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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。

発行日：令和2年11月10日

会員数：2,469名
　　　　（令和2年10月28日現在）

QRコードがスマートフォンに
対応しました！

P 2 �【感染症対策】
� 仙台感染症対策・地域経済循環プロジェクト
� 固定資産税等軽減制度
� 小規模事業者持続化補助金　みやぎ正社員雇用緊急対策事業
P 3 �【イベント・セミナー開催報告等】
� いずみハロウィン2020
� 事業継続力強化計画策定セミナー
� 雇用調整助成金の特例措置延長　生涯生活設計講座
P 4 �【各支部・青年部・女性部等活動報告】
� 大沢・泉ヶ丘支部 /愛子ひろせ西支部
� 青年部　女性部
P 5 �【商工会からのお知らせ】
� 表彰申請のお願い　最低賃金のお知らせ
� 中小企業退職金共済事業本部のお知らせ
� 中小企業基盤整備機構のお知らせ
P 6 �【新会員紹介　会員事業所紹介】
� 日本政策金融公庫定期相談日のお知らせ

第104号

いずみハロウィン 2020
ランタンで飾り付けられた会場の様子
� （詳細は3ページ）
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月　　日 事業内容等 場　所
11月24日（火） 融資相談会『一日公庫』（ご案内文書同封） みやぎ仙台商工会本所

12月10日（木） 『生産性向上に役立つ経営計画策定のポイント』セミナー みやぎ仙台商工会本所
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www.vegalta.co.jp

MYNAVI VEGALTA SENDAI LADIES

2020 SLOGAN
VEGALTA SENDAI

2020 SLOGAN

仙台　感染症対策・地域経済循環プロジェクト
「仙台感染拡大防止ガイドブック」
　本会では、仙台商工会議所、
仙台市と連携し、『想いやり』と
『会社・お店とお客様双方の対
策意識向上による地域経済の
循環・再生』をキーワードに、
全市的に感染症対策に取り組
むプロジェクトを行っていま
す。9月の商工会報では取り組
みを広げるためのポスター・
ステッカーを会員事業所へ配
布させていただいておりまし
たが、この度飲食・宿泊業の業
界団体が作成した業種別ガイ
ドラインの内容を分かりやす
く編集したガイドブックが、東
北大学病院　感染管理室の監修のもと作成されました。
　このガイドブックは感染症の拡大防止に向けた基本的な事柄
をまとめており、飲食・宿泊業の皆様に加え、他業種の皆様にも
参考となる内容が幅広く盛り込まれています。新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大防止に向け、ご活用ください。
　本会ホームページのプロジェクトバナーより該当ページを開
きダウンロードが可能です。

ガイドブックイメージ

小規模事業者持続化補助金
（コロナ特別対応型）

第 5回公募について
　小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）は
当初４回目の公募で終了となる予定でしたが依然として社
会的な要請が強く、感染防止の対応と経済両立の観点か
ら、急遽第５回公募が行われることとなりました。
　商工会では経営計画作成など申請に向けサポート致しま
すのでご活用下さい。
　補助対象経費など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。）

公募締切：2020年12月10日（木）
事業実施期間：交付決定日から
　　　　　　　2021年10月31日（日）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下さい。

正社員雇用奨励金のご案内
　宮城県では新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀
なくされた方等の早期再就職を促進するため

「みやぎ正社員雇用緊急対策事業」
　　　　　　　　　　　　　　　　　を創設しました。

◎正社員雇用奨励金
　　（中小企業等事業主）　　対象者１人につき４５万円
　　（それ以外の事業主）　　 対象者１人につき２０万円

◎申請受付期限　　　　　令和３年２月２６日（金）

◎奨励金を受給できる事業主・対象者・支給申請手続き
　等につきましては下記までお問い合わせ下さい

宮城県経済商工観光部雇用対策課労行調整班
〒980-8570　仙台市青葉区本町三丁目８-１
TEL　０２２-２１１-２７７１

令和３年度
固定資産税等軽減制度のお知らせ
　仙台市では、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減
少している中小企業・小規模事業者に対し、令和３年度の１年度
分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市
計画税の負担を２分の１又はゼロとする特例制度が創設されました。

令和２年２月～１０月までの間の連続する任意の３ヶ月間の事業収
入が、前年同期間と比べて

　申告の際は、仙台市ホームページからダウンロードした所定の申
告書と必要書類のほかに、認定経営革新等支援機関（商工会・
商工会議所・税理士等）の確認（押印等）が必要になります。
確認後、令和３年２月１日（月）まで、仙台市財政局資産課税
課の窓口または郵送にて提出することになります。
　詳細は、仙台市ホームページまたは会報に同封の「令和３年度
固定資産税等軽減制度のあらまし」・「令和３年度固定資産税等
軽減制度に係る申告書記載内容の確認について」をご覧ください。

対前年同期比減少割合

30％以上 50％未満の減少

50％以上減少

軽減率

２分の１

全額



3 第104号　R2・11・10みやぎ仙台商工会報

981-3124 仙台市泉区野村字菅間前25-2

会報用広告

封筒用広告

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

㈱東北カレンダーギフト
℡.０２２－３７２－２４９４
Fax.022-372-2596
981-3133 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

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

㈱東北カレンダーギフト
℡.０２２－３７２－２４９４
Fax.022-372-2596
981-3133 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

981-3124 仙台市泉区野村字菅間前25-2

安全・安心・快適な
イズミタクシー
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!!

バイパス
泉消防署向い

フリー
ダイヤル0120-07-3309

イズミバス 373-1900TEL貸　切

ホームページは
こちらからイズミ

1133

ぬり絵展示の様子

フォトスポット会場の様子

　10月９日から10月31日の期間、泉中央駅前広場 「ｉｓＭｅ！おへそ
ひろば」 を会場に 「いずみハロウィン2020」 が開催されました。今年は
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、多くの人が一斉に集ま
るようなイベントは行わず、コロナ禍において少しでもハロウィンの気
分を味わっていただきたいという想いから、会場をかぼちゃやランタン
で装飾しました。クラウドファンディングを通じた皆様のご協力もあっ
て無事開催することができ、TwitterやInstagramからフォトコンテス
トにもたくさんの応募があり、無事終えることが出来ました。

いずみハロウィン2020が
開催されました

　近年、各地で豪雨や台風等による自然災害が発生しており、今後も様々な
自然災害に伴うリスクが想定され、小規模事業者等の事業活動においても、
災害発生に備えた対策が必要となる中、令和元年７月より、中小企業・小規模
事業者の災害対応力を高めることを目的に、減災対策の取り組みを応援する

「事業継続力強化計画」の認定制度が創設されました。
　こうした状況を踏まえ、10月19日、宮城県商工会連合会が主催する「事業
継続力強化計画策定セミナー」が本会研修室を会場に開催されました。
　セミナーでは、講師の（独）中小企業基盤整備機構震災復興支援アドバイザー 岩佐 克之氏より、BCP（事業継続計
画）の活用事例の紹介や作成手法について解説いただき、災害に限らず企業を取り巻く様々なリスクに対して平時
に対応を考えることで、不測の事態にあっても決して事業をあきらめない体制作りと、さらに事業を発展させてい
くポイントについて理解を深めました。
　商工会では、同計画策定に向けた支援も行っています。お気軽にご相談ください。

セミナーの様子

事業継続力強化計画策定セミナーを
開催しました！

災害に備える
事業所を応援

雇用調整助成金の特例措置等の延長
　９月末に期限を迎えた雇用調整助成金の特例措置、
緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金（以下「雇用調整助成金の特例措置
等」という。）については、本年12月末まで延長されま
した。

厚生労働省

生涯生活設計講座の開催
　９月25日（金）、ジブラルタ生命保険㈱仙台東支社の大内
学氏を講師にお招きし、生涯生活設計講座を開催しまし
た。人生全体のお金の動きから、日本人の平均余命や年金
制度について説明があり、ゆとりある老後生活をおくるに
はどれくらい必要になるか、またそのための資産づくりに
ついて教えていただきました。また、病気・がんになった時
の生存率が年々高くなっていることから、高額な治療費を
確保するための事後的なお金の補填策を教えていただき、
必要保障額は一人一人違うため、自分の場合はどうなのか
を考える良いきっかけとなりました。
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大沢・泉ヶ丘支部

支部親睦
ボウリング大会開催

令和2年10月13日（火）

　プレー中もマスク着用、ハンドタッチ禁止、手指の消毒等
お互い『想いやり』の気持ちをもってボウリングを楽しみま
した。
　また、当支部では新年会も実施予定です（1/17 ～ 18）。
支部会員の皆様どうぞ多数ご参加下さい。

優勝した相澤英俊さん（向かって右）
賞品は新米！

愛子ひろせ西支部

法人会と宮城地区女性部の
連携による清掃奉仕活動
令和2年10月18日（日）

　毎年の恒例事業として、愛子駅から錦ケ丘の
区間の清掃奉仕活動を実施し、地域の環境美化
に貢献しました！

女性部員
募集中

　わたしたち商工会女性部は、魅力ある地域づくり
をめざし、地域イベントに積極的に参加するなど地
域活性化事業に取組んでいます。また、事業に役立
つ講習会や研修会を開催するとともに、親睦会など
で部員同士の交流を行っています。
　ぜひ、一緒に活動をしてみませんか？ いつでも
皆様の参加・加入をお待ちしております！

女性部への加入資格
●商工会の会員（法人ではその役員）もしくは
　その配偶者
●商工会の会員の親族であって、その事業に従
　事している女性の方
※年齢制限はありません。

多彩な活
動の中に

、

充実のじ
ぶん発見

当日に打ちあがった花火

　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため、やむを得
ず中止となった第40回泉区民ふるさとまつりにおいて当初
予定されていた花火の打ち上げを、「泉区民ふるさとまつり」
の火を消さないという想いと来年こそ開催出来るようにと
いう願いを込めて、９月11日に七北田公園にてささやかな
がら本会青年部で行いました。

青年部

泉
区
サ
プ
ラ
イ
ズ
花
火

　打
上
げ
を
行
い
ま
し
た
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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

〒981-3111 
仙台市泉区松森字明神１－１

TEL 022－372－8559協工業 株式会社
かのお

「優良従業員表彰」
「創業・創立記念事業所表彰」

申請受付中
　同一事業所に10年以上勤続されている従業員の方
ならびに、今年度、創業・創立から10年を単位に記念
の年を迎える会員事業所を対象とした標記表彰の申
請を受け付けています。
　各事業所からの申請に基づき表彰を行いますので、
該当される会員事業所の皆様
はぜひ申請ください。（詳しく
は9月発行の会報に同封して
います）

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。

宮城労働局賃金室（☎ 022-299-8841）
又は各労働基準監督署

　次に掲げる賃金は、最低賃金の計算に含まれません。

○精皆勤手当 ○通勤手当 ○家族手当 ○賞与等 
○時間外・休日・深夜手当

問い合わせ

効力発生日

令和２年10月１日

時間額

825円
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バンドシー㈱（インテリア製品の製造および販売）�
� 泉区館 3－53－ 7

㈲ J&M�DOG�COMPANY（ペットホテル、トリミング業）�
� 泉区館 4－46－ 1

萩原　直吉（外装工事業）�
� 泉区西田中字萱場中25－ 4

仙台スッキリお片付けhaco（サービス業）�
� 泉区将監10－26－15

泉住設（配管工）�
� 泉区向陽台 3－10－ 8

㈱東北リソース（経営コンサルティング業）�
� 泉区明石南 1－ 5－ 8

やま久（飲食業）�
� 泉区市名坂字鹿島158－ 1

板ノ橋工業（建設業）�
� 泉区八乙女中央 5－14－16GS313

㈱杜都総合保険事務所（保険代理業、リスクコンサルティング）�
� 泉区泉中央 3－15－ 3 －301

LOOSEカクテルバー（飲食業）�
� 泉区泉中央 1－18－17フィードビル 4 F

㈱OZZY（菓子製造業）�
� 泉区長命ケ丘 4－ ９－ ９

雅プロ㈱（映像制作、web制作）�
� 泉区長命ケ丘 3－27－ 3 －202

㈲未来設備工業（設備工事業）�
� 泉区南中山 5－ 5－45

エキリーブル（サービス業（ネイルサロン、自己啓発支援））�
� 泉区北中山 1－17－ 2

会員の紹介新　� （令和 2年10月28日�理事会承認）

会員事業所紹介vol.38
今回も「わが社の一押し！」を紹介します！

わが社の
一押し！

会員事業所
紹介 足つぼと健康靴　ベルフラワー

5自店の PR：体の不調は足からと言われています。足や靴
でお悩みの方は意外に多く、「自分の体は自分で治す」をモッ
トーに、足つぼで凝りをほぐし、正しい靴の履き方と正しい
歩き方をお伝えしております。人生100年時代と言われてい
る今、自分の足で歩ける健康的な身体作りと明るい未来を
一緒に手に入れましょう。

【定休日】不定休
【営業時間】10時～19時

1代表者名： 菅山　八重子
2所 在 地：泉区将監2-7-1
3電話番号：090-2996-1611
4業　　種：足つぼマッサージ・健康靴等販売

22

35

地下鉄
泉中央駅

仙台循環器病
センター

仙台徳洲会病院

泉中央公園

仙台銀行ホール
イズミティ 21

泉区役所

東邦銀行

アリオ仙台泉

泉署
秋田銀行

すし光（飲食業（寿司店））�
� 泉区上谷刈 3－ 6－ 3カヤバプラザ参番館102

GM�NET（WEB制作業）�
� 泉区みずほ台11－ 2 －106号

俺の散髪屋（理容業全般）�
� 泉区長命ヶ丘 5－13－ 1

㈱ＫＴＹ（土木工事業）�
� 青葉区みやぎ台 2－ 2－ 1－ 2

㈱ビグ（サービス（イベント用品））�
� 青葉区錦ケ丘 5－ 5－ 5

モアイ庵（焼きいも販売）�
� 太白区秋保町境野字野尻17

㈱YAS（アパレル開発、販売）�
� 泉区高森 8－13－11

中華　棒棒（飲食店）�
� 青葉区落合 1－17－35

佐藤興業（土木工事業）�
� 青葉区折立 4－11－12

㈱エスティビルド（塗装防水）�
� 富谷市あけの平 2－28－10

再生可能エネルギー発電設備の点検も任せて安心！

●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

●最新鋭の機器による点検・試験・検査などのお手伝い

●省エネルギーなどのコンサルティング

電気保安と省エネの総合コンサルタント

仙台北事業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央一丁目17-6 TEL022-771-5750

日本政策金融公庫 定期相談会
～ 毎週火曜日開催 ～

　本会では、毎週火曜日の午後、完全予約制にて
定期相談会を実施しており、日本政策金融公庫の
融資担当者がご相談に対応いたします。
　会場はみやぎ仙台商工会泉本所のみとなってお
ります。資金繰り等の相談に是非ご利用下さい。
　尚、予約の状況や他の行事により変更となる場
合がございますのでご了承ください。

☆年内の日程　各日 13 時～・14 時～・15 時～
　　　　　　　　　　　　　　　【会場：泉本所】
　　11 月 17 日・24 日※

　　12 月 1 日・8 日・15 日・22 日
　　1 月 5 日・12 日・19 日・26 日
※11月 24日についてのみ１日公庫定期相談会のため
　午前中（10時～・11時～）も受付しております。


