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  市長・議長に緊急要望を提出  
１．若者世代に対する医学的科学的知見に基づく積極的なワクチン接種の周知と、接種の更なる加速化
２．第５波到来により再び危機的状況に直面している飲食・宿泊・観光業に対して給付金・支援金の追加実施
３．「従来型（紙）プレミアム商品券」全世代対応型消費喚起対策の追加実施
４．アフターコロナを見据えた支援拡充創設、寒河江市中小企業販売促進事業費補助金の更なる拡充支援
５．寒河江市住宅建築推進事業補助金の切れ目ない追加実施　　
６．原油や原材料価格の大幅な上昇に対する工事請負契約等「スライド条項」の適用等、官公需における配慮

（詳細は２頁）
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　高橋武彦商工会長が８月１９日（木）、寒河江市長及び市議会議長に対して経済対策に関する緊急要望書を提出し、
市内経済の厳しい状況を訴えました。
　危機的な状況が続く飲食・宿泊・観光業をはじめとする小売業、サービス業に加え、製造・建設業等にもその影
響が及び、コロナ禍の長期化に加え、今般の感染爆発によって、今後更に経営環境の深刻な悪化が懸念される状況
を訴え、引き続き新型コロナウイルス感染症への対応にご尽力されるとともに、極めて厳しい経営環境にある事業
者の事業継続と雇用維持、さらには本市経済の回復に向けて、６項目を要望いたしました。
　市長からは、持続可能な商工業者のために要望内容を十分受け止めさせていただき、検討してまいりたいとの答
弁でした。議長・副議長にも同様に要望いたしました。

経済対策等に関する緊急要望

商工会報に広告掲載を希望される事業所様は事務局までご連絡下さい。

ＷＥＢを通した会員企業の営業機会を創出

寒河江市商工会企業 ポータルサイト
 ポストコロナ・アフターコロナの経営支援 

昨年より長期化している新型コロナウイルスにより
影響を受けている寒河江の経済に活力を！
　昨年度より、長期化している新型コロナウイルスの影響で、多くの企業・
飲食店等が経営機会を損失しており、経営が厳しい状況です。
　ワクチン接種は始まりましたが、今後もコロナウイルス感染拡大が懸念
され、しばらくの間厳しい状況が続くと考えられます。その状況を少しで
も改善するため、営業機会の創出を目的とした会員企業様を応援するポー
タルサイトを制作し、各種広告媒体を通してＰＲを実施します。

＜ ポ イ ン ト ＞
①企業名、カテゴリ、目的にあわせた検索が可能
②�カテゴリではおすすめ商品、企業検索では企業情報と目的にあわせ
た掲載情報をメインに表示
③掲載企業、商品情報の追加・変更を随時実施できる
④会員企業様の企業情報をＷＥＢサイトで管理できる
⑤多様な検索ワードで表示される可能性が高い
⑥告知が一元化でき、拡散しやすい

※イメージです令和４年１月開設予定（募集は後日ご案内いたします）
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商工会報に広告掲載を希望される事業所様は事務局までご連絡下さい。

地震による　　　　　　　　　　　　などにより損害が生じた
　　  場合に損害規模に応じて、地震共済金をお支払いします。

地震への備えは大丈夫ですか？
火災共済のご契約に
　地震危険補償特約をセットできます！

山形県火災共済協同組合
詳細につきましては、「重要事項説明書」「パンフレット」等でご確認ください。

〒990-8580
山形市城南一丁目１番１号霞城セントラル13階
TEL 023－647－2380　FAX 023－647－2382

倒壊 火災 津波 噴火

　市内の事業所において従業員が新型
コロナウイルスに感染した場合、事業
所等の消毒作業に要した経費について
下記のとおり助成を行います。
1.対象事業所
　　　市内に住所を有する事業所
2.対象経費
　　　施設等の消毒作業に要した経費
3.補助金の額
　　　1回の申請につき上限20万円
4.補助対象期間
　　　�令和3年4月1日から令和4年

3月3１日までに実施したもの
 申請窓口 
　　　健康福祉課市民健康係
　　　電話 0237-８5-0９73

　新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者を支援する
ため、国が特例措置として実施する雇用調整助成金及び緊急雇用安
定助成金を活用する市内の事業者に対し、その申請の手続に要した
費用について補助します。
　特例助成金の支給申請（当該申請の前に行う休業等実施計画届の
提出を含む）に係る事務の代行を社会保険労務士等に依頼した場合
に要する代行報酬等（消費税を除く）が対象となります。

補助金額
　1事業者あたり上限40万円（申請は1回限り）
　　注：�ただし、令和2年度寒河江市新型コロナウイルス感染症対

策雇用調整助成金申請支援事業費補助金の交付を受けた事
業者は、40万円から当該交付額を差し引いた額を補助の上
限とする。

申請期限
　令和3年１2月2８日（火曜日）まで（原則郵送）
　〒 ９９１-８６0１　寒河江市中央1－9－45　寒河江市商工推進課

寒河江市雇用調整助成金申請支援事業費補助金 寒河江市内事業所の
消毒作業等経費助成金

キャッシュレスさがえさくらんぼプレミアム商品券
プレミアム率３０％

寒河江市
イメージキャラクター
チェリン

２次販売開始・
２セット（トータル）まで購入可

使えるお店は現在２７０店以上、加盟店は随時募集中です
換金手数料・・・会員：無料　　非会員：3％　　非会員（大型店）：5％

◎申込・チャージ：令和３年 10月８日（金）～10月31日（日） 
　　　　　　先着順・予定セット数になり次第販売終了
                    フローラさがえ・市観光物産協会・慈恩寺テラス・寒河江市商工会でチャージできます

◎使用期間：チャージ後～11月30日（火）まで
◎サポート会場：令和３年 10月１日（金）～10月15日（金）フローラさがえ 2階特設会場

◆◇詳しくは二次販売チラシ又は寒河江市・商工会のHPをご覧ください◇◆

２次販売
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　経営計画等及び補助事業計画を作成し取組む、感染拡大防止と事業継続を両
立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業を支援
■対　象：小規模事業者
■補助上限額：100万円
■補助率：3/4以内
■申請方法：補助金申請システム（名称：Jグランツ）での
　　　　　　電子申請のみ受付
　　　　　　・「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要ですが、
　　　　　　　　3～4週間程度かかります。
■第4回受付締切：2021年11月10日（水）【電子申請のみ】
　第5回受付締切：2022年1月12日（水）【電子申請のみ】
■お問い合わせ先：低感染リスク型ビジネス枠コールセンター
　　　　　　　　　03-6731-9325

　経営計画等を作成し、実施する販路開拓等の取組
みに対する補助金

■対　象：小規模事業者
■補助上限額：50万円（一般型）
■補助率：2/3以内
■第7回受付締切：2022年2月4日（金）
　【郵送：当日消印有効】

※�補助金の申請につきましては、ホームページや公募要領を
　ご確認の上、締切日の２週間前までに商工会にご相談ください。

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
＜低感染リスク型ビジネス枠＞

新型コロナウイルス感染症対応施策特集

■補助額　
　通常枠　補助額100万円～6,000万円　補助率２/３

■申請方法：補助金申請システム（名称：Jグランツ）での
　電子申請のみ受付
　・�「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要ですが、
　　�3～4週間程度かかります。

■お問合せ先：事業再構築補助金事務局コールセンター
　　　　　　　�0570-012-088
　　　　　　　��※詳しくは、経済産業省のHPをご覧ください。

■補助対象経費例
　建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費（加
工、設計等）、研修費（教育訓練費等）、技術導入費（知的財
産権導入に係る経費）、広告宣伝費・販売促進費（広告作成、
媒体掲載、展示会出展等）等
【注】補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。

　ポストコロナ・ウイズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開や業態転換、事業再編又はこれらの取組みを通じ
た規模の拡大等を目指す事業者の新たな挑戦を支援。

申請前の直近６か月間のうち、任意の３か月の合計売
上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較し
て10％以上減少している中小企業等。
事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定
し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均3.0%
(一部5.0％)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値
額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加の達成。

1．

2．

3．

■対象　中小企業

中小企業等事業再構築促進事業

◎申請要件：�2021年4月以降の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」
により直接・間接の影響を受け、2019又は2020年の同月比で売上が50％以上減少した事業者

　※対象者であるかは、『緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金』HPをご覧ください。
◎給付金額：月あたり個人事業10万円、法人20万円上限
◎申請方法：WEBによる申請または申請サポート会場（山形市・要予約）での申請
◎申請期限：８月分：10月31日(日)　9月分：11月30日(火)
　　　　　　※事前に仮登録・認定機関（商工会等）による事前確認（３日前まで）が必要です。

緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響緩和に係る 月次支援金

◎コールセンター：
　　TEL：0120-211-240�
　　IP電話等：03-6629-0479

※上記に加え、下記の要件を満たす方は実質無利子となります。
　①個人事業主（小規模事業者）：要件なし　②小規模事業者（法人事業者）：売上高▲15％減少
　③中小企業者（①と②を除く事業者）：売上高▲20％減少
　…小規模事業者の要件は、製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
　　　　　　　　　　　　　卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下　　　　　　　　その他詳細は商工会にお尋ねください。

　商工会の経営指導を受けている小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。

新型コロナウイルス対策マル経融資融資制度のご紹介

資金の使いみち 運転資金 設備資金

ご利用いただける方

・�最近1ヶ月の売上高又は過去6ヵ月（最近1ヶ月を含む）の
平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5％以
上減少している小規模事業者の方
・原則として、商工会の経営指導を6ヶ月以上受けている方
・従業員規模が、小売・卸売・サービス業の方は5人以下
　製造・その他の業種の方20人以下
・原則として、寒河江市内で1年以上事業を営んでいる方
・所得税（法人税）、事業税、市民税を完納している方
・融資決定の判断は、日本政策金融公庫の審査基準によります

返済期間
（うち据置期間）

7年
（3年以内）

10年
（4年以内）

融資限度額 別枠1,000万円

利率（年利％） 年利1.21％より当初3年間、
▲0.9％引下げ（R3.9.1現在）

保証人・担保
・保証人、担保は不要です。
・�ご利用にあたっては、商工会
の推薦が必要です。
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　これまでにない経営環境の変化
があり、今後は、コロナ後を見す
え様々な課題を解決し経営環境の
変化に対応していくことが求めら
れます。この機会に今後の事業計
画を整理してみましょう。
第１講　10月11日（月）、第２講　10月18日（月）
第３講　11月1日（月）

講　師　渡辺　進也　氏　有限会社まる進
時　間：いずれも13:30～17:30
会　場：ホテルサンチェリー
受講料：無　料
（希望者のみ個別相談会を開催します）
詳しい内容は、寒河江市商工会ホームページに掲載
しておりますのでご覧ください。

　去る9月30日（木）に
商業部会、観光サービ
ス部会の合同事業とし
て、新型コロナ感染拡
大防止のため当商工会
では初のオンライン形
式で開催。各事業所か
らと寒河江市技術交流
プラザで45名が受講されました。
　講師はイーンスパイア㈱代表取締役の横田秀珠氏。新潟
県からのオンラインで、各SNSの特徴を理解し集客や販売
促進に活用するための基本ポイントをお話いただきました。
初心者にもわかりやすい解説で、受講者からは「すぐに実
践し売上アップにつなげたい」などの声が聞かれました。

☆�「さがえ一店逸品会」ではLINE公式アカウント開設に向けて
只今準備中です!!（メンバー大募集中）

「スマホ＆SNS時代の集客・
販促セミナー」開催しました！

経営計画書の作り方
～新たな事業活動の展開～

　商工会が関係団体と連携し市当局へ要望し実現し
た事業です。
　8月18日に本年度予算額5,000万円に達し終了し
ましたが、商工会が経済対策に関する緊急要望書を
提出し、9月議会で補正予算1,000万円が追加され
ました。ぜひ営業にご活用ください！
※�予算に達した時点で終了。内容に一部改正があり
ますので詳細や予算残高は寒河江市のホームペー
ジをご覧下さい。

「寒河江市住宅建築
推進事業補助金」制度

建設部会
ご案内

〈お問合せ先〉寒河江市建設管理課　建築住宅係
　　　　　　　TEL85-1627（直通）

商業・観光
サービス部会

　青年部では、「子姫芋」を使用したご当地グ
ルメ考案による新商品開発事業を実施中です。
市担い手の会より畑をお借りし、６月に芋植を
行いました。10月に収穫を予定しています。
　地域学生とも連携しています。寒高生からは
プロモーションの考案・実施をして頂き、山辺
高生からは子姫芋を使用したスイーツの新レシ
ピ開発で協力を頂いています。開発品につきま
しては、今後実施される冬のイベントで披露し
ていく予定です。乞うご期待！

Tradition 
KOHIME Project」

青年部
ご案内

青年部員募集中 !!
一緒に勉強しながら地域を盛り上げてみませんか？商工会員の後継者等、40歳以下の方
でしたらどなたでも加入できます。お待ちしております！

女性部
報告

「寒河江みがき隊」活動

　女性部では、地域をみ
がき、自分をみがく活動
の一環として、寒河江市
内の清掃活動に取り組ん
でおります。新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止
のため、なかなか活動が
できない中、9月３日（金）
寒河江駅前広場の清掃活
動を行いました。10月15
日（金）には慈恩寺清掃を
実施する予定です。
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　経営計画等及び補助事業計画を作成し取組む、感染拡大防止と事業継続を両
立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業を支援
■対　象：小規模事業者
■補助上限額：100万円
■補助率：3/4以内
■申請方法：補助金申請システム（名称：Jグランツ）での
　　　　　　電子申請のみ受付
　　　　　　・「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要ですが、
　　　　　　　　3～4週間程度かかります。
■第4回受付締切：2021年11月10日（水）【電子申請のみ】
　第5回受付締切：2022年1月12日（水）【電子申請のみ】
■お問い合わせ先：低感染リスク型ビジネス枠コールセンター
　　　　　　　　　03-6731-9325

　経営計画等を作成し、実施する販路開拓等の取組
みに対する補助金

■対　象：小規模事業者
■補助上限額：50万円（一般型）
■補助率：2/3以内
■第7回受付締切：2022年2月4日（金）
　【郵送：当日消印有効】

※�補助金の申請につきましては、ホームページや公募要領を
　ご確認の上、締切日の２週間前までに商工会にご相談ください。

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
＜低感染リスク型ビジネス枠＞

新型コロナウイルス感染症対応施策特集

■補助額　
　通常枠　補助額100万円～6,000万円　補助率２/３

■申請方法：補助金申請システム（名称：Jグランツ）での
　電子申請のみ受付
　・�「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要ですが、
　　�3～4週間程度かかります。

■お問合せ先：事業再構築補助金事務局コールセンター
　　　　　　　�0570-012-088
　　　　　　　��※詳しくは、経済産業省のHPをご覧ください。

■補助対象経費例
　建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費（加
工、設計等）、研修費（教育訓練費等）、技術導入費（知的財
産権導入に係る経費）、広告宣伝費・販売促進費（広告作成、
媒体掲載、展示会出展等）等
【注】補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。

　ポストコロナ・ウイズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開や業態転換、事業再編又はこれらの取組みを通じ
た規模の拡大等を目指す事業者の新たな挑戦を支援。

申請前の直近６か月間のうち、任意の３か月の合計売
上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較し
て10％以上減少している中小企業等。
事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定
し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均3.0%
(一部5.0％)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値
額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加の達成。

1．

2．

3．

■対象　中小企業

中小企業等事業再構築促進事業

◎申請要件：�2021年4月以降の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」
により直接・間接の影響を受け、2019又は2020年の同月比で売上が50％以上減少した事業者

　※対象者であるかは、『緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金』HPをご覧ください。
◎給付金額：月あたり個人事業10万円、法人20万円上限
◎申請方法：WEBによる申請または申請サポート会場（山形市・要予約）での申請
◎申請期限：８月分：10月31日(日)　9月分：11月30日(火)
　　　　　　※事前に仮登録・認定機関（商工会等）による事前確認（３日前まで）が必要です。

緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響緩和に係る 月次支援金

◎コールセンター：
　　TEL：0120-211-240�
　　IP電話等：03-6629-0479

※上記に加え、下記の要件を満たす方は実質無利子となります。
　①個人事業主（小規模事業者）：要件なし　②小規模事業者（法人事業者）：売上高▲15％減少
　③中小企業者（①と②を除く事業者）：売上高▲20％減少
　…小規模事業者の要件は、製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
　　　　　　　　　　　　　卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下　　　　　　　　その他詳細は商工会にお尋ねください。

　商工会の経営指導を受けている小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。

新型コロナウイルス対策マル経融資融資制度のご紹介

資金の使いみち 運転資金 設備資金

ご利用いただける方

・�最近1ヶ月の売上高又は過去6ヵ月（最近1ヶ月を含む）の
平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5％以
上減少している小規模事業者の方
・原則として、商工会の経営指導を6ヶ月以上受けている方
・従業員規模が、小売・卸売・サービス業の方は5人以下
　製造・その他の業種の方20人以下
・原則として、寒河江市内で1年以上事業を営んでいる方
・所得税（法人税）、事業税、市民税を完納している方
・融資決定の判断は、日本政策金融公庫の審査基準によります

返済期間
（うち据置期間）

7年
（3年以内）

10年
（4年以内）

融資限度額 別枠1,000万円

利率（年利％） 年利1.21％より当初3年間、
▲0.9％引下げ（R3.9.1現在）

保証人・担保
・保証人、担保は不要です。
・�ご利用にあたっては、商工会
の推薦が必要です。
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　これまでにない経営環境の変化
があり、今後は、コロナ後を見す
え様々な課題を解決し経営環境の
変化に対応していくことが求めら
れます。この機会に今後の事業計
画を整理してみましょう。
第１講　10月11日（月）、第２講　10月18日（月）
第３講　11月1日（月）

講　師　渡辺　進也　氏　有限会社まる進
時　間：いずれも13:30～17:30
会　場：ホテルサンチェリー
受講料：無　料
（希望者のみ個別相談会を開催します）
詳しい内容は、寒河江市商工会ホームページに掲載
しておりますのでご覧ください。

　去る9月30日（木）に
商業部会、観光サービ
ス部会の合同事業とし
て、新型コロナ感染拡
大防止のため当商工会
では初のオンライン形
式で開催。各事業所か
らと寒河江市技術交流
プラザで45名が受講されました。
　講師はイーンスパイア㈱代表取締役の横田秀珠氏。新潟
県からのオンラインで、各SNSの特徴を理解し集客や販売
促進に活用するための基本ポイントをお話いただきました。
初心者にもわかりやすい解説で、受講者からは「すぐに実
践し売上アップにつなげたい」などの声が聞かれました。

☆�「さがえ一店逸品会」ではLINE公式アカウント開設に向けて
只今準備中です!!（メンバー大募集中）

「スマホ＆SNS時代の集客・
販促セミナー」開催しました！

経営計画書の作り方
～新たな事業活動の展開～

　商工会が関係団体と連携し市当局へ要望し実現し
た事業です。
　8月18日に本年度予算額5,000万円に達し終了し
ましたが、商工会が経済対策に関する緊急要望書を
提出し、9月議会で補正予算1,000万円が追加され
ました。ぜひ営業にご活用ください！
※�予算に達した時点で終了。内容に一部改正があり
ますので詳細や予算残高は寒河江市のホームペー
ジをご覧下さい。

「寒河江市住宅建築
推進事業補助金」制度

建設部会
ご案内

〈お問合せ先〉寒河江市建設管理課　建築住宅係
　　　　　　　TEL85-1627（直通）

商業・観光
サービス部会

　青年部では、「子姫芋」を使用したご当地グ
ルメ考案による新商品開発事業を実施中です。
市担い手の会より畑をお借りし、６月に芋植を
行いました。10月に収穫を予定しています。
　地域学生とも連携しています。寒高生からは
プロモーションの考案・実施をして頂き、山辺
高生からは子姫芋を使用したスイーツの新レシ
ピ開発で協力を頂いています。開発品につきま
しては、今後実施される冬のイベントで披露し
ていく予定です。乞うご期待！

Tradition 
KOHIME Project」

青年部
ご案内

青年部員募集中 !!
一緒に勉強しながら地域を盛り上げてみませんか？商工会員の後継者等、40歳以下の方
でしたらどなたでも加入できます。お待ちしております！

女性部
報告

「寒河江みがき隊」活動

　女性部では、地域をみ
がき、自分をみがく活動
の一環として、寒河江市
内の清掃活動に取り組ん
でおります。新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止
のため、なかなか活動が
できない中、9月３日（金）
寒河江駅前広場の清掃活
動を行いました。10月15
日（金）には慈恩寺清掃を
実施する予定です。

寒河江市商工会　SHOKOさがえ 2021.10.　Vol.35



ポイント① 割安な保険料…全国の商工会員組織力を活かした団体扱いで割安な保険料です
ポイント② 一部払出制度…解約せずに貯蓄積立金の一部を払出可能（加入1年経過後等条件あり）
ポイント③ 更新加入制度…更新時は健康状態に関係なく同額の保険金額まで更新可能
　　　　  （条件付き加入の場合を除く）
ポイント④ リビングニーズ特約…余命6ヶ月以内と判断されたときに保険金を請求できます
ポイント⑤ 保険金＋貯蓄積立金…保険金をお支払いする場合には貯蓄積立金もお支払いします
ポイント⑥ 満期配当金…満期時に保険料に係る配当金※をお支払いします
                            ※参考R3：18.10％（情勢により変動があり確約できるものではありません）

員員員員新新新新会会会会 でででですすすす

退 任

商工会員の従業員様もご加入できます。詳細は商工会までお気軽にどうぞ！

商工貯蓄共済は、貯蓄積立と死亡保障（高度障害給付）、融資斡旋が一体となった10年満期の共済です！

オススメです！入ってて良かった！

月掛2,500円で万が一のための
死亡保障と貯蓄で安心。商工会の『商工貯蓄共済』商工会の『商工貯蓄共済』

6

高校生のための就活準備セミナー

報告

新 規 就 職 者 研 修 会
　短期離職防止による就労の定着を図
ることを目的として、就労1～２年目
の方を対象に６月28日（月）に開催し、
50名が受講しました。
　高校英語教師を定年退職後、体操教
室を開いた経歴を持つ月山体操スクー
ル校長の田中英司氏が「Dreams�
come� true!～夢は叶う～」と題して
講演。「しなければならないことも、自分がやりたいことも
やろう」をモットーに、自分らしく生きるヒントをいただき
ました。
　講演は下記アドレス、QRコードからユーチューブ配信中
（限定公開）ですので、ぜひご覧下さい。

※録音・録画・撮影他二次
利用等は固くお断りいたし
ます。

　新型コロナの影響により中止となった
インターンシップの代替事業として、寒
河江・西村山管内高校及び寒河江市在住
の高校２年生を対象に就職のスキルアッ
プを目的として7月17日（土）に実施、
18名が受講しました。
　寒河江市内企業２社（製造業、サービ
ス業）の担当者から企業が求める人物像
や採用面接のポイント等について、また
キャリア・カウンセラーによるビジネス
マナー研修を行いました。「具体的でわ
かりやすかった」「今後の就活に活かし
たい」などの感想が寄せられました。

https://youtu.be/lbL5O8IE-tQ

№ 事　業　所　名 業　　種 地　区
1 ㈱ソーシャルトライ 社会福祉・介護事業 塩水
2 （一財）簡易保険加入者協会山形代理店 損害保険代理業 八鍬
3 セイスグループ とび工事業 赤田
4 ヤマサ精肉店 食肉卸小売業 栄町
5 スナックあかり 飲食店 本町
6 ダンススタジオ小林 教養・技能教授業 中央
7 愛遊くらぶ 飲食店 本町
8 hair and spa MERPO 美容業 元町
9 中央堂 時計・眼鏡小売業 中央

10 慈恩寺テラス　寺そば寺カフェ 飲食店 慈恩寺
11 Moon Hair 理容業 高田
12 京和堂　武田表具店 表具業 栄町
13 ヘアーサロン東光ビリーブ 理美容業 横道
14 オフィスコンノ 衣服卸小売業 元町
15 こり・ほぐし　グット・ラク リラクゼーション業 本町
16 ＮＳファクトリー 鋳型製造業 白岩

令和3年4月23日～令和3年8月6日入会分　現在会員数��1,080名（第3回理事会承認分）

会員募集
会員増強運動にご協力を
よろしくお願いいたします！

LINE アプリの「お友達追加」から
QRコードを読み取り

各種支援策等の最新情報を
LINE でお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、窓口でのご相談は、
電話等でのご予約と短時間での対応にご協力をお願いいたします。

雇用対策事業

プレゼントが
当たる ！！
キャンペーン中
12/20 〆切


