
進む海岸通再開発事業

国道45号

国
道
45号

商業棟

住宅棟 事務所棟

駐車場棟

For 駅

For 杜

旭町

尾島町

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

▲
コンセプトは「結ぶ・繋ぐ・
広がる」。小径が店々を繋ぎ、
真ん中には広場が設けられ
ています

▲1番地区は、住宅棟、
　事務所棟、駐車場棟
　が完成間近です
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～　主　な　内　容　～
新型コロナウイルス
特別相談窓口開設中

１番地区

２番地区

・部会つうしん ……………………………………P.３
・新議員と三役の意見交換会 ……………………………… P.２
・海岸通１番２番地区第一種市街地再開発事業 ……… P.1・2

中心市街地の
　　　復興・再生の拠点
中心市街地の
　　　復興・再生の拠点

何度でも足を運びたくなる、
旧くて新しいまちを目指しています

「塩竈・直会横丁」 として
し お が ま な お ら い よ こ ち ょ う

撮影：令和２年２月20日

２番地区の完成イメージ図

▲工事が進む２番地区。
　食を中心とした商業施設となります

▲

shiogama

なおらいよこちょう
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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

　２月18日、当所三役と新議員の皆様との意見交
換会を開催しました。新議員は、昨年の議員改選で
新たに議員に就任いただいた８名の方々です。
　この会は、新議員の皆様に議員の職務や当所の運
営状況について理解を深めていただき、事業運営に
積極的に参加いただくことを目的にしています。
　はじめに、桑原茂会頭から、「会員事業所の意見
やニーズを踏まえた事業や、地域の活性化に貢献に
するためにも、議員の皆様と共に力をあわせてまい
りたい」と挨拶があり、会議所の組織や共済制度な
どについて説明を行いました。
　そして、自己紹介後、今後の会議所活動に対する
考えや要望、それぞれの塩竈への思いなどについて

　中心市街地の再生と復興に向け再開発計画が進め
られていた海岸通１番地区に、14階建ての住宅棟が
完成し、間もなく入居が始まります。隣接する３階
建ての事務所棟と、５階建ての駐車場棟の工事も急
ピッチで進められ、街の輪郭が見えてきました。
　食を中心とした商業棟が整備される２番地区は、
昨年冬から工事が始まり、新たな街並みの完成が待
たれます。オープン予定は11月で、まちづくり会社
「㈱まちづくり鹽竈」が中心となり運営されます。
　同社は、再開発事業の目的である地域の賑わい創
生を実際に進めるために、平成28年４月に設立され
ました。再開発組合から店舗用の床を譲り受け（買
い取り）、賃貸するとともに、商店街としての地域全
体の管理運営も担います。同社では、今後、床の譲
渡を受けるため、増資を予定しており、出資者を募
ることとしています。また、併せて、テナントなど
として出店される方を募集しています。

　　　　　　この復興再開発事業がここまで来るため
に、多くの権利者の諸先輩方、組合設立に関わってい
ただいた多くの関係各所の皆様にご尽力頂きました。
併せて、塩竈市、そして市民の方々のあたたかいご理
解も頂きました。
　今後も、海岸通の街づくりに関して、皆様のご意見
をお待ち致しております。

新議員と三役が意見交換

役割を認識し  地域へ貢献

意見を交換しました。　
　参加者からは、「会議所議員の役割を再認識する
ことができました。また、普段あまり交流のない業
種の方々とお話しができ、よい機会となりました」
との、感想が寄せられました。
　当所では、今後も、会員の皆様との交流の機会を
増やし、「会員と共に 地域と共に」をモットーに活
動してまいります。会員皆様の一層のご協力をお願
いします。

株式会社 まちづくり鹽竈
　　　　代表取締役　矢部  亨 氏より

中

　　　第一種市街地再開発事業第第第第一第一一種種種種市 業業業業
海岸通１番２番地区
　　　第一種市街地再開発事業

住宅棟が完成、入居開始へ成成成、、、入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入、入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入居 へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ住宅棟が完成、入居開始へ
２番地区も11月完成予定

　塩竈の東日本大震災からの本格復興を担う事業で
す。中心市街地の商業、観光の創生に向け、会員の
皆さんのご協力、ご支援をお願いします。

※完成イメージ図※※※※※※ ジジジジジジ図図図図図図※完成イメージ図
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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！

部会つうしん会つうしん部会部部会会つつううししんん部会つうしん部会つうしん 事業計画案について協議

商業部会 部会長　佐浦俊一郎
  （塩釜市商業協同組合 理事長）

●開催日　２月17日㈪
●出席者　９名
●計画案
　1. 勉強会・研修会の開催
　2. 復興支援イベントへの参画
　3. 要望活動の実施
　4. 塩釜市商業協同組合等への支援・協力
●協議内容
　「令和５年10月からはインボイス制度（適格請求書
等保存方式）の施行が予定されている。しかし、認知
度は低く、周知活動が必要」との意見が出されました。
こうした意見を踏まえて、次年度はインボイス制度対策
等について、勉強会を開催することになりました。
　また、地元発注の優先や手続きの簡略化など、今後
の塩竈市への要望に向け、活発な意見交換が行われま
した。

　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。

部会長　穴澤雅之
  （東北電力㈱塩釜電力センター所長）

●開催日　２月19日㈬
●出席者　13名
●計画案
　1. 工業建設関連企業向け
       勉強会の開催
　2. 企業活性化に関する視察会の実施
　3. 関係諸官庁への要望の継続
●協議内容
　「地元企業の受注拡大」については、継続して市へ
要望していくこととなりました。視察会は、東北有数の
流通・工業集積地である岩手県北上工業団地の企業
を訪問し、最新の生産技術を学ぶ予定です。また、そ
の他諸活動として、市内の子供たちに地元の工業につい
て知ってもらう見学会などを企画することとなりました。

専門サービス部会 部会長　大場喜蔵
  （塩釜青色申告会会長）

●開催日　２月18日㈫
●出席者　９名
●計画案
　1. 個別相談会の実施
　2. 無料法律なんでも相談
　　会の実施
　3. 当所相談所等との連携による研修会の開催
　4. 会議所ニュース等へ情報提供
●協議内容
　会員の各種相談を随時受け付けている「個別相談
会」（予約制）については、好評で、今年度も継続して
実施することとなりました。
　また、『働き方改革』に伴い、労働条件の見直しを検
討している事業所が多いことから、研修会等の開催を
考えていくことになりました。
　さらに、制度改正などの情報については、当所会報
等を活用して提供していくこととなりました。

●開 催 日　２月20日㈬
●出 席 者　９名
●報告事項
　①塩竈市への要望の回答について　
　②令和元年度の部会活動について
●協議事項
　①令和２年度の部会事業計画（案）について
●会議内容
　令和２年度も地域産品ＰＲや販路拡大支援をはじ
め、特定第三種漁港都市等との連携強化などを継続し
ていくことになりました。また課題も多いことから、関
係機関との連携強化、柔軟な対応を目指すこととなり
ました。
　なお、情報交換では、新型コロナウイルスの影響によ
りマスクや消毒薬が品薄なこと、人手不足問題、技術
承継不安、補助金要件に合わせた高齢者の雇用、マーケ
ットの縮小など、業界が抱える課題等について情報共有
を行いました。

水産市場関連部会・水産加工部会合同役員会
水産市場関連部会  部会長  阿部秋雄（(協連)塩釜水産物仲卸市場）
水産加工部会     　部会長  阿部善久（㈱阿部善商店）

工業・建設部会
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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

おめでとうございます！

〈お問合せ先〉   塩釜商工会議所  ℡022-367-5111

　「マリン共済」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。

「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　㈲  白  幡
加入者名　手代木　力 様

祝
ご結婚！
祝

ご結婚！

令和２年３月分(４月納付分)から協会けんぽ宮城支部の

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

現行 10.10％

健康保険料率は
引き下げとなります

－0.04％ 10.06％
令和２年３月分～

現行  1.73％ 1.79％
令和２年３月分～

協会け
んぽ

からの

お知ら
せ

※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。

【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　

＋0.06％

介護保険料率※は
引き上げとなります

事業所名 代表者 事業内容

（株）ＵＭＥ 小野寺朋子 健康食品、サプリ販売

（株）サセイ不動産 佐藤　千晶 不動産業

セブン‐イレブン 塩釜泉沢店 深澤　陽介 コンビニエンスストア

ブエンモスト（株） 佐藤　　舞 ワイン輸入販売

Ｙ・Ｓ工業 三浦　正浩 とび、土木

令和2年1月にご入会いただいた事業所をご紹介いたします。
（5件　敬称略）

令和2年1月 ご入会 ただ た事業所をご紹介 たします
新会員さんです新会員さんです    どうぞよろしく！どうぞよろしく！

※掲載の承諾をいただいた事業所のみ掲載しています。
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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

Ｒ2.1月
25,802 28,154 53,956

23,745
（内、外国人149人）（内、外国人456人）（内、外国人605人）

H31.1月 26,011 28,376 54,387 23,526
比  （％） 99.2% 99.2% 99.2% 100.9%

塩竈市市民総務部

ガス消費量
            （単位：㎥）

月 R2.1月 H31.1月 前年同月比（％）
消費量 702,524 755,269 93.0%

塩釜ガス㈱

観光客乗船数
  （単位：人）

月                  　　　　区分 乗　　船　　数
Ｒ2.1月 14,190
H31.1月 12,665
比  　（％） 112.0%

累      計(R1.1月～ ) 14,190 
前年同期間(H31.1月～ ) 12,665 

累計比　（％） 112.0%
丸文松島汽船(株)・ニュー松島観光船

 ・前月に比べ人口は19人の減少、
世帯数は6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
Ｒ2.1月 117 365 921 (23) 608,871 (42,135)

H31.1月 108 404 2,043 (113) 762,510 (86,829)
比  （％） 108.3% 90.3% 45.1% 79.9%
累計

（R2.1月～） 117 365 921 (23) 608,871 (42,135)
前年同期間
（H31.1月～） 108 404 2,043 (113) 762,510 (86,829)
累計比（％） 108.3% 90.3% 45.1% 79.9%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、隻数が9隻増、
貨物台数39台減、数量1,122ｔ減、金額153,639千円の減となった。

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
Ｒ2.1月 594,037 20,380 19,162
H31.1月 613,659 20,938 19,795
比  （％） 96.8% 97.3% 96.8%

塩竈市水道部 ・1月18日に最大となっている。

・前年同月との比較では1,525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4%の減。
新規求人数は前月比で14％の減。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 Ｒ1年12月          　　　　   　　　　　 　   ※（　）内は、前月の数値

求　職
新 規 求 職 者 数 465 （494）
月間有効求職者数 2,269 （2,396）

求　人
新 規 求 人 数 808 （936）
月 間 有 効 求 人 数 2,621 （2,626）

就　職 就 職 者 数 183 （233）
ハローワーク塩釜

市内主要観光施設入込数
   （単位：人）

R2.1月 R1.12月
塩竈市魚市場

（おさかなミュージアム来館者数） 3,995 3,714 

マリンゲート塩釜
（入館者数） 53,900 54,200 

塩竈市観光交流課・水産振興課
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商工会議所
会員限定 「商工会議所の海外危機対策プラン」
海外で危険に晒されたら・・・

社員様とご家族をお守りします！

従業員数100名以下の場合、年会費は一律66,000円（税込）
<サービス提供者> アクサ・アシスタンス・ジャパン株式会社　東京都港区高輪1-3-13 NBF高輪ビル7階

詳しくは、
アクサ・アシスタンスまで

パソコンから 固定電話・携帯から

TEL:03-6744-9333 （平日9:00～17:00）アクサ  海外危機対策

安全な国・地域まで
緊急避難

テロ・戦争・暴動・内乱
大規模自然災害
疫病・感染症

ス
マ
ホ
版

・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

　昨年7月、全国で初めて海上保安部の協力を得て
販売を開始した「みなと塩竈海保カレー」。今度は
レトルトが商品化されます。自宅で手軽に「海保カ
レー」をいただいたり、贈り物にもいいですね。プ
ロジェクト委員会では今後、販売店を募集します。
皆さんのお店でも販売しませんか？      (島津伴子)

あとがき

あ
い
さ
つ
す
る
佐
藤
委
員
長

▲

広報委員会

　委員の皆様からは、「会議所の事業を会員、市民
の方々に広く知っていただく必要がある。会報や市
民版は有効な手段」との意見がありました。当所で
は、今後も会員の皆様のお役に立てる会報作り、会
議所活動を目指してまいります。

　２月12日、当所で広報委員会（委員長：佐藤仁一
郎㈱ごんきや代表取締役会長）を開催しました。会
議所ニュース市民版や研修会について協議しました。
　４月に発行する市民版については、街の動きや会
議所事業の中から「みなと塩竈海保カレーレトル
ト」のお披露目会、海岸通再開発事業の進捗状況、
観光案内版の設置、塩釜フード見本市で考案した地
元食材を使った「簡単・新メニューレシピ」、市民
まつり等を取り上げることになりました。発行日は
４月22日で、市内で発行される新聞全紙に折り込む
予定です。
　つぎに、広報研修会については、『チラシの劇的
改善講座』を実施することになりました。研修会は
３年ぶりで、６月に開催することになりました。

市民版発行に向け協議

無料相談会無料相談会

日時　3月13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  3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  3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　3月25日㈬
   　   午前10時～
         午後4時

日時　3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。

※事前申込が必要です塩釜商工会議所（相談課）367-5111
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