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　９月17日、仙台サンプラザホテルで第50回仙台
広告賞の授賞式が行われ、新聞広告部門で「みなと
塩竈・ゆめ博」の広告が銅賞を受賞しました。ゆめ
博実行委員会本部長の当所水野暢大副会頭が出席し、
盾を受け取りました。
　この賞は今年で50回を迎えた歴史ある賞で、新

聞部門では28点の応募の中から選出されました。
　講評では、当市の魅力を海・食・歴史に焦点を当
てて余すところなく解説している点や、出かけたく
なる楽しそうな紙面づくりが評価されました。
　当所では、今回の受賞を励みに、これからも当市
の魅力発信と地域振興に努めてまいります。

～折込みチラシ～

※仙台広告賞とは
　1970年、『広告が豊かな社会の道しるべと
なり、企業と消費者を結ぶかけ橋』となる事
を願い制定されました。主催は仙台広告協会
と河北新報社及び放送局、印刷会社など。
　審査基準は、テーマ性・共感性・オリジナリ
ティの３点に、専門性評価を加味し選出され
ます。
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▲「銅賞」を受賞した昨年の新聞広告。
　紙面見開き４ページを抜き出せる体裁
になっています
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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

御商談・御会合・御家族で

塩竈神社  御祝儀料理指定店
活魚割烹
食　　堂 い  な  長

●駐車場　　●冷暖房完備

マリンゲート向い　電話（代表）365－1710

御祝儀
御法事　  料理仕出し
会食用

■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

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

　塩釜保健所管内での新型
コロナウイルスの感染者が
増加しています。塩竈市及

び周辺地域ではクラスターの発生もあり、
新規感染者の拡大も懸念されています。
　会員の皆様には、今一度感染防止策を徹
底し、経済活動の縮小を招くことのないよ
う、ご協力をお願い申し上げます。
　また、塩竈市からは次のような点に注意
するよう要請がありました。対策を徹底し、
このコロナ禍を乗り切りましょう。

◆事業者の皆様へ
　宮城県の業種別ガイドラインの内容を確実に実践していただ
き、利用者や従業員へ対する感染防止の周知策の徹底をお願い
します。

◆飲食店、小売店、宿泊施設、交通機関などの関係者の
　皆様へ
　GoToキャンペーンなどで観光に訪れる方の増加に備え、店
内・施設などでの感染防止策のさらなる徹底をお願いします。

新型コロナウイルス感染症関連情報

飲食店、小売業、サービス業等の皆さま
　　　新型コロナ対策実施中ポスターを活用しましょう！

コロナ

●ポスター入手方法
　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。

※なお、この取り組みは事業者の自己申告によりポスターを発行するものです。
　県が公認を行い、安全を保証するもの等ではありません。

　宮城県では、飲食店、小売業・サービス業の事業者の皆さまを対象とし、ガイドラインに
従って感染防止策に取り組んでいる店舗、施設等であることを県民の皆さまに示す「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。
　各事業者の皆さまには、店舗・施設の利用促進と、感染拡大防止のため、ぜひこの取り組みにご協力ください。

　・外食業の事業継続のためのガイドライン

　・社交飲食業における新型コロナウイルス
　　感染拡大予防ガイドライン

宮城県　新型コロナウイルス　ポスター

◇お問合せ　　宮城県　環境生活部食とくらし安全推進課　TEL：022-211-2643
小売業・サービス業飲食店用
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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

Ｒ2.8月
25,688 27,970 53,658

23,824
（内、外国人138人）（内、外国人421人）（内、外国人559人）

R1.8月 25,843 28,181 54,024 23,684
比  （％） 99.4% 99.3% 99.3% 100.6%

塩竈市市民総務部

ガス消費量
            （単位：㎥）

月 R2.8月 R1.8月 前年同月比（％）
消費量 437,539 423,923 103.2%

塩釜ガス㈱

観光客乗船数
  （単位：人）

月                  　　　　区分 乗　　船　　数
Ｒ2.8月 8,380
R1.8月 38,261
比  　（％） 21.9%

累      計(R2.1月～ ) 48,353 
前年同期間(H31.1月～ ) 203,945 

累計比　（％） 24.00%
丸文松島汽船(株)

 ・前月に比べ人口は37人減少、
世帯数は9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
Ｒ2.8月 128 402 1,041 (35) 943,138 (52,432)

R1.8月 133 472 1,184 (454) 792,248 (214,970)
比  （％） 96.2% 85.2% 87.9% 119.0%
累計

（R2.1月～） 889 2,803 8,497 (1,515) 4,433,347 (716,456)
前年同期間
（H31.1月～） 1,055 3,898 10,972 (2,526) 5,190,390 (1,197,326)
累計比（％） 84.3% 71.9% 77.4% 85.4%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、隻数が5隻減、
貨物台数70台減、数量143ｔ減、金額150,890千円の増となった。

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
R2.8月 639,026 22,277 20,614
R1.8月 643,066 22,751 20,744
比  （％） 99.4% 97.9% 99.4%

塩竈市水道部 ・８月11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10%の減。

※マリンゲート塩釜の来館者数は、7月に
ハローワーク塩釜が移転してきたためと、イベント開催で増加した。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 Ｒ2年７月          　　　　   　　　　　  　   ※（　）内は、前月の数値

求　職
新 規 求 職 者 数 602 (665)
月間有効求職者数 2,602 (2,587)

求　人
新 規 求 人 数 712 (774)
月 間 有 効 求 人 数 1,986 (1,843)

就　職 就 職 件 数 171 (166)
ハローワーク塩釜

市内主要観光施設入込数
   （単位：人）

R2.8月 R2.7月
塩竈市魚市場

（おさかなミュージアム来館者数） 986 925 

マリンゲート塩釜
（入館者数） 83,800 40,910 

塩竈市観光交流課・水産振興課

・前年同月（R1.8月）との比較では29,881人の減。
新型コロナウイルスの影響大。
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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

　コロナ禍となり早くも半年以上が経ちました。手
指消毒や帰宅後すぐの洗顔などが当たり前となりま
したが、不安は消えません。今一度、基本を徹底し
たいです。　　　　　　　　　　　　（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。

祝
赤ちゃん
誕生！

祝
赤ちゃん
誕生！

令和２年７月に奏花（カナハ）ちゃん
が誕生しました。

事業所名　㈲東日本
加入者名　東海林  政樹  様

無料相談会無料相談会

日時　10月30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 10月7日㈬・21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  10月8日㈭・22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　10月15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。

宮城県最低賃金の改正について
　宮城県内の事業場で働くすべての労働者（臨時、パート、
アルバイト等を含む）に適用される宮城県最低賃金は、下
記のとおり改正されます。

時間額  825円   令和2年10月1日から
宮城労働局賃金室　Tel.022-299-8841
または各労働基準監督署問合せ

無料ＷＥＢセミナー
をご利用ください

24時間
どこでも
視聴OK

当所HP WEBセミナー
ID：ｋ2024　パスワード：5111

事業所名 代表者 事業内容

Ay 青野　哲也 広告デザイン

N.Y KITCHEN 横山　直起 カフェ、レストラン

Olihair 三浦　優子 美容業

Cut one thousand 鈴木　大将 理容業

酒の餃子 曾根　裕貴 居酒屋

三浦　孝子 同左 保険外交業

　令和２年６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。

ご
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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