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　７月27日、宮城県商工会議所連合会が県知事への
要望活動を行いました。
　県内の会頭、専務理事12名が参加し、当所からは
桑原茂会頭と三浦一泰専務理事が出席しました。
　連合会では、「各企業は、震災からの復興を目指
してきたが、コロナによる影響は甚大で、地域経済
の疲弊は深刻な状況となっている。『融資据置期間
の延長』や『雇用維持のための制度緩和』、コロナ
終息後の『観光振興策』などについては、重点的に
展開していただきたい」と要望しました。また、各
会議所からの要望では、桑原会頭から、「コロナに

より当地の観光や水産業への影響は計り知れない状
況であり、『水産加工業界の原料確保、販路の回
復』、『港湾施設の整備促進』、『市街地再開発事
業の早期完成』などへの支援をお願いしたい」と求
めました。
　村井嘉浩知事は、「感染症対策に取り組みつつ、
各復興事業の完遂と経済活動の活性化に努めていき
たい」と述べられました。
　なお、県議会と宮城復興局にも同様の要望を行い
ました。

コロナ対策と復興事業の
総仕上げを要望

コロナ対策と復興事業の
総仕上げを要望

Let’s Buy！しおがま商品券

（店舗面積300㎡以下の小規
　模店舗が対象です）

取扱店募集中
～　主　な　内　容　～

・宮城県連 県知事へ要望…………………………………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
・歩数アップチャレンジ2020募集中…………………………………………P.４
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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

p2

　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

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

　新型コロナウイルス感染症の影響により解雇や雇い止めなどで、離職を余儀なくされた方を
正社員として雇い入れた事業主に対して、「正社員雇用奨励金」が支給されます。
　●奨励金額　　対象者1人につき、中小企業等の事業主については45万円
　　　　　　　　　　　　　　　　  それ以外の事業主については20万円
　●申請受付期間　　令和2年7月15日㈬から令和3年2月26日㈮まで（当日消印有効）
　◇奨励金を受給できる事業主・対象者・申請手続き等は、下記ＨＰでご確認下さい。
　　　・宮城県経済商工観光部雇用対策課ＨＰ
　　　　https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/seishainnkoyou.html
　◇お問合せ先　　宮城県雇用対策課労政調整班　☎（211）2771

宮 城 県 正社員雇用奨励金正社員雇用奨励金

　中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年
度の固定資産税及び都市計画税が、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1／2となります。

◇お問合せ　　中小企業　固定資産税等の軽減相談窓口
　　　　　　　電話：0570-077322
　　　　　　　受付時間：9:30～17:00（平日のみ）
　　　　　　　ttps://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

中小企業庁 固定資産税・都市計画税の軽減固定資産税・都市計画税の軽減

令和2年2月～10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の
対前年同期比減少率

　　　50％以上減少

　　　30％以上50％未満減少

軽減率

全　額
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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
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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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■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。

塩釜の統計資料

人　　口
　　　　　　                                   　　　  （単位：人）

月    　      区分 男 女 計 世帯数

Ｒ2.6月
25,710 27,998 53,708

23,801
（内、外国人145人）（内、外国人414人）（内、外国人559人）

R1.6月 25,861 28,213 54,074 23,654
比  （％） 99.4% 99.2% 99.3% 100.6%

塩竈市市民総務部

ガス消費量
            （単位：㎥）

月 R2.6月 R1.6月 前年同月比（％）
消費量 480,791 497,466 96.6%

塩釜ガス㈱

観光客乗船数
  （単位：人）

月                  　　　　区分 乗　　船　　数
Ｒ2.6月 2,435
R1.6月 32,935

比  　（％） 7.4%
累      計(R2.1月～ ) 36,075  
前年同期間(H31.1月～ ) 138,005  

累計比　（％） 26.10%
丸文松島汽船(株)

 ・前月に比べ人口は53人減少、 
世帯数は15世帯減少した。

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
Ｒ2.6月 148 369 641 (461) 228,071 (111,625)
R1.6月 147 523 706 (409) 412,501 (140,507)
比  （％） 100.7% 70.6% 90.8% 55.3%

累計
（R2.1月～） 643 1,978 6,498 (1,451) 2,858,984 (620,794)
前年同期間

（H31.1月～） 766 2,837 8,268 (1,582) 3,859,656 (781,984)
累計比（％） 83.9% 69.7% 78.6% 74.1%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、隻数が1隻増、 
貨物台数154台減、数量65ｔ減、金額184,430千円の減となった。

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
Ｒ2.6月 595,752 21,156 19,858
R1.6月 589,666 21,674 19,656
比  （％） 101.0% 97.6% 101.0%

塩竈市水道部 ・6月16日に最大となっている。

※塩竈魚市場（おさかなミュージアム）は 
   6月1日から営業を再開した。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 Ｒ2年５月          　　　　   　　　　　  　   ※（　）内は、前月の数値

求　職
新 規 求 職 者 数 568 (736)
月間有効求職者数 2,525 (2,556)

求　人
新 規 求 人 数 663 (528)
月 間 有 効 求 人 数 1,802 (2,085)

就　職 就 職 件 数 132 (167)
ハローワーク塩釜

市内主要観光施設入込数
   （単位：人）

R2.6月 R2.5月
塩竈市魚市場

（おさかなミュージアム来館者数） 727 0 

マリンゲート塩釜
（入館者数） 37,900 29,900 

塩竈市観光交流課・水産振興課

・新規求職者数は前月比23%の増。 
新規求人数は前月比で25％の減。

・前年同月（R1.6月）との比較では 
30,500人の減。新型コロナウイルスの影響で休航していたが、6月12
日から運行を再開した。
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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

　亀谷　仁美

あ
と
が
き

がんばろう
みなと塩竈プロジェクト

コロナに負けるな!

1位

2位 3位

3位

　先日、「珠算検定試験」を実施しました。
試験開始前、いつもはにぎやかにおしゃべり
をする子供たちも、今回は自分の席で静かに
待っています。コロナ感染予防の意識が、しっかり身
についているようです。そんな子供たちのためにも、
10月の試験も無事開催できますように！ （高橋和恵）

3位

1位

2位

4位

　《申し込み締切》　９月４日㈮
＊歩数の測定方法：各自普段使用している歩数
計、スマホ等で測定を行います
◆申込み等詳しくは…
　　塩釜保健所まで　☎（362）6161
　　https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sd-hohuku/hosuup-s.html

10月１日㈭から11月30日㈪まで

　同じ事業所の3人1組でチームを作り、チームで励
まし合いながら1日9,000歩を目指します。また、期
間中の1日当たりの事業所の平均歩数を競います！
　昨年度は、13事業所60チームが参加しました。
　《チャレンジ期間》

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?
ご活用下さい

ＷＥＢセミナー

参加飲食店募集中！

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』

「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！●

働く仲間と

こんな講座もあります

写真未

写真未

★トップ10の事業所には
賞状とQUOカードを贈呈!

★１日平均9,000歩以上を達成したチーム
全員にむすび丸グッズをプレゼント!

◇運動不足が気になる方
◇運動を始めるきっかけが欲しい方
◇一人では長続きしない方

こんな方におすすめです!
@宮城県・旭プロダクション

こんな時こそ運動を打倒!コロナ太り

を目指そう!

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


