安く仕入れ、当店で精米
しています。
　おすすめは「やみつきカルビ」（385円）。リピー
ター続出中です。定番の牛タン（539円）は薄切
りで誰でも食べやすく、ハラミ（495円）も人気
です。金額は変更する場合があります。
　月に２～3回、店内でフルート演奏を行ってい
ます。ファンが徐々につくほど長く続いている定
期イベントで、演奏者の女性は４代目になります。
焼肉とフルート。意外な組み合わせですが、一
聴の価値ありです。
　平成７年にオープン。テーブルは４人掛けが
８台、５人掛けが８台の計72席。駐車場は30台。
支払いは現金のみ。テイクアウトの受付時間は10
時から12時、16時30分から21時30分。

「コスパ最強」の焼肉
店内でフルート演奏も

リピーター続出「やみつきカルビ」リピーター続出「やみつきカルビ」

安定の人気「牛タン」安定の人気「牛タン」

スタッフのみなさんスタッフのみなさん

　机や排気ダクトなどを家族でＤＩＹしながら、１
年半かけて作り上げたお店。コロナ禍でバーベ
キューの需要が高まり、現在、売り上げの半分をテ
イクアウトが占めています。お家で気軽に美味しい
焼肉が味わえます。　　　 　　　　　　　（新谷）

〒710-0834
倉敷市片島町70-3
営業時間/17：00～21：30
定 休 日/月曜日
※祝日の場合は営業し、翌日火曜
　日を休業
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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

ネットでの
発信代行を開始

小型家電を
無料で引き取り

創業14年目のイベント制作会社で
す。コロナ禍をきっかけにリモート配
信、SNS代行、ネット広告などの新
サービスを始めました。

ネットの発信力でイベントの情報を
広め、動員数の増加や商品・企業イメー
ジアップを図り、本来の営業力を後押
しします。これらの情報発信は人材に
も影響を与え、企業や地域に好循環を
もたらします。

これら新しい情報発信のお手伝いに
加え、SNS運営やネット広告専任のス
タッフとして顧客の事務所に派遣も可
能です。

リユースショップを経営する弊社は
この度、小型家電製品を無料で引き取
るサービスを開始しました。

これまで買い取りできない小型家電
製品はお断りしていましたが、貿易輸
出や部品取りなどリユース、リサイク
ルを促進し、その理解と推進につなげ
ていきたいと考えています。電話や
メール、LINEなどで様々な問い合わ
せを受け付けています。

サービス開始以降、お客様から「便
利」や「助か
る」といった
声を頂いてま
す。今後も引
き 取 れ る商
品 の 幅を広
げ、地域と環
境 に 貢 献し
ていきます。

地元食材を壱岐の麦焼酎で

贅沢で快適なグランピング

倉敷川のほとりに店を始めて、早く
も20年近くになります。

地産地消で体にいい料理の提供を
モットーに、近所のおじちゃんおば
ちゃんから買った野菜や米を使用し
た料理を提供しています。

また当店では、店主の出身地であ
る長崎県にある麦焼酎発祥の地、壱
岐島から世界に唯一認められた麦焼
酎「壱岐」をオススメしております。
麦と米麹によるまろやかな味と軽快
な香りが特徴で、特にお湯割りが良
く合います。

倉敷駅周辺にお越しの際はぜひお
立ち寄りください。

昨夏、グランピング場『サン・
グランプ』をオープンしました。

四季折々のBBQやパエリヤ、ブ
イヤベースなどリゾートホテルな
らではの料理や、お洒落さを演出
した空間を備え、アクティビティ

の充実とホテルライクの快適性を
提供。贅沢に安心してプライベー
ト空間を楽しめます。

商工会議所事業者様は、グラン
ピング施設のほか、ホテル、レス
トラン、プール、日帰り入浴など
で割引も受けることができます。

皆さまのご来館を心より、お待
ちしております。

住 倉敷市西富井1300-1
　倉敷富井フォートレス
電 086-441-8453
営 10：00〜18：00

 https://k-enta.com/

住 倉敷市福田町古新田308-1
電 086-455-8500
営 10：00〜18：30

 https://www.doguya.com/ 

倉敷エンターテイメント合同会社

有限会社ウイルパワー（リユースマン倉敷）

住 倉敷市阿知1-16-18
電 086-425-3553
営 17：00〜24：00

住 総社市秦1215
電 0866-95-8811
営 9：00〜23：00

http://suntopia-okayama-soja.com/

居酒屋 櫂

サントピア岡山総社『Sun Glaｍp』

⃝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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海外勤務者の介護保険料の免除手続き
【介護保険制度】
　介護保険の被保険者（介護保険のサービス

を受けることができる人）には、以下の２種類

あります。

①第１号被保険者（65歳以上の人）

②第２号被保険者（40歳から64歳まで、医療保

　険制度に加入している人）

【介護保険制度の適用除外】

　介護保険制度の適用除外になる場合は、以

下の３つです。

①海外居住者（日本国内に住所がない人・住

　民基本台帳上の住所を有しない人）

②在留期間３カ月以下の外国人

③適用除外施設に入所している人

　原則として、海外出張（留学）が１年以上に

わたる場合、国外転出の届出が必要になり、届

出をすると住民票は除票されますので、上記①

に該当し、介護保険制度の適用除外となります。

介護保険料が免除されるとともに、介護保険制

度のサービス提供も停止されます。

　なお、介護保険制度の適用除外になった海

外出張者に40歳から64歳の扶養者がいる場合、

海外に帯同する扶養者は介護保険制度から適

用除外され、国内に留まる被扶養者は引き続き

第２号被保険者として介護保険制度のサービス

が受けられます。

【手続き（海外出張3年の場合）】

　「介護保険適用除外等該当・非該当届」に必

要事項を記入して提出します。

　届出書は、被保険者または被扶養者ごとに１

枚ずつ作成します。例えば、事業主からの転勤

命令により被保険者が海外に居住することにな

り、扶養者（40歳から64歳）も一緒に海外に居

住することになった場合は、２枚の届出書を提

出することになります。

べ

Vol. 216

2

429
肉のトヤマ

片島
交差点

大西
交差点

片島公園

●

●

● ●

片島保育園

ナカイ
写真工房

株式会社ワカサ
片島営業所

2466-4555

　当店の売りは、何といっても安さ。口コミで「コ
スパ最強」というコメントも。大手５社の仕入れ
先からその時１番安く手に入るものを選別し、量
を多めに仕入れることでお値段以上のお肉を提
供しています。
　サブメニューもお手頃価格で、お米は主に真
備町から玄米の状態で安く仕入れ、当店で精米
しています。
　おすすめは「やみつきカルビ」（385円）。リピー
ター続出中です。定番の牛タン（539円）は薄切
りで誰でも食べやすく、ハラミ（495円）も人気
です。金額は変更する場合があります。
　月に２～3回、店内でフルート演奏を行ってい
ます。ファンが徐々につくほど長く続いている定
期イベントで、演奏者の女性は４代目になります。
焼肉とフルート。意外な組み合わせですが、一
聴の価値ありです。
　平成７年にオープン。テーブルは４人掛けが
８台、５人掛けが８台の計72席。駐車場は30台。
支払いは現金のみ。テイクアウトの受付時間は10
時から12時、16時30分から21時30分。

「コスパ最強」の焼肉
店内でフルート演奏も

リピーター続出「やみつきカルビ」リピーター続出「やみつきカルビ」

安定の人気「牛タン」安定の人気「牛タン」

スタッフのみなさんスタッフのみなさん

　机や排気ダクトなどを家族でＤＩＹしながら、１
年半かけて作り上げたお店。コロナ禍でバーベ
キューの需要が高まり、現在、売り上げの半分をテ
イクアウトが占めています。お家で気軽に美味しい
焼肉が味わえます。　　　 　　　　　　　（新谷）

〒710-0834
倉敷市片島町70-3
営業時間/17：00～21：30
定 休 日/月曜日
※祝日の場合は営業し、翌日火曜
　日を休業
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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―9820　FAX 434―9805

認知症について考えよう！認知症について考えよう！

■認知症気づきポイント■■認知症気づきポイント■

所得税及び復興特別所得税

４月21日 ㈭

消費税及び地方消費税（個人）

４月26日 ㈫

～３６協定の締結当事者について～
最低賃金のお知らせ

振替納税をご利用の方へ
～口座振替日について～

　事前に預貯金残高をご確認ください。残高不足等で
振替ができない場合は、法定納期限（所得税3月15日、
消費税3月31日）の翌日から納付日まで延滞税がかかり
ますので、ご注意ください。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、４
月15日まで申告・納付期限を延長される方については、
振替日を別途お知らせします。

●●　　「「地地域域別別最最低低賃賃金金」」はは、、岡岡山山県県内内でで働働くくすすべべててのの労労働働者者にに適適用用さされれまますす。。

●●　　表表にに掲掲げげるる産産業業のの事事業業場場はは、、そそれれぞぞれれ該該当当すするる「「特特定定最最低低賃賃金金」」がが適適用用さされれまますすがが、、次次にに掲掲げげるる者者ににつついいててはは、、

「「地地域域別別最最低低賃賃金金」」がが適適用用さされれまますす。。

●●    次次のの賃賃金金はは、、最最低低賃賃金金にに算算入入さされれまませせんん。。

①①    精精皆皆勤勤手手当当・・通通勤勤手手当当・・家家族族手手当当

②②    時時間間外外手手当当・・休休日日手手当当・・深深夜夜手手当当

③③    臨臨時時にに支支払払わわれれるる賃賃金金                                

④④    １１月月をを超超ええるる期期間間ごごととにに支支払払わわれれるる賃賃金金

    岡岡山山県県最最低低賃賃金金

地地　　　　域域　　　　別別　　　　最最　　　　低低　　　　賃賃　　　　金金 効効力力発発生生日日

時時間間額額 886622  円円   令令和和33年年
　　　　  1100月月  22日日

特特 定定 最最 低低 賃賃 金金 時時 間間 額額 効効力力発発生生日日

耐耐 火火 物物 製製 造造 業業 994400  円円   令令和和44年年
　　  11月月  77日日

鉄鉄 鋼鋼 業業 998855  円円   令令和和44年年
　　  11月月  55日日

空空気気圧圧縮縮機機・・ガガスス圧圧縮縮機機・・送送風風機機、、 家家庭庭用用エエレレベベーータタ、、 冷冷凍凍機機・・温温湿湿調調整整装装置置、、 玉玉軸軸受受・・
こころろ軸軸受受、、 農農業業用用機機械械、、縫縫製製機機械械、、 生生活活関関連連産産業業用用機機械械、、 基基礎礎素素材材産産業業用用機機械械、、 半半導導
体体・・フフララッットトパパネネルルデディィススププレレイイ製製造造装装置置、、 真真空空装装置置・・真真空空機機器器、、 他他にに分分類類さされれなないい生生産産
用用機機械械・・同同部部分分品品、、事事務務用用機機械械器器具具、、  ササーービビスス用用・・娯娯楽楽用用機機械械器器具具製製造造業業

995522  円円   令令和和44年年
　　  22月月1122日日

電電子子部部品品・・デデババイイスス・・電電子子回回路路、、
            電電気気機機械械器器具具、、情情報報通通信信機機械械器器具具製製造造業業 990044  円円   令令和和44年年

　　  11月月  77日日

自自 動動 車車 ・・ 同同 附附 属属 品品 製製 造造 業業 993366  円円   令令和和44年年
　　  11月月  55日日

船船 舶舶 製製 造造・・修修 理理 業業，，舶舶 用用 機機 関関 製製 造造 業業 998800  円円   令令和和44年年
　　  11月月  88日日

各各 種種 商商 品品 小小 売売 業業 889933  円円   令令和和44年年
　　  11月月1199日日

①①　　１１８８歳歳未未満満又又はは６６５５歳歳以以上上のの者者

②②　　雇雇入入れれ後後６６月月未未満満のの者者ででああっってて、、技技能能習習得得中中ののもものの
　　　　ななおお、、「「鉄鉄鋼鋼業業」」「「自自動動車車・・同同附附属属品品製製造造業業」」「「船船舶舶製製造造・・修修理理業業，，舶舶用用機機関関製製造造業業」」ににつついいててはは、、
　　　　雇雇入入れれ後後３３月月未未満満のの者者ででああっってて、、技技能能習習得得中中ののもものの
③③　　清清掃掃又又はは片片付付けけのの業業務務にに主主ととししてて従従事事すするる者者

◎◎ 「「働働きき方方改改革革」」無無料料相相談談
岡山働き方改革推進支援センター

00112200--994477--118888

○○業業務務改改善善助助成成金金/働働きき方方改改革革推推進進支支援援助助成成金金
問合せ先：岡山労働局雇用環境・均等室

008866--222244--77663399

○○キキャャリリアアアアッッププ助助成成金金/人人材材確確保保等等支支援援助助成成金金
問合せ先： 岡山労働局職業対策課助成金事務室

008866--223388--55330011

Ⓒ 岡山県 「ももっち・うらっちと仲間たち」

労働者の方、事業主の方、

労働条件でお悩みの方！お電話ください

賃金引上げ

相談ほっとライン

００１１２２００－－８８１１１１－－６６１１００

・残業がきつい！ ・有給がとれない

・残業手当の計算方法がわからない

・労働条件の通知って必要なの？ などなど！

※※相相談談時時間間：：平平日日夜夜間間・・土土日日

岡山労働局 賃金室 TEL(086)225‐2014

岡山労働基準監督署 TEL(086)225-0591

倉敷労働基準監督署 TEL(086)422-8177

津山労働基準監督署 TEL(0868)22-7157

笠岡労働基準監督署 TEL(0865)62-4196

和気労働基準監督署 TEL(0869)93‐1358

新見労働基準監督署 TEL(0867)72-1136

●●　　「「地地域域別別最最低低賃賃金金」」はは、、岡岡山山県県内内でで働働くくすすべべててのの労労働働者者にに適適用用さされれまますす。。

●●　　表表にに掲掲げげるる産産業業のの事事業業場場はは、、そそれれぞぞれれ該該当当すするる「「特特定定最最低低賃賃金金」」がが適適用用さされれまますすがが、、次次にに掲掲げげるる者者ににつついいててはは、、

「「地地域域別別最最低低賃賃金金」」がが適適用用さされれまますす。。

●●    次次のの賃賃金金はは、、最最低低賃賃金金にに算算入入さされれまませせんん。。

①①    精精皆皆勤勤手手当当・・通通勤勤手手当当・・家家族族手手当当

②②    時時間間外外手手当当・・休休日日手手当当・・深深夜夜手手当当

③③    臨臨時時にに支支払払わわれれるる賃賃金金                                

④④    １１月月をを超超ええるる期期間間ごごととにに支支払払わわれれるる賃賃金金

    岡岡山山県県最最低低賃賃金金

地地　　　　域域　　　　別別　　　　最最　　　　低低　　　　賃賃　　　　金金 効効力力発発生生日日

時時間間額額 886622  円円   令令和和33年年
　　　　  1100月月  22日日

特特 定定 最最 低低 賃賃 金金 時時 間間 額額 効効力力発発生生日日

耐耐 火火 物物 製製 造造 業業 994400  円円   令令和和44年年
　　  11月月  77日日

鉄鉄 鋼鋼 業業 998855  円円   令令和和44年年
　　  11月月  55日日

空空気気圧圧縮縮機機・・ガガスス圧圧縮縮機機・・送送風風機機、、 家家庭庭用用エエレレベベーータタ、、 冷冷凍凍機機・・温温湿湿調調整整装装置置、、 玉玉軸軸受受・・
こころろ軸軸受受、、 農農業業用用機機械械、、縫縫製製機機械械、、 生生活活関関連連産産業業用用機機械械、、 基基礎礎素素材材産産業業用用機機械械、、 半半導導
体体・・フフララッットトパパネネルルデディィススププレレイイ製製造造装装置置、、 真真空空装装置置・・真真空空機機器器、、 他他にに分分類類さされれなないい生生産産
用用機機械械・・同同部部分分品品、、事事務務用用機機械械器器具具、、  ササーービビスス用用・・娯娯楽楽用用機機械械器器具具製製造造業業

995522  円円   令令和和44年年
　　  22月月1122日日

電電子子部部品品・・デデババイイスス・・電電子子回回路路、、
            電電気気機機械械器器具具、、情情報報通通信信機機械械器器具具製製造造業業 990044  円円   令令和和44年年

　　  11月月  77日日

自自 動動 車車 ・・ 同同 附附 属属 品品 製製 造造 業業 993366  円円   令令和和44年年
　　  11月月  55日日

船船 舶舶 製製 造造・・修修 理理 業業，，舶舶 用用 機機 関関 製製 造造 業業 998800  円円   令令和和44年年
　　  11月月  88日日

各各 種種 商商 品品 小小 売売 業業 889933  円円   令令和和44年年
　　  11月月1199日日

①①　　１１８８歳歳未未満満又又はは６６５５歳歳以以上上のの者者

②②　　雇雇入入れれ後後６６月月未未満満のの者者ででああっってて、、技技能能習習得得中中ののもものの
　　　　ななおお、、「「鉄鉄鋼鋼業業」」「「自自動動車車・・同同附附属属品品製製造造業業」」「「船船舶舶製製造造・・修修理理業業，，舶舶用用機機関関製製造造業業」」ににつついいててはは、、
　　　　雇雇入入れれ後後３３月月未未満満のの者者ででああっってて、、技技能能習習得得中中ののもものの
③③　　清清掃掃又又はは片片付付けけのの業業務務にに主主ととししてて従従事事すするる者者

◎◎ 「「働働きき方方改改革革」」無無料料相相談談
岡山働き方改革推進支援センター

00112200--994477--118888

○○業業務務改改善善助助成成金金/働働きき方方改改革革推推進進支支援援助助成成金金
問合せ先：岡山労働局雇用環境・均等室

008866--222244--77663399

○○キキャャリリアアアアッッププ助助成成金金/人人材材確確保保等等支支援援助助成成金金
問合せ先： 岡山労働局職業対策課助成金事務室

008866--223388--55330011

Ⓒ 岡山県 「ももっち・うらっちと仲間たち」

労働者の方、事業主の方、

労働条件でお悩みの方！お電話ください

賃金引上げ

相談ほっとライン

００１１２２００－－８８１１１１－－６６１１００

・残業がきつい！ ・有給がとれない

・残業手当の計算方法がわからない

・労働条件の通知って必要なの？ などなど！

※※相相談談時時間間：：平平日日夜夜間間・・土土日日

岡山労働局 賃金室 TEL(086)225‐2014

岡山労働基準監督署 TEL(086)225-0591

倉敷労働基準監督署 TEL(086)422-8177

津山労働基準監督署 TEL(0868)22-7157

笠岡労働基準監督署 TEL(0865)62-4196

和気労働基準監督署 TEL(0869)93‐1358

新見労働基準監督署 TEL(0867)72-1136

　労働者に時間外・休日労働を行わせる場合は、事
前に、書面による時間外・休日労働に関する労使協
定（３6協定）を締結し、所轄の労働基準監督署長に
届け出ておく必要があります。
　事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がな
い場合、適正に選出された労働者の過半数を代表す
る者と協定を締結しなければなりません。　　
　次の３つの事項を必ず確認してください。
　□①労働者の過半数を代表していること
　□②その選出に当たっては、全ての労働者が参加
　　　した民主的な手続がとられていること
　□③管理監督者に該当しないこと
　36協定を届け出ていても、過半数代表者の選出が
適正に行われていない場合には、36協定が無効にな
りますので、十分ご注意ください。

　認知症は脳の病気や障害など様々な原因により、認知
機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態の総
称です。日本における65歳以上の認知症の人の数は約
600万人と推測されており、高齢者の認知症は女性が多
いのが特徴です。認知症は早めの気づきや治療、周囲の
理解がとても大切です。「認知症かな？？」と思ったらか
かりつけの医師に相談しましょう。

★もの忘れが増える
★ささいな事でも怒りっぽくなったり疑い深くなった　
★同じことを何度も聞く
★家電製品の使い方が分からない
★伝言したことが伝わらない
★テレビや新聞を見なくなる
★風呂に入りたがらない
★よく知っている道なのに迷う
★好きだった趣味の活動をしなくなる
★いつも同じ服を着て着替えたがらない

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
　（３6協定の様式や
　作成支援ツールもあります）

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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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―9820　FAX 434―9805

認知症について考えよう！認知症について考えよう！

■認知症気づきポイント■■認知症気づきポイント■

所得税及び復興特別所得税

４月21日 ㈭

消費税及び地方消費税（個人）

４月26日 ㈫

～３６協定の締結当事者について～
最低賃金のお知らせ

振替納税をご利用の方へ
～口座振替日について～

　事前に預貯金残高をご確認ください。残高不足等で
振替ができない場合は、法定納期限（所得税3月15日、
消費税3月31日）の翌日から納付日まで延滞税がかかり
ますので、ご注意ください。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、４
月15日まで申告・納付期限を延長される方については、
振替日を別途お知らせします。

●●　　「「地地域域別別最最低低賃賃金金」」はは、、岡岡山山県県内内でで働働くくすすべべててのの労労働働者者にに適適用用さされれまますす。。

●●　　表表にに掲掲げげるる産産業業のの事事業業場場はは、、そそれれぞぞれれ該該当当すするる「「特特定定最最低低賃賃金金」」がが適適用用さされれまますすがが、、次次にに掲掲げげるる者者ににつついいててはは、、

「「地地域域別別最最低低賃賃金金」」がが適適用用さされれまますす。。

●●    次次のの賃賃金金はは、、最最低低賃賃金金にに算算入入さされれまませせんん。。

①①    精精皆皆勤勤手手当当・・通通勤勤手手当当・・家家族族手手当当

②②    時時間間外外手手当当・・休休日日手手当当・・深深夜夜手手当当

③③    臨臨時時にに支支払払わわれれるる賃賃金金                                

④④    １１月月をを超超ええるる期期間間ごごととにに支支払払わわれれるる賃賃金金

    岡岡山山県県最最低低賃賃金金

地地　　　　域域　　　　別別　　　　最最　　　　低低　　　　賃賃　　　　金金 効効力力発発生生日日

時時間間額額 886622  円円   令令和和33年年
　　　　  1100月月  22日日

特特 定定 最最 低低 賃賃 金金 時時 間間 額額 効効力力発発生生日日

耐耐 火火 物物 製製 造造 業業 994400  円円   令令和和44年年
　　  11月月  77日日

鉄鉄 鋼鋼 業業 998855  円円   令令和和44年年
　　  11月月  55日日

空空気気圧圧縮縮機機・・ガガスス圧圧縮縮機機・・送送風風機機、、 家家庭庭用用エエレレベベーータタ、、 冷冷凍凍機機・・温温湿湿調調整整装装置置、、 玉玉軸軸受受・・
こころろ軸軸受受、、 農農業業用用機機械械、、縫縫製製機機械械、、 生生活活関関連連産産業業用用機機械械、、 基基礎礎素素材材産産業業用用機機械械、、 半半導導
体体・・フフララッットトパパネネルルデディィススププレレイイ製製造造装装置置、、 真真空空装装置置・・真真空空機機器器、、 他他にに分分類類さされれなないい生生産産
用用機機械械・・同同部部分分品品、、事事務務用用機機械械器器具具、、  ササーービビスス用用・・娯娯楽楽用用機機械械器器具具製製造造業業

995522  円円   令令和和44年年
　　  22月月1122日日

電電子子部部品品・・デデババイイスス・・電電子子回回路路、、
            電電気気機機械械器器具具、、情情報報通通信信機機械械器器具具製製造造業業 990044  円円   令令和和44年年

　　  11月月  77日日

自自 動動 車車 ・・ 同同 附附 属属 品品 製製 造造 業業 993366  円円   令令和和44年年
　　  11月月  55日日

船船 舶舶 製製 造造・・修修 理理 業業，，舶舶 用用 機機 関関 製製 造造 業業 998800  円円   令令和和44年年
　　  11月月  88日日

各各 種種 商商 品品 小小 売売 業業 889933  円円   令令和和44年年
　　  11月月1199日日

①①　　１１８８歳歳未未満満又又はは６６５５歳歳以以上上のの者者

②②　　雇雇入入れれ後後６６月月未未満満のの者者ででああっってて、、技技能能習習得得中中ののもものの
　　　　ななおお、、「「鉄鉄鋼鋼業業」」「「自自動動車車・・同同附附属属品品製製造造業業」」「「船船舶舶製製造造・・修修理理業業，，舶舶用用機機関関製製造造業業」」ににつついいててはは、、
　　　　雇雇入入れれ後後３３月月未未満満のの者者ででああっってて、、技技能能習習得得中中ののもものの
③③　　清清掃掃又又はは片片付付けけのの業業務務にに主主ととししてて従従事事すするる者者

◎◎ 「「働働きき方方改改革革」」無無料料相相談談
岡山働き方改革推進支援センター

00112200--994477--118888

○○業業務務改改善善助助成成金金/働働きき方方改改革革推推進進支支援援助助成成金金
問合せ先：岡山労働局雇用環境・均等室

008866--222244--77663399

○○キキャャリリアアアアッッププ助助成成金金/人人材材確確保保等等支支援援助助成成金金
問合せ先： 岡山労働局職業対策課助成金事務室

008866--223388--55330011

Ⓒ 岡山県 「ももっち・うらっちと仲間たち」

労働者の方、事業主の方、

労働条件でお悩みの方！お電話ください

賃金引上げ

相談ほっとライン

００１１２２００－－８８１１１１－－６６１１００

・残業がきつい！ ・有給がとれない

・残業手当の計算方法がわからない

・労働条件の通知って必要なの？ などなど！

※※相相談談時時間間：：平平日日夜夜間間・・土土日日

岡山労働局 賃金室 TEL(086)225‐2014

岡山労働基準監督署 TEL(086)225-0591

倉敷労働基準監督署 TEL(086)422-8177

津山労働基準監督署 TEL(0868)22-7157

笠岡労働基準監督署 TEL(0865)62-4196

和気労働基準監督署 TEL(0869)93‐1358

新見労働基準監督署 TEL(0867)72-1136

●●　　「「地地域域別別最最低低賃賃金金」」はは、、岡岡山山県県内内でで働働くくすすべべててのの労労働働者者にに適適用用さされれまますす。。

●●　　表表にに掲掲げげるる産産業業のの事事業業場場はは、、そそれれぞぞれれ該該当当すするる「「特特定定最最低低賃賃金金」」がが適適用用さされれまますすがが、、次次にに掲掲げげるる者者ににつついいててはは、、

「「地地域域別別最最低低賃賃金金」」がが適適用用さされれまますす。。

●●    次次のの賃賃金金はは、、最最低低賃賃金金にに算算入入さされれまませせんん。。

①①    精精皆皆勤勤手手当当・・通通勤勤手手当当・・家家族族手手当当

②②    時時間間外外手手当当・・休休日日手手当当・・深深夜夜手手当当

③③    臨臨時時にに支支払払わわれれるる賃賃金金                                

④④    １１月月をを超超ええるる期期間間ごごととにに支支払払わわれれるる賃賃金金

    岡岡山山県県最最低低賃賃金金

地地　　　　域域　　　　別別　　　　最最　　　　低低　　　　賃賃　　　　金金 効効力力発発生生日日

時時間間額額 886622  円円   令令和和33年年
　　　　  1100月月  22日日

特特 定定 最最 低低 賃賃 金金 時時 間間 額額 効効力力発発生生日日

耐耐 火火 物物 製製 造造 業業 994400  円円   令令和和44年年
　　  11月月  77日日

鉄鉄 鋼鋼 業業 998855  円円   令令和和44年年
　　  11月月  55日日

空空気気圧圧縮縮機機・・ガガスス圧圧縮縮機機・・送送風風機機、、 家家庭庭用用エエレレベベーータタ、、 冷冷凍凍機機・・温温湿湿調調整整装装置置、、 玉玉軸軸受受・・
こころろ軸軸受受、、 農農業業用用機機械械、、縫縫製製機機械械、、 生生活活関関連連産産業業用用機機械械、、 基基礎礎素素材材産産業業用用機機械械、、 半半導導
体体・・フフララッットトパパネネルルデディィススププレレイイ製製造造装装置置、、 真真空空装装置置・・真真空空機機器器、、 他他にに分分類類さされれなないい生生産産
用用機機械械・・同同部部分分品品、、事事務務用用機機械械器器具具、、  ササーービビスス用用・・娯娯楽楽用用機機械械器器具具製製造造業業

995522  円円   令令和和44年年
　　  22月月1122日日

電電子子部部品品・・デデババイイスス・・電電子子回回路路、、
            電電気気機機械械器器具具、、情情報報通通信信機機械械器器具具製製造造業業 990044  円円   令令和和44年年

　　  11月月  77日日

自自 動動 車車 ・・ 同同 附附 属属 品品 製製 造造 業業 993366  円円   令令和和44年年
　　  11月月  55日日

船船 舶舶 製製 造造・・修修 理理 業業，，舶舶 用用 機機 関関 製製 造造 業業 998800  円円   令令和和44年年
　　  11月月  88日日

各各 種種 商商 品品 小小 売売 業業 889933  円円   令令和和44年年
　　  11月月1199日日

①①　　１１８８歳歳未未満満又又はは６６５５歳歳以以上上のの者者

②②　　雇雇入入れれ後後６６月月未未満満のの者者ででああっってて、、技技能能習習得得中中ののもものの
　　　　ななおお、、「「鉄鉄鋼鋼業業」」「「自自動動車車・・同同附附属属品品製製造造業業」」「「船船舶舶製製造造・・修修理理業業，，舶舶用用機機関関製製造造業業」」ににつついいててはは、、
　　　　雇雇入入れれ後後３３月月未未満満のの者者ででああっってて、、技技能能習習得得中中ののもものの
③③　　清清掃掃又又はは片片付付けけのの業業務務にに主主ととししてて従従事事すするる者者

◎◎ 「「働働きき方方改改革革」」無無料料相相談談
岡山働き方改革推進支援センター

00112200--994477--118888

○○業業務務改改善善助助成成金金/働働きき方方改改革革推推進進支支援援助助成成金金
問合せ先：岡山労働局雇用環境・均等室

008866--222244--77663399

○○キキャャリリアアアアッッププ助助成成金金/人人材材確確保保等等支支援援助助成成金金
問合せ先： 岡山労働局職業対策課助成金事務室

008866--223388--55330011

Ⓒ 岡山県 「ももっち・うらっちと仲間たち」

労働者の方、事業主の方、

労働条件でお悩みの方！お電話ください

賃金引上げ

相談ほっとライン

００１１２２００－－８８１１１１－－６６１１００

・残業がきつい！ ・有給がとれない

・残業手当の計算方法がわからない

・労働条件の通知って必要なの？ などなど！

※※相相談談時時間間：：平平日日夜夜間間・・土土日日

岡山労働局 賃金室 TEL(086)225‐2014

岡山労働基準監督署 TEL(086)225-0591

倉敷労働基準監督署 TEL(086)422-8177

津山労働基準監督署 TEL(0868)22-7157

笠岡労働基準監督署 TEL(0865)62-4196

和気労働基準監督署 TEL(0869)93‐1358

新見労働基準監督署 TEL(0867)72-1136

　労働者に時間外・休日労働を行わせる場合は、事
前に、書面による時間外・休日労働に関する労使協
定（３6協定）を締結し、所轄の労働基準監督署長に
届け出ておく必要があります。
　事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がな
い場合、適正に選出された労働者の過半数を代表す
る者と協定を締結しなければなりません。　　
　次の３つの事項を必ず確認してください。
　□①労働者の過半数を代表していること
　□②その選出に当たっては、全ての労働者が参加
　　　した民主的な手続がとられていること
　□③管理監督者に該当しないこと
　36協定を届け出ていても、過半数代表者の選出が
適正に行われていない場合には、36協定が無効にな
りますので、十分ご注意ください。

　認知症は脳の病気や障害など様々な原因により、認知
機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態の総
称です。日本における65歳以上の認知症の人の数は約
600万人と推測されており、高齢者の認知症は女性が多
いのが特徴です。認知症は早めの気づきや治療、周囲の
理解がとても大切です。「認知症かな？？」と思ったらか
かりつけの医師に相談しましょう。

★もの忘れが増える
★ささいな事でも怒りっぽくなったり疑い深くなった　
★同じことを何度も聞く
★家電製品の使い方が分からない
★伝言したことが伝わらない
★テレビや新聞を見なくなる
★風呂に入りたがらない
★よく知っている道なのに迷う
★好きだった趣味の活動をしなくなる
★いつも同じ服を着て着替えたがらない

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
　（３6協定の様式や
　作成支援ツールもあります）

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。

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

会報広告・チラシ折込で１枠無料
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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２月調査結果）
業況DI は、活動制約とコスト増の影響で大幅悪化
先行きも不透明感拭えず、厳しい見方

※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

２月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３～５月
全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲46.8

▲24.9

▲44.8

▲47.7

▲45.8

▲63.0

▲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

▲33.9

▲22.9

▲21.1

▲38.2

▲43.8

▲43.2

▲34.2

▲28.7

▲22.1

▲40.4

▲40.1

▲41.8

2021年 2022年2021年

　36都道府県へのまん延防止等重点措置に伴う外出自粛や
営業制限により客足が減少した飲食・宿泊業などのサービ
ス業の業況感が大幅に悪化した。また、持ち直しつつあっ
た自動車関連を中心とした製造業や卸売業でも半導体不足
や部品の供給制約に伴う生産調整により売上が落ち込んだ。
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
加が続いていることに加え、オミクロン株の感染拡大から
従業員の自宅待機に伴う人手不足が発生しているなどの声
も聞かれた。中小企業の景況感は調査開始以降最大であっ
た2020年3月（▲16.4ポイント）に次ぐ悪化幅を記録した。
※東日本大震災後の2011年4月は▲11.8ポイントの悪化幅

　オミクロン株の感染収束が見通せない中、春の観光需要
喪失、受注・売上減少の長期化、年度末を控えた借入金返
済時期の到来による資金繰り悪化を不安視する声は多い。

また、部品などの供給制約、資源価格の高騰、円安、人件
費上昇などの相次ぐ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、中小企業においては厳しい見方
が続く。

 全産業合計の業況DIは、▲33.9（前月比▲15.7ポイント）

 先行き見通しDIは、▲34.2（今月比▲0.3ポイント）

業務日誌（2月度）
1日 （一社）岡山県商工会議所連合会２月運営委員会（オンライン）

岡山県警察特別訓練（〜３日）

4日 青年部令和４年度第２回役員予定者会議（オンライン）

青年部第11回役員会（オンライン）

5日 岡山県商工会議所青年部連合会創立30周年記念式典・記念講演会（オンライン）

医療・福祉部会第30回倉敷発達障がい研究会（オンライン）

7日 旧商工会館解体工事開始

8日 女性会第10回幹部会

10日 共済制度加入者還元令和３年度プレミアムランチ

13日 第224回珠算能力検定・第143回暗算検定・第134回段位認定試験

15日 健康経営セミナー（オンライン）

16日 倉敷消防署特別訓練（〜18日）

17日 日本商工会議所第713回常議員会（オンライン）

19日 青年部創立25周年記念式典・抽選会（ハイブリッド）

22日 第31回正副会頭・専務理事会議（書面決議のため第593回常議員会と兼ねて開催）

チームＫ６企画会議

青年部令和３年度第12回常任理事会（オンライン）

24日 日本商工会議所青年部第304回役員会等（オンライン）

25日 日本商工会議所青年部第96回通常会員総会（ハイブリッド）

26日 次世代モビリティ瀬戸内コンソーシアム設立総会・記念公講演（ハイブリッド）

第４回航空宇宙ビジネスフォーラムin倉敷（ハイブリッド）

日本商工会議所青年部第41回全国大会ＳＥＴＯの都香川たかまつ大会（オンライン）

27日 第160回簿記検定試験

28日 青年部第３回令和４年度予定者常任理事会

　毎月25日発行の会報への広告掲載、折込チラシの利
用をすると、新倉敷商工会館１階に設置している大型
デジタルサイネージ（55インチ）１枠（15秒）を無料
で提供しています。放映期間は契約月の1日から月末ま
で。申込書と広告データの提出は前月20日まで。チラ
シの納品期限は前月末です。
お問い合わせは会報係（TEL.424–2111）まで。
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　まっすぐにこちらを見つめる視線に、思わずたじろいでしまう。《凝視》
というタイトルがぴったりの作品です。
　児島虎次郎は、大原孫三郎からの資金援助により、1908年から1912年
にかけて初めてヨーロッパを訪れます。はじめフランスに滞在し、1909年
よりベルギーのゲントに移りましたが、ゲントでの生活が落ち着き始めた
頃に、この作品が描かれました。この頃の児島は、同一のモデルや場所を
繰り返し描いていました。本作のモデルも同様に、ゲント滞在期にあたる
1909年から1912年にかけて描かれた、いくつかの作品に登場しています。
　一つの作品を仕上げるために、モデルはきっと長時間にわたり、同じポー
ズをとり続けていたことでしょう。さらに4年という長期間モデルを務め
ていたとなると、それは画家である児島との信頼関係が築かれていた人物
だったのでしょう。女性の力強い視線が印象的な本作。児島もその視線に
魅せられていたのかもしれません。

児島虎次郎（1881-1929）《凝視》　1909年頃　油彩、画布　116.7×89.1cm

　令和元年12月号スタートの「新会館建設へGO‼」が、今月号で終了しました。テーマ
選定に悩みながら、建物の完成に合わせ、連載は休むことなく28回、全体像を浮かび
上がらせることができたと自負しています。本体工事が完了し、ほっとしているとこ
ろですが、真価が問われるのはこれから。「単に建物を建てるだけでなく、商工会議
所自体の体質改善も進めなければならない」という会頭の言葉が、ひしひしと身に染
みます。９月末に全工事が終了するまで、気が抜けません。　（井上）

公益財団法人

大原美術館
学芸員

長谷川　祐里

　絵のモデルをする方は、どのような
気持ちでポーズをとっているのでしょ
うか。じっとしていることが苦手な私
は、人物画を見るたびに、その忍耐力に
感心しています。

知られざるOHARA Vol.18 

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。

　新倉敷商工会館で３月８日（火）、初めての消防
訓練を実施、119番通報、館内放送を行うなど一連
の流れを確認しました。訓練放送の後、事務局とテ
ナントの38名が7階会議室に“避難”し、消火器と消
火栓の使い方、避難経路などについて説明を受けま
した。
　消火器は蓄圧式で、各フロアに２～３器設置。レ
バーを外すと止まりますが、トータルで15秒間、消
火のための粉が噴き出します。放射距離は３～６m。
消火栓は、バルブを空けると、自動的にポンプが起
動する方式。ホースの長さは最大30mありますが、
必要分だけ引き出して使用できます。
　館内の防火設備は各所で連動し、火災が発生する
と、放送とともにエレベーターが自動で停止し、自

動ドアが強制的に開かれます。各階にある防火扉も
自動で閉まるので、火災発生時の避難経路の確保と
ともに、他の場所への延焼を阻止できます。

㈲亀屋防災担当者が消防設備を説明（７階）

新会館で初めての消防訓練に38名
〜消防・防火設備と避難経路を確認〜
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