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▲居住地域ごとに販売日を設け、感染拡大防止に
努めました

▲ドライブスルー方式は、車から降りずに
購入できると好評でした
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▲22日、再販場所となったマリンゲート塩釜には
行列ができ、翌23日には完売となりました
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▲22日、再販場所となったマリンゲート塩釜には
行列ができ、翌23日には完売となりました

　８月８日から、2,500円で5,000円分の買い物が
できる「Let’s Buy!しおがま商品券」を販売しまし
た。これは、新型コロナウイルス感染症の影響を受
けている市民生活の支援と小規模店舗の売上向上を
目的にしたもので、塩竈市と共に発行しています。
　各販売所では、購入者同士の距離の確保やマスク
着用・手指消毒など、拡大防止対策を実施しました。
また、ドライブスルー方式や居住区による販売所の

指定など、３密対策を取りながらの販売となりまし
た。
　購入した方は「感染防止対策がしっかりしていて、
安心して商品券を購入することができました。商品
券を何に使おうか今から楽しみです」と笑顔で話し
ていました。
　商品券は、市内約400店舗で、令和２年12月６
日まで使用できます。

『Let’s Buy!  
しおがま商品券』

完売  

『Let’s Buy!  
しおがま商品券』

完売  

………… 折込サービス …………
・宮城産業保健総合支援センター
・ポリテクセンター
・そば処村崎庵

～折込みチラシ～
・県内統一復興応援キャンペーン
・withコロナ生活応援PRチラシ
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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
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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関連　

　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。各種施策や資金
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

　塩竈市では、市内で事業をされている皆様の負
担を軽減するため、市独自の事業や国の事業に上
乗せする制度を設けました。
　各制度の申請方法などは、塩竈市HP、または
「広報しおがま9月号」でご確認ください。
※塩竈市HP
　https://www.city.shiogama.miyagi.jp/

1. しおがま事業継続支援金追加支給事業
　「しおがま事業継続支援金」の給付を受けた事
業者に対して、追加で10万円が支給されます。
（手続きは不要です、対象者には市から通知されます）

2. 国の家賃支援給付金への上乗せ支援事業
　国の家賃支援給付金の給付を受けた事業者に対
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

塩竈市のコロナ関連支援情報

「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

3.「塩竈市小規模事業者サポート補助金」にコロ
ナ枠を追加

　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
※採択者は審査の上決定されます

問い合わせ　塩竈市産業環境部商工港湾課
　　　　　　TEL：022-364-1124
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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

情報

　新型コロナウイルス対策として塩竈市の支
援も得て実施した２つの補助金制度に、会員
事業所から合わせて170件の申請がありまし
た。
　このうち備品購入補助金には160件、合計
690万円の申請がありました。空気清浄機や
アクリルのパーティションを購入される例が
多くありました。また、新事業形態創出補助
金には、10件、合計50万円の申請があり、
インターネットを活用した販売スタイルの創
出などに利用されています。
　補助金については、審査終了後、順次交付
しています。
　当所では今後も市などの協力を得ながら、
ウィズコロナの事業展開に向け、会員企業を
支援してまいります。

当所独自の補助金に170件の申請 　平素は、特定退職金共済制度をご利用いただき、
ありがとうございます。
　今月上旬、代表者様宛に上記制度の「積立金一
覧表」を送付しますので、ご確認をお願いします。
　この制度は、従業員の退職金制度で、毎月定額
の掛金を支払い、将来の退職金を計画的に準備で
きます。退職金の積み立てで、従業員の確保と定
着化をはかり、企業経営の発展に役立てることが
できます。
　今後とも、会員事業所の皆様のお役に立てるよ
う運営しますので、一層の活用をお願いします。
【お問合せ】塩釜商工会議所　総務課
　　　　　　　　　　　TEL：022-367-5111
【委託保険会社】アクサ生命保険株式会社

　11月６日開催予定の会員交流会は、新型コロ
ナウイルス感染症の状況を踏まえ、規模を縮小し
て開催することになりました。
　また、表彰式後の祝賀会（懇親会）は、見送るこ
ととしました。
　例年、会員事業所の皆様にご案内していました
が、今回は、表彰者を中心としたご案内とさせて
いただきます。
　ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願
いします。
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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

詳しくは折込チラシをご覧下さい。  9/7日必着

『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。　　　　　　　　　　　　　　  （担当：生出、佐藤）

　コロナ禍となった５月、新聞に折り込んだ「巣ごもり生
活応援」チラシが好評でした。現在、みなと塩竈ゆめ博事
業として、チラシの第２弾を準備中です。申込締切は７日で
す、掲載希望の方はお早めにどうぞ。　（島津伴子）

あとがき

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。

お子様のお名前　春介くん

祝
小学校
ご入学！

祝
小学校
ご入学！

事業所名　㈲塩釜マルセ運送
加入者名　丹　 亮介 様

●参加飲食店募集中！●

無料相談会無料相談会

日時　9月18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  9月2日㈬・16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  9月10日㈭・24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　9月17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
える様々なお悩みに随時対応
いたします。

※都合のいい日時をご予約
下さい。

・経営一般　 ・税 務
・労 働　　   ・法 務

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。

事業所名 代表者 事業内容
㈱グランドルート 小齋　健太 中古車販売、建設業

小松　達之 同左 経営コンサルタント業

翔成建設㈱ 後藤　成助 住宅建設及びリフォーム業

早英 早坂　徹也 工務店

南洲機工㈲ 堀　　克秋 鉄工全般製造業

Nailroom Ohana 千葉　万貴 ネイルサロン

令和2年5月にご入会いただいた事業所をご紹介いたします。（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5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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