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　３月16日、レトルトの「みなと塩竈海保カレー」が発
売されました。これは、当所のみなと塩竈海保カレー
プロジェクト委員会（横田善光委員長）が、宮城海上
保安部の協力を得て商品化を進めてきたものです。現
在の販売店は、しおがま・まちの駅や、塩釜水産物仲
卸市場、市内の飲食・小売店など約10店舗です。

　このレトルトは、海上保安部の巡視船で食べられ
ている味が再現されています。食卓でのお楽しみや
塩釜のお土産品としてお買い求めください。
　なお、引き続き販売取扱店を募集しています。
問い合わせ：合同会社顔晴れ塩竈
電話番号：022-365-5572（土日祝日を除く9時～16時）
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～　主　な　内　容　～

……………… 折込サービス ………………
・交通安全指導隊募集
・東日本自動車学校

・新型コロナウイルス感染症に関する関連情報
                                         …………P.2・P.3
･海保カレーレトルト発売開始 ………………………… P.1

～折込みチラシ～
・新型コロナウイルスに関する影響調査アンケート
・WEBセミナーのお知らせ
・共済キャンぺーン　・画像検診
・生活習慣病予防検診

　この度発売となったレトルトが、この地域ならではの
グルメとして皆様に親しまれ、愛されるカレーになって
ほしいと思います。そして、「みなと塩竈海保カレー」
の広がりが、海上保安部の啓蒙活動につながるよう頑張
ります。市内の飲食店で提供されている「みなと塩竈海
保カレー」同様、レトルトも、ぜひご賞味ください！

▲取扱い店舗や価格などの詳細は、「みなと塩竈海保カレー」
　のフェイスブックページで確認できます
　　　https://www.facebook.com/kaihocurry2019/

▲ギフト販売用の外箱にもこだわり、
店頭でも目を引くデザインとなっています。発売開始から、
早くも大きな反響をいただいております。

▲取扱い店舗や価格などの詳細は、「みなと塩竈海保カレー」

▲
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本　店/塩竈市海岸通2-22
TEL022-362-3261 FAX022-366-8348
仙台店/仙台市青葉区中央1-1-1仙台エスパルB1F
TEL022-716-1075 FAX022-716-1076

「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」のご案内「業務災害補償プラン」のご案内

■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

業務災害補償プランの特徴

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 制度引受保険会社

制度運営

塩釜商工会議所 総務課
Tel 367-5111

東京海上日動、あいおいニッセイ同和
三井住友海上、損保ジャパン日本興亜

日本商工会議所お見積もり、ご加入手続きは
引受保険会社にお問い合わせください。

有限会社 鈴木会計事務所
千 葉 経 営 企 画 株 式 会 社
税理士法人 阿部会計事務所
齋　忠 男  税 理 士事 務 所
税理士法人   F&Lパートナーズ
白ゆり総合会計株式会社

Tel  
Tel  
Tel  
Tel  
Tel  
Tel  

塩 地区
TKC会計人事務所

テレビCMでおなじみの

元気な会社作りのお手伝い
◆黒字決算支援  ◆経営革新支援  ◆創業支援

　当所では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、影響を受ける中小企業・小規模事業者の皆様を対象に、
「特別相談窓口」を設置しております。資金繰りをはじめとする様々な経営課題に対し、相談に応じます。

◆問い合わせ先　　塩釜商工会議所　相談課　ＴＥＬ：（３６７）５１１１

新型コロナウイルス感染症に関する関連情報

「新型コロナウイルスに関する主な支援メニュー」

「新型コロナウイルスに関する特別相談窓口」の設置について

②マル経融資の金利引き下げ（新型コロナウ
イルス対策マル経）（日本政策金融公庫）
【マル経融資とは】
　小規模事業者経営改善資金（通称：マル経）
は、当所の経営指導員による経営指導を受けた
小規模事業者に対して、商工会議所の推薦によ
り日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資
を行う制度。
【特例措置】
 新型コロナウイルス感染症の影響により売上
が減少した小規模事業者の資金繰りを支援する
ため、別枠1,000万円の範囲内で当初３年間、
通常の貸付金利から▲0.9％引下げする。加え
て、据置期間を運転資金で３年以内、設備資金
で４年以内に延長する。

①セーフティネット貸付の要件緩和（国民生活
金融公庫）
【セーフティネット貸付とは】
　社会的、経済的環境の変化等外的要因により、
一時的に売上減少等の業況悪化をきたし、中長
期的にはその業況が回復し発展することが見込
まれる事業者に、経営基盤の強化を支援する融
資制度。
【特定措置】
　売上が5％以上減少といった数値要件にかか
わらず、今後の影響が見込まれる事業者も含め
て融資対象となる。
【資金の使いみち】
　　運転資金、設備資金
【融資限度額】
　　中小事業7.2億円、国民事業4.800万円
【利率】
　　貸付期間・担保の有無等により変動

③雇用調整助成金の特例
【雇用調整助成金とは】
　経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なく
された事業主が、労働者に対して一時的に休業、
教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図っ
た場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するも
のです。

【特例の対象となる事業者】
　　新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

※詳しくは、お近くのハローワークへお問い合
　わせください。 TEL:（362）3361
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■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

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

第１会議室から第４会議室まで、
最大８０名まで利用可能です

お問合せ・お申込みは
当所総務課　☎３６７－５１１１まで

会議や講演会・展示会など
多様な用途に対応

当所会員は割引料金です！

　新型コロナウイルス感染拡大による地域経済へ
の影響をうけ、塩竈市では３月６日、「塩竈市景
気緊急連絡会議」を開催しました。
　構成メンバーは、塩竈市と当所並びに塩釜金融
協会で、まずは新型コロナウイルスによる市内商
工業者等への影響と、国や県の支援策の情報共有
を行いました。
　今後は、関係する団体等の参画も予定しながら、
定期的に連絡会議を開催し、必要な支援策を検討
して行くことになりました。

情報を共有し、連携を強化

　４月26日に開催予定の「第37回しおがま市民ま
つり」は、当面、中止することとなりました。
　新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、こ
のような判断となりました。
　主催者である当所青年部は今後、時期をずらし
改めて市民まつりを開催できるか等、賑わい創出
に向けて協議する予定です。
　何卒、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い
いたします。

「しおがま市民まつり」
　　　　当面の中止について

　当所では毎月第２・第４木曜日に日本政策金融公庫の相談会を開催しております。
①、②、④に関するお問合せや相談会へのお申し込みは当所まで。
　なお、経済産業省のホームページにて、事業者向けのその他支援メニューがまとめられた
パンフレットが随時更新され、掲載されておりますのでご確認ください。

④新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付（日本政策金融公庫）
【対　象】
　新型コロナウイルス感染症の発生により、一時
的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、
次のいずれにも該当する旅館業、飲食店及び喫茶
店を営む方
⑴　最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同
期と比較して10％以上減少しており、かつ、
今後も売上高の減少が見込まれること
⑵　中長期的に業況が回復し、発展することが見
込まれること

【資金の使いみち】
　経営を安定させるために必要な運転資金 
【融資限度額】
　別枠1,000万円（旅館業を営む方は、別枠
3,000万円） 

【融資期間（うち据置期間）】
　　7年以内（2年以内） 
【利率】
　基準利率
　ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業
組合の組合員の方については、特別利率C（基準
利率－0.9％) 
【取扱期間】
　令和2年2月21日㈮から令和2年8月31日㈪まで 
【お申込みに必要な書類】
　ご利用にあたっては、「新型コロナウイルス感染
症の発生の影響に関する確認資料」のほかに、振興
計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の
方については、生活衛生同業組合の長が発行する
「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。

　　　塩竈市景気緊急連絡会議

　「新型コロナウイルスに関する影響について」のアンケートチラシを折り込んでいます。
　これは、新型コロナウイルス感染症が、会員事業所に及ぼす影響について状況を把握するための調査です。
お手数をおかけしますが、ご回答にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

新型コロナウイルスに関する影響調査アンケートにご協力を

◆問い合わせ先　　塩釜商工会議所　相談課 アンケート送付はこちらまで →→→ FAX：367-5115
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－ おかげさまで創業２００年 －

TEL:022(365)5555　FAX:022(365)5557
塩釜本社 /塩釜市袖野田町 24-2

http://www.gonkiya.com

お仏壇の
ごんきやは
県内 9 店舗

葬祭会館
セレモニアは
県内 10 会館

会員事業所のみなさまへ
業務上・業務外を問わず２４時間保障！
商工会議所独自の給付制度も！

入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）
＋塩釜商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金・助成金・記念品制度）
「記載の内容はマリン共済制度の一部を記載したものです。ご加入
  にあたってはパンフレット、 重要事項説明書（契約概要・注意喚
  起情報）を必ずご覧ください。」
お問い合わせは   塩釜商工会議所　　　　　  ℡367-5111
引受保険会社　　アクサ生命保険株式会社　  ℡221-3352

県内統一復興応援キャンペーン実施中　R２年４月１日～６月30日

役員および従業員の
 福利厚生制度に
ご活用いただけます

役員および従業員の
 福利厚生制度に
ご活用いただけます

　当商工会議所では、会員事業所の福利厚生の充実を
目的として、各種共済・福祉制度（引受保険会社：ア
クサ生命保険株式会社）を導入しており、現在では多
くの会員事業所様にご利用いただいております。
　本キャンペーンでは、『商工会議所共済制度』を会
員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上に
お役立ていただくことを主な目的としています。詳し
くは、折り込みチラシをご覧ください。

　当共済制度は、多くの会員の皆様
にご利用いただいております。
　おかげ様で、加入者数の伸び率は、
東北地区の商工会議所の中で、第２
位（2018年度）と、高い評価をいた
だきました。

〈お問い合わせは〉塩釜商工会議所　総務課　℡022-367-5111

塩釜商工会議所
「マリン共済」のご加入を
おすすめいたします。

令和2年1～3月にご入会いただいた事業所をご紹
介いたします。 （10件　敬称略）

新会員さんです　どうぞよろしく！新会員さんです　どうぞよろしく！

※掲載の承諾をいただいた事業所のみ掲載しています。

事業所名 代表者 事業内容 事業所名 代表者 事業内容

沖津　雅仁 同左 鉄筋組立工事等 大八内海商店 内海　三郎 マグロ卸、小売

（株）海心 山野辺忠広 水産物加工、販売業 （株）引地製材所 引地　　晶 一般建築業

佐藤　愛 同左 美容業 合同会社ＦＯＣＵＳ 尾形　拓哉 建設業、不動産業

しおがまゲストハウス
 　みなと丸 櫻井　友輔 ゲストハウス Ｌａ ｂｉｊｏｕ 千葉　彩香 エステ業、

化粧品小売

自家製麺 鶏そば いちむら 村山　恵一 飲食業 Ｒｉｔｏ ｈａｉｒ 佐藤　公亮 美容室
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脳MRI・全身CT　最新設備完備
◎ 高性能MRI脳検診、低線量CT検診20,000円（税抜）
◎ 物忘れ外来（予約制）

TEL 022-366-9638
ク ロ サ ワ

塩釜市錦町6-32
ＪＲ仙石線西塩釜駅徒歩３分

院長　黒  沢  久  三
東北大学脳神経外科　医学博士

くろさわ脳外科

塩釜の統計資料
人　　口

　　　　　　                                   　　　  （単位：人）
月    　      区分 男 女 計 世帯数

Ｒ2.2月
25,777 28,089 53,866

23,715
（内、外国人147人）（内、外国人442人）（内、外国人589人）

H31.2月 25,969 28,354 54,323 23,532
比  （％） 99.3% 99.1% 99.2% 100.8%

塩竈市市民総務部

ガス消費量
            （単位：㎥）

月 R2.2月 H31.2月 前年同月比（％）
消費量 707,195 765,357 92.4%

塩釜ガス㈱

観光客乗船数
  （単位：人）

月                  　　　　区分 乗　　船　　数
Ｒ2.2月 14,381
H31.2月 14,564
比  　（％） 98.7%

累      計(R2.1月～ ) 28,571 
前年同期間(H31.1月～ ) 27,229 

累計比　（％） 104.90%
丸文松島汽船(株)・ニュー松島観光船

 ・前月に比べ人口は90人の減少 、
世帯数は30世帯増加した。

魚市場水揚高
  （　）内は貨物の搬入分　（単位：ｔ， 千円）

月    　      区分 隻　数 貨物台数 数　　量 金　　　額
Ｒ2.2月 79 352 1,947 (18) 424,083 (28,058)

H31.2月 106 451 1,446 (267) 613,367 (121,407)
比  （％） 74.5% 78.0% 134.6% 69.1%
累計

（R2.1月～） 196 717 2,868 (41) 1,032,954 (70,193)
前年同期間
（H31.1月～） 214 855 3,489 (380) 1,375,877 (208,236)
累計比（％） 91.6% 83.9% 82.2% 75.1%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、隻数が27隻減、
貨物台数99台減、数量501ｔ増、金額189,284千円の減となった。

水道配水量
 （単位：㎥）

月    　      区分 1 ヵ月 1日の最大配水量 1日平均
Ｒ2.2月 560,573 20,457 19,330
H31.2月 555,680 20,891 19,846
比  （％） 100.9% 97.9% 97.4%

塩竈市水道部 ・2月7日に最大となっている。

・ニュー松島観光は丸文松島汽船㈱と
統合したため、今号からは一社のみの乗船数とします。

・前年同月（Ｈ31.2月）との比較では183人の減。2月下旬ころから新
型コロナウイルスの影響で旅客減少に転じた。

・新規求職者数は前月比で27%の増。
新規求人数は前月比で4％の増。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 Ｒ2年１月          　　　　   　　　　　  　   ※（　）内は、前月の数値

求　職
新 規 求 職 者 数 632 （465）
月間有効求職者数 2,323 （2,269）

求　人
新 規 求 人 数 840 （808）
月 間 有 効 求 人 数 2,414 （2,621）

就　職 就 職 者 数 114 （183）
ハローワーク塩釜

市内主要観光施設入込数
   （単位：人）

R2.2月 R2.1月
塩竈市魚市場

（おさかなミュージアム来館者数） 3,232 3,995 

マリンゲート塩釜
（入館者数） 59,700 53,900 

塩竈市観光交流課・水産振興課
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令和２年４月１日から、すべての雇用保険被保険者について
雇用保険料の納付が必要となります

　65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成
29年１月１日から令和２年３月31日までの間は、高年齢労働者※に関する雇用保険料
は免除されていました。

（※）保険年度の初日（４月１日）におい
て満64歳以上である労働者であ
って、雇用保険の一般被保険者と
なっている方を指します。

　令和２年４月１日からは、高年齢
労働者※についても、他の雇用保険
被保険者と同様に雇用保険料の納
付が必要となります。

雇用保険被保険者を雇用する事業主　雇用保険被保険者 の皆様へ

ご不明な点は
　ハローワーク塩釜 TEL:（362）3361

ス
マ
ホ
版

・会社決算・経営計画・経営分析・相続・贈与・不動産申告・税に関するご相談
・中期経営計画「将軍の日」・経営に役立つオーナーズセミナー開催

千葉和彦税理士事務所
千葉経営企画株式会社

〒985-0042  塩釜市玉川1-2-40
TEL 022-365-2823　FAX 022-366-3882

千葉経営企画 検索

地元企業の存続発展に貢献する

ち
ば
Ｈ
Ｐ
版

　今年の市民まつりは、新型コロナウイ
ルスの影響で「当面、中止」となりました。
とても残念ですが、オリンピックも延期
となる事態です。国内外での感染の終息
を願うばかりです。            (島津伴子)

あとがき

　このコンクールは昭和39年から続いている歴史あるコンクールで、
塩竈市と塩竈市観光物産協会が主催し、当所も協賛しています。応
募は197点あり、今年はコンクールが開催されてから初めて、スマ
ートフォンで撮影した写真が特選に輝きました。

無料相談会無料相談会

日時　4月24日㈮
　　　午後3時30分～
　　　　　（一人30分）
※本相談会は会員事業者
   対象です。

弁護士による
無料なんでも相談会

日時  4月1日㈬・15日㈬
 　　  午前10時～午後5時

個別経営相談会 日本政策金融公庫
相談会

事 業 承 継
個別相談会

どうぞご利用下さい

日時  4月9日㈭・23日㈭
   　    午前10時30分～
　　    午後4時30分

宮城県よろず支援
拠点無料相談会

日時　4月22日㈬
   　   午前10時～
         午後4時

日時　4月16日㈭
   　　午前10時～正午
　　　午後１時～午後3時

二重ローン問題や資金繰り、
公的政策の活用など幅広く
相談に応じる内容となって
おります。

小規模事業者・中小企業が抱
える様々な経営相談に対応い
たします。

事業承継ネットワークの専門
相談員が対応いたします。

事業に必要な設備資金・運転資
金の相談を承ります。また、同
日は創業予定者や創業に興味の
ある方の相談にも応じます。

※事前申込が必要です塩釜商工会議所（相談課）367-5111

入選作品をご紹介します

「
出
陣
待
ち
」

　
　
　
　
坂
本  

武
一

坂
本  

武
一

「へい！いらっしゃい！！」
            　　　 杉原　舞純

「
桜
の
木
の
下
で
」

          
日
野   

俊
文

日
野

俊
文

特選

準特選 準特選
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