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QRコードがスマートフォンに
対応しました！

Ｐ2� �【新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者
用給付金・資金繰り等】

� �持続化給付金、新型コロナウイルス感染症特別貸付
（無利子無担保融資制度）、新型コロナウイルス対策
マル経融資

Ｐ3� �小規模企業共済の掛金納付額範囲内の無利子融資の
実施、小規模事業者持続化補助金、商工会職員支部
担当一覧

Ｐ4�【令和2年度総代会（書面議決結果等）】
� 令和2年度通常総代会開催状況
� 収支決算・収支予算報告
� 商工会新役員新支部長のご紹介
Ｐ5� 商工会表彰受賞者報告、令和2年度重点事業5項目
Ｐ6� �【会員事業所紹介】新会員紹介、会員事業所紹介、

宮城労働局からのお知らせ

第102号

新型コロナウイルス感染症に関する
事業者向け支援施策出前説明会（西部支部）
仙台市根白石市民センターで令和２年４月８日に開催されました。
マスク着用の上、隣の席との間隔を保ち、厳戒態勢で行われました。

（２頁以降に支援施策詳細）
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新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者用給付金

持続化給付金
■支給対象事業者
　・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で
50％以上減少している事業者

　・中堅企業、中小企業（医療法人等会社以外の法人含む）、小規模
事業者、フリーランスを含む個人事業者　※資本金10億円以上
の大企業を除く

■給付額
　法人：200万円　個人事業主等：100万円
　※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限
■給付額算出方法
前年の総売上（年間事業収入）－（前年同月比▲50％月の売上×12ヶ月）
　※対象となる月については、2020年1月～2020年12月までのう

ち前年同月比50％以上減少したひと月を選択
■申請期間
令和2年5月1日～令和3年1月15日

■申請方法
持続化給付金の申請用HP（https://jizokuka-kyufu.jp）からの
電子申請
また、申請サポート会場（完全予約制）が設置されました。上記HPに
てご確認いただき、ご予約ください。
【仙台第一会場】勾当台本町ビル5階（仙台市青葉区本町3-6-17）
【仙台第二会場】トラストセンタービル1階（仙台市泉区泉中央
1-23-6）

■お問い合わせ
持続化給付金に関するご相談は、持続化給付金事業コールセン
ター 0120-115-570までお問い合わせください。また、申請にあ
たり入力支援や必要書類の確認等お困りの際は、商工会までご連
絡ください。

　国では、新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛等にて特に大きな影
響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般
に広く使える、給付金を支給します。幅広い業種で、事業収入（売上）を得ている
法人・個人の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者用資金繰り①

新型コロナウイルス感染症特別貸付（無利子無担保融資制度）

■融資限度額（利子補給対象上限額）
　中小事業：3億円（1億円）
　国民事業：6,000万円（3,000万円）
■返済期間
　運転資金：15年以内　　設備資金：20年以内
　うち据置期間５年以内
■利率（2020年5月1日現在）
　当初3年間基準金利▲0.9％、4年目以降基準金利
　※基準金利については中小事業1.11％、国民事業1.36％
■融資ご利用対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて最近1ヶ月の売上高
が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少していること

■利子補給期間
　借入後当初3年間
　※利子補給の申請方法、具体的な手続きについては詳細が決ま
り次第公表予定です。

■実質無利子化の適用要件
　小規模事業者（個人事業主）：要件なし　　
　小規模事業者（法人事業者）：売上高▲15％減
　中小企業者：売上高▲20％減
　※小規模事業者の要件は以下の通り
　・卸売業、小売業、サービス業：従業員数5人以内
　・製造業、建設業、その他事業：従業員数20人以内

　マル経融資のほか、新型コロナウイルスによる影響を受け業況が悪化した事業者に対し融資の特別枠制度を創設。関連する融資制度を利用した事業
者のうち、売上高が急減した事業者に対して利子補給が実施されます。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者用資金繰り②

新型コロナウイルス対策マル経融資

■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5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ヶ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ヶ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
　※利子補給の申請方法、具体的な手続きについては詳細が決まり

次第公表予定です。

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。
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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

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者用資金繰り③

小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付

■ご利用いただける方
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
により最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して
5％以上減少している小規模企業共済の貸付資格を有する契約
者の方
■貸付限度額
2,000万円（ただし、契約者が納付した掛金の総額の7～9割の
範囲内）
■貸付利率
無利子

■償還期間
貸付金額500万円以下の場合は4年、貸付金額が505万円以上
の場合は6年（いずれも措置期間1年を含む。）
■償還方法
6ヶ月ごとの元金均等割賦償還

■担保、保証人
不要

小規模企業共済制度の緊急経営安定貸付とは？
経済環境の変化等に起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに支障をきたしている小規模企業共済の契約者に対して、（独）中小企業基盤整備機
構が経営の安定を図るための事業資金を貸し付ける制度。

詳しくは、（独）中小機構ホームページをご覧ください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html

小規模事業者持続化補助金のお知らせ
小規模事業者が、商工会と一体となって経営計画に基づき実施する販路開拓に取り組む費用の一部を助成します。公募要領や申請様式は本会HPに掲載し
てありますので詳細については公募要領をご覧ください。また、商工会では経営計画作成個別相談会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。

募集回 応募受付締切
＜一般型＞　補助率2/3　補助上限額50万円

事業実施期間（交付決定日から）
第１回
第２回

第３回 2020年10月 2 日（金） 2021年 7 月31日（土）まで
第４回 2021年 2 月 5 日（金） 2021年11月30日（火）まで

募集は終了しています。

募集回 応募受付締切
＜コロナ特別対応型＞　補助率2/3～3/4　補助上限額100万円

事業実施期間（交付決定日から）
第１回
第２回

第３回 2020年 8 月 7 日（金） 2021年 5 月31日（月）まで
第４回 2020年10月 2 日（金） 2021年 7 月31日（土）まで

募集は終了しています。

補助対象者　●小規模事業者であること。　※小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で判断しています。
商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
製造業その他

常時使用する従業員の数    5人以下
常時使用する従業員の数  20人以下
常時使用する従業員の数  20人以下

令和２年度　商工会職員支部担当一覧ご相談はこちらまで

今年度の事務局体制における各支部担当者は以下のとおりとなります。ご相談・お問い合わせの際には、支部毎に担当者
にお声掛けください。

№ 支部名 担当者名 副担当者名
1 中央東 黒澤　将太 菅原　史彦
2 中央西 渡邊　弘明 平田　公美
3 館山 菅原　史彦 荒谷　三月
4 泉パークタウン 加藤　恵理 今野　健一
5 西部 今野　健一 須田佳奈恵
6 南光台 村上　克彦 髙橋　陽子
7 黒松 村上　克彦 加藤　恵理
8 八乙女 髙橋　陽子 黒澤　将太

№ 支部名 担当者名 副担当者名
9 大沢・泉ヶ丘 荒谷　三月 渡邊　弘明
10 将監 須田佳奈恵 菅原　史彦
11 向陽台 平田　公美 稲村　佳浩
12 東部 稲村　佳浩 加藤　恵理
13 愛子ひろせ西 三好　啓介 髙橋　　淳
14 ひろせ北 田中　成美 坂本　隆明
15 ひろせ 坂本　隆明 田中　成美
16 秋保 髙橋　　淳 三好　啓介
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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

●令和元年度収支決算状況● ●令和２年度収支予算状況●
（自）平成31年４月１日　（至）令和２年３月31日 （自）令和２年４月１日　（至）令和３年３月31日

（収入の部）
科　目 金額（円）

補助金等収入 90,218,635
会費手数料等収入 69,727,481
受託料収入 134,865
前期繰越収支差額 3,568,921

合　計 163,649,902
（支出の部）

科　目 金額（円）
経営改善普及事業・指導職員設置費 97,438,029
経営改善普及事業・指導事業費 14,320,412
地域総合振興事業費 15,191,110
受託事業費 72,909
管理費 23,102,797
資産取得支出 9,328,060
次期繰越収支差額 4,196,585

合　計 163,649,902

（収入の部）
科　目 金額（円）

補助金等収入 96,037,000
会費手数料等収入 57,990,595
受託料収入 202,820
前期繰越収支差額 4,196,585

合　計 158,427,000
（支出の部）

科　目 金額（円）
経営改善普及事業・指導職員設置費 102,392,116
経営改善普及事業・指導事業費 14,350,660
地域総合振興事業費 16,687,000
受託事業費 140,000
管理費 24,655,000
予備費 202,224

合　計 158,427,000

補助金等収入
90,218,635

収入
（単位：円）

支出
（単位：円）

会費手数料
等収入

69,727,481

受託料収入
134,865

前期繰越収支差額
3,568,921

経営改善普及事業
・指導職員設置費
97,438,029

経営改善普及事業
・指導事業費
14,320,412

地域総合振興事業費
15,191,110

受託事業費
72,909

管理費
23,102,797

資産取得支出
9,328,060

次期繰越収支差額
4,196,585

補助金等収入
96,037,000

収入
（単位：円）

支出
（単位：円）

会費手数料
等収入

57,990,595

受託料収入
202,820

前期繰越収支差額
4,196,585

経営改善普及事業
・指導職員設置費
102,392,116

経営改善普及事業
・指導事業費
14,350,660

地域総合振興事業費
16,687,000

受託事業費
140,000

管理費
24,655,000

予備費
202,224

令和 2 年度の通常総代会が新型コロナウイルス感染症対策の一環として、書面決議にて開催されました。下記の第 1 号議
案から第 6号議案まで原案通り可決承認されました。

第１号議案　みやぎ仙台商工会定款の一部改正（案）承認の件
第２号議案　みやぎ仙台商工会運営規約の一部改正（案）承認の件
第３号議案　令和元年度事業報告書並びに収支決算書、貸借対照表及び財産目録承認の件
第４号議案　令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件
第５号議案　令和２年度借入金最高限度額及び借入先承認の件
第６号議案　役員補欠選任の件

役職名 氏名 事業所名 所属支部等
副会長 遊佐　祝治 ㈱ダックス
理事 菅原　幸人 ㈲菅原電設 東部支部
理事 岡崎　清治 ㈱みかげ家 工業部会

（敬称略）
役職名 氏名 事業所名 所属支部等
支部長 菅原　幸人 ㈲菅原電設 東部支部

役職名 氏名 事業所名 所属支部等
部会長 岡崎　清治 ㈱みかげ家 工業部会

令 和 ２ 年 度 総 代 会 書 面 議 決 内 容

新役員・新支部長のご紹介
令和 2年度みやぎ仙台商工会通常総代会・各支部総会において新たに 3名の役員及び支部長、部会長が選任されました。
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www.vegalta.co.jp

MYNAVI VEGALTA SENDAI LADIES

2020 SLOGAN
VEGALTA SENDAI

2020 SLOGAN

栄えある受賞おめでとうございます
令和 2年度の優良従業員・優良役職員表彰で30名の方々が
受賞されました。今後ますますのご活躍ご祈念申し上げます。
（基準日：令和 2年 3月31日）

宮城県知事褒状
1．会員事業所優良従業員 1名（勤続30年以上）

氏　　　名 事業所名 勤続年数 支部名
1 太田　好宏 光進電気工業㈱ 39年  0月 秋保

全国商工会連合会長表彰
1．会員事業所優良従業員 ５名（勤続30年以上）

氏　　　名 事業所名 勤続年数 支部名
1 佐藤　　篤 光進電気工業㈱ 37年　0月 秋保
2 渡邉　　康 光進電気工業㈱ 36年　0月 秋保
3 二浦　信大 光進電気工業㈱ 36年　0月 秋保
4 石川　博行 光進電気工業㈱ 30年11月 秋保
5 武田　康正 光進電気工業㈱ 30年11月 秋保

表彰状受賞者の方々� （順不同・敬称略）
宮城県商工会連合会長表彰
1．会員事業所優良従業員1５名（勤続20年以上）
氏　　　名 事業所名 勤続年数 支部名
1 石川　和枝 ㈱泉緑化 44年  0月 西部
2 佐々木和夫 ㈱熊谷木工所 34年  3月 中央西
3 阿部　昭弘 モリタ管楽器サービス 32年  0月 南光台
4 金森　幸男 ㈱泉緑化 29年  2月 西部
5 大宮　富夫 ㈱泉緑化 28年  9月 西部
6 藤川　常子 ㈱泉緑化 28年  6月 西部
7 小川　　輝 ジャル仙台㈲ 24年  0月 泉パークタウン
8 赤間　健児 ジャル仙台㈲ 23年  0月 泉パークタウン
9 佐藤　信義 中田建設工業㈱ 22年  3月 西部
10 田中　進悟 ㈱ガーデン二賀地 22年  0月 愛子ひろせ西
11 遠藤　晋次 光進電気工業㈱ 21年11月 秋保
12 山中　利明 三豊工業㈱ 21年  0月 西部
13 澤口　明文 ㈱富樫工業 21年  0月 愛子ひろせ西
14 文屋　　健 ㈱泉工務店 20年  8月 八乙女
15 高井　真樹 光進電気工業㈱ 20年  3月 秋保
2 ．役員 1名（継続 ９年以上または通算14年以上在任）
氏　　　名 事業所名 在任年数 支部名
1 石川　欽一 仙台北自動車学校 14年  0月 東部
3 ．職員 2名（勤続20年以上）
氏　　　名 役職名 在任年数 採用年月日
1 今野　健一 主　幹 22年  0月 平成10年 4 月 1 日
2 菅原　史彦 副参事 20年  0月 平成12年 4 月 1 日
みやぎ仙台商工会長表彰
1．会員事業所優良従業員 ６名（勤続10年以上）
氏　　　名 事業所名 勤続年数 支部名
1 吉田　洋史 ㈱シンテック 18年  0月 大沢・泉ヶ丘
2 相澤　圭介 三豊工業㈱ 12年  8月 西部
3 大西　良和 ㈱富樫工業 11年  5月 愛子ひろせ西
4 西舘　　悟 ㈱シンテック 10年11月 大沢・泉ヶ丘
5 鈴木　　佳 ㈱富樫工業 10年  9月 愛子ひろせ西
6 大沼　典子 ㈱富樫工業 10年  5月 愛子ひろせ西

新型コロナウイルス感染症の影響被害を受ける事業者への重点
的支援等 ５項目が令和２年度重点事業として承認されました

令和 ２年度重点事業 ５項目
1�．新型コロナウイルス感染症の影響被害を受ける事業者への重点
的支援
　新型コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けている事
業者に対して、特別貸付の活用による資金繰り支援、国等の緊急経
済対策による新たな給付金や休業協力金等の申請支援を最優先と
し、経済活動の制限により打撃を受けた地域中小・小規模事業者の
経営の持続を重点的に支援してまいります。更に、職員による巡回
支援を強化し、緊急経済対策実施後の経営状況を把握するとともに、
影響が長引く場合は経済対策の継続や新たな経済対策の必要性を
「地域事業者の生の声」として集約し、政府や行政機関等に対して
商工会の総力を挙げて要望してまいります。
２ �．経営発達支援事業に基づいた中小・小規模事業者の経営力強化
及び持続的発展に向けた伴走型支援の推進
　中小・小規模事業者の持続的発展を支援するため、経営計画作成
セミナー及び個別相談会等の開催を通じて経営計画作成やフォロー
アップ支援、販路開拓支援を実施するとともに、巡回訪問を主軸と
し、宮城県よろず支援拠点やサポーティングリーダーをはじめとす
る各分野における専門家と連携を図りながら、トップライン向上を
主眼に置いた伴走型支援を積極的に展開してまいります。
3．中小・小規模事業者の経営環境整備の推進
　後継者不足が深刻化する中、事業承継を計画または予定している
中小・小規模事業者に対し、支援ニーズを踏まえたうえで、具体的
な進め方や支援施策について宮城県事業引継支援センター等と連携
し、計画的な事業承継への取り組みを支援します。また、昨年10月
の消費増税及び軽減税率制度への継続的支援、キャッシュレス決済
への対応支援をはじめとし、働き方改革への対応の支援強化や外国
人人材活用等を含めた支援施策の普及・啓蒙、更には、頻発する大
規模災害等に対応するため、事業継続のためのリスクマネジメント

の重要性の普及啓発及び中小企業強靭化法に基づく事業継続力強化
計画認定支援など、経営環境の変化に伴い中小・小規模事業者が直
面する喫緊の課題に対し専門家と連携し、きめ細やかな支援を行い
ます。
4 ．会員の加入推進による組織強化の推進
　本会の重要課題である組織率50％の達成に向けて、ホームページ
や広報紙等を通じて会員メリットを積極的に情報発信し、市民及び
地域商工業者に対して商工会のイメージアップを図る取り組みを行
うとともに、県下商工会全体で実施する「会員増強運動新 3ヶ年推
進計画」に基づき、役職員、支部役員が一体となり会員増強に努め
組織強化を図ります。
５ ．自主財源の確保による財政基盤の強化
　安定的な組織運営を図るためには自主財源の確保は必要不可欠で
あることから、会員増強に加えて会員企業の福利厚生の充実を図る
共済制度の普及に努めるとともに、会員のライフスタイルにマッチし
た提案を行うことで、会員サービスの充実と会員満足度の向上を図
り、併せて財政基盤の強化を図ります。
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㈱メック（電気工事業）�
� 泉区住吉台西 3－ 1－ 3
高橋　勝（建設業）�
� 泉区住吉台西 3－15－10
ホビーベース（スポーツクラブ）�
� 泉区将監 9－ 1
tiinei（作業家（アクセサリー製造販売））�
� 泉区天神沢 1－ 7－ 7
INITY�SENDAI（ダンスインストラクター）�
� 泉区南光台 7－30－15
エスパー電機㈱（家電販売）�
� 泉区南光台 7－ 2－25
高橋経営士事務所（経営コンサルタント、フードコーディネーター）�
� 泉区虹の丘 1－ 3－21
（同）Parfaite（美容業）�
� 泉区泉中央 2－20－ 8 －407
㈱登建サービス（建設業）�
� 泉区泉中央 1－16－ 6 － 9 階
ネイルサロン＆スクール　Flora（ネイルサービス業）�
� 泉区北中山 4－42－11－201
木もれび食堂（イベント、飲食業）�
� 青葉区高野原 3－ 3－15
ワンアンドオンリイ（カルチャースクール）�
� 青葉区中山台 1－ 7－ 3
ホルモン・焼肉ガっ!! ちゃん（飲食業）�
� 青葉区落合 1－18－10－ 1 階
槻田サービス（金属製建具工事業）�
� 青葉区上愛子字雷神 3－ 5
㈱エナブリング（販売業（食品））�
� 太白区秋保町馬場新田町93－ 2

会員の紹介新
　� （令和 2年 5月�理事会承認）

会員事業所紹介vol.36
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

バランス整体院 CURE PORT
（旧ナチュラルウェーブ泉ヶ丘店）

5自店のPR：地域の方々の健康増進のお役に立てるよう、
ヤマザワ泉ヶ丘店にて開業し16年目になります。残念な
がら6月14日でヤマザワ泉ヶ丘店は閉店しますが、上記住
所に移転し今後も変わらず営業を続けてまいります。
当店は首痛からくる肩こり頭痛、股関節の硬さからくる
骨盤の歪み、腰痛への施術を得意としています。
これらの症状でお悩みの方は是非一度ご相談ください。
皆様のご予約・ご来店お待ちしております。
【定休日】
毎週火曜日、その他
【営業時間】10時～20時

1代表者名：千葉　英基
2所 在 地：泉区泉ヶ丘 5丁目21－ 4
3電話番号：022-371-5355
4業　　種：整体業

4
泉ヶ丘
小学校

中央公園

富ケ丘
小学校

富谷署

イオン
モール
富谷

㈱アキウツーリズムファクトリー（飲食業、小売業、ツアー販売）�
� 太白区秋保町湯元字除 9－ 4
いまの荘（旅館）�
� 太白区秋保町湯元字枇杷原11－ 1
タイオーキックレストラン（飲食業）�
� 泉区天神沢 1－40－ 2
ABE経営コンサルティングオフィス（中小企業診断士）�
� 泉区南光台南 3－ 8－10－505
中川組（建設業）�
� 青葉区下愛子字横町前30－ 2
クラフト三笑（和菓子及び工芸品販売）�
� 太白区秋保町馬場字町北13－ 4
リラクゼーション&エステBACE72（リラクゼーション）�
� 太白区秋保町湯向 3－14

働く妊婦・事業主の皆様へ
　新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦
の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機
会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナ
ウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。
　これにより、働く妊婦が新型コロナウイルス感染症への感
染のおそれに関する心理的ストレスが母体又は胎児の健康保
持に影響があるとして主治医等から指導を受け、それを事業
主に申し出た場合、事業主は指導に基づき在宅勤務や休業等
の必要な措置を講じなければなりません。（令和２年５月７
日から令和３年１月末まで）。

問い合わせ先：宮城労働局雇用環境・均等室
　　　　　　　（TEL022-299-8844）

宮城労働局からのお知らせ


