しおがま会議所ニュース
THE SHIOGAMA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY NEWS

レトルト完成

▲▼厳粛な空気の中、それぞれが販売の成功に向け、祈願しました

〜
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3/16の販売を前に
奉告祈願

３月４日、鹽竈神社で、完成した「レトル
トのみなと塩竈海保カレー」の成功を願っ
て「奉納奉告祭」を行いました。
当日は、桑原茂会頭、横田善光海保カ
レープロジェクト委員長をはじめ10名が
参列し、海保カレーレトルトを奉納、順調
な販売となるよう祈願をしました。なお、
10日に予定していた、試食・商談会は、新
型コロナウイルス感染症の影響で中止と
なりましたが、販売元の顔晴れ塩竈では、
個別の商談をすすめ、取扱店を募集してい
きます。

〜
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運営強化
委員会

２年度事業計画・収支予算について協議
昨年４月︑海保カレー事業の記者発
表を行いました︒次年度も推進に努
◀めます

３月２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、「新時代を拓く地域経
済の活性化と創生」を事業方針とし、予算規模を２
億8,347万円とすることになりました。
出席した委員からは、「経営発達支援事業として
事業承継、創業支援に力を入れてほしい」、「ゆめ
博は自主財源のみでの開催となるようだが、今まで
の盛り上がりが無駄にならないよう、できる範囲で
ぜひ開催してもらいたい」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。
・令和２年度事業計画案・収支予算案について
令和２年度は、「引き続き会員事業者が直面して
いる経営課題に対し、伴走型支援を強化していくこ
と。地域資源を活かした事業では、さらに工夫を加
えて取り組んでいくこと。最終年度となる『中期ビ
ジョン』を検証し、第２期のビジョン策定を進めて

いくこと。防災、減災対策として新たに『事業継続
力強化支援計画』を策定するため、行政等との協議
を進めていくこと。これらの事業に、地域経済の振
興、地方創生の中核組織として、一丸となって取り
組んでいくこと」になりました。
収支予算案では、ゆめ博の継続開催、海保カレー
事業の推進のための事業費を盛り込んだほか、会
費、事業収入の現状維持に努め、健全財政の維持を
目指すこととなりました。

みなと塩竈海保カレーレトルト
クト！
カレープロジェ
日本 初 の 海 保
統の３つの味を
海上保安部伝
現！
レトルトで再
！
料・香料不使用
色
着
・
料
味
調
化学
◆取扱店（3/4現在）
しおがま・まちの駅（TEL：367-9651）
取扱店募集中！
顔晴れ塩竈までお問合せ下さい。
（TEL：365-5572）
販売元：顔晴れ塩竈
製造者：株式会社にしきや

乗組員に人気NO.1
の本格派

ビーフカレー

￥600（税別）

魚介の旨みが
たっぷり

爽やかな甘みと
酸味が絶妙

￥700（税別）

￥500（税別）

シーフードカレー フルーツキーマカレー




パチンコ
タイガー
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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、令和２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

理財部会

・部会長 菊地

勝己

㈱七十七銀行塩釜支店長

●開催日 ２月20日㈭
●出席者 13名
●計画案
①港湾整備の早期実現
に向けた推進活動の
継続
②関係諸官庁等への要 ▲昨年６月「宮城県港湾復興
大会」へ参加し、港湾整備
望活動
について要望しました
●協議内容
港湾計画の確実な実行や、−９ｍの水深、航路
の確保、塩釜港区への誘船を促してきた「インセ
ンティブ」の継続などについて、今後も要望して
いくことになりました。また、塩釜港湾・空港整
備事務所の遠藤直樹企画調整課長から港湾整備の
現状や公共事業の状況について説明を受け、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。

●開催日 ２月21日㈮
●出席者 15名
●計画案
①地域資源勉強会への
参加
②第42回共同講演会の
開催
▲元年度は、政治ジャーナ
リストの田﨑史郎氏を招
③他部会との合同視察
いて、共同講演会を行い
会の実施
ました
④金融セミナーの開催
●協議内容
今年42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、日本銀行
仙台支店長をお招きして、金融セミナーを開催す
ることになりました。日程は、日本銀行と調整し
決定することにしました。

佐藤 昭夫
観光・サービス部会役員会 ・部会長
丸文松島汽船㈱代表取締役社長

雇用保険被保険者を雇用する事業主
雇 用 保 険 被 保 険 者 の皆様へ

●開催日 ２月20日㈭
●出席者 11名
●計画案
①勉強会・研修会等の実施
②各種イベント等への参画
③関係諸官庁への継続要望 ▲「ゆめ博」等、さらな
る地域資源のPR活動
④広域観光、インバウンド推
に務めることとなりま
進事業への協力
した
●協議内容
「『みなと塩竈・ゆめ博』等、観光客誘致イベ
ントに積極的に取組んでいるが、まだまだ広報活
動が必要。塩竈の地域資源のPR活動の継続と女性
にやさしい町づくり、店づくりが重要」等の意見
が出されました。
また、おもてなし力向上のため、インバウンド
や受動喫煙に関するセミナーを実施することとな
りました。

令和２年４月１日から、
すべての雇用保険被保険者について
雇用保険料の納付が必要となります
65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっています
が、経過措置として、平成29年１月１日から令和２年３月
31日までの間は、高年齢労働者※に関する雇用保険料は免
除されていました。

令和２年４月１日からは、高年齢労働者※に
ついても、他の雇用保険被保険者と同様に雇
用保険料の納付が必要となります。
（※）保険年度の初日（４月１日）において満64歳以上である
労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている
方を指します。
ご不明な点は

ハローワーク塩釜

TEL:（362）3361

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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― 市 内 景気動向調査−

低迷、背景に増税や人口減少も
１月に市内商工業者を対象に「景気動向調査」を
行いました。対象期間は昨年７月から12月までの
半年で、水産加工業や飲食業をはじめとした５業
界、合計106社から回答をいただきました。
『業界景気』では、基幹産業の水産加工業が▲
37.9と、低迷が続く結果となったほか、他業界で
も同様の傾向がみられました。その要因として「消
費税の増税や働き方改革による影響がある」との意
見がありました。
『売上状況』は、飲食業、卸・小売業が前回より
好転しましたが、人口減少や少子高齢化などで、依
然として苦戦を強いられる結果となりました。
また、経営状態や業界の課題などについて意見を
求めたところ、飲食業界からは「キャッシュレス決
済を導入するか悩んでいる」、水産加工や建設業界
では「人手不足が年々深刻化している」といった声
が寄せられました。
当所では、こうした情報や新型コロナウイルスに
関する動向を注意深く把握し、行政機関への要望活
動等を展開してまいります。

ぽ
けん
協会からの

○業界景気
平 均 水産加工 飲 食 サービス 卸小売 建 設
今回調査（令和元年７〜12月） -30.7 -37.9 -42.3 -26.7 -34.8 -11.9
前回調査（令和元年１〜６月） -32.4 -39.5 -35.7 -27.3 -34.4 -25.0

○売

上
対象期間

平 均 水産加工 飲 食 サービス 卸小売 建 設

今回調査（令和元年７〜12月） -13.8 -17.0 -19.2 -10.0 - 8 . 7 -14.3
前回調査（令和元年１〜６月） -18.7 -13.7 -28.6 - 4 . 5 -25.0 -21.4
詳しい調査結果は、当所ＨＰに掲載をしています
ので、ご覧ください。
景気動向調査とは
質問項目が前期と比較して「良くなっている
か」あるいは「悪くなっているか」を問い、景気
の流れなどを明らかにします。調査結果は、以下
の式で求めます。
（「良くなっている」−「悪くなっている」）÷２

令和２年３月分(４月納付分)から協会けんぽ宮城支部の

らせ

健康保険料率と、介護保険料率（全国一律）が変更となります

お知

現行

10.10％

健康保険料率は
引き下げとなります

−0.04％

令和２年３月分〜

10.06％

介護保険料率※は

現行

1.73％

引き上げとなります
＋0.06％

※40歳から64歳までの方(介護保険第２号被保険
者)には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率
が加わります。65歳以上の方は居住する各市区町
村において算定されます。
各宗葬儀施行・仏壇・仏具・生花

（本社）白寿殿

塩 釜

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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1.79％

【お問い合わせ先】
全国健康保険協会（協会けんぽ）宮城支部 企画総務グループ
〒980-8561 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1仙台パークビル8階

☎022-714-6851



塩釜市桜ヶ丘2-27
TEL 022-366-4141

令和２年３月分〜
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記帳・帳簿等の保存制度が拡大

25
□□□□❺□□□□❿□□□□⓯□□□□⓴□□□□●□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●●●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
当所では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、影響を受ける中小企業・小規
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
模事業者の皆様を対象に、「特別相談窓口」を設置しております。資金繰りをはじめ
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
とする様々な経営課題に対し、相談に応じます。どうぞお気軽にご相談ください。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
◆問い合わせ先
塩釜商工会議所 相談課 ＴＥＬ：（３６７）５１１１
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
当所では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、以下の対応を実施しております。皆
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
様にはご不便をおかけする場合がございますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〇会館内での感染防止対策について
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
・会館入口に消毒薬を配置しています。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
・会館内数か所で、除菌水を散布しています。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
・外気を取り入れての換気に努めています。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
・会議所職員はマスク着用を励行しています。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〇会議、セミナー、講演会等について
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
・不急の会議等について、中止、延期をする場合があります。講習会等中止の場合は、受講料を
第４会議室
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
返金いたします（それ以外の理由での返金はいたしません）。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
・参加の際は、マスクの着用、手消毒にご協力願います。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
・咳や熱など風邪の症状がある場合には、参加をご遠慮いただきます。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〇「第37回しおがま市民まつり」について
・４月26日に予定している「しおがま市民まつり」については、今後の感染状況を踏まえて、
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
縮小、中止等の判断をします。決定次第、あらためてお知らせいたします。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
給付基礎日
〇「各種検定試験」について
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3,500、4,000、5,00
・商工会議所各種検定試験につきましては、予定どおり実施することを前提としておりますが、
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
従
来 7,0008,000、9,000、
今後、国や自治体から施行中止要請等があった場合は、中止等が生じることとなります。試験
18,000、20,000
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
中止の場合には、直ちに当所ホームページにてお知らせいたしますので、ご確認いただきます
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
今回追加の額 22,000 、24,000、2
ようお願いいたします。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
「新型コロナウイルス」に伴う感染症対策関連窓口
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〇塩竈市 http://www.city.shiogama.miyagi.jp/
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
・事業者向け相談窓口
産業環境部商工港湾課 022（364）1124
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〇宮城県相談窓口
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
・一般の方向け健康相談窓口
TEL022（211）3883
受付時間 9:00〜21:00
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
・中小企業者向け相談窓口
TEL022（211）2742
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/corona.html
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〇厚生労働省（新型コロナウイルス感染症について）
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708̲00001.html
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
■石のある新しい生活空間を創る
「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
創業明治27年
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
業務災害補償プランの特徴
宮城県知事許可（般−25）第17106号
 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
■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
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
安心耐震施工推進

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
お問合わせ先
制度引受保険会社
お庭の演出
・アート モニュメント



塩釜商工会議所 総務課 東京海上日動、富士火災海上
25
□□□□❺□□□□❿□□□□⓯□□□□⓴□□□□●□□
Tel 367-5111
三井住友海上、損保ジャパン日本興亜
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「新型コロナウイルスに関する
特別相談窓口」の設置について

チビッコに大人気の
白バイ︒﹁将来は警
察官!﹂

新型コロナウイルス感染症への対応について

▲





 

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。

 

TEL364-5118 FAX362-2969

記事担当：相談課経営指導員

中野秀子

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。

制度運営

日本商工会議所
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検定試験の日程が決まりました
令和２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。

― 2020年度塩釜商工会議所
検定種目

施行日

検定試験日程 ―

募集期間

受 験 料

2月3日㈪〜3月12日㈭

1級〜10級
段位
6月28日㈰
暗算

4月20日㈪〜5月28日㈭

４級〜10級
8月2日㈰
暗算

5月25日㈪〜7月2日㈭

珠

４級〜10級
4月12日㈰
暗算

算

1級〜10級
段位
10月25日㈰ 8月17日㈪〜9月24日㈭
暗算

４級〜10級
12月13日㈰ 10月5日㈪〜11月12日㈭
暗算

1級
準１級
2級
準2級
3級
準3級
4〜6級
7〜10級
暗算
段位

2,340円
2,040円
1,730円
1,630円
1,530円
1,320円
1,020円
910円
910円
2,950円

2級
3級

5,770円
4,200円

1級〜10級
2021年
2021年
段位
2月14日㈰ 12月14日㈪〜1月14日㈭
暗算
販売士

第86回
7月11日㈯
２級・３級

5月11日㈪〜6月18日㈭

2021年
2021年
第87回
２級・３級 2月17日㈬ 12月14日㈪〜1月21日㈭

簿

第155回
1級〜3級

記

第156回
1級〜3級 11月15日㈰ 9月7日㈪〜10月15日㈭
第157回
2級・3級

6月14日㈰

4月6日㈪〜5月14日㈭

2021年
2021年
2月28日㈰ 12月21日㈪〜1月28日㈭

1級
7,850円
2級
4,720円
3級
2,850円
※定員制です

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

本

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 ・当所認定校
ソーズエイトＩTプラザ
☎022(349)0008
◆試験日
試験会場が日時を決定（上記
へお問い合わせください）

お知らせ

※簿記検定・リテールマーケティング検定試験は、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。
※ネット検定試験会場は、日本商工会議所HPでご確認ください。

株式会社

日商プログラミング検定

新型コロナウイルス感染症の拡大防
止により、今後、国や自治体から施行
中止要請等があった場合は、中止等が
生じることもございます。中止の場合
には、直ちに当所ホームページにてお
知らせいたします。
■お問合せ：
塩釜商工会議所 総務課 ☎022(367)5111
海保カレーのレトルトが、いよいよ販売
開始となります。新型コロナウイルス感染
症の影響で、試食・商談会は中止となってし
まいましたが、奉告祈願を行い、「しおがまさま」
のお力も加わって、順調な販売スタートとなること
でしょう。
（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
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