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　今年も港町・塩竈の魅力をたっぷり体験できる
「みなと塩竈・ゆめ博2019」を開催します。
　10月１日からの１カ月間で約50のイベントを実
施します。メーンは鮮度抜群の魚介類や海産品を楽
しめる「どっと祭」、海上保安本部の「巡視船一般
公開」、塩竈神社の表坂や境内がＬＥＤキャンドル
の美しい光で彩られる「神々の月灯り」の３つ。　

　ぜひご家族やご友人と“しおがまの魅力”を再発
見下さい。また、来訪者にはおもてなしの心でお出
迎え下さい。
　その他のイベントや詳しい申し込み方法等は、
ホームページでご確認ください。

～折込みチラシ～

・会員交流会のお知らせ

・経営セミナーのご案内

みなと塩竈・ゆめ博

ひご家族やご友人と“しおがまの魅力”を再発発

尾島町ナイト
スポット探検
10/１㈫～

小舟で巡る貞山運河・
御舟入堀遊覧会
10/5㈯・6㈰

NewNew

巡視船「ざおう」
一般公開（貞山ふ頭）
10/13㈰・14㈪
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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

　10/6㈰　塩竈市魚市場/塩釜水産物仲卸市場
◆魚市場開設90周年記念『どっと祭』

　10/12㈯・13㈰
　志波彦神社・鹽竈神社境内および参道
 同日開催　御釜神社ライトアップ、酒蔵めぐり、
                その他今年は新しいイベントもあります

◆「しおがまさま神々の月灯り」

　今年もゆめ博が近づいてきました。
　振り返ってみると、東日本大震災後、復興の方向
性を協議した際に多くの方から「塩竈には神社を始
め、たくさんの魅力あふれる宝物がある。真の復興
にはこれらの地域資源を活かした街づくりを進める
ことが大切である」との意見をいただきました。
　こうした提言を受けてスタートしたのがゆめ博で
す。『秋に開催されている数多くのイベントを仙台
圏の方にＰＲし、実際に訪れていただき、体験して
いただく』、今では毎年10万人のお客様に来ていた

みなと塩竈・ゆめ博実行委員長
        桑　原　　茂 （当所会頭）

だけるようになってまいりました。そしてこの間に
行ってきたＰＲ活動は当市のシティーセールスとな
り、通年でのまち歩き客の増加にも繋がっています。
　5回目となる今年も約50の催事を予定しています。
新装なった巡視船ざおうの公開や好評のどっと祭、
根強い人気のまち歩きなど、各団体が知恵を絞って
準備を進めています。また、今年は県内全域へのＰ
Ｒも行います。
　会員の皆さまには各催事を支えていただきますと
ともに、ぜひおもてなしの心で当地の魅力を多くの
方々にお伝えいただき、真の復興に向けたにぎわい
再生にお力添えをお願いします。

・巡視船一般公開 10/5㈯・6㈰
　塩竈港　西ふ頭（マリンゲート塩釡東側岸壁）
 同日開催　塩釜港ボート天国、
                マリンゲート塩釜秋のマルシェ

・新装なった巡視船「ざおう」一般公開
　10/13㈰・14㈪　貞山ふ頭

メーンイベント

詳しくは…
　9月15日号の会報や、9月30日発行の「河北新報中面見開き４頁」をご覧下さい。

にになってまいりました。そしてこのの間間間間間間に間にそしいりました。そそいりました。まし てこのてこのしてこのの間間間間にそしそそた。 てここままになににににににな の間に
なととなととなＰＲ活動は当市市 シテ セ ルテ とな

◆海のイベント

地域資源を活かし
真の地方創生を目指す
地域資源を活かし
真の地方創生を目指す

あきないを通じた
         おもてなしや工夫を

振 みるるとってみり返ってり振り返り返 み振振振り振振振振振振振振振振り
議した際にに多協議協議 多際を性をを性をを性性性を
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物産

海
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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 保険制度険制度保保合保保総合総合保保合保 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

～軽減税率の対象となる飲食料品の範囲～～～～～軽軽軽軽軽軽軽 囲囲囲～囲～～～～～軽減税率の対象となる飲食料品の範囲～

シリーズ 消費税軽減税率制度対策
完

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）

※『消費税改正』に対する皆さまの疑問に、シ
リーズでお応えしてきましたが、今号で最
後となります。なお、不明な点などありま
したら当所までお問い合わせください。

飲食料品には、判断に迷うものが多いですね。
今回は前回に引き続き、問い合わせが多いものについてご紹介いたします。
※軽減税率の対象となる「飲食料品」は「食品表示法に規定する食品」（酒類・外食等を除く）をいいます。

答え

問 　氷の適用税率は・・？

　健康食品・美容食品は「医薬品等」に該当しないものであれば「食品」となりま
すので、軽減税率の対象となります。
　また、特定保健用食品・栄養機能食品は「医薬品等」に該当しませんので「食
品」に該当し、軽減税率の対象となります。

答え

問 　健康食品・美容食品等の適用税率は・・？

　酒税法に規定する酒類については軽減税率の対象となりませんが、ノンアルコ
ールビールや甘酒（アルコール分が一度未満のもの）については酒類に該当しま
せんので、軽減税率の対象となります。

答え

問 　ノンアルコールビールや甘酒の適用税率は・・？

　８月９日、佐藤昭塩竈市長、香取嗣雄市議会議長、
今間喜樹職業安定所長、竹内透塩釜高等学校長が当
所を訪れました。桑原茂会頭に対し、新規学卒者及
び障がい者の雇用拡大についての要請書が手渡され
ました。県内の新規高校卒業者の内定率はこのとこ
ろ高水準を維持している一方、地域や業種による人
手不足は深刻化し、雇用のミスマッチが発生してい
ます。また、障害者雇用促進法においても地域が一

丸となり就労を支援していく必要があります。
　このようなことから新規卒業者および障がい者の
一人でも多い採用に向け、さらなる支援をお願いし
たいと、要請を受けました。

佐
藤
市
長
か
ら
桑
原
会
頭

へ
要
請
書
が
手
渡
さ
れ
ま

し
た

地元企業への雇用拡大について地元企業への雇用拡大について
さらなる連携強化をさらなる連携強化を

▲

～ 国税庁『消費税の軽減税率制度に関するＱ＆Ａ』参照 ～

「医薬品等」に該当するかどうかで判断すればいいんだね！

　「食品」とは、人の飲用または食用のものをいいますので、かき氷や飲み物に入れる
ための『食用氷』は軽減税率の対象となります。一方、ドライアイスや保冷用の氷につ
いては「食品」に該当しないため、軽減税率の対象とはなりません。
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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

－ 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

　塩竈にまったく縁のなかった私が、ここ本町でカフ
ェを始め、まもなく３年になります。転居するにあた
り偶然この建物に出会い、一目で気に入り、当初の予
定にはなかったカフェを始めました。
　下積みを含め30年、仙台市内のホテルでは料理長を
していた経験から、ホテル時代と同じレシピ・味の本
格的な中国料理をお出ししています。中国料理と言う
と油が強いイメージだと思いますが、当店は油控えめ
の優しい味が特徴で、お客様から喜ばれています。
　珈琲、ランチ、夜の食事、と思い思いの使い方、過
ごし方をしていただけたらと思います。
　本格的なコース料理はご予約いただければ、お昼か
らでも楽しめます。2名様からご遠慮なくお声掛けく
ださい。また、ハートランドの生ビールをご用意して
います、料理と合わせてどうぞ。
　外観からは想像できない“塩竈石”造りの落ち着いた
内装、一枚板のテーブル。私が一目で気に入ったこの
雰囲気の中で、ゆったりとした時間を過ごしていただ
きたいです。ご来店をお待ちしています。

“塩竈石”のこだわりのカフェで
      本格中国料理はいかがですか
“塩竈石”のこだわりのカフェで
      本格中国料理はいかがですか

事業所名：Condiment。Café
住　　所：宮城県塩竈市本町11-12
Ｔ Ｅ Ｌ：022-253-6925
営業時間：11:30～20:00（ラストオーダー20時）
定 休 日：火曜日
そ の 他：ヨルゴハンセット、ドリンクセット

もあります。駐車３台分有。

Condiment。 CaféCondiment。 Café
コンディメント カフェ

貴重な塩竈石を使用した
内装。マニアックなスピー
カーや店名の由来、木下
さんのこだわりがたっぷ
りと詰まったお店です

▲

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

代表の木下喜晶さんより
よしあき

杉村惇
美術館
杉村惇
美術館

塩竈神社
博物館
塩竈神社
博物館

塩釜
西町局
塩釜
西町局

Condiment。
　　　 Café
Condiment。
　　　 Café

▲

本
町
通
り
か
ら
の
入
口
。

裏
手
か
ら
も
入
店
で
き
ま
す

▲

ラ
ン
チ
は
850
円
か
ら

事業所名 代表者 事業内容 事業所名 代表者 事業内容

いろは 木幡　博志 飲食業 しおがまの小さな料理教室 伊藤　志穂 料理教室・
メニュー商品開発

㈱サロン珠峯 車塚しげ子 健康食品販売

令和元年７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）

※掲載の承諾をいただいた事業所のみ掲載しています。

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

くろさわ脳外科

塩釜の統計資料

人　　口
　　　　　　                                   　　　  （単位：人）

月    　      区分 男 女 計 世帯数

Ｒ1.7月
25,862 28,178 54,040

23,672
（内、外国人151人）（内、外国人435人）（内、外国人586人）

H30.7月 26,077 28,533 54,610 23,535
比  （％） 99.2% 98.8% 99.0% 100.6%

塩竈市市民総務部

ガス消費量
            （単位：㎥）

月    　     　 区分 ガ　ス　消　費　量
Ｒ1.7月 451,510
H30.7月 447,891
比　（％） 100.8%

塩釜ガス㈱

観光客乗船数
  （単位：人）

月                  　　　　区分 乗　　船　　数
Ｒ1.7月 27,679
H30.7月 22,839
比  　（％） 121.2%

累      計(H31.1月～ R1.7月) 165,684 
前年同期間(H30.1月～ 7月) 142,216 

累計比　（％） 116.5%
丸文松島汽船(株)・ニュー松島観光船

 ・前月に比べ人口は34人減少、
世帯数は18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
Ｒ1.7月 156 589 1,520 (490) 538,486 (200,372)

H30.7月 146 528 597 (174) 658,739 (318,590)
比  （％） 106.8% 111.6% 254.6% 81.7%
累計

（H31.1月～R1.7月） 922 3,426 9,788 (2,072) 4,398,142 (982,356)
前年同期間
（H30.1月～7月） 858 3,489 9,181 (2,076) 5,090,404(1,287,920）
累計比（％） 107.5% 98.2% 106.6% 86.4%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、隻数が10隻増、
貨物台数61台増、数量923ｔ増、金額120,253千円の減となった。

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
Ｒ1.7月 626,756 22,235 20,218
H30.7月 652,279 22,763 21,041
比  （％） 96.1% 97.7% 96.1%

塩竈市水道部 ・7月30日に最大となっている。

・前年同月（Ｈ30.7月）との比較では
4,840人の増。天候が良かったことと、台湾からのインバウンドが増加した。

・新規求職者数は前月比88%、
新規求人数は前月比70％と共に減。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 Ｒ1年6月          　　　　　   　　　　　 　    ※（　）内は、前月の数

求　職
新 規 求 職 者 数 592 （668）
月間有効求職者数 2,776 （2,811）

求　人
新 規 求 人 数 729 （1,039）
月 間 有 効 求 人 数 2,488 （2,645）

就　職 就 職 者 数 222 （206）
ハローワーク塩釜

市内主要観光施設入込数
Ｒ1年7月          　　　　　   　　　　　 　 　　　　　   （単位：人）
塩竈市魚市場 4,576 おさかなミュージアム来館者数
マリンゲート塩釜 93,600 入館者数

塩竈市観光交流課・水産振興課

※建築確認申請状況  
　塩竈市建設部からご提供いただいてまいりました申請状況は、申請窓
口が民間にもあることから、掲載を取りやめます。代わって「市内主
要観光施設入込数」を載せてまいります。
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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

　むっ、とした暑さが消え、日に日に秋
の気配がしてきました。秋、と言えば
「みなと塩竈・ゆめ博」、そして食欲の秋
です。撮影で伺ったお店の炒飯が美味し

すぎてニヤニヤしてしまいました。この秋ゆっくり
町を歩きながら、新たな店や味に出会う楽しみはい
かがですか？（島津伴子）

あとがき

無料相談会無料相談会

日時　９月20日㈮
　　　午後3時30分～
　　　　　（一人30分）
※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　9月4日㈬・18日㈬
 　　  午前10時～午後5時

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  9月12日㈭・26日㈭
   　  午前10時30分～
　　  午後4時30分

宮城県よろず支援
拠点無料相談会

日時　９月25日㈬
   　   午前10時～
         午後4時

日時　９月19日㈭
   　　午前10時～正午
　　　午後１時～午後3時

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。

　会員の皆さまには日頃から特定退職金共済制度
をご利用いただき、お礼申し上げます。
　今月下旬、代表者の方へ上記制度の「積立金一覧
表」を送付いたしますので、ご確認をお願いします。
　この制度は、従業員の退職金制度で、毎月定額
の掛金を支払い、将来の退職金を計画的に準備で
きます。退職金の積み立てで、従業員の確保と定
着化をはかり、企業経営の発展に役立てることが

表表表表表表表表金金金金金金金金金金金金「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「積積立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立「 金金金金金金金金金金金金金金金立立立立立立立金金金金金金金金金立立立立立立立立立立立立立立「「「「「「「「「「「「「「「「「「「積「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立積積立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金立立立立立立立立立立立立立立金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金一覧覧一覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧表表表表表表表表表表表覧覧覧覧覧覧覧表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすしししししししししし付付付付付付付付付付付ししし付付付付付付付付付付付付付付ををををををををををををををををををををををををををををを しししししししししししししししままままままままままままましししししししししをををををををををををを まますすすすすすすすすすすすすすすすすすすしし付付付付付付付付付付付付付付付付ををををををををををををををを すすすすすをををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを送送送送送送送送送送送送送送送付付付付付付付付付付付付付をををををををををををを送送付付付付付付付付付付付付付付付送付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付しししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす共共共共共共共共共 業所 へへへへへへへへへへへへ共共共共共共共共共共共共共共共共共共共済共済済済済 約約約約約約約約者者者者（（（（（（（（事事事事事事事事事事事業業所所））））））ののののののののの 様へへへへへへへへへへへ様へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ

※事前申込が必要です塩釜商工会議所（相談課）367-5111

できます。
　今後とも、会員事業所の皆様のお役に立てるよ
う運営いたしますので、引き続きご愛顧ください
ますよう、お願い申し上げます。

【お問合せ】  塩釜商工会議所　総務課
　　　　　　                 TEL：022-367-5111
【委託保険会社】アクサ生命保険株式会社

入　社　　　平成30年1月1日
出身地　　　七ヶ浜町
趣　味　　　動画編集
好きな食べ物　お刺身
好きな言葉　笑う門には福来る
ひとこと 　たくさんのお話がしたいです。その中で
保険に関するモヤモヤがあれば解消できる存在に
なりたいと思っております。よろしくお願いします。後 藤 咲 希

塩釜商工会議所共済、福祉制度
アクサ生命保険㈱

推進員　
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