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「  「中小企業・小規模企業対策の一層の推進等」を渥美市長へ要望 
 

去る 6 月 12 日（月）橋本商工会長と富樫副会長、雫石副会長が東松島市役所を訪れ、「中小企業・小規模企業

対策の一層の推進と稼げる街づくりの推進に関する要望書」を渥美東松島市長へ手渡しました。 

中小企業・小規模企業は、就業機会の提供、地域経済の安定、地域 

住民の生活の向上、新たな産業の創出など「地域の経済基盤」、「社会 

基盤を支える存在」であり、中小企業・小規模企業の振興が不可欠で 

あることから、本市においても「中小企業・小規模企業振興に関する条 

例」の早期制定と「稼げる街づくり」をキーワードとした施策の策定・実 

行について要望を行いました。 

また、併せて地域商工業振興のための商工会運営補助額の拡充等 

について要望を行いました。 

 渥美市長からは、12 月議会での対応など前向きな回答を頂きました。 
 

東松島市商工会経営発達支援計画の概要 （平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日） 
 

 

◆平成 28月 7月 15 日 経済産業大臣より認定 

「復旧・復興から自立に向けた経営発達支援」を基本目標とし、小規模事業者の持続的 

発展のための良好な地域環境づくりと小規模事業者の経営基盤強化のための事業推進を図ります。 

 概要は次のとおりですが、国からの「伴走型小規模事業者支援推進事業」補助金等を活用し「地域

の経済動向調査」「創業セミナー」「需要開拓事業」など様々な事業を行っております。 

 

Ⅰ 経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者の外部環境として各種統計資料を活用し、経済動向を把握する。地域内小規模事業者を

対象にアンケート調査を実施し地域の経済動向を収集、分析する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者個社の財務状況や強み、弱み等の現状を深掘りし、事業計画策定支援における基礎資料

として活用するため経営分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

自らの持続的発展のために事業計画を策定する小規模事業者の掘り起こしと、創業・第二創業希望者

の掘り起こしを行い、小規模事業者の持続的発展と自立に向けた事業計画策定支援及び創業・第二創業

に係る事業計画策定支援を行っていく。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

宮城県よろず支援拠点等の専門家と連携し、巡回による伴走型の支援により事業計画の進捗状況を確

認し、施策情報の提供のほか、必要な助言を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者の市場と顧客について分析し、商品・企画の方向性を検討する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

特産品等の新たな需要の開拓のため、県外のアンテナショップも活用し情報発信を行う。また、ＳＮ

Ｓ活用セミナーや販路開拓セミナーを開催する。 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

東松島市等関係機関と連携し、新たに地場産品を活用した新製品と観光ルートの開発を行い、東松島市

の観光を産業化することで交流人口の増加を図り、小規模事業者が事業を持続的に発展させるための良好

な環境を整備する。 
 

 

※認定を受けた本会の経営発達支援計画は、中小企業庁のＨＰでご覧ください。 
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※宮城県最低賃金改正のお知らせ（平成２９年１０月１日より） 

時間額 ７７２円（産業別の最低賃金もあります） 

青年部・女性部活動 TOPICS 

青年部活動 
 

青年部では、鳴瀬流灯花火大会・東松

島夏まつり・航空祭と夏のイベントへ出

店及び協力を行いました。にぎわいのあ

る東松島市にすべく、青年部一丸となっ

てイベントの盛り上げ役としての一翼を

担うことができました。 

今後も東松島市のため、様々な活動を

行って参ります。 

 

女性部活動 
 

女性部は、８月１６日鳴瀬流灯花火大

会・８月２６日東松島夏まつりに出店し、

焼きそば、フランクフルト、生ビールな

どの販売を行い両日ともに早期完女性部

活動売となりました。 

 部員一同やる気満々で、今後も継続し

て頑張りますので、女性部の“のぼり”

を見かけたら是非、お立ち寄りください。

はじまります。 

  「無期転換ルール」 
 

無期労働契約への申込権が平成 30 年

4 月から本格的に発生します。 

無期転換ルールとは有期労働契約が

更新されて通算 5年を超えるときは、労

働者の申込により、期間の定めのない労

働契約（無期労働契約）に転換できるル

ールです。 

 通算 5 年のカウントは平成 25 年 4 月

1 日以降に開始された有期労働契約が

対象です。（労働契約法第 18 条） 

 詳しくは下記までご相談ください。 

 

 

宮城労働局 雇用環境・均等室 

☎ 022-299-8844 

【福利厚生事業】 

親善ボウリング大会 
（参加者募集中） 

☆日 時：平成２９年１１月１７日（金) 

午後６時集合 

☆場 所：石巻プレナミヤギ 

☆申込締切日：定員に達し次第締切り 

☆定 員：５０名 

☆参加費：一人２，０００円 

☆その他：２ゲームの合計により順位を 

決定（個人戦） 

※問合せ・申込み先は商工会まで 

 



経営情報  ※セミナー・個別相談会は全て無料です。お早めに申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

年末金融相談会 
 

日本政策金融公庫石巻支店の担当者が

年末の資金需要にスピーディに対応する

ため相談会を開催致します。 

 

☆日 時：平成２９年１１月１６日（木） 

          １２月２１日（木） 

     午前１０時～午後４時 

※予約制となります。 

☆場 所：東松島市商工会 本所 

※問合せ・お申込先は商工会まで 

マル経融資のご紹介 

常時使用する従業員が２０人以下（商業・サ

ービス業の場合は５人以下）の法人・個人事

業主の方で、公庫の要件を満たす方 

対 象 資 金 設備資金・運転資金 

対 象 資 金 ２，０００万円 

貸 付 利 率 １．１１％（９月末日現在） 

貸 付 期 間 
設備資金１０年以内 

運転資金 ７年以内 

その他 無担保・無保証人 

事業承継セミナー 
 

 主に親族内での事業承継を予定・検討

されている経営者・後継者の方、必聴で

す。 

 

【内容】 

事業承継を計画的に取組むため 

に何からはじめるか？ 

●経営者と後継者との対話 

●対話から見えた課題の洗い出し 

●事業承継に活用できる支援施策 

 

☆日 時：平成２９年１１月１４日（火） 

     午後２時～午後５時 

※参加申し込みが必要です。 

☆場 所：仙台青葉カルチャーセンター 

☆定 員：３０名 

☆主 催：中小企業基盤整備機構 

☆問合せ：事業承継セミナー事務局 

     ☎03-5411-8722 

【申込方法】ホームページにて申込 

 https://29jss.smrj.go.jp/ 

創業・第２創業セミナーのお知らせ 
商工会が創業を目指す皆さん、創業後間もない皆さん、新たな事業展開を考え

ている皆さん（第２創業）を応援します。 

≪セミナーの特徴≫ 

①２日間の短期集中講座で学べます。 

②補助金の申請や融資の申込に役立つ事業計画の立て方が学べます。 

③経営相談などのフォローアップ体制が万全です。 

④全４コース受講の方は、国・県・市等の創業等支援策の対象となります。 

■日時 １０月２１日（土） 

  第１回目 10：00～12：00「創業の心構え」「創業の基礎知識」 

  第２回目 13：00～15：00「売れるための基礎知識」（基礎編） 

     １０月２２日（日） 

  第３回目 10：00～12：00「売れるための基礎知識」（実践編）「利益計画の立て方」 

  第４回目 13：00～15：00「事業計画書の作成」「資金調達と公的支援制度の活用」 

■場所 東松島市商工会館 東松島市矢本字河戸７  

 ■講師 中小企業診断士 清野浩司 先生 

 ■対象 ①既に事業を行っている方で新たな事業展開を考えている方（第2創業） 

     ②創業後2年未満の方 

     ③創業を考えている方   ■問合せ・申込先 東松島市商工会 ☎82-2088 



 

経済動向・需要動向 TOPICS 
◆自社の事業計画づくり（外部環境）の参考として活用ください。◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東松島夏まつり 2017 及び鳴瀬流灯花火大会にご協賛頂き 

ありがとうございました。 
 

東松島夏まつり 2017（主催：実行委員会）及び鳴瀬流灯花火大会（主催：流灯保存会） 

に、皆様から多大なご協賛・ご協力を頂きありがとうございました。 

 東松島夏まつり 2017 は、企業・個人様より 4,905,000 円のご協賛と東松島市建設業 

協会様より 1,000,000 円の花火特別協賛に協力頂きました。また、鳴瀬流灯花火大会は企 

業・個人様より 2,154,000 円のご協賛に協力頂きました。 

   いずれの協賛金も、イベント経費として活用させて頂きましたのでご報告致します。 

地域の経済動向【宮城県経済の動き】 
 

最近の県内景況をみると、震災復興需要がピークアウトしているものの、経済活動は総じて

高水準で推移しており、基調としては緩やかに回復しています。 

 

【７７ＢＩ】 （季節調整値、平成 22年＝100） 

 29.4 月 29.5 月 29.6 月 

７７ＢＩ １０７．７ １０８．６ １０８．０ 

 鉱工業生産指数 １３０．６ １３５．７ １３５．７ 

 消費動向指数 １０２．４  ９９．２  ９４．１ 

 建築物着工床面積  ９６．８ ２１５．９ １１４．７ 

 有効求人倍率 ３４６．７ ３６０．２ ３５５．７ 

※７７ＢＩは、宮城県全体の景気動向を計量的に把握するため、鉱工業生産指数、消費動向指数、建築物着工

床面積、有効求人倍率の４つの指標を合成し、七十七銀行が独自に作成した指標です。 

（七十七銀行 調査月報 2017 年 8 月号より） 

消費者の需要動向【東松島市内の市場シェア】 
 

◆東松島市の市場規模 

下記の表は、5万人以下の市町村に住む1世帯（二人以上の世帯）当たり年間平均支出金額で

す。現在、東松島市の世帯数は、29年8月住基台帳より15,642世帯、人口は40,265人（男19,786

人、女20,479人）となっております。世帯数を乗ずることで、商圏におけるおおよその市場規

模が算出されます。そこから自社の商品ごとの売上と比較することでおおよその東松島市内の

市場シェアが算出されます。 

商品名 金額（円） 商品名 金額（円） 商品名 金額（円） 

干しのり 2,428 ビール 11,867 焼肉 6,854 

しょう油 2,168 中華そば 6,201 理髪料 5,618 

みそ 2,337 すし 13,730 パーマ代 3,708 

ケーキ 5,955 和食 17,881 カット代 5,065 

清酒 6,103 中華食 2,926 医療保険料 16,490 

焼酎 7,260 洋食 8,753 非貯蓄型保険料 64,083 

（28 年家計調査年報より） 


