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～　主　な　内　容　～

編集兼発行人／
　　塩釜商工会議所 塩釜商工会議所 宮城県塩釜市港町一丁目6-20

TEL. 022-367-5111　FAX. 022-367-5115
http://www.shiogamacci.jp/

印刷所／
　　㈱  工  陽  社

・塩竈ＰＲグッズ発売決定 ……………………P.１
･塩釜商工会議所青年部定期総会 ………………………P.２
･シリーズ消費税軽減税率制度対策………………………………P.３

　当所ではこの度、塩竈の魅力を発信する新しいPRグッズ
を製作しました。一つは江戸時代の塩竈の風景を描いたシ
ックな“塩竈扇子”、もう一つは塩竈の祭りの景色を入れ込
んだ２種類の“ストラップ”です。
　当地の歴史・文化を掘り起こして企画したこれらの商品
は、塩竈を身近に感じられ、土産物や贈り物として最適で
す。
　扇子は６月３日㈪から当所窓口で、ストラップは小売販
売契約した会員事業所で６月15日㈯から販売します。
　詳しくは、今号と５月15日号に折り込んだチラシをご覧
ください。

～折込みチラシ～

………… 折込サービス …………

・優良従業員表彰申請者募集
・創業・創立記念会員事業所顕彰申請
・事業承継相談会のお知らせ
・塩竈PRグッズ第７弾　販売店募集の案内

・塩竈市  ふるさと納税御礼品協力事業者説明会について
・東日本自動車学校
・新しいダイバーシティ経営セミナー
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レーザーで彫りこみました。素材は絹と竹、桐箱付きです
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▲
江戸時代中期に描かれた
『塩竈富山図巻』（佐久間洞厳  鹽竈神社博物館蔵 紙本着色 塩竈部分）を、
レーザーで彫りこみました。素材は絹と竹、桐箱付きです
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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

「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、あいおいニッセイ同和
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

からのお知らせ

　５月14日、当所青年部が『第37回定期総会』を
開催しました。会場はホテルグランドパレス塩釜で、
来賓やＯＢ会員、会員など64名が出席しました。
　総会では、平成30年度の決算や令和元年度の事
業計画などが審議され、原案どおり承認されました。
また、役員改選では本間良氏（本間商工㈱代表取締
役社長）が会長に再任されました。
　新体制の下、みなと祭やゆめ博、東北ブロック大
会など、当地の振興に向けた青年部のますますの活
躍が期待されます。

青年部 第37回定期総会を開催青年部 第37回定期総会を開催

壇上で一人ずつ
自己紹介をする
新メンバー。平
成30年度は13
人の仲間が加わ
りました

▲▲

再任され、あいさつ
をする本間会長

▲▲

『心ひとつに』『心ひとつに』東北ブロック大会へむけて東北ブロック大会へむけて

宮城県
Miyagi Prefectural Government

宮城県
事業復興型雇用創出助成金
宮城県
事業復興型雇用創出助成金【中小企業型】

①宮城・岩手・福島で東日本大震災に被災した求職者を
②産業政策（国や県の補助金・融資など）の支援を受けた事業所で
③安定的な雇用（無期又は更新可能な１年以上の有期契約）で雇入れ

３年間で最大120万円/人を助成！ （１事業所当たりの上限は2,000万円）
使い道はいろいろ（人件費、人材育成…）

【令和元年度認定申請受付期間】
第１期　６月５日㈬から７月４日㈭まで
第２期　12月10日㈫から令和２年１月16日㈭まで

申請・お問い合わせは
宮城県経済商工観光部雇用対策課分室
　〒980-0014　仙台市青葉区本町３丁目4-18
　　　　　　　　　太陽生命仙台本町ビル2Ｆ
　電話022-797-4661　FAX022-211-0973

沿岸部の中小企業の社長さん、従業員の雇用を支援する助成金がありますよ！
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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！

～資金繰りへの影響は～～～～～～資金繰りへの影響は～

シリーズ 消費税軽減税率制度対策
Part５

税理士法人 阿部会計事務所
　   税理士　小　山　えり奈
            （専門サービス部会所属）

※『消費税』（10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。

　資金繰りへの影響が大きい業種として、
まず飲食店と農林水産業があげられます。
（その他、新聞販売店等もあります。）

　上記のように、消費者から預かる消費税額
10％に対して仕入先に支払う消費税額は8%
となるので、日々の資金繰りには余裕が出ま
すが、その分決算時に納付する消費税額は増
えることになります。決算のときに慌てるこ
とがないように、毎月定期積金に積み立てる
等の準備をしておきましょう！          
（参照：日本商工会議所『今すぐ始める軽減税率対策』）

問 　軽減税率制度導入後、資金繰りへの影響は
どうなるの？また、注意すべき点がありまし
たら、教えて下さい。

答え

【 例 】 飲食店での消費税の受け取りと支払い

塩竈みなと祭縁日広場実行委員会事務局
塩竈市港町1-6-20（塩釜商工会議所内）
TEL：022-367-5111　FAX：022-367-5115

お問合せ

あなた
も

出店
しません

か

　塩竈みなと祭縁日広場実行委員会（塩釜商工会
議所青年部）では、「縁日広場」への出店者を募
集します。対象は塩釜商工会議所会員で、当実
行委員会の出店要綱を遵守できる方です。出店
希望の方は事務局までお問合せください。

・開催日時：令和元年７月14日㈰
・販売時間：午後3時～午後8時45分（予定）
・場　　所：①港町公園（塩竈市海岸通15番地区）
　　　　　　②千賀の浦緑地公園（塩竈市海岸通13番地区）
・出店スペース：1コマ(3ｍ×3ｍ)に限らせていただきます。
・募集締切：令和元年６月10日㈪  17:00まで
※応募多数の場合は、抽選とさせていただきます。

食品卸売
事業者

飲食店 消費者

食材仕入
８％

外食サービス
10％

　上記のように、消費者から預かる消費税額
8％に対して仕入先に支払う消費税額は10%
となるので、資金繰りが一時的に苦しくなり
ます。決算時に納付する消費税額はその分減
少することになりますが、月々の資金繰り計
画をしっかり立てて資金がショートしないよ
うに注意しましょう！

【 例 】 農林水産業の消費税の受け取りと支払い

仕入業者 農林
水産業者

卸売業者
等仕入

10％
売上
８％

農薬・農機具
缶詰の缶・保冷用氷等

お米・野菜
魚の缶詰・干物等

かか
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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

２０１９年経済センサス
　－基礎調査を実施します！！

　経済センサス－基礎調査は、すべての事業所の活
動状態等の基本的構造を明らかにすることを目的と
しています。
　調査員がすべての事業所の活動状態を実地に確認
し、新たに把握した事業所など一部の事業所には調査
票を配布しますので、ご協力をよろしくお願いします。

総務省・経済産業省・宮城県・塩竈市

食べておいしい・贈ってうれしい・
　　　　 頂いてうれしい商品あります
食べておいしい・贈ってうれしい・
　　　　 頂いてうれしい商品あります

事業所名：（合）えすぱーく塩竈  武さ屋
住　　所：985-0016

宮城県塩竈市港町1-4-1
TEL/FAX：022-361-1541
営業時間：9：30～17：00
そ の 他：年中無休、 地方発送可

頂き、ご不便をおかけしていました。これからは実
際に商品を手に取ってお求めいただけますので、ぜ
ひ１度お立ち寄りください。

えすぱーく塩釜　武さ屋えすぱーく塩釜　武さ屋
代表取締役社長 武田胞雄さんより
　今年４月、マリンゲート塩釜１階に「えすぱーく塩釜
武さ屋」をオープンしました。以前の「えすぱーく塩
釜」が、場所と名前も新たに生まれ変わりました。
　「武さ屋」は、私が代表を務める仙台漬魚㈱の商品す
べてと、「えすぱーく塩釜」で長く親しまれている市内
４社のこだわりの商品を扱うセレクトショップ的な店舗
です。また、塩竈のみならず、全国の美味しい物を少
しずつ並べたミニ物産展的なコーナーも設けています。
　私が45年間原材料の仕入れをした経験を活かし製造
した商品の数々、そして塩竈のこだわりの品々。私は
ここを、自社製品のみならず、地元の『いいもの』を紹
介する発信基地として、塩竈を盛り立てていきたいと
思っています。
　弊社はこれまで、ネットショッピングのみの展開で
したので、市内にお住いの方もネットからお申し込み

１番人気は「銀鱈 仙台味
噌粕漬」。伊達家御用達
仙台味噌と、宮城の銘酒
の酒粕を使い、丁寧に低
温熟成した逸品です

▲

従来通り扱う「阿部
商店の干物、平塚商
品の塩辛、マルブン
食品の揚げ蒲鉾、け
んこう村の煮魚」も
変わらず人気です

▲

たけさや

武さ屋
えすぱーく塩竈

ホーマックホーマック
郵便局郵便局

イオン
タウン塩釜
イオン
タウン塩釜本

塩
釜
駅

本
塩
釜
駅

いな  お

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

　新規開店・改装・移転・新商品の発売周知など、用途に合
わせてご利用ください。掲載を希望する方はお気軽にお
問い合わせください。しおがま会議所ニュースは、会員企
業・各団体など約2,000社に配布されています。
（掲載は無料、掲載月の指定や掲載枠のサイズ指定は出来
かねますのでご了承ください。）

お問い
合わせ

塩釜商工会議所総務課
Tel. 022-367-5111

たけ さや

事業所名 代表者 事業内容

サンワ技建 三浦　和彦 外構、エクステリア工事業
東北電力㈱　
　仙台北営業所 大野けい子 電気事業

特性因子研究所 大川　　洋 外部人事業務委託、
キャリアコンサルティング業

平成31年4月～令和元年5月にご入会いただいた事業所を
ご紹介いたします。 （3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 だ
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！
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脳MRI・全身CT　最新設備完備
◎ 高性能MRI脳検診、低線量CT検診20,000円（税抜）
◎ 物忘れ外来（予約制）

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
東北大学脳神経外科　医学博士

塩釜の統計資料

人　　口
　　　　　　                                   　　　  （単位：人）

月    　      区分 男 女 計 世帯数

H31.4月
25,918 28,253 54,171

23,595
（内、外国人128人）（内、外国人415人）（内、外国人543人）

H30.4月 26,062 28,525 54,587 23,426
比  （％） 99.4% 99.0% 99.2% 100.7%

塩竈市市民総務部

ガス消費量
            （単位：㎥）

月    　     　 区分 ガ　ス　消　費　量
H31.4月 631,694
H30.4月 640,710
比　（％） 98.6%

塩釜ガス㈱

観光客乗船数
  （単位：人）

月                  　　　　区分 乗　　船　　数
H31.4月 23,874
H30.4月 17,929
比  　（％） 133.2%

累      計(H31.1月～ 4月) 67,633 
前年同期間(H30.1月～ 4月) 56,241 

累計比　（％） 120.26%
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

H31.3月
件数 延面積 件数 延面積 件数 延面積
24 3,131.80 22 2,975.19 2 156.61 

H30.3月 35 5,043.18 30 4,284.93 5 758.25 
比 （％） 68.6% 62.1% 73.3% 69.4% 40.0% 20.7%

塩竈市建設部

 ・前月に比べ人口は21人減少、
世帯数は43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
H31.4月 138 498 1,273 (176) 781,427 (128,063)

H30.4月 97 461 851 (161) 735,602 (111,763)
比  （％） 142.3% 108.0% 149.6% 106.2%
累計

（H31.1月～4月） 465 1,828 5,889 (1,135) 2,775,804 (590,895)
前年同期間
（H30.1月～4月） 344 1,800 6,045 (1,248) 2,797,109 (729,205)
累計比（％） 135.2% 101.6% 97.4% 99.2%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、隻数が41隻増、
貨物台数37台増、数量422ｔ増、金額45,825千円の増となった。

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
H31.4月 580,829 20,343 19,361
H30.4月 593,873 20,915 19,796
比  （％） 97.8% 97.3% 97.8%

塩竈市水道部 ・4月13日に最大となっている。

・前年同月（Ｈ30. ４月）との比較
では5,945人の増。10連休の影響とインバウンド増加のため。

・新築の申請は、一般住宅のほか寄宿舎や長屋の申請
があった。用途変更では保育所の申請があった。

・新規求職者数は前月比95.3%、
新規求人数は前月比67.3％と共に減。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 H31年3月          　　　　　   　　　　　 　    ※（　）内は、前月の数

求　職
新 規 求 職 者 数 662 (694)
月間有効求職者数 2,637 (2,540)

求　人
新 規 求 人 数 907 (1,347)
月 間 有 効 求 人 数 3,018 (2,971)

就　職 就 職 者 数 296 (202)
ハローワーク塩釜
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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

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

　新しい塩竈グッズ
がいよいよ発売にな
ります。それぞれ、
担当者が細部までこ

あとがき

加入促進キャンペーン実施中 ４月１日～６月30日

役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます

マリン共済
　本キャンペーンは『商工会議所共済制度』を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向
上にお役立ていただくことを主な目的としています。
　マリン共済は、病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時
間保障されます。また、当所独自の給付制度として見舞金・祝金・助成金等もございます。詳しく
は、当所までお問い合わせください。 〈お問い合わせは〉塩釜商工会議所 総務課　℡022-367-5111

〈定期保険（団体型）引受保険会社〉　アクサ生命保険㈱

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）

だわり、仕上げました。シック
な扇子は男女問わずお持ちいた
だけます。また、色あざやかに
仕上がったストラップは、販売
店を募集します。申し込みお待
ちしています。（島津伴子）

髙橋ちえ子

塩釜商工会議所
共済、福祉制度
アクサ生命保険㈱

入　社　平成13年８月３日
出身地　登米市
趣　味　温泉巡り
好きな食べ物　くだもの（特に桃）
好きな言葉　七転び八起き
ひとこと　車も私も高齢者　まだまだ走
ります。これからも、ご協力の程、宜しく
お願い申し上げます。

推進員　

無料相談会無料相談会

◆日　時　6月20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　6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　6月13日㈭・27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　６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

おめでとうございます！

　「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。 〈お問合せ先〉 塩釜商工会議所  ℡022-367-5111

「マリン共済」のご加入者へお祝金を贈らせていただきました。

事業所名　㈱栄電業
加入者名　佐藤　真丈 様

祝
赤ちゃん
 誕生！

祝
赤ちゃん
 誕生！ 平成31年１月に大輝くんが誕生しました。
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