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東松島市商工会地域貢献計画

東松島市商工会は、東松島市の復興まちづくり計画の実現のため、以下に掲げる事業に重点的に取組み、
本市の復旧・復興を支援し更なる発展に貢献します。
◎復旧・復興及び自立に向けた経営支援
復旧・復興と進む中で変化する周辺環境に対応した小規模事業者の経営基盤の強化と、自立に向けた
事業計画策定支援を行います。
（１）地域の経済動向調査や需要動向調査による情報提供
・市内企業アンケート調査及び統計資料等活用による調査・分析【６回】
・
「日経テレコン」データベース活用による調査・分析【３回】
・ＣＳ調査【２７事業者】
・家計調査の分析【２７事業者】
（２）経営状況の分析【２７事業所】
（３）事業計画策定支援
事業計画策定セミナー・個別相談会【５回】
創業セミナー【４回】
（４）事業計画策定後の実施支援
フォローアップセミナー・個別相談会【１０回】
（５）新たな需要の開拓に寄与する事業
販路開拓セミナー【２回】
アンテナショップ等への出展支援【２事業者】
◎交流人口増（回復）に向けた取り組み支援
東松島市の地場産品を利用した新商品を開発し、観光情報とともに市内外において広く情報発信を行う
ことで本市へ人を呼び込み、しごとやにぎわいを創生します。
（１）地場産品を使用し開発した新商品の販路開拓
（２）いいどごマップやＨＰ等による地域情報の発信
（３）外国人観光客へ向けた英語版ＨＰ等による情報発信
（４）ＯＴＡふれあいフェスタ等市内外イベントでの情報発信

一緒に経営計画や事業計画を作成してみませんか？
経営計画とは・・・中長期的な「会社のあるべき姿」を見据える計画です。
経営は、行き当たりばったりで上手くいものではありません。将来にわたって事業
を継続させ、目標を達成するためには、そこに至るロードマップが必要になります
事業計画とは・・・経営計画を実現するための具体的な行動計画を指します。
現在、国や県では小規模事業者が目標に向かって計画に沿った事業を実施し、経営の持続的発展を
を図るため、様々な施策（持続化補助金・ものづくり補助金等）による支援を展開しています。
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部会活動 TOPICS
商 業 部 会
視察研修会
日時 平成３０年１１月 ８日（木）９時２０分～
場所 仙台市周辺
内容 484 の出展ブースと 8,000 人近い来場者がある東北最大級の展示商談会「ビジネスマッ
チ東北 2018」を視察します。参加費は 3,000 円です。

アンガーマネジメント研修会 ※サービス・観光業部会との共催
日時
場所
講師
内容

平成３０年１１月１９日（月）１４時～
東松島市商工会本所
第一印象研究所代表 杉浦 永子 氏
怒りの感情と上手に付き合い、感情に流されずに本来の目的に集中することで、職場の生
産性を上げる方法を学びます。参加費は無料です。

工 業 部 会
労働災害防止講習会
日時 平成３０年１１月 ９日（金）１３時３０分～
場所 大曲市民センター
内容 石巻労働基準監督署の担当官を講師にお招きし、労働災害防止に関する知識を得ることを
目的として開催いたします。参加費は無料です。

視察研修会
日時 平成３０年１１月３０日（金） １２時～
場所 東松島市 宮戸方面
内容 宮城オルレ東松島コースが開設された市内の観光地である宮戸地区を視察します。
参加費は 5,000 円です。

サービス・観光業部会
アンガーマネジメント研修会 ※商業部会との共催
日時
場所
講師
内容

平成３０年１１月１９日（月）１４時～
東松島市商工会本所
第一印象研究所代表 杉浦 永子 氏
怒りの感情と上手に付き合い、感情に流されずに本来の目的に集中することで、職場の生産
性を上げる方法を学びます。参加費は無料です。

税務研修会
日時 平成３１年２月頃
場所 東松島市商工会 本所
内容 消費税軽減税率制度やインボイス制度等に関する研修会を開催予定です。
（※後日、詳細が決定しましたらご案内いたします。
）

各部会事業に関しましては、同封いたします案内文書をご確認のうえ、お申込みくださいますよう
お願い申し上げます。

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

「働き方改革」

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。

石巻労働基準監督署に
「労働時間相談・支援コーナー」を設置

☆日 時：令和元年１１月 ９日（金）
１２月２０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

「働き方改革」への取り組みを支えるため、
主に中小企業事業主の方を対象に、窓口や
電話で以下のようなご相談を受け付けてい
ます。
①時間外・休日労働協定（３６協定）を含
む労働時間制度全般
②変形労働時間制などの労働時間に関する
制度の導入
③長時間労働の削減に向けた取り組み

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

④時間外労働の上限設定などに取り組む際
に利用可能な助成金
石巻労働基準監督署
石巻市泉町 4‐1-18 石巻合同庁舎 2 階
TEL ０２２５－２２－３３６５
8 時 30 分～17 時 15 分（土・日・祝除く）

福利厚生・会員交流事業
会員親睦ボウリング大会

東松島市新年賀詞交歓会

東松島市商工会員の融和と親睦を図るこ
とを目的にボウリング大会を下記により、
開催いたしますので、是非ご参加下さい。

新年を迎え、会員のみならず市内各界の
皆様が一堂に会し、未来へ向けた復興の展
望を語り合い、且つ相互の交流を図る趣旨
で開催いたしますので、是非ご参会下さい。

日 時：平成３１年１１月１６日（金）
午後６時１５分開会
場 所：石巻市不動町「プレナミヤギ」
参加費：１人 ２，０００円
（２ゲーム、靴代、軽食、飲み物付）
参加資格
東松島市商工会員及び会員事業所に勤務
している方
申 込：１１月 ９日（金）締切
定 員：５０名（先着順）
※ご案内・実施要領・参加申込書が同封さ
れていますので、詳細をご覧いただき、お
申込み下さい。

日
会
会
申

時：平成 31 年 １月 ６日（日）
午後４時から
場：プレセティア内康（東松島市大曲）
費：１人 ５，０００円
込：平成 31 年１２月６日（木）締切

※ご案内・出欠申込書が同封されています
ので、詳細をご覧いただき、お申込み下さ
い。

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。◆

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、一部に弱めの動きがみられるも
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）
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鉱工業生産指数

有効求人倍率

※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 2018 年 6 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、30年8月住基台帳より15,827世帯、人口は40,192人（男
19,753人、女20,439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
しょう油
みそ
ケーキ
清酒
焼酎

2,457
2,120
2,481
6,283
5,895
7,561

ビール
中華そば
すし
和食
中華食
洋食

12,222
5,810
12,538
17,489
3,372
8,520

焼肉
理髪料
パーマ代
カット代
医療保険料

6,004
5,050
3,572
5,814
20,886
非貯蓄型保険料
68,734
（29 年家計調査年報より）

東松島夏まつり 2018 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 2018（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 2018 は、企業・個人様より 4,740,000 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ご協力頂きました。また、鳴瀬流灯花火大会は企
企業・個人様より 2,420,000 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。

