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　当所では、新型コロナウイルス感染症対策事業として、
新たな補助制度を創設しました。当所独自のこの事業は、
塩竈市からの支援を得て行うもので、会員の皆様が対象で
す。会報６月15日号の折込みチラシでご案内しています。
ぜひご活用ください。

　申請書類を当所HPからダウンロードし、窓口にご提出ください。
ダウンロードができない方はFAXでも可能ですので、お問合せください。
●備品購入補助金
　→　http://www.shiogamacci.jp/service40.html
●新事業形態創出補助金
　→　http://www.shiogamacci.jp/service19.html
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～　主　な　内　容　～

………… 折込サービス …………
・サイトースタジオ
・みやぎジョブカフェ

・ポリテクセンター
・知財出張相談会

～折込みチラシ～
・宮城県中小企業等再起支援事業補助金のご案内
・レジ袋有料化について・塩釜商工会議所独自支援がスタート ……………P.１

・新型コロナウイルス感染症関連支援情報 ………………… P.２
・労働保険等のお知らせ ……………………………………………………P.４

コロナ対策

　新型コロナウイルス感染症で、影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆様を対象に、「特別相談窓
口」を設置しています。各種給付金や資金繰りをはじめとする様々な経営課題の相談に応じます。
　なお、各支援策の制度内容を含め、情報は日々更新されています。今後も内容の追加や変更等の可能性
もありますので、ご注意ください。
〈問い合わせ〉  塩釜商工会議所 相談課　ＴＥＬ：022-367-5111

「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

購入費またはかかった費用で上限５万円

令和２年７月31日㈮

詳しくは下記まで
お問い合わせください

申請締切申請方法

独自支援がスタート

　新型コロナウイルス感染症の経営への影響を
低減させるため、新事業形態（デリバリー・テ
イクアウトなど）に取り組み、売上確保を図る
事業所の広報活動や、
インターネット販売出
店の費用を補助します。

新事業形態創出補助金

令和２年１月１日㈬～令和２年９月30日㈬
　　　　　　　　　　　　 までの支払い経費

補助対象期間補助対象期間

　新型コロナウイルス感染症防止
を目的に、安全・安心な店舗づく
りの一助となる備品（パーテーシ
ョン・空気清浄機・非接触型体温
計など）の購入費用を補助します。

令和２年１月１日㈬～令和２年７月31日㈮
　                              　までの支払い経費

備品購入補助金
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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

　新型コロナウイルス感染症対策の支援事業として、国と宮城県から新しい施策が公表されました。
該当される方、または申請をお考えの方はぜひご活用ください。

　新型コロナウイルス感染症により収入に相当の減少があった方は、地方税の徴収猶予など、様々な特例
措置を利用することができます。すでに納めた保険料も減免対象となります。
　制度の詳細や申請手続きなど、詳しくはお住まいの市区町村までお問い合わせください。
問い合わせ     ※塩竈市の場合　塩竈市税務課納税推進室 Tel：022-355-5936

納税の徴収猶予・国民健康保険料の減免等について

新型コロナウイルス感染症関連支援情報

概　要  新型コロナウイルス感染症の拡大を契機
とした自粛要請等によって、売上の急減に直
面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃の負担を軽減することを目的とし
て、テナント事業者に対して給付金が支給さ
れます。

対象者　中堅企業・中小企業・小規模事業者・個
人事業者であって、5月～12月において以下
のいずれかに該当する方に支給されます。

　　①いずれか１か月の売上高が前年同月比で
　50%以上減少

　　②連続する３か月の売上高が前年同月比で
　30％以上減少

給付額　申請時の直近の支払家賃（月額）に基づき
算出される給付額（月額）の６倍（６か月分）

問い合わせ　詳しい制度や申請
方法などについては今後、
経済産業省HPで公表され
ますので、ご確認ください。

　　　　　　経済産業省QRコード→

国 家賃支援給付金
 新型コロナ対策事業の３/４を補助
　 宮城県から新しい施策が公表されました。
 詳しくは、同封のチラシでご確認ください。
　新型コロナウイルス感染症の影響で業況が悪化
している中小企業・小規模事業者の早期再起を図
るため、販路開拓や生産性向上、感染防止対策に
必要な費用の一部を補助する制度が創設されまし
た。（※要件を満たすことが条件です）
『販路開拓・生産性向上』上限100万円
　例：インターネット販売や店舗リニューアルの改装費など
『感染防止対策』上限50万円
　例：アクリル板購入や、サーモカメラ納入など
申請期間　令和２年７月31日㈮ 消印有効
　申請受付期間内でも、予算上限に達した場合は募集が締
切となりますので、ご希望の方はお早めにご申請ください。
詳しくは　今号折込チラシまたは、宮城県の専用
サイトをご確認ください。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/
covid19-saikisien.html
中小企業等再起支援事業相談ダイヤル
   Tel：022- 211-3337

宮城県 中小企業等再起支援事業補助金
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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

Ｒ2.5月
25,743 28,018 53,761

23,816
（内、外国人147人）（内、外国人423人）（内、外国人570人）

R1.5月 25,886 28,221 54,107 23,600
比  （％） 99.4% 99.3% 99.4% 100.9%

塩竈市市民総務部

ガス消費量
            （単位：㎥）

月 R2.5月 R1.5月 前年同月比（％）
消費量 522,751 589,574 88.7%

塩釜ガス㈱

観光客乗船数
  （単位：人）

月                  　　　　区分 乗　　船　　数
Ｒ2.5月 0
R1.5月 37,437
比  　（％） 0.0%

累      計(R2.1月～ ) 33,640 
前年同期間(H31.1月～ ) 105,070 

累計比　（％） 32.0%
丸文松島汽船(株)・ニュー松島観光船

 ・前月に比べ人口は46人減少、
世帯数は2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
Ｒ2.5月 129 244 944 (197) 698,099 (87,364)

R1.5月 154 486 1,673 (38) 671,351 (50,582)
比  （％） 83.8% 50.2% 56.4% 104.0%
累計

（R2.1月～） 495 1,609 5,857 (990) 2,630,913 (509,169)
前年同期間
（H31.1月～） 619 2,314 7,562 (1,173) 3,447,155 (641,477)
累計比（％） 80.0% 69.5% 77.5% 76.3%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、隻数が25隻減、
貨物台数242台減、数量729ｔ減、金額26,748千円の増となった。

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
Ｒ2.5月 601,329 20,854 19,398
R1.5月 610,892 21,074 19,706
比  （％） 98.4% 99.0% 98.4%

塩竈市水道部 ・5月2日に最大となっている。

・新規求職者数は前月比13%の増。
新規求人数は前月比で35％の減。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため塩竈魚市場（おさかなミュージアム）は4・5月臨時休業した。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 Ｒ2年４月          　　　　   　　　　　  　   ※（　）内は、前月の数値

求　職
新 規 求 職 者 数 736 (654)
月間有効求職者数 2,556 (2,531)

求　人
新 規 求 人 数 528 (808)
月 間 有 効 求 人 数 2,085 (2,458)

就　職 就 職 件 数 167 (295)
ハローワーク塩釜

市内主要観光施設入込数
   （単位：人）

R2.5月 R2.4月
塩竈市魚市場

（おさかなミュージアム来館者数） 0 0 

マリンゲート塩釜
（入館者数） 29,900 29,200 

塩竈市観光交流課・水産振興課

・前年同月との比較では37,437人の減。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため５月は休航。

塩釜商工会議所ニュース 2020.7.1（3）



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

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

　安心・安全のため、多くの店舗などがコロナ対
策の工夫をしています。私たちも少しずつ外へ出
て、買って食べて応援しましょう。（島津伴子）

あとがき

無料相談会無料相談会

日時　7月17日㈮
　　　午後3時30分～
　　　　　（一人30分）

弁護士による
無料なんでも相談会

日時  7月1日㈬・15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  7月9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　7月22日㈬
   　   午前10時～
         午後4時

日時　7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

本相談会は会員事業者
対象です。

　個人事業者を対象に、源泉所得税納付指導を下記のと
おり行います。
　該当される事業者の皆様はお早めにおいでください。
　　　　　　　　　　　記
　日　　時　７月７日㈫～７月10日㈮
　受付時間　10:00～11:30
　　　　　　13:00～15:30　※ 昼休み正午～午後１時
　会　　場　塩釜商工会議所  会議室
　■なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、
　　変更となる場合があります。

源泉所得税納付相談日のご案内

　新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料
等の申告・納付期限が延長となりました（厚生労働省通達）。
　つきましては、今年度１期分は７月31日㈮に自動振替
させていただきますので、残高のご確認をお願いいたし
ます。
　なお、自動振替を希望されていない方は、期日までに
ご入金いただきますようお願いいたします。
※２・３期の納期限については、従来どおりとなります。

労働保険料（第１期）の納付日は
７月31日です

掲載希望者を随時募集しています。 詳しくはHPをご覧ください。

事業所名 代表者 事業内容
阿部工業 阿部　健児 船舶修理

（株）洸夢 角力山　靖 土木一式工事、外構工事

隠れ屋 三浦　直人 焼き鶏、居酒屋

ガーベラスマイル 山城　愛子 料理教室、レシピ監修

シャトー・ローサ 梶田多美子 飲食業（スナック）

スナック　エワル 和泉　夏江 飲食業（スナック）

令和2年3～4月にご入会いただいた事業所をご紹介いたします。（6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。

令和2年3 4月にご入会いただいた事業所をご紹介いたします
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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