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　11 161111 116　11月９日、ホテルグランドパレス塩釜で、第16
回会員交流会を開催しました。当日は、来賓や受賞
者、会員など、202名が出席しました。
　表彰では、10年以上勤務し事業所から推薦され
た優良従業員95名を表彰。続いて、創業・創立記
念会員事業所顕彰では、創業から10年毎の区切り
を迎えた会員事業所56名へ、佐藤昭塩竈市長並び
に当所桑原茂会頭から、玉虫塗の顕彰盾を贈呈しま

した。10回目となるマイスター顕彰では、㈱塩釜
魚市場の郡山寛氏に記念の盾と副賞を贈りました。
また、永年在任役員議員11名に、東北六県商工会
議所連合会からの感謝状を伝達しました。
　式典後のアトラクションでは、「中野正敏フレン
ズ+（VO）宗久真紀」によるジャズの演奏がありま
した。塩釜にちなみ、塩竈甚句の演奏も披露され、
場内は華やいだ雰囲気に包まれました。

・新年賀詞交歓会のご案内
・会員向け保険制度のご案内

・千葉経営企画㈱
・㈱インアウトバウンド仙台・松島

写真下：「永年にわたり当市経済発展の一翼を担われて
こられたことに敬意を表します」とあいさつす
る桑原会頭

写真上：宮城県知事賞を受賞した宮城マリンサービス㈱
の佐藤武志さん。受賞者を代表してお礼の言葉
を述べました

永年の努力と功績に敬意永年の努力と功績に敬意
第１６回会員交流会第１６回会員交流会

塩釜商工会議所ニュース 2018.12.1（1）



「業務災害補償プラン」のご案内「業務災害補償プラン」のご案内「業務災害補償プラン」のご案内「業務災害補償プラン」のご案内

■全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な掛金
　一般加入と比べ役半額の掛金水準（団体割引20～30％、優良割引30～50％）
■労災賠償に備える「使用者賠償責任保険」を標準セット
■政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能
　政府労災保険への加入が必要です。（使用者賠償責任保険は給付決定後の支払いになります。）
■契約は無記名式。短期労働者やパート・アルバイトも包括補償
■掛金は売上高で算出OK　掛金は全額損金参入可能

業務災害補償プランの特徴

加入月の翌々月1日から補償開始されます。
本内容は業務災害補償プランの概要を示したものです。
実際の加入および詳細は引受保険会社の約款、パンフレット等に従います。

お問合わせ先 制度引受保険会社

制度運営

塩釜商工会議所 総務課
Tel 367-5111

東京海上日動、富士火災海上
三井住友海上、損保ジャパン日本興亜

日本商工会議所お見積もり、ご加入手続きは
引受保険会社にお問い合わせください。

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  
Tel  
Tel  
Tel  
Tel  
Tel  

塩 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

第１会議室から第４会議室まで、
最大８０名まで利用可能です

お問合せ・お申込みは
当所総務課　☎３６７－５１１１まで

会議や講演会・展示会など
多様な用途に対応

当所会員は割引料金です！

地域と企業の発展に貢献地域と企業の発展に貢献
～表彰者の皆様～～表彰者の皆様～

優良従業員表彰者（順不同・敬称略）
特　別　表　彰

◆宮城県知事賞
　宮城マリンサービス㈱ 佐藤　武志
◆塩竈市長賞
　塩竈港運㈱ 木村　義行
◆宮城県商工会議所連合会長賞
　㈱十字屋 鈴木あい子

勤続30年以上
日商会頭、六県連会長、当所会頭連名表彰
　宮城マリンサービス㈱ 佐藤　武志、門馬　勇治
　塩釜市団地水産加工業㈿ 渡邉　信哉
　塩竈港運㈱ 赤間　憲啓、石井　清嗣
 木村　義行、鈴木　　守
　㈱塩釜魚市場 佐藤　洋一
　㈱十字屋 残間　善信、鈴木あい子

勤続20年以上
六県連会長、当所会頭連名表彰
　アクサ生命保険㈱仙台営業所塩釜分室 
 佐藤みさ子、富倉真理子
　㈱阿部善商店 五十嵐伸夫、中澤伊久子
　港運物流㈱ 渋谷　　摂
　㈲佐治工業 清水　　円
　三恵商事㈱ 伊藤まゆみ
　㈱塩釜魚市場 郡山　　寛
　塩釜市団地水産加工業㈿ 阿部　博子
 伊藤　　潤、大久保　実
 佐藤　正美、千葉　祐悦
　東北ドック鉄工㈱ 佐治　利彦、立花　善美
 細川　和彦
　㈱白壽殿 菅原ミネ子
　㈲東日本　東日本自動車学校 今野　　元
　マルブン食品㈱   遠藤　香代、久保寺　宏
　水野水産㈱   小田嶋正人、髙橋　秋則
　宮城マリンサービス㈱ 　阿部　善彦

勤続10年以上
当所会頭表彰
　アクサ生命保険㈱仙台営業所塩釜分室 
 髙橋ちえ子
　㈱阿部善商店 會澤　卓朗、尾形　忠昭
 小泉　博弥、佐藤　欽三
 菅原　正義、村上小百合
　遠藤水産㈱ 須田　　基、星川　貴洋
　㈱小島蒲鉾店 佐伯　有紀、横山久美子
　キクニ㈱ 桑原　博幸
　港運物流㈱ 佐藤　和彦
　三恵商事㈱ 今野賀代子、佐藤　弘子
 前田　詠士
　㈱サンテック 朝倉　郁恵、稲辺　暁子
 内海　朝子、齋藤　友子
 菅原　初子
　三陸運輸㈱ 阿部　美雪、安部　葵朗
 伊藤　　淳、内海　彰人
 窪田　智之、庄子　　勝
 鈴木　　武、千葉　敏浩
 三浦　和則
　㈱塩釜魚市場 久保　仁史
　塩釜市団地水産加工業㈿ 笹木　佳子
 鈴木　　将、千葉　　稔
　㈱塩釜商会 伊藤　博昭
　㈱塩釜水産食品 鈴木　直子、畠山　裕太
　㈱武田の笹かまぼこ 小林　幸枝、佐藤まゆ美
　東北重機工事㈱ 中里　悠貴、松川　栄起
　東北ドック鉄工㈱ 安部　春男、加藤　孝志
　㈱白壽殿 阿部　良枝、工藤　高義
 鈴木　弘美、武田　弘美

優良従業員95名の皆
様を表彰しました

塩竈市長賞を受ける塩竈港運㈱
の木村義行さん

▲

▲
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■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

第１会議室から第４会議室まで、
最大８０名まで利用可能です

お問合せ・お申込みは
当所総務課　☎３６７－５１１１まで

会議や講演会・展示会など
多様な用途に対応

当所会員は割引料金です！

創業・創立記念会員事業所顕彰

役員・議員東北六県商工会議所連合会表彰 塩釜マイスター顕彰

　マルブン食品㈱ 小川　美樹、小原　　悟
 櫻井　将勝、白井　里美
 高橋　友子、竹之内理沙
 千田　智子

　水野水産㈱ 今野　絋貴、佐々木麻衣
 佐藤　弘悦、丹野　　将
 山本　宏吉、渡邉　彰男
　宮城マリンサービス㈱ 太田　拓郎、今藤　正博

創業130 荻原味噌醤油醸造元
創業100 ㈱門脇酒店
 カネヨ山野辺水産㈱
 ㈲梅花堂
創業 90 ㈱佐々勘商店
創立 80 東北新興燃料㈱
創業 80 井上米穀店
 及川酒店
 ㈱丸要漁業部
創立 70 公益社団法人塩釜法人会
 ヤマカ水産（資）
創業 70 ㈱石岡工芸
 郷古 勝男
 崎村看板匠
 尚光堂
 辻文
 つたやディスカウントショップ
 本舗㈱十字屋
 ㈲八百照
創立 60 ㈲佐貞商店
創業 60 小野寺ボート製作所
 ㈱カネシゲ髙嶋商店

 ㈱テクノムラマツ
 ㈲丸長寿司
 マルニ三浦商店
創業 50 ㈲佐藤左官店
 大寿司
 外川屋
 トップ美容室
 花佐弘
 ㈱服部製作所
 ヘアドゥ アイザワ
 ㈲丸一工業所
開設 50 ㈱白松がモナカ本舗

 日本郵便㈱塩釜新浜町郵便局
創業 40 ㈱オカベホーム
 今野設備工業㈱
 ㈱シンエイ自動車
創立 30 協電工業㈱
 塩釜ガスアメニティコンシェルジュ㈱
 センバシステム流通㈱
 ㈱フードユニテク
創業 30 医療法人社団いけの医院
 バー狸穴
 ペンション鬼ケ浜
 養老の瀧東塩釜店
開設 20 ㈲ケンソク技研
創立 20 ㈱サンテック
 ㈲東建工業
 ㈲プロタン
 ㈲ムツミ設備
創業 20 旅ツアー㈲
創立 10 五光食品㈱
創業 10 ㈱アイリーワークス
 酒処大統領
 ㈱ＳＨＩＮ電設

（在職30年）
　前議員　高橋　　章　　塩釜市商業協同組合　前理事長
（在職10年）
　常議員　伊藤　栄明　　えびす屋釣具店　代表
　常議員　鈴木　哲郎　　塩釜港船舶給水㈱　代表取締役社長
　常議員　鈴木　文夫　   （業）塩釜清掃センター　理事長
　議　員　尾形　喜孝　　㈱宝生　代表取締役
　議　員　川村　勝男　　㈱チャンプ　代表取締役
　議　員　柴原　英紀　　㈱塩釜中央自動車　代表取締役
　議　員　下山　雄司　　㈲八百照　代表取締役
　議　員　白幡　邦友　　㈲白幡　代表取締役社長
　議　員　高橋　敬一　　マルサイ水産㈱　代表取締役
　議　員　松本　睛幸　　㈱千賀の浦　代表取締役

 本鮪の水揚処理としての「えら抜作業」は、
魚体を傷つけることなく、慎重にそして確実に
行うことが求められる中、苦労を重ねながら、
自ら独自の方法を見いだし作業スピードと正確
性において、卓越した技術を習得しました。

佐藤昭市長から顕彰盾を受ける荻原
味噌醤油醸造元の荻原勝さん

▲

▲

（順不同・敬称略）

えら抜作業をする
郡山さん

旋網本鮪水揚処理技術者
     郡  山　　寛【株式会社　塩釜魚市場】

まき あみ
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－ おかげさまで創業２００年 －

TEL:022(365)5555　FAX:022(365)5557
塩釜本社 /塩釜市袖野田町 24-2

http://www.gonkiya.com

お仏壇の
ごんきやは
県内 9 店舗

葬祭会館
セレモニアは
県内 10 会館

お子さまの教育資金を
「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）がサポート！

　「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、専修学校、
各種学校や外国の高校、大学等に入学・在学するお子さま
をお持ちのご家庭を対象とした公的な融資制度です。
▼ご融資額　　お子さま１人につき３５０万円以内
▼金　　利　　年１．７８％　※母子家庭の方などは年1.38％
　　　　　　　　　　　　　         （平成30年11月12日現在）
▼ご返済期間　　15年以内　※母子家庭の方などは18年以内
▼Ｈ　　Ｐ　　「国の教育ローン」で検索
▼お問い合わせ　教育ローンコールセンター
　　　　　　　　　　  ０５７０‐００８６５６（ナビダイヤル）
　　　　　　　または（０３）５３２１‐８６５６

事業所名 代表者 事業内容 事業所名 代表者 事業内容

行政書士  一山寛恵事務所 一山　寛恵 行政書士 合同会社ソリューション
                   アドバイス 加藤　貴久 保険代理業

佐藤　弘行 同左 塗装業 ＴＨ建築研究事務所㈱ 鈴木　清二 建築設計・建築施工

平成30年10月～ 11月にご入会いただいた事業所
をご紹介いたします。 （4件　敬称略）

※承諾をいただいた事業所のみ掲載しています。ご入会ありがとうございました

新会員さんです　どうぞよろしく！新会員さんです　どうぞよろしく！

代表の齋藤  宏さんより
　5月にオープンした「そば処村崎庵」
です。川崎町のそば屋で10数年経験し
ました。その時に扱っていたそば粉(田
舎そば)を、より食べやすい細打ちにしたそばが当店の
自慢です。冷たいそば、温かいそば、どちらにも合う
よう、そば粉を配合したオリジナルです。殻ごと杵つ
き製粉した味・香り・栄養が詰まった田舎そばの味わ
いを、ぜひご堪能下さい。
 当店おすすめは「鴨ざる」。熱い鴨汁と冷たいつゆが
付き、二通りの味が楽しめます。初めてのお客様にも
おすすめの、村崎庵圧倒的人気のメニューです。 もう
一つのおすすめは、そば屋ならではのカレーです。そ
ばつゆから作る「いわゆる和風なカレー」。そばと小カ
レー丼を組み合わせて食べるリピーターも多いです。
　今は冬季限定「カキそば」や、辛さで体が温まる「辛
鶏そば」等をご用意しています。今後も季節に合わせ

お得な５００円「朝そば」
　　多彩なメニュー揃えました
お得な５００円「朝そば」
　　多彩なメニュー揃えました

そば処  村  崎  庵そば処  村  崎  庵

事業所名：そば処村崎庵
住　　所：塩竈市杉の入4-3-20
Ｔ Ｅ Ｌ：022-209-4365
営業時間：6:30～15:00
定 休 日：水曜日
国道45号線沿い  駐車場完備(10台以上OK)
URL https://murasaki-an.jimdo.com

数量限定「塩釜ランチ」。
女性に人気です

▲

▲

人気メニューの「鴨ざる」。
朝の時間帯のみ大盛り無
料で提供しています

齋藤  宏さん

ライトアップコーナーに掲載しませんか？
お店や会社のPRにご利用ください

お問い合わせ 塩釜商工会議所総務課 Tel.022-367-5111

た新メニューを展開していきます。皆さまのご来店
お待ちしております。

そば処
村崎庵
そば処
村崎庵

ハローワーク
塩釜

ハローワーク
塩釜

至松島

杉の入
小学校
杉の入
小学校

カワチ
薬品
カワチ
薬品

東
北
本
線

東
北
本
線

45

塩釜杉の入
  ショッピング
　   プラザ

塩釜杉の入
  ショッピング
　   プラザ

（4）塩釜商工会議所ニュース 2018.12.1



くろさわ脳外科
脳神経外科・脳ドック・各種画像診断

（CT/MRI）  
・M  R  I  →脳卒中予防（脳と血管１㎜まで分かる）
・全身CT →早期の肺ガン等もわかる

TEL 022-366-9638
ク ロ サ ワ

塩釜市錦町6-32
ＪＲ仙石線西塩釜駅徒歩３分

院長　黒 沢 久 三

詳しくは
ＱＲコードにて

塩釜の統計資料
人　　口

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

H30.10月 26,084 28,447 54,531 23,548
（内、外国人119人）（内、外国人400人）（内、外国人519人）

H29.10月 26,211 28,656 54,867 23,340
比  （％） 99.5% 99.3% 99.4% 100.9%

塩竈市市民総務部

ガス消費量
            （単位：㎥）

月    　     　 区分 ガ　ス　消　費　量
H30.10月 430,790
H29.10月 456,550
比　（％） 94.4%

塩釜ガス㈱

観光客乗船数
  （単位：人）

月                  　　　　区分 乗　　船　　数
H30.10月 36,650
H29.10月 35,082
比  　（％） 104.5%

丸文松島汽船(株)・ニュー松島観光船

建築確認申請状況
 （単位：㎡）

総　　数 工　事　種　別
新　　築 増・改・移築

H30.9月
件数 延面積 件数 延面積 件数 延面積
25 2,812.31 22 2,566.89 3 245.42 

H29.9月 38 4,927.36 36 4,695.86 2 231.50 
比 （％） 65.8% 57.1% 61.1% 54.7% 150.0% 106.0%

塩竈市建設部

 ・前月に比べ人口は23人減少、 
世帯数は24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
H30.10月 186 495 1,734 (810) 1,076,587 (348,070)
H29.10月 169 533 2,483 (1,620) 1,358,925 (546,645)
比  （％） 110.1% 92.9% 69.8% 79.2%
累計

（H30.1月～10月） 1,287 4,857 13,004 (3,609) 7,406,874(2,051,049)
前年同期間
（H29.1月～10月） 1,385 5,209 17,113 (6,726) 8,652,066(3,115,998)
累計比（％） 92.9% 93.2% 76.0% 85.6%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、隻数が17隻増、貨物台数
38台減、数量749ｔ減、金額282,338千円
の減となった。

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
H30.10月 648,751 22,578 20,927
H29.10月 649,149 22,753 20,940
比  （％） 99.9% 99.2% 99.9%

塩竈市水道部 ・10月18日に最大となっている。

・前年同月（Ｈ29．10月）との比較では、
1,568人の増加となった。天候が安定
した後半、個人やグループ客が増加した。

・新築では、一般住宅の他、店舗付き長屋や
コインランドリーなどの申請があった。

・新規求職者数は前月比84%、新規求人数は
前月比89％と共に減。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 H30年9月          　　　　　　　　　　 　    ※（　）内は、前月の数字

求　職
新 規 求 職 者 数 556 （655）
月間有効求職者数 2,682 （2,689）

求　人
新 規 求 人 数 928 （1,043）
月 間 有 効 求 人 数 2,761 （2,634）

就　職 就 職 者 数 223 （216）
ハローワーク塩釜
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第244回オーナーズセミナー新春講演会

たくさんの苦難を乗り越えた原動力とは？
日本の良さを改めて考える、日本が発展した秘密とは？

＜お問い合わせ先＞ 千葉経営企画株式会社
☎022-365-2823  塩釜市玉川一丁目２－４０

■会場■ ホテルキャッスルプラザ多賀城
宮城県多賀城市桜木一丁目1-60

「日本とチベット  異文化を超えて」

入場料無料
定員100名様14:00～16:00（開場13:30）

講師
チベット出身の声楽家

バイマーヤンジン氏

　遠方から来る知人に塩竈自慢の「ひがしもの」を食
べてもらおうと、仲卸市場に買い物に行きました。休
日の市場は朝早くから観光客で活気づいていて、私
までわくわくしました。「美味しいもの」と「わくわ
く」が揃っている仲卸市場。今後も普段使いして行こ
うと思います。　　　　　　　　  　　（島津伴子）

あとがき

無料相談会無料相談会

◆日　時　12月18日㈫
　　　　　午後3時30分～
　　　　　　　（一人30分）

◆会　場　塩釜商工会議所

※本相談会は会員事業者対象です。

弁護士による無料なんでも相談会
　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。

◆日　時　12月5日㈬・19日㈬
                午前10時～午後5時
◆会　場　塩釜商工会議所

個別経営相談会 日本政策金融公庫相談会

どうぞご利用下さい

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　12月6日㈭・13日㈭
   　　　　午前10時30分～
　　　　　　　　  午後4時30分
◆会　場　塩釜商工会議所

宮城県よろず支援拠点無料相談会

小規模事業者・中小企業が抱える
様々な経営相談に対応いたします。

◆日　時　12月26日㈬
   　　　　午前10時～午後4時

◆会　場　塩釜商工会議所

担当／笠原 担当／千葉 担当／越後 担当／越後

※事前申込が必要です。当所相談課☎（367）5111

「
将
来
へ
の
事
業
経
営
の
目
標
が

大
事
で
す
」と
話
す
講
師
の
齋

乾
二
郎
氏『経営計画書作成セミナー』開催『『『『『『『『『『経経経経『『『経経経経経経経経経経経経 セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナーーーナナナナナナナナナナナナナナナナナナナーーーーー』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』開開開開開開開開開開開『経営計画書作成セミナー』開催

経営計画書は事業経営の大切な指針経経経経経経経経経経経経営営営営営営営経経経経経経経経営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営経営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営 事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業経経経経経経経経経経業経経経経経経経経経経経経経経経営営営営営営営営経営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営ののの営営営営営営のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切なななななななななななななななな切なななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななな指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指針ななななななななななななななな指指指指指指指指指指指指針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針指針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針経営計画書は事業経営の大切な指針

　経営計画作成のご相談は当所中小企業相談所
（367-5111）まで。

塩竈市小規模事業者サポート補助金塩竈市小規模事業者サポート補助金
　市内小規模事業者が、経営計画を作成し、作成した
計画に基づいて行う販路開拓に関する取り組みに対し、
補助する制度

▲

　11月７日、当所中小企業相談所が「経営計画書作
成セミナー」を開催しました。これは、今年度新設
された“塩竈市小規模事業者サポート補助金”の周知
を目的に開催したものです。セミナーには、市内商
店主など13名が参加し、終了後個別相談も行いまし
た。
　講師は、株式会社萼コンサルティング代表取締役
齋乾二郎氏。補助金申請に必要となる経営計画書の
作成について、指導していただきました。
　齋氏からは「経営計画書は、これからの事業経営
の方向性を決める大切な指針となります。また、計
画書を社内共有することによって、社員の士気を高
め、目標を持って取り組むことができます。補助金
申請をきっかけに、まずはこれからの事業経営につ
いて考えてみましょう。それが経営計画作成の第一
歩となります」と説明がありました。

がく

いつき
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