第 103 号

仙台感染症対策・地域経済循環プロジェクト共同記者会見(8/24)
みやぎ仙台商工会・仙台商工会議所・仙台市の連携による、新型コロナウイルスの感染予防
対策と地域経済再生の両立を目指すプロジェクトを発表
（詳細は2ページ）
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月

日

事業内容等
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10月19日（月）

事業継続力強化計画策定セミナー

みやぎ仙台商工会

10月29日（木）

会員事業所健康診断（案内同封）

広瀬市民センター

11月 9 日（月）

会員事業所健康診断（案内同封）

七北田公園体育館

11月11日（水）～12日（木）

会員事業所健康診断（案内同封）

七北田公園体育館
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品券発行状況、みやぎ仙台商工会ゴルフ大会開催中
止のお知らせ、職員人事異動のお知らせ
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みやぎ仙台
QRコードがスマートフォンに
対応しました！

で検索

ホームページでは随時情報を更新していますので
ぜひご覧ください。

仙台感染症対策・地域経済循環プロジェクト

キーワードは『想いやり』と
『会社・お店とお客さま双方の対策意識による経済循環の促進』
新型コロナウイルス感染症による企業への影響が拡大し始めて以来、国や宮城県、仙台市などによる各種支援制度が
構築されて参りました。また、商工会や商工会議所をはじめとする市内の経済団体においては相談体制を強化し、地元
中小企業の支援に力を入れて参ったところでございます。
これらの支援体制については今後も引き続き維持・強化していかなければならない
のはもちろんですが、こうした事を土台にしながら、次の段階である「第２ステージ」
として重要になって来るのは、しっかりとした感染症対策を講じながら地域経済を回
復させていく事であります。
そこで、このたび「仙台商工会議所」
「みやぎ仙台商工会」「仙台市」の三者が一
体となり、全市的に新型コロナウイルス感染症対策に取り組むプロジェクトをスター
トする事になりました。その最初の取り組みとして全業種にわたる事業所と市民向け
の「感染防止対策運動」を展開するためのポスターとステッカーを作成し、商工会及
び商工会議所の会員事業所や仙台市内の飲食店に配布し、感染対策の啓発に努めて
まいります。
このプロジェクトを全市的に広めていく事で、
「互いに想いやりを持った感染症対策」
の機運を醸成し、
「仙台においては、普段の買い物や食事をはじめ、安心して経済活
動ができる」という新しい様式による地域経済の形を構築して参りたいと考えており
ます。

仙台市商店街応援割増商品券
発行事業補助金による商品券発行状況

みやぎ仙台商工会ゴルフ大会
開催中止のお知らせ

仙台市では新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減
少した事業者を支援するため、独自に3割増商品券を発行・販売
する市内の商店街振興組合等に対し、
「仙台市商店街応援割増
商品券発行事業補助金」を交付し本会管内では以下の７つの商
品券が発行されました。
発行エリア

発行主体

泉中央

泉中央商栄会・泉中央駅前地区活性化協議会

泉中央西側飲食店街等

IZUMIフードリンクラブ

南光台

南光台商店街振興組合

黒松

黒松商工振興会

根白石

根白石商店会

作並・定義

作並温泉旅館組合・定義観光協会

秋保

令和2年10月22日（木）に開催を予定しておりましたが、
過日開催の第1回実行委員会にて、新型コロナウイルス感
染症拡大を考慮した結果、今年度の開催は中止とすること
になりました。
次年度の開催については、今後協議を進め決定し、追って
ご連絡いたします。

職員人事異動のお知らせ
６月30日付および９月１日付の職員異動で、転入・転出があり
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。

・転出
主 幹
主 査

秋保温泉旅館組合・秋保温泉商和会
秋保商工振興会
（商工会秋保支部主体の任意商店会）

発行主体は各商店会組織となり8月中に販売・予約受付・整理
券の配布などが実施されました。
外出自粛などにより冷え込ん
会報用広告
でいる地域経済の喚起を期待される事業として注目されており
商品券は12月31日までの利用期限となっています。

矢島 亮平 依願退職
小畑 和子 依願退職

・転入
くろかわ商工会より
主査 加藤 直樹

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

加藤 直樹

安全・安心・快適な
イズミタクシー

㈱東北カレンダーギフト

他社より安い初乗り・加算料金。
イズミタクシー割引カードのご利用でさらに10％割引!!

℡.０２２－３７２－２４９４
Fax.022-372-2596

バイパス
泉消防署向い

イズミ

フリー
ダイヤル

981-3124
仙台市泉区野村字菅間前25-2
981-3133 仙台市泉区野村字菅間前25-2
仙台市泉区泉中央1丁目33-7
営業時間・平日AM９時～PM６時／休日及び祝祭日AM10時～６時

みやぎ仙台商工会報

1133

0120-07-3309
TEL 373-1900
イズミバス
貸
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切

宮城県雇用維持交付金の
申請開始について

「働き方改革推進支援助成金」
～勤務間インターバル導入コースのご案内～

宮城県は新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業等によ
り、
国の「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」
（以
下、
「雇用調整助成金等」という。）の支給決定を受けた中小
企業・小規模事業の事業主の方に、「宮城県雇用維持交付金」
を上乗せ助成して、雇用面から事業活動を支援することになり
ました。

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一
定時間以上の「休息時間」を設ける事で、働く方の生活時間や
睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、
平成31年4月から制度の導入が努力義務化されています。
1．
交付金の内容
（対象者、
要件、支給額など）
（1）対象事業主
労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主で、下
記に該当すること。
●36協定を締結している
●年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備
している等
（2）
支給対象となる取組（～いずれか1つ以上を実施する事～）
①労務管理担当者に対する研修(※1)
②労働者に対する研修
（※1）
、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運
行記録計の導入・更新
（※2）
⑦テレワーク用通信機器の導入・更新
（※2）
⑧労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新（※2）

１．交付金の内容（対象者、要件、助成率など）
（１）対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余
儀なくされ、休業等を実施し休業手当等を支払った、県内に事
業所を有する中小企業・小規模事業主
（２）主な要件
①休業等（教育訓練を含む）が、令和2年4月1日から同年9
月30日までの間に実施されたものであること
②①の休業等が、国の雇用調整助成金等の支給対象となっ
たものであること
（３）助成率
事業主の支払った休業手当等（教育訓練中の賃金相当額を
含む）と国の日額単価との差額の１/２
※ただし、県と国の補助総額は、15,000円または支払った
休業手当等を超えない額とする
（４）受付期限
国の雇用調整助成金等の支給決定の翌日から起算して３か月
以内、または令和3年3月12日（金）までのいずれか早い日
（５）その他
要件等の詳細については、宮城県雇用対策課ホームページを
ご覧ください

※1
※2

（3）
成果目標（※詳細は厚労省のHPにて確認願います）
「成果目標」を達成した場合に、支給対象となる取組の実施
に要した経費の一部が支給されます。

［お問い合わせ先］
宮城県経済商工観光部 雇用対策課 雇用創出支援班
仙台市青葉区本町 3-4-18 太陽生命仙台本町ビル 2 階
TEL 022-797-4026

【表１】新規導入に該当するものがある場合
休息時間数
（※3）

働き方改革等個別相談会のお知らせ

補助率 1企業当たり
（※4）
の上限額

【表２】適用範囲の拡大・時間延長のみの場合
休息時間数
（※3）

補助率 1企業当たり
（※4）
の上限額

9時間以上
11時間未満

3/4

80万円

9時間以上
11時間未満

3/4

40万円

11時間以上

3/4

100万円

11時間以上

3/4

50万円

※3

事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間
数のうち、
最も短いものを指します。
「支給対象となる取組」
で⑥～⑧を実
※4 常時使用する労働者数が30名以下かつ、
施する場合で、
その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。

2019年度より「働き方改革関連法」が順次施行されており、
事業所においては就業規則の見直し等の対応が必要となって
おります。
「働き方改革」をはじめ、労務管理に関する疑問やお
悩みについて、専門的知識を有する社会保険労務士が無料で
会員事業所の皆様の相談に応じますので是非ご活用下さい。
さらに新型コロナウイルス感染症の影響を受けながら雇用を
維持するための雇用調整助成金等の申請に関する相談も行っ
ております。
相談日は毎週木曜日（祝日を除く）の10時から16時まで、相
談会場はみやぎ仙台商工会館です。事前予約制となっており
ますので、ご相談を希望される場合はみやぎ仙台商工会まで
ご連絡をお願いします。
同ページの宮城県雇用維持交付金および働き方改革推進支
援助成金もご相談いただけます。

みやぎ仙台商工会報

研修には、
業務研修も含む
原則として、
パソコン、
タブレット、
スマートフォンは対象となりません

賃金引き上げ達成時の加算額
引き上げ人数

1～3人

4～6人

7～10人

11～30人

3％以上引き上げ

15万円

30万円

50万円

1人当たり5万円
（上限150万円）

5％以上引き上げ

24万円

48万円

80万円

1人当たり8万円
（上限40万円）

（４）
その他
「交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、
宮城労働局 雇用環境・均等室 ☎022-299-8844へ提出し
て下さい
【※締切：11月30日
（月）
】
※詳細については宮城労働局までお問い合わせ願います。
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経営計画作成セミナーを開催しました
小規模事業者持続化補助金とは

日時：令和 2 年 8 月 24 日（月）
場所：みやぎ仙台商工会館
経営計画作成を目的としたセミナーを開催。小規模事
業者持続化補助金等の補助事業の申請等の際に必要と
なる事業計画の作成について中小企業診断士横尾先生
より具体的なポイント等を中心にご講義いただきました。
また、
セミナー後には個別相談会も併せて開催し事業
所ごとに異なる経営環境について専門家より直接アドバ
イスを頂くなど参加者は今後の経営の指針作りを進めて
います。商工会では計画作成の支援を随時行っています
のでお気軽にご相談ください。

小規模事業者持続化補助金は経営計画に基づく販路開拓の取り組み等に対し、
50
万～100万円
（補助率2/3～3/4）
を上限に補助するものとなります。
コロナウイルス
感染症の影響により本年度は複数の制度がありますので制度により補助上限・補助
率は異なります。
商工会では経営計画作成など申請に向けサポートいたしますのでご活用ください。
補助対象経費などは対象制度により異なりますので詳細については公募要領をご
覧ください。
（本会HPに関連記事を掲載しています。
）
○令和元年度補正予算＜一般型＞ 第 3 回受付
補助上限 50 万円（補助率 2/3）※特定条件で引上げあり
○令和 2 年度補正予算＜コロナ特別対応型＞ 第 4 回受付
補助上限 100 万円（補助率 2/3 ～ 3/4）※特例事業者のみ補助上限 150 万円
公募締切：2020 年 10 月 2 日（金）
事業実施期間：2021 年 7 月 31 日（土）まで
締切直前では書類の整備が間に合わない場合もありますのでお早めに
ご相談ください。

セミナーの様子

仙台市地域産業応援金
『仙台市地域産業応援金』は、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために、国の「生産性革命推進事業」または宮城
県の「宮城県中小企業等再起支援事業補助金」を活用し前向きな投資を実施する市内事業者に対し、その取り組みを後押しする応
援金を支給するものです。
【STEP1】国・県補助金への申請
国の対象補助金

県の対象補助金

ものづくり補助金
持続化補助金
IT 導入補助金

宮城県
中小企業等
再起支援事業
補助金

支給額
対象補助金の交付決定額により支給額が異なります。

【STEP2】応援金申請

①事業計画などを作成
対象補助金に申請

③応援金を申請

仙台市

国の対象補助金の交付決定を受けた方の応援金支給額
対象補助金の交付決定額

市内
事業者
②交付決定を受ける

【申請までの流れ】

支給対象となる事業者の方
次のいずれにも該当する方が対象です。
●
（中小企業）本店を仙台市内に置いていること
（個人事業主）住民登録または所得税申告上の納税地が仙台市内である
こと
（その他法人）主たる事業所を仙台市内に置いていること
●国の対象補助金 ※または宮城県中小企業等再起支援事業補助金に申請
を行い、令和2年4月1日から令和3年1月31日までに交付決定を受けてい
ること
●市税を完納していること
※国の対象補助金は次の通りです。ものづくり・商業・サービス生産性向
上促進補助金、小規模事業者持続化補助金＜一般型＞、小規模事業者
持続化補助金＜コロナ特別対応型＞
サービス等生産性向上 IT 導入支援事業費補助金（通常枠・特別枠）

応援金支給額

50万円未満

10万円

50万円以上500万円未満

20万円

500万円以上

50万円

県の対象補助金の交付決定を受けた方の応援金支給額
県の対象補助金の交付決定額

応援金支給額

30万円未満

5万円

30万円以上

10万円

申請期間
令和 3 年 2 月 15 日（月曜日）まで（当日消印有効）
※予算がなくなり次第受付を締め切ります。
お問い合わせ
経済局地域産業支援課
仙台市青葉区国分町3-6-1
表小路仮庁舎9階
電話番号：022-214-7329
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/ouenkin.html

照明のことなら､おまかせください
省エネの相談・高所のランプ交換など
お問い合わせください。
LED 照明・各種ランプ販売及びメンテナンス
かのお

協工業 株式会社

みやぎ仙台商工会報
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マル経融資
「新型コロナウイルス対策特別枠」

家賃支援給付金
『家賃支援給付金』は、新型コロナウイルス感染症を契機
とした５月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少
に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・
家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人である事
業者に対して給付金を給付するものです。

商工会を通して、日本政策金融公庫から無担保・無保証の融
資を受けられる「マル経融資」に新型コロナウイルスの影響を
受けている小規模事業者を対象とした特別枠が設けられました。
当初 3 年間は通常の一般枠よりも低金利で資金調達が可能であ
り、借換資金としても活用できます。また要件に合えば利子補
給による実質「無利子化」の対象となります。

申請のながれ
①
「家賃支援給付金」ホームページへアクセスし、メールア
ドレスなどを入力後 マイページを作成。
②マイページより申請の手続き。必要書類を添付し、申請
フォームより申請。
③申請内容を家賃支援給付金事務局で確認。
④給付通知書を発送、登録の口座へ給付金の振込み。

■融資限度額
一般枠：2,000 万円 別枠：1,000 万円
■返済期間
運転資金：7 年以内 設備資金：10 年以内
うち据置期間 運転資金 3 年以内 設備資金 4 年以内
■利率（2020 年 7 月 1 日現在）
一般枠：1.２１％（特別利率）
別枠：当初 3 年間特別利率▲0.9％ 4 年目以降特別利率
■融資ご利用対象
①最近１年以上、泉区・旧宮城町・旧秋保町で事業を行って
いること
②６か月以上みやぎ仙台商工会会員であること
③個人事業主または法人企業において常時使用する従業員が
下記の事業所
・小売業、
サービス業
（宿泊業、
娯楽業を除く）
：５人以内
・製造業、建設業、その他事業：20 人以内
■特別枠適用要件
最近 1か月の売上高が前年又は前々年同期と比較して5％以
上減少している小規模事業者
■実質無利子化の適用要件
個人事業主：要件なし 法人事業者：売上高▲15％減
※利子補給制度の申請書は、順次貸付を行った金融機関等から
交付・郵送されます。

給付の対象となる方
フリーランスを含む個人事業者で、以下のすべてにあては
まる方が対象です。
●2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も
事業を継続する意思があること。
●2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウ
イルス感染症の影響などにより、
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50％
以上減っている。
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の
合計と比較して30％以上減っている。
上記、①、②のいずれかにあてはまること。
●他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有
し、使用・収益を得ていることへの対価として賃料の支払
いを行っていること。

給付額
下図の給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付
額（上限50万円）の6倍、最大300万円を受給することができ
ます。
支払い賃料
①月額37.5万円
以下
②月額37.5万円
を超える

第9回宮城広瀬杯・低学年交流大会
（サッカー大会）に協賛しました！

給付額
支払い賃料など×給付率 2/3

青年部の地域貢献事業としてサッカー大会への協賛を行いま
した。当日は天候に恵まれた中での開催となり、参加チーム16団
体へそれぞれスポーツドリンク（1箱）と、優秀選手にはサッカー
ボール等を贈呈しました。

37.5万円以下の支払い賃料などに
相当する給付金（25万円）
＋支払い賃料のうち37.5万円を
超える金額×給付率1/3
※50万円が上限

พࢶ

申請期間
令和3年1月15日（金曜日）まで。締め切りまでに申請の受
Өࠄ߁ۂ
付が完了したもののみが対象。

相談ダイヤル
家賃支援給付金 コールセンター
電話番号 0120-653-930
受付時間 8：30～19：00
※平日・日曜日対応（土曜日・祝日除く）

日時：令和2年8月10日（月・祝）
場所：仙台環境開発スポーツパーク宮城広瀬

ᩓൢ̬ܤƱႾǨȍƷዮӳǳȳǵȫǿȳȈ
電気保安と省エネの総合コンサルタント
ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸႆᩓᚨͳƷໜ౨ǋ˓ƤƯ࣎ܤᲛ
再生可能エネルギー発電設備の点検も任せて安心！
ŪƝܼࡊǍƓࡃƳƲƷދϋᣐዴሁƷܤμᚮૺ

ŪȓȫǍئƷᩓൢᚨͳ̬ܤᄩ̬Ʊʖ᧸ܤμ
●ご家庭やお店などの屋内配線等の安全診断
●ビルや工場の電気設備保安確保と予防安全
ŪஇૼᥘƷೞ֥ƴǑǔໜ౨ȷᚾ᬴ȷ౨௹ƳƲƷƓˡƍ
●最新鋭の機器による点検・試験・検査などのお手伝い
ŪႾǨȍȫǮȸƳƲƷǳȳǵȫȆǣȳǰ
●省エネルギーなどのコンサルティング

˅Ө҅ʙಅ
˅ӨࠊඡғඡɶځɟɠႸ TEL022-771-5750
6'.
仙台北事業所 Ƅ
〒981-3133 仙台市泉区泉中央一丁目17-6
みやぎ仙台商工会報
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新 会員の紹介


大和田架設（建設業）


（令和 2 年 8 月 5 日 理事会承認）
湘南証券年金プランニング㈱仙台支店（金融商品仲介業）

泉区住吉台西 1 －14－10

アンダイ合同会社（家具小売業）




泉区住吉台東 1 － 2 － 8

あちゃーる（飲食業）


泉区泉中央 1 － 7 － 1 －4F

ghostplant leather works（革製品製造、販売業）


青葉区国見ケ丘 3 －25－ 1

㈱城南（土木建設業）

泉区高森 5 －15－ 7



青葉区みやぎ台 2 － 2 － 1 － 1

OPAQUE.CLIP ㈱スタイルフォース（衣料品）

金沢屋

ぐり’
S KITCHEN

Kamanā BLACK（日焼けサロン）



泉区寺岡 6 － 5 － 1



仙台中山・八幡店（リフォームサービス）



合同会社グリーズ（飲食）

泉区寺岡 6 － 5 － 1

青葉区中山吉成 1 － 9 － 1



コカ・コーラ レストスペース コカ・コーラボトラーズジャパン㈱（サービス）

㈲ニッテツ（一般貨物運送）

シルバニアファミリー森のお家 / ジグソーパズルのお店マスターピース ㈱マスターピース（雑貨）

soil ㈱（建材補修業）

㈱チック（専門・技術サービス業）

不動茶屋（飲食業）

行政書士吾妻純子事務所（行政書士）

㈱マイケン（建設業）



泉区寺岡 6 － 5 － 1





泉区寺岡 6 － 5 － 1




BLUE POINT（内装仕上げ業）


東日本通信㈱（通信業）


山下



会員事業所紹介 vol.37

泉区市名坂字中道100－ 9 ヨークタウン市名坂内



泉区鶴が丘 1 － 6 － 3

アイティーエスオート㈱（小売業）





泉区虹の丘 1 － 4 － 3

㈱ A’
HOUSE（室内装飾・内装工事業）


泉区旭ヶ丘堤 2 －11－29

泉区八乙女中央 5 －10－ 8 －203

まつもり整骨院（整骨院）



雄理（売電事業）

泉区松森字新田172
泉区八乙女中央 2 － 2 －15－106

㈲髙澤産業（生コンクリート製造販売）


Tear Drive by salt（美容師）


泉区市名坂字野蔵36
泉区泉中央 3 － 9 － 3

TOTAL BODY RESULT（サービス業）


ウナガッタ


ghostplant leather works

1代表者名： 清水 真
2所 在 地：青葉区国見ケ丘3-25-1
3電話番号：022-765-2543
4業
種：革製品製造、販売
5自店の PR：－「五感」がよろこぶ革小物－をテーマに、ユー
ザー様の人生に寄り添う、オリジナリティ溢れた革製品を製作して
おります。会社のロゴ入り名刺入れやコースターなど、オリジナル
アイテムやノベルティ関連も1点から、ご予算に合わせて承ります。
また、通常の卸販売に加え、ゼロコストでお取り扱い頂ける委託製
品の御案内も可能です。
ヤマダ
みやぎ生協
【定休日／営業時間】
電機
10：00～18：00
37
（要予約）・不定休

泉区南光台南 2 －17－ 8

藍（サービス）

合同会社

会員事業所
紹介

泉区南光台 7 －24－13

㈱グローバー（卸業）



わが社の
一押し！

泉区南光台 7 －31－10

アールアンドピー（リフォーム業）

FPI 不動産㈱（不動産業）

今回も「わが社の一押し！」を紹介します！

泉区市名坂字竹内105－ 9

studio ZIRYU sendai（小売業）



青葉区立町14－ 3 －203

泉区松森字台43－10

伸和美装（内装業）

糀

青葉区愛子中央 6 － 9 －13－202



㈱ビューティーメンテ（サービス業）


泉区鶴が丘 3 －18－11

㈱ RERISE（コンサルティング）

泉区永和台32－ 5



泉区住吉台西 3 － 3 － 8

洋輔（サービス業）

キズナ建設（解体工事業）

泉区七北田字大沢明通46－ 1 －102

Onedash（小売業）

太白区秋保町馬場大滝11



泉区泉ケ丘 2 －16－10



青葉区愛子中央 1 － 1 －26



泉区紫山 2 － 9 － 8

㈱ On The Remake（建設業）

青葉区上愛子字北原道上11－118－201



泉区明通 4 － 7 東北ロジスティクスセンター1-D

青葉区落合 5 －15－21－2F

泉区泉中央 3 －26－10－101

カチャトラ（飲食業）

東北福祉大
野球場

泉区泉中央 4 －24－ 9

吉成
中学校

ハイブリッジ FP オフィス（FP）


泉区泉中央 3 －16－11－106

仙台青陵
中等教育学校

介護・看護求人支援センター仙台泉 ㈱マネージリテラシー（各種相談）


タヒボ e ㈱（健康食品卸売業）


泉区泉中央 1 － 5 － 1

東北福祉大
せんだんホスピタル

泉区泉中央 3 －10－15

みやぎ仙台商工会報
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