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　８月４日、マリンゲート塩釜で当所８部会合同企画に
よる『第６次塩竈市長期総合計画に関する説明会』を
開催しました。当日は、各部会から45名が出席しまし
た。
　長期総合計画は、今年４月からスタートし、今後10
年間の市政運営の指針となるもので、塩竈市が目指す
まちづくりの方向性が示されています。今回は市の担
当である総務部木皿重之政策課長から、まちづくりの
目標と、その達成に向けた主な取り組みなどについて、
説明をいただきました。
　木皿課長からは「目指す都市像は“海と社に育まれ
る楽しい塩釜”です。また少子高齢化が進む中、10年

後の目標人口を50,000人と設定し、少子化対策や福
祉の充実、活力ある産業づくり、観光交流による賑わ
いづくりなど、8分野からなるまちづくりの目標を定め
ています。今後はその達成に向け、各種施策を展開し
てまいります」と説明がありました。
　出席者からは、「少子化は大きな課題。解決策の一
つは児童生徒の学力向上と考える。市を挙げて取り組
んで欲しい」、「門前町という、当地最大の地域資源の
活用を進めていただきたい」、「塩釜港区と仙台港区
の役割分担は長年の課題。塩釜港区の活用は市勢を
左右する問題。インセンティブなど、具体的に展開すべ
き」などの質疑、要望がありました。

市の長期総合計画を学びました市の長期総合計画を学びました
８部会合同で８部会合同で
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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）

　８月９日、マリンゲート塩釜で「経理業務効率ア
ップセミナー」を開催しました。講師はナレッジフ
ォース・パートナーズ代表藤原敬行氏で、新型コロ
ナ対策のため、オンラインでのセミナーとなりまし
た。当所会員９名が出席し、クラウド会計導入によ
る経理業務の効率アップとＩＴ導入補助金について
学びました。
　セミナーでは、「日本の労働生産性がＯＥＣＤ38
か国中23位と平均以下であること」、「生産性向上
には業務のＩＴ化が有効であること」、「インボイス
制度の導入には、クラウド会計などのデジタル技術
を活用した方が便利であり、条件を満たせばＩＴ導
入補助金が活用できる」などの説明がありました。
　また、「今後、アナログな業務はデジタル世代に
避けられる事態が予想されます。国は制度改正等で

デジタル化社会の実現を図り、補助金等で皆さんの
デジタル活用を応援しているなど、デジタル活用を
否定する理由は日に日に少なくなっています。ぜひ
積極的にデジタルの活用をご検討ください。」と呼
びかけました。

　８月10日、当所中小企業相談所と（公社）塩釜法
人会の共催で、管理職・幹部候補キャリアアップセ
ミナーを開催しました。講師は経営者の育成やマー
ケティングで活躍している福永雅文氏で、15名が
受講しました。

　講座では、“経営者の右腕ナンバー２のつくり方
となり方”と題して日本史上の成功と失敗例の観点
から『社内・組織に求められる補佐役、参謀役、後
継者の違いについて』、『幹部候補に求められるこ
と』を丁寧に解説いただきました。
　福永氏からは、「トップは決定と結果責任を担う。
ナンバー２の参謀役は助言、補佐役は実行を担当。
豊臣家で言えば、弟の秀長が補佐役、黒田官兵衛が
参謀役。秀長の死により、豊臣家は勢いを失ってい
った」、さらに「幹部の仕事は部下を育て、活かし、
チームパワーを発揮して組織目標を達成すること」
などの話しがありました。
　受講者からは「歴史から学ぶ戦略的思考がとても
参考になりました」、「講師の話も分かりやすく、
楽しく参加できました」などの感想がありました。

▲「インボイス制度の導入を早めに検討してほしい」と話す
講師の藤原敬行氏（写真右上）

▲「ナンバー2こそが実質上、 組織の柱」と話す講師の
福永雅文氏（写真右上）

経理業務効率アップセミナーを開催

＜クラウド会計とは＞
インターネットを使用できる環境と端末があれば、いつでも、
どこでも会計処理を行うことができる会計システム

デジタル時代の生産性向上を事例で説明デジタル時代の生産性向上を事例で説明

オンラインで夏期セミナー
－経営者の右腕のつくり方・なり方－

ふじわらたかゆき

福永氏の講座は当所『WEBセミナー』で２０本以上の
専門コンテンツがあり、ご視聴いただけます。
https://www.esod－
neo.com/intro/cci/shiogamacci.html
　→ログインＩＤ「ｋ2024」
パスワード「5111」の入力が必要です。
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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

　平素は、特定退職金共済制度をご利用いただき御礼申し上げます。
　今月上旬、代表者様宛に上記制度の「積立金一覧表」を送付いたしますので、ご確認願います。
　この制度は、従業員の退職金制度で、毎月定額の掛金を支払い将来の退職金を計画的に準備できます。
退職金の積み立てで、従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
　今後とも、会員事業所の皆様のお役に立てるよう運営いたしますので、引き続きご愛顧くださいます
よう、お願い申し上げます。

特定退職金共済制度
共済契約者（事業所）の皆様へ　 「積立金一覧表」 を送付します

【お問合せ】塩釜商工会議所　総務課　TEL：022-367-5111
【委託保険会社】アクサ生命保険株式会社

新型コロナウイルス感染症関連支援情報

　塩竈市では、新型コロナウィルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた市内事業者が、
従業員の雇用維持を図るために雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士等に依頼した費用を助成します。

市 令和４年度塩竈市雇用調整助成金申請支援助成金

【問い合わせ先】塩竈市産業建設部商工観光課「塩竈市雇用調整助成金申請支援助成金」担当
　　　　　　　  電話　０２２－３６４－１１２４　　ＦＡＸ０２２－３６４－１１６９

助成対象者
以下の要件をすべて満たす事業者が対象になります。
①市内に本社または主たる事業所を有する事業者（大企業、みなし大企業を除く）
②新型コロナウィルス感染症の影響により実施した休業等について、雇用調整助成金等の申請を社会保険労務
士等に依頼し、その費用を払っていること
③趣旨を同じくする他の助成金または補助金の交付を受けていないこと（令和３年度実施「塩竈市雇用調整助
成金申請支援助成金」の受給者は申請できます）
※その他、対象要件がございます。詳しくは申請要領をご確認ください。

助  成  額
１事業所あたり６万円を上限とします。
※１事業所につき１回限り（令和３年度実施の「塩竈市雇用調整助成金申請支援助成金」の申請を行った事業
者であっても、１回限り申請できます）
※対象経費の合計が６万円に満たない場合、その金額が交付申請額（助成率10/10）となります。

対象経費
令和４年３月１日以降に雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士等に依頼することに要した費用の一切（消
費税および地方消費税に相当する額を除く）
※社会保険労務士等に依頼した日が基準日以降である必要があります。
※対象経費は令和４年３月１日まで遡及することができます。
※顧問契約料は助成対象経費に含まれません。

申請方法　　郵送による申請受付
申請期間　　令和４年７月１日㈮～令和５年２月28日㈫
※詳しくは『令和４年度塩竈市雇用調整助成金申請支援助成金　申請要領』をご覧ください。
※申請要領および申請書等は、塩竈市役所壱番館庁舎２階商工観光課窓口で取得できるほか、市のホームペー
ジからダウンロードすることができます。
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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 ���-���-����
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アクサ生命保険㈱
仙台営業所塩釜分室

福利厚生の充実や
経営安定のための
各種共済・福祉制
度をご紹介します。
健康経営のご相談
にも応じています。

中小企業の経営者、人事・労務担当の皆さま

「健康経営」を始めませんか？

■従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。
■従業員と一緒に健康の維持や増進に取り組むことで会社の活性化やイメージ、業績を向上
させていく取り組みです。

　健康経営優良法人認定制度とは、優良な健康経営を実践している企業等を「健康経営優良
法人」として顕彰する制度です。経済産業省が制度を設計し、日本健康会議が認定します。
この認定をうけることで、以下のメリットがあります。
　１．社内での健康意識が向上する。　　　２．企業イメージが向上する。
　３．様々な優遇措置が受けられる。
　　（①金融機関での融資優遇　②民間保険の保険料割引　③自治体建設工事入札加点評価）

「健康経営」とは？

健康経営優良法人認定制度

「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

営業所長
前川　雅澄

セールスマネージャー
伊藤　聡子

主　任
小野寺美智子 富倉真理子

高橋ちえ子 亀谷　仁美 後村優里花 沼田　実枝 名取　美恵



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９月28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）

塩釜の統計資料
人　　口

　　　　　　                                   　　　  （単位：人）
月    　      区分 男 女 計 世帯数

Ｒ4.7月
25,306 27,414 52,720 23,982

（内、外国人160人）（内、外国人393人）（内、外国人553人）
R3.7月 25,539 27,681 53,220 23,899
比  （％） 99.1% 99.0% 99.1% 100.3%

塩竈市市民総務部 ・人口は前月に比べ41人の減少、 
世帯数は12世帯増加した。 

魚市場水揚高
  （　）内は貨物の搬入分　（単位：ｔ， 千円）

月    　      区分 隻　数 貨物台数 数　　量 金　　　額
R4.7月 124 339 1,147 (320) 1,085,239 (199,290)
R3.7月 121 389 872 (30) 676,295 (49,830)
比  （％） 102.5% 87.1% 131.5% 160.5%

累計
（R4.1月～） 793 1,977 5,069 (1,366) 5,075,928 (832,231)
前年同期間
（R3.1月～） 758 2,309 7,252 (1,126) 3,655,575 (758,607)
累計比（％） 104.6% 85.6% 69.9% 138.9%

塩竈市魚市場管理事務所・隻数は前年同月と比べ3隻の増、 
数量は275ｔの増、金額は408,944千円の増となった。

・前年同月（R3.7月）との比較では、 
マリンゲートは56,600人の増、魚市場は590人の増となった。

水道配水量
 （単位：㎥）

月    　      区分 1 ヵ月 1日の最大配水量 1日平均
R4.7月 640,633 22,087 20,666
R3.7月 625,657 22,208 20,182
比  （％） 102.4% 99.5% 102.4%

塩竈市水道部 ・7月4日に最大となっている。

市内主要観光施設等入込数
  （単位：人）

マリンゲート塩釜 塩竈市魚市場
R4.7月 106,000 1,494 
R3.7月 49,400 904 
比（％） 214.6% 165.3%

塩竈市観光交流課・水産振興課

観光客乗船数
  （単位：人）

月                  　　　　区分 乗　　船　　数
R4.7月 12,505
R3.7月 6,574
比　（％） 190.2%

累    計(R4.1月～ ) 58,797
前年同期間(R3.1月～ ) 17,650

累計比　（％） 333.1%
丸文松島汽船(株)・前年同月（R3.7月）との比較では、新型コロナによる 

行動制限が緩和されたため、5,931人の増となった。

・新規求職者人数は15人の減、 
新規求人者人数の増減はなかった。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 Ｒ４年６月          　　　　   　　　  （　）内は前月の数値（単位：人）

求　職
新 規 求 職 者 数 613 (628)
月間有効求職者数 2,953 (3,046)

求　人
新 規 求 人 数 814 (814)
月 間 有 効 求 人 数 2,231 (2,085)

就　職 就 職 件 数 183 (199)
ハローワーク塩釜
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セールスマネージャー
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事業所名 代表者 事業内容
㈱インスメタル 小川　賢一 鋼材の加工及び販売
スナック 眉 鈴木　邦子 スナック
髙橋建業 髙橋　達哉 屋根、外壁塗装、リフォーム
千葉商事 千葉　和美 飲食販売
ヘアーサロン　ライフ 小幡　純也 理容業
㈱みらい総合福祉 久保映美子 障がい者福祉
㈲ユタカ商事 斎藤　　宏 コンビニエンスストア

※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5～7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！



阿部勘酒造株式会社
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・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
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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

　夏の甲子園での優勝による「深紅の大旗」が東北の地
に初の快挙です。あの１本は、優勝の夢破れた東北勢の
100年以上の想いが、甲子園球場の名物の浜風（ライトか

らレフトへ吹く風）となり、フェンスを超させたのだと感じました。全国
制覇、本当におめでとうございます。感動しました。　（伊賀光広）

あとがき

申し込み：塩釜商工会議所（相談課）367-5111

日時 9月7日㈬・21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

日時  9月13日㈫
 　　 午後1時30分～
 　　 午後4時30分

知的財産に関する
相談会

知的財産に関する疑問や
課題をご相談ください

事 業 継 承
個別相談会

日時  9月15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 9月8日㈭・22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。 日時  9月27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。

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。

事業所名  阿部勘酒造㈱
加入者名  鈴木　祥  様
令和４年５月に皐太くんが
誕生しました。

こう た

祝
赤ちゃん
誕生！

祝
赤ちゃん
誕生！事業所名  ㈱栄電業

加入者名  鈴木  竜矢 様
令和４年５月に絃葉ちゃん
が誕生しました。

いと は

お子様のお名前
 　　　菫ちゃん

すみれ

事業所名  日野工業㈱
加入者名  今野和佳子 様
婚姻年月   令和４年３月

祝
小学校
ご入学！

祝
小学校
ご入学！

事業所名  ㈱佐々留商店
加入者名
  佐々木恒芳 様

祝
ご結婚！
祝

ご結婚！

緊急
告知『塩竈元気ＵＰ２ｄａｙｓ』

を開催します！
『塩竈元気ＵＰ２ｄａｙｓ』

を開催します！
　当所青年部が昨年に続き『塩竈元気ＵＰ２days』
を開催します。春の「市民まつり」、夏の「みなと
祭縁日広場」に続く、秋の子ども向けイベントと
して塩竈を熱く盛り上げます。皆様のご来場、心
よりお待ちしております。

◎日　時　９月17日㈯、18日㈰
               11:00～15:00
◎場　所　マリンゲート塩釜バス駐車場
※会場には駐車場がございませんので、公共交通

機関をご利用ください。
問い合わせ先

塩竈元気ＵＰ２ｄａｙｓ 実行委員会 （塩釜商工会議所内）
０２２－３６７－５１１１

（6）塩釜商工会議所ニュース 2022.9.1


