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～折込みチラシ～
・感染症対策備品購入補助金
・感染症対策新事業形態創出補助金
・優良従業員表彰申請書
・創業創立記念顕彰申請書
・会議室貸出し再開のお知らせ
・しおがま事業継続支援金
・受動喫煙対策お知らせ

～　主　な　内　容　～

　５月29日、仙台市内のホテルで宮城県商工会議所
連合会の総会が開催されました。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。
　総会では、来賓として村井嘉浩宮城県知事が出席
し、「コロナの第二波に注意しつつ、経済活動も少
しずつ広めていきたい」とあいさつされました。
　総会終了後、宮城県との意見交換会が行われ、各
地会頭から、コロナの影響における課題と取組みに
ついて意見発表をしました。当所桑原会頭からは、
「観光船や観光バス、宿泊、仲卸市場などの観光関
連業界や、すし店など飲食サービス業などへの打撃

は計り知れない状況。事業継続のための支援金、家
賃補償、コロナ対策の設備投資支援など、公的助成
や支援策の拡充と早急な実施を求める声が数多く寄
せられている」ことなどを説明しました。
　宮城県からは千葉隆政経済商工観光部長が、「支
援策を広く活用してもらえるよう情報発信に努める
とともに、各企業の実態を調査し、国へ要望した
い」と述べられました。
　連合会では、今回出された意見も踏まえて、改め
て村井県知事に要望する予定となっています。

▲意見交換会で桑原会頭から、コロナの影響による塩釜の現状について説明しました

コロナ関連の幅広い支援策を求めるコロナ関連の幅広い支援策を求める
宮城県商工会議所連合会総会を開催

宮城県との意見交換も
宮城県商工会議所連合会総会を開催

宮城県との意見交換も

・宮城県商工会議所連合会総会・宮城県との意見交換会 … P.1
・新型コロナウイルス感染症関連支援情報 ……………… P.２・３
・WEBセミナー・コロナに負けるなステッカー

……………………………P.４・愛する店ドットコムみやぎ
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　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」を設置しております。各種給付金や資金繰りをはじめとする様々な経営課題に対し、相談に応じます。
　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、各自ご確認ください。　
◆問い合わせ先　　塩釜商工会議所 相談課　

「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
■売上が減少…どんな支援があるの？

支　　援　　制　　度
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
　　無担保で最大３億円が融資されます
・新型コロナウイルス対策マル経融資
　　小規模事業者限定の無担保・無保証の融資制度。小規模事業者で個 
　　人事業主は、特別利子補給制度により実質無利子となります　　　
・雇用調整助成金
　　申請手続きが簡素化されました。オンライン申請も始まります
・コロナ特別貸付・マル経融資 特別利子補給制度（法人の小規模事業者）
　　コロナ特別貸付・コロナマル経融資が実質無利子になります
・納税の猶予
　　法人税・消費税・固定資産税など、基本的に全ての税金支払いが１
　　年間猶予されます（申請が必要です）
・コロナ特別貸付 特別利子補給制度（中小企業者）
　　コロナ特別貸付が実質無利子になります
・しおがま事業継続支援金　⇒　Ｐ３①へ
　　30万円の拡大防止協力金の対象外となった方へ、10万円が給付され
　　ます
　（休業要請に協力しなかった事業者は対象になりません）
・持続化給付金　⇒　Ｐ３②へ
　　法人は200万円、個人・フリーランス等は100万円が給付されます
（昨年１年間の売上からの減少分が上限）

売上減少率

５％以上
減少

15％以上
減少

20％以上
減少

50％以上
減少

詳しくは、当所「特別相談窓口」（367）5111までお問合せ下さい
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各宗葬儀施行・仏壇・仏具・生花

塩 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。

　塩竈市では、30万円の拡大防止協力金の対象外となった事業者で、著しく売り上げが減
少した市内の中小企業者等に、事業継続を後押しするための支援金を給付します
■対象となる事業者
　　　　　　市内で事業を営む、中小企業者、小規模事業者、個人事業主など
■支給要件　下記の①、②の要件をすべて満たす事業者が対象
　　　　　　　①30万円の塩竈市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の対象外であること
　　　　　　　　※休業・営業時間短縮要請の施設で協力しなかった事業者は対象になりません
　　　　　　　②４月または５月の売上が前年同月と比較して20％以上減少していること
■支給額　　１事業者あたり10万円
■申請受付　令和２年６月15日㈪から８月31日㈪まで（当日消印有効）
　　　　　　・申請書は塩竈市ＨＰからダウンロードできます。当所窓口にもございます
　　　　　　・新型コロナウイルス感染防止のため、郵送による提出をお願いします
【問い合わせ】　塩竈市商工港湾課「しおがま事業継続支援金」担当
　　　　　　　　☎①090-9631-7202　②090-9631-7186　③090-9631-7213

●原則電子申請となっています。右記ＱＲコードから申請可能です
　インターネット環境の整っていない方は、申請サポート会場をご利用下さい
　　　〇塩釜サポート会場　　塩竈市海岸通10－１　三晴ビル１Ｆ
　　　　・完全予約制です。予約方法は下記の３つの方法があります
　　　　　　　　①ｗｅｂ予約　「持続化給付金」のＨＰより予約下さい
　　　　　　　　②電話予約（自動ガイダンス）
　　　　　　　　　　「受付専用ダイヤル」　0120-835-130　※24時間対応
　　　　　　　　③電話予約（オペレーター対応）
　　　　　　　　　　「電話予約窓口」0570-077-866　※9時～18時
　　【問い合わせ】持続化給付金コールセンター　0120-115-570

1 しおがま事業継続支援金

持続化給付金 申請方法2

感染症関連支援情報
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　当所では塩竈市の支援を得て、
写真のステッカーを制作し、会報
６月１日号に折り込みました。手
洗い、マスク着用、換気を徹底し
ていることを伝えるとともに、ま
ち全体でコロナに負けずに頑張っ
ていることをアピールします。
　お店のドアなどに簡単に貼り付
けていただき、「コロナに負けな
い、塩竈のまちの元気」を発信し
ましょう。
　なお、一回り大きいサイズもご
ざいます。当所で無料配布してい
ます。

　当所青年部（本間良会長）では、「愛する店ドッ
トコムみやぎ」プロジェクトを立ち上げ、クラウド
ファンディングを開始しました。支援者が応援した
い飲食店の利用券を購入することで、飲食店へ支援
金（運転資金）が入る仕組みとなっています。
　塩竈エリアの参加は75店。申込期間は６月29日ま
でとなっています。
　皆様のあたたかなご支援をお待ちしております。
　　  詳しくは専用サイト　
　　「愛する店ドットコムみやぎ」
　　https://aisurumise.com
　　【塩竈エリア】でご確認ください

あ
と
が
き

　昨年の６月15日号には、視察会やセミナー、
説明会、総会の記事を掲載しました。今年は、
そのすべてが中止や延期となっています。６月
に入り、少しずつ経済活動も動き始めました。
まだまだ油断は出来ませんが、延期していたものが一日も
早く再開できるよう、さぁ、みんなで「コロナに負ける
な！」。　　　　　　　　　　　　　　　　　（高橋和恵)

ＷＥＢセミナーはじめました
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

コロナに負けないぞ！コロナに負けないぞ！
ステッカーで
発信しよう

クラウド
ファンディングで
地元のお店を
応援しよう

人気のセミナーを紹介します。
ぜひご視聴ください。

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




