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海のイベントでは巡視船「まつしま」
と造船所のクレーンが光の競演をす
るなど、町に彩りを添えました
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　10月１日から始まった「みなと
塩竈・ゆめ博2019」。今年は台風
の影響もありましたが、各イベン
トの主催者の皆さまには、おもて
なしの心で奮闘して頂きました。
そんな情景をお伝えします。

（関連記事P.6）
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シンガーソングライター
浄土真宗本願寺派教恩寺第六世住職

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

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

優良従業員表彰者（順不同・敬称略）
特　別　表　彰

宮城県知事賞
　三陸輸送㈱　　　　　　　　早坂　光治
塩竈市長賞
　㈱阿部亀商店　　　　　　　加藤　宮夫
宮城県商工会議所連合会長賞
　東北重機工事㈱　　　　　　尾形　浩一

勤続30年以上
日商会頭、六県連会長、当所会頭連名表彰
　㈱阿部亀商店 加藤　宮夫、加藤　隆徳 
　㈱阿部善商店 相澤　巻子 
　キクニ㈱ 　　　　小関　　豊 
　三陸輸送㈱ 阿部　松治、早坂　光治
 白戸　幸男
　㈱塩釜魚市場 渡邉　洋子、佐藤　勝哉 
　塩竈港運㈱ 紀野国幸司、滝口　康幸 
 最上　和是、八木　洋行 
　東北重機工事㈱ 石川圭司郎、尾形　浩一 
　東北ドック鉄工㈱ 　大和田　宏、窪田　達也 
 千葉　　修
　宮城マリンサービス㈱ 齋藤　　實、藤井　幸治
　㈱矢部園茶舗 　渡辺　正蔵

勤続20年以上
六県連会長、当所会頭連名表彰
　㈱阿部善商店 　内海　安洋、田中　　厚
　㈲大国屋 　　　　　我妻　夕子
　塩釜港開発㈱ 　平塚　信行
　塩釜港船舶給水㈱ 　菅　かよ子、鈴木　　綾
 我妻　　孝
　東北成幸産業㈱ 　小澤　　充
　東北ドック鉄工㈱ 　斉藤　信男、坂田　俊晴
 安海　　宏
　㈱白壽殿 　叶　　　信、小林　幸枝
 髙橋　克徳
　㈲東日本 東日本自動車学校 阿部　幸治
　マルブン食品㈱ 　佐々木　誠
　水野水産㈱ 　鑓水　範子

勤続10年以上
当所会頭表彰
　㈱阿部亀商店 阿部　真和、小網りつ子
 冨樫　　恒
　㈱阿部善商店 大竹　政人、菅原　峻介
　遠忠工業　　 三浦　正希
　キクニ㈱ 　　　　桑原竜之介
　三恵商事㈱ 佐々木正宏、吉田　　豊 
 橋間佐智代
　三陸運輸㈱ 　　赤間　　亮、安彦　　仁
 遠藤　秀紀、菅野　稚礼
 小原　　亨、腰澤　啓介
 斎藤　　遼、庄子　英和
 菅原　敦史、鈴木　新平

　10月18日、ホテルグランドパレス塩釜で、第17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、
196名が出席しました。
　表彰では、当所会員各社の優良従業員81名を表彰。続い
て、創業･創立記念事業所の58社へ、塩竈市産業環境部佐
藤俊幸部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。11回目となるマイスター顕彰では、２名に
対し記念の盾と副賞を贈ったほか、永年勤続の役員議員４
名に、日本商工会議所、東北六県商工会議所連合会からの
表彰状を伝達しました。
　表彰終了後の祝賀会は、塩竈の地酒で乾杯し、アトラク

ションに塩竈出身のシンガーソングライター アサノタケフミさ
んを迎え、祝賀会を盛り上げていただきました。参加された
方々は、それぞれの受賞を祝うとともに交流を深めていました。

塩釜 第1 回会員交

長年のご功績をたたえて長年のご功績をたたえて第17回
会員交流会

（2）塩釜商工会議所ニュース 2019.11.1



■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！

御商談・御会合・御家族で

塩竈神社  御祝儀料理指定店
活魚割烹
食　　堂 い  な  長

●駐車場　　●冷暖房完備

マリンゲート向い　電話（代表）365－1710

御祝儀
御法事　  料理仕出し
会食用

創業・創立記念会員事業所顕彰

日本商工会議所
東北六県商工会議所連合会
役員・議員表彰

塩釜商工会議所マイスター顕彰

三陸運輸㈱ 藤川　一馬、藤山慎太郎
 星　　康広、矢内　郁江
㈱サンテック 　佐藤みつ子、星　　和枝
塩釜港船舶給水㈱ 　相澤　　亘、瀬戸　大樹
㈱塩釜水産食品 佐々　俊介
㈲志賀石材店 戸嶋理恵子 
東北ドック鉄工㈱ 熊谷　　健

㈱白壽殿 　　　　　大江恵美子、鈴木　みち
マルキチ早坂商店    畠山　宣幸
マルブン食品㈱    神崎　　隆、菅野　美雪
水野水産㈱  青木　芳光、安部　清子 
 大宮　由衣、佐々木陽子
 瀬戸　那月
宮城マリンサービス㈱ 池内　武人、早坂　健哉 

創業130年 梅果堂
創業110年 ㈲榮太楼
創業90年 ㈲インテリア工房 ながい
 勝山水産㈱　　
創業70年 ㈲赤間畳工業所
 魚菊  
 ㈲沖商糧穀
 ㈾金谷豆腐店　
 ㈱祐文堂
創立70年 （公財）海上保安協会宮城支部
 塩釜水産加工業㈿
創業60年 ㈱小島蒲鉾店
 ㈱清野工務店
 ㈲松下板金店
 マルサン松並商店㈱
 ㈲ヤマギシ洋菓子店
 ㈲𠮷本商店
創立60年 職業訓練法人 塩釜建設
 技能者訓練協会
創業50年 ㈲上の原電工

 ㈲エンドー
 ㈲及政商店
 ㈲クリーンライフ大累
 ㈱神戸屋商店
 ㈱サクライ
 佐々木商店
 佐藤建業
 伸光
 橘食堂
 マルブン食品㈱
開設50年 杜の都信用金庫玉川支店
開設40年 ㈱七十七銀行塩釜西支店
創業40年 スナックアラジン
 東陽防災設備㈱
 ㈲マルセン自動車整備工場
 宮城機工建設㈱
 目黒デンタルラボラトリー
創立40年 塩釜石油基地防災㈱
 ㈲宅保電気工事
 宮本産業㈱ 

創業30年 デンタルアート スタジオ
 髙橋昭男税理士事務所
 マネジメント研究所
創立30年 ㈱仙台中央水産
 ㈲日野不動産
創業20年 ㈱ＳＵＮ－ＣＬＥＡＮ
 千輝インテリア
 フラワーズ・ベイ
創立20年 ㈱小野興業
 ㈲幸洋貿易
 ㈲丸信小向ルーフ工業
 ㈲めがね工房しらと
創業10年 岡田工芸
 さくら工房㈱
 塩釜あがらいん
 まもる整骨院
 ８０８むらた
創立10年 （同）顔晴れ塩竈
 ㈱ケーエスコーポレーション

（在職30年）
議　員　佐々木　眞　一
　　　　　㈱塩釜地方卸売市場
　　　　　　　　代表取締役社長
（在職20年）
会　頭　桑　原　　　茂
　　　　　キクニ㈱　代表取締役
常議員　佐　浦　弘　一
　　　　　㈱佐浦　代表取締役社長
常議員　志　賀　重　信
　　　　　㈲志賀石材店　代表取締役

　神社境内の約500種にも及ぶ樹
木の維持管理を指揮。国の天然記
念物「鹽竈神社の鹽竈ザクラ」の後
継木育成技術の確立をするなど、
豊富な経験と卓越した見識で神苑
管理に多大な貢献をしています。

（順不同・敬称略）

苑丁　  髙　橋　　　賢
えんてい さかし

【志波彦神社鹽竈神社】
　国内外での研修に積極的に参加
し、常に新しい技術の習得に努め
コンクールでは数多くの入賞を果
たしている。部下の指導力にも優
れており、コンテスト優勝者を出
すなど社内外から高い評価を受け
ています。

理容師　  阿　部　明　美
【株式会社エンドーグループ】

従
事
年
数
40
年

従
事
年
数
34
年
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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

適正取引講習会を開催催催催催催催催催催催適正取引講習会を開催
下請取引の適正化を推進下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下請請請請取取取取取取取取取取取取取取取取取取引引引引取取取取取取取取取取取取引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引ののののののののののののののののののの下請取引の適正化を推進

てみましょう」と説明がありました。
　当所では、今後も「創業スクール」など、各種講
座を予定しています。会員の皆さまのご参加をお待
ちしております。

よく誤りがある事例
□同意なく、下請代金を振り込む際の振込手数料を下
請代金の額から差し引いて支払った（下請代金の減
額の禁止に該当）
→発注前に当該手数料を下請事業者が負担する旨の書
面での合意がある場合は、親事業者が負担した実費
の範囲内で当該手数料を差し引いて下請代金を支払
うことが認められる

　10月９日、中小企業庁と当所中小企業相談所の共
催で『適正取引講習会』を開催しました。これは、
下請取引の適正化を推進するための法律である下請
代金支払遅延等防止法の周知を目的に実施したもの
です。講師に弁護士の山本翔氏をお迎えし、12名が
受講しました。
　講座では、同法の趣旨から適用となる事業者や該
当範囲まで、丁寧に解説いただきました。また、実
際に違反行為となった業種別の事例など、具体例を
交えた説明に、受講者は熱心に耳を傾けていました。
　山本氏からは「同法では、適用対象を明確にし、
違反行為の類型を具体的に法定することで、迅速か
つ効果的に下請事業者の保護を図っています。しか
し、意図せずに、買いたたき等の違反行為に該当し
ているケースや支払期日の定め方が誤っている場合
もあります。この機会に、下請取引について見直し

無料相談会無料相談会

日時　11月29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  11月6日㈬・20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 11月14日㈭・28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　11月27日㈬
   　   午前10時～
         午後4時

日時　11月21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。

※事前申込が必要です塩釜商工会議所（相談課）367-5111

▲講師の山本翔氏。
　事例を交えながら、丁寧に説明し
ていただきました

▲
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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

Ｒ1.9月
25,858 28,206 54,064

23,724
（内、外国人147人）（内、外国人448人）（内、外国人595人）

H30.9月 26,087 28,467 54,554 23,524
比  （％） 99.1% 99.1% 99.1% 100.9%

塩竈市市民総務部

ガス消費量
            （単位：㎥）

月 R1.9月 H30.9月 前年同月比（％）
消費量 429,931 412,926 104.1%

塩釜ガス㈱

観光客乗船数
  （単位：人）

月                  　　　　区分 乗　　船　　数
Ｒ1.9月 30,825
H30.9月 29,553
比  　（％） 104.3%

累      計(H31.1月～ R1.9月) 234,770 
前年同期間(H30.1月～ 9月) 202,602 

累計比　（％） 116.0%
丸文松島汽船(株)・ニュー松島観光船

 ・前月に比べ人口は40人、
世帯数は40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
Ｒ1.9月 145 431 1,999 (743) 1,092,955 (270,133)

H30.9月 116 445 1,342 (394) 679,583 (228,309)
比  （％） 125.0% 96.9% 149.0% 160.8%
累計

（H31.1月～R1.9月） 1,200 4,329 12,971 (3,270) 6,283,346(1,467,459)
前年同期間
（H30.1月～9月） 1,101 4,362 11,269 (2,798) 6,330,288(1,702,979)
累計比（％） 109.0% 99.2% 115.1% 99.3%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、隻数が29隻増、
貨物台数14台減、数量657ｔ増、金額413,372千円の増となった。

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
Ｒ1.9月 609,072 22,341 20,302
H30.9月 609,624 22,236 20,321
比  （％） 99.9% 100.5% 99.9%

塩竈市水道部 ・9月10日に最大となっている。

・前年同月（Ｈ30.9月）との比較では
1,272人の増。天候が良かったため増加した。

・新規求職者数は前月比で14%の減。
新規求人数は前月比で24％の増。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 Ｒ1年8月          　　　　　   　　　　　 　    ※（　）内は、前月の数

求　職
新 規 求 職 者 数 507 （585）
月間有効求職者数 2,518 （2,652）

求　人
新 規 求 人 数 1,026 （906）
月 間 有 効 求 人 数 2,482 （2,476）

就　職 就 職 者 数 199 （245）
ハローワーク塩釜

市内主要観光施設入込数
   （単位：人）

R1.9月 R1.8月
塩竈市魚市場

（おさかなミュージアム来館者数） 5,102 5,506 

マリンゲート塩釜
（入館者数） 70,600 80,700 

塩竈市観光交流課・水産振興課
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　今年も無事「ゆめ博」が終了しました。台風
で延期した「神々の月灯り」や「酒蔵巡り」に
も、多くの方にお越しいただきました。ご尽
力いただいた皆様に感謝申し上げます。そし
て、各地で被災された皆様には心からお見舞
いを申し上げるとともに、一日も早い復旧を
お祈りします。（島津伴子）

あとがき

　10月1日に行われた「塩竈はしご酒」を皮切りに、
今年も多彩なイベントが開催されました。町の魅力
を再発見できる企画や、塩竈の新たな一面を見出
す企画などに、多くの来塩者がありました。

門前町de人力車
（10/5・6）

▲

▲

　海側のデッキで行列が出
来たのは今流行の“スラッ
クライン”。子供もお母さん
も夢中に。
　津波防災センターでは、
非常食作り体験会もあり
「いざ、」に備えました

▲　参加者60名が大物を狙って仙台
湾で腕試し。波があったものの、
60cmを超える大物が次々とヒット
しました

▲  歴史ある運河を船上から訪ねる貴重な体験となりました

▲　10/1の「日本酒の日」に開催
された今回で２回目のイベント
です。参加店では、日本酒を片
手に料理を楽しむグループで、
どこも大盛況でした

▲
 ゆめ博で恒例となっ
た人力車。今年も門前
町の魅力をPR

　マリンゲート塩釜
から対岸の魚市場ま
での小さな船旅は、
969名もの方に利用
して頂きました。仲
卸市場と魚市場で
開催された「どっと
祭」と、西ふ頭の海
のイベントをつなぎ
ました

秋のマルシェ/防災フェスティバル
（10/5、6  マリンゲート塩釜/津波防災センター）

仙台湾ジギングバトル2019
（10/14  仙台湾）

藻塩作り体験
（10/4  顔晴れ塩竈工房）

小舟で巡る貞山運河・
御舟入堀遊覧会
（10/5・6）

　参加者は塩の歴史を学ん
だ後、古来からの製塩法で
深い味わいの藻塩づくりに
挑戦しました

▲

無料シャトル船
（10/6  マリンゲート塩釜⇔塩竈市魚市場） ▲

塩竈の地酒で乾杯！！
塩竈はしご酒
（10/1  市内参加店）

初

塩竈とよく似た港町キオッジャ
を紹介するイタリアンバール
（10/5・6  otomo.）

▲　塩竈から遠く離れたイタリアのキオッジャ
市。同じ港町ならではの共通点が多くあり、
有志が友好を深めています。パネル展示や
魚料理でお互いの町の魅力を紹介しました
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