
 

 この

古川地区の

り組む物品等の購入経費の一部を補助するものです。
   

（裏面をご覧下さい）

この補助金

古川地区の中小企業・小規模企業者等が行う新型コ

り組む物品等の購入経費の一部を補助するものです。
    

対象事業者

補助金額

対象費用

申請期間

申請方法

●申込先・問合せ

（裏面をご覧下さい）

補助金は、大崎市中小企業・小規模企業者等感染防止対策支援事業

中小企業・小規模企業者等が行う新型コ

り組む物品等の購入経費の一部を補助するものです。

対象事業者 

大崎市古川地区

申請日時点で

る中小企業及び小規模企業者。

※大崎商工会、玉造商工会地区の事業者はそれぞれの地区の商工会にお申し込み下

さい。

（１）

※裏面参照

（２）

   
   

（３）

 

※当所が

対象になりません。

金額 一事業所

対象費用 

店舗内

に支出した、以下の例に

（例）

型自動水栓，空気清浄機，トイレ内の人感センサー付き照明器具，店内の換気に必

要な網戸又は換気扇，自動消毒液噴霧器，非接触体温計，オゾン発生器，消毒液，

ハンドソープ，マスク，使い捨て手袋

申請期間 令和３

申請方法 

①～⑤

【様式

①様式第１号

②領収書

③実施状況を確認できる

きるもの

④振込先通帳の写し（表紙と開いた

※当所会員でない事業所

⑤非会員で、宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の発行対象業種でない

事業者は「感染症対策に関する誓約書」

申込先・問合せ 

          

（裏面をご覧下さい） 

大崎市中小企業・小規模企業者等感染防止対策支援事業

中小企業・小規模企業者等が行う新型コ

り組む物品等の購入経費の一部を補助するものです。

大崎市古川地区に

申請日時点で営業の実態がある事業者で

る中小企業及び小規模企業者。

※大崎商工会、玉造商工会地区の事業者はそれぞれの地区の商工会にお申し込み下

さい。 

（１） 古川商工会議所

のセミナー

※裏面参照 

（２）宮城県の「

業・サービス業・宿泊業・イベントの主催者とその請負業者

 ※【ポスター発行ページ
 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku

（３）上記（１）と（２）に該当しない事業者は別途「感染症

が必要。 

当所が昨年秋に募集

対象になりません。

事業所当たり上限３万円

店舗内等で事業用として

に支出した、以下の例に

（例）パーテーション，飛沫感染防止アクリル板，透明ビニールカーテン，非接触

型自動水栓，空気清浄機，トイレ内の人感センサー付き照明器具，店内の換気に必

要な網戸又は換気扇，自動消毒液噴霧器，非接触体温計，オゾン発生器，消毒液，

ハンドソープ，マスク，使い捨て手袋

令和３年２月２６

①～⑤の書類等を

様式第１号は当所ホームページよりダウンロード出来ます。

①様式第１号（－①、－②）

②領収書写し（品代の場合は、品目が分かる納品書又は請求書も併せて添付）

③実施状況を確認できる

きるもの） 

振込先通帳の写し（表紙と開いた

※当所会員でない事業所

⑤非会員で、宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の発行対象業種でない

事業者は「感染症対策に関する誓約書」

 古川商工会議所

          

 

大崎市中小企業・小規模企業者等感染防止対策支援事業

中小企業・小規模企業者等が行う新型コ

り組む物品等の購入経費の一部を補助するものです。

に於いて令和

営業の実態がある事業者で

る中小企業及び小規模企業者。

※大崎商工会、玉造商工会地区の事業者はそれぞれの地区の商工会にお申し込み下

古川商工会議所会員で、

のセミナー（※）のうち１種類以上

 当所 HP 

宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の発行を受けた

業・サービス業・宿泊業・イベントの主催者とその請負業者

【ポスター発行ページ
ttp://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku

上記（１）と（２）に該当しない事業者は別途「感染症

 

年秋に募集した「感染対策備品購入補助金」

対象になりません。 

上限３万円 

事業用として感染防止対策を実施するために

に支出した、以下の例に該当する費用

パーテーション，飛沫感染防止アクリル板，透明ビニールカーテン，非接触

型自動水栓，空気清浄機，トイレ内の人感センサー付き照明器具，店内の換気に必

要な網戸又は換気扇，自動消毒液噴霧器，非接触体温計，オゾン発生器，消毒液，

ハンドソープ，マスク，使い捨て手袋

２６日（金）まで

の書類等を郵送又は古川商工会議所

は当所ホームページよりダウンロード出来ます。

（－①、－②）

（品代の場合は、品目が分かる納品書又は請求書も併せて添付）

③実施状況を確認できる写真

振込先通帳の写し（表紙と開いた

※当所会員でない事業所において

⑤非会員で、宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の発行対象業種でない

事業者は「感染症対策に関する誓約書」

古川商工会議所 〒

           ＴＥＬ：

ＵＲＬ

 

 

 

 

 

大崎市中小企業・小規模企業者等感染防止対策支援事業

中小企業・小規模企業者等が行う新型コ

り組む物品等の購入経費の一部を補助するものです。

令和２年１２月３１日までに

営業の実態がある事業者で

る中小企業及び小規模企業者。 

※大崎商工会、玉造商工会地区の事業者はそれぞれの地区の商工会にお申し込み下

会員で、当所ＨＰの

（※）のうち１種類以上

 http://www.furukawa

新型コロナ対策実施中ポスター」の発行を受けた

業・サービス業・宿泊業・イベントの主催者とその請負業者

【ポスター発行ページ…宮城県
ttp://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku

上記（１）と（２）に該当しない事業者は別途「感染症

した「感染対策備品購入補助金」

 補助率１０分の１０

感染防止対策を実施するために

該当する費用（税抜き）

パーテーション，飛沫感染防止アクリル板，透明ビニールカーテン，非接触

型自動水栓，空気清浄機，トイレ内の人感センサー付き照明器具，店内の換気に必

要な網戸又は換気扇，自動消毒液噴霧器，非接触体温計，オゾン発生器，消毒液，

ハンドソープ，マスク，使い捨て手袋 

まで（※但し

古川商工会議所

は当所ホームページよりダウンロード出来ます。

（－①、－②）（交付申請書等）

（品代の場合は、品目が分かる納品書又は請求書も併せて添付）

写真等（購入した備品、

振込先通帳の写し（表紙と開いた 1・

においては、営業

⑤非会員で、宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の発行対象業種でない

事業者は「感染症対策に関する誓約書」

〒989-6166

ＴＥＬ：㈹

ＵＲＬ：http://www.furukawa

大崎市中小企業・小規模企業者等感染防止対策支援事業

中小企業・小規模企業者等が行う新型コロナウイルスの感染防止対策

り組む物品等の購入経費の一部を補助するものです。 

１２月３１日までに

営業の実態がある事業者で、下記（１）～（３）

※大崎商工会、玉造商工会地区の事業者はそれぞれの地区の商工会にお申し込み下

ＨＰのオンラインセミナー

（※）のうち１種類以上受講が必要）

http://www.furukawa-

新型コロナ対策実施中ポスター」の発行を受けた

業・サービス業・宿泊業・イベントの主催者とその請負業者

宮城県 HP】 

ttp://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/kansenboushiposter.html

上記（１）と（２）に該当しない事業者は別途「感染症

した「感染対策備品購入補助金」

補助率１０分の１０（税抜き）

感染防止対策を実施するために

（税抜き）が対象です。

パーテーション，飛沫感染防止アクリル板，透明ビニールカーテン，非接触

型自動水栓，空気清浄機，トイレ内の人感センサー付き照明器具，店内の換気に必

要な網戸又は換気扇，自動消毒液噴霧器，非接触体温計，オゾン発生器，消毒液，

 等（掲載が無い費用はご相談下さい。）

但し予算に達し

古川商工会議所窓口にご

は当所ホームページよりダウンロード出来ます。

（交付申請書等） 

（品代の場合は、品目が分かる納品書又は請求書も併せて添付）

（購入した備品、

・2 ページ目）

は、営業実態のわかる資料（決算書・申告書等）

⑤非会員で、宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の発行対象業種でない

事業者は「感染症対策に関する誓約書」 

6166 大崎市古川東

㈹２４－００５５

http://www.furukawa

大崎市中小企業・小規模企業者等感染防止対策支援事業

ロナウイルスの感染防止対策

１２月３１日までに事業を開始し

（１）～（３）

※大崎商工会、玉造商工会地区の事業者はそれぞれの地区の商工会にお申し込み下

オンラインセミナー

受講が必要）を受講した事業者

-cci.or.jp/wp/

新型コロナ対策実施中ポスター」の発行を受けた

業・サービス業・宿泊業・イベントの主催者とその請負業者

k/kansenboushiposter.html

上記（１）と（２）に該当しない事業者は別途「感染症

した「感染対策備品購入補助金」を申請し、受給した場合

（税抜き） 

感染防止対策を実施するために令和２

が対象です。

パーテーション，飛沫感染防止アクリル板，透明ビニールカーテン，非接触

型自動水栓，空気清浄機，トイレ内の人感センサー付き照明器具，店内の換気に必

要な網戸又は換気扇，自動消毒液噴霧器，非接触体温計，オゾン発生器，消毒液，

（掲載が無い費用はご相談下さい。）

に達し次第、終了

ご提出下さい

は当所ホームページよりダウンロード出来ます。

（品代の場合は、品目が分かる納品書又は請求書も併せて添付）

ポスターを発行したことが確認で

ページ目） 

実態のわかる資料（決算書・申告書等）

⑤非会員で、宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の発行対象業種でない

古川東町５－４６

２４－００５５ 

http://www.furukawa

2021.1 

大崎市中小企業・小規模企業者等感染防止対策支援事業により

ロナウイルスの感染防止対策

事業を開始しており

（１）～（３）のいずれかに

※大崎商工会、玉造商工会地区の事業者はそれぞれの地区の商工会にお申し込み下

オンラインセミナー（対象となる

を受講した事業者

cci.or.jp/wp/（会員のみ閲覧可

新型コロナ対策実施中ポスター」の発行を受けた、飲食店・小売

業・サービス業・宿泊業・イベントの主催者とその請負業者 

k/kansenboushiposter.html

上記（１）と（２）に該当しない事業者は別途「感染症対策に関する誓約書」

申請し、受給した場合

（税抜き） 

令和２年１０

が対象です。 

パーテーション，飛沫感染防止アクリル板，透明ビニールカーテン，非接触

型自動水栓，空気清浄機，トイレ内の人感センサー付き照明器具，店内の換気に必

要な網戸又は換気扇，自動消毒液噴霧器，非接触体温計，オゾン発生器，消毒液，

（掲載が無い費用はご相談下さい。）

終了させていただきます

下さい。 

は当所ホームページよりダウンロード出来ます。】 

（品代の場合は、品目が分かる納品書又は請求書も併せて添付）

ポスターを発行したことが確認で

実態のわかる資料（決算書・申告書等）

⑤非会員で、宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の発行対象業種でない

町５－４６  

http://www.furukawa-cci.or.jp/wp/

 古川商工会議所

より、大崎市

ロナウイルスの感染防止対策として取

ており、かつ、

いずれかに該当す

※大崎商工会、玉造商工会地区の事業者はそれぞれの地区の商工会にお申し込み下

対象となる４種類

を受講した事業者 

会員のみ閲覧可） 

飲食店・小売

k/kansenboushiposter.html 

に関する誓約書」

申請し、受給した場合は

１０月１日以降

パーテーション，飛沫感染防止アクリル板，透明ビニールカーテン，非接触

型自動水栓，空気清浄機，トイレ内の人感センサー付き照明器具，店内の換気に必

要な網戸又は換気扇，自動消毒液噴霧器，非接触体温計，オゾン発生器，消毒液，

（掲載が無い費用はご相談下さい。） 

させていただきます。）

（品代の場合は、品目が分かる納品書又は請求書も併せて添付） 

ポスターを発行したことが確認で

実態のわかる資料（決算書・申告書等）

⑤非会員で、宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の発行対象業種でない 

 

cci.or.jp/wp/  

古川商工会議所 

大崎市

として取

かつ、

該当す

※大崎商工会、玉造商工会地区の事業者はそれぞれの地区の商工会にお申し込み下 

４種類

 

飲食店・小売

に関する誓約書」

は

月１日以降

パーテーション，飛沫感染防止アクリル板，透明ビニールカーテン，非接触

型自動水栓，空気清浄機，トイレ内の人感センサー付き照明器具，店内の換気に必

要な網戸又は換気扇，自動消毒液噴霧器，非接触体温計，オゾン発生器，消毒液，

） 

ポスターを発行したことが確認で

実態のわかる資料（決算書・申告書等） 



2021.1 古川商工会議所 

古川商工会議所オンラインセミナーの受講方法 
下記①または②のいずれかの方法で受講できます。 

 

①古川商工会議所ホームぺージ（http://www.furukawa-cci.or.jp/wp/） 

の右記バナーより「経営に役立つＷｅｂセミナー」をアクセスし、進ん 

だページの先でログイン後、該当のセミナーを受講してください。 

 【古川商工会議所会員のみ受講可能】 

 
 

画面右上「ログインボタン」より ID、パスワードを 

入力してください。 

 

 

 

 

 

 

②下記ＱＲコードよりアクセスしてログイン後、該当のセミナーを受講してください。 

 

 

 

 

 

 

  

①、②とも ID：ｆｕｒｕｋａｗａ  パスワード：００５５ 

 
〇対象セミナー（順不同。いずれか１種類の視聴で結構です。） 

① 「2021 年コロナ危機を乗り越え日本経済は必ず復活する！」 

② 「マスク接客 わかりやすく事例を紹介」～ウィズコロナ時代 リアル店舗のマスク接客～ 

③ 「コロナ時代のコミュニケーションの在り方とは」～With コロナ時代の現場本質型思考伝達コミュニケ

ーション 

④ 「簡単な運動を動画で紹介」～コロナ共存での健康経営と介護予防～ 

  

①～④のうち、いずれかのセミナーを一つ受講してください。各セミナーについては「キーワー

ド検索」より検索してください。 

  

  

 

 

 

 

 

 

〇その他 
オンラインセミナーの受講、「新型コロナ対策実施中ポスター」の発行についてはインターネッ

ト環境が必要となります。インターネット環境の準備が難しい方は当所までご相談ください。 

 

以上 

ログインボタン 

キーワード検索ボタン 


