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復興の完遂と富県宮城を通じた
地方創生の実現に向けて
県商工会議所連合会で要望活動

▲桑原会頭からは、「水産加工の原魚確保対策」や「港湾
の整備、活用」などについて、村井知事に要望しました
▲

県内の6商工会議所の会頭から、村井知事へ
直接要望書を手渡しました

７月25日、宮城県商工会議所連合会が県知事等
への要望活動を行いました。
県内の会頭、専務理事12名が参加し、当所から
は桑原茂会頭と三浦一泰専務理事が出席しました。
連合会では、復興完遂への取り組みや富県宮城を
通じた地方創生の実現に向け、中小企業のデジタル
化の推進、二重債務の解消や資金繰りの円滑化、販
路回復や拡大事業の継続、コロナの影響に伴う需要
喚起策支援などを要望しました。また、『各会議所

～

主

な

内

容

～

からの要望』では、桑原会頭から、「ロシアのウク
ライナ侵攻に係る原魚確保対策」、「塩釜港区と仙
台港区の機能分担を具体的に進めること、港奥部の
観光開発」などを求めました。
村井嘉浩知事は、「感染症対策を継続しつつ、各
復興事業の完遂と経済活動の活性化に努めていきま
す。また、各地からの要望にもしっかりと対応して
まいります」との所見が述べられました。なお、県
議会と宮城復興局にも同様の要望を行いました。
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・役員・議員改選について …………………………………… P.6
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～折込みチラシ～

・チラシ劇的改善講座
・日商100周年記念オンライン講演会
・業務災害補償プラン
……… 折 込 サ ー ビ ス ………
・劇団四季特別先行予約のご案内

宮城県塩釜市港町一丁目6-20
TEL. 022-367-5111 FAX. 022-367-5115
http://www.shiogamacci.jp/
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７月15日、ホテルグランドパレス塩釜で、エネ
ルギー講演会を開催しました。当所と女性会、塩釜
エネルギー懇談会（会長：当所桑原茂会頭）との共
催で、それぞれの会員企業などから75名が出席し
ました。
講師に弘前大学名誉教授の日景弥生氏をお迎え
し、「コロナ禍から学ぶ 『行動する市民』と情報
リテラシー」と題した講演をいただきました。日景

官民一丸となって
集貨・創貨の努力とポートラジオの設置を

仙台港区・
塩釡港区の
現状を訴え、
要望する髙
城会長

７月25日、仙台市内のホテルで、県内港湾の機
能拡充と強化を推進するための「宮城県港湾整備促
進大会」が開催されました。
国会議員や県会議員をはじめ、関係自治体、県内
の港湾関連企業から合わせて約250名が出席し、将
来を見据えた港湾機能の拡充と強化のための予算確
保などを求める決議案を採択しました。
大会では、主催者を代表して宮城県港湾協会会長
の村井嘉浩県知事が挨拶したあと「宮城県の港湾概
況」について報告がありました。
続いて、各地区からの意見表明があり、仙台港
区・塩釜港区からは仙台塩釜港振興会の髙城崇充会
長（三陸運輸㈱代表取締役社長）が、「仙台港区の
利用拡大、安全管理強化のため、早期のポートラジ

▶

整備
県港湾 会
促進大

氏は、2019年弘前大学の名誉教授に就任後、日景
弥生教育研究所きらりを開設、学校法人柴田学園
（弘前市）常勤理事に就いています。専門は、生活
者育成を中核とする家庭科教育学で、生活に関わる
安全性と情報活用について、生活者が理解を深める
ための取組みを進められています。
講演では、「情報リテラシーとは、膨大な情報の
中から正しく必要な情報を収集し、その情報を発
信・表現する能力のことで、“情報を使いこなす
力”とも言われています。根拠が確かな知識と情報
リテラシーを持って、正しく状況を判断し、そして
行動に移すことが重要です。情報リテラシーを向上
させ、望ましい環境を作るために、“行動する市
民”になりましょう」との講話がありました。
情報化社会において必要とされる能力“情報リテ
ラシー”と、それを基に行動していくことの重要性
を思い知らされる内容でした。

オ導入実現や、塩釜港区と仙台港区の機能分担につ
いて具体的に進捗させること」などを求めました。
最後に、「地域の交流・経済産業基盤を支える広
域物流拠点としての港湾機能の強化」「災害に強い
みなとまちづくりの構築」、「施設の適正管理に要
する財政措置」の三項目が決議として採択されまし
た。この決議は、今後、国等関係方面に要望するこ
とになりました。

パチンコ
タイガー

塩釜郵便局

塩釜市港町2丁目13-12
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改正電子帳簿保存法・
インボイス制度 を説明

７月26日、当所会議室で「改正電子帳簿保存法
ならびに消費税の仕組みとインボイス制度の説明
会」と、個別相談会を実施しました。当日は会員
19名が参加し、塩釜税務署から法改正と制度の概
要について説明を受けました。
電子帳簿保存法は、令和３年度の税制改正で帳簿
書類を電子的に保存する際の手続き等に抜本的な見
直しがあったことから、制度の改正内容、実務上の
留意点について説明がありました。法改正により令
和６年１月からは、保存要件に従った電子データの
保存が必要になりますので、対応準備を進めるよう
呼び掛けがありました。
インボイス制度は令和５年10月から導入されま
す。消費税算出における仕入税額控除（※）にはイ
ンボイス（適格請求書）保存が義務化されますので、
自社および取引先の消費税納税額への影響を理解し、
インボイス（適格請求書）を発行するかどうか判断
する必要があります。
説明会では、制度内容やインボイスのつくり方、
またインボイス発行事業者の登録方法、そして消費

▲参加者からは「取引先への影響を理解し対策が必要だと気
付きました、もっと理解を深めて準備していきます」等の声
が聞かれました

税計算の事例から取引先への影響等について理解を
深めました。
両制度とも、これからの商取引に影響する可能性
があるため、正しい理解と早めの対策が求められて
います。
詳細については国税庁特設サイト等をご覧ください。
※仕入税額控除とは
消費税を算出する際、課税売上の消費税額から課税仕入れの消
費税額を差し引くこと。

◇電子帳簿保存法関係（国税庁）

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

◇教えて!!令和３年度改正電子帳簿保存法（国税庁）
https://youtu.be/OBEmmleCTwk（説明動画）

◇特集

インボイス制度（国税庁）

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

みなと塩釜で生まれ育って100余年
仙台塩釜港と世界を結ぶ総合物流企業

本

社

〒985-0011 塩釜市貞山通３丁目１１番２８号
電話 022-361-1921（代表）FAX 022-361-1940
http://www.sanriku-unyu.com/

塩釜税務署からのお知らせ
事業者の方を対象に
「消費税のインボイス制度説明会」
を開催します。説明会は定員15名で、事前予約制です。
記
日 時 令和４年８月３１日㈬
時 間 ①１０：００～１２：００（課税事業者向け）
②１３：３０～１５：３０（免税事業者向け）
会 場 塩釜税務署３階会議室（塩竈市旭町17-15）
申込先 ①法人課税第一部門
（０２２-３６２-２１５３）
②個人課税第一部門
（０２２-３６２-２１５２）
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魚のほぐし身を使った新商品を開発しました

有限会社 阿 部 守 商 店
二代目

阿部久仁雄 さんより
おかげさまで、昨年、創業50周年を
迎えました。全国でも珍しい『白醤油魚漬』
を主力商品とし、全国発送しております。
創業半世紀の節目を機に、奈良の中川政七商店とタ
ッグを組み、新たなブランド『おさかなの素』を完
成させました。塩釜港の活性化・フードロスへの取
り組みとして、
『おさかなの美味しさを余すことな
く。』をコンセプトに開発した商品です。
干す・焼く・ほぐし身までを職人が手がけ、パッ
ケージ開封後すぐ食べられる仕様に。お茶漬けセッ
トや炊き込みご飯の素として、7月からオンライン

▲お使い物や大切な方へ
の贈り物としてご利用
ください

限定で販売を開始し、多くのメディアに取り上げら
れています。宮城塩竈の新たな名産として、ぜひご
賞味ください。
事業所名/有限会社 阿部守商店
住
所/塩竈市清水沢2丁目26-13
電話番号/050-5329-5517
お求めは
営業時間/9：00～17：00
こちらから
定 休 日/日曜日
HP/https://abemamoru-shouten.com

「どんどん焼き」のデリバリーも強化中です！

代表

守谷知子 さんより
７月でオープンから

丸２年を迎えた、軽食
と喫茶の「塩竈キッチ
ン花」です。今思えば、
あのコロナ禍でよくオ
ープンしたと自分でも思いますが、沢山の出会いに
感謝しつつ毎日営業しております。
初めはテイクアウト専門店を考えていましたが、
塩竈の皆さまの憩いの場として貢献出来ればと、店
内飲食の出来る形にしました。テイクアウトはもち
ろん、最近はデリバリーにも力を入れています。
メニューは、山形のソウルフードと言われる「ど
んどん焼き」
。お好み焼きよりも
“もちもちふわふわ”
した新感覚の『粉物好き』にはたまらない逸品です。
各宗葬儀施行・仏壇・仏具・生花

株式
会社

塩釡市桜ヶ丘2-27
TEL 022-366-4141
●白寿殿
●白寿殿
●白寿殿
●白寿殿

塩 釜
多賀城
利 府
七ヶ浜

●白寿殿 岩 切
●白寿殿 石 巻
●白寿殿 利府駅前
●白寿殿 松 島
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▲職人が丁寧に骨を取り除いて
いますので、安心してお召し
上がりいただけます

デリバリー
各社対応
しています

他には、塩釜仲卸市場厳選の食材を使った「塩竈藻
塩海鮮やきそば」に「まぐろの唐揚げ」
。また、商
工会議所イチオシの「みなと塩釜海保カレー
（３種）
」
も好評です。ぜひ一度ご来店ください、お待ちして
います。 各種SNS
やってます

お得情報や
クーポン発信中です、
ぜひフォローして
ください
事業所名/塩竈キッチン花
住
所/宮城県竈市海岸通4-9
ＪＲ仙石線本塩釜駅
（神社口）
から徒歩1分
（駐車場はHPでご確認ください）
はなはな
電話番号/TEL：090-8618-8787
営業時間/店内飲食
月～金11:30～15:00(lo14:30)
土日祝11:30～20:00(lo19:30)
テイクアウト
月～日11:30～20:00(lo19:30)
HP
定 休 日/木曜日

第２回は

『Googleビジネスプロフィール』です。

●相談内容

シリーズ おしえて！

「ちょっと、会議所さぁーんっ」

「誤った店舗情報が広まっている
のはなぜだろう？」

Ｑ

店主

うちは、長年出前をしているけど、最
近「出前はやっていないんですね？」
と
聞かれることが多くなった。営業時間の問
い合わせも増えた。新しい広報活動もし
ていないのに、なぜだろう？

Ａ

それは、
インターネット上で誤った店舗情
報が広まっている可能性が考えられま
す 。店 舗 情 報 検 索 で 最も利 用 者 が 多 い
『Google Map』
で、
お店の名前を検索して
みました。問い合わせの内容と同じ、間違った
情報が掲載されていました。これが原因と思
われます。

●原

因

『Google Map』上の店舗情報に誤りがあ
った。これは『Google Map』
に掲載され
る店舗情報は、来店者などの情報を基に、
自動形成されているため。

●対

店主
『Googleビジネスプロフィール』
の情報を管理してからは、間違った
問い合わせもなくなったよ。最近は、
新しいお客さんも増えた気がする。ありが
とう。

●解

決

インターネット上の情報を正しく管理すること
で、間違った情報によるトラブルを防ぐことが
できます。さらに、新たな顧客層の獲得や知名
度向上にも繋がります。

●今回のまとめ
・誤った情報が広まっていると感じたときは、イ
ンターネット上の情報も確認してみる。
・
『Googleビジネスプロフィール 』を活用する
ことで正しい情報を発信し、今後の集客にも効
果が見込める。
塩釜商工会議所では…
支援策１…専門家派遣事業による無料相談
（※活用には、一定の条件があります。）
支援策２…WEBセミナーでの自主学習
当所HPから視聴が可能です。

策

『Googleビジネスプロフィール 』に登録し
て、
『 Google Map』
に掲載される情報の管
理を行いましょう
※Googleビジネスプロフィールとは自社の
店舗の情報を登録でき、かつGoogle検索
Googleマップでその情報を表示させること
ができる無料ツール

さらに…
当所では、『Googleビジネスプロフィー
ル』の登録や活用に関する講習会の開催
を予定しています。決まりしだい、会報
やチラシ等で、お知らせします。

問塩釜商工会議所
■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

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367-5111）
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本年は塩釜商工会議所役員・議員改選の年です
当所の現在の役員・議員の皆さまは、本年10月
31日をもって、３年の任期が満了となります。こ
のため９月から次期の役員・議員の改選手続きを開
始します。

◆議員は商工業者の代表です

商工会議所の議員は、会員の中から、会員の代表
として選ばれます。選ばれた議員は、商工会議所の
最高意思決定機関である議員総会を構成し、その意
見を事業に反映させる重要な役割を担っています。
議員選任は、１号・２号・３号と３つに区分して行
われ、様々な業種からバランスのとれた構成となる
よう選出します。

●１号議員･････定数46名
会員や特定商工業者の投票により、会員のう
ちから選挙によって選ばれます
●２号議員･････定数31名
業種によって分けられた８部会の中から選出
され、各部会において決定されます
●３号議員･････定数13名
会頭が、常議員会の同意を得て会員の中から
選任します

◆役員は臨時議員総会で選任されます

１号から３号までの全議員が決定後、役員選任の
ため臨時議員総会を開催し、会頭以下の役員が選任
されます
●会頭１名 ●副会頭４名以内 ●専務理事１名
●常議員30名 ●監事３名

役員・議員選挙選任日程
日

程

備

実施事項

令和４年8月22日 １号議員選挙人名簿縦覧の公示

考

選挙人名簿の縦覧期間を公示します

9月2日～3日 １号議員選挙人名簿縦覧

選挙人名簿を縦覧することが出来ます

9月9日

確定日までに会費を納入しない場合、選挙権を有しません

１号議員選挙人名簿確定日

9月9日～21日 ２号議員選任（各部会の開催）

選挙日の10日前までに、各部会を開催し、選任します

１号議員選挙公示

選挙の日時・場所・１号議員定数を公示します

１号議員立候補届受付

選挙公示と同時に立候補届の受付を開始します

９月28日

１号議員立候補届受付締切

選挙日10日前17時までに届け出をします

10月８日

１号議員選挙

立候補者が定数を超えない時は、選挙を行わず、立候補者をもって当選人とします

10月18日

３号議員選任（常議員会）

会頭が常議員会の同意を得て選任します

11月１日

役員の選任（臨時議員総会）

臨時議員総会にて役員の選任をします

9月10日

あとがき

株式会社
本

工陽社

社／〒985-0021 宮 城 県 塩 釜 市 尾 島 町 8 － 5
TEL022-365-1151 FAX022-364-9965
E-mail:koyosha@post.tinet-i.ne.jp
URL:http://www.kohyohsha.com/
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く ろ さ わ 脳 外 科
画像診断クリニック
脳MRI・全身CT

◎ 物忘れ外来（予約制）
予約専用
ダイヤル

会員の皆様は割引料金です
抗菌、
抗ウイルス効果の
「光触媒コーティング」
で安心です。
お問合せ

当所総務課（367）5111

出光興産株式会社特約店

最新設備完備

◎ 第２、第４日曜診療（新患、予約のみ）

◎ 低線量CT、高性能MRI健診
（脳、肺がん、全身－10,000円より）

８月、夏本番、毎日暑いですね。各地で夏祭り
やイベントが復活しだし、人の動きが活発になっ
てきました。今後さらに、コロナ対策と暑さ対策を徹底し
ながら、この流れを止めないようにしていきたいですね。
（島津伴子）

院長
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