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中小企業も４月から適用

同一労働同一賃金とは？
必要な対策は？
制度対応準備セミナーを開催

▲具体的な例を挙げながら、詳
▲具体的な例を挙げながら、詳しく解説いただきました
詳しく解説いただ
だきました
した

１月21日、マリンゲート塩釜で、「同一労働同
一賃金制度対応準備セミナー」を開催しました。
講師は、ひだまり社会保険労務士事務所金子栄作
所長で、「同一労働同一賃金制度」と「会社の対
応」について解説いただきました。
同制度は、非正規労働者の仕事ぶりや能力が適正
に評価され、意欲を持って働けるよう、正社員と非

正規社員との間の不合理な待遇差の解消を目指し導
入されたもので、中小企業は本年４月から対応する
必要があります。不合理な待遇差は、個々の待遇ご
とに判断されることから、セミナーでは裁判の具体
例を見ながら、判断や必要な対応などについて理解
を深めました。
「厚生労働省ＨＰ：同一労働同一賃金ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
コロナ

来館するすべての皆様へ 尚一層のご協力をお願いします
①マスクの着用を
お願いします

②検温にご協力ください
会館ロビーに非接触型検温器を
設置しています。

③手指の消毒をお願いします
玄関・ロビー、会議室・事務局前、トイレ
入り口などに消毒液を設置しています。

〜 主 な 内 容 〜
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年の初めの福は誰の手に

１月16日、当所会議室で「しおがま歳末感謝
祭」の抽選会を行いました。感謝祭は、塩竈市から
の補助を受け、塩竈市商業協同組合との共催で実施
しました。
コロナ禍により、例年どおりの公開抽選ではな
く、立会人による抽選会となりました。
立会人は、当所の桑原茂会頭と同じく女性会の西
村千代副会長で、塩釜市商業協同組合の佐浦俊一郎
理事長、辻新一副理事長、瀧井正巳歳末感謝祭実行
委員長と共に、３万２千通を超える応募ハガキを、
厳正に抽選しました。
例年、年末で終了するセール期間を、今回は１月
５日まで実施し、宝くじ方式から応募券方式としま
した。

▲厳正に抽選をしました

賞品は、A賞現金10万円をはじめ、B賞現金１万
円、C賞、D賞は参加店で使える買い物券で、計
363本が用意されました。
年初めの運試しで、福を手にされた皆様のよう
に、塩竈市の商業界にとって希望ある年となること
を願いながらの抽選会となりました。

おめでとうございます！
「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。
祝
赤ちゃん
誕 生！

事業所名
㈱カネミヤ宮内商店
加入者名
宮内 弘晶 様

ゆ わ
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「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。
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当所独自の給付制度として、成

ＷEBセミナーを視聴するには?

柚和ちゃんが誕生しました。 人、結婚、赤ちゃん誕生、小学校

ご活用下さい

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。

クリック

〈お問合せ先〉
塩釜商工会議所 ℡022-367-5111

商工会議所専用 ID:K2024
ログインページ パスワード:5111

エキスパート・バンク（専門家派遣）
各分野のエキスパート（税理士・中小企業診断士・弁護士など）が
皆さんの経営をサポートします！
〈特色〉 ●費用は無料です（１テーマ１回）
●塩釜市内の小規模企業者の方が対象です
（従業員商業・サービス５名以下、その他の業種20名以下）

詳しくは当所相談課へ
（電話367-5111）

パチンコ
タイガー

塩釜郵便局

塩釜市港町2丁目13-12
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東北ブロック大会
に向けて一致団結

１月26日、ホテルグランドパレス塩釜で当所青
年部が、新年会を開催しました。会食を中止するな
ど、コロナウイルス感染対策ガイドラインを遵守し、
時間も短縮しての新年会となりました。
長南正一会長の挨拶の後、桑原茂会頭から「地域
のこれからを担う、青年部のさらなる飛躍に期待し
ます」と、激励の祝辞をいただきました。
その後、令和２年に行ったクラウドファンディン
グやドライブインフェスタ塩竈などの報告がありま
した。また、今年10月に当地で開催される 日本
商工会議所青年部第40回東北ブロック大会 に向
けて、阿部眞喜ブロック大会準備室長から決意表明
があり、団結を高めました。

】

【消費税

今年も塩釜の青
年経済人の力を
◀ 発揮します

令和３年
青年部新年会

新年の抱負

会長 長南 正一

日頃より、青年部活動にご支援、ご協力をいただ
き、誠にありがとうございます。
本年は、日本商工会議所青年部東北ブロック大会
が塩竈で開催されます。コロナウイルスの流行によ
り、様々な制約を強いられておりますが、東北各地
からお集まりの皆様に、塩竈の魅力を存分に発信し
たいと思います。
そして、青年経済人として、地域の活性化に寄与
すべく、様々な事業に取り組んでまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

令和3年4月1日より税込価格（総額表示）が必要になります！

事業者が消費者に対して行う価格表示の総額表示義
務は、平成16年４月から実施されています。現在、平
成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法に
より、外税表示や税抜表示価格の強調表示も特例とし
て認められていますが、令和3年3月31日で特例措置は
終了になります。令和3年4月1日からは、原則である総
額表示が必要になりますので、しっかり対策を行って
ください。
◇対 象
・事業者が消費者に対して行う価格表示。
・店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広
告など、どのような表示媒体でも、対象になります。

◇総額表示に≪該当する≫価格表示例
〔税込み価格10,780円（税率10％）の商品の例〕
10,780円
10,780円（税込）
10,780円（税抜価格9,800円） 10,780円（税抜価格9,800円、税980円）
9,800円（税込10,780円） 10,780円（うち税980円）

※税込価格が表示されていれば、消費税額や税抜価格を表示することも可能です。
◇制度の目的
総額表示義務は、消費者が値札や広告により、商
品・サービスの選択・購入をする際、支払金額である
「消費税額を含む価格」を一目でわかるようにし、価
格の比較も容易にするため実施される制度です。
「財務省HP」
〔消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料〕
URL https://www.mof.go.jp/tax̲policy/summary/consumption/d03.htm

各宗葬儀施行・仏壇・仏具・生花

株式
会社

塩佂市桜ヶ丘2-27
TEL 022-366-4141
白寿殿
白寿殿
白寿殿
白寿殿

塩 釜
多賀城
利 府
七ヶ浜

白寿殿 岩 切
白寿殿 石 巻
白寿殿 利府駅前
白寿殿 松 島
■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

「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特徴
■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

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

塩釜商工会議所 総務課
Tel 367-5111
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。

制度引受保険会社

東京海上日動、富士火災海上
三井住友海上、損保ジャパン日本興亜
制度運営

日本商工会議所

塩釜商工会議所ニュース 2021.2.15（3）

ト
イ プ
ッ
ア

ラ

新東北みやげコンテスト 最優秀賞
最優秀
秀賞

好評 「canささ 笹かまアヒージョ」

全国推奨観光土産品審査会

㈱武田の笹かまぼこ

日
会頭
頭賞
日本商工会議所会頭賞

代表取締役社長

武田武士さんより
当社の「canささ 笹かま
アヒージョ」が、東北のみ
ならず、全国の土産品審査
会でも入賞することができ
ました。
震災の経験から、日持ちする商品を作りたいとの思
いと、若い世代をターゲットにした新たな市場をつく
りたいとの思いで、開発に取り組みました。そこで、
日持ちする「缶詰」と、若い世代向けにワインに合う
「アヒージョ」という発想が生まれ、この「canさ
さ」が誕生しました。
缶詰の製造は、木の屋石巻水産さんに協力いただき、
味やオイルの調整などは秋保ワイナリーさんに助言を
いただきました。当社だけの力では、完成にこぎ着け
なかったと感謝しています。

令和２年分確定申告相談のご案内

「canささ」は、小ぶりな笹かまぼこ
とオリーブオイル、鷹の爪、にんにく、
マッシュルームを使ってアヒージョに
仕上げており、３年間保存可能です。そのままでも
おいしく召し上がれますし、小さな鍋で温めると、
風味が際立ちます。ゆでたパスタに絡めるだけで、
おいしいランチになります。

今後は、地元企業とのコラボも考えています。スト
ーリー性も生み出しながら、第二弾、三弾とつなげて
いき、塩釜を元気にしていければと思っています。

〜税務署からの通知ハガキを必ずご持参下さい〜

個人事業者を対象に、下記のとおり確定申告相談を行います。
◆特記事項
※扶養親族等のマイナンバーが確認できるもの（全員分）を
該当される事業者の皆様はお早めにおいで下さい。
ご持参下さい。
記
※提出書類には、事業主のマイナンバーが必要となります。
◆日時
２月１９日㈮〜３月１５日㈪
（写）を必ずご持参下さい。
『個人番号カード』
午前９時30分〜午後４時（最終日は相談のみ）
なお、
『個人番号カード』のない方は、通知カード（写）ま
※【受付】午前の部は11時、午後の部は3時までとなります。 たはマイナンバーが記載された住民票の原本および運転
免許証、パスポート、顔写真付き公的機関発行の証明書
※土・日・祝日はお休みとなります
（写）
をお持ち下さい。
◆会場
塩釜商工会議所 会議室
≪問い合わせ先≫ 塩釜商工会議所 中小企業相談所 （３６７）
５１１１

あとがき

株式会社
本

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

コロナ対策として「新しい生活様式」を続
けること１年。今は、それが当たり前の生活
様式になっています。「ニューノーマル」という言葉
も、耳にするようになりました。生活も仕事も変化が
求められる中、息切れしながらも、ついていきたいと
思っています。（高橋和恵）
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お問合せ

当所総務課（367）5111

下 田 啓 二
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