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主な記事
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小規模事業者持続化補助金活用セミナー実施

相馬商工会議所女性会では、市内に元気をお届けする

青年部総会

ために、会員事業所の皆様へ花を植えたプランターを差

女性会総会

し上げています。事業所・お店に花を飾り、みんなで明

珠算連盟総会
Ｐ３

◆ e（いー）顔（かお）プロジェクト◆

市内商工業についての講演会開催
源泉所得税納付個別指導会のご案内

るく “ いい顔 ” になってもらうことを目的として、毎年
６月と１１月の年２回開催しております。会員の皆様に

生活習慣病検診のご案内

は大変好評を頂いている事業です。会議所便り５月号に

労働局から早期選考防止のお願い

チラシを同封してご案内しております（※大変申し訳あ

Ｐ４

トレンド通信

Ｐ５

早期景気観測調査の結果

りませんが、当６月の申込みは締切りました）。

ふるさとそうまメシ（お焼小女子のお吸い物）
Ｐ６

6 月行事予定

当所女性会では、他にもさまざまな活動を行っており、
会員も募集中です。会員事業所に在籍する女性ならば、

セシウム検査実施のご案内

どなたでも入会可能です。少しでも興味のある方、詳し

クールビズ実施中

く話を聞きたい方は、相馬商工会議所へお問合せ下さい。

原発事故による損害賠償相談会日程
会員増強 ･ 共済キャンペーン実施中
労働保険年度更新のご案内
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経営計画の作成方法をレクチャー

持続化補助金セミナー開催

当所第 2 会議室において、相馬商工会議所中小企業
相談所主催による「小規模事業者持続化補助金活用セミ
ナー」を（同）阿部マネジメントオフィス 代表 阿部 憲
夫氏を講師に迎え開催した。
セミナーでは、小規模事業者持続化補助金の概要や経
営計画の作成などについて、様々な事例を取り入れなが
ら具体的に説明・解説が行われた。セミナー後には個別
相談会を開催し、参加者らは補助金申請にむけて、講師
と当所経営指導員らのアドバイスを受け、経営計画の作
成について学んだ。

4/27 青年部定時総会
平成 28 年定時総会が、お食事処 たこ八にて開催され
た。
羽柴 信一郎会長（（株）文泉社）の挨拶、新妻良一会
頭の来賓祝辞のあと議事に入り、平成 27 年度事業報告
並びに収支決算、平成 28 年度事業計画（案）並びに収
支予算（案）について審議され原案通り承認された。
続いて役員改選では、昨年の臨時総会において平成
28 年度会長に選任された羽柴 信一郎氏（
（株）文泉社）
より副会長以下の役員が選任された（新役員は後述の通
り）
。総会終了後の懇親会では、三國実加女性会会長を
来賓として迎え、和やかなうちに終了した。
会
長
副 会 長
〃
専務理事
理
事
〃
〃
〃
直前会長
監
事
〃

羽柴信一郎
土屋 大典
荒井 利昌
獺庭 大輔
作間 慰簡
小野 芳一
西村 昌也
米山 真弘
杉本 智美
寺岡 裕真
齋藤 眞一

㈱文泉社（新）
㈲タカクニスポーツ（再）
㈱アライリースサービス（新）
紀の国屋（新）
志緒里（再）
㈲カネヨ水産（再）
㈱星写真舘（再）
㈲米山商事（新）
㈲杉本鉄工所（新）
寺岡畳店（新）
さいとうひろゆき商店（新）

4/26 女性会定時総会
割烹やましたにおいて相馬商工会議所女性会 平成 28
年定時総会が開催された。
総会には会員 27 名が出席し、三國実加会長が議長と
なり第 1 号議案平成 27 年度事業報告並びに収支決算、
第 2 号議案平成 28 年度事業計画 ( 案 ) 並びに収支予算
( 案 ) について審議し、原案通り承認された。
総会終了後には、新妻良一会頭・羽柴信一郎青年部会
長を来賓として迎え、懇親会を開催。会員相互の親睦を
深めた。

4/14 相馬珠算連盟総会
相馬商工会議所において相馬珠算連盟平成 28 年通常
総会が開催された。
総会には会員 4 名が出席し、和田山雄康会長（当所
専務理事）の挨拶の後、議事に入った。平成 27 年度事
業報告並びに収支決算、平成 28 年度事業計画（案）並
びに収支予算（案）について協議され、原案どおり承認
された。
総会終了後の懇親会が行われ、相馬珠算連盟の更なる
発展に向け交流を深めた。

借入目的に応じた『保証制度』で 中小企業をサポート!
資金繰り・経営の安定を図りたい方へ
・相馬市中小企業合理化資金

新たに事業を始める方へ

震 災 で 被 害 ・影 響 を受 け た 方へ

・県起業家支援保証
・国の創業関連保証

・県ふくしま復興特別資金

大口設備をお考えの方へ

経営改善に取り組んでいる方へ
・経営力強化保証
他にも制度を揃えております。

相双支店へ

℡0244-23-5105

・設備応援特別保証

平成 28 年６月 2 日発行

5/11

商業部会

市内商工業について講演会を開催

相馬商工会議所に於いて商業部会主催の講演会を開催
した。講師には相馬市議会産業建設常任委員会 只野敬
三委員長、相馬市産業部 渡部卓部長をお招きし「相馬
市における商工業の現状と今後の取り組み」を演題とし
てご講演を頂いた。
講演の中では、只野委員長より震災から現在までの相
馬市の歩みと相馬市の産業について、渡部部長には相馬
市地方創生総合戦略における産業・雇用についてご説明
頂いた。
参加者らは今後の相馬市の産業のあるべき姿を思案し
つつ、講演に耳を傾けていた。

第 339 号 （3）

生活習慣病対策にご活用ください！
来る 7 月 4 日 ( 月 ) と 5 日 ( 火 ) の２日間、相馬商工
会議所において生活習慣病検診を実施致します。
この事業は、当所会員事業所様に共済還元事業の一環と
して実施しております。
事業主様はもちろん従業員の方の健康管理は、企業の
安定した経営に欠かせない重要な要素です。また、万が
一の場合、病気は早期発見・早期治療が大原則となりま
す。この機会に是非ご利用ください。
検診料等詳細につきましては同封のご案内チラシをご
覧ください。

新規中学・高校卒業者に対する
早期選考防止のご協力のお願い

源泉所得税納付のご準備を！
○納期特例摘要事業所
事業主が従業員や青色専従者に支払う給料や賞与につ
いて、給与の支払を受ける人が常時 10 人未満雇用の事
業所には、
納期手続きを簡便にできるよう「納期の特例」
制度が設けられております。
納期の特例制度の適用を受けている事業所は、本年に
ついては 7 月 11 日（月）までに、1 月 1 日から 6 月末
までに支払いを行なった給与等について、源泉所得税を
納付しなければなりません。
《7 月～ 12 月末分は翌年 1
月 20 日まで納付》
当所では下記の日程で、上期の源泉所得税の納付個別
指導会を開催しますのでお気軽にお越しください。
●日時 7 月１日（金）～ 7 月 11 日（月）
●時間 午前 9 時～午後 4 時
●場所 相馬商工会議所

～福島労働局より～
1. 推薦及び選考開始期日並びに採用内定
・新規中学校卒業者の推薦及び選考開始期日については、
平成 29 年 1 月 1 日以降とし、積雪地の関係からやむを
得ない事情があるときは、平成 28 年 12 月 1 日から行っ
ても差し支えない。
・新規高等学校卒業者の推薦開始期日については、推薦
文書の到達が平成 28 年 9 月 5 日以降となるようにする
こと。
・新規高等学校卒業者の選考開始期日については、平成
28 年 9 月 16 日以降とすること。
・採用内定の開始については、従前と同様、選考開始と
同日以降に行うことができる。
2. 求人申し込みの手続き等
高等学校（中等教育学校を含む）に求人申込みを行う
場合、求人申込みを行おうとする事業所は、安定所に求人
申込書を提出して、選考期日、求人内容等について適正
であることの安定所の受理・確認を受けた後、当該求人
票により高等学校に求人申込みを行わなければならな
い。
3. 選考の通知
選考後は、採用内定取り消しが生じないよう十分配慮
しつつ、できる限り速やかに採否を決定し、選考を受け
た生徒にその旨を通知すること。
4. 新規中学校・高等学校卒業者の文書募集の取り扱い
新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の開始時期
は、平成 28 年 7 月 1 日以降とし、新規中学校卒業者を
対象とする文書募集は行わないこと。

石のトータルクリエーター
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「つくり手目線のご当地グルメは
なぜダメなのか」
新潟県の燕三条エリアといえば銀食器など金属加工業
の集積地として知られるエリアです。最近では燕商工会
議所が仕掛けた「磨き屋シンジケート」によるメイド・
イン・ツバメというブランドも市場で知られてきまし
た。このエリアは最近、
「燕三条系」とマニアの間から
呼ばれるラーメンのブランドとしても知られるようにな
りました。燕市と三条市と近隣の加茂市まで合わせると
200 軒近くのラーメン屋さんが営業している激戦区で
す。
「燕三条系」の特徴は魚介だしこってり豚骨スープ
に背脂。麺は極太です。地元の人はもとより、観光客に
とっても大きな魅力となっています。
先日、
取材でお伺いした燕市産業史料館の主任学芸員・
齋藤優介さんに燕三条ラーメンにまつわる面白い話を聞
きました。この地域のラーメンももともとはしょうゆ味
がベースで細麺の中華そばだったそうです。それが、戦
後の高度成長期に地元の金属加工業が活況になると、注
文に応じるために食事に行く暇も惜しんで生産していた
ため、出前の需要が急増したそうです。その際に、スー
プは工員さんたちが好むしっかりした味付けになり、麺
も “ 腹もち ” が良くて延びにくい極太麺になったとのこ
とです。スープが冷めないようにスープの表面を背脂で
覆うスタイルも出前のニーズから生まれたものだそうで
す。
こうしてみると、燕三条ラーメンはまさに金属加工産
業のまちだからこそ生まれたご当地グルメといえます。
70 年以上の歴史を重ねいまや老若男女に慣れ親しんだ
味として地域に定着しています。
実はこうした職人の生活ニーズが生んだご当地フード
というのは他のエリアにもあります。織物の二大産地で
ある山梨県の富士吉田市と群馬県の桐生市にはそれぞれ
吉田のうどん、桐生うどんがあります。もともとは農家
の日常食でしたが織物産業の興隆とともに、職工さんの
賄いとして食べられてきたものがベースになって定着し

ました。
地域の生活や風土に根付いて生まれてきた料理には、
そのストーリーに加えて、今後も地域に産業がある限り
続くでしょうし、そこで働く人の生活や嗜好（しこう）
の変化に合わせて進化し続けていくでしょう。
ここがイベントのために企画されたご当地グルメのメ
ニューとの違いです。あちこちの地域を訪ねると、農作
物や海産物を組み合わせた焼きそばや丼ものを開発して
いる場面に出合います。コンテストに出すにはどうして
も「一度に大量につくれる」
「盛りつけに時間がかから
ない」といったものになってしまい、ご当地色を出すに
は結局、土地の食材を組み合わせるしかなくなります。
これでは「つくり手目線」のものしかできません。先に
挙げた地域の風土や生活から生まれてきた食べ物とは本
質的に違います。無理やりつくったメニューではなく、
地域の人々の幸せを支え続けてきた食べ物が、幸せのお
裾分けのかたちで全国に広がっていくことを望みます。

日経ＢＰヒット
総合研究所
上席研究員

渡辺

◇渡辺

和博／わたなべ・かずひろ

日経ＢＰ社 日経ＢＰヒット総合研究所上席研究
員。1986 年、筑波大学大学院理工学修士課程修了。
同年、日本経済新聞社入社。日経パソコン、日経ビジ
ネス、日経トレンディなどＩＴ分野、経営分野、コ
ンシューマ分野の専門誌編集部を経て現職。全国各地
の商工会議所などで地域振興や特産品開発のための講
演・コンサルを実施。消費者起点のものづくりをテー
マに地域発のヒット商品育成を支援している。

ＩＳＯ１４００１認証

ＭＳＡ Ｅ
―Ｓ ５―６３

相馬環境サービス株式会社

相馬共同火力発電株式会社
相馬共同火力発電株式会社

本
店
本
店
新地発電所
新地発電所

和博

相馬市中村字塚ノ町 65－16
相馬市中村字塚ノ町 65－16
相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神 1－1
相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神 1－1
わくわくランド ℡0244（62）4722
わくわくランド ℡0244（62）4722
ホームページ http:/www.somakyoka.co.jp
ホームページ http:/www.somakyoka.co.jp

℡0244（36）1200
℡0244（36）1200
℡0244（62）2201
℡0244（62）2201

平成 28 年６月 2 日発行

第 339 号 （5）

Lobo

商工会議所早期景気観測

（4 月調査結果）

業況ＤＩは、▲２１.０と、前月から＋２.６ポイントの改善。ただし、今回
の調査開始時点は熊本地震の発生前であることに留意が必要。業況ＤＩ
は、堅調な観光需要や原材料・燃料価格の下落の恩恵、設備投資の持ち
直しの動き等が押し上げ要因となった。

建設業

製造業

卸売業

小売業

サービス業

前年度同月比（業況DI）

前年度同月比（業況 DI）

前年度同月比（業況 DI）

前年度同月比（業況DI）

前年度同月比（業況DI）

13.6

・業界全体が人手不足
となっている。新入社
員の応募がないのに加
えて、在職中の従業員
の高齢化が深刻になっ
ている（一般工事業）
・国、県、市ともに公
共工事の発注が減少し
ている。補正予算の早
期執行と発注の平準化
を望む（一般工事業）
・消費増税前に住宅等
の駆け込み需要が出て
くる。マイナス金利な
ので、用地を積極的に
仕入れたい
（建築工事業）

▲18.5

・ゴールデンウィーク
に向けた引き合いが例
年に比べ好調。お中元
商戦に向けて在庫薄と
ならないよう生産を前
倒しする（調味料製造
業）
・一両日中に具体的な
対応は決まるが、熊本
地震の影響により、取
引先の自動車メーカー
の操業停止が見込まれ
る。当工場においても
製造ラインを一部休止
せざるを得ない見通し
（自動車・附属品）

▲50.0

・熊本地震により高速
道路が通行できず、生
花の入荷減、遅延など
の影響が出ている（農
畜産水産物卸）
・急激な為替相場の変
動により、輸入製品の
原価管理や資金繰りに
苦慮している。為替相
場の安定を望む（一般
機械器具卸）
・販売先の要請で値下
げしたが、仕入価格は
一部しか変えられず、
収益が悪化（金属材料
卸）

▲41.7

▲16.1

・中国をはじめアジア
・マイナス金利や設備
からのインバウンドの
投資補助金を活用しよ
来店が多くなり、靴な
うと、このところＩoＴ
どの生活用品の購入が
に絡んだ見積依頼が多
目立つ（生活用品小売） くなっている。設備投
・気温の上昇とととも
資の起爆剤になって欲
に春物衣料の売上が伸
しい（ソフトウェア業）
びた（総合スーパー）
・熊本地震直後から国
・業況は依然慎重に見
内客を中心にキャンセ
ているが、今月は宝飾
ルの連絡が入り始め、
品の店外催事を行った
ゴールデンウィークま
ところ、前年より売上
で空きが出ている。増
が上がり、採算もよかっ 加し始めていたインバ
た（商店街）
ウンドにどの程度の影
響が出るか不安（旅館
業）

ふるさと

そうまメシ
このコーナーでは、全４回にわたり小女子レシピコン
テストでの受賞料理の紹介を行っております。今回は、
審査員特別賞に輝いた久田浩之さん考案の「お焼小女
子のお吸い物」
をご紹介します。誰でも簡単に作れてお
いしい小女子料理を目標として考案されたそうです。
焼き色が付いた小女子は、香ばしくてお吸い物としても
おいしくいただけます。旬の小女子をお吸い物で食して
みてはいかがですか？

おすすめ
ポイント

久 田 浩 之 さん

・お焼きの中にショウガや
刻みネギ、シソ等を入れる
と小女子の臭みがやわらげ
られます。

・小女子 50g
・水溶き片栗粉 適量
・サラダ油 適量
・白だし 15cc
・水
200ml
・ネギ、三つ葉 お好みで

（亀屋旅館）

掲載
無料

会員ビジネスボード
掲載企業募集中

《掲載要綱》

①水溶き片栗粉に小女子を入れ、
よく混ぜる。
②形を整え、フライパンにサラ
ダ油を入れ、弱火で焼く。
（A）
③鍋に、水、白だし、
（A）
を入れ、
中火でコトコトさせ、沸騰し
たら弱火にして ネギを入れ、
1 分ほど火を通します。
④器に盛り、最後に三つ葉を入
れて完成。

○画像

・jpg・gif 画像、もしくは
○文章
プリント写真・パンフ
・タイトルは 20 字以内
レット等
・本文 230 字以内
※Ｅメールに添付、もしく
・会社概要・問合せ先等
は記憶媒体を利用して
（社名、所在地、電話番号
Fax 番号、E-mail アドレス） お送り頂くと幸いです。
【問合せ先】相馬商工会議所 TEL３６ー３１７１

（6） 第 339 号

平成 28 年６月 2 日発行

6 月 行事予定
日（曜）

行

事

時間

場

東京電力㈱原発事故による
損害賠償相談会のご案内

所

●開 催 日

６月 1・8・15・22・29 日（水）

3（ 金 ）福島・相馬・米沢商工会議所 専務理事会議 13:30 福島商工会議所

● 受付時間

午前 10 時～午後４時

6（ 月 ）相馬商工会議所役員・議員親睦ゴルフコンペ

●会

相馬商工会議所

1（ 水 ）正副会頭会議

11:00 相馬商工会議所
8:20 鹿島カントリークラブ

7（火）
東北復興水産加工品展示商談会 2016 10:00 仙台国際センター展示棟
～８（水）
7（ 火 ）日本政策金融公庫金融相談会

10:30 相馬商工会議所

8（ 水 ）建設業部会講演会

10:30 相馬商工会議所

10（ 金 ）福島県内商工会議所と東京商工会議所との懇談会 15:10 福島市・ザ・セレクトン福島
12（ 日 ）第 143 回簿記検定試験

9:00 相馬商工会議所

13（ 月 ）福島県商工会議所女性会県連合会第 36 回通常総会 13:30 福島市・ウエディングエルティ
14（ 火 ）日本政策金融公庫金融相談会

10:30 相馬商工会議所

15（水）
東北 6 県まるごとフェスタ
～ 16（木）

10:00 仙台市民ひろば

15（ 水 ）第 1 回消費税軽減税率対策講習会 13:30 相馬商工会議所
17（ 金 ）平成 28 年 相馬地区警察官友の会通常総会 16:30 相馬商工会議所
21（ 火 ）日本政策金融公庫金融相談会

10:30 相馬商工会議所

相馬商工会議所青年部 第 3 回理事会 19:00 相馬商工会議所
24（ 金 ）正副会頭会議

12:00 相馬商工会議所

常議員会

13:30 相馬商工会議所

第 133 回通常議員総会

15:00 相馬商工会議所

26（ 日 ）第 207 回珠算暗算検定試験

8:00 相馬商工会議所

28（ 火 ）日本政策金融公庫金融相談会

場

● 問合せ先

第３会議室

志 0120 － 926 － 404

商工会議所会員・共済制度
普及キャンペーン実施！
相馬商工会議所では、新規会員および共済制度の
加入促進キャンペーンを 4 月 15 日～ 6 月 30 日ま
での 2 ヶ月半の間実施しております。
商工会議所は会員事業所の会費をもって地域に貢
献をする大きな役割を持つ総合経済団体でありま
す。更に「事業資金」や「納税に関する手続き」や
被災からの再生用補助制度など、様々な問題も気軽
に相談のできる機関です。
また、事業主様の保障や従業員の福利厚生の充実
を図るための共済事業など利用できるメリットが沢
山あります。
期間中、商工会議所職員・アクサ生命営業社員がお
伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。
○問合せ先 相馬商工会議所 総務課志 36 － 3171

10:30 相馬商工会議所

－ 事業主の皆さんへ －
労働保険年度更新等のお知らせ

放射性セシウム検査実施中 !!
市内の食品加工業者を対象に、無料で検査を実施
しています。 どうぞご利用ください。

実施中
当所では、
節電・省エネの観点から、
夏の軽装
（クー
ルビズ）を５月１日から 9 月 30 日まで取組んでお
りますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたし
ます。

の

平成 28 年度の労働保険の年度更新の申告期限は

7 月 11 日です。

期限までに、最寄りの銀行、郵便局、労働基準監
督署において手続きをされますようお願いいたしま
す。
・労働保険の年度更新は電子申請を、労働保険料等
の納付は口座振替をご利用下さい。
○問合せ先 福島県労働局 総務部 労働保険徴収室
志 024 － 536 － 4607

について

知的財産って何？
うちの会社には関係ないのでは？

いたします！
平成２７年度
相談実績
１,３００件

知的財産活動のメリット

知的財産とは、「特許」等、限定的な特別なものでは
なく「アイディア」「デザイン」「商品の名前」「ノ
ウハウ」「企画書」「営業上の情報」等、多岐に渡る
もので全ての企業に関係するものです。

・有利な事業展開 ・自社ブランドの構築
・自社技術力の向上 ・社員のモチベーション向上
特許を保有する中小企業は保有していない中小企業よりも従業員
※

一人当たりの営業利益率が約３倍という調査結果もあります。
※「平成24年度中小企業実態基本調査」(中小庁)､「平成25年度企業活動基本調査速報」(経済産業省)より

■県内唯一の知財ワンストップ相談支援窓口

福 島 県 知 財 総 合 支 援 窓 口

■まずはお気軽にご相談ください

電話：０２４－９６３－０２４２

〒963-0215 郡山市待池台1-12福島県ハイテクプラザﾞ２F
（独）工業所有権情報・研修館事業

発行所

相馬商工会議所

実施：一般社団法人福島県発明協会

http//www.fukushima-i.org

広報委員会 〒 976-0042 福島県相馬市中村字桜ヶ丘 71 TEL（0244）36-3171
ホームページ http://www.somacci.com e-mail info@somacci.com

FAX（0244）36-3184

