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▲桑原会頭からは「地域を支える商工会議所の使命の重要性を改めて認識し、皆様とともにこの難局を乗り越え、
地方創生を成し遂げてまいります」とのあいさつがありました
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　11月１日、ホテルグランドパレス塩釜で臨時議
員総会を開催し、任期満了に伴う会頭、副会頭等の
選任を行いました。出席者は51名、委任状提出者
は38名でした。
　新役員の任期は11月１日から３年間で、会頭には
桑原茂会頭が再任されました。桑原会頭は「“会員
と共に、地域と共に、未来を創る”を新たなスロー
ガンとし、地域経済の発展に全力を傾注してまいり
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ガンとし、地域経済の発展に全力を傾注してまいり

ます」と決意を述べました。
　また、副会頭には菅原周二氏、水野暢大氏、宮﨑
剛氏がそれぞれ再任され、三浦一泰専務理事も同じ
く再任となりました。常議員と監事の選任では、議
長一任を受け、桑原会頭が常議員30名、監事３名
を推薦し、選任されました。
　なお、次頁に役員・議員の皆さまのお名前を掲載
しています。
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　佐　藤　仁一郎　㈱ ご ん き や　 代表取締役会長
　佐　藤　良　典　宮城マリンサービス㈱　 取締役会長
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　村　松　友　司　㈱テクノムラマツ　 代表取締役会長
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㈲カネタ須藤商店
カメイ物流サービス㈱
（医）菅野愛生会緑ヶ丘病院
㈱北日本銀行塩釜支店
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拓洋商事㈱
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㈱千賀の浦
長南マイクロパーツ㈱
㈲土井精菓
東北電力㈱仙台北営業所
㈱直江商店
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㈱丸勝会館
丸文松島汽船㈱
宮城ケーブルテレビ㈱
㈱明豊
㈱八百大
㈲八百照
ヤットハチ鈴木水産㈱
㈱矢部園茶舗
㈲ヤマコ武田商店
㈱YAMATO
㈱ヤママサ
㈱ユアテック塩釜営業所
㈱ヨークベニマル塩釜北浜店
㈱横善商店
㈲利府環境クリーン

議　員

常議員

会　頭

副会頭

監　事

専務理事

新役員・議員の皆様　よろしくお願いいたします

新役員・議員の皆様 よろしくお願いいたします
（敬称略）



脳MRI・全身CT　　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）
◎ 物忘れ外来（予約制）

TEL 0120-055-018

塩釜市錦町6-32
ＪＲ仙石線西塩釜駅徒歩３分

予約専用
ダイヤル

院長　黒  沢  久  三

く ろ さ わ 脳 外 科
画像診断クリニック

第28回 「環境ゴミ問題」
作文・絵画コンクール作品展示会

　「ぼくのわたしのエコ」をテーマに、市内小学校４～
６年生が環境問題について考えた作品を展示します。

日　時　１１月１５日㈫～１１月２５日㈮
　　　　９:００～１８:００（最終日は１５:００）
場　所　マリンゲート塩釜　１階
主　催　塩釜商工会議所女性会
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問塩釜商工会議所

「ちょっと、会議所さぁーんっ」
おしえて！シリーズ

第     回は
『労働保険制度』です。
５ 

　　加入手続きについては、労働保険事務組合
　　（塩釜商工会議所内　367-5111）への委
託や、社会保険労務士への依頼により行うこと
ができます。

　　労災保険は、労働者が業務上または通勤途
　　中に負傷した場合に、治療費等に対する給
付や、社会復帰に向けた援助を行うものです。
ただし、近年はケガのみならず、業務遂行上に
おける罹患の給付申請も増えてきています。
　雇用保険は、労働者の方が失業した場合の生
活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促
進するために必要な給付を行うものです。

　労働保険（労災保険と雇用保険とを総称）
は、国が直接管掌する保険制度です。パート、
アルバイトであっても労働者を１人でも雇って
いる事業主は、労働保険に加入する義務があり
ます。ただし、雇用保険については、短時間労
働者（パート・アルバイト等）には、加入要件
があります。
・１週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上の雇用見込みがあること
　その他、法人の役員や同居の親族、高校・大
学に在学している者（昼間学生）等について
の取扱いは、お問合せください。

　　指導を受けたにもかかわらず、手続きを行
　　わなかった事業主に対しては、行政庁の職
権により加入手続きが行われ、労働保険料が決
定されます。その際は、遡って労働保険料が徴
収されるほか、併せて追徴金が徴収されます。
　また、未加入期間に業務災害や通勤災害が発
生し、労災保険給付が生じた場合、事業主は遡
って労働保険料を徴収（併せて追徴金）される
ほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は
一部を徴収されることになります。

※労働保険の加入手続きを行っていない事業
主の方は、速やかに、最寄りの労働基準監
督署又は公共職業安定所（ハローワーク）
にご相談ください。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

　　メリットは次の３点になります。

※特別加入には要件がありますので、お問合せください。

はい、それは
労働者を雇用する
事業主の義務です！⬇

Ｑ2 

Ｑ3 

Ｑ5 

Ｑ4 Ａ

商工会議所が、労働保険料の申告・納
付、および雇用保険の取得、離職手続き
などを事業主にかわっておこないます。

事業所は、労働保険料の額にかかわら
ず、分割（３回）納付ができます。

労災保険に加入することのできない事
業主や、家族従事者なども特別加入す
ることができます。

1

2

3

労働者を雇うことに
なりました。労働保
険は必ず加入しなけ
ればだめですか？

雇用
保険

労災
保険

労働保険
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各宗葬儀施行・仏壇・仏具・生花

塩釡市桜ヶ丘2-27
TEL 022-366-4141

●白寿殿　塩　釜
●白寿殿　多賀城
●白寿殿　利　府
●白寿殿　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

株 式
会 社

（4）塩釜商工会議所ニュース 2022.11.15

地域の企業の発展に貢献 ～表彰者の皆さま～
優良従業員表彰者 （順不同・敬称略）

創業・創立記念会員事業所顕彰

日本商工会議所  東北六県商工会議所連合会  役員・議員表彰

塩釜商工会議所マイスター顕彰

特　別　表　彰
宮城県知事賞
　キクニ㈱ 佐藤　寿高　　　　　　
塩竈市長賞 
　（税）阿部会計事務所 松田　和明　　　　　　
宮城県商工会議所連合会長賞 　
　㈱栄電業 佐藤　　勝　　　　　　

勤続30年以上
日商会頭、六県連会長、当所会頭連名表彰
　(税)阿部会計事務所 小岩　健也、松田　和明
　㈱栄電業 佐藤　　勝、山家　英治
　㈱塩釜地方卸売市場 平塚　眞一　　　　　　
　㈱白壽殿 大友　義雄、櫻井　路子
　キクニ㈱ 佐藤　寿高　　　　　　
　マルブン食品㈱ 岡本　則浩、高橋百合子
 松木　康惠　　　　　　
　宮城マリンサービス㈱ 阿部　博行、阿部　保男
 髙橋　正光、堀口　一仁

勤続20年以上
六県連会長、当所会頭連名表彰
　(税)阿部会計事務所 七海　静枝　　　　　　
　㈱阿部善商店 小野　雅弘、佐藤　辰也
 最上　昌俊　　　　　　
　㈱栄電業       鈴木　郁子、田中　　章
　㈱塩釜水産食品 赤間周一郎　　　　　　
　㈱白壽殿 菊池　　涼、太宰　誠一
　郷土料理味勘 眞山美智子　　　　　　

勤続10年以上
当所会頭表彰
　㈱阿部善商店 我妻　佑亮　　　　　　
　㈱エビテック 尾形　　静、藤原登母子
　キクニ㈱ 大友　脩也、佐藤　弘明
　郷土料理味勘 大浦あき子　　　　　　
　三恵商事㈱ 　　　　千葉翔太郎、早坂　健二
　　　　　 　　　 増子　　航　　　　　　
　㈱サンテック 小林　和恵　　　　　　
　三陸運輸㈱ 　　　 末永　祥基、千葉　真也
 　　　　　　　 門馬　　弘　　　　　　
　三陸輸送㈱ 　　　 市村　猛司、関谷　　司
 　　　　　　　 守屋　慎吾　　　　　　
　塩釜港船舶給水㈱ 黒川　寿博、早坂　博人
　㈱塩釜水産食品 垣﨑　友美、加藤　瑛一
 中川　大輔　　　　　　
　塩釜地区資源化事業（協） 門馬　清一、鐙谷　秋男
　東北重機工事㈱ 大沢　　一、小出　良太
　　　 　　　　　　　 今野千鶴子　　　　　　
　㈱白壽殿  及川　慶一　　　　　　
　㈲マミーホーム 伊藤　仁子、亀山　大輔
 鶴田　美華　　　　　　
　水野水産㈱ 鈴木みつ子、清野　　恵 
 千葉ゆう子、村上　久志
　 　　　　　　　 吉田　清江　　　　　　
　㈲宮城リサイクルセンター 佐藤　和雄、鈴木　勝巳
 鈴木　宏海　　　　　　

 

創業130周年 ㈱八百大
 ㈱八島工務店
創業120周年 ㈲市川紙店
創業110周年 相板工業㈱
 栄福丸
 春日屋商店
 塩釜港船舶給水㈱
創立90周年 杜の都信用金庫塩竈営業部
創業80周年 ㈲嶋屋書店
 錦屋クリーニング
創業70周年 カネキ鈴木米穀店
 ㈱工陽社
 興和海運㈱
 ㈲塩竈燃料商社
 髙正商店
 谷水内装
 ㈲中沢組
 水間八百屋
 若生畳工店
開設70周年 ㈱北日本銀行塩釜支店
創業60周年 （医）赤石会 赤石病院
 鹿嶋珠算塾
 （医）菅野愛生会緑ケ丘病院
 ㈱櫻井サイクル商会
 ㈱西村商会

創業60周年 ミートショップアカイ
創立60周年 塩釜ライオンズクラブ
 ㈱辰巳商会
 （一社）宮城植物検疫協会
創業50周年 ㈱阿部鈑金塗装工業
 魚叶渡邉商店
 及川工務店
 知味飯店
 東北ハードクローム工業㈱
 マコト電気商会
 ㈲宮本商店
創立50周年 ㈱三勝自動車工業
 ㈱仙塩ホーム・サービス
 ㈱東北電技工業
 ㈱プレスアート
 ㈱ヤマス蒲鉾店
創業40周年 ㈲サントノーレ
 大一電気工事㈱
 ハヤシ自動車サービス
 ワガツマ内装
創立40周年 （公社）塩釜市シルバー

     人材センター
 塩釜地区資源化事業㈿        
創業30周年 ㈲アクアマリン宮城
 稲庭うどん 延寿庵

創業30周年 ㈱ウォータープランニング
 ㈲すし徳
 ㈲ピーアールビジネス
 ㈲ヨシダ電工
創業20周年 家工房・クレイン
 ㈱上野技建
 ㈱ＨＯＳ
 ささき心理・福祉相談室
 Ｄｏｇ ｓｈｏｐ 
 ＢＵＧＧＹ’Ｓ ＨＯＵＳＥ
 永沼歯科クリニック
創立20周年 ㈲マミーホーム
 ㈲宮城リサイクルセンター
創業10周年 アフラック募集代理店 
 　　　加瀬谷多嘉子
 ＳＡＢＲＩＮＡ ＤＵ ＪＡＰＯＮ．
  酒膳たなごころ
 製作室スライブ
 ９ｄａｙｓ Ｄｅｓｉｇｎ STUDIO
 ㈱ＢＴＣビジネス

ソリューションズ
 礼設備
創立10周年 ㈱オリジンマネジメント
 仙台漬魚㈱
 Ｌｉｆｅ Ｔｈｙｍｅ Ｐｌｕｓ㈱

◆在職３０年以上
常議員　内海　勝男　三波食品㈱　　　代表取締役
常議員　鈴木　雄一　㈱鈴木工務店　　取締役会長
議　員　佐藤　幸司　㈱八百大　　　　取締役会長
議　員　西村　勝男　パルメゾン西村　代表

（順不同・敬称略）

　10月２１日、ホテルグランドパレス塩釜で、第20回会員交
流会を開催し、優良従業員の表彰などを行いました。受賞
者や来賓の皆様、会員等101名が出席しました。
　式典では、まず、優良従業員68名を表彰し、勤続年数ご
との代表者が賞状を受け取りました。続いて、創業・創立記
念事業所の71社に玉虫塗の顕彰盾を贈呈しました。マイス
ター顕彰では、２名に記念の盾と副賞を贈ったほか、永年
勤続の役員議員９名に、日本商工会議所、東北六県商工会
議所連合会からの表彰状を伝達しました。
　式典後、志波彦神社鹽竈神社権宮司の野口次郎氏から

『歴代宮司列伝の執筆を通して』と題した記念講話をいただ
きました。昨年に続き、祝賀パーティは中止となりましたが、
皆様のご功績を称える交流会となりました。

　県内外で、著名な料理人へ師事。
特に和食、郷土料理の研究を続け、
常に創意工夫を行うなど、その道
での技術は高い評価を得ており、
お客様からも高い支持を得ている。

（従事年数40年）

調理師　  吉　田　　　貢
【郷土料理 味勘】

第20回
会員交流会

　三恵商事㈱ 赤間　規彦　　　　　　
　東北重機工事㈱ 相澤　武士　　　　　　
　水野水産㈱ 千葉　吉春、松澤　佳織
　　　　　　 　　　三浦　匡勝　　　　　　

◆在職２０年以上
常議員　阿部　　仁　㈱阿部亀商店　代表取締役
常議員　稲井　謙一　塩釜ガス㈱　　代表取締役社長
議　員　遠藤　勝一　㈱丸勝会館　　代表取締役
議　員　鈴木　嘉仁　㈱工陽社　　　代表取締役
◆在職１０年以上
常議員　阿部　善久　㈱阿部善商店　代表取締役社長

　美容技能の研鑽に努め、全国レ
ベルのコンテストで入賞するなど、
高い技術を持ちながらも、新しい
技能の習得にも日々努力し、社内
外から多くの信頼を集めている。

　（従事年数36年）

美容師　  佐々木　陽　子
【株式会社エンドーグループ】

永年のご功績をたたえて



■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 - 5 1 1 1）

塩釜商工会議所ニュース 2022.11.15（5）

問塩釜商工会議所

第    回は
『特定商工業者制度』です。 「ちょっと、会議所さぁーんっ」

おしえて！シリーズ

　資本金が300万円以上、または従業員の
数が20人以上の事業者の皆様には、特定商
工業者負担金の納入をお願いしています。
　請求は、下期分会費請求と併せてお送り
しています。

４

　　　　名称や代表者名、事業内容などを登録
　　　した台帳です。いわば企業の戸籍簿のよ
うなものです。台帳を登録すると、商取引の照
会や斡旋などが受けられます。

　　　　特定商工業者とは、商工会議所法に基
　　　づく一定基準（下文①・②参照）のいず
れか、もしくは両方を満たした事業者を指しま
す。
①資本金または払込済み出資総額が300万円以
上である者

②４月１日現在における塩釜商工会議所地区内
の事業所等で、常時使用する従業員の数が20
人以上である者 (商業またはサービス業の場合
は５人以上)

　　　　商工業振興のため、商工会議所法で設
　　　けられた制度で、特定商工業者の皆様に
は法定台帳に登録いただくこととなっていま
す。この台帳は業界の実情を把握するととも
に、振興策を考えていくための貴重な資料とな
ります。
　台帳整備のための調査は２年に１度実施して
おり、最新の台帳は昨年の４月１日より着手
し、同年８月25日に県知事からの許可を受けて
完成しました。
　なお、特定商工業者の皆様より負担金を頂戴
しています。

　その他ご質問は、お気軽にお問合
せ下さい。
　　　　　TEL：022-367-5111

　　　　事業所名や代表者名、所在地、電話番
　　　号、事業内容、資本金、従業員数等に変
更が生じた場合は、変更手続きが必要です。速
やかに商工会議所へご連絡いただきますようご
協力願います。

　　　　法定台帳を管理・運用するための経費
　　　として、毎年10月に当所下期分会費と併
せて負担金1,800円をご請求いたします。な
お、管内の特定商工業者から過半数の同意を得
た上で県知事の許可を受け、請求することと定
められています。これにより、同意されていな
い方々も同意された方々と同様の取り扱いとな
り、納入していだだくことになります。

　会費と同じく、公租公課費として損金
扱いとなります。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

『特定商工業者制度』って？
　負担金？
　請求が来るの？
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地域の企業の発展に貢献 ～表彰者の皆さま～

優良従業員表彰者 （順不同・敬称略）

創業・創立記念会員事業所顕彰

日本商工会議所  東北六県商工会議所連合会  役員・議員表彰

塩釜商工会議所マイスター顕彰

特　別　表　彰
宮城県知事賞
　キクニ㈱ 佐藤　寿高　　　　　　
塩竈市長賞 
　（税）阿部会計事務所 松田　和明　　　　　　
宮城県商工会議所連合会長賞 　
　㈱栄電業 佐藤　　勝　　　　　　

勤続30年以上
日商会頭、六県連会長、当所会頭連名表彰
　(税)阿部会計事務所 小岩　健也、松田　和明
　㈱栄電業 佐藤　　勝、山家　英治
　㈱塩釜地方卸売市場 平塚　眞一　　　　　　
　㈱白壽殿 大友　義雄、櫻井　路子
　キクニ㈱ 佐藤　寿高　　　　　　
　マルブン食品㈱ 岡本　則浩、高橋百合子
 松木　康惠　　　　　　
　宮城マリンサービス㈱ 阿部　博行、阿部　保男
 髙橋　正光、堀口　一仁

勤続20年以上
六県連会長、当所会頭連名表彰
　(税)阿部会計事務所 七海　静枝　　　　　　
　㈱阿部善商店 小野　雅弘、佐藤　辰也
 最上　昌俊　　　　　　
　㈱栄電業       鈴木　郁子、田中　　章
　㈱塩釜水産食品 赤間周一郎　　　　　　
　㈱白壽殿 菊池　　涼、太宰　誠一
　郷土料理味勘 眞山美智子　　　　　　

勤続10年以上
当所会頭表彰
　㈱阿部善商店 我妻　佑亮　　　　　　
　㈱エビテック 尾形　　静、藤原登母子
　キクニ㈱ 大友　脩也、佐藤　弘明
　郷土料理味勘 大浦あき子　　　　　　
　三恵商事㈱ 　　　　千葉翔太郎、早坂　健二
　　　　　 　　　 増子　　航　　　　　　
　㈱サンテック 小林　和恵　　　　　　
　三陸運輸㈱ 　　　 末永　祥基、千葉　真也
 　　　　　　　 門馬　　弘　　　　　　
　三陸輸送㈱ 　　　 市村　猛司、関谷　　司
 　　　　　　　 守屋　慎吾　　　　　　
　塩釜港船舶給水㈱ 黒川　寿博、早坂　博人
　㈱塩釜水産食品 垣﨑　友美、加藤　瑛一
 中川　大輔　　　　　　
　塩釜地区資源化事業（協） 門馬　清一、鐙谷　秋男
　東北重機工事㈱ 大沢　　一、小出　良太
　　　 　　　　　　　 今野千鶴子　　　　　　
　㈱白壽殿  及川　慶一　　　　　　
　㈲マミーホーム 伊藤　仁子、亀山　大輔
 鶴田　美華　　　　　　
　水野水産㈱ 鈴木みつ子、清野　　恵 
 千葉ゆう子、村上　久志
　 　　　　　　　 吉田　清江　　　　　　
　㈲宮城リサイクルセンター 佐藤　和雄、鈴木　勝巳
 鈴木　宏海　　　　　　

 

創業130周年 ㈱八百大
 ㈱八島工務店
創業120周年 ㈲市川紙店
創業110周年 相板工業㈱
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 水間八百屋
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開設70周年 ㈱北日本銀行塩釜支店
創業60周年 （医）赤石会 赤石病院
 鹿嶋珠算塾
 （医）菅野愛生会緑ケ丘病院
 ㈱櫻井サイクル商会
 ㈱西村商会

創業60周年 ミートショップアカイ
創立60周年 塩釜ライオンズクラブ
 ㈱辰巳商会
 （一社）宮城植物検疫協会
創業50周年 ㈱阿部鈑金塗装工業
 魚叶渡邉商店
 及川工務店
 知味飯店
 東北ハードクローム工業㈱
 マコト電気商会
 ㈲宮本商店
創立50周年 ㈱三勝自動車工業
 ㈱仙塩ホーム・サービス
 ㈱東北電技工業
 ㈱プレスアート
 ㈱ヤマス蒲鉾店
創業40周年 ㈲サントノーレ
 大一電気工事㈱
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創業10周年 アフラック募集代理店 
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◆在職３０年以上
常議員　内海　勝男　三波食品㈱　　　代表取締役
常議員　鈴木　雄一　㈱鈴木工務店　　取締役会長
議　員　佐藤　幸司　㈱八百大　　　　取締役会長
議　員　西村　勝男　パルメゾン西村　代表

（順不同・敬称略）

　10月２１日、ホテルグランドパレス塩釜で、第20回会員交
流会を開催し、優良従業員の表彰などを行いました。受賞
者や来賓の皆様、会員等101名が出席しました。
　式典では、まず、優良従業員68名を表彰し、勤続年数ご
との代表者が賞状を受け取りました。続いて、創業・創立記
念事業所の71社に玉虫塗の顕彰盾を贈呈しました。マイス
ター顕彰では、２名に記念の盾と副賞を贈ったほか、永年
勤続の役員議員９名に、日本商工会議所、東北六県商工会
議所連合会からの表彰状を伝達しました。
　式典後、志波彦神社鹽竈神社権宮司の野口次郎氏から

『歴代宮司列伝の執筆を通して』と題した記念講話をいただ
きました。昨年に続き、祝賀パーティは中止となりましたが、
皆様のご功績を称える交流会となりました。

　県内外で、著名な料理人へ師事。
特に和食、郷土料理の研究を続け、
常に創意工夫を行うなど、その道
での技術は高い評価を得ており、
お客様からも高い支持を得ている。

（従事年数40年）

調理師　  吉　田　　　貢
【郷土料理 味勘】

第20回
会員交流会

　三恵商事㈱ 赤間　規彦　　　　　　
　東北重機工事㈱ 相澤　武士　　　　　　
　水野水産㈱ 千葉　吉春、松澤　佳織
　　　　　　 　　　三浦　匡勝　　　　　　

◆在職２０年以上
常議員　阿部　　仁　㈱阿部亀商店　代表取締役
常議員　稲井　謙一　塩釜ガス㈱　　代表取締役社長
議　員　遠藤　勝一　㈱丸勝会館　　代表取締役
議　員　鈴木　嘉仁　㈱工陽社　　　代表取締役
◆在職１０年以上
常議員　阿部　善久　㈱阿部善商店　代表取締役社長

　美容技能の研鑽に努め、全国レ
ベルのコンテストで入賞するなど、
高い技術を持ちながらも、新しい
技能の習得にも日々努力し、社内
外から多くの信頼を集めている。

　（従事年数36年）

美容師　  佐々木　陽　子
【株式会社エンドーグループ】

永年のご功績をたたえて
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　10月31日、当所で「Googleビジネスプロフィール登録
講座」を開催しました。これは、今後の観光需要の拡大や
地元客の利用促進を見据え、会員事業者のインターネット
上の情報発信力強化を目的に実施したものです。当地の魅
力を広く発信してきた「みなと塩竈ゆめ博」事業の一環と
して行いました。
　講師は、BTCビジネスソリューションズ代表の鈴木貴之
氏で、市内飲食店や小売店、理美容店の経営者など、23名が受
講しました。
　講座では、Googleビジネスプロフィールの登録から運用方法
まで、詳しい解説がありました。特に、自社情報を登録する方
法や「クチコミ」への対処方法など、具体例を交え分かりやす
い内容でした。
　受講者からは「先生のお話を聞きながら、自分のスマートフ
ォンで、登録や基本情報の入力をすることができました。自分
がデジタル活用なんて、と驚いていますが、今後も楽しみなが
ら情報発信してみたいです」との声がありました。
　当所では、会員事業者の皆様のGoogleビジネスプロフィール
登録を支援しています。希望者は、当所相談課までお問い合わ
せください。
　
　

デジタル活用で観光客や地元客
の利用促進を目指す
デジタル活用で観光客や地元客
の利用促進を目指す

「Google」と
「Googleビジネスプロフィール」
　Googleはインターネット上の情報を
検索するプログラムで、世界で最も利用
者が多い。Googleビジネスプロフィー
ルは、Googleで利用できる最新の地図
の中に、自社の情報を無料で掲示できる
サービス。飲食店などを探す際に最も利
用されており、「これを利用しないのは
損」とまで言われている。

小規模企業振興委員連絡会議 

業界の現状や
　　  地域の動きを情報交換

　全国旅行支援や各自治体の制度拡充などで、市内
でも多くの観光客を見かけるようになりました。普段
何気なく過ごしがちですが、多くの観光客がいらっしゃる魅
力ある町なんだと改めて気付かされる日々です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（島津伴子）

▲講師からは「こんな商品・サービスが欲しい
と悩んでいる人と、それを提供しているあな
たのお店がマッチングできるツールです。」
と説明がありました

Googleビジネスプロフィール登録講座Googleビジネスプロフィール登録講座

　10月28日、当所で小規模企業振興委員連絡会議
（阿部喜和委員長・税理士法人阿部会計事務所代表
社員）を開催しました。小規模企業振興委員は、商
工会議所と会員とのパイプ役となり、商工会議所事
業のＰＲなどにご協力をいただいている９名の皆様
です。
　連絡会議では、事務局から商品券事業、インボイス
制度、持続化補助金等、最近の主な会議所事業につい
て説明し、会員への周知、協力を依頼しました。
　振興委員からは、「エネルギー価格の高騰、原材
料・資材、商品の度重なる値上げによる利益圧
迫」、「観光需要の本格回復の遅れ」、「消費者の
購入額の低迷」、「免税事業者のインボイス制度の
認知度不足」、「補助制度の拡充を」など、それぞ

れの業界が抱える厳しい現状について報告がありま
した。
　当所では、これらの状況を日本商工会議所や関係
機関に伝え、新たな施策の展開を働きかけるととも
に、今後の会議所活動に活かしてまいります。

あとがき


