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㈱岡山トレジャーシステム

㈱岡山トレジャーシステムは、昨年（平成２９年）に設立して、おかげさまで一周年を迎える
ことができました。倉敷・岡山を中心にホームページの作成をはじめ、様々な作業の効率化等
でお困りのお客様にＩＴを通じてサポートさせて頂いております。当社は「自利利他」（自分
が利益を得たいと思ってとる行動や行為は、同時に他人、相手側の利益にも繋がっている）の
精神のもと、常に相手にも利益が得られるように考えること、利他の心、思いやりの心を持っ
て事業に取り組んでいます。
メンタル面での異常の早期発見で長期休業を防止するシステム、グループウェア、ホームペー
ジの作成からシステム開発などＩＴに関する事でお悩みの場合は、お気軽に問い合せください。
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〒710-0054 倉敷市本町８−１ TEL 086-441-1236

トルコ絨毯やモザイクランプなど、トル
コの伝統工芸品を輸入・販売しています。
なかでも絨毯は問屋を通さない独自の
ルートで、市場の半分〜1/3程度のお手
ごろ価格で提供できます。またケバブサ
ンドやトルコアイスの出張販売、雑貨の
卸など、お気軽にお問い合わせください。
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平成30年度

事業計画・予算決まる

当所では３月28日に第558回常議員会を開催し、井上会頭、藤木・
伊澤・鴨井副会頭をはじめ役員25名が出席、事業計画・収支予算案の
審議を行い別枠の通り承認可決、引き続き第176回臨時議員総会に報
告しました。

基本方針
はじめに、昨年４月に倉敷市が日本遺産に認定されました
ことに、倉敷商工会議所としまして、倉敷市民の皆様にご祝
詞を申し上げたいと思います。
倉敷川畔伝統的建造物保存地区をはじめとする31の文化
財から構成される倉敷の日本遺産認定は、表題である「一輪
の綿花から始まる倉敷物語～和と洋が織りなす繊維のまち
～」に示されるように、かつて島々が浮かんでいた海を干拓
した先人たちが綿花栽培に取り組み、日本を代表する繊維
産業のまち倉敷へと発展させた歴史ストーリーが評価された
ものです。
この伝統的商家群と明治以降の西洋建築が調和するこれ
らの町並みや文化的伝統行事は、倉敷市民の誇りとして次
世代に繋いでいくべきものと考えております。
次に平成29年度を振り返れば、今上天皇陛下の御退位の
日取りが、2019年４月30日に正式に決定され、平成から新
たなる時代へと静かに移り変わろうとしています。
しかし国際情勢は平穏とは言い難き出来事が頻発してい
ます。中でも北朝鮮による度重なるミサイル発射や核実験に
対して国連の安全保障理事会は確たる打つ手がなく、日本
は国防の危機に直面していると感じざるを得ません。
一方、自民党安倍政権は９月の衆議院選挙で結果的に圧
勝し、これまで推し進めてきたアベノミクスと日銀の金融政
策を反映し、現時点３月７日では日経平均株価が２万１千円
台まで回復しています。今後の企業収益拡大傾向に合わせ
た賃金と物価の上昇が加速されれば、目指す真のデフレ脱
却が実現するものと思われますが、国際平和が担保されるこ
とが前提になるのは明らかでしょう。

さらに政策ビジョンの柱の一つである人づくり革命・働き
方改革は、人生100年時代に突入した日本人のライフワーク
バランスを目に見える形で改善しつつあります。
しかし2018年問題の少子化による人口減少は国難と位置
付けられるべき深刻な問題であり、特に中小零細企業人手
不足を補う手立てとして急速に開発が進められている人工知
能ＡＩやＩＯＴ関連技術の進展により、産業界のみならず教
育環境や生活などあらゆる場面において、これまでの概念が
一気に覆されることは必至と思われます。
最後になりましたが、新年度に向けて日本商工会議所の
存在と実績を実感できるご報告をさせていただきます。
昨年12月には与党から平成30年度税制改正大綱が正式
に示されましたが、11月16日に行われた日本商工会議所常議
員会終了後に自民党 税制調査会長 宮沢洋一氏をお迎え
したなか、常議員全員で中小企業の事業承継税制（非上場
株式の納税猶予制度）の抜本的拡充を強く要望したところ、
政府は中小企業の世代交代を一気に進めていく為に、あえて
期限を10年に区切った形で、税制改正をして頂けることにな
りました。
当会議所におきましても、この「大事業継承時代」を見据
えた今回の事業継承税制改正について、専門家との連携を
深めながら経営全般の相談体制の強化を図り、会員の皆様
のご質問ご要望にお応えできるよう努めて参りたいと考えてい
ます。
この様な状況下で、30年度事業計画の基本方針に基づ
いた重点事業を掲げました。

事業計画
Ⅰ．重点事業

（

新規事業）

〔１〕中小企業の経営力強化と創業の支援
１．国･県･市との連携による中小企業の支援
① 経営改善普及事業の実施
② くらしき創業サポートセンター事業の推進
③ 消費税転嫁対策窓口相談等事業の推進
④ 伴走型小規模事業者支援推進事業の実施
⑤ 小規模事業者持続化補助金の申請支援
⑥ 事業承継税制のＰＲ、取り組み支援
２．会員相互の連携・交流事業の推進
① 会員交流会の開催
② 産･学･官連携の推進
３．水島コンビナートとの連携強化と国際競争力強化
への協力
① 水島コンビナート総合特区戦略への支援
② 「水素エネルギー」利用の研究
③ 倉敷みなと大橋の開通に伴う玉島ハーバーア
イランドの利用促進
４．労働・雇用対策の推進
① ジョブ・カード制度等有期実習型雇用の促進
② 倉敷発達障がい研究会への参画
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③

日本子ども虐待防止学会第２４回学術集会おか
やま大会への協力
５．ＡＩ、ＩｏＴへの対応
① ＡＩ、ＩｏＴの研究、利用促進

〔２〕中心市街地活性化と少子高齢化社会への対応

１．倉敷市中心市街地活性化協議会への参画
① JR山陽本線倉敷駅付近高架化事業の早期促進
② 倉敷にぎわい創出事業の推進
③ 市街地内の交通渋滞解消への取り組み
２．くらしきTMO事業の推進
① 高梁川流域「倉敷三斎市」開催による連携中
枢都市圏の連携推進
② 倉敷屏風祭など各種イベントの開催
③ 倉敷フォトミュラルｆなど各種文化イベント
の開催
３．少子高齢化社会への対応
① ヒューマンサイズのまちづくり
② 連携中枢都市圏内の会議所、商工会との協力
体制構築

③

倉敷市など関係機関と関連委員会(流通・貿易・
運輸交通・観光)による意見交換・懇談会の開催
④ 医療・福祉のまちづくり
⑤ 「倉敷未来プロジェクト」の推進
４．商業経営の支援
① まちづくり講演会や流通セミナーなどの開催
② 「水島港まつり」への協力

〔３〕観光振興対策と広域連携の推進

１．観光資源の有効活用
① 「産業観光」の推進
② 「地産地消｣ 運動の普及
③ 水島臨海鉄道の活性化と観光資源の開発
２．入込み観光客数の増加活動
① トイレ整備、交通手段確保等、観光振興に向
けた倉敷の問題点等の対策
② ＭＩＣＥ（会議・研修、招待旅行、国際会議・
学術会議、展示会）誘致活動の推進
③ 倉敷市文化産業局との定期的意見交換会開催
３．広域連携の推進
① 岡山県内広域観光事業の推進
② 高梁川流域広域連携の推進
③ 玉島バイパスの４車線全線開通
④ 玉島・笠岡道路、笠岡バイパスの早期開通
４．観光情報の発信
① デジタルサイネージの普及及び利活用
① インターネットを活用した観光情報の発信

〔４〕組織・財政・運営基盤の強化

１．コンプライアンスの徹底
① 法令遵守＊
② 「安心・安全の倉敷」の実現
２．組織の強化・財政基盤の確立
① 商工会議所をもっと知ってもらおうキャン
ペーンⅢの実施
② 各種共済事業の加入推進
③ 収益事業の再評価
３．施設の効率的な管理運営
① 貸事務所の効率的な管理運営と貸会議室の利
用促進

Ⅱ．事業項目
〔１〕意見要望・研究活動
１．諸会議の開催
２．施策・制度、地域の活性化に関する要望、提言
① 「災害に対する倉敷市の取り組み・対応」につ
いてのセミナー開催

１．IT(情報技術）の利用促進
① ＩｏＴ、ＡＩの研究、利用促進のための講習会・
セミナーの開催
② ＭＦクラウド会計制度の推進
２．国際化への対応
① ジェトロとの定期的情報交換会の開催
② 為替セミナー等の開催
３．技術開発・産学共同研究の支援
４．環境・エネルギー問題などへの対応
① 下水道管路更生事業の推進

〔３〕魅力ある都市づくりの実現

１．交通体系の調査・研究と物流機能の整備促進
２．活力ある地域づくり
① 「ワーク・ライフ・バランス」促進セミナーの
開催
３．地域イベントの開催と推進
① 「ＴＥＡＭ Ｋ６」事業を開催
４．社会福祉事業への参画
① 訪問看護の周知・普及に向けたセミナーの開催
② 医 療、福祉分野の人手不足と外国人従業者の
実態に関する情報提供

〔４〕中小企業の活力強化と小規模企業の経営基盤
の強化

１．商工業振興対策
⑴ 地域商工業振興対策
⑵ 講演・講習・研修事業の推進
① 「障害者雇用の現状と今後の動向」セミナーの
開催
⑶ 商工技術と産業教育の振興
２．地域産業動向、経営環境変化に関する調査活動
３．中小・小規模企業対策の推進
⑴ 経営相談、税務相談など指導事業の充実
① メディア等を活用した創業者・会員事業者へ
の広報支援
⑵ 融資、共済制度などの利用促進

〔５〕多様な会員サービスの展開
１．会員サービスの充実
⑴ 会員サービスの拡充
① 電子証明書の取次業務と割引クーポン券の発行
⑵ 各種共済制度などへの加入促進と加入者還元事業
の推進
２．広報活動の強化

〔２〕経営環境変化に対応する地域産業への支援
平成30年度

予算総括表

平成30年度

会計別予算 円グラフ

（平成30年４月１日～平成31年３月31日）
一般会計 19.21%

（千円）
会

計

平成30年度 平成29年度
予 算 額 予 算 額

別

一

般

会

計

法

定

台

179,007

148,259

比較増減 平成30年度
（△） 割合（％）
30,748

19.21
0.94

帳

8,721

8,783

△62

中小企業相談所

88,664

90,184

△1,520

9.51

商

工

会

館

95,271

89,953

5,318

10.22

会

員

共

済

30,400

30,400

0

3.26

特定退職金共済

530,010

510,010

20,000

56.86

合   計

932,073

877,589

54,484

100.00

特定退職金共済
56.86%

法定台帳 0.94%
中小企業相談所
9.51%

商工会館
10.22%
会員共済 3.26%
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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

5月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

倉敷商工会議所カレンダー

火

赤口

水

先勝

木

憲法記念日

友引

金

みどりの日

先負

土

こどもの日

仏滅

日

大安

月

赤口

火

第２４回ｅｃｏ検定申込受付開始（～6/8）

先勝
友引

水
木

知的財産相談

先負

金

法律相談(倉敷）

仏滅

土

大安

日

赤口

月

先勝

火

仏滅

水

大安

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

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

木

赤口

金

先勝
友引

土
日

高梁川流域「倉敷三斎市」 児島デー

大安

火
水

先負
仏滅

月

法律相談(水島）

赤口

木

先勝

金

友引

土

先負

日

仏滅

月

大安

火

赤口

水

先勝

木

友引

知的財産相談（10：00〜12：00）倉敷
法 律 相 談（14：00〜15：30）倉敷
〃
（14：30〜16：00）水島

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。

新 入会員
事 業 所 名
業
種
美容業
ＰＥＴＩＴ ＢＯＮＨＥＵＲ
税理士業
廣瀬税理士事務所
美容業
Ｗｈｉｔｅ Ｒｏｓｅ
建築板金
㈲村上板金
自動車販売・修理・ガラスコーティング・洗車
与田モータース㈱
運送業
㈲エーケーエル
事務代行業、運送業
㈱アヴニール ラボ
フィリップモリス社製品のマーケティング、販売促進活動
フィリップモリスジャパン(同)
飲食業
Ｒｅｆａｉｒｅ
グローバル・ビジネス・コンストラクション
(協組) 外国人技能実習生 受入事業
建設業
㈲ゼロマックスエンジニアリング
スナック
Ｌｉｂｅｒｔａ
医療機器卸、介護用品販売・レンタル
赤木医科器械㈱
不動産売買・賃貸仲介
あくら不動産㈱
店舗制作・工事、建物改修
㈲森沢装飾
オムニチャンネル事業の経営、インターネット販売、通信販売
㈱ＲＱＭ
重量物運搬・据付け
㈱倉福
中古品販売、Ｗｅｂコンサルティング
ＳＨＩＲＯＩＲＯ ＤＥＳＩＧＮ
バッグ製造
Ｄｏｖｅ＆Ｏｌｉｖｅ
広告代理業、有料職業紹介業
㈱Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ａｇｅｎｃｙ
建築業
㈱ＭＩＰ
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所 在 地
四十瀬５３８－２２
老松町４－７－４０ 山田ビル
水島南幸町１－５０ 松田ビル１階
水島東川町６－１０
岡山市南区藤田１４２０－１４
粒江２０４６－３
真備町尾崎９３８
広島市中区中島町３－２５ ニッセイ平和公園ビル８階
阿知２－１８－７ プレミアム一番館６Ｆ
福山市西新涯町２－３－２５ ２Ｆ
連島町連島４４５－１
阿知１－１５－２１ 第６シード館５階
五日市６３－４
岡山市北区東島田町 １－１－１２－１０１
上富井６２８－２０２
吉岡５９－１０
岡山市南区山田１８８０－３５
福田町古新田２２７－８
老松町４－７－１０
岡山市北区北長瀬本町４－１９
五日市７９６－３

倉敷桜まつり協賛
バザー
平成３０年４月１日（日）
、毎年恒例の倉敷桜まつり協
賛バザーを、倉敷アイビースクエア中庭にて開催致しま
した。
当日は好天に恵まれ、桜が満開の中、大勢のお客様で賑わいました。
鉢植生花やお菓子類は早めに完売し、会員さん提供の衣類や、アイビース
クエア売店のスカーフも良く売れました。
お昼は特製のステーキカレーで元気一杯。大勢の会員の皆様のご協力に心
から感謝申し上げます。
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平成30年度

Resource of the YEG

スローガン

青年部

～同志と築き
地域と育む
ｏｆ ｔｈｅ ＹＥＧ

我らの経済資源こそ倉敷ＹＥＧ～

Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
～同志と築き

平成30年度 倉敷商工会議所青年部 組織図

平成30年度

専務理事（総務）
小松原 博幸

総会
監事

我らの経済資源こそ倉敷ＹＥＧ～

倉敷商工会議所青年部

組織図

総 務 広 報 委 員 会
委員長（理事）
岡本 淳司

副委員長
幹事

中村 勇貴
吉田 匡利

副会長

資質向上室
室長（常任理事）

例
会
委
員
会
宮原 智則
委員長（理事）

副委員長
幹事

𠮷𠮷𠮷𠮷川 徹哉
浅沼 直亮
樋口 由香

安藤 順浩

田中 大作

政 策 提 言 委 員 会
委員長（理事）
三宅 大樹

副委員長
幹事

山本 真嗣
穴井 清彦

岡 裕二郎

小野 泰正

副会長

ビジネス発展室
室長（常任理事）

が っ つ り ビ ジ ネ ス 委 員 会
委員長（理事）
平野 将

副委員長
幹事

正清 賢治
梶谷 映次

伊藤 一道
酒井 道代

今岡 靖晶
藤森 健

西田 和英

澁谷 武律

会 員 企 業 発 展 委 員 会
委員長（理事）
西谷 悠

副委員長
幹事

河合 進治
武元 隆明 菅ノ又 正人

片岡 寛
半﨑 貴士

河田 理弘
三宅 雄也

妹尾 愛希
森山 祐介

中田 優子

新山 直樹

副会長

ネットワーク室
室長（常任理事）

出向者バックアップ委員会
委員長（理事）
秋田 孝文

副委員長
幹事

久本 和永
早崎 典子

小野 瀬里奈
馬場 孝臣

後藤 健
平松 正

田原 大輔
宮原 雄一

中山 聖人
本山 浩治

中山 善継
山部 真一

田仲 学

竹内 秀勝

創 生 発 信 委 員 会
委員長（理事） 三谷原 恒良

副委員長
幹事

合田 明義
田邉 上智

安藤 弘幸

板倉 昌美

片岡 忠

二宮 みか

倉 敷 活 性
委員長（理事）

化

会

副委員長
幹事

白川 晴之
松本 梨紗

水 島 活 性
委員長（理事）

化 委 員 会
赤木 大輔

副委員長
幹事

中川 純平
日浦 豊

津郷 秀明
矢吹 智業

秋葉 優一
原田 大路
横田 哲也

大村 竜次 小野 新太郎 小野 拓哉
平田 一希 松成 陵二 八木 宏章
吉田 将人

北山 良和 木村 直子
矢野 瑠嗣 山下 雄一郎

高田 美子
吉本 昌弘

森岡 雅彦
西 庸介

役員会

会長
中山 紘行

直前会長
塩入 卓也

地域と育む

委 員
中西 充

木田 泰正

笹原 信弥

保田 昌亮

山村 治

安東 マリヤ 岡本 亮一
藤南 一郎 廣瀬 裕亮

岸本 裕子
矢野 智基

白岩 良
吉田 誠

武内 元則
若林 秀一郎

川上 浩志

松尾 茂瑠

渡辺 清二

河村 正志
渡辺 淳

木原 大輔
渡辺 徹

小林 弘明

石原 信太郎 内田 雄介
塩津 学
古谷野 貢
南 勇司
山下 友和

副会長

地域活性室
室長（常任理事）

堂処 篤史

中田 一広

副会長

スキルアップ室
室長（常任理事）

会 員 親 睦 委 員 会
委員長（理事）
松田 篤郎

副委員長
幹事

佐々木 伸治
小田 修士 金丸 俊孝

秋富 正宣
中嶋 直樹

大原 充真
原 賢一

岡本 甲哲

佐藤 健太

会 員 拡 大 研 修 委 員 会
委員長（理事）
中山 一将

副委員長
幹事

亀山 倫正
大熊 一旗 チムカイオ

小野 康久

山下 壮一

流 域 発 展 委 員 会
委員長（理事）
髙橋 武良

副委員長
幹事

平松 智典
米山 昌宏

秋岡 秀典
永田 勇太
山本 修二

親
子
絆
委員長（理事）

副委員長
幹事

西川 智延
大河 朝彦 山本 陽一

青井 寿恵
三宅 淳良

副会長

マチヅクリ室
室長（常任理事）

小松原 透

木田 周作

委
員
会
大森 邦彦

大川 篤
島﨑 美和
山本 修

木村 洋喜 木山 麻由美 許 英徳
白神 星太
田中 剛
坪石 浩彰

神農 志成
藤井 康輔

栗元 浩二
三宅 崇洋

荒木 隆正
畑 勝明

河村 実
花田 佳久

古谷 茂
齋藤 浩章 友田 裕之
星島 良輔 三宅 啓介 三宅 翼

胡 森雄
三宅 博雄

佐山 公明
山本 堅治

砂田 旬信
吉田 栄樹

新会員

立間 晴夫

中村 弘成

次年度役員選考委員会
※１

は議決権者

※２

は執行部

※３ 役員会出席義務者３０名

日本ＹＥＧ出向

岡山県ＹＥＧ連合会出向

儲けまっせビジネス委員会
副委員長 竹内 秀勝

政策提言委員会
専門委員 安藤 順浩

理事

監事

中山 紘行

田中 大作

三斎市企画運営会議出向
総務委員会 専門委員
田仲 学
澁谷 武律

企画運営チームリーダー
小松原 透

企画委員会 専門委員
堂処 篤史
中山 一将

政策提言委員会 専門委員
三宅 大樹
秋田 孝文

倉敷商工会議所青年部

4月7日（土）、酒津公園にて倉敷商工会
議所青年部OB会会員・現役会員合同お花見
会が盛大に行われました。今年度、中山紘行
会長の掲げるスローガン「Resource of the
YEG」のもと、新体制がスタートして最初の
事業でした。例年に比べ花びらの散りも早く、
見頃を過ぎたお花見会となりましたが、ご参
加いただいた皆様の満開の笑顔で楽しい時
間を過ごす事が出来ました。今後もこの様な
OB会会員との交流を大事にしていきたいと
思います。

平成29年度
皆さま、こんにちは。昨年度、倉敷商工会議所青年部
会長を務めさせていただきました、塩入と申します。
昨年度中は、高梁川流域倉敷三斎市はもとより、くら
しきハロウィーンと対外事業をさせていただき、その時々
に携わっていただきました、行政や倉敷商工会議所また
高梁川流域7市3町の皆さまには大変お世話になりまし
た。そして倉敷商工会議所青年部メンバーのみなさんに
はこんな会長を1年間支えて頂き感謝申し上げます。
さて、会長職を通じて感じたことですが、この1年間
で色々な場所へおじゃましました。日本商工会議所青
年部主催の全国会長会議では島根県出雲市や全国大会
は岐阜県の各務ヶ原市、中国ブロック大会は三次市とそ
の時その時の開催地にも行くこともでき、幅広い各地の
YEGで繋がる友ができました。またそれぞれの悩みやご
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会長あいさつ
自慢を聞くことができ、為になったと感じております。そ
してこの経験を通じて今後も、この倉敷のまちやそこで
働く会社の発展に少しでもプラスになることを考え、行動
していきたいと思います。

倉敷商工会議所青年部
平成29年度会長

塩入

卓也

倉敷商工会議所青年部！
！

ひろげませんか 異業種交流の輪！
詳しくは、当会議所事務局へ。
http://www.kurashiki-yeg.jp/

平成29年度事業報告

や掛け軸などを披露しま
した。あいにくの天候に
もかかわらず約４万２千

倉敷商工会議所く
らしきＴＭＯは平成

高梁川流域「倉敷三斎市」

人の来場客で賑わいまし
た。

２９年度、高梁川流域

倉敷フォトミュラルｆ

「倉敷三斎市」、倉敷

は、１０月２０日から１１月１５

屏風祭、倉敷フォト

日まで倉敷駅前アーケー

ミュラルｆを開催し

ドで商店街展示、１０月２８

ました。

日から１１月１２日まで倉敷

「倉敷三斎市」は、高梁川流域全体の活性化を目的

アイビースクエア内アイ

とし、流域の商工会議所・商工会と連携することで月

ビー学館で個展部門展示

替わりの「流域デー」を実施しました。１年間の出店

を開催しました。

倉敷フォトミュラルｆ

者は延べ９４７店、来場

｢彩（いろどり）｣ をテーマに公募し、岡山県内外２５９名

者 数 は３３万 ７ 千 人 と

から１，１２７点の応募がありました。選出された５７点の

盛況でした。

作品を大型布にプリントし、商店街アーケードに吊る

倉 敷 屏 風 祭 は１０月

されました。

１４日、１５日の２日間開

また、個展部門では新人写真家８人の作品がアイ

催 し、 民 家 や 商 店 な
ど２４件 が 自 慢 の 屏 風

ビー学館に展示され、会期中多くの来場客がありま
倉敷屏風祭

した。

倉敷商工会議所くらしきTMO

☎ 424−2111 ㈹

倉敷物語館

30

土

入 館 料：無料
開館時間：４月～11月：9:00～21:00
休 館 日：12月29日～翌年1月3日

会 議 室：１部屋…440円／１時間
和　　　室：５部屋…350円／１時間
多目的ホール：１部屋…440円／１時間

←至玉島

JR倉敷駅

429

倉敷物語館

＊営業目的の場合は上記の倍額

大原●
美術館
自然史博物館 ●
中央図書館 ●
美術館 ●

至岡山→

美観地区

倉敷川

【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

山陽本線

市民会館
●
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？？

ご存知
ですか

⃝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30年倉敷に住んで
います。
⃝事務所
倉敷市鶴形１丁目鶴形
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

出産・育児に関する社会保険の手続き
☆協会けんぽへ提出するもの
①出産育児一時金支給申請書		
健康保険の被保険者または被扶養者が出産した
場合に支給申請します。現在は、出産育児一時金
を出産費用に充てることができるよう医療機関へ
の「直接支払制度」が主流になっています。
②出産手当金支給申請書		
健康保険の被保険者が出産のため休業し報酬が
受けられないときに支給申請を行います。
③高額療養費支給申請書		
出産は原則として健康保険の適用対象となりま
せんが、切迫流産や早産、帝王切開等の場合には
健康保険が適用され、高額療養費の対象になりま
す。事前に帝王切開になることがわかっているよ
うな場合には、高額療養費の限度額適用認定証の
交付を受けておくと、病院窓口での自己負担額を
軽減することができます。
☆年金機構へ提出するもの
①健康保険被保険者異動届		
生まれた子の保険加入（健康保険被保険者証の
発行）の手続きです。
②産前産後休業取得者申出書		
産前産後休業中の社会保険（被保険者・事業主
分とも）が免除されます。
③産前産後休業取得者変更（終了）届
産前産後休業中の保険料免除を受けている被保

確定申告の内容を間違えていたとき
8

☆雇用保険の「育児休業給付金」申請書は会社を管
轄するハローワークに提出します。

倉敷税務署だより
確定申告書を提出した後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付いた場合は、次の方法で訂正す
ることができます。また、期限内に確定申告することを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにしてく
ださい。
▪税額を多く申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、
「更正の請求」をして正しい税
額への訂正を求めることができます。請求内容が正当と認められた場合は、納めすぎた税金が還付されます。
【手続】
「更正の請求書」に必要事項の記入等を行い、請求の理由を証明する書類を添付して、納税地を所轄す
る税務署長に提出してください。
【期間】原則として法定申告期限から５年以内です。
▪税額を少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、
「修正申告」をして正しい税
額に訂正してください。
なお、修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日（納期限）までに、延滞税と併せて納
付してください。
【手続】修正申告書に必要事項の記入等をして、納税地を所轄する税務署長に提出してください。
【期間】修正申告は、税務署長から更正を受けるまではいつでもできますが、修正申告によって納める税額には、
法定納期限（平成29年分の所得税及び復興特別所得税は平成30年3月15日（木）
、消費税及び地方消
費税は平成30年４月２日（月）
）の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかる場合があ
りますので、早期の申告と納税をお願いします。
また、修正申告をする場合や、税務署長が更正を行う場合には、加算税が賦課される場合があります。
▪確定申告を忘れていたとき
期限内に確定申告をすることを忘れていたときは、できるだけ早く申告をするようにしてください。申告の必
要があるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合には、税務署長が所得金額や税額を決定する場合がありま
す。
なお、申告期限を過ぎてから申告した場合や税務署長から所得金額などの決定を受けた場合には、納めるべき
税額のほかに、加算税が賦課される場合があります。また、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかる
場合もありますので、ご注意ください。
※「確定申告書」
、
「修正申告書」
、及び「更正の請求書」の様式は、国税庁ホームページからダウン
ロードしていただくか、税務署の窓口で入手できます。また、国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」を利用して更正の請求書及び修正申告書が作成できます。手続などについて、
お分かりにならない点がありましたら国税庁ホームページをご覧ください。
なお、国税の納付については、管轄の税務署へご連絡いただければ、納付書を郵送いたしますので、
お近くの金融機関等で納税してください。

国税に関する情報は
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険者の産前産後休業期間が変更・終了となったと
き提出します。
④産前産後休業終了時報酬月額変更届
産前産後休業終了後に賃金が下がった場合、通
常の随時改定に該当しなくても標準報酬月額の改
定ができます。産前産後休業後、そのまま育児休
業を取得する場合はこの届出は行いません。
⑤養育期間標準報酬月額特例申出書
３歳未満の子を養育する被保険者が、養育期間
中の標準報酬月額が低下した場合に届け出ること
により、将来の年金受給の際に、低下前の標準報
酬を養育期間中の標準報酬月額とみなして年金額
を計算する制度です。育児休業を取得していなく
ても対象になります。
⑥育児休業等取得者申出書
育児休業中の社会保険料（被保険者・事業主分
とも）が免除されます。
⑦育児休業等取得者終了届
育児休業終了予定日前に育児休業を終了したと
き提出します。
⑧育児休業終了時報酬月額変更届
育児休業終了後に賃金が下がった場合、通常の
随時改定に該当しなくても標準報酬月額の改定が
できます。

国税庁ホームページ www.nta.go.jp

をご覧ください

広島国税局キャラクター
ひろ しま

ちから

広島 主税 くん

No.153

〒710-0815 倉敷市日吉町476-4
TEL 086-422-7537
FAX 086-422-7508
http://www.tatsushin.net

マネージャー

浅越 祐三 氏

倉敷の魅力を世界へ発信する
お手伝いをさせていただきます。
はじめまして。
株式会社タツシン、マネージャーの浅越祐三（アサゴシユウゾ
ウ）と申します。
私たちは、倉敷市でVRサービス（ヴァーチャルリアリティ）

Googleストリートビュー

のサービスの提供することによって、倉敷の企業、お店を世界に
発信するお手伝いをさせていただいております。
今となっては、目的地までのルートを調べる際は、Googleマッ
プを利用する方が７０％を超える中、その重要性は日に日に増して
いくばかりです。
ストリートビューを活用して、世界中のユーザーに向けて、あ
なたのお店を紹介しませんか？
「ストリートビュー」は、あなたの店内を360°のパノラマ画像

VRコンテンツ

で紹介するサービスです。
対象は、レストラン、小売店といったお店に加え、ヘアサロン、
学校、ホテルなど、様々なサービス業態でご活用頂けます。
インターネットで、いつでもどこでも自由に、もっとお店の魅
力を伝えることが出来る「ストリートビュー」をぜひご活用下さ
い。
また、店舗への集客を大幅に増やす「MEOサービス」との併

MEOサービス

用で、他店との差別化をご提案させていただいております。
このサービスはこれまでの「SEOサービス」とは違い、結果
報酬型で無駄なコストもかからず、売上アップに直結するサービ
スとなっております。
全ての企業、お店が日々試行錯誤する中で“次の一手”をお手伝
いいたします！

24

㈱タツシン

●

三井
アウトレットパーク
倉敷
アリオ倉敷
●

駅

倉敷

倉敷駅前
交差点
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「雇入れ時等の安全衛生教育」で労働災害を防ぎましょう
新年度を迎え、労働者を雇い入れたり、他の部署から

倉敷労働基準監督署

1．機 械等・原材料等の危険性又は有害性及びこれらの
取扱い方法に関すること

の異動者を迎え入れた職場も多いことと存じます。
これら「新入者」が早く職場環境に慣れ、人間関係を

2．安 全装置・有害物抑制装置又は保護具の性能及びこ
れらの取扱い方法に関すること

築き、仕事を習得できるよう努めておられることと存じ
ますが、それでも「新入者」が労働災害の被災者となるケー

3．作業手順に関すること

スも多いことにも留意する必要があります。

4．作業開始時の点検に関すること

倉敷労働基準監督署管内における平成27年から平成29

5．当 該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因
及び予防に関すること

年までの3年間に発生した休業4日以上の労働災害のう
ち、被災者の経験期間3ヶ月までが約10％、経験期間１

6．整理・整頓及び清潔の保持に関すること

年までが約30％を占めており、「新入者」に対する安全衛

7．事故時等における応急措置及び退避に関すること

生教育の確実な実施が必要になっています。

8．前 各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全
又は衛生のために必要な事項

労働安全衛生法では、新たに従事することとなった業
務について安全衛生の知識不足から生じる労働災害を防
止するために、「新入者」に的を絞って、事業者に「雇入

＊上 記以外にもメンタルヘルスの確保、交通事故の防止

れ時等の安全衛生教育」を実施することを義務付けてお

等、企業の実情に応じて、必要な項目を盛り込むなど、

ります。

安全衛生教育の充実に努めて下さい。

具体的には、労働安全衛生規則第35条で以下の項目（業
種により以下の1号から4号までを省略することもでき
る）について事業者が安全衛生教育を実施することとなっ
ております。

◎お問い合わせ先
倉敷労働基準監督署 T E L：0 8 6−4 2 2−8 1 7 7まで

倉敷市保健所
健康づくり課 健康管理係

〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9820 FAX 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。
保健師 吉 岡 珠 子
倉敷市新事業 !!

★くらしき健康応援団講座 「健康への道」★
を受講してみませんか？
倉敷市では、市民の方がより健康に関心を持ち、健康づくりに取り組まれることを応援するために、５月からくらし

き健康応援団講座「健康への道」を新たに開講します。

職場やご近所などの仲間たちとお気軽にお申し込みください！

Q くらしき健康応援団講座「健康への道」とは？
A 健康に興味をもたれている方に、健康づくりの入り口として、健康に関する広くて基礎的な内容を学んでいただき、
受講後は「くらしき健康応援団」として認定させていただきます。
Q くらしき健康応援団講座「健康への道」を受講したらどうなるの？
A 認定証と健康グッズをお渡しします。
認定を受けた方は、まずはご自身の健康づくりにチャレンジ！
そして、学んだ知識をおすそ分けして、大切な人の健康も応援していただきたいと考えています。
Q 受講の申し込み方法は？
A おおむね10人以上の団体やグループでの受講の申し込みを受け付けています。開催希望の日時や場所については、
お申し込み時にご相談ください。
詳しくは市のホームページをご覧ください。
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〈平成30年３月調査結果〉

追加関税措置など世界経済・貿易に対する先行き不透明感を懸念する声が聞かれた。卸
売業は、堅調な生産・設備投資や、インバウンドを含め好調な観光需要を背景に関連業種

業況ＤＩは、３カ月ぶりの改善。先行きは回復への期待感あるも、ほぼ横ばい

の売上が伸び、改善。寒波・大雪が和らぎ農産物の供給が安定してきたとの声もあった。

▪3月の全産業合計の業況DIは、▲15.8と、前月から＋1.3ポイントの改善。電子部品や産

小売業は、消費者の根強い低価格志向から、食料品・日用品を中心に売上が伸び悩み、

業用機械、自動車関連の生産が全体を牽引したほか、インバウンドを含む観光需要や都

悪化。一方で、寒さが和らぎ始めた影響で、出遅れていた春物衣料品が動き出したとの声

市部を中心とした再開発、設備投資が引き続き堅調に推移した。他方、深刻な人手不足や

も聞かれた。サービス業は、改善。堅調なインバウンド需要に下支えされた宿泊業や観光

原材料費・燃料費の上昇、食料品・日用品に対する消費者の低価格志向を指摘する声は

関連業に加え、春の引越しシーズンを迎え、需要が増加した運送業ではコスト上昇分の価

依然として多い。中小企業の景況感は、総じて緩やかな回復基調が続いているものの、そ

格転嫁が進んだとの声が聞かれた。

の動きは力強さを欠いている。先行きについては、先行き見通しDIが▲14.0（今月比＋1.8ポ

▪採算面では、全産業合計の採算DIは▲16.5（前月比＋3.1ポイント）と、改善。産業別に

イント）と改善を見込むものの、「悪化」から「不変」への変化が主因であり、実体はほぼ

みると、建設業は、ほぼ横ばい。都市部を中心とした堅調な民間工事が下支えする一方、

横ばい。個人消費の持ち直しやインバウンドを含めた観光需要拡大、生産や設備投資の堅

人手不足に伴う人件費・外注費の増大や、資材価格の高止まりを指摘する声は多く、収益

調な推移への期待感がうかがえる。他方、人手不足の影響拡大や、原材料費・燃料費の

改善に向けた動きは鈍い。製造業は、電子部品や産業用機械、自動車関連などの好調な

上昇、コスト増加分の価格転嫁の遅れ、米国による追加関税措置の影響など世界経済・

生産・輸出が、燃料や原材料の仕入価格の高止まりの影響を上回り、改善。卸売業は、

貿易に対する先行き不透明感を懸念する声も多く、中小企業の業況感はほぼ横ばいで推移

人件費や運送費上昇が収益の圧迫要因となっているものの、生産・設備投資、観光の堅

する見通し。

調な動きを受けた売上増加や、農産物供給の安定化を指摘する声もあり、改善。小売業は、

▪売上面では、全産業合計の売上DIは▲11.1（前月比＋1.5ポイント）と、改善。産業別に

農産物等食料品の仕入価格の高止まりや、消費者の節約志向が続く一方、好調なインバウ

みると、建設業は、人手不足による受注機会の損失が足かせとなっているほか、住宅建設

ンド需要や春物衣料品の動きを捉えた関連業種の収益改善を指摘する声があり、改善。サー

や一部地域の公共工事の減少を指摘する声があり、悪化。製造業は、高水準で推移する

ビス業は、改善。人件費、飲食料品等の仕入価格、燃料費などのコスト増加を指摘する声

電子部品や産業用機械、自動車関連の生産が全体を押し上げ、改善。但し、米国による

は多いものの、需要増加を取り込み、宿泊業や運送業を中心に収益改善の動きが見られた。
企業の採用意欲はリーマン・ショック前を上回る水準を保っている。その背景には、業績
改善が進んでいる以上に、近い将来の経営安定のために若い世代への事業承継を急ぐ経

▪岡山県下の2017年度の倒産（法的整理、負債1000万円以上）件数は前年度と同数の67

営者の意識が働いているようである。その一方で、「採用したいが応募がない」などの理由

件で、５年連続で100件を下回るも、前年度比減少は５年連続でストップした。負債総額は

で慢性的な人手不足の状態が続く中小企業や、業績不振にもかかわらず賃上げせざるを得

181億7800万円で、前年度のような100億円以上の大型倒産がなく、前年度比46.5％減となり、

ない小規模企業も多い。政府主導で働き方改革が推し進められるなかで、経営規模の大

２年ぶりに200億円を下回った。業種別では「小売」が16件で最多となり、３年ぶりに「建設」

小を問わず、事業継続のためには「人材確保」がより重要といえよう。

がトップでなかった。

▪2017年度の岡山県下の企業倒産件数は、前年度と同数となり、前年度比減少が５年連続

▪ＴＤＢ景気動向調査（3月調査）によると、岡山県下の景気DIは前月比0.6ポイント増の

でストップするなど下げ止まりの感が窺えた。後継者不在や人手不足に起因した零細企業

50.6となり、２ヵ月ぶりに改善するとともに、５ヵ月連続で50台を維持した。「中国」５県の

の倒産が高止まりの状況で推移し、負債1億円未満の規模が前年度より7.5％増えて全体の

中では２ヵ月連続の２位ながら、
「全国」では前月の21位から18位へ上昇した。業界別では、

62.7％を占めた。2010年以降は資金繰りが厳しい中小企業に対する金融機関による借入金

９業種中「建設」
「製造」
「運輸倉庫」
「サービス」が改善、
「農林水産」
「金融」
「不動産」
「小

の返済猶予などの支援で倒産は抑制されてきたが、業績が回復せず、こうした支えだけで

売」が横ばい、
「卸売」が悪化した。先行き見通しは「3ヵ後」49.6（前月51.1）、
「6ヵ月後」

は持ちこたえられずに行き詰まるケースが確実に増えてきた。景気上昇局面での人手不足の

50.3（同51.0）、「1年後」48.8（同49.7）の３指標全てで前月を下回り、「3ヵ月後」は９ヵ月

状況は人材の流動化を加速させ、賃金の引き上げや職場環境の整備などに資金投入できる

ぶりに50を下回った。足元の景況感に落ち込みはなく、当面は底堅い動きと推察されるが、

企業へ優秀な人材が集まりやすくなって業績拡大が期待できる企業がある一方で、幹部社

後継者不足や人件費、原材料の高騰などもあって経営者の慎重姿勢に変化はない。

員などが引き抜かれて急激な業績悪化が懸念される企業が増えている。2018年度は、後

▪中国地方に本店を置く企業への「2018年度の雇用動向に関する企業の意識調査」では、

継者不在・人手不足の悪影響が顕在化して企業間格差がより拡がると考えられ、業績不振

2018年度に正社員を採用すると回答した企業の割合が５年連続で６割を超えたことが分

が続く小規模・零細企業の破綻と相まって、中小企業の倒産が大きく増加する可能性がある。

かった。岡山県内企業からの回答でも61.0％となっており、生産労働人口の減少が続くなか、

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

代表社員税理士 三
社 員 税 理 士 鳥
税
理
士 平

宅
越
松

（中国税理士会

孝
俊
和

治

佑
美

倉敷支部所属）

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）
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本人ではなく門人たちが書き付けていた孔子の言葉や
問答を、孔子の死後に取り集めて編集したものです。
経営をしていると自分が自分を隠しているように感
じたり、他社が自分のことを隠していると感じたりす
ることがある。自分を客観的にみてみると、別に隠そ
うとしているわけではなく、ありのままの自分でいら
れなくなってしまっているだけである。ではどうして、
このような状態に陥ってしまうのだろうか。
【原文】子 曰。二三子以我爲隱乎。吾無隱乎爾。吾

論語と経営

ろん ご

『論語』とは、
孔子と彼の弟子達の会話を孔子の死後、

無行而不與二三子者。是丘也。
い

に さん し

われ

もっ

かく

な

【読み】子曰わく、二三子、我を以て隠せりと為すか。
われ かく

な

われ

おこな

に さん

吾 隠 すこと無 きのみ。吾 は行 うとして二 三
し

とも

もの な

こ

きゅう

子と与にせざる者無し。是れ丘なり。
【解釈】孔子先生がおっしゃった。「お前達は、私が
何か隠し事でもしていると思っているのか。
私はお前達に隠し事など何もない。お前た
ちに全てをさらけ出し、私の行動を見ても
らい、共にしないことなど何もない。これ
が私なんだよ。」
【ワンポイント・アドバイス】
れる人は強い。常にありのままであれば、無用なスト

Vol.

る。ストレスには、2種類あるといわれており、ユー
ストレス（良い・前向きなストレス）、ディストレス（良
くない・後ろ向きなストレス）の2種類である。スト
レス発生の背景となる事象が起こったときに、その事
象をどう捉えるかによって感情は変わり、更に次の行
動が変わるのである、
「失敗は行動の前にある」という言葉があるように、
ストレス発生の予兆を感じた時に、いかにありのまま
成功や成長のきっかけとなるだろう。そして、ありの
ままの自分でいることができたなら、我慢することも
なくなり、ネガティブなホルモンを全身に分泌しなく
てよくなり、生活習慣病などの予防にもなるのではな
いだろうか。
従業員とともに、前向きに、そして、ありのままを
生きる経営がしたい人がいらっしゃいましたら、是非
ともお声掛けください。経営理念、行動指針のある前
向きな会社作りをしていきましょう。
にし だ

自分を飾ることなく、常にありのままの状態でいら

べ

ストレスとは行動の前にあるものであるといわれ

の自分で、更に前向きに受け取ることができるかが、
述而第七 23

物事の受け取り方を変えれば、
前向きでありのままに生きられる

し

レスを作らず、避けることができるだろう。

4月

かずひで

有限会社 エヌティ・クリエイト 代表取締役経営コーチ 西田 和英
岡山県倉敷市中庄2161  ☎086–462–3455（Fax兼用）
nishida@ntcreate.co.jp  http://www.ntcreate.co.jp

地産地消の店

180

リストランテ カナーレは、倉敷駅からメイン
ストリートを美観地区方向に歩くこと5分程で
特別な空間にお連れします。県内食材にこ

リストランテ イタリアーノ

カナーレ

倉敷駅

429
阿知北
交差点

カナーレ

観龍寺
●

阿知南
交差点

Kurashiki
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倉敷らーめん
升家

オープン当初からの定番料理で、指定登録

マダムプロデュースのフレッシュで上品な

営業時間／ １１：3０～15：0０
１8：００～22：0０
定 休 日／ 月曜日
Ｕ Ｒ Ｌ／ http://canale-italiano.net/

●

ガニック野菜で作るバーニャカウダは2006年
店でのみ食す事のできる千屋牛のタリアータ

〒７１０－００５５ 倉敷市阿知２－１９－３４

リストランテ イタリアーノ

千屋牛のタリアータ

は観光客のお客様にも1番人気の一皿です。

2４２６－６７８４

倉敷駅前
交差点

だわり、真庭や笠岡から毎日届けられるオー

オリーブの実の香りいっぱいのEXVオリーブ
オイルをランチタイムからふんだんにお試し頂
ける特典付きで、皆様のお越しをお待ちして
おります。

店主

店内は白色基調の落ち着いた高級感漂
う雰囲気で、席数はカウンター4席を含
む24席あります。定期的にワイン会を
開催していて、オペラ歌手を招いての
ディナーショーは、定評があります。結
婚式の2次会や貸切パーティーにもお奨
H記
めです！

カラスミのアーリオオーリオ

パンチェッタのトマトソースのフジッリ

『そして誰もいなくなった（And Then
There Were None）
』
、１９３９年
に刊行されたアガサ・クリスティの長編推理
小説のタイトルを想起させるような事態が、
世界中を震撼（しんかん）させている。
２０１８年３月 日、米国のトランプ大統
領は突然、ティラーソン国務長官を解任する
とツイッターで発表した。さらに、ゴールド
スタイン国務次官も、
「ティラーソン国務長
官は解任理由を知らない」との記者会見を
行った後、トランプ大統領に解任された。フ
リン大統領補佐官、コミーＦＢＩ長官、スパ
イサー報道官、
プリーバス大統領首席補佐官、
バノン首席戦略官、プライス厚生長官、コー
ン国家経済会議委員長･･････トランプ政
権発足以降、数多くの幹部が政権から去って
いった。
昨年まで、グローバルな金融市場は、以下
の四つの理由から、トランプ政権に対して総
じて好意的な評価を下してきた。
第一に、トランプ政権下では、少なくとも
短期的には、減税やインフラ投資といった大
胆な景 気刺激策によって、米国経済が好転
するものと期待された。
第二に、米国企業が海 外にため込んだ利
益を、税制優遇措置を通じて米国内に還流
させることで、ドル高・株高が進行して経済
が活性化するとの見方があった。同様の政策
が採用された２００５年当時、米国では「本
国投資法」の制定を受けて、３０００億ドル
（約 兆円）程度の資金が還流したといわれ
33
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株式会社大和総研

常務執行役員
調査本部副本部長
チーフエコノミスト

みつまる

熊谷

亮丸

１９６６年生まれ。1989年東京大学法学部卒業。1993
年東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了。
2016年ハーバード大学経営大学院ＡＭＰ（上級マネジ
メントプログラム）修了。日本興業銀行調査部などを
経て、2007年大和総研入社。2014年同社・執行役員
チーフエコノミスト。2017年より現職。財務省、総務省、
内閣官房、内閣府、参議院などの公職を歴任。2011
年より株式会社財界研究所「財界賞・経営者賞」選
考委員会 選考委員。テレビ東京「ワールドビジネス
サテライト」レギュラーコメンテーターとしても活躍中。

ル安は、わが国の実質ＧＤＰ（国内総生産）
を0.5％程度押し下げる。
第三に、トランプ政権の外交政策の迷走を
受けて、世界的に地政学的なリスクが高まっ
ている。
第四に、トランプ大統領は「自由貿易」に
反対する姿勢を継続している。
そもそも国際貿易に関する標準的な理論
によれば、貿易は輸出国、輸入国の双方にメ
リットをもたらす。お互いが得意な商品・サー
ビスを交換することを通じて、両国の経済状
態が好転するからである。こうした考え方に
照らせば、もしトランプ大統領が自由貿易に
反対する姿勢を続けるのであれば、自分たち
の首を絞めることになりかねない。
以上の考察を踏まえると、結論として、今
後もトランプ政権の動向から目が離せない状
況が続きそうである。

迷走を続けるトランプ政権
ている。
第三に、トランプ政権下で、金融面での規
制緩和が行われることを好感する向きも多
かった。
第四に、ＦＲＢが緩やかな利上げを行うこ
とで日米金利差が拡大し、ドル高や、それを
受けた日本株の上昇などが進行するとの観
測が根強かった。
しかしながら、今後、グローバルな金融市
場は、以下の四つの理由から、トランプ政権
に対して慎重な見方を強めるとみられる。
第一に、トランプ政権下では、財政赤字と
経常赤字という「双子の赤字」が拡大する。
歴史的にみると、米国では、共和 党政権
下で財政赤字が急拡大してきた経緯がある。
通常、共和党は「小さな政府」
、民主党は「大
きな政府」を志向しているといわれている。
しかし、非常に皮肉なことに、現実には、共
和党政権下では減税による「大盤振る舞い」
が行われる結果、最終的に財政赤字が急激
に拡大するケースが多いのである。
今後、双子の赤字が深刻化すれば、米国
では「トリプル安」などといわれる、
「債 券
安（長期金利上昇）
・株安・ドル安」が進行
することが懸念されよう。
第二に、双子の赤字の拡大を受けて、トラ
ンプ政権が「ドル安カード」を切る可能性が
生じている。輸出主導型の経済構造を有する
わが国にとって、円高は景気に甚大な悪影響
を与える。大和総研のマクロ経済モデルを用
いたシミュレーションでは、 円の円高・ド
10

くまがい

GRAPHIC COMMUNICATION

ササベ印刷 株式
会社

〒710‒0806 倉 敷 市 西 阿 知 町 西 原 1327
TEL（086）466‒1111㈹ FAX（086）466‒0456
E‒mail:info@sasabe.co.jp
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Kurashiki

倉敷商工会議所

まごのてクーポン

使用上の注意事項

31

Vol.

クーポン掲載に関するお問い合わせ先
倉敷商工会議所 クーポン担当
☎086-424-2111㈹
http://www.kura-cci.or.jp/

４．割引情報の詳細は各事業所（店舗）
へお問い合わせください。

「まごのてクーポン」公式
Facebook

vol.31-2 サンフラワーボウル

3ゲーム以上で

２時間以上のご利用で

1ゲーム無料

無料

お一人様1枚限り、予約でのご利用は出来ません。
他の割引券との併用は出来ません。

他の割引券との併用は出来ません。

162

☎ 086-464-0011 休 無 Ｐ 有（500台）
営 11:00～翌3:00
（金・土・祝前日～翌5:00） 山陽本線

山陽自動車道
二子西

有効期限：平成30年６月30日まで
倉敷市松島1177

★

★

有効期限：平成30年６月30日まで
倉敷市松島1177

２．当所ＨＰからダウンロードすること
もできます。
３．使用期限を過ぎたクーポンは利用で
きません。

vol.31-1 サンフラワーカラオケスタジオ

１時 間 分
部屋料金

１．クーポンは会報持参又は切り取って
使用いただけます。コピーしても構
いません。

162

☎ 086-462-3131 休 無 Ｐ 有（500台）
営 月～金・祝前日／10：00～翌1：00、土・日・祝／9：00～翌1：00 山陽本線

松島
中庄

山陽自動車道
二子西
松島
中庄

vol.31-3 ㈱ウエストン
ご来店、試乗された方には

電動自転車（クイーンアシスト）を

６月号掲載事業所募集中!!

29,800円にて提供します。

（申込締切日５月25日金）

倉敷芸術科学大学の、あの急な坂道も
電動でラクラク登ります。

有効期限：平成30年10月31日まで
☎ 086-444-1610
営 10:00 ～ 16:30

休 土・日・祝
Ｐ 有（２台）

中央公園北

★

倉敷市神田1-15-21

詳細は当所ホームページをご覧ください。

188
旭町南
428
亀島北

水島
中央
公園

次回掲載は６月号

●

事業主様へ

ジョブ・カード制度を実施し、
自社で人材育成しませんか？

人材確保に取り組む事業主様をご支援します！

人材不足や育成に悩む事業主様の強い味方！

有期実習型訓練で、
人材育成に取り組んだ事業主様は

キャリアアップ助成金
が活用できます！

企業における
雇用関係の下での実習
（OJT）

企業のニーズに
則した座学等
（OFF-JT）

組み合わせて
実施

自社のニーズに合った人材を育成！
ジョブ･カード制度に関する
お問い合わせ先

Kurashiki
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倉敷商工会議所 地域ジョブ･カードサポートセンター倉敷
ＴＥＬ（０８６）４３６－８２８４

地域の医療をともに考える「わが街健康サポーター」
地域の医療をともに考える「わが街健康サポーター」
あなたも参加してみませんか？
あなたも参加してみませんか？
活動テーマ

倉敷市は、市内のがんばる中小企業の皆様を支援します！
全１０種の事業について補助を行いますので、是非ご活用ください。

活動テーマ

①医療機関と上手に付き合う
②病気の予防と健康維持
③倉敷をもっと好きになる
地域の医療をともに考える「わが街健康サポーター」
①医療機関と上手に付き合う
②病気の予防と健康維持
③倉敷をもっと好きになる
３つのテーマの実現にむけて、ご自身が行動し、さらに周囲の皆さんに伝えてくださる方を
あなたも参加してみませんか？
３つのテーマの実現にむけて、ご自身が行動し、さらに周囲の皆さんに伝えてくださる方を
「わが街健康サポーター」とお呼びします。
「わが街健康サポーター」とお呼びします。
活動テーマ
プロジェクトに興味をお持ちでしたら、どなたでもご参加いただけます。
プロジェクトに興味をお持ちでしたら、どなたでもご参加いただけます。
①医療機関と上手に付き合う

②病気の予防と健康維持

③倉敷をもっと好きになる

第 19 回講演会
第
回講演会

３つのテーマの実現にむけて、ご自身が行動し、さらに周囲の皆さんに伝えてくださる方を
「わが街健康サポーター」とお呼びします。 参加費無料

19

【講

第 19 回講演会

場】

（住所）倉敷市本町１７番１号
倉敷市民会館
大会議室（２階）
参加費無料
【講 演】（住所）倉敷市本町１７番１号
岡山市版 ACP（アドバンス・ケア・プランニング）のすすめ
【日

時】

【会

場】

演】

【講

２０１８年
5 月 25 日（金）１４：００～１５：５０（１３：００
受付開始）
「もしものために
～話し合い つたえておこう 事前ケア計画～」

岡山市版 ACP（アドバンス・ケア・プランニング）のすすめ
倉敷市民会館 大会議室（２階）
岡山市地域ケア総合推進センター
小野 克美 先生
～話し合い 所長
つたえておこう
事前ケア計画～」
「もしものために
（住所）倉敷市本町１７番１号

演】

岡山市版
ACP（アドバンス・ケア・プランニング）のすすめ
「そうだったのか、医療機関と上手に付き合うコツ」
岡山市地域ケア総合推進センター 所長 小野 克美 先生
「もしものために
～話し合い つたえておこう 事前ケア計画～」
～セカンドオピニオンってどんなもの？～

事前申込を
お願いします
事前申込を

先生

事務局

共催医療機関・後援
※５０音順で掲載しています
受講セット（バッグ、ファイル、ス
健やかブース
13:00～13:50 公共交通機関をご利用ください
公共交通機関をご利用ください
受講セット（バッグ、ファイル、ス
健やかブース
13:00～13:50
あずま会倉敷病院 川崎医科大学附属病院
倉敷紀念病院
倉敷市立児島市民病院 倉敷スイートホスピタル
タンプカード）をお持ちの方は、当
駐車場に限りがあります。
健康相談、
健康測定、
かいご予防相談、
タンプカード）をお持ちの方は、当
駐車場に限りがあります。
健康相談、
健康測定、
かいご予防相談、
倉敷平成病院
倉敷リハビリテーション病院
倉敷リバーサイド病院
倉敷成人病センター 倉敷第一病院 倉敷中央病院
日ご持参ください。
お薬相談、栄養相談、脳トレなど
日ご持参ください。
お薬相談、栄養相談、脳トレなど
児島聖康病院 児島中央病院 重井医学研究所附属病院
しげい病院 玉島中央病院 チクバ外科・胃腸科・肛門科病院
松田病院

水島協同病院

水島第一病院

共催医療機関・後援
倉敷市 倉敷商工会議所

共催医療機関・後援

水島中央病院

※５０音順で掲載しています

※５０音順で掲載しています
あずま会倉敷病院 川崎医科大学附属病院 倉敷紀念病院 倉敷市立児島市民病院 倉敷スイートホスピタル
あずま会倉敷病院 川崎医科大学附属病院 倉敷紀念病院 倉敷市立児島市民病院 倉敷スイートホスピタル
倉敷成人病センター 倉敷第一病院 倉敷中央病院 倉敷平成病院 倉敷リハビリテーション病院 倉敷リバーサイド病院
倉敷成人病センター
倉敷第一病院
倉敷中央病院 倉敷平成病院
倉敷リハビリテーション病院
倉敷リバーサイド病院
児島聖康病院 児島中央病院
重井医学研究所附属病院
しげい病院 玉島中央病院
チクバ外科・胃腸科・肛門科病院
児島聖康病院
児島中央病院
重井医学研究所附属病院
しげい病院
玉島中央病院
チクバ外科・胃腸科・肛門科病院
茶屋町在宅診療所
つばさクリニック
藤戸クリニック 松田病院
水島協同病院
水島第一病院
水島中央病院
倉敷市 倉敷商工会議所
茶屋町在宅診療所 つばさクリニック 藤戸クリニック
松田病院 水島協同病院 水島第一病院 水島中央病院

倉敷市

⑨ＢＣＰ策定支援

業

⑤共同出展型販路開拓

【受付期間】
＜①の事業＞

⑩人材確保支援

①研究開発事業，②農林水産物活用型商品開発事業へ応募する場合は，
必ず電話予約のうえ，商工課まで事前相談にお越しください。

平成３０年４月２日（月）～平成３０年５月２５日（金）必着
◆期間内に事業計画書の提出があった中で，書類審査・面接審査を行い，採択・不採択を決定します。

＜②の事業＞

平成３０年４月２日（月）～平成３０年１２月２８日（金）必着
＜③～⑩の事業＞

交付申請書提出

タンプカード）をお持ちの方は、当
駐車場に限りがあります。
健康相談、健康測定、かいご予防相談、
TEL：０８６－４２２－５２１８ 倉敷中央病院 地域医療連携室
日ご持参ください。主 催
お薬相談、栄養相談、脳トレなど
事務局

藤戸クリニック

⑧女性起業家ネットワーク形成

④販路開拓

【申請から補助金交付までの流れ】

お願いします 【お問い合わせ・参加お申込み先】
受講セット（バッグ、ファイル、ス
健やかブース 13:00～13:50
公共交通機関をご利用ください
【お問い合わせ・参加お申込み先】
TEL：０８６－４２２－５２１８
倉敷中央病院 地域医療連携室

茶屋町在宅診療所 つばさクリニック

③産業財産権取得

事

◆②～⑩は，予算の状況により，期間内であっても受付を終了する場合があります。
◆②～⑩は，期間内に交付申請書の提出があった中で，随時，書類審査を行い採択・不採択を決定します。

TEL：０８６－４２２－５２１８
倉敷中央病院
地域医療連携室
倉敷中央病院
地域医療連携室 與田
睦子 先生
主催
事務局

主催

⑦事業承継・Ｍ＆Ａ

助

平成３０年４月２日（月）～随時

「そうだったのか、医療機関と上手に付き合うコツ」
岡山市地域ケア総合推進センター
所長 睦子
小野 先生
克美 先生
倉敷中央病院 地域医療連携室 與田
～セカンドオピニオンってどんなもの？～

事前申込を 「そうだったのか、医療機関と上手に付き合うコツ」
お願いします
～セカンドオピニオンってどんなもの？～
倉敷中央病院
地域医療連携室 與田 睦子
【お問い合わせ・参加お申込み先】

⑥人材育成

②農林水産物活用型商品開発

参加費無料

プロジェクトに興味をお持ちでしたら、どなたでもご参加いただけます。
【日 時】 ２０１８年 5 月 25 日（金）１４：００～１５：５０（１３：００ 受付開始）
【日 【会
時】場】２０１８年
5 月大会議室（２階）
25 日（金）１４：００～１５：５０（１３：００ 受付開始）
倉敷市民会館

【会

①研究開発
補

書類審査

交付決定

事業実施

実績報告

補助金額
確定

補助金交付

※①研究開発事業については，書類審査及び面接審査を経て採択された後，上記の流れとなります。
■倉敷市中小企業経営相談員派遣制度
補助事業を検討・実施される場合には，より事業効果を高めるため「倉敷市中小企業経営相談員派遣制度」（税理
士，中小企業診断士，社会保険労務士，司法書士，弁護士による無料相談）と合わせてご活用いただくことを推奨
します。

【問合せ・申込み先】
倉敷市文化産業局商工労働部商工課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
(TEL)086-426-3405 (FAX)086-421-0121
(E-mail)cmind@city.kurashiki.okayama.jp
(HP)http://www.city.kurashiki.okayama.jp/shoukou/

制度内容が変更になってい
るものがあります。
詳細をホームページで十分
にご確認のうえ，ご活用く
ださい。
倉敷市 がんばる

検索

倉敷商工会議所

業 務 日 誌（3月度）
１日 ・青年部平成30年度第３回常任理事予定者会議
・青年部第12回常任理事会
２日 ・第29回「小さな親切」運動実行者表彰審査会
・女性会ひなまつり親睦会
・チームＫ６企画会議

19日 ・青年部第４回通常総会、第12回例会
20日 ・平成29年度消防訓練
22日 ・倉敷珠算振興会小学校ボランティアそろばん指導反省会
・青年部第１回会員親睦委員会予定者会議
23日 ・高梁川流域「倉敷三斎市」企画運営チーム会議

３日 ・第12回倉敷春宵あかりオープニングセレモニー

24日 ・青年部第12回広報渉外委員会

５日 ・女性会第７回総務委員会

26日 ・第48回倉敷天領夏祭り業務委託プロポーサル審査会

７日 ・女性会第10回幹部会、第164回役員会

28日 ・第18回正副会頭・専務理事会議

・第２回運営委員会

・第588回常議員会

８日 ・青年部平成30年度第３回がっつりビジネス委員会予定者会議

・第176回臨時議員総会

９日 ・青年部平成30年度第３回役員予定者会議

・青年部第12回親睦委員会

・青年部第12回役員会
10日 ・倉敷未来プロジェクト藤の花プロジェクトワークショップ
・青年部第12回会員連携委員会
12日 ・経済セミナー

・青年部平成30年度第２回水島活性化予定者委員会
29日 ・第21回倉敷市中心市街地活性化協議会
・青年部平成30年度第１回常任理事会
30日 ・片山主事送別昼食会

・青年部平成30年度会員拡大研修委員会第１回予定者会議
13日 ・青年部第12回地域連携委員会
・青年部第12回会員研修委員会
・青年部第12回会員拡大委員会
14日 ・青年部平成30年度第３回例会予定者会議
・青年部第12回産学向上委員会
・青年部第12回総務ビジョン委員会
15日 ・青年部平成30年度第２回会員企業発展委員会予定者委員会
・青年部平成30年度第３回総務広報委員会予定者会議
16日 ・倉敷産業デザイン研究会監査
・青年部平成30年度第２回親子絆予定者委員会
18日 ・高梁川流域「倉敷三斎市」

夢を現実に。喜びを感動に。
未来を創造するＯＥＣグループ
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

安全第一

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。

でんでんまで

点検、報告のご相談は、

本社 〒710-0826 倉 敷 市 老 松 町 ４–６–１ １
TEL
（086）425-5111㈹ FAX
（086）426-0611

Kurashiki
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オハナ不動産

倉敷の

検索

倉 敷 で の 任 意 売 却 の ご 相 談 は オハ ナ 不 動 産 に お 任 せ

株式会社

オハナ不動産

相 談 無 料

秘 密 厳 守

倉敷市笹沖395－7（ドコモショップ笹沖店２階）
70120－087－233  電話番号／086－435－0010
E - m a i l ／0hana@diary.ocn.ne.jp
営業時間／AM9：00～PM5：00

不動産に関する
（売買・住宅ローン支払いなど）
困ったにお答えします！

倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さ

らいしかしゃべれません）これからは美観地区などで

ま、こんにちは！オハナ不動産の山部真一です。3月

困った顔をしている外国人の方がいたら話しかけてあげ

18日にトライアスロンのレースで台湾で開催される、

ようと思います。日本語になりますが(笑)。

「IRONMAN70.3

Taiwan」に参加して

きました。昨年も参加したレースで台北から南へ一時間

4月は「任意売却後の残債務について」についてお伝
えします。

ほど飛行機で行った台東で開催されるのですが、今回は

任意売却を行った後の残債務（住宅ローンの残高－売

飛行機チケットを手配ミスしてしまい、自転車を積む予

却価格＝残債務）は免責されるわけではありません。こ

約をするのを忘れていることに搭乗直前に気づきました

の先も、少しずつ返済を続けなければなりません。もち

（汗）急遽台北から台東まで自転車とスーツケースを両

ろん、住宅ローンの返済が難しくなって売却に至ったと

手に持って各駅停車の電車での移動となり、昼過ぎに台

いう経緯は、債権者（お借入先）にも理解してもらえま

北の空港を出発して台北駅に行き、3時間電車に乗って、

す。ですから、月々1万円とか2万円ずつといった、生

途中乗り継ぎで2時間30分待ち、再度2時間電車に乗っ

活状況に応じて無理のない範囲で返済を続けることは、

て台東駅に、タクシーでホテルに到着したのは夜中の1

話し合えばほとんどのケースで認めてもらえます。しか

時前でした…。トライアスロンのレースはなんとか完走

し、だからと言って、返済をしなくていいということで

しましたが、もちろん台東から台北まで帰りも同じ電車

はありません。今後の生活への不安を少しでも和らげて

で帰ることとなり、レースよりも移動のことで一生忘れ

いただく意味で、
「返済を無理なさらなくていいですよ。」

ることのできない楽しい旅となりました(笑)
。

と言うことはありますが、安易に「返す必要はありませ

空港

や駅で困った顔をしている時、たくさんの優しい台湾人

ん。」という意味ではありません。

や日本人に助けてもらい、（英語はサンキューとOKぐ

注意点

◦□に入るのはカタカナ１文字です
◦「ァ・ィ・ゥ・ェ・ォ・ャ・ュ・ョ・ッ」などの小さい字（促音・
拗音）は、大文字の「ア」や「ツ」として１文字とします
（例：「ショック」→「シヨツク」）

タテのカギ
ヨコのカギ

タテとヨコの問題を
解 い て、 □ を 埋 め て
ください。

答

A

B

答

C

D

E

◦濁音や半濁音は１文字として数えます
◦A～Dに入れた文字を並べると、季節ならではの言葉が完成
します

1 温度が0℃以下のこと
2 樽（たる）にはめてあるリング
3 ノーベル平和賞を受賞したキング氏の肩書き
4 その地域に住む人々が集会などを行う施設
7 ズボンの〇〇を上げて足の長さに合わせる
9 ママやパパが奮闘
11 ブレスレットを日本語にすると？
14 桃太郎のお供の鳥
1 太陽のポカポカ陽気に当たって暖かい
5 絵画はこれに入れて飾る
6 「さるかに合戦」では重量級の心強い味方
8 飲食店が開店前に食材を準備
10 生命線や運命線などで占う
12 ○○して得取れ
13 こなした仕事の量に応じた賃金「○○○○給」
15 読み・画数・部首などで字を調べる本

３月号の答
ウ サ

キ ガ

エ

ス イ チ ヨ ク
ホ

カ ゲ

フ ウ ミ

イ

ソ コ ヂ カ
ボ ウ シ
A

B

C

エ

D

ラ

イ

ン

E

F

カ ス ミ ガ ウ ラ

がわかった方は、官製はがきに〒住所・氏名・年齢・事業所名・電話番号をご記入の上、
下記宛先までご応募ください。正解者のなかから図書カードを３名様にプレゼント！

締め切り／平成30年５月15日必着

TEL 424−2111

〒710−8585 倉敷市白楽町249−5 倉敷商工会議所 会報係 ホームページアドレス http://www.kura-cci.or.jp

編集
後記
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新年度がスタートしました。H30年度も新規事業計画の取り組みや地域の中小・小規模企業の皆さんに役立つ
事業・ご支援を実施して参りますので、商工会議所のご利用・ご相談等お待ちしております。（H）

2018
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