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「中小企業者の持続力向上支援」と「創業しやすい基盤づくり」を
渥美市長、大橋議長へ要望

先月、橋本会長、雫石副会長、櫻井副会長が東松島市役所を訪れ、
「中小企業者の持続力向上支援と創業しやすい基盤づくりに関する
要望書」を渥美市長と大橋議長に手渡しました。
昨年 1 月には本会より要望した「東松島市中小企業・小規模企業
振興基本条例」を制定していただき、今年５月には、
「振興基本計画」
を策定していただきました。また、具体的な施策として市内での創業
により雇用の創出を促進し、本市産業の活性化および振興を図るた
め「東松島市創業補助金」を創設していただきました。
今回は、２０２５年問題に係る「大廃業時代」に対処すべく、地域
事業者の持続的発展支援のため下記の３項について要望して参りました。
１．小規模事業者への金融面からの支援
２．地域版持続化補助金、商店街活性化補助金等の創設
３．活用しやすい制度とするための創業補助金の見直し、拡大

令和元年度 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
（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【３２事業者】
・家計調査の分析【３２事業者】
（２）経営状況の分析【３２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【６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
（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
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部会活動 TOPICS
商 業 部

会

視察研修会
日時 令和元年１１月１３日（水）８時３０分～
場所 山形県山形市七日町商店街
内容 商店街を取り巻く環境が厳しいなか、独自の取組を通じて地域消費者の心を掴み、商店街に
人を呼び込んでいる七日町商店街を視察します。参加費は 3,000 円です。

ペップトークセミナー ※サービス・観光業部会との共催
日時
場所
講師
内容

令和元年１１月２１日（木）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
顧客満足度の向上や売上・利益拡大のため、従業員をプラス思考にして組織を活性化したり、
営業や開発に携わるメンバーを動機付けたりする手法を学びます。参加費は無料です。

工 業 部

会

労働災害防止講習会
日時 令和元年１１月１２日（火）１５時～
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 令和元年１１月２９日（金）～３０日（土）
場所 青森県 弘前市方面
内容 石垣修理などの改修が行われている弘前城の視察など、青森県弘前市方面の視察を行いま
す。参加費は３０，０００円です（参加人数により追加での徴収となる場合がございます）
。

サービス・観光業部会
ペップトークセミナー ※商業部会との共催
日時
場所
講師
内容

令和元年１１月２１日（木）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
顧客満足度の向上や売上・利益拡大のため、従業員をプラス思考にして組織を活性化したり、
営業や開発に携わるメンバーを動機付けたりする手法を学びます。参加費は無料です。

研修会・全体会
日時 令和２年２月頃
場所 東松島市商工会本所（予定）
内容 経営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
年末金融相談会
マル経融資の紹介
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。
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

☆日 時：令和元年１１月 ６日（水）
１２月 ５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
●

令和元年 10 月 1 日から

対 象 資 金

設備資金・運転資金

対 象 資 金

２，０００万円

貸 付 利 率

１．２１％（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

宮城県の最低賃金が変わりました！

最低賃金

824 円

事業場内最低賃金を 30 円以上引上げ（最低賃金の場合 854 円以上）、生産性向上のための設備投資
（機械設備、POS システム等の導入）などを行った場合に、その費用の一部を助成する制度がありま
す。
【業務改善助成金】
コース

引き上げる労働者数

助成上限額

助成対象事業所

助成率

１～3 人
５０万円 事業場内最低賃金と地域別 ３／４
４～６人
７０万円 最低賃金の差額 30 円以内 生産性要件を満たした場合
7 人以上
１００万円 及び事業場規模 30 人以下 ４／５
お問合せ先：宮城働き方改革推進支援センター
TEL 0120-97-8600

30 円
コース

福利厚生・会員交流事業
東松島市新年賀詞交歓会
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
会
会
申

時：令和 ２年 １月 ７日（火）
午後５時から
場：プレセティア内康（東松島市大曲）
費：１人 ６，０００円
込：令和元年１２月 ５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。◆

みやぎ経済月報より

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、１年５月住基台帳より15,９６６世帯、人口は３９,９５３
人（男19,６１１人、女20,３４２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

2,466
2,027
2,331
6,265
6,234
8,630

ビール
中華そば
すし
和食
中華食
洋食

12,343
6,338
14,834
17,092
3,565
8,832

焼肉
理髪料
パーマ代
カット代
医療保険料

7,472
5,816
3,064
5,908
19,472
非貯蓄型保険料
75,157
（30 年家計調査年報より）

東松島夏まつり 201９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 201９（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 201９は、企業・個人様より 4,４８８,000 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。

