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　当所では、４月１日から会員事業者限定でWEB
セミナーの視聴サービスを開始しました。WEBセ
ミナーとは、インターネットでセミナー映像を視聴
することにより、様々な情報が取得できるサービス
です。
　スマホやパソコンがあれば、24時間いつでもど

こでも視聴が可能で、人材育成や労務、税務・経理
など、500以上の講座があります。
　新型コロナウイルス感染症の拡大によって、講習
会への出席が難しい中、この機会にWEBセミナー
を活用して、人材育成や知識習得にお役立てくださ
い。
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～　主　な　内　容　～

・WEBセミナースタート…………………………… P.1
･新型コロナウイルス感染症に関する調査………………… P.2

「新型コロナウイルスに
関する特別相談窓口」
開設中です

はじめました

こんな時こそ、インターネットを有効活用しましょう！無 料

〈重要〉 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業中止のお知らせ〈重要〉 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業中止のお知らせ
・第155回簿記検定試験（6/14施行）
・珠算検定試験（6/28施行）
・令和２年度生活習慣病予防健診（6/17・18）
・第86回リテールマーケティング（販売士）検定試験（7/11施行）

　左記の検定、健診は中止といたします。お申込
みをされていた皆様、予定されていた皆様には、
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解を賜ります
よう、よろしくお願いいたします。

会社・自宅
・出先

どこでも
OK！

どこでもいつでも

２４時間い
つでも

受講でき
ます！

▲ビジネスマナーやメールの使い方等、
新入社員教育にもご活用ください

WEBセミナーを視聴するには？

塩釜商工会議所
HP

視聴は
こちらからクリック

商工会議所専用
ログインページ

ID : K2024
パスワード : 5111
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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

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影響について、
３月から４月にかけて115事業所にヒアリング調査を行い
ました。
　その結果、９割以上の事業所が影響を受けており、半数
以上の方が売上減少に直面していることがわかりました。
飲食業やサービス業では予約・注文のキャンセル増加、
卸・小売業や製造業では、仕入れの不調が売上に影響を与
えています。
　影響が少ないと回答された、量販店に商品を出荷されて
いる水産加工業などの皆様からも、先行きの不透明さに今
後を懸念する声が寄せられました。
　また、借入金の返済猶予や助成金制度の拡充、雇用維持
に向けた支援策などの早急な実施を求める声も多く寄せら
れました。こうしたご意見などは、日本商工会議所を通じ
て関係行政機関等へ要望しています。
　なお、４月１日号の会報に同封した全会員を対象とした
アンケート調査の結果については、随時当所ホームページ
などで報告してまいります。

９割の事業所に影響９割の事業所に影響
－新型コロナウイルス感染症－－－新新新新新型型コロロナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウイイイイイイイイイイイイイイイイウウイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルスルルルルルルルルルルルルルルルルルルルスススススス感感感感染染染染染症症症症－－新型コロナウイルス感染症－

115事業者をヒアリング11111111111111111111111111 ヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒアヒヒアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアリリリリリリリリリリリリリンンンンンンンンングググググググググググググググンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンググググググググググググググググググググググググンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンングググググググググググググググググググググ115事業者をヒアリング

　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。どうぞお気軽にご相談ください。　

◆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に関する特別相談窓口」の設置について

新型コロナウイルスの流行による影響

売上減少
56.4%

顧客減少
12.2%

予約・注文の
キャンセル
9.6%

その他
13.1%

影響なし
8.7%

※直接会員にお会いしてヒアリング調査を行った結
果、グラフのように大変厳しい状況がわかりまし
た。中でも、観光業・飲食業の方が著しく影響を
受けていることが判明しました。
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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 0120-055-018

塩釜市錦町6-32
ＪＲ仙石線西塩釜駅徒歩３分

予約専用ダイヤル

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

Ｒ2.3月
25,728 28,067 53,795

23,742
（内、外国人147人）（内、外国人434人）（内、外国人581人）

H31.3月 25,918 28,274 54,192 23,552
比  （％） 99.3% 99.3% 99.3% 100.8%

塩竈市市民総務部

ガス消費量
            （単位：㎥）

月 R2.3月 H31.3月 前年同月比（％）
消費量 669,463 695,782 96.2%

塩釜ガス㈱

観光客乗船数
  （単位：人）

月                  　　　　区分 乗　　船　　数
Ｒ2.3月 4,920
H31.3月 16,530
比  　（％） 29.8%

累      計(R2.1月～ ) 33,491 
前年同期間(H31.1月～ ) 43,759 

累計比　（％） 76.54%
丸文松島汽船(株)・ニュー松島観光船

 ・前月に比べ人口は71人の減少、
世帯数は27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
Ｒ2.3月 66 413 1,280 (528) 428,705 (242,796)

H31.3月 115 477 1,127 (579) 618,499 (254,596)
比  （％） 57.4% 86.6% 113.6% 69.3%
累計

（R2.1月～） 262 1,130 4,148 (568) 1,461,659 (312,988)
前年同期間
（H31.1月～） 329 1,332 4,616 (959) 1,994,376 (462,832)
累計比（％） 79.6% 84.8% 89.9% 73.3%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、隻数が49隻減、
貨物台数64台減、数量153ｔ増、金額189,794千円の減となった。

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
Ｒ2.3月 599,539 20,686 19,340
H31.3月 601,894 20,455 19,416
比  （％） 99.6% 101.1% 99.6%

塩竈市水道部 ・3月23日に最大となっている。

・前年同月（Ｈ31.3月）との比較
では11,610人の減。新型コロナウイルスの影響大。

・新規求職者数は前月比で7%の減。
新規求人数は前月比で26％の増。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 Ｒ2年２月          　　　　   　　　　　  　   ※（　）内は、前月の数値

求　職
新 規 求 職 者 数 591 （632）
月間有効求職者数 2,422 （2,323）

求　人
新 規 求 人 数 1,062 （840）
月 間 有 効 求 人 数 2,544 （2,414）

就　職 就 職 者 数 157 （114）
ハローワーク塩釜

市内主要観光施設入込数
   （単位：人）

R2.3月 R2.2月
塩竈市魚市場

（おさかなミュージアム来館者数） 2,678 3,232 

マリンゲート塩釜
（入館者数） 46,300 59,700 

塩竈市観光交流課・水産振興課
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・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

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

■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

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、会
議・イベント・セミナー等が相次いで中止とな
っています。そのため、会議所ニュースも今号
より、通常とは異なる紙面構成での発行となり
ます。何卒ご理解をお願いいたします。
　コロナに負けるな！（島津伴子）

あとがき

無料相談会無料相談会

日時　5月21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  5月20日㈬
 　　  午前10時～午後4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  5月14日㈭・28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　5月27日㈬
   　   午前10時～
         午後4時

日時　5月21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

おめでとうございます！

〈お問合せ先〉   塩釜商工会議所　℡022-367-5111

　「マリン共済」は、塩釜商工会議所がアクサ生命保険株式会社
と締結した定期保険（団体型）と、当商工会議所独自の給付制
度を会員のみなさまにご利用いただくものです。

　当所独自の給付制度として、成人、結婚、赤ちゃん誕生、小学
校入学の４つの祝金制度のほか、ケガ通院や病気入院の場合に
は見舞金制度、インフルエンザワクチン接種等の助成金制度が
ございます。

「マリン共済」のご加入者へお祝金を贈らせていただきました。

事業所名　健翔工業
加入者名　土井　義大  様
　　　　　（妻：美幸  様）
婚姻年月　令和２年１月

祝
ご結婚！
祝

ご結婚！

事業所名　㈱澁谷商店
加入者名　齋藤　智行  様

祝
赤ちゃん
誕生！

祝
赤ちゃん
誕生！

事業所名　㈱栄電業
加入者名　佐藤　明彦 様
お子様のお名前　音柊 くん

祝
小学校
ご入学！

祝
小学校
ご入学！

事業所名 代表者 事業内容

（株）旭電業 芦立　　健 電気工事業

（株）大友組 大友千久人 土木建築業

（株）Ｇｏｏｄ Ｓｔａｒｔ 佐々木　洋 自動車車検、整備、
買取、販売等

（株）ＢＴＣビジネス
     ソリューションズ 鈴木　貴之 英会話教室、

ＷＥＢマーケティング

（株）まちづくり鹽竈 矢部　　亨 不動産賃貸、管理、
運営等

令和2年3月にご入会いただいた事業所をご紹介いたします。　
（5件　敬称略）

※掲載の承諾をいただいた事業所のみ掲載しています。

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！
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