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カフェ運営はトクラ運輸に決定
～モバイルオーダー、デリバリー、サブスクも～

　新倉敷商工会館カフェ・レストラン出店者公募は、５事業
者から応募があり、トクラ運輸㈱（倉敷市水江、土倉征治代
表取締役）に決定しました。選考結果は３月５日（金）に当
所ホームページで公表し、令和４年１月のオープンに向けて
準備を進めています。
　カフェ・レストランは１階南西側に設置し、広さは約126㎡、
44席程度を想定し、屋外にも12席程度を設ける計画。駐車場
は約200台で、うち店舗南側付近に18台程度を確保する予定
です。
　新商工会館は商工会議所活動と産業振興の拠点であること
などを踏まえ、会員事業所の優れた企画力、経営力を活かし
た持続可能な飲食サービスの提供を図るため、公募に踏み切
りました。
　募集要項に示した営業方針で、出店者はカレー、パスタ、
パンなど軽食中心のメニュー、飲み物提供を軸とし、新商工
会館で勤務する従業員等へのランチ提供、会議室への軽食、
飲み物のデリバリーを実施。
　店内に設置するゲストルーム（22席程度）の予約対応や、コ・
ワーキングスペース的な運営を求めました。
　ゲストルームは、カジュアルな会議や会食等に利用できる
スペースで、スライディングウォールにより、必要に応じて区
画することが可能。コ・ワーキングスペースは、商工会議所
の特性を生かし、来館者が事務作業や打ち合わせなどを行っ
てもらうためのもので、当所がＷi-Ｆiやコンセントなどの環境
を整える方針です。
　１月21日（木）から２月19日（金）まで募集したところ、５
事業者の応募がありました。２月24日（水）に正副会頭、専
務理事によるヒアリングも実施し、事業計画の実行性、企画
提案の独自性、メニュー・集客の工夫、実績など多角的な観
点から慎重に審査した結果、トクラ運輸が優先交渉権者に選
ばれ、３月24日（水）の第585回常議員会で正式決定しました。

　同社は昭和50年設立、貨物自動車運送事業を手掛ける一方、
平成27年から飲食事業部を開始し現在、「コメダ珈琲店」3店
と「Live＆Café  Cookie  Jar」を経営しています。
　「地域に寄り添った飲食店をつくりたい」が応募の動機で、
ターゲットに新会館内や近隣の事業所だけでなく、20～30代
の女性、快適なワーキングスペースを求めているワーカーも
設定。コーヒーをはじめとしたカフェドリンクや豊富な軽食メ
ニュー、地元食材を使ったスイーツも提供します。
　営業戦略として、モバイルオーダー、オフィスデリバリー、
ドリンクのサブスク化を導入し、イベント開催やレンタルス
ペース的な運営も計画しています。
　今後、オープンまでに当所と協議を重ねながら、具体化を
図ります。

現商工会館に「おいしい食堂」

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

カフェ・レストランの完成予想図

　現商工会館１階に４月14日（水）、トクラ運輸㈱が経営
する「おいしい食堂」がオープンしました。既存業者撤退
に伴う新商工会館完成までの暫定運用で、営業時間は午前
11時から午後２時までです。新商工会館での店名は未定。



　倉敷商工会議所は３月24日（水）、第
585回常議員会を開催し、令和３年度事
業計画・収支予算を承認決定、同日の第
183回臨時議員総会に報告しました。新年
度は中期経営計画２年目となり、重点事業
の骨格は前年度を継承。年度中の新倉敷
商工会館の本体工事完了に伴い、新会館
建設特別会計に６億2,100万円を繰り入れ
ました。
　基本方針では、水島コンビナートの脱
炭素化の取り組みを紹介するとともに、東
京一極集中の過密都市の問題がコロナ禍
で浮き彫りになったことを踏まえ、地方へ
の移住定住促進の必要性を強調。
　事業計画の重点事業の柱の一つである「新倉敷商
工会館建設とまちづくりの強化」では、新たに建設
関連で設計事務所、施工会社との連携強化、建設
協力金募集の推進を盛り込みました。
　くらしきTMO関係では、コロナ禍で中断していた
高梁川流域「倉敷三斎市」の再構築、倉敷屏風祭、
倉敷フォトミュラルの再開を図ります。観光振興では、
新たにアフターコロナの観光振興検討、中長期の倉
敷観光ビジョン検討に取り組む予定です。
　２番目の柱である「産業振興と中小企業の支援」
では、空飛ぶクルマも含めた自動運転など交通革命、
ドローンを活用した新時代の物流事業への取り組み
などを通して、新しい産業創出への支援を進めます。
中小企業に対しては、新型コロナウイルス感染症対
策への支援と積極的に取り組みます。
　「働き方改革とデジタル推進」として、新商工会館

への５G基地局の誘致を図るとともに、デジタル推進
による業務効率化を断行。会報の完全デジタル化へ
の移行、会員事業所メールアドレス登録、各種検定
試験の受付業務のオンライン化などを実施します。
　「『稼ぐ力』とカスタマーファースト」では、42年ぶ
りに会費を引き上げ、新商工会館の貸会議室、カフェ・
レストランの活性化を検討します。

　事業の見直し、経費削減を反映
　12会計を集計すると、令和３年度の予算規模は29
億9,300万円で前年度比33％増、会計間の重複を除
いても同５％増の積極型となりました。
　収入の部は、会費が7,800万円、同23％増で単価
改定を織り込みました。建設協力金は前年度と同額
の3,000万円。交付金は２億1,300万円で、ZEB補助
金を見込み約３倍に増えました。新会館建設に伴い
借入金５億5,000万円を計上し、その他は12億2,600
万円、同84％増となりました。
　支出の部は、事業費が4,000万円で同19％減。事
業の見直しや経費削減などで2ケタの減少となりまし
た。給与費、福利厚生費などの管理費は１億7,600
万円、同４％減。繰入金は６億7,400万円、同１％増で、
相談所繰出金、減価償却引当金は増加しましたが、
新会館建設特別会計への繰り入れを含むその他繰
出金はほぼ横ばい。建設費は12億1,900万円、同約
２倍となりました。詳細は当所ホームページに掲載。

中小企業庁長官表彰を受賞
経営改善普及事業発足60周年記念

令和３年度事業計画・収支予算決定

新商工会館建設本格化で予算は積極型
～会報の完全デジタル化、メールアドレス登録も推進～

令和３年度　予算総括表 
（千円）

会　計　別 本年度 
予算額

前年度 
予算額

比較増減
（△）

本年度 
割合（％）

一 般 会 計 220,419 166,108 54,311 23.17

法 定 台 帳 7,402 7,491 △89 0.78

中小企業相談所 88,818 86,881 1,937 9.33

商 工 会 館 85,859 76,835 9,024 9.02

会 員 共 済 18,995 24,296 △5,301 2.00

特定退職金共済 530,005 530,005 0 55.70

合　　　計 951,498 891,616 59,882 100.00

新 会 館 建 設 1,392,858 657,130 735,728 －
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事業計画と予算を報告した臨時議員総会



倉敷市中心市街地活性化基本計画

第３期計画を内閣府が認定
岡山県下で初めて

　倉敷市中心市街地活性

化基本計画の第３期計画が

３月30日（火）、内閣府か

ら認定を受けました。第３

期の認定は岡山県下で初め

て。目標指標に「町家・古

民家再生活用件数累計」と

「来街者の平均滞留時間」

が新たに加わり、官民が一

体となって目標達成に取り

組みます。

　第3期計画は令和３年４

月から令和８年３月までの５年間。区域面積は約

175ha、基本テーマは「世界に誇る伝統文化　居

心地のよいまち　くらしき」、基本的な方針は①歴

史と芸術・文化の香りを楽しむ美しいまちづくり②

都市基盤の整備された便利で持続可能なまちづく

り③多様な主体による賑わいと活気のあるまちづく

り――と、従来通りです。

　目標指標は４項目。新規の「町家・古民家再生

活用件数累計」は、令和元年度までの基準値が

39件で、最終年度に45件と設定。ビッグデータを

活用する「来街者の平均滞留時間」は、基準値が

98分（令和元年度）ですが、111分を目指します。

　7,507人（同２年度）の「居住人口」は8,000人、

57,440人（同）の「１日あたりの歩行者・自転車通

行量」は12万4,000人と目標を設定しました。歩行

者・自転車通行量は第2期の目標が12万人で、平

成29年度に11万1,000人を超えるなど順調に推移し

ていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響

で大幅に落ち込んでいました。

　目標達成のため60事業（官主導33事業、民主

導27事業）を実施。うち新規は16事業で、町家・

古民家の再生活用やまちづくり活動を通じて周辺

エリアの活性化を図る人や団体を支援する「町家・

古民家再生活用等支援事業」、町家・古民家の保

存、再生等に関する知識やノウハウを習得する研

修を開催し歴史的な町並みの継承を図る「倉敷町

家創生塾」と新たに取り組みます。

　このほか、新規事業では、中心市街地南西部

を中心に空き家等を活用して職住を一体とする

住宅や日常生活に必要な施設等を段階的に整備

する「空き家等職住一体活用事業（中心市街地

南西部）」（仮称）を実施します。

　「倉敷市民会館駐車場活用事業」は一部新規で、

「阿知３丁目東地区市街地再開発事業」「倉敷駅

周辺第二土地区画整理事業」「倉敷物語館周辺再

生整備事業（市所有広場）」「まちづくりセンター跡

地活用事業」「伝統的建造物群等保存事業」など

は引き続き推進します。

　計画策定にあたり、当所が事務局を務める倉敷

市中心市街地活性化協議会は、令和２年８月28日

（金）、同９月25日（金）、同10月30日（金）に「Ⅲ

期検討ワーキンググループ」を開催。同12月23日

（水）～令和３年１月18日（月）に委員への書面によ

る意見聴取を行いました。

　同１月20日（水）には、倉敷市に意見書を提出し、

若者の中心市街地に対する意識調査、倉敷駅から

美観地区までの通りをより個性的にすること、新た

な交通手段導入の積極的検討などを求めました。
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「新しい生活様式」取組宣言1000事業所に迫る⑤

飲　食　店
　ふるいち本店（阿知）、同仲店（阿

知）、㈱マルゴデリ（阿知）、はな

まるうどん倉敷市役所東店（新

田）、同倉敷東塚店（東塚）、レト

ロゲーム喫茶smiley（北畝）、お

ひつごはん四六時中倉敷店（水

江）、㈱パルメナーラ イオンモー

ル倉敷店（水江）、カラオケスタジ

オこはる（二日市）、イタリアン

GOSSI（加須山）、まんまるコッ

ペ（酒津）、魚正（平田）、ミスター

バーグ倉敷平田店（平田）、つぼ八

水島店（東塚）、焼肉さくら（連島

町 鶴 新 田 ）、OSTERIA E BAR 

OTTO（西阿知町）、焼肉29じゃ

ろ（沖新町）、古町鉄っぱん空（阿

知）、鉄板らんぷ（阿知）、肉のま

ごろく（阿知）、倉敷ワインバル

八十八商店（阿知）、熟成焼肉にく

まにあ（鶴形）、ロバタヤキノオミ

セほしや食堂（阿知）、魚のとりや

まさん（阿知）、餃子のアイロン（阿

知）、グラマラスミート（阿知）、

名もなき天ぷら酒場（阿知）、熟成

焼肉にくまにあよしはら（阿知）、

焼肉大道園（宮前）、洋食バンビ（浜

ノ茶屋）、CAFÉ REGOD（幸町）、

リトファンイタリアーノ倉敷中庄

店（徳芳）、Arati（三田）、焼肉十

楽連島店（連島）、海鮮やどんこ（水

島西常盤町）、大衆酒場串かつ三

次（水島西常盤町）、くいもの屋わ

ん倉敷駅前店（阿知）、スグリ（阿

シュポテト倉敷店（昭和）、吉井旅

館（本町）九州魂倉敷駅前店（阿

知）、㈲ラ・チェネッタ（船倉町）、

あ じ 仙 倉 敷 本 店（ 白 楽 町 ）、

FLAGO（南町）、オンズピザ（鶴

形 ）、COFFEE+BAR FIDELITY

（阿知）、炉端焼丸㐂（水島東常盤

町）、星乃珈琲店倉敷堀南店（堀

南）、鳥造倉敷連島店（連島町西之

浦）、同倉敷駅前店（阿知）、喰天

下（笹沖）、回転寿司すし丸連島店

（連島）、同沖店（沖）、同鶴新田店

（連島町鶴新田）、同東塚店（東塚）、

同アリオ倉敷店（寿町）、やきとり

大吉倉敷大島店（平田）、焼肉中村

屋倉敷店（福井）、鎌倉パスタ倉敷

店（沖新町）、牛角倉敷笹沖店（笹

沖）、うどん食堂まんぷく堀南店

（堀南）、はま寿司倉敷連島店（連

島）、同倉敷水江店（水江字西阿知

境）、八剣伝水島北瑞穂店（水島北

瑞穂町）、焼肉飯店よかろう（水島

西栄町）、餃子の王将笹沖店（吉

岡）、同イオンタウン水島店（水島

高砂町）、水島ゴルフリンクスレ

ストラン（水島川崎通）、パルパス

タ倉敷店（沖新町）、馳走屋菜乃花

（阿知）、Penny Lane（阿知）、

お好み焼・鉄板焼ねぎぼうず（連

島町西之浦）、ドトールコーヒー

ショップイオンモール倉敷店（水

江）、同JR倉敷駅店（阿知）、石焼

チャーハン店（水江）、廻鮮寿司し

まなみイオンモール倉敷店（水

知）、和の心今川（阿知）、LUCE 

wine&tapas（南町）、創作和食 

時（阿知）、千成寿司（西阿知町）、

珈琲館イオンタウン水島店（水島

高砂町）、ミルクラウン（水島東常

盤町）、コリアンダイニング凛 水

島店（北畝）、麺や倉敷（北畝）、小

料理どん（水島東栄町）、大龍軒（連

島町西之浦）、モスバーガー倉敷

水 島 店（ 連 島 中 央 ）、SNACK 

TERU（水島西常盤町）、居酒屋 

花梨（水島西常盤町）、焼肉ひろ（水

島西常盤町）、CaféCiel（黒石）、

焼肉十楽水島店（中畝）、極とん

ラーメン連島店（連島）、焼肉和香

（北畝）、焼鳥夢助（水島西常盤町）、

８番らーめん広江店（広江）、くう

た ろ う 倉 敷 店（ 宮 前 ）、bar 

bamboo grass（阿知）、九郎の

途上倉敷店（阿知）、瀬戸内原始焼

炉端丸元（阿知）、和酒バル丸元（阿

知）、Beer BAR  marugen（鶴

形 ）、Achi BASE CAMP BAR 

marugen（阿知）、倉敷大衆割烹

千成（阿知）、ダイニング＆バーダ

ナドゥア（鶴形）、日本酒＆ワイン

バー中条（阿知）、鬼の厨しんすけ

（阿知）、割烹山部（鶴形）、市庁舎

食堂（西中新田）、水島支所食堂（水

島北幸町）、創作料理木庵（川西

町 ）、 ㈲ は る（ 阿 知 ）、BAR 

APOLLO（阿知）、ステーキハウ

スマルオン（稲荷町）、善ぞう（阿

知）、旬菜家たけなわ（阿知）、マッ

　倉敷商工会議所は、新型コロナウイルス感染症対策を実施している事業所へ「取組宣言シート」を発行
しています。昨年9月1日から実施した取り組みは徐々に浸透して、３月31日現在、当所管内だけで994事
業所に登録いただいています。また、申請期限を令和４年３月31日まで延長することとなりました。
　この事業は、倉敷市内5商工団体で連携し、市内全域で感染予防対策を普及させる目的があります。
　宣言事業所は次の通り。
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私たちも感染予防対策に取り組んでいます

江）、Bar 今宵月のもとに（阿知）、

焼肉ホルモンみやけ（阿知）、炭火

串焼・唐揚びすた（阿知）、Bar 

Ric’s Café（阿知）、チャイナダ

イニング琥珀（沖新町）、クリスマ

ス・ローズ（阿知）、たごさく（鶴

形）、居酒屋ポン太（阿知）、お好

み焼いこや（笹沖）、焼鳥三源（阿

知）、炭火焼居酒屋つくぼ（阿知）、

寿し膳本店（老松町）

小　売　店
　㈲シェイナ・ラ（笹沖）、名物わ

らび餅倉敷かまくら庵（沖新町）、

Retro（中央）、GOHOBI倉敷美

観地区店（本町）、㈱明星大高サー

ビスステーション（東富井）、同浦

田サービスステーション（福田町

浦田）、ジュリエーラオオグマ（水

島東栄町）、ファミリーマート水

島福崎町店（水島福崎町）、同連島

ぼっこ（亀山）、染織工芸古谷野（粒

江）、KBKエンジニアリング㈱（中

畝）、パソコンスクールアビバ・

資格スクール大栄イオンモール倉

敷校（水江）、港交通㈱（連島中央）、

総合整体院円命堂倉敷店（呼松）、

佐 野 屋（ 中 央 ）、 ガ ラ ス 工 房

Minerva（幸町）、メンズ脱毛サ

ロンＡＬｉＳＳＵＭ ｆｏｒ ｍｅｎ

倉 敷 店（ 新 田 ）、BABYMAMAさ

いかわ整骨院（新田）、㈲脇本電気

工 事（ 連 島 町 連 島 ）、 スタディ

ファイ ブ（ 東 富 井 ）、 H I T O &

PETesuteTRILOGY（平田）、ぷ

ちTONE音楽教室（新田）

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

　　　3月31日時点：994事業所

西之浦（連島町西之浦）、同倉敷水

島中央公園前（水島南幸町）、同倉

敷老松５丁目（老松町）、同倉敷宮

前店（宮前）、同倉敷沖（沖）、同倉

敷東町店（東町）、同倉敷中島南（中

島）、同倉敷片島（片島町）、同倉

敷古城池（福田町古新田）、同倉敷

西阪店（西坂）、同倉敷白楽町（白

楽町）、同倉敷中島松之内（中島）、

セブンイレブン倉敷鳥羽店（鳥

羽）、同倉敷上富井店（上富井）、

同倉敷東富井店（東富井）

宿　泊　施　設
　ビジネス旅館天下一（神田）、

スーパーホテルINN倉敷水島（水島

西栄町）、ビジネスホテルおおば

やし（水島東千鳥町）、アパホテル

倉敷駅前（阿知）

共　　通
　若石リフレ施術&schoolひなた
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尾道店
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マンツーマンであなたのキレイお手伝い
全ての施術をスタイリスト一人
で担当するマンツーマン美容室で
す。プライベートな空間で、あなた
だけの特別な時間と空間で、ゆった
りと過ごせます。
施術で使用するカラーは、自然
由来の天然成分を配合し保湿効果に

優れたタイプを中心に、低刺激タイ
プを使用しています。
コロナウイルス対策として、ス
タッフのマスク着用・換気・消毒な
どを徹底し、世界初・新型コロナウ
イルス不活化のエビデンスがとれた
防カビ・消臭効果まである「ナノソ

ルＣＣ」の販売もしています。
お客様のキレイをお手伝いする
ため、お持ちのイメージに近づける
様、丁寧な接客でしっかりとカウン
セリングし、お客様に合ったスタイ
ルの提案を行っております。是非一
度、足を運んでみてください！

●

●

●

●
観龍寺

●

●
倉敷民藝館

●

●

新渓園

倉
敷
中
央

通
り

美観地区
入口交差点

伊勢屋

倉敷市立
自然史博物館

阿知南交差点

倉敷国際ホテル

大原美術館

倉敷本町
郵便局

倉敷市倉敷公民館

水
島
臨
海
鉄
道

倉敷市立
旭丘小学校
●

●

●

（一財）中国電気
保安協会倉敷営業所

いちのせ
倉敷店

竜の口交差点

HAIRSALON
HAP BEANS

福
井

188

〒710-0054　倉敷市本町4-5
ＴＥＬ　086-426-1383
営業時間／9:00～18:00
定 休 日／月曜日（祝日の場合は翌日振替）
http://iseya-kurashiki.net

〒712-8011　倉敷市連島町連島1885-47
ＴＥＬ　086-465-7111
営業時間／10:00～18:00
定 休 日／月曜日・第1第3火曜日

代　表　角谷　義浩

代　表　原　由加

伊勢屋

HAIRSALON HAP BEANS

はじめまして vol.
❶❽❸

心豊かにするおもちゃ作品に出合える場
　平成２年、１人のからくり人形作
家の作品のみを集めて開業して以
来、木工作品やヨーロッパのおも
ちゃを取り扱って30年。幼児からお
年寄りまで幅広い層の方々に喜ば
れるお店です。
　コロナ禍では美観地区の人通り

がなくなっても、営業を続けました。
　SNSでの発信に力を入れ、観光
地であるにも関わらず、地元の方に
も足を運んでもらえる機会となりま
した。観光客の皆様がリピーターに
なってくださることも多く、来店でき
ない分、ネットでの問い合わせも増

えています。
　どこにでもあるものではなく、ひ
とつひとつに作家の思いがこもった
作品に触れていただき、お客様の生
活の中で「心を豊かにしてくれる」そ
んな作品に出合える場としてお待ち
しております。



　当店は倉敷美観地区「奈良萬の小路」２階にあり、
「多くの方が芸術について語り合える憩いのカフェ」
をコンセプトにこの度オープン３年目を迎えました。
　岡山や倉敷在住の有名作家の個展やグループ展が
開催され、カフェスペースに展示されたアート作品
を味わいながらコーヒーや軽食を楽しむことができ
ます。また、芸術愛好家の作品展示も受け付けてお
り、自作アートを語らう場としてもご利用できます。

なお、作品は一部を除き販売しています。
　定期的にイベントやワークショップも行ってお
り、４月13日（火）には朗読会と絵本の読み聞かせ
会を開催しました。
　窓辺から眺める白壁の風景は、美観地区内でもお
すすめのポイントでもあります。美観地区にお越し
の際は当店にお立ちよりいただき、アート作品と共
にお楽しみください。
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Vol.200ナイススマイル

Nice Smile

　弊社は障がいを持つ方や高齢者の居場所・役割づく
りを中心とした地域貢献、地域活性化を目指していま
す。主に、遺品整理、生前整理、福祉整理の取り組み
の一環として、回収した商品を障がいのあるスタッフが
中心となりリメイク・クリーニングをして販売するリサイ
クル事業も行っています。扱っている商品はアンティー
クなものからおもちゃなど多様です。
　また、「居場所でバーン！」（居場所・出番）を合言

葉に就労支援にも力を入れています。社会へ出ること
に対して気持ちの整理がつきにくい方々が、弊社で働く
ことで就労環境に慣れ、自信をもってもらえるような取
り組みを心掛けています。
　創業４年を迎える若い会社ですが、知恵と工夫と
チームワークで色 な々ことに取り組んでいき、地域を盛
り上げていきたいと思っています。これからも合同会社
連を宜しくお願いいたします。

創心會グループ　
合同会社　連
〒710-0132
倉敷市藤戸町天城440-66

TEL 080-1903-1337
TEL 086-428-7055
営業時間　8:30～17:30
定　休　日　日曜日
メ　ー　ル

カフェ＆ギャラリー
青い鳥
〒710-0055
倉敷市阿知2丁目22-3-2
奈良萬の小路2階

TEL 086-422-0317
営業時間　10:30～18:30
定　休　日　金曜日
メ　ー　ル

自社HP

hirota@soushinkai.
com

b l u e _ b i r d 2 0 1 9 @
yahoo.co.jp

http://aoitori2019. 
wixsite.com/7777
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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

 

倉敷市倉敷市民会館駐車場 

５ / １ (土) OPEN 
営業時間  7：00～22：00 

基本料金  30分 100円 

最大料金   830円(8：00～20：00) 

 520円(20：00～8：00) 
駐車場に関するお問い合わせはこちらまで 

  TEL(086)422-2249(市営駅前駐車場) 

 

※市民会館利用目的以外でも駐車が可能です。 

※イベント開催等で一般利用ができない場合もございます。 

 

倉敷市倉敷市民会館駐車場 

５ / １ (土) OPEN 
営業時間  7：00～22：00 

基本料金  30分 100円 

最大料金   830円(8：00～20：00) 

 520円(20：00～8：00) 
駐車場に関するお問い合わせはこちらまで 

  TEL(086)422-2249(市営駅前駐車場) 

 

※市民会館利用目的以外でも駐車が可能です。 

※イベント開催等で一般利用ができない場合もございます。 

 

倉敷市倉敷市民会館駐車場 

５ / １ (土) OPEN 
営業時間  7：00～22：00 

基本料金  30分 100円 

最大料金   830円(8：00～20：00) 

 520円(20：00～8：00) 
駐車場に関するお問い合わせはこちらまで 

  TEL(086)422-2249(市営駅前駐車場) 

 

※市民会館利用目的以外でも駐車が可能です。 

※イベント開催等で一般利用ができない場合もございます。 

 

倉敷市倉敷市民会館駐車場 

５ / １ (土) OPEN 
営業時間  7：00～22：00 

基本料金  30分 100円 

最大料金   830円(8：00～20：00) 

 520円(20：00～8：00) 
駐車場に関するお問い合わせはこちらまで 

  TEL(086)422-2249(市営駅前駐車場) 

 

※市民会館利用目的以外でも駐車が可能です。 

※イベント開催等で一般利用ができない場合もございます。 

令和３年度の倉敷フォトミュラルを企画する
ＳAＫＵRA�Ｐｒｏｊｅｃｔ

倉敷商工会議所くらしきTMO　☎424−2111㈹

倉敷商工会議所くらしきＴＭＯは、新型コロナウイ
ルスの感染拡大を受け、くらしきシティ車椅子運用、
倉敷まちづくりセンター跡地管理、倉敷市中心市街地
活性化協議会への参画等を実施する一方、コロナ禍の
影響でイベントは全て中止となりました。

くらしきシティ車椅子は中心市街地10か所にステー
ションを設け、市民や観光客に無料で車椅子を貸し出
し、買い物や観光で利用できるサービス。前年度533件
の利用のうち美観地区近隣での利用が多くを占めてい
ましたが、春先の観光トップシーズンでの全国緊急事
態宣言を受けて休館の施設も多く、利用件数は101件、
前年比81％減にとどまりました。

倉敷市中心市街地活性化協議会は、第Ⅲ期計画策定
に向け、ワーキンググループを開催するとともに書面に
よる意見聴取を行い、倉敷市に意見書を提出しました。

倉 敷 フ ォ
トミュラル
は、 倉 敷 市
文化振興財
団と岡山県
立大学デザ
イン学部北
山研究室に
集まる学生
有志で構成された「ＳＡＫＵＲＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ」と
協働で開催。毎年、広報物デザインや展示作品の準備
を学生主体で行い、令和２年度は倉敷商工会議所会報
９月号から２月号の記事を制作し、事業概要を詳しく
紹介しました。

高梁川流域「倉敷三斎市」は４月に80店の出店が決
定しており、そのうち48店から半年間の出店予約を受
け付けていましたが、全てキャンセルとなりました。

倉敷屏風祭の会場となる本町、東町、美観地区界隈
には日頃から観光客が多く、各家の軒先で密集を避け
た見物が不可能なため、中止となりました。

令和２年度事業報告令和２年度事業報告
車椅子利用は81％減車椅子利用は81％減
イベントは全て中止にイベントは全て中止に
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和　　　室：５部屋…390円／１時間
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＊営業目的の場合は上記の倍額
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◦お問い合わせがございましたらこちらまで。
〒710−0055 倉敷市阿知2丁目23番18号　TEL（086）435−1277

倉敷まちづくり株式会社
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倉敷市倉敷市民会館駐車場 

５ / １ (土) OPEN 
営業時間  7：00～22：00 

基本料金  30分 100円 

最大料金   830円(8：00～20：00) 

 520円(20：00～8：00) 
駐車場に関するお問い合わせはこちらまで 
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※イベント開催等で一般利用ができない場合もございます。 

 

倉敷市倉敷市民会館駐車場 
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駐車場に関するお問い合わせはこちらまで 
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※市民会館利用目的以外でも駐車が可能です。 

※イベント開催等で一般利用ができない場合もございます。 
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 520円(20：00～8：00) 
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倉敷商工会議所くらしきTMO　☎424−2111㈹

倉敷商工会議所くらしきＴＭＯは、新型コロナウイ
ルスの感染拡大を受け、くらしきシティ車椅子運用、
倉敷まちづくりセンター跡地管理、倉敷市中心市街地
活性化協議会への参画等を実施する一方、コロナ禍の
影響でイベントは全て中止となりました。

くらしきシティ車椅子は中心市街地10か所にステー
ションを設け、市民や観光客に無料で車椅子を貸し出
し、買い物や観光で利用できるサービス。前年度533件
の利用のうち美観地区近隣での利用が多くを占めてい
ましたが、春先の観光トップシーズンでの全国緊急事
態宣言を受けて休館の施設も多く、利用件数は101件、
前年比81％減にとどまりました。

倉敷市中心市街地活性化協議会は、第Ⅲ期計画策定
に向け、ワーキンググループを開催するとともに書面に
よる意見聴取を行い、倉敷市に意見書を提出しました。

倉 敷 フ ォ
トミュラル
は、 倉 敷 市
文化振興財
団と岡山県
立大学デザ
イン学部北
山研究室に
集まる学生
有志で構成された「ＳＡＫＵＲＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ」と
協働で開催。毎年、広報物デザインや展示作品の準備
を学生主体で行い、令和２年度は倉敷商工会議所会報
９月号から２月号の記事を制作し、事業概要を詳しく
紹介しました。

高梁川流域「倉敷三斎市」は４月に80店の出店が決
定しており、そのうち48店から半年間の出店予約を受
け付けていましたが、全てキャンセルとなりました。

倉敷屏風祭の会場となる本町、東町、美観地区界隈
には日頃から観光客が多く、各家の軒先で密集を避け
た見物が不可能なため、中止となりました。

令和２年度事業報告令和２年度事業報告
車椅子利用は81％減車椅子利用は81％減
イベントは全て中止にイベントは全て中止に

入会員新
事業所名 業　　　　種 所　在　地

（福）創心福祉会 介護福祉 平田８５５

（同）総合介護サービス 高齢者介護事業 茶屋町早沖１５７５－１６

㈲おおむら 高齢者介護事業 都窪郡早島町
早島29５3-4

コウエイランド 不動産業 都窪郡早島町早島１６１9-８
コウエイビル１Ｆ

もえ'ｓサロン Ｒｏｃｃｏ エステサロン 福島５０2－2
星の郷Ａ－１０５

龍真園 庭の剪定､造園､管理 西田７１4－3

デンタルラボ。サンバレイ 歯科技工 亀山８０７－８

㈲濱建 建設業（建築､土木） 日畑１１７８－2

成基設計㈱ 土木・建築設計 白楽町５39－１－５
㈻岡山瀬戸内学園
倉敷高等学校 私立学校 鳥羽283

㈱山洋工業 足場工事 徳芳1113－67

㈱サイテック 電気工事業 片島町51－2

事業所名 業　　　　種 所　在　地

吉備興業㈱倉敷営業所 損害保険代理店業務､
生命保険募集業務他

白楽町257－1
中国銀行倉敷支店3Ｆ

㈲セイワ 中古車売買 連島町矢柄6163－2

佐々井建設 大工 児島稗田町475－3

大和防水㈱ 防水工事業､ 塗装工
事業､ 不動産貸付業 岡山市北区矢坂西町7－36

㈱ファルト 建設業 岡山市東区竹原218－9

Ｊｏｌｉｅ Ｂｅｌｌｅ 美容サロン（エステ） 酒津2807
メゾネットＫＵＲＡⅠＦ号室

門田靖夫 レンタカー回送業 連島町鶴新田1153－8

ＪＡＺＺ＆ＴＥＡ ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟの運営､ ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾚﾝﾄﾞ紅
茶･ﾊｰﾌﾞﾃｨｰの加工･販売､ お茶教室 上東309－1

㈱杉野工業 建設（鉄工業） 安江175－10

㈱マルシン広告社 広告業 亀山799－1

Ｔｅｅ'ｓ ｃｏｍｐａｎｙ㈱ リフォーム 大内1004－4

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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5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 土

2 日

3 月 憲法記念日
4 火 みどりの日
5 水 こどもの日
6 木 専門家相談

第158回簿記検定試験申込受付開始（〜５/15）
7 金 専門家相談
8 土

9 日

10 月
11 火 専門家相談

第222回珠算能力検定・第141回暗算検定・第132回段位認定
試験申込受付開始（〜５/20）

12 水

13 木 新倉敷商工会館建設第６回総合定例打合せ会
知的財産相談

14 金 法律相談（倉敷）
専門家相談

15 土

16 日

17 月 専門家相談
18 火

19 水

20 木

21 金 専門家相談
22 土

23 日

24 月

25 火

26 水 法律相談（水島）
第21回正副会頭・専務理事会議
第587回常議員会

27 木 新倉敷商工会館建設第10回技術定例打合せ会
専門家相談

28 金 専門家相談
29 土

30 日

31 月 専門家相談

無料相談は、電話による予約制です。（相談時間は一人30分）中小企業相談所【電話424−2111】まで予約ください。
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女性会行事の思い出

Young Enterpreneurs Group

Kurashiki CCI Business Women's Club

青年部

竹内秀勝会長

令和2年度第4回通常総会及び第6回例会と卒業式が、令和3年
3月19日（金）、倉敷国際ホテルにて行われました。

玉島女性会と伊東市長を囲んで 守礼門前で記念撮影

　倉敷商工会議所青年部は、
今年度25周年を迎えます。
今月は、第25代会長に就任
した竹内秀勝会長にお話を
うかがいました。

－スローガンに込めたその
想いを教えてください。
　コロナ禍、世界中でこのような厳しい状況となり、困
難や試練の中、「雲外蒼天（雲の外には青空が広がって
いる）」という言葉がマッチしていると考え決めました。

－25周年式典が予定されていますね。
　盛大に行うことが望ましいのですが、状況に応じて
対応できるように考えています。皆様から喜ばれ倉敷
を理解していただいて、倉敷YEGビジョン宣言発表も

含め、今までの歴史を未来に繋ぐような設営をしてい
きたいです。

－今年度の組織作りは。
　地域貢献と仲間作り、企業の発展等、従来の目標も
盛り込みながら、新しい試みとしてデジタル化の推進
を考えています。具体的には、パソコンができる、自
社のホームページを持つ、ネット通販を開始するなど、
世の中が急激に変化していく中で現状の一つ上を目指
し、時代について行く、お客様との取引も増え、新し
い分野の開拓ができるようになる･･･それらを後押しで
きるような、きっかけ作り、仕掛けをしていきたいと
思っています。

　女性会はこれまで数多くの行事を行って参りました
が、その中でも思い出深いものを２つご紹介します。
　１つ目は平成21年２月16日に開催した「倉敷市政を
聞く会」です。倉敷市初の女性市長に就任された伊東
香織氏を講師にお迎えし、「女性が元気な 個性と魅力
あふれる倉敷に」の演題でご講演いただきました。玉
島商工会議所女性会との合同開催で、女性がより多彩

に活躍する時代になることを確信した会でした。
　２つ目は、平成20年11月に３日間に渡り開催された

「第40回全国商工会議所女性会連合会沖縄全国大会」で
す。当会史上最多となる26名が参加し、式典終了後の
エキスカーションでは、首里城をはじめとした趣深い
歴史建造物や、迫力満点の美ら海水族館などを訪問し、
例年以上に交流の深まった年でした。
　いずれも気付けば10年以上の歳月が経っております
が、当時の若々しい感性を忘れず、女性が活躍できる
社会の実現に向け、今後も皆様と共に取り組んで参り
たく存じます。　（第５代会長　榊原久美子）

倉敷YEG 25周年に向けて
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令和３年度検定試験の日程が､別表の通
り決まりました。窓口受付は廃止し､全て
ネット申し込みとなり､パソコンで受検する
CBT方式とIBT方式も導入されます。

当所で受付する簿記､珠算能力､暗算､段
位認定試験は､従来通りの方式で施行しま
す。ネット申し込みには別途手数料440円が
かかり､団体は受付開始３営業日前までに
メールで事務局へ連絡が必要です。

CBT（Computer Based Testing）方式は､
日本商工会議所の簿記２・３級､リテール
マーケティング（販売士）､日商PC､電子会計実務､日商ビジネス英語､日商プログラミング､簿記初級､ビジネスキーボー
ド､原価計算初級､キータッチ2000の10検定が対象。日本商工会議所ホームページで受け付け､試験は随時施行され､指定
された会場で受検します。

IBT（Internet Based Testing）方式は､東京商工会議所主催の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､BATIC（国際会計検定）､環境社会（ｅｃｏ）の６検定が対象。

ネットによる申し込みとパソコンでの受検となる点はCBT方式と同じですが､受付は東京商工会議所ホームページで､自
宅や会社で年間２シーズンの中から各１回受検できる点が異なります。ビジネス実務法務・福祉住環境コーディネーター検
定試験の１級は従来通りの方法での実施です。

令和３年度検定試験スケジュール決定

試験施行日 受付期間

簿　　記

６月13日（日） ５月６日（木）～ ５月15日（土）

11月21日（日） 10月５日（火）～ 10月14日（木）

２月27日（日） １月13日（木）～ １月22日（土）

珠算能力
暗　　算
段位認定

６月27日（日） ５月11日（火）～ ５月20日（木）

10月2 4日（日） ９月７日（火）～ ９月16日（木）

２月13日（日） 12月14日（火）～ 12月2 3日（木）

試験期間（2021年）

６月17日（木）～ ７月９日（金）

10月14日（木）～ 11月８日（月）

６月17日（木）～ ７月９日（金）

10月14日（木）～ 11月８日（月）

７月14日（水）～ ８月６日（金）

11月15日（月）～ 12月13日（月）

申込期間（2021年）

６月１日（火）～ ６月25日（金）

９月29日（水）～ 1 0月2 5日（月）

６月１日（火）～ ７ 月２日（金）

９月29日（水）～ 1 1月１日（月）

６月28日（月）～ ７月30日（金）

11月１日（月）～ 1 2月６日（月）

東商検定名

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/ 

パソコン受検可能に　日商はCBT、東商はIBT

建設協力金募集中

新倉敷商工会館　完成予想図

会員は１口１万円　役員・議員は１口 10 万円から

第2 期募集期間　令和3年 4月１日～令和３年12月31日まで　

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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⃝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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遺族年金を受給する母親を「扶養家族」にできるか
Q

A

べ

Vol. 206

●

●

貴　仙

連島中学校
東交差点 水島第一病院

倉敷市立連島
神亀小学校

旭町北交差点

旭町西交差点

428

2444-6400

　辛さがクセになる本格韓国料理を提供してお
り、辛さが苦手な人でも美味しく楽しく召し上
がれます。
　美味しさの決め手となる調味料は地元産。一
品一品に最適な唐辛子を複数ブレンドし、異な
るサイズで料理に加えているため一口で様々な
味を楽しめます。
　当店一番人気商品「チーズタッカルビ（１人
前税込1,650円)」は、店主の親戚が韓国で営む
本場韓国料理店のヤンニョム（韓国調味料）を
日本風にアレンジした特製ダレで漬け込む本場
の味。ナチュラルチーズと濃厚チェザーチーズ
をたっぷり乗せてお召し上がりください。美味
しさ、見た目、食べ応えの三拍子そろったお勧
めの一品です。とろ～りチーズはインスタ映え
にも打ってつけです！
　チゲやチジミといった定番のほか、コース料
理も充実させています。生食材とスープ以外は
テイクアウトにも対応、ご家庭でご堪能頂けれ
ば幸いです。
　辛みの中にうまみ満載の美味しい韓国料理を
お探しの方は、是非当店へお越しください。

辛みの中にうまみ満載
最適な唐辛子を複数で

地元産ブレンドし一口で様々な味地元産ブレンドし一口で様々な味

一番の人気商品チーズタッカルビ一番の人気商品チーズタッカルビ

笑顔で接客するスタッフ笑顔で接客するスタッフ

　チーズタッカルビをテイクアウトすると、フライパン
を模した素敵な容器に入っています。一口食べると、
唐辛子の味と香りが口の中に広がります。尾を引く
刺激のある辛みではなく、とても食べやすく美味し
かったです。　　　　　　　　　　　　（大田）

私は45歳になるサラリーマンです。３年
前に父が亡くなり、母は、自分の老齢基

礎年金75万円と、父の死亡による遺族厚生年金
120万円を受給しています。以前、会社の総務
担当者に「同居の母を、長男の私の扶養家族に
したい」と申し出た際、「60歳以上だと、年金
や給料の合計額180万円未満であれば、扶養家
族として認められるが、お母さんは195万円もら
えるので対象にならない」と断られました。今
年74歳になる母は、一人で国民健康保険に入っ
ていますが、最近、親しい友人から「所得税の

（控除対象）扶養親族としては認められるはず」
と言われました。どういうことなのでしょうか？

お母さんは、健康保険の被扶養者にはな
れませんが、所得税の控除対象扶養親

族としては認められます。

１）健康保険の被扶養者
　一言で、「扶養家族」といっても、健康保険
の「被扶養者」と所得税の「扶養親族」では
管轄が異なるため、要件となる金額等が異なり
ます。60歳以上の人を「健康保険の被扶養者」
にするには、年金（遺族・障害を含む）、通勤
手当込みのパート収入など、すべての合計額が
180万円未満であることが条件です（60歳未満

は130万円）。お母さんは、遺族年金と自分の老
齢年金の合計が180万円を超えていますので、
あなたの健康保険の被扶養者にはなることがで
きません。
２）所得税の扶養親族
　そのため、総務から言われたことは間違って
はいませんが、少し説明不足のようです。健康
保険の被扶養者となることは無理でも、所得税
の扶養親族（同居老親等）としては認められる
からです。
　遺族年金は非課税で、自分の老齢年金も110
万円までは「公的年金等控除」があるので、他
に収入のないお母さんは「所得ゼロ」というこ
とになります。所得が48万円（令和元年までは
38万円）以下なら、生計を同じくするあなたの
扶養親族になれます。
　５年間遡って修正申告できますので、お近く
の税務署で相談してください。
３）世帯が別の場合
　あなたとお母さんの住民票上の世帯が別な
らば、老齢基礎年金75万円のお母さんは、年
金生活支援給付金の対象者になります。同一
の住所で別の世帯ということもあり得ます。

（控除対象扶養親族としては同居老親になり
ます。）

〒712-8061　
倉敷市神田3丁目9-13
営業時間/18:00~23:00
定 休 日/月曜日
駐 車 場/14台
https://akr8897435514.owst.jp/
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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

Kurashiki 12 

遺族年金を受給する母親を「扶養家族」にできるか
Q

A

べ

Vol. 206

●

●

貴　仙

連島中学校
東交差点 水島第一病院

倉敷市立連島
神亀小学校

旭町北交差点

旭町西交差点

428

2444-6400

　辛さがクセになる本格韓国料理を提供してお
り、辛さが苦手な人でも美味しく楽しく召し上
がれます。
　美味しさの決め手となる調味料は地元産。一
品一品に最適な唐辛子を複数ブレンドし、異な
るサイズで料理に加えているため一口で様々な
味を楽しめます。
　当店一番人気商品「チーズタッカルビ（１人
前税込1,650円)」は、店主の親戚が韓国で営む
本場韓国料理店のヤンニョム（韓国調味料）を
日本風にアレンジした特製ダレで漬け込む本場
の味。ナチュラルチーズと濃厚チェザーチーズ
をたっぷり乗せてお召し上がりください。美味
しさ、見た目、食べ応えの三拍子そろったお勧
めの一品です。とろ～りチーズはインスタ映え
にも打ってつけです！
　チゲやチジミといった定番のほか、コース料
理も充実させています。生食材とスープ以外は
テイクアウトにも対応、ご家庭でご堪能頂けれ
ば幸いです。
　辛みの中にうまみ満載の美味しい韓国料理を
お探しの方は、是非当店へお越しください。

辛みの中にうまみ満載
最適な唐辛子を複数で

地元産ブレンドし一口で様々な味地元産ブレンドし一口で様々な味

一番の人気商品チーズタッカルビ一番の人気商品チーズタッカルビ

笑顔で接客するスタッフ笑顔で接客するスタッフ

　チーズタッカルビをテイクアウトすると、フライパン
を模した素敵な容器に入っています。一口食べると、
唐辛子の味と香りが口の中に広がります。尾を引く
刺激のある辛みではなく、とても食べやすく美味し
かったです。　　　　　　　　　　　　（大田）

私は45歳になるサラリーマンです。３年
前に父が亡くなり、母は、自分の老齢基

礎年金75万円と、父の死亡による遺族厚生年金
120万円を受給しています。以前、会社の総務
担当者に「同居の母を、長男の私の扶養家族に
したい」と申し出た際、「60歳以上だと、年金
や給料の合計額180万円未満であれば、扶養家
族として認められるが、お母さんは195万円もら
えるので対象にならない」と断られました。今
年74歳になる母は、一人で国民健康保険に入っ
ていますが、最近、親しい友人から「所得税の

（控除対象）扶養親族としては認められるはず」
と言われました。どういうことなのでしょうか？

お母さんは、健康保険の被扶養者にはな
れませんが、所得税の控除対象扶養親

族としては認められます。

１）健康保険の被扶養者
　一言で、「扶養家族」といっても、健康保険
の「被扶養者」と所得税の「扶養親族」では
管轄が異なるため、要件となる金額等が異なり
ます。60歳以上の人を「健康保険の被扶養者」
にするには、年金（遺族・障害を含む）、通勤
手当込みのパート収入など、すべての合計額が
180万円未満であることが条件です（60歳未満

は130万円）。お母さんは、遺族年金と自分の老
齢年金の合計が180万円を超えていますので、
あなたの健康保険の被扶養者にはなることがで
きません。
２）所得税の扶養親族
　そのため、総務から言われたことは間違って
はいませんが、少し説明不足のようです。健康
保険の被扶養者となることは無理でも、所得税
の扶養親族（同居老親等）としては認められる
からです。
　遺族年金は非課税で、自分の老齢年金も110
万円までは「公的年金等控除」があるので、他
に収入のないお母さんは「所得ゼロ」というこ
とになります。所得が48万円（令和元年までは
38万円）以下なら、生計を同じくするあなたの
扶養親族になれます。
　５年間遡って修正申告できますので、お近く
の税務署で相談してください。
３）世帯が別の場合
　あなたとお母さんの住民票上の世帯が別な
らば、老齢基礎年金75万円のお母さんは、年
金生活支援給付金の対象者になります。同一
の住所で別の世帯ということもあり得ます。

（控除対象扶養親族としては同居老親になり
ます。）

〒712-8061　
倉敷市神田3丁目9-13
営業時間/18:00~23:00
定 休 日/月曜日
駐 車 場/14台
https://akr8897435514.owst.jp/

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

創業初
饅頭のためのお茶

住 倉敷市藤戸町藤戸48
電 086-428-1034
営 8：00～17：00
http://www.fujito-manjyu.co.jp/

有限会社 藤戸饅頭本舗

藤戸饅頭は寿永3年（1184年）創業。
このたび、創業初となる饅頭のため
の特別なお茶を発売しました。程よ
いうま味を含む雁ヶ音をブレンドし
た「藤戸まんぢゅうがおいしくなる
お茶」（税込890円）を２種類ご用意
しています。

煎茶は、雁ヶ音に清涼感ある煎茶を
ブレンド。スッキリとした味わいのお
茶が饅頭のおいしい余韻を残します。

ほうじ茶は、雁ヶ音に香り豊かな
「倉敷ほうじ茶」をブレンド。コクの
あるお茶が饅頭の味をより一層引き
立たせます。

光触媒コートを
プラスして

住 倉敷市水江1585-7
電 086-465-0525
営 8：30～17：30
http://sanyo-service.co.jp/

株式会社 三洋サービス

光が当たることで菌やウイルスを
分解・減少できる光触媒ナノゾーン
コートを行っています。新型コロナ
だけでなくノロやインフルエンザに
も効果があることが実証されてお
り、様々な感染症対策に効果を発揮
します。

アルコール、除菌スプレーだけで
はムラや忘れが出てリスクが上がり
ます。大切なお客様や従業員を守る
ため、今までの対策にプラスしてく
ださい。部分施工や予算に合わせた
提案も可能。無料でデモ実演行って
います。お気軽にお問い合わせくだ
さい。

イチゴとマスカットの新商品
当店では、素材の持ち味を生か

し、スイーツという概念を超えた手
作りプリンを開発しています。

この度、その新商品として「イチ
ゴプリン」「マスカットプリン」を
発売しました。

イチゴプリンは、岡山産のイチゴ
を使用したふわふわババロアのよ
うな食感のクリミーなプリン、マス
カットプリンは、果物の女王とも呼
ばれるマスカット・オブ・アレクサ
ンドリア（岡山産）を使用し、果物
のジューシーさを引き出す為に柔
らかい食感に仕上げたジュレタイ
プのプリンです。

住 倉敷市中畝4-2-29
電 086-454-2690
営 9：00～20：00（不定休）
www.ganna-purin.com

ジャンナ

キレイな食堂で家庭料理提供
当店は水島臨海鉄道水島駅すぐ

近くにあり、全室シングルルーム、
洋室と和室をご用意しています。
ボリュームある家庭料理と安らぎ
の宿を信条に、1泊2食付で税込
5,610円、素泊まり1泊税込4,070円

などでご提供しています。お食事
は長期のお客様も安心の家庭料理
をご準備しています。

お客様が快適に過ごせるよう外
装と食堂をキレイにしました。倉
敷市水島で格安ビジネスホテルに
宿泊するなら「ビジネスホテル桜
美林（おおばやし）」へお越し下さ
い。

ビジネスホテル桜美林
住 倉敷市水島東千鳥町3-7
電 086-444-2317
営 00：00～24：00（年末年始除く）
http://www.hotel-oobayashi.com/
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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
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9800　FAX 434―9805

従業員が新型コロナウイルスに感染したとき従業員が新型コロナウイルスに感染したとき

新型コロナウイルス感染症の影響により
納税が困難な方には猶予制度があります

詳細はこちら

猶予が認められると・・・

倉敷市新型コロナウイルス感染症対策本部
（事務局：防災危機管理室）TEL：086-426-3131

緊急事態宣言で影響を
受けた事業所に支援金給付

　倉敷商工会議所中小企業相談所は､「緊急事態
宣言の影響緩和に係る一時支援金」（一時支援金）
申請時に必要な事前確認を行っています。
　同支援金は､令和３年１月に発令された緊急事
態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出
及び移動の自粛により､売上高が５0%以上減少し
た事業所等が対象。給付額は前年又は前々年との
売上高の差額分で､中小法人等は６0万円､個人事
業者等は30万円までが上限となります。
　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
書が必要で､当所のほか､税理士､中小企業診断
士などでも可能です。
　申請受付期間は令和３年３月8日（月）〜同年５
月31日（月）。

お問い合わせ

倉敷商工会議所　中小企業相談所
ＴＥＬ：086-424-2111（代）

　労働契約を結ぶ際や契約更新時は､使用者は全て
の労働者に対して､労働条件を書面で明示しなけれ
ばなりません（労働者が希望した場合には､ＦＡX
やＥメール､SNSメッセーシ 等゙でも可）。
⑴契約期間の定め（有期契約の場合は更新の有無や
更新基準も）

⑵働く場所と仕事内容
⑶始業・終業の時刻（交替制勤務のローテーション
など）､早出・残業の有無､休憩時間､休日､年
次有給休暇・その他の休暇

⑷基本給額､諸手当額・支給条件､支払方法､締切日・
支払日

⑸退職に関すること（定年制､退職手続､解雇の事
由と手続）

⑹パートタイム労働者については､昇給の有無､退
職手当の有無､賞与の有無

＊「モデル労働条件通知書」をご利用
　ください。

下記①〜④について事前にご準備ください。
①保健所との連絡窓口担当者を決める
②従業員のリスト（住所・氏名・生年月日・年齢・性別・
連絡先・所属・症状の有無　等）

③勤務時間等がわかるもの（シフト表や出勤簿）
④フロア見取り図（座席表や作業配置図）

感染者が勤務した場所のうち､手指がよく触れる場所の消毒
を行ってください。
不織布製マスク・手袋を着用し､ペーパータオル等に十分に
消毒液（「消毒用エタノール」か「次亜塩素酸ナトリウム」）
を含ませて拭いてください。
※次亜塩素酸ナトリウムで消毒した場合は水拭きしてください。

PCR検査を受けていただきます。
濃厚接触者は、感染者との最終接触日から２週間、仕事
を休み、不要不急の外出を控え、自宅で健康観察をして
ください。

対応のポイントです。実際の対応は、保健所の指示に従っ
てください。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を
一時に納付できない場合、税務署に申請することに
より、原則として１年以内の期間に限り、換価の猶
予又は納税の猶予が認められる場合があります

　猶予制度の詳細については、国税庁ホームページ
をご覧いただき、所轄の税務署（徴収担当）にお電
話でご相談ください。

◦原則、１年間猶予が認められます（状況に応　
　じて更に１年間猶予される場合があります）。
◦猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。
◦財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。

労働条件通知書を交付しましょう！

保健所調査への協力

事業所の消毒

従業員が濃厚接触者と判断された場合

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

倉敷市内事業所のみなさまへ

その他新型コロ
ナウイルス感染
症の最新情報
はこちら　⇒
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※次亜塩素酸ナトリウムで消毒した場合は水拭きしてください。

PCR検査を受けていただきます。
濃厚接触者は、感染者との最終接触日から２週間、仕事
を休み、不要不急の外出を控え、自宅で健康観察をして
ください。

対応のポイントです。実際の対応は、保健所の指示に従っ
てください。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を
一時に納付できない場合、税務署に申請することに
より、原則として１年以内の期間に限り、換価の猶
予又は納税の猶予が認められる場合があります

　猶予制度の詳細については、国税庁ホームページ
をご覧いただき、所轄の税務署（徴収担当）にお電
話でご相談ください。

◦原則、１年間猶予が認められます（状況に応　
　じて更に１年間猶予される場合があります）。
◦猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。
◦財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。

労働条件通知書を交付しましょう！

保健所調査への協力

事業所の消毒

従業員が濃厚接触者と判断された場合

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

倉敷市内事業所のみなさまへ

その他新型コロ
ナウイルス感染
症の最新情報
はこちら　⇒

ササベ印刷
GRAPHIC COMMUNICATION

〒710‒0806　倉敷市西阿知町西原1353-9
TEL（086）466‒1111㈹　FAX（086）466‒0456

E‒mail:info@sasabe.co.jp

株式
会社
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調査結果の詳細につきましては、
日本商工会議所ホームページでご覧いただけます。

https://www.cci-lobo.jcci.or.jp/

（令和３年３月調査結果）

業況DIは、持ち直しの兆しも、依然厳しい状況
先行きは回復への期待感みられるも、警戒感続く

※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

３月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４～６月
全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲49.0

▲18.6

▲51.7

▲53.1

▲58.9

▲55.8

▲50.2

▲25.8

▲63.9

▲47.8

▲45.3

▲57.2

▲45.8

▲26.8

▲54.1

▲39.0

▲41.5

▲56.1

▲46.1

▲26.9

▲53.4

▲45.3

▲45.5

▲53.0

▲49.5

▲27.1

▲48.5

▲49.0

▲49.5

▲64.7

▲46.8

▲24.9

▲44.8

▲47.7

▲45.8

▲63.0

▲35.3

▲18.4

▲33.6

▲35.0

▲33.9

▲48.5

▲29.1

▲26.9

▲21.2

▲25.8

▲33.6

▲35.7

2020年 2021年2020年

　デジタル投資の増加を背景に需要が伸びている半導体関
連や堅調な自動車関連の製造業のほか、飲食料品・家電製
品を中心に巣ごもり消費に下支えされた小売業で業況感が
改善した。また、一部地域では、緊急事態宣言の解除に伴い、
飲食店などで日中の客足が回復し、売上に持ち直しの動き
がみられた。しかし、原油価格の上昇による燃料費の増大
等のコスト負担増や年度末の資金繰りを不安視する声も多
く、中小企業の景況感は持ち直しの兆しがみられるものの
依然厳しい状況が続く。
※業況DI改善も、比較対象の前年同月（2020年3月）は新型コロナ
ウイルス感染拡大によりDIが過去最大の悪化幅（2020年2月比▲
16.4）を記録した時期であることに留意が必要。

　ワクチンによる感染抑制や、緊急事態宣言解除に伴う客
足回復への期待感から、小売業や飲食業を中心に持ち直し
を見込む。一方で、雇用調整助成金の特例措置などの政策

効果剥落後や資金繰りの悪化、経済活動の再開に伴う感染
再拡大への懸念のほか、原材料費や燃料費の上昇等による
採算悪化を不安視する声も多く、警戒感が続く。

 全産業合計の業況DIは、▲35.3（前月比＋11.5ポイント）

 先行き見通しDIは、▲29.1（今月比＋6.2ポイント）

業務日誌（3月度）
2日 青年部第₈回役員会（オンライン）

青年部令和３年度第３回役員予定者会議（オンライン）
3日 第₂回運営委員会
4日 青年部出前授業 地域のオトナから世の中を学ぼう

日本YEG第295回役員会等（オンライン）
5日 岡山県商工会議所女性会連合会正副会長会議（ハイブリッド）

第１回新倉敷商工会館カフェ・レストラン打合せ
日本YEG第92回会員総会（オンライン・～６日）

6日 日本YEG第40回全国大会「しあわせ福井さばえ大会」（オンライン）
8日 令和₂年度臨時総会並びに(一社)岡山県商工会議所連合会設立総会

10日 全国商工会議所女性会連合会理事会（オンライン）
11日 新倉敷商工会館建設第４回総合定例打合せ会

日本珠算連盟岡山県連合会令和２年度第２回理事会
14日 青年部水島クリーンパレード～コロナに負けるな！未来の子供に綺麗な街を～
15日 第７回５商工団体コロナ対策協議会
16日 青年部「ワークライフバランスを考える～会社のひとりひとりが働きやすい環境とは～」（オンライン）
18日 日商第704回常議員会・第285回議員総会・第132回通常会員総会(オンライン)

女性会第６回幹部会
女性会第184回役員会

19日 岡山県商工会議所青年部連合会令和₂年度新旧合同役員会並びに出向者会議（ハイブリッド）
青年部第４回通常総会・第６回例会（ハイブリッド）

20日 日本YEG第296回役員会他（ハイブリッド）
22日 第15回小規模事業者経営改善資金貸付審査会

第２回新倉敷商工会館カフェ・レストラン打合せ

23日 青年部第１回常任理事会（ハイブリッド）
24日 第19回正副会頭・専務理事会議

第585回常議員会（ハイブリッド）
第183回臨時議員総会（ハイブリッド）

25日 新倉敷商工会館建設第８回技術定例打合せ会
第３回新倉敷商工会館カフェ・レストラン打合せ
会報編集会議

30日 チームK6企画会議

安全第一

点検、報告のご相談は、でんでんまで
〒701-0112 倉 敷 市 下 庄 １ １ ２ ６–６
TEL（086）454-9555㈹ FAX（086）464-6555

本社

電気・情報通信・防災設備工事・設計保守管理
情報通信設備協会 LAN認定企業

消防設備等の点検・報告は、
　所有者・占有者・管理者の義務です。　　　　　　　　　　　　　　　

株式会社でんでん

https://www.dnt-e.com/
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　肘掛椅子にゆったりと腰かけ、目線を手元へ落とす赤毛の女性。薄暗い
室内をてらす僅かばかりの光を頼りに文字を拾い読むという、何気ない日
常の姿が描き留められています。
　この絵の作者は、19世紀パリで活躍した画家トゥールーズ＝ロートレッ
ク。傑出したポスター作家として知られるロートレックですが、油彩によ
る肖像画も得意としていました。本作は、彼の短い生涯において最晩年に
あたる1900年に描かれたもので、その卓越した構成力と優れた色彩感覚が
発揮された傑作のひとつです。たとえば、緑の地に配した赤い網目模様や、
うねるような筆致によって画面にリズムを与え、全体を装飾的にまとめあ
げる手腕は見事といえるでしょう。
　また、彼は基本的に親しい人物の肖像を描きましたが、この赤毛の女性
の正体は長年謎のままでした。しかし最新の研究によって、知人の内縁の
妻がモデルと判明し、フランスではちょっとしたニュースになりました。

アンリ＝マリー＝レーモン・ド・トゥールーズ＝ロートレック（1864-1901）
《マルトX夫人－ボルドー》1900年、油彩・画布

　令和２年９月号から「新しい生活様式」取組宣言の事業所を掲載していますが、当所
管内で1,000近い事業所にご登録いただきました。登録事業所の写真掲載もしており、大
変好評を得ています。「新しい生活様式」に伴って当所は、地域中小企業や個人事業主の
方々をサポートするため、来所の予約をお願いし、セミナーや事業所との経営相談をリ
モートで実施しています。密を避けるため、支援活動の方法を日々模索しているところ
です。超アナログ人間の私もリモート支援活動についていけるのでしょうか…。　（藤井）

公益財団法人

大原美術館
学芸員

大塚　優美

　昨年度から学芸課に配属された大塚
です。ながらく学生をしていて昼夜の
関係ない生活をしていましたが、１年
経ってようやく朝型の社会人スタイル
に慣れてきました。

知られざるOHARA Vol.7

編 集 後 記

Editor,s Note

Mem�i�ofK��hiki
4

　玉島港には北前船が寄港し、綿や塩を積み出しました。この写真のキャプションには「玉島
港を帆走する千石船と高瀬舟　明治23年頃」と書かれていました。
　千石船（左）は大型荷船の俗称で、江戸中期から明治30年代にかけて、大阪と北海道を日
本海回りで結ぶ北前船として利用されていました。高瀬舟（右）は高梁川の舟運で使われてい
た川舟で、玉島港が物流の結節点だったことがうかがわれます。

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

　感染症対策の為、入館人数を制限し、
マスクの着用、消毒、検温、連絡先の
記載をお願いしております。
　ご不便をお掛け致しますが、ご理解
のほどよろしくお願いいたします。



（042）765 8724



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

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