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　９月17日と18日、マリンゲート塩釜特設会場で、当
所青年部が「しおがま元気ＵＰ２days」を開催しました。
　このイベントは塩竈市の補助事業に採択されたもので、
昨年、有志団体で開催しましたが、今年度からは正式に
青年部主催の事業として運営しました。
　会場には働く車の展示、飲食ブース、駄菓子屋などの
ちびっこ広場が並びました。
　市内公共施設などを中心に周知し、２日間で延べ
3,000人が来場しました。秋空の下、笑顔満開の親子連
れが多く見られました。
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青年部で
元気UPイベントを開催

▲来場者からは「親子で楽しめるイベント
　は数少ないから楽しみにしてました。
　来年もまた来たいです」
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パチリ 元気UP元気UP2days2daysしおがましおがま
今年も開催された「しおがま元気UP2days」。ここでは当日の様子をご紹介します。

　コロナ禍で外出制限など、我慢を強いられて
いる子どもたちや、市民の皆さまに少しでも笑
顔と元気を届けられるように企画しました。来
場された皆さま、ありがとうございました。
　青年部では今後も、春の「市民まつり」、夏の
「みなと祭縁日広場」、秋の「元気ＵＰ２ｄａｙｓ」
と、市民に喜ばれ、親しまれるイベントを開催
し、活気あふれる塩竈を目指していきます。

本 間　 良    実行委員長より
（本間商工㈱代表取締役）

▲丸文松島汽船様のご協力でワンコイン
　クルーズを企画していただきました
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▲将来はこれに乗って
　仕事をするかもね！
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▲放水体験。
 「遠くまで水が飛んだよ！」
　パパも撮影に必死です
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「しゅっぱーつ、進行！」
▲汽笛とともに
「しゅっぱーつ、進行！」

▲昔はこうやって
　切符を切ってたんだよ
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18日限定 ミニSLが来たよ！ミニSLが来たよ！
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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

部     会
つうしん
部     会
つうしん

２号議員を選任
 塩竈市への要望や、今後の各部会事業についても協議

　当所の現在の役員、議員の任期は本年10月末に満了となります。そのため新役員、議員の選任をすすめて
おります。９月中旬に各部会を開催し、２号議員について選任いただきました。お名前は次号でご報告をしま
す。なお、塩竈市への要望内容等についての協議は以下のとおりです。

理財部会
　９月９日、理財部会

（部会長 三瓶淳也 ㈱七
十七銀行塩釜支店長）
を開催し、11名が出
席しました。
　塩竈市に対する要望
では、「利子補給制度
の創設」「保証料の全
額補給」について、継
続的に要望していくことになりました。
　また、３年ぶりとなる『共同講演会』（第42回）
については、戸邉千広東北経済産業局長を講師
に依頼することとし、11月に開催することにな
りました。

　９月13日に15名の部会員の出席のもと、観
光・サービス部会（部会長 佐藤昭夫 丸文松島汽船
㈱代表取締役社長）を開催しました。
　意見交換では「コロナ下、観光・サービス業
は大変厳しい状況にある」、「今後は観光都市と
しての基盤整備を進めるべきである」などの意
見が出されました。塩竈市への要望では、「子育
て世帯の誘致や定住人口の確保」、「町の賑わい

の再生による商業の
振興」、「観光地の
基盤施設である無料
駐車場の整備」、「マ
リンゲート周辺の道
路整備」などを求め
ていくこととなりま
した。

　９月12日、水産加工部会（部会長 阿部善久 ㈱
阿部善商店代表取締役社長）、水産市場関連部会

（部会長 坂本和正 ㈿塩釜水産物仲卸市場理事長）
の合同部会を開催、14名が出席しました。
　協議では「ウクライナ情勢や円安の影響により、
輸入水産物の調達環境が非常に厳しい」「物価高
に加え、公共料金などの値上げも経営を圧迫して
いる」などの意見が出されました。これらの意見
をもとに、原材料の調達コストや公共料金等に対
する支援について、
要望することになり
ました。
　また、コロナ禍に
よって中止していた
展示商談会の開催に
ついて、意見交換を
しました。

水産加工部会・水産市場関連部会

観光・サービス部会

　９月14日、工業・建設部会（部会長 近藤大輔 
東北電力ネットワーク㈱塩釜電力センター所長）
を開催し、17名が出席しました。
　塩竈市への要望では、「地元企業の受注拡大」
や、「都市計画道路の早期整備」などについて、
継続的に要望していくことになりました。
　また、「市
からの回答内
容を精査し、
次の要望に活
かすべきであ
る」との意見
もありました。

工業・建設部会

▲市内の渋滞緩和を引き続き要望
　していきます

▲令和元年開催の田崎史郎氏
　共同講演会

▲原材料等の価格高騰に対する
　支援要望について意見が出さ
　れました

▲地域資源勉強会などで塩竈の
　歴史を確認し、広く発信して
　いきます
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運輸・港湾部会
　９月14日、当所で運輸・港湾部会（部会長 鈴木
哲郎 塩釜港船舶給水㈱代表取締役）を開催し、10
名が出席しました。
　塩竈市への要望については、「インセンティブ
の継続と適用範囲の拡充」、「-９ｍの水深確保」、

「港奥部の整備と供用開始後の利活用」などにつ
いて、要望していくことになりました。また、

「港湾整備は塩竈市だけで進めることはむずかし
いが、継続して要
望していくことが
重要」との意見も
出され、今後もさ
まざまな機会を活
用して、意見を発
信していくことと
なりました。

　９月20日、専門サービス部会（部会長 大場喜
蔵 塩釜青色申告会）を開催し、６名が出席しま
した。塩竈市への要望では「人口減少対策のカギ
は児童生徒の学力向上。教育環境の整備が定住人
口の確保につながる。子育て世代にとっての魅力
を作り出し、広く発信することが大切」との意見
が出され、継続して要望することになりました。
また、部会の活
動として、アフ
ターコロナを見
据え、セミナー
の拡充も図って
いくことで一致
しました。

　９月15日に商
業部会（部会長 
佐浦俊一郎 塩釜
市商業協同組合
理事長）を開催
し、12名が出席
しました。
　塩竈の特色を
踏まえた商業振
興策やキャッシュレス決済の取り扱い等について、
意見交換をしました。また、塩竈市へは、継続し
て割増商品券事業の実施、文具等事務用品の地元
企業への受注拡大、商店街への回遊性向上に向け
た駐車場整備などを要望することとなりました。

商業部会

専門サービス部会

部会つうしん部会つうしん

▲北浜護岸整備の早期完了も喫緊
　の課題です

▲確定申告相談を通して、インボイス
　制度の周知に努めていきます

▲地域活性化のため、引き続き
　商品券事業の継続を要望して
　いきます

皆さんの経営をサポートします！

エキスパートバンクをご活用ください
各分野の専門家がさまざまな課題解決に向けてアドバイスします。
〇費用は無料
〇塩竈市内の小規模事業者の方が対象

お問い合わせ・お申込みはお気軽にどうぞ
□問 塩釜商工会議所　相談課

例えば
こんな時…

・労務管理を見直したい
・レシピを開発したい
・経営ビジョンを作りたい
・製造工程を見直したい　など

利用の
流れは

こちら…

小規模事業者 会議所 エキスパート

専門家は中小企業診断士や
WEBデザイナー、
フードコーディネーターなど

問合せ
申し込み

派遣依頼

面談・訪問アドバイス

・従業員20人以下（商業・サービス業は5人以下）の法人・
　個人事業主　※家族従業員、パートアルバイト、法人の役員を除く



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）

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（10月
21日㈮申込締切）です。

記
日　時　令和４年10月26日㈬
時　間　①１０：００～１２：００（免税事業者向け）
　　　　②１３：３０～１５：３０（課税事業者向け）
会　場　塩釜税務署３階会議室（塩竈市旭町17-15）
申込先　①免税事業者の方向け
　　　　　個人課税第一部門（０２２-３６２-２１５2）
　　　　②課税事業者の方向け
　　　　　法人課税第一部門（０２２-３６２-２１５3）

宮城県最低賃金の改正について
　宮城県内の事業場で働くすべての労働者（臨時、
パート、アルバイト等を含む）に適用される宮城県
最低賃金は、下記のとおり改正されます。

次に掲げる賃金は、最低賃金の計算に含まれません。
○精皆勤手当 ○通勤手当 ○家族手当 ○賞与等 
○時間外・休日・深夜手当

時間額

883円
効力発生日

令和４年10月１日

宮城労働局賃金室（☎022-299-8841）又は各労働基準監督署問合せ

塩釜の統計資料
人　　口

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

Ｒ4.8月
25,297 27,400 52,697 23,996

（内、外国人159人）（内、外国人397人）（内、外国人556人）
R3.8月 25,536 27,652 53,188 23,904
比  （％） 99.1% 99.1% 99.1% 100.4%

塩竈市市民総務部 ・前月に比べ人口は23人の減少、 
世帯数は14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
R4.8月 130 269 422 (15) 844,046 (32,955)
R3.8月 112 321 557 (28) 628,265 (49,873)
比  （％） 116.1% 83.8% 75.8% 134.3%

累計
（R4.1月～） 923 2,246 5,491 (1,381) 5,919,974 (865,186)
前年同期間
（R3.1月～） 870 2,630 7,809 (1,154) 4,283,840 (808,480)
累計比（％） 106.1% 85.4% 70.3% 138.2%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、隻数は18隻の増、 
数量は135ｔの減、金額215,781千円の増となった。

・前年同月（R3.8月）との比較では、 
マリンゲートは16,400人の増、魚市場は647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
R4.8月 640,493 22,178 20,661
R3.8月 623,907 21,851 20,126
比  （％） 102.7% 101.5% 102.7%

塩竈市水道部 ・8月19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
R4.8月 68,100 1,275 
R3.8月 51,700 628 
比（％） 131.7% 203.0%

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
R4.8月 17,896
R3.8月 6,298
比　（％） 284.2%

累    計(R4.1月～ ) 76,693
前年同期間(R3.1月～ ) 23,948

累計比　（％） 320.2%
丸文松島汽船(株)・前年同月（R3.8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、11,598人の増となった。

・新規求職者人数は65人の減、 
新規求人数は119人の減となった。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 Ｒ４年７月          　　　　   　　　  （　）内は前月の数値（単位：人）

求　職
新 規 求 職 者 数 548 (613)
月間有効求職者数 2,814 (2,953)

求　人
新 規 求 人 数 695 (814)
月 間 有 効 求 人 数 2,159 (2,231)

就　職 就 職 件 数 178 (183)
ハローワーク塩釜
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運輸・港湾部会
　９月14日、当所で運輸・港湾部会（部会長 鈴木
哲郎 塩釜港船舶給水㈱代表取締役）を開催し、10
名が出席しました。
　塩竈市への要望については、「インセンティブ
の継続と適用範囲の拡充」、「-９ｍの水深確保」、

「港奥部の整備と供用開始後の利活用」などにつ
いて、要望していくことになりました。また、

「港湾整備は塩竈市だけで進めることはむずかし
いが、継続して要
望していくことが
重要」との意見も
出され、今後もさ
まざまな機会を活
用して、意見を発
信していくことと
なりました。

　９月20日、専門サービス部会（部会長 大場喜
蔵 塩釜青色申告会）を開催し、６名が出席しま
した。塩竈市への要望では「人口減少対策のカギ
は児童生徒の学力向上。教育環境の整備が定住人
口の確保につながる。子育て世代にとっての魅力
を作り出し、広く発信することが大切」との意見
が出され、継続して要望することになりました。
また、部会の活
動として、アフ
ターコロナを見
据え、セミナー
の拡充も図って
いくことで一致
しました。

　９月15日に商
業部会（部会長 
佐浦俊一郎 塩釜
市商業協同組合
理事長）を開催
し、12名が出席
しました。
　塩竈の特色を
踏まえた商業振
興策やキャッシュレス決済の取り扱い等について、
意見交換をしました。また、塩竈市へは、継続し
て割増商品券事業の実施、文具等事務用品の地元
企業への受注拡大、商店街への回遊性向上に向け
た駐車場整備などを要望することとなりました。

商業部会

専門サービス部会

部会つうしん部会つうしん

▲北浜護岸整備の早期完了も喫緊
　の課題です

▲確定申告相談を通して、インボイス
　制度の周知に努めていきます

▲地域活性化のため、引き続き
　商品券事業の継続を要望して
　いきます

皆さんの経営をサポートします！

エキスパートバンクをご活用ください
各分野の専門家がさまざまな課題解決に向けてアドバイスします。
〇費用は無料
〇塩竈市内の小規模事業者の方が対象

お問い合わせ・お申込みはお気軽にどうぞ
□問 塩釜商工会議所　相談課

例えば
こんな時…

・労務管理を見直したい
・レシピを開発したい
・経営ビジョンを作りたい
・製造工程を見直したい　など

利用の
流れは

こちら…

小規模事業者 会議所 エキスパート

専門家は中小企業診断士や
WEBデザイナー、
フードコーディネーターなど

問合せ
申し込み

派遣依頼

面談・訪問アドバイス

・従業員20人以下（商業・サービス業は5人以下）の法人・
　個人事業主　※家族従業員、パートアルバイト、法人の役員を除く



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
Ｈ
Ｐ
版 電話 022-362-2567

FAX 022-367-6163

〒985-0052  塩釜市本町７番17号（お釜社トナリ）

御 料 理・仕 出 し・折 詰
お弁当・各種オードブル

http://www.suzuchu.com
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

　元気ＵＰ２ｄａｙｓの個人的メインは、やはりミニ
ＳＬ。車両の構造をお伺いしたら、本物のＳＬと変
わらないとのこと。また、切符の切り方も国鉄時代

のままのため、今の子どもたちはキョトン。「鬼滅の刃の無
限列車と同じだよ」の一言で、子どもたちが笑顔になったこ
とが印象的でした。　　　　　　　　　　　　（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 10月19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  10月11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  10月20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 10月13日㈭・27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  10月21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。

青年部が
設立40周年記念の
講演を開催します

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

　11月８日、当所青年部が設立40周
年を記念した、カフェ・カンパニー㈱ 
代表取締役社長の楠本修二郎氏による記念講演を予
定しています。
　同社は飲食店の企画運営や、商業施設等のプロデ
ュースに取り組んでおり、多賀城市立図書館の飲食
店も運営しています。当日は同社が目指す「食を通
じた地域コミュニティの創造」についてご講演いた
だきます。
　市民の皆さまも参加いただけます。詳細は決まり
次第、青年部のＨＰ等でご案内します。
　なお青年部は、1983年（昭和58年）に、設立され
ました。

日時　令和４年11月８日㈫ 15:30から
場所　壱番館内　遊ホール（塩竈市本町１－１）

            ※開始時刻は変更となる場合がございます

▲講師の
　楠本修二郎氏

（6）塩釜商工会議所ニュース 2022.10.1

事業所名 代表者 事業内容

居酒屋 幟（のぼり） 宮澤　裕介 飲食業（居酒屋）

ｋｏＡ 長南　敏朗 自動車整備業

永澤電気管理事務所 永澤　健司 高圧電気設備点検業務

※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９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！


