
編集兼発行人／
　　塩釜商工会議所 塩釜商工会議所 宮城県塩釜市港町一丁目6-20

TEL. 022-367-5111　FAX. 022-367-5115
http://www.shiogamacci.jp/

印刷所／
　　㈱  工  陽  社

～　主　な　内　容　～
・新型コロナウイルス感染症に関する関連支援情報 …… P.２
・若手社員オンラインセミナー ………………………………… P.１
･無料相談会 ………………………………………………………………… P.４ 

▲各会員企業の会社のパソコンでの受講も
行いました
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▲各会員企業の会社のパソコンでの受講も
行いました

▲講師の桑野麻衣氏は東京から
ライブ配信しました
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▲講師の桑野麻衣氏は東京から
ライブ配信しました

　４月15日、当所中小企業相談所と公益社団法人
塩釜法人会の共催で『ウィズコロナ時代でも好かれ
て信頼される人のコミュニケーション力講座』をオ
ンラインで、開催しました。これは、若手社員の資
質向上を目的としたセミナーです。講師は、人材育
成の専門家である桑野麻衣氏で、19名が受講しま
した。
　講座では、好かれる人、信頼される人のコミュニ
ケーション力と題して、社会人に求められる表現力

や会話力、共感力について、丁寧に解説いただきま
した。
　桑野氏からは「社会人は『この人と一緒に仕事が
したい』と思ってもらうことが大切です。それには、
相手を敬う『心』を表情や言葉づかいとして『形』
に表現することが必要です。上司や同僚、お客様に
好かれて信頼される人を目指し、取り組んでいきま
しょう」と説明がありました。
　若手社員の皆さんのこれからの奮闘を期待します。

～折込みチラシ～
・団体保険制度のご案内
・知的財産出張相談会

・キッチンアンバーズ
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コロナ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

来館するすべての皆様へ   尚一層のご協力をお願いします
①マスクの着用を
　お願いします

②検温にご協力ください
　会館ロビーに非接触型検温器を
　設置しています。

③手指の消毒をお願いします
　玄関・ロビー、会議室・事務局前、トイレ
　入り口などに消毒液を設置しています。

▲　当所の会場でオンライン開催しました。受講者からは、「初めて
オンラインでセミナーに参加しました。講師のお話もわかりやす
かったです」などの感想がありました
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若手社員セミナー
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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関連支援情報

　一般型に加え、「低感染リスク型ビジネス枠」が創設されました。また、電子申請のみとなっており、
一般型同様事前に「GビスIDプライムアカウント」の取得が必要です。

　小規模事業者が経営計画を作成して取り組む、社
会経済の変化を踏まえた新たなビジネスや生産プロ
セス導入等の取り組み、またその取り組みに資する
感染防止対策への投資を支援する制度。
補助上限　１００万円
補 助 率　3/4
締　　切　第１回　令和３年　５月１２日（水）
　　　　　第２回　令和３年　７月　７日（水）
　　　　　第３回　令和３年　９月　８日（水）
　　　　　第４回　令和３年１１月１０日（水）
　　　　　第５回　令和４年　１月１２日（水）
　　　　　第６回　令和４年　３月　９日（水）
申請方法　電子申請のみ
お問い合わせ
　当所相談課　TEL:022-367-5111
詳細は小規模事業者持続化補助金サイトでご確認
ください　https://www.low-risk-jizokuka.jp/

※雇用調整助成金とは
　経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に
対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った
場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

小規模事業者持続化補助金 【一般型・低感染リスク型ビジネス枠】

雇用調整助成金
の特例 特例措置が令和3年6月30日㈬まで延長になっています。

◎学生アルバイト・パート労働者も対象 お問い合わせ　
　ハローワーク塩釜
　　　TEL：022-362-3361
　雇用調整助成金コールセンター
　　　TEL：0120-60-3999

低感染リスク型ビジネス枠
　小規模事業者が販路開拓や生産性向上の取り組み
に要する経費の一部を支援する制度。
補助上限　５０万円
補 助 率　2/3
補助対象　商工会議所の助言等を受け経営計画書を

作成し計画に沿って事業を営んでいる小
規模事業者、および一定の要件を満たし
た特定非営利団体

締　　切　第５回　令和３年　６月４日（金）
　　　　　第６回　令和３年１０月１日（金）
　　　　　第７回　令和４年　２月４日（金）
申請方法　郵送もしくは電子申請
◎今回の採択審査より電子申請を行った事業者に
ついては政策的観点から加点が行われます。

お問い合わせ
　日本商工会議所小規模事業者補助金事務局
　TEL:03-6747-4602 https://r1.jizokukahojokin.info/

一  般  型
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登録商標

宮城県塩竈市新富町
（尾島町バス停前）

すしの街  塩エキスパート・バンク（専門家派遣）
各分野のエキスパート
（税理士・中小企業診断士・弁護士など）
が皆さんの経営をサポートします！
〈特色〉
●費用は無料です（１テーマ１回）
●塩釜市内の小規模企業者の方が対象です
　（従業員商業・サービス５名以下、その他の業種20名以下）

詳しくは当所相談課へ
（電話367 - 5 1 1 1）

塩釜の統計資料

人　　口
　　　　　　                                   　　　  （単位：人）

月    　      区分 男 女 計 世帯数

Ｒ3.3月
25,580 27,774 53,354 23,883

（内、外国人164人）（内、外国人446人）（内、外国人610人）

R2.3月 25,728 28,067 53,795 23,742
比  （％） 99.4% 99.0% 99.2% 100.6%

塩竈市市民総務部

観光客乗船数
  （単位：人）

月                  　　　　区分 乗　　船　　数
R3.3月 2,300
R2.3月 4,920
比  　（％） 46.7%

累      計(R3.1月～ ) 3,605
前年同期間(R2.1月～ ) 33,491
累計比　（％） 10.8%

丸文松島汽船(株)

 ・前月に比べ人口は90人の減少、
世帯数は10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
R3.3月 87 352 1,314 (552) 543,609 (323,059)

R2.3月 66 413 1,280 (528) 428,705 (242,796)
比  （％） 131.8% 85.2% 102.7% 126.8%
累計

（R3.1月～） 272 894 3,887 (578) 1,308,791 (373,998)
前年同期間
（R2.1月～） 262 1130 4,148 (569) 1,461,659 (312,989)
累計比（％） 103.8% 79.1% 93.7% 89.5%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、 21隻の増、 貨物台数61台の減、
数量34ｔの増、金額114,904千円の増となった。

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
R3.3月 631,850 21,435 20,382
R2.3月 599,539 20,686 19,340
比  （％） 105.4% 103.6% 105.4%

塩竈市水道部 ・3月11日に最大となっている。

・新規求職者数は5％の減、
新規求人者数は41％の増。

※4/1号のマリンゲート塩釜の入館者数36,600は誤りでした。塩竈市か
ら訂正がありました。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 Ｒ３年３月          　　　　   　　　  （　）内は前月の数値（単位：人）

求　職
新 規 求 職 者 数 669 （705）
月間有効求職者数 2,661 （2,542）

求　人
新 規 求 人 数 1,019 （721）
月 間 有 効 求 人 数 2,264 （2,277）

就　職 就 職 件 数 166 （119）
ハローワーク塩釜

市内主要観光施設入込数
  （単位：人）

塩竈市魚市場
（おさかなミュージアム来館者数）

マリンゲート塩釜
（入館者数）

R3.  3月 689 50,200 
R3.  2月 373 43,100（※）

塩竈市観光交流課・水産振興課

・前年同月（R2.3月）との比較では2,620人の減。
コロナ感染症拡大のため。
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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

ス
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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
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■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

　５月１日号より、会報の担当になりました
伊賀光広と申します。皆さまのお役に立つ
情報をいち早くお届けできるよう、一生懸命
がんばります。よろしくお願いいたします。

（伊賀光広）

あとがき

日時　5月21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 5月19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

  日時 5月13日㈭・27日㈭
   　    午前10時30分～
　　    午後4時30分

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。

日時  5月11日㈫
 　　 午後1時30分～
 　　 午後4時30分

知的財産に関する
相談会

知的財産に関する疑問や課題を
ご相談ください

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 申し込み：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。

無料相談会無料相談会 どうぞご利用下さい

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。

事業所名　㈱ベルシステム
加入者名　鈴木　晶晴  様

祝
小学校
ご入学！

祝
小学校
ご入学！

お子様のお名前　晴菜ちゃん
は　な

事業所名　塩釜商工会議所
加入者名　伊賀　光広  様

祝
小学校
ご入学！

祝
小学校
ご入学！

お子様のお名前　広大くん
こうだい

ＷＥＢセミナー
こんな時こそ、インターネットを有効活用しましょう！無 料

会社・自宅
・出先

どこでも
OK！

どこでもいつでも

２４時間い
つでも

受講でき
ます！

▲ビジネスマナーやメールの使い方等、
新入社員教育にもご活用ください

WEBセミナーを視聴するには？

塩釜商工会議所
HP

視聴は
こちらからクリック

商工会議所専用
ログインページ

ID : K2024
パスワード : 5111

新しい
セミナーも
続々登場！
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