
THE SHIOGAMA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY NEWS

しおがま会議所ニュースしおがま会議所ニュース
№1649

2019201977.1.1

～　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

・「第72回塩竈みなと祭花火大会」
　　青年部縁日広場 ……………………………P.２
･「みなと塩竈海保カレー」提供店………………………… P.４
･宮城県商工会議所連合会総会 ……………………………………… P.１

　６月11日、仙台市内のホテルで宮城県商
工会議所連合会の総会が開催されました。
当所からは、桑原茂会頭と二人の副会頭が
出席しました。
　総会では、首都圏における水産品の商談
会などを開催することとなりました。また、
宮城県との意見交換会では、桑原会頭から
「海保カレー」の説明もし、県の協力を要
請しました。

～折込みチラシ～
・商工会議所向け保険制度のご案内
・新入会員紹介キャンペーン
・軽減税率対策オンラインセミナー
　のご案内
・軽減税率直前対策セミナー
・初めてのキャッシュレス化講座

宮城県商工会議所連合会総会を開催宮宮城宮城城県城県 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工会会会会会会会会会会工工工工工工工工工工工工工工工工工工会会会会会会会会会会会会会会会会議会会会会会会会会会議 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会ををををを会会会会会会会会会会会会会会会会会会会ををを開を開開催宮城県商工会議所連合会総会を開催
宮城県との意見交換も宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮城城城城城城城城城宮城城城宮城城宮城城城城県城県県県県県県県県県県県県県県 見見意見見見見見見見見見見見見見見見見見見交交交交交交交交交交交交交交見見見 もももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももも宮城県との意見交換も

持続的企業支援、首都圏での販路拡大へ持続的企業支援、首都圏での販路拡大へ

写真上　意見交換会には村井知事も出席しました
写真下　桑原会頭から当所の課題と重点事業について、説明

しました
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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

女川町商工会女性部の
島貫会長から震災時の
説明を受けました

女性部の会員が経営する
店舗も見学しました

▶
▲▲

　６月13日、当所女性会が女川町への視察研修会
を開催し、会員14名が参加しました。
　女性会では例年地域資源を学ぶ視察研修会を実施
していますが、今回は大震災で大きな被害を受けた
沿岸部の新しい街づくりについて学びました。
　はじめに、女川町まちなか交流館で女川町商工会
女性部と交流会を実施し、大震災から現在までの女
性部の活動、街づくりへの関わりなどについて意見
交換を行いました。
　その後、新たに整備された商業施設「シーパルピ
ア女川」、地元市場「ハマテラス」を視察しました。
隣接する店舗も、落ち着いた色調で統一され、青い
海と空との調和が素晴らしいものでした。

女川町商工会女性部との交流会女川町商工会女性部との交流会

　鈴木会長は「甚大な被害を受けた女川町ですが、
女性部の皆様は、下を向くことなく団結し、復興に
向けて取り組まれていました。女性の力の重要性を
一層実感しました。当女性会も地域のため、力を合
わせ活動していきたい。大変有意義な研修会となり
ました」と話しました。
　最後に、東北電力の女川原子力発電所地域総合事
務所を訪問し、女川原子力発電所の現状について説
明を受けました。

塩竈の夏の風物詩塩竈の夏の風物詩

間もなく
開催です

　日本三大船祭りの一つと数えられる「塩竈みな
と祭」。今年も東北の夏まつりの先陣を切って、
７月15日（海の日）に開催されます。前夜祭の花火
大会では、当所青年部も縁日広場や海のイベント
でお祭りムードを盛り上げます。
　今号では前夜祭縁日広場の情報をお知らせしま
す。なお、花火大会・本祭の全体の内容について
は、市広報紙または７月初旬発行の「河北新報」
折り込み「みなと祭かわら版」でご確認ください。

　今年は『温故知新～見つけようジモトのイイトコロ～』をス
ローガンに、前夜祭を盛り上げます。みなと祭に来た方が、
塩竈の様々な魅力を感じられるよう、色々と企画しました。
　知れば塩竈がもっと楽しくなること間違いなしの「塩
竈」に関するクイズ大会や、子どもたち対象のマリンレジ
ャー体験会など盛りだくさんです。ぜひご家族揃って遊び
に来てください、お待ちしています。

～縁日広場実行委員長からひとこと～
㈱Haptech
      代表取締役社長　土 見 大 介 氏

前夜祭縁日広場情報 海の
イベント

9：00～13：30
（北浜マリンベース）

　“もっと塩竈の海に親しんで
欲しい”の思いを込めて『海と
遊ぶ  千賀の浦カヌー体験会』
を開催します。カヌーやスタンディングパドルボード
体験、参加者同士のお楽しみ交流会も行います。この
機会にぜひ親子でご参加ください。募集人数は先着
30組です、お早めにお申し込みください。

ステージ
　今年は、塩竈がもっと楽しく
なるクイズ大会を行うほか、
いろいろな催しで会場を盛り
上げます。物販

　焼きそば、焼き鳥、かき氷などの
出店が、今年は2会場に並びます。

【前夜祭イベント問い合わせ】　塩釜商工会議所青年部　TEL022-367-5111

7月14日㈰15：30～21：00
（千賀の浦緑地公園・港町公園）

※会場には駐車場がございませんので、公共交通機関をご利用ください。

縁日広場と海のイベントで
         前夜祭を盛り上げます
縁日広場と海のイベントで
         前夜祭を盛り上げます

震災後の街づくりを学ぶ震災後の街づくりを学ぶ
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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

ビジネスビジネスビジネス 度度制険険保保保合保保総合総合保険制保合保険制度度ビジネス総合保険制度ビジネス総合保険制度

会員事業者を取り巻く様 な々事業活動リスクからお守りします
事業活動における賠償リスク、事業休業リスク、財物損壊リスクを総合的に補償

総合補償型

制度運営　日本商工会議所 お問合せ   塩釜商工会議所
               ☎022（367）5111

ここがおすすめ
・会員事業者を取り巻くリスクに対する補償のモレ・ダブリを解消し、一本化して加入可能
・賠償責任（ＰＬ、リコール、情報漏えい、施設・事業遂行等）リスクを総合的に補償
・災害（火災、風災、水災、雪災、地震等）に遭った際の休業損失を補償

～多数の商品を登録出来ないレジは？～～～～～～多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多 録録録録出出出出出出出来来来来来来来来来来来来来来来来来来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いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジはジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジははははははははははは？？？？？？？？？？？？？？？～～～～～多数の商品を登録出来ないレジは？～

シリーズ 消費税軽減税率制度対策
Part６

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。

　多数の商品名を登録出来ないレジの場
合には、商品の一般的な総称で差し支え
ありません。（例：野菜・肉・食品・飲
食良品・雑貨など）

問 答え

【区分記載請求書等の作成例】

○　良い例 ×　悪い例

八   百   ○
 ××年 11月 1日　　東京都○○○○○

領  収  書

野菜 ※ ￥   108    

肉 ※ ￥   973    

雑貨 ￥   330    

合計 ￥1,411 
 (10%対象 ￥   330)
 (8%対象 ￥1,081)

お預り ￥1,500 

お釣り ￥     89      

※印は軽減税率対象商品　

八   百   ○
 ××年 11月 1日　　東京都○○○○○

領  収  書

部門01 ※ ￥   108    

部門02 ※ ￥   973    

部門03 ￥   330    

合計 ￥1,411 
 (10%対象 ￥   330)
 (8%対象 ￥1,081)

お預り ￥1,500 

お釣り ￥     89      

※印は軽減税率対象商品　

※「部門 0１」などによる記載は取引の内容が記載されているとは言えず、一般的には記載事項
を満たしていません。（参照：日本商工会議所『今すぐ始める軽減税率対策』）

　令和元年10月に区分記載請求書等保存方式
が導入されますが、多数の商品名を登録する
ことが出来ないレジの場合はどうすればいい
ですか？
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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

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

亀谷 仁美

塩釜商工会議所
共済、福祉制度
アクサ生命保険㈱

入　社　平成22年９月３日
出身地　気仙沼市
趣　味　スポーツ観戦
好きな食べ物　白米
好きな言葉　ありがとう
ひとこと　日頃より大変お世話になってお
ります。皆様のお役に立てるよう精進して
参ります。宜しくお願い致します。

推進員　

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　　㈲塩釜マルセ運送
加入者名　　朝倉　芳仁 様

祝
小学校
 ご入学！

祝
小学校
 ご入学！ お子様のお名前　　悠仁くん

　6月24日、みなと塩竈海保カレープロジェクト委
員会（横田善光委員長）は、プロジェクトへの参加
を申し込んだ店舗について認定会議を行いました。
審査の結果、６店舗が認定されました。
　認定された店舗では、7月10日から順次カレーの

提供をスタートします。海保カレーのレシピは同じ
でも、それぞれの店舗が盛付などを工夫していて特
長があります。それぞれのお店の心のこもった味を
お楽しみ下さい。

塩釜みなとブランド推進委員会

「みなと塩竈海保カレー」レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレーーーーーー」」」」」」」」」」」」」」」」」」」「みなと塩竈海保カレー」
第１次提供店、６店舗決定！第１次提供店、６店舗決定！
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店舗名 カレーの種類 連絡先 店舗名 カレーの種類 連絡先

㈱武田の笹かまぼこ シーフードカレー 022-366-3355 食事処　大国屋 シーフードカレー 022-362-0567

TAVERNA GIRO
ビーフカレー
シーフードカレー
フルーツキーマカレー

022-385-6609 かじきや ビーフカレー
フルーツキーマカレー 022-367-7382

ホテルグランドパレス塩釜
ビーフカレー
シーフードカレー
フルーツキーマカレー

022-367-3111 和み処　男山 ビーフカレー 022-364-4784



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

Ｒ1.5月
25,886 28,221 54,107

23,600
（内、外国人130人）（内、外国人419人）（内、外国人549人）

H30.5月 26,045 28,529 54,574 23,445
比  （％） 99.4% 98.9% 99.1% 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
Ｒ1.5月 589,574
H30.5月 558,154
比　（％） 105.6%

塩釜ガス㈱

観光客乗船数
  （単位：人）

月                  　　　　区分 乗　　船　　数
Ｒ1.5月 37,437
H30.5月 31,134
比  　（％） 120.2%

累      計(H31.1月～ R1.5月) 105,070 
前年同期間(H30.1月～ 5月) 87,375 

累計比　（％） 120.20%
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

H31.4月
件数 延面積 件数 延面積 件数 延面積
38 5,290.66 37 5,258.37 1 32.29

H30.4月 28 3,568.75 26 3,284.31 2 284.44
比 （％） 135.7% 148.2% 142.3% 160.1% 50.0% 11.4%

塩竈市建設部

 ・前月に比べ人口は64人減少、
世帯数は5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
Ｒ1.5月 154 486 1,673 (38) 671,351 (50,582)

H30.5月 169 548 962 (136) 605,540 (107,421)
比  （％） 91.1% 88.7% 173.9% 110.9%
累計

（H31.1月～R1.5月） 619 2,314 7,562 (1,173) 3,447,155 (641,477)
前年同期間
（H30.1月～5月） 513 2,348 7,007 (1,384) 3,402,649 (836,627)
累計比（％） 120.7% 98.6% 107.9% 101.3%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、隻数が15隻減、
貨物台数62台減、数量711ｔ増、金額65,811千円の増となった。

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
Ｒ1.5月 610,892 21,074 19,706
H30.5月 609,648 20,992 19,666
比  （％） 100.2% 100.4% 100.2%

塩竈市水道部 ・5月23日に最大となっている。

・前年同月（Ｈ30.5月）との比較
では6,303人の増。10連休のため増加した。

・新築の申請は、一般住宅のほか日用品の販売を
目的とする店舗 などの申請があった。

・新規求職者数は前月比130.3%と増、
新規求人数は前月比97.1％と減。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 H31年4月          　　　　　   　　　　　 　    ※（　）内は、前月の数

求　職
新 規 求 職 者 数 863 （662）
月間有効求職者数 2,826 （2,637）

求　人
新 規 求 人 数 881 （907）
月 間 有 効 求 人 数 2,760 （3,018）

就　職 就 職 者 数 219 （296）
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

　「みなと塩竈海保カレー」の第１次提供店が決ま
りました。このプロジェクトは、海上保安部や海上
保安協会の協力のもとスタートした取り組みです。
それぞれのお店の食べ歩きなど、楽しみですね。

（島津伴子）

あとがき

▲▲

無料相談会無料相談会

日時　7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

日時　7月3日㈬・17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 事業承継個別相談会

どうぞご利用下さい

日時　7月11日㈭・25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

日時　7月24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

日時　7月18日㈭
   　　午前10時～正午
　　　午後１時～午後3時

担当／及川

※事前申込が必要です。当所相談課☎（367）5111

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。

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。

事業承継ネットワークの専門
相談員が対応いたします。

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。

　6月18・19日、当所で生活習慣病予防健診を
実施しました。一般社団法人杜の都産業保健会
の協力のもと毎年行っている予防健診で、今年
も会員事業所の代表者・従業員の方々149名が受
診しました。
　血液検査のオプションで受けられる「がん検
査」（別料金）も行われ、多くの方が申し込んで
いました。
　近年、従業員の健康管理を経営的視点から考
え、戦略的に実践する「健康経営」が注目され
ています。会員事業所の皆様には、予防健診の
機会を「健康経営」の一環として活用していた
だき、職場の健康づくりの推進に繋げていただ
きたいと思います。
　なお、マリン共済加入者には受診料の助成制
度がありますので、従業員の皆様の福利厚生の
充実にご利用ください。

にののののののののののののののののののののの「「「「「「「「「「「「「「健健健 」」」」」」」」」」の にににににににににににににににににににににににのののののののの にににににににににに」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」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の一一一一一一一一一一一一一の一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 にににににににににににににににににににににににににににににににににににににににに
予予予予予予予予予予予予予予予予予予予防健診診診診診診診診診をををををををををを防生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生

健診項目
身長、体重、尿、便、聴力、視力、血圧、血液、腹囲、
心電図、問診、胸部レントゲン、胃部レントゲン
（※当所では、毎年6月に健診を実施しています。）

「一ヶ所で済む
ので毎年申し込
んでいます」と
の声も聞かれま
した
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