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「チラシ作成講座」では、受
講者同士が、チラシづくりの
悩みなどについて意見交換す
◀る場面も見られました

２月15日から２月28日まで、商店主や創業予定
者を対象とした「塩竈商人塾」を開催し、若手経営
者など28名が受講しました。（詳細は次頁）

▲「写真講座」では、自身の商品を持ち寄り、商品の見せ方、
光の当て方などを実践しながら撮影しました

▲全５回の講座は、座学や実習など多彩なスタイルで行いました。「POP作成講座」では、色の使い方や効果的な文字の
配置などを座学で学びました
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販売促進のノウハウを学ぶ
全５回連続講座で、「塩竈商人塾」を開催しま
した。これは、個店の魅力磨き上げや創業者の基
礎力向上を目的とした講座で、講師は各専門分野
のエキスパートで構成しました。
講座は「販売計画作成」や「写真撮影」「チラ
シ・ＰＯＰ作成」など、販売促進に繋がるテーマ
で実施。特に「写真撮影」では、入門編・中級編
を２日連続で開催することで、より実践的に学べ
る内容としました。
全ての講座を受講した参加者からは「販売戦略
の必要性から、商品撮影、チラシ作成と一貫して
学ぶことができました。また、専門性が高いこと
も、とても分かりやすく教えてもらえて良かった
です。今後の事業活動に役立てていきたいです」
との声がありました。

運営 強 化
委員会

５回シリーズで開催

人塾
商
塩竈
◀いかに商品の魅力を
伝えるか、をテーマ
に写真撮影の技術を
学びました

▶
チラシ作りのポイント
は、「興味を持たせ、
行動を促すこと」と話
がありました

2019年度事業計画・収支予算について協議

３月５日、運営強化委員会（委員長：坂井盾二㈱
三恵商事会長）を開催し、新年度の事業計画などに
ついて協議しました。
会議には15名の委員が出席し、坂井委員長の挨
拶に引き続き協議した結果、新年度は「新時代に向
け、確かな歩みを」を事業方針とし、予算規模を２
億9,300万円とすることになりました。
出席した委員からは、「今後も、会員企業一人ひ
とりに寄り添った事業を展開してほしい」、「消費
税軽減税率への対応については、まだまだ支援が必
要」、「キャッシュレス化への対応も大きな課題。
セミナーや説明会など細かな支援を」などの意見が
出されました。
主な事業計画、予算案等については、次のとおり
です。
・2019年度事業計画案・収支予算案
2019年度は中期ビジョンの２年目のスタートの
年。初年度の事業について検証し、より実効性のあ
る事業展開を図ります。特に、組織力の強化に努め

▲昨年８月に開催した地域資源勉強会「浦戸諸島“島
の歴史”」では、84名が参加しました

るとともに、国の認定を受けた「経営発達支援計
画」に基づき、販路拡大、創業・事業継承支援、各
種の会員サポート事業等、会員の立場に寄り添った
事業を強化、充実させます。さらに、地域資源を活
用した賑わいの創出、シティセールスとして「みな
と塩竈・ゆめ博」の継続開催など、地域活性化に向
けて、一丸となって取り組みます。
収支予算案では、会費、事業収入の現状維持に努
め、安定した財政運営を目指してまいります。

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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部会つうしん

事業計画案について協議

当所では、各部会で役員会を開催し、2019年度の部会事業計画について協議しました。それぞれの計画案
は、３月の常議員会で協議の後、通常議員総会へ上程し、決定します。

運輸・港湾部会

・部会長 鈴木

哲郎

塩釜港船舶給水㈱代表取締役社長

●開催日 ２月13日㈬
●出席者 11名
●計画案
①港湾整備の早期実現
に向けた推進活動の
▲昨年は、塩竈市の担当者
継続
から「道路整備計画」に
②関係諸官庁等への要
ついて説明を聞きました
望活動
③交通運輸業や港湾関係業の振興に役立つセミナー
等の開催
●協議内容
港湾計画の確実な実行や、－９ｍの水深、航路
の確保などについて、今後も要望していくことに
なりました。また、「インセンティブの継続」や
「貞山１号ふ頭の完成後の運用」などについて意
見交換をしました。

商業部会

・部会長 佐浦俊一郎
塩釜市商業協同組合理事長

●開催日 ２月７日㈭
●出席者 ８名
●計画案
①勉強会・研修会の開催
②復興支援イベントへの
▲年末恒例となった「歳末
参画
感謝祭」。公開抽選会で
当選番号が決まりました
③要望活動の実施
④塩釜市商業協同組合等への支援・協力
●協議内容
「インバウンドを推進するにあたり、商店街の
受入れ体制としてのキャッシュレス化が必要であ
ると感じている。しかし、何から始めれば良いか
もわからないのが現状である」との意見が出され
ました。こうした意見を踏まえて、次年度はキャ
ッシュレス化等について、勉強会を開催すること
になりました。

工業・建設部会

・部会長 穴沢

雅之

東北電力㈱塩釜電力センター所長

●開催日 ２月14日㈭
●出席者 13名
●計画案
①工業建設関連企業向
け勉強会の開催
②企業活性化に関する
視察会の実施
▲企業誘致の進む相馬中核
③関係諸官庁への要望
工業団地を視察しました
の継続
●協議内容
「公共工事の地元企業優先発注」を、継続して
要望することになりました。その中で、歴史的な
建造物の改修工事などで、地元の優秀な技術をも
った職能者の活用についても、盛り込むこととし
ました。また、新技術開発で発展を続けるベンチ
ャー企業等を視察することとしました。

理財部会

・部会長 漆原

克典

㈱七十七銀行塩釜支店長

●開催日 ２月15日㈮
●出席者 12名
●計画案
①地域資源勉強会への
参加
②第41回共同講演会の ▲昨年の共同講演会は、外交
ジャーナリストの手嶋龍一
開催
氏を講師に招きました
③他部会との合同視察
会の実施
④みなと塩竈ゆめ博への協力
●協議内容
今年41回目を迎える共同講演会は、例年どおり
11月に開催し、講師、日程については、７月の部
会で決定することになりました。また、昨年に引
き続き「みなと塩竈ゆめ博」について部会として
支援協力していくことになりました。

会員事業所のみなさまへ

業務上・業務外を問わず２４時間保障！
商工会議所独自の給付制度も
！

入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付 定期保険
（団体型）
＋塩釜商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金・助成金・記念品制度）
「記載の内容はマリン共済制度の一部を記載したものです。ご加入
にあたってはパンフレット、 重要事項説明書（契約概要・注意喚
起情報）を必ずご覧ください。」
お問い合わせは 塩釜商工会議所
℡367-5111
引受保険会社
アクサ生命保険株式会社
℡221-3352
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働き方改革は適正な労働時間の管理から

『働き方改革関連法に関する説明会』開催
３月７日、工業・建設業の方々を対象とした「働
き方改革セミナー」を開催し、会員事業所の労務担
当者など27名が参加しました。（主催：工業・建
設部会、中小企業相談所、共催：仙台労働基準監督
署、公益社団法人塩釜法人会）
講師は、仙台労働基準監督署の長南吉幸主任監督
官で、労働基準法の改正点や各種支援策について、
事例を交えた講義が行われました。
主なポイントは、次のとおりです。
①残業時間の上限規制や年５日間の年次有給休暇
の取得など、労働時間法制の見直しが行われていま
す。建設業は、残業時間の上限規制が５年間猶予さ
れますが、５年後に確実に実行するためにも、働く
人の労働時間を把握し、適正に管理することが大切
です。

ミニインタビュー
市民まつりで塩釜を元気に
第36回しおがま市民まつり
実行委員会
実行委員長

横石 弘幸 氏
（㈱ジャパン交通専務取締役）

－今年で36回目になりますね－
この市民まつりは、塩竈神社の「花まつり」に
合わせて開催しています。市民の皆様のたくさん
の笑顔で盛り上げていただき、今年36回目を迎え
ます。青年部の歴史と共にあるこのお祭りの、実
行委員長を務めることとなり、責任の重さを感じ
ています。
－今年の内容についてお聞かせ下さい－
４月28日、本塩釜駅前周辺を会場に実施しま
す。
今年のテーマは、「en」～縁をつないで円にな
り 宴がはじまる～です。来場者の皆様に、いろ
いろな「en」を感じていただけるよう、準備を重
ねています。
各宗葬儀施行・仏壇・仏具・生花

（本社）白寿殿

塩 釡

塩釡市桜ヶ丘2-27
TEL 022-366-4141

●白寿殿

岩

切

●白寿殿

多賀城

●白寿殿

石

巻

●白寿殿

利

府

●白寿殿

利府駅前

●白寿殿

松

島

TEL 022-255-4141

TEL 0225-96-3232
TEL 022-290-3232

TEL 022-363-4141
TEL 022-767-4141
TEL 022-353-4141
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▲工業・建設業にポイントを絞った内容となりました

②上限時間を超えて労働させる場合は、「臨時的
な特別な事情がある場合」に限られ、３６協定の特
別条項としての届出が必要となります。
③今回の改正を機会として、「働く」、「休む」
のメリハリをつけることで、働く人の意欲・能力を
存分に発揮できる職場づくりをめざしましょう。
働き方改革関連法等に関するご相談は、仙台労働
基準監督署(電話番号０２２－２９９－９０７２)ま
でお問い合わせ下さい。
ステージイベントでは、「カラオケ大会」を行
います。市内の各団体の皆さんや、塩釜国際交流
協会のご協力をいただき、市内在住の外国人の
方々にも参加いただく予定です。外国の方々に
は、歌だけでなく国際色あるパフォーマンスも披
露していただきます。また、昨年好評だった「餅
まき」を今年も行います。もちろん恒例の「ジャ
ンボ鉄火巻」も実施します。午前、午後の２回
で、参加受付は当日の朝から行います。
－そのほかの企画は－
たくさんの遊具が並ぶ「ちびっこ広場」では、
ミニ新幹線がお魚のトンネルを走る「おさかな鉄
道」が、今年もやってきます。お得な広場チケッ
トを会場で販売しますので、ぜひご利用下さい。
また、皆さんお待ちかねの大ビンゴ大会も、た
くさんの豪華景品をそろえています。
－市民の皆様に一言－
市民まつりは多くの団体、企業、市民の皆様の
ご協力ご協賛をいただいて開催できるものです。
心から感謝申し上げます。現在スタッフ一同、全
力で準備を進めていますので、当日はぜひ本塩釜
駅前にご来場下さい。

パート２

シリーズ
おしえて！働き方改革
～有給休暇「５日間」の
取得義務化とは～

『働き方改革』（４月改正）に対する皆さま
の疑問に、シリーズでお応えしていきます。

ひだまり社会保険労務士事務所
所長

社会保険労務士

金子

栄作

（専門サービス部会所属）

おしえて その１
「5日間」の有給休暇の取得をさせな
ければならない労働者は、10日以上の
有給休暇が付与される労働者とのこと
ですが、具体的にどう対象者を判断す
ればよろしいのでしょうか？
当社は、正社員と（フルタイム・短時
間）パートタイマーなど様々な雇用形
態の労働者が在籍しております。

おこたえ

表Ⅰ【正社員・（フルタイム）パートタイマー】の付与日数表
１年 ２年 ３年 ４年 ５年
６年
勤続年数 ６ケ月 ６ケ月 ６ケ月 ６ケ月 ６ケ月 ６ケ月 ６ケ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日
20日

表Ⅱ【（短時間）パートタイマー】の付与日数表
勤続年数・付与日数
週所定 週所定

年間所定

６年

一般の労働者（週所定労働時間が30
労働 労働
6ケ月 1年 ２年 ３年 ４年 ５年 6ケ月
労働日数
6ケ月 6ケ月 6ケ月 6ケ月 6ケ月
時間以上、所定労働日数が週５日以上
時間 日数
以上
の労働者、または１年間の所定労働日
4日 169日～216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
数が217日以上の労働者）には、表Ⅰ
30時間
が適用されます。
3日 121日～168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
未満 2日 73日～120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
表Ⅱは、週所定労働時間が30時間未
満で、かつ週所定労働日数が４日以
1日 48日～72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
下、または１年間の所定労働日数が48
日から216日までの労働者に適用され
ます。
■正社員・（フルタイム）パートタイマー
⇒入社6ヶ月経過後の有給休暇付与時点で、10日以上の有給休暇が付与される労働者と
なるため、全員が有給休暇取得義務の「5日間」の対象者となります。
■（短時間）パートタイマー
⇒有給休暇付与時点で、10日以上の有給休暇の付与に該当する勤務状況になっている場合に、有給休暇取
得義務の「5日間」の対象者となりますので、10日以上の付与に該当しない勤務状況の場合には対象者とな
りません。
しかし、今回の義務化の対象者でなくても、有給休暇自体は労働者から取得申請が
あった場合、原則取得をさせなければなりません。

おしえて その２
当社は、日給制と時給制を
採用しており、今後、「5日
間」の有給休暇の取得が義
務化となった際に、「5日間
分」の有給休暇取得時の賃
金はどのような扱いとなる
のでしょうか？

おこたえ

有給休暇取得時の賃金の扱いについては、これまでと同様となりま
す。日給制の場合、有給休暇を取得した日は、1日分の日給の支給が必
要となります。
また、時給者の場合、有給休暇を取得した日の所定労働時間分の給与
の支給が必要となります。（もし、所定労働時間が勤務日により異なる
場合には、あくまでも勤務日の所定労働時間分の賃金を支給します）
月給制の場合には、有給休暇を取得した日の賃金を減じなければ問題
ありません。
■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
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検定試験の日程が決まりました
2019年度の各種検定試験の日程が決まりました。また、新たに実践的なプログラミングスキルの習得を支
援する「日商プログラミング検定」がスタートしました。

― 2019年度塩釜商工会議所検定日程 ―
※消費税率の改定により、10月以降に施行される検定試験の受験料が変更となります

検定種目

施行日

受 験 料
４月～９月施行 10月以降施行

募集期間

珠

４級～10級
4月14日㈰ 2月4日㈪～3月14日㈭ 1級 2,300円
暗算
準１級 2,000円
1級～10級
2級 1,700円
段位
6月23日㈰ 4月15日㈪～5月23日㈭ 準2級 1,600円
暗算
3級 1,500円
準3級 1,300円
４級～10級
8月4日㈰ 5月27日㈪～7月4日㈭
暗算
4～6級 1,000円
7～10級 900円
1級～10級
900円
段位
10月27日㈰ 8月19日㈪～9月26日㈭ 暗算
段位 2,900円
暗算

1級
2,340円
準１級 2,040円
2級
1,730円
準2級 1,630円
3級
1,530円
準3級 1,320円
4～6級 1,020円
7～10級 910円
暗算
910円
段位 2,950円

日商プログラミング検定
社会人として必要な論理的な思考力、問
題解決力の向上につながります。情報技
術の基礎となるプログラミングスキルを
体系的に習得することができる試験で
す。
◆受験資格 制限なし
◆試験方式 インターネットを介して試験
の実施、採点、合否を行う
ネット試験
◆試験会場 ネット試験認定会場（ 自宅での
受験は不可）※日商検定ＨＰで確認

算

４級～10級
12月8日㈰ 9月30日㈪～11月7日㈭
暗算
1級～10級
2020年
段位
2月9日㈰
暗算

◆試験日

2020年
12月2日㈪～1月9日㈭

マーケティング

リテール・

簿
記

２級・３級 7月13日㈯ 5月13日㈪～6月20日㈭ 2級
3級
2020年
2020年
２級・３級 2月19日㈬ 12月16日㈪～1月23日㈭

5,660円 2級
4,120円 3級

5,770円
4,200円

4月1日㈪～5月9日㈭ 1級
2級
1級・２級・3級 11月17日㈰ 9月9日㈪～10月17日㈭ 3級

7,710円 1級
4,630円 2級
2,800円 3級

7,850円
4,720円
2,850円

1級・２級・3級

6月9日㈰

2020年
2020年
2級・3級 2月23日㈰
12月16日㈪～1月23日㈭

・当所認定校 ソーズエイトＩＴプラザ
☎022(349)0008
試験会場が日時を決定

級
出題言語 試験科目
EXPERT C言語・ 知識・実技
Java・VBA
STANDARD C言語・ 知識・実技
Java・VBA
BASIC 言語によらない 知識

ENTRY Scratch

知識

程度能力
IT技術者としての基本的
能力を言語別に問う
企業においてIT化を先導
できる、プログラミング
に関する基本知識・スキ
ルを言語別に問う
企業人としての素養とし
て求められる、プログラ
ミングの基本知識、簡単
なアルゴリズムについて
問う
初学者向けに、ビジュア
ル言語による簡単なプロ
グラミング及びプログラ
ミング的思考を問う

※簿記検定試験は、定員制となっていますので、お早めにお申し込
※試験時間・合否基準などは、日商検定ＨＰでご確認ください
みください。また、インターネットでの申し込みも受け付けてお
ります。詳しくは当所ＨＰをご覧ください。
※ネット試験会場は、日商検定ＨＰにてご確認ください。
■お問合せ：塩釜商工会議所 総務課 ☎022(367)5111

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/

多賀城事務所／〒985-0843 宮城県多賀城市明月1－5－12－101
TEL022-363-2131 FAX022-364-9965

あとがき

株式会社

年々、春の訪れが早くなる気がします。
というのも、私の鼻が、敏感に「花粉」の
存在を感じるからです。今年の飛散量は例
年並みか、やや多いとのことですが、耳までか
ゆくなる私にとっては、憂鬱な季節です。お薬とマ
スクで乗り切ります。
（高橋和恵）

会員の皆様は割引料金です
会議・講演会はもちろん、展示会にも利用できます。
お問合せ

当所総務課（367）5111

下 田 啓 二

（6）塩釜商工会議所ニュース 2019.3.15

