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　６月23日、ホテルグランドパレス塩釜で令和２年
度通常議員総会を開催しました。役員・議員など50
名が出席し、元年度事業報告・収支決算の報告と常
議員２名の選任を行いました。
　事業報告では、経営改善普及事業など会員サービ
スの充実を図り、会員企業の経営再生支援や地域振
興事業にも継続的して取り組むなど、「中期ビジョ
ン」や「経営発達支援計画」に基づいて、各種事業

を実施したことなどが報告されました。また、収支
決算では、財政調整積立金へ繰出しをするなど、健
全財政を維持できたことが報告され、満場一致で承
認されました。
　常議員の選任では、海野茂氏（塩竈港運㈱代表取
締役会長）と愛場五男氏（大郷運輸㈱常務取締役）
の２名が選任されました。

▲「塩竈市をはじめ国、県等との連携をさらに強化し、コロナ対策など会員事業所の支援に全力をつくしてまいります」
と、あいさつする桑原会頭

元年度事業報告・収支決算を承認
 常議員２名も選任
元年度事業報告・収支決算を承認
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　宮城海上保安部の協力のもと、全国初となる海保カ
レーによる地域活性化事業がスタート。塩竈の新たな
名物グルメとして、市内７店舗で提供されています。
　今年３月には、レトルトも発売。各メディアにも取
り上げられ、大きな反響をいただきました。市内10
店舗で販売されています。

　塩竈の魅力を発信する新たなPRグッズとして、江
戸時代の風景を描いた「塩竈扇子」と、祭りの景色を
入れ込んだ「オリジナルキーホルダー」を制作しました。

　５回目となる「みなと塩竈・ゆめ博」を10月に開
催。期間中「まち歩き」などをはじめ50を超えるイ
ベントが行われ、「海、食、歴史・文化」などの塩竈
の魅力を楽しんでいただきました。

●「みなと塩竈海保カレー」
　　　　提供開始・レトルトも発売

海のイベントでは、巡
視船「まつしま」が一
般公開され、３千人が
乗船しました

▶

◀歴史的建造物を巡るまち
歩きでは、ゆめ博期間限
定で「勝画楼」の見学会
を開催しました

◀ギフト用のブック型の
パッケージが好評です

●みなと塩竈・ゆめ博の開催

　塩竈市商業協同組合
との共催で、「ありが
とう!歳末感謝祭」を
実施しました。歳末く
じの抽選会では、当選
番号が発表されるたび
に大きな歓声があがっ
ていました。

●「塩竈ありがとう歳末感謝祭」を実施

●「塩竈扇子」、「オリジナルキーホルダー」
　の制作

◆地域再生・活性化の推進◆

　塩竈市魚市場で、地元企業39社が出展しました。
全国各地からバイヤー等1,050名が来場、熱い商談が
行われました。

●塩釜フード見本市の開催

　「海の安全を守る海上保安部を知ろう！」をテーマ
に開催しました。70年を超える海上保安部の歴史や
組織、業務について学びました。終了後には、海保カ
レーを試食しました。

●地域資源勉強会の開催
◆組織・財政の安定的な確保◆

◆経営力強化および各種支援施策の推進◆

◆関係機関への提言・要望活動◆

巡回・窓口相談⇒1,342件に対応
講習会・セミナー⇒25回開催し384名が参加
申告相談等個別指導⇒45回実施し、509名を指導

　佐藤光樹塩竈市長をは
じめ、国、県、日本商工
会議所などへ計10回実
施。塩竈市への要望では、
水産業、水産加工業への
支援拡充や「割増商品
券」の発行など、11項
目を要望しました。

　会議所ニュースやホ
ームページ、マスコミ
活用による情報発信機
能を強化し、積極的な
加入勧奨と退会防止に
努め、８年連続で会員
数が増加しました。

　消費税増税やキャッシュレス化、事業計画書作成など、会員企
業の発展と経営課題の解決に向けたセミナー等を開催しました。

　伴走型支援の充実を図るため、「経営発達
支援計画」に基づき、会員企業の持続的経営
や経営革新の推進、創業など、各種支援事業
を実施しました。

　経営基盤の充実を図るため、各種の相談業
務、セミナー等を実施しました。

　人手不足対策
委員会を開催し、
深刻化する人手
不足の解消に向
け、働き方改革
や人材定着セミ
ナーなどについ
て、意見交換を
しました。

●経営発達支援計画の推進 ●経営基盤充実のための講習会・セミナー開催

●人手不足対策や働き方改革の支援

●経営改善普及事業の推進

▲塩竈市長に要望
を行いました

▲委員会では、塩釜職業安定所の担当者から
「雇用情勢」について説明を受けました

▲創業予定者や起業を考えている方を対象に
「創業スクール」を開催しました

宮城県商工会議
所連合会で、村
井嘉浩県知事へ
要望を行いまし
た

▶

会員交流会
を開催。各
表彰の後に
は祝賀会も
行い、交流
を深めまし
た

▶

◀多くの事業が新聞等に
取り上げられました

◀
急速に進むキャッ
シュレス化へ対応
するための必要な
情報を、提供しま
した

経営支援・地域復興の事業に
取り組みました
経営支援・地域復興の事業に
取り組みました令和元年度  事業報告令和元年度  事業報告
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レーによる地域活性化事業がスタート。塩竈の新たな
名物グルメとして、市内７店舗で提供されています。
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経営支援・地域復興の事業に
取り組みました
経営支援・地域復興の事業に
取り組みました令和元年度  事業報告令和元年度  事業報告 令和元年度収支決算総括表 （Ｈ31.4.1～R2.3.31）

単位：千円

会　計　名 繰　越　金 収　　　入 収入決算額 支出決算額 差 引 残 高
（2年度への繰越金）

一般会計 13,704 89,538 103,242 91,254 11,988
特別会計
中小企業相談所特別会計 0 53,698 53,698 53,698 0
共済制度事業特別会計 0 19,812 19,812 19,812 0
特定退職金共済事業特別会計 0 135,291 135,291 135,291 0
会館管理特別会計 0 17,658 17,658 17,658 0

合　　　計 13,704 315,997 329,701 317,713 11,988



（4）塩釜商工会議所ニュース 2020.7.15

p2

コロナ対策独自支援　今月末が締切です

 

上限５万円 上限５万円
　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、パーテー
ションや空気清浄機などの備品の購入費用を補
助します。

対象者：会費を完納している小規模事業者で小 
売・サービス業の方

対象備品：客席等のパーテーション、飛沫防止
フェイスシールド、非接触型体温計（１個の
み）、アクリル板、シート、フィルム、空気
清浄機（１台のみ）など
　※いずれも店舗に設置、備え付ける備品に限る
対象期間：令和２年１月１日から令和２年７月
31日までの支払い経費

　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、デリバリーやテイクアウトな
どの新事業形態に取り組み、売上確保を図るた
め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。
対象者：会費を完納している商工業者（組合・
団体を除く）
対象経費：新事業形態を周知するチラシ等のデ
ザイン料、印刷費、折込料、ポスティング料
　：新事業形態を周知する広告掲載料
　：YAHOO「おもてなしギフト」出店に係る
　　初年度会費
　：YAHOO「おもてなしギフト」ページ作成
　　にかかる商品撮影代等諸経費
対象期間：令和２年１月１日から令和２年９月
30日までの支払い経費

申請方法
　申請書を当所HPからダウンロードし、必要書類を添えて窓口にご提出下さい。必要書類等
は下記にてご確認下さい。ダウンロードできない場合は、FAXでもお送りします。
　・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
申請締切　令和２年７月31日㈮
　　　　※詳しくは、当所特別相談窓口までお問い合わせください（☎367-5111）

備品購入補助金 新事業形態創出補助金

各宗葬儀施行・仏壇・仏具・生花

塩釡市桜ヶ丘2-27
TEL 022-366-4141

●白寿殿　塩　釜
●白寿殿　多賀城
●白寿殿　利　府
●白寿殿　七ヶ浜

●白寿殿　岩　切
●白寿殿　石　巻
●白寿殿　利府駅前
●白寿殿　松　島

株 式
会 社
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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

記帳・帳簿等の保存制度が拡大

記事担当：相談課経営指導員　中野秀子

p5

　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」を設置しています。各種給付金や資金繰りなど、様々な経営課題の相談をお受けしています。
　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、最新の情報をご確認ください。　
◆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

　地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。
■支給対象（下記をすべて満たす事業者）
　①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
　②５月～12月の売上高について
　　　・１カ月で前年同月比▲50％以上減少　または、
　　　・連続する３カ月の合計で前年同期比▲30％以上減少
　③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
■給付額
　申請時の直近１カ月における支払賃料（月額）に基づき算定した給付額（月額）の６倍
　　法人最大600万円、個人事業者最大300万円
　具体的な対象範囲、申請方法、申請開始日等の詳細は今後、経済産業省のHPで公表されます
ので、ご確認下さい。また、ご質問は下記のダイヤルまでお問合せ下さい。
　　　相談ダイヤル　　家賃支援給付金コールセンター
　　　　　　　　　　　０１２０－６５３－９３０　　　　　　　　

新型コロナウイルス感染症関連支援情報

経済産業省　家賃支援給付金

検索経済産業省新型コロナウイルス感染症関連

特例緊急経営安定貸付
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1カ月の売上高が前年又
は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべての契約者が対象です。
●借 入 額：50万円～2,000万円（掛金納付月数に応じて、掛金の7割～9割）
●借入期間：借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年
　　　　　　（いずれも据置期間1年を含む）
●利　　率：０％（無利子）
●返済方法：据置後、6か月毎の元金均等払い

掛金に応じ無利子で借入ができます
小規模企業共済制度にご加入の方へ

【お問い合せ先】
（独）中小企業基盤整備機構 共済相談室
  平日 9:00～18:00 ☎050-5541-7171

家賃支援給付金家賃支援給付金

経済産業省 家賃支援給付金家賃支援給付金
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コロナ対策独自支援　今月末が締切です

 

上限５万円 上限５万円
　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、パーテー
ションや空気清浄機などの備品の購入費用を補
助します。

対象者：会費を完納している小規模事業者で小 
売・サービス業の方

対象備品：客席等のパーテーション、飛沫防止
フェイスシールド、非接触型体温計（１個の
み）、アクリル板、シート、フィルム、空気
清浄機（１台のみ）など
　※いずれも店舗に設置、備え付ける備品に限る
対象期間：令和２年１月１日から令和２年７月
31日までの支払い経費

　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、デリバリーやテイクアウトな
どの新事業形態に取り組み、売上確保を図るた
め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。
対象者：会費を完納している商工業者（組合・
団体を除く）
対象経費：新事業形態を周知するチラシ等のデ
ザイン料、印刷費、折込料、ポスティング料
　：新事業形態を周知する広告掲載料
　：YAHOO「おもてなしギフト」出店に係る
　　初年度会費
　：YAHOO「おもてなしギフト」ページ作成
　　にかかる商品撮影代等諸経費
対象期間：令和２年１月１日から令和２年９月
30日までの支払い経費

申請方法
　申請書を当所HPからダウンロードし、必要書類を添えて窓口にご提出下さい。必要書類等
は下記にてご確認下さい。ダウンロードできない場合は、FAXでもお送りします。
　・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
申請締切　令和２年７月31日㈮
　　　　※詳しくは、当所特別相談窓口までお問い合わせください（☎367-5111）

備品購入補助金 新事業形態創出補助金

■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
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「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、富士火災海上
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。

記帳・帳簿等の保存制度が拡大

記事担当：相談課経営指導員　中野秀子

p5

　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」を設置しています。各種給付金や資金繰りなど、様々な経営課題の相談をお受けしています。
　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、最新の情報をご確認ください。　
◆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

　地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。
■支給対象（下記をすべて満たす事業者）
　①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
　②５月～12月の売上高について
　　　・１カ月で前年同月比▲50％以上減少　または、
　　　・連続する３カ月の合計で前年同期比▲30％以上減少
　③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
■給付額
　申請時の直近１カ月における支払賃料（月額）に基づき算定した給付額（月額）の６倍
　　法人最大600万円、個人事業者最大300万円
　具体的な対象範囲、申請方法、申請開始日等の詳細は今後、経済産業省のHPで公表されます
ので、ご確認下さい。また、ご質問は下記のダイヤルまでお問合せ下さい。
　　　相談ダイヤル　　家賃支援給付金コールセンター
　　　　　　　　　　　０１２０－６５３－９３０　　　　　　　　

新型コロナウイルス感染症関連支援情報

経済産業省　家賃支援給付金

検索経済産業省新型コロナウイルス感染症関連

特例緊急経営安定貸付
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1カ月の売上高が前年又
は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべての契約者が対象です。
●借 入 額：50万円～2,000万円（掛金納付月数に応じて、掛金の7割～9割）
●借入期間：借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年
　　　　　　（いずれも据置期間1年を含む）
●利　　率：０％（無利子）
●返済方法：据置後、6か月毎の元金均等払い

掛金に応じ無利子で借入ができます
小規模企業共済制度にご加入の方へ

【お問い合せ先】
（独）中小企業基盤整備機構 共済相談室
  平日 9:00～18:00 ☎050-5541-7171

家賃支援給付金家賃支援給付金

経済産業省 家賃支援給付金家賃支援給付金
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株式会社 工陽社
本　社／〒985-0021　宮 城 県 塩 釜 市 尾島町 8 － 5

TEL022-365-1151  FAX022-364-9965
　E-mail:koyosha@post.tinet-i.ne.jp

　　URL:http://www.kohyohsha.com/
多賀城事務所／〒985-0843　宮城県多賀城市明月1－5－12－101

　TEL022-363-2131  FAX022-364-9965
　　　

下 田 啓 二

会員の皆様は割引料金です
会議・講演会はもちろん、展示会にも利用できます。

お問合せ　当所総務課（367）5111

あ
と
が
き

　亀谷　仁美

　コロナ禍の中、感染の沈静化を願って、
「アマビエ」のイラストが注目されていま
すね。疫病退散のご利益があるといわれる、
謎の妖怪です。私も話題にのって、イラストを机に
貼ってみました。もちろん妖怪頼みだけでなく、感
染予防もしっかり心掛けます。　　　（高橋和恵）

がんばろう
みなと塩竈プロジェクト

コロナに負けるな!

人気ランキング

無 料 いつでも どこでも

塩釜商工会議所
HP

視聴は
こちらからクリック

ID:K2024
パスワード:5111

商工会議所専用
ログインページ

ＷEBセミナーを視聴するには?

1位

2位 3位

3位

3位

1位 2位

4位

対象店は？
　●スーパーやコンビニなど全ての小売業者
　●美容サロンでのグッズ販売など、小売業が主
     でない業者が小売りをする場合も対象
料金は？
　●１円以上で事業者の判断で設定
　●レジ袋辞退者への値引きやポイント付与は     
　「有料化」と見なされない

例外は？
　●厚さ0.05ミリ以上で繰り返し使えるもの
　●海洋生分解性プラスチック100％のもの
　●バイオマス素材が25％以上のもの

検索

レジ袋有料化
　 はじまってます

レジ袋有料化
　7月1日スタート

ご活用下さい
ＷＥＢセミナー

参加飲食店募集中！

「みなと塩竈海保カレー」を提供するお店を募集
しております。
　参加を希望される方は、塩釜商工会議所までお
問い合わせください。
（お問合せ：022-367-5111　担当：生出、佐藤）

2位

1位

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。

デリバリー・テイクアウト情報を
HPで発信中!『みなと塩竈海保カレー』

●参加飲食店募集中！●


