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　４月14日、当所中小企業相談所が公益社団法人
塩釜法人会と共催で『新入社員研修』をオンライン
で開催しました。講師は、マナーコンサルタントの
樋口智香子氏で、29名が受講しました。
　最初は『社会人としての心構え』で、第一印象の
重要性や新しい生活様式での印象力について学びま
した。次は『ビジネスマナーの基礎講座』で、入社
後すぐに必要になる来客応対や電話応対等のビジネ
スマナーについて、実技演習を交えながらの受講と
なりました。

　特に、電話応対の実技演習では、参加者は慣れな
い言葉遣いに戸惑いながらも真剣に取り組んでいま
した。
　樋口氏からは「社会人は“この人と一緒に仕事が
したい”と思ってもらうことが大切です。それには、
相手を敬う『心』を表情や言葉づかいとして『形』
に表現することが必要です。お客様や同僚に好かれ
て信頼される人を目指し、お互いのハートを大切に
していきましょう」とのお話がありました。
　新人たちのこれからの奮闘を期待します。
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・新型コロナウイルス感染症
　対策講演会のご案内

・塩釜人権擁護委員協議会

マリンゲート塩竈での集団受講（写真上）と、受講者が会社や自宅のパソコン等
で参加するオンライン受講（写真左）も行いました。受講者からは「初めてオン
ラインでのセミナーでした。講師のお話も分かりやすく、楽しく参加できました。
今後も様々な研修を受講したいと思います」などの感想が寄せられました。
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有 限 会 社  鈴 木 会 計 事 務 所
千 葉 経 営 企 画 株 式 会 社
税 理 士 法 人  阿 部 会 計 事 務 所
齋 　 忠 男  税 理 士 事 務 所
税理士法人   F&Lパートナーズ
白 ゆ り 総 合 会 計 株 式 会 社

Tel  367-1231
Tel  365-2823
Tel  367-0375
Tel  362-8773
Tel  290-7018
Tel  766-8487

塩釡地区 TKC会計人事務所
テレビCMでおなじみの

元気な会社作りのお手伝い
◆黒字決算支援  ◆経営革新支援  ◆創業支援

日時 5月18日㈬
　　 午前10時～午後4時

二重ローン問題や資金繰り、公
的政策の活用など幅広く相談に
応じる内容となっております。

個別経営相談会 事 業 継 承
個別相談会

日時  5月19日㈭
 　　 午前10時～正午
 　　 午後1時～午後3時

事業継承・引継ぎ支援センター
の専門相談員が対応いたします。

日時 5月12日㈭・26日㈭
   　 　午前10時30分～
　　 　午後4時30分

日本政策金融公庫
相談会

事業に必要な設備資金・運転資
金の相談を承ります。また、同
日は創業予定者や創業に興味
のある方の相談にも応じます。

申し込み：塩釜商工会議所（相談課）367-5111

日時  5月20日㈮
　　　午後3時30分～
　　　　　（一人30分）

弁護士による
無料なんでも相談会
本相談会は会員事業者対象
です。

無料相談会無料相談会 どうぞご利用下さい

※各相談会は事前申込が必要です。また、新型コロナの感染状況により、リモートでの相談になる場合があります。

 ●対 象 者
　新型コロナウイルス感染症の影響で、2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月～2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50％以上または30％以上
50％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）が対象です。
売上減少率によって給付上限額が変わります。

新型コロナウイルス感染症関連支援情報

●受付締切　５月31日㈫
　※申請前に必要な商工会議所等による事前確認の実施は５月26日㈭までです
●給 付 額　法人：上限250万円・個人：上限50万円
　※給付額の算出式は下記URL参照
●申請方法
　登録確認機関による事前確認の後、申請用Webページから申請いただけます。
　※一時支援金・月次支援金をすでに受給された方は事前確認不要です。
●詳しくは
【事業復活支援金事務局】０１２０－７８９－１４０　8:30-19:00
　https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

事業復活支援金

まもなく

締切です
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アクサ生命保険株式会社
仙台支社　仙台営業所　塩釜分室　
〒���-����　宮城県塩釜市港町�-�-��　塩釜商工会議所�F　 TEL ���-���-����

登録商標

宮城県塩竈市新富町
（尾島町バス停前）

すしの街  塩竈エキスパート・バンク（専門家派遣）
各分野のエキスパート
（税理士・中小企業診断士・弁護士など）
が皆さんの経営をサポートします！
〈特色〉
●費用は無料です（１テーマ１回）
●塩釜市内の小規模企業者の方が対象です
　（従業員商業・サービス５名以下、その他の業種20名以下）

詳しくは当所相談課へ
（電話367 - 5 1 1 1）
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おめでとうございます！

〈お問合せ先〉   塩釜商工会議所　℡022-367-5111

　「マリン共済」は、塩釜商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結
した定期保険（団体型）と、当商工会議所独自の給付制度を会員のみな
さまにご利用いただくものです。
　当所独自の給付制度として、成人、結婚、赤ちゃん誕生、小学校入学
の４つの祝金制度のほか、ケガ通院や病気入院の場合には見舞金制度、
インフルエンザワクチン接種等の助成金制度がございます。

「マリン共済」のご加入者へお祝金を贈らせていただきました。

事業所名　㈲笹原製凾所
加入者名　栗原　　武  様

祝
小学校
ご入学！

祝
小学校
ご入学！ お子様のお名前　結輝斗くん

ゆ  き  と

事業所名　㈱博光社
加入者名　佐藤　貴之  様

祝
小学校
ご入学！

祝
小学校
ご入学！ お子様のお名前　陽向くん

ひ なた

祝
赤ちゃん
誕生！

祝
赤ちゃん
誕生！

事業所名　㈲東日本
加入者名　東海林政樹 様（妻：里香 様）
令和４年３月に桜羽ちゃんが誕生しました。

さ  わ

「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の提出はお済みですか
「算定基礎賃金等の報告」は労働保険料を算出するための基となる重要な書類です。提出が必要な方にはすでに郵送
しておりますが、未提出の場合は至急ご提出をお願いいたします。

・今年度は２段階（４月と10月）に分けての保険料率変更となりますので、特にご注意ください
（１）令和４年４月から、事業主負担の保険料率が変更になります
（２）令和４年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特
定の船員を雇用する事業については、一般の事業の保険料率が適
用されます。

　その他詳しくは、最寄りのハローワークへお問い合わせください。

１．「労災保険」欄 …令和3年4月1日から令和4年3月31日
までに支払った賃金額（全従業員分）を月別に記入し、賞
与等については、「賞与」欄に支払月と支払った金額を記
入し、合計を算出して下さい。

２．「雇用保険」欄 …令和3年4月1日から令和4年3月31日
までに雇用保険の被保険者に支払った賃金を月別に記入
し、合計を算出して下さい。

３．支払日ではなく実績を基準にして下さい。
　　（例：5/1～5/31日分を6/10に支払う賃金は「5月」に記入）
４．支払った金額とは、所得税、雇用保険等を控除する

前の金額をいいます。

【問合せ先】　塩釜商工会議所　相談課　千葉
　　　　　　　　　　電話　022-367-5111

【令和４年度の雇用保険料率】（赤字は変更部分）

令和４年度  雇用保険料率のご案内

⑴　令和４年４月１日～令和４年９月30日

①労働者負担 ②事業主負担 ①＋②
雇用保険料率

一般の事業 3/1,000 6.5/1,000 9.5/1,000
（令和３年度） 3/1,000 6/1,000 9/1,000

農林水産・清酒製造の事業※ 4/1,000 7.5/1,000 11.5/1,000
（令和３年度） 4/1,000 7/1,000 11/1,000
建設の事業 4/1,000 8.5/1,000 12.5/1,000
（令和３年度） 4/1,000 8/1,000 12/1,000

⑵　令和４年10月１日～令和５年３月31日

①労働者負担 ②事業主負担 ①＋②
雇用保険料率

一般の事業 5/1,000 8.5/1,000 13.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業※ 6/1,000 9.5/1,000 15.5/1,000

建設の事業 6/1,000 10.5/1,000 16.5/1,000
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阿部勘酒造株式会社

ス
マ
ホ
版

・会社決算・経営計画・経営分析・相続・贈与・不動産申告・税に関するご相談
・中期経営計画「将軍の日」・経営に役立つオーナーズセミナー開催

和・感動発信
千葉和彦税理士事務所
千葉経営企画株式会社

〒985-0042  塩釜市玉川1-2-40
TEL 022-365-2823　FAX 022-366-3882

千葉経営企画 検索

地元企業の存続発展に貢献する

ち
ば
Ｈ
Ｐ
版

本　店/塩竈市海岸通2-22
TEL022-362-3261 FAX022-366-8348
仙台店/仙台市青葉区中央1-1-1仙台エスパルB1F
TEL022-716-1075 FAX022-716-1076

■石のある新しい生活空間を創る
　創業明治27年
　宮城県知事許可 （般－25） 第17106号

安心耐震施工推進
お庭の演出・アート  モニュメント

塩釜市北浜四丁目3の1
TEL364-5118  FAX362-2969

別名「うねはま」。
美しい眺めの浜です。
別名「うねはま」。
美しい眺めの浜です。

　４月24日に３年ぶりに「しおがま市民まつり」
が開かれました。感染対策を徹底し、子どもたち
へほんの少しでも楽しい空間を提供したいと、当

所青年部が熱い思いで開催したものです。詳しくは５月15
日号に掲載します。どうぞお楽しみに。（伊賀光広）

あとがき

ＧＷに「島歩き」は
     いかがですか？
ＧＷに「島歩き」は
     いかがですか？

　浦戸諸島は多様な動植物が見られ、変化にとんだ
地形が魅力です。今回は、野々島をご紹介します。
ゴールデンウィークに合わせ、ぜひ、皆さんにとっ
ての絶景スポットを探してみてください。

ブルーセンター
（浦戸諸島開発センター）

寒風沢との
無料渡船

椿のトンネル

宇内浜
う ない

洞窟群

石浜（桂島）との
無料渡船

浦戸
野々島

ようこそ、癒しの島へ。

浦戸諸島
https://www.city.shiogama.miyagi.jp/site/urato/

公式ウェブサイト「浦戸諸島」で検索！

野仏の道
浦戸小中学校

春が見ごろの
「椿のトンネル」。
野々島の名所です。

春が見ごろの
「椿のトンネル」。
野々島の名所です。

野々島のいたる所に洞穴があり、
ここでは「ボラ」と呼んでいます。
ボラに伝説あり？！

野々島のいたる所に洞穴があり、
ここでは「ボラ」と呼んでいます。
ボラに伝説あり？！

ラウンジも
あります

資料提供　塩竈市浦戸振興課　商工観光課

事業所名 代表者 事業内容

AXIS 小野寺　翔 鳶

居酒屋　わくわく 加我　良幸 飲食業（居酒屋）

（株）草冠フィルム 佐直　　聖 企業ブランド構築、
映像制作

蕎麦みろく 吉田　　顕 飲食店（そば店）

電重工サービス 小田島武弘 機械修理、一般電気工事業

奈良坂工業 奈良坂　忍 配管工

Bar Heart in Heart 佐藤　孝輔 飲食店（Bar）

パブ＆スナック つねさん 常泉　信行 飲食店（カラオケ、スナック）

林﨑　道子 同左 洋菓子教室、
菓子商品開発

みちのくエンタテインメント（有） 新崎　健介 飲食業（ラーメン、たこ焼き）

八虎　酒と肉と米と 郷内ゆみ子 飲食業（肉料理･日本酒・
利き酒）

らーめん 彦 大原　智彦 飲食業（ラーメン店）

ルナ　ローザ 松並京央子 デコクレイクラフト（粘土
工芸品）レンタル、販売

※掲載の承諾をいただいた事業所のみ掲載しています。

令和4年2～4月にご入会いただいた事業所をご紹介いたします。
（敬称略）

新会員さんです  どうぞよろしく！
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