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　８月28日、議員懇談会を開催し、浦戸石浜を視察
しました。役員議員など28名が参加しました。
　当日は、当所観光・サービス部会長で丸文松島汽
船㈱社長の佐藤昭夫氏を講師に、塩竈港の発展に力
を尽くした白石廣造氏の邸宅跡などを視察したほか、
島の自然や景観、歴史を学びました。
　白石廣造氏は、明治５年、石浜に白石商会を設立
し、北海道や関東、関西方面との回漕業をはじめ、
開成丸などの帆船でラッコ漁も行いました。養蚕、

米の品種改良、カキ繁殖なども手掛け、塩竈のみな
らず、東北振興に尽力しました。
　邸宅跡には、屋敷の礎石や石蔵、庭園の石燈篭が
残っており、当時の繁栄が偲ばれました。
　参加者からは、「白石邸跡はきちんと整備をすれ
ば、すばらしい地域資源になると感じました。島の
歴史を多くの方々に知ってほしいと思います」など
の感想が寄せられました。

～　主　な　内　容　～
・議員懇談会で洋上視察会 ………………………………P.１
・新型コロナウイルス感染症関連支援情報 …………………… P.２
・塩釜の統計資料 ………………………………………………………………P.３
・マリン共済配当金お支払いお知らせ ………………………………………P.４

～折込みチラシ～

……… 折込サービス ………
・外国人採用セミナー

・マリン共済キャンペーン
・新型コロナウイルスに関する
　影響調査アンケート
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塩釜市港町2丁目13-12
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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

新型コロナウイルス感染症関連支援情報

　宮城県では、飲食店、小売業・サービス業等の事業者の皆様を対象とし、ガイドラ
インに従って感染防止対策に取り組んでいる店舗、施設等であることを県民の皆様に
示す「新型コロナ対策実施中ポスター」（電子データ）を発行しています。
　この「新型コロナ対策実施中ポスター」を店頭等に掲示することで、積極的に感染対策に取り組んで
いることをアピールすることができます。
【ポスター入手方法】　下記の申請HPへアクセスし、必要事項を入力、メールにて
　　　　　　　　　　　　ポスターダウンロードHPアドレス等が配信されます
申請HPアドレス　
・飲食店用　https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/kansenboushisengen.html
・小売業・サービス業　
　　　　　　https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/kansenboushisengen2.html

　国の家賃支援給付金の給付を受けた事業者で、塩
竈市内に土地、建物等の賃料を支払っている事業者
に対して、市独自の支援金が上乗せされます。
支給額　賃料月額の6分の1の6か月相当分（１事

業者あたり上限10万円）
申請方法　市HPまたは公共施設備え付けの申請

書を郵送して提出
申請期限　令和3年3月15日㈪まで

　販路開拓などとあわせて行う新型コロナウイルス
感染症対策などの取組への支援が拡充されます。
補助率　〇一般枠　1/2（上限40万円）
　　　　〇コロナ枠　3/4（上限60万円）
対象者　市内に主たる事業所がある小規模事業者

（市税の滞納がない方）
応募方法　必要書類を商工港湾課まで提出、9月

30日㈬締切
　　　　　（審査の上、対象者を決定します）

小売業・サービス業飲食店用

◇お問合せ　　塩竈市産業環境部商工港湾課　TEL：022-364-1124

◇お問合せ　　宮城県　環境生活部食とくらし安全推進課　電話022（211）2643

国の家賃支援給付金
上乗せ支援事業塩竈市 「塩竈市小規模事業者サポート

補助金」にコロナ枠を追加塩竈市
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各宗葬儀施行・仏壇・仏具・生花

塩 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

■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

「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。

塩釜の統計資料

人　　口
　　　　　　                                   　　　  （単位：人）

月    　      区分 男 女 計 世帯数

Ｒ2.7月
25,709 27,986 53,695

23,815
（内、外国人139人）（内、外国人414人）（内、外国人553人）

R1.7月 25,862 28,178 54,040 23,672
比  （％） 99.4% 99.3% 99.4% 100.6%

塩竈市市民総務部

ガス消費量
            （単位：㎥）

月 R2.7月 R1.7月 前年同月比（％）
消費量 443,482 451,510 98.2%

塩釜ガス㈱

観光客乗船数
  （単位：人）

月                  　　　　区分 乗　　船　　数
Ｒ2.7月 3,898
R1.7月 27,679
比  　（％） 14.1%

累      計(R2.1月～ ) 39,973 
前年同期間(H31.1月～ ) 165,684 

累計比　（％） 26.10%
丸文松島汽船(株)

 ・前月に比べ人口は13人減少 、
世帯数は14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
Ｒ2.7月 118 423 958 (29) 631,225 (43,230)

R1.7月 156 589 1,520 (490) 538,486 (200,372)
比  （％） 75.6% 71.8% 63.0% 117.2%
累計

（R2.1月～） 761 2,401 7,456 (1,480) 3,490,209 (664,024)
前年同期間
（H31.1月～） 922 3,426 9,788 (2,072) 4,398,142 (982,356)
累計比（％） 82.5% 70.1% 76.2% 79.4%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、隻数が38隻減、
貨物台数166台減、数量562ｔ減、金額92,739千円の減となった。

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
R2.7月 607,508 20,884 19,597
R1.7月 626,756 22,235 20,218
比  （％） 96.9% 93.9% 96.9%

塩竈市水道部 ・７月２日に最大となっている。

・新規求職者数・新規求人者数共に
前月比で15%の増。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 Ｒ2年６月          　　　　   　　　　　  　   ※（　）内は、前月の数値

求　職
新 規 求 職 者 数 665 （568）
月間有効求職者数 2,587 （2,525）

求　人
新 規 求 人 数 774 （663）
月 間 有 効 求 人 数 1,843 （1,802）

就　職 就 職 件 数 166 （132）
ハローワーク塩釜

市内主要観光施設入込数
   （単位：人）

R2.7月 R2.6月
塩竈市魚市場

（おさかなミュージアム来館者数） 925 727 

マリンゲート塩釜
（入館者数） 40,910 37,900 

塩竈市観光交流課・水産振興課

・前年同月（R1.7月）との比較では
23,781人の減。新型コロナウイルスの影響大。
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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
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 表紙に掲載のとおり、洋上視察会で、昨年
の浦戸寒風沢島に続き、今年は桂島の石浜を
訪れました。白石邸跡からの景観を眺めなが
ら、本当に塩竈には掘り起こせる観光資源がたくさん
あると感じてきました。（暑い日でした。さすがに津
森山には登れませんでした）                 （高橋和恵）

『みなと塩竈海保カレー』

「みなと塩竈海保カレー」を提供するお店を募集し
ています。
　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）

●参加飲食店募集中！●

●保険期間　令和元年７月１日～令和２年６月30日          （単位：円）
　多くの会員事業所様にご利用いただいてお
ります「マリン共済」について、令和元年度
の配当金をお支払いたします。
　これは、マリン共済の定期保険（団体型）
部分（特約を含む）について、１年ごとに収
支計算を行い剰余金が生じた場合に、配当金
としてお返ししているものです。配当金の詳
細につきましては、加入事業所様宛に「明細
書」をお送りしますので、ご確認下さい。
　なお、元年度の保険金・給付金等の支払い
総額は2,086,000円（21件）でした。
　また、当所独自給付（病気入院見舞金や赤
ちゃん誕生祝金、インフルエンザワクチン接
種助成金等）は、1,230,000円（256件）
でした。
　今後も皆様の福利厚生制度としてお役立て
ください。
■お問合せは（367）5111 総務課まで
　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）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。

※上記掛金には保険料のほか、運営費が含まれています。
※掛金は、加入または更新される年の７月１日における加入者の年齢に応
じて決まり、加入時または更新時から適用されます。
※保険年齢とは、加入または更新される年の７月１日における加入者の年
齢のことをいいます。
　（年齢は満年齢で計算し、１年未満の端数は、６カ月を超えるものにつ
いては、切り上げで１年とし、６カ月以下のものは切り捨てます。）

15歳～60歳

61歳～65歳

66歳～70歳

71歳

72歳

73歳

男性
女性

男性
女性

男性
女性

男性
女性

男性
女性

男性
女性

21,600

32,268
21,720

42,444
25,764

51,576
31,836

55,416
34,320

60,936
37,488

1,800

2,689
1,810

3,537
2,147

4,298
2,653

4,618
2,860

5,078
3,124

24.22%

36.94%
33.55%

38.60%
35.18%

39.54%
36.84%

39.85%
39.35%

40.22%
37.90%

  5,232

11,919
  7,287

16,385
9,063

 20,395
 11,727

22,081
12,817

24,507
14,208

マリン共済配当金(月額掛金１口の場合） 

保険年齢 性別 掛金累計A 配当金B月額掛金 配当率(Ｂ/A)

お問合せ　当所総務課（367）5111

なお、配当率につきまして、小数点以下第３位を四捨五入しています。

　新型コロナウイルス感染症の影響が継続して
いる状況から、下記検定の受付期間を変更しま
す。受付期間が短くなるため、受験予定の方に
は、ご注意ください。
●第220回珠算検定試験（試験日10月25日）
（変更前）8/17～9/24→（変更後）9/7～9/24
※新型コロナウイルス感染状況により、試験が
中止等となる可能性もあります。
◇お問合せ　塩釜商工会議所　☎（367）5111

検定の受付期間が変わります検定の受付期間が変わりますす検定の受付期間が変わります検定の受付期間が変わります

『マリン共済』マリン共済『マリン『マリン共済』『マリン共済』 配当金お支払いのご案内配当金お支払いのご案内いのご配当金お支払いのご案内配当金お支払いのご案内
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