
1

2021年8月1日発行／毎月1回1日発行

天童商工会議所にて創業に携わった事業所をシリーズで特集します。
新たな発見と連携を期待してください。

コロナ対策
相談実施中！

山形市のネイルサロンに勤務し、2019年から地元天童市で開業しました。ハンド、フットのジェルネイルを主に、ハンドケアからフットケ
ア、角質ケアまでネイルができない職業の方にもご利用いただいております。お洒落から二枚爪や折れやすい爪の補強としてもおすす
めです。また、歯のホワイトニングも導入しておりますので、みなさまの美容のお手伝いをさせていただければ嬉しいです。

新たな補助金・助成金のご案内

新型コロナワクチン職域接種を承認
青年部交流例会

通行量・空き店舗調査

Webセミナー
一般健康診断ご案内
会員親睦ゴルフコンペチラシ
労務管理セミナー
働き方改革推進チラシ
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代表者名／鈴木沙織
電話番号／023-609-9587
住所／天童市糠塚1-2-4
定休日／不定休
取扱品／�ハンドネイル、フットネイル、ネイル用

品、美容品、ホワイトニング、ホワイトニ
ング用品

●HP／https://olino-nail.com
●Instagram�ID／olino_nail
●公式LINE�ID／@638eppzp

8
Vol.344

2021

100えんハウス
レモン天童店BOOK OFF

天童店

天童郵便局

★
〒

LINEInstagram

創業の想い



2

■対象事業者／県内の法人及び個人事業主
※�大企業、政治団体、性風俗産業、系統出荷による収入を主
とする個人農林水産業者を除く

■給付額／①法人…20 万円
　　　　　②個人事業主…10 万円　※１事業所あたり

■対象要件／
①県内に本社又は本店を置く法人又は個人事業主
②�令和３年４月・５月・６月のいずれかの売上が前年同月比
又は前々年同月比で 50%以上減少していること
③新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施していること
④給付金の受給後も事業を継続する意思があること
※�令和 2 年 6 月 2 日～令和 3 年 5 月 1 日に創業した事業所
は売上比較方法や必要書類が異なるためホームページや
コールセンターにてご確認ください

■受付期間／令和３年７月30日（金）～
　　　　　　令和３年９月30日（木）（消印有効）

■必要書類
①給付申請書兼実績報告書
②�売上を比較する月（令和元年または令和 2年の４月・５月・
６月のいずれかの一月）の期間を含む確定申告書の写し（収
受日付印またはメール詳細があるもの）
③�売上が前年同月比または前々年同月比で 50％以上減少した
月（令和３年の４月・5月・６月のいずれかの一月）の売
上がわかる書類
④振込口座が分かる通帳の写し（申請事業者名義のものに限る）

■申請方法／必要書類を下記発送先へ郵送
※封筒に「給付金申請書在中」と朱書きしてください
【発送先】〒 990-0023　山形市松波 4-5-12
「山形県事業継続応援給付金」事務局宛て

■問合せ先／【事業継続応援給付金コールセンター】
電話番号：0570-056-223
受付時間：８時 30 分～ 17 時 30 分（土日祝日を除く）
開設期間：７月 26 日（月）～９月 30 日（木）
その他、申請書のダウンロードや詳細な内容
は県のホームページにてご確認ください。

　山形県　応援給付金

▪補助対象者
　山形県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者
　
▪補助対象事業の類型
【デジタル化推進型】
　テレワークやウェブ会議等による働き方改革や新
しい生活様式を徹底した経済活動支援の観点から、
中小企業・小規模事業者が実施するデジタル化の推
進に資する事業
【ポストコロナ対応（環境負荷低減）型】
　企業が生産する製品の省エネ化や生産活動に直結
する原材料のエコ素材への早急な転換等を促進する
観点から、中小企業・小規模事業者が実施するＳＤ
Ｇｓの推進（環境負荷低減）に資する事業
※�いずれの事業類型についても、小規模事業者の取
組みを優先採択します。
　
▪補助率・補助金額・補助対象経費・採択予定件数
(1)�補助率：
　�【通常枠】　　��　��１／２以内�　　
　【コロナ克服枠】　２／３以内
　※�新型コロナの影響で売上が�10％以上減少した
事業者が対象

(2)�補助金額：
　�【中小企業】　　20�万円�～�200�万円以内��　　　
【小規模事業者】10�万円�～�100�万円以内
(3)��補助対象経費：機械装置・システム構築費、委託・
外注費、借料、使用料

(4)�採択予定件数：100�件程度
　�
▪スケジュール
申請書提出締切：8月 13 日（金）まで
採択・交付決定：9月下旬
※�このスケジュールは予定であり、前後する場合が
あります。当所での事前計画確認書の受付・発行
は８月12日（木）までとなります。
　
▪問合せ先
山形県中小企業パワーアップ補助金（経営強靭化支
援事業）事務局　☎︎ 023-647-0360

　山形県　パワーアップ補助金

山形県事業継続応援給付金令和3年度山形県中小企業
パワーアップ補助金
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　青年部は、７月10日（土）公益社団法人天童
青年会議所が主催する「てんどう�まんぷく！フェ
スタ」で鍋のフルーツポンチを販売しました。
　緑の迎賓館アンジェリーナ駐車場南側で開催
され、当日は雨に見舞われる時間帯もありました
が、楽しむ家族連れで賑わい盛り上がりました。

　青年部は、山形 YEGメンバーを天童に招き、「山
形・天童 YEG交流例会」と題した７月例会を開
催しました。
　例会では、第一部でお互いの事業PRを行い、
第二部では㈱滝の湯ホテルの山口敦史代表取締
役社長の講演を聞きました。講演では、「コロナ
体験のその後」をテーマに実体験や会社の対応
等の貴重な話をいただき、両 YEGメンバーは真剣な表情で聞いておりました。講演
終了後には、両メンバーが名刺を交換し、有意義な例会となりました。

　７月 12 日 ( 月 ) 東北六県商工会議所連
合会定期総会が福島市で開催され、東北
45 商工会議所から各会議所の会頭ら約
100 名が出席し、2021 年度の事業計画が
決定しました。
　総会の後、リモートで日本商工会議所�
三村会頭との意見交換会が開催され、「震
災後の現状と街づくり」「コロナ禍におけ
る商工会議所活動」などをテーマに意見
交換がなされました。

　7月６日 ( 火 )、令和３年度第２回臨時常議員会を開催しました。
　天童商工会議所新型コロナウイルスワクチン職域接種事業並びにワクチン接種事業に係る令和３年度予算の補正案が承認さ
れました。
　野川会頭は、「会員にワクチン接種希望のアンケートを実施したところ、400 社約 6,000 人の会員企業から接種希望が寄せら
れ大きな期待をいただいた。実施に向けて関係機関と協議を行ったが、6,000 人の職域接種は規模が大きすぎて実施困難である
ことが分かった。それでも、天童市の一刻も早い経済の回復のため、職域接種の実施に向けて関係機関と協議を継続した結果、
天童市在住の役員・社員約 1,000 人で若年層から接種を進める案で実施の目途がたった。是非、協力をお願いしたい」とあい
さつされました。
　厚生労働省に職域接種を申請して承認待ちの状況であり、ワクチンの供給状況による変動要因も予測されますが、８月 16 日
の週に接種を開始して 10 月上旬に接種を終える日程案が承認されました。

山形・天童YEG交流例会開催

7/10

7/15 東北六県商工会議所
連合会定期総会
福島市で開催

令和3年度　第２回臨時常議員会

新型コロナウイルスワクチン
職域接種事業を承認

あいさつする野川会頭

～青年部鍋のフルーツポンチ販売！～
てんどうまんぷく！フェスタ
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〇各部門の優勝者は次のとおりです。
小学校１年生以下の部
　長瀬　陽愛（山形九小）
小学校２年生の部
　髙橋　秀太（村山戸沢小）　
小学校３年生の部
　髙橋　郁　（山形九小）
小学校４年生の部
　奥山　雄貴（天童蔵増小）
小学校５年生の部
　西田　芽依（山形南沼原小）
小学校６年生の部
　遠藤　詩歩（天童南部小）

中学校１年生の部
　齋藤　奨　（山大附属中）
中学校２年生の部
　小山田　一美（天童三中）
中学校３年生の部
　鈴木　瑞希（山形金井中）
高校生の部
　村山　紗弥（山形東高）
一般 I の部
　鈴木　知美
　　　　　　　　　（敬称略）

天童
珠算連盟

2021年 全国あんざん
コンクール天童大会開催雇用研修会を開催

　７月４日（日）、市立天童中部公民館において「2021 年
全国あんざんコンクール天童大会」を開催しました。11
部門に 81 名が参加し、日々の練習の成果を競いました。
　優勝者は７月 10 日（土）開催の決勝大会に進み、全国
各地の参加者とタイムや点数を競いました。

　７月 21 日（水）天童ホ
テルにて、村山地域高等
学校進路指導主事との雇
用研修会を開催しました。
　最初に、山形大学小白
川キャンパスキャリアサ
ポートセンター副セン

ター長の松坂准教授より、「学生が求める企業情報とその
発信ポイント」についてご講演をいただきました。学生が
就職先を決める際の『決め手』やコロナ禍で採用がうまく
いっている企業の事例など分かりやすい説明でした。その
後、参加企業より事業内容や来春の採用予定等について説
明があり、引き続き企業の採用担当者と学校の進路指導担
当者が名刺交換しながら情報交換を行いました。
　この研修会は、就職を希望する生徒の進路と企業の採用
が円滑に進むように、毎年高校の夏休みが入った時期に開
催しています。

天童市
雇用対策協議会
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　ホームタウン TENDO
推進協議会では、7 月
11 日（日）松本山雅
FC とのホームゲームを
「天童市民応援デー」と
して応援事業を実施し
ました。
　来場者プレゼントと

して天童市×モンテディオ山形のコラボグッズ「ディーオボブ
ルヘッド人形」の配布や、将棋×サッカーのコラボイベントな
どが実施されました。
　試合は、0対 0の引き分けのまま進んでいきましたが、後半
5分にモンテディオ山形の山田康太選手がカウンターからゴー
ルを決めました。このゴールが決勝点となり、試合は 1対 0
でモンテディオ山形の勝利となりました。モンテディオ山形は
この勝利で今季最長の 5連勝となりました。
　来場者数は 5,383 人となり、クラブ新レコードである 7連勝
に向けて大いに盛り上がりました。

モンテディオ山形天童市民応援デー
～ 今季最長の5連勝！～

　てんてんカード会は７
月 11 日（日）のモンテ
ディオ山形天童市民応援
デーにて、加盟店から
募った募金を贈呈しまし
た。同会では、全加盟店
でモンテディオ山形への
募金活動を実施してお
り、来店者に対して応援募金を呼び掛けています。
　当日はてんてんカード会会長の緑英樹氏および副会長の
遠藤哲也氏が出席しました。今年の募金額は 60,000 円と
なっており、緑会長から㈱モンテディオ山形代表取締役社
長の相田健太郎氏へ目録が手渡されました。
　緑会長からは、「心ばかりですが、チームのためにご活用
いただければ幸いです。今日勝てば５連勝、昇格目指して
頑張ってください。」と激励の言葉が送られました。
　てんてんカード会では引き続きモンテディオ山形を応援
します。

モンテディオ山形
応援募金贈呈

目録を手渡す緑会長（中央）

てんてん
カード会
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7 月

7⁄1 ~ 7⁄31

6日（火）
6日（火）
6日（火）
7日（水）
8日（木）
8日（木）
8日（木）
9日（金）
9日（金）
12日（月）
12日（月）
13日（火）
13日（火）
13日（火）
15日（木）
15日（木）
16日（金）
20日（火）

天童商工会議所　建設業部会第１回幹事会

天童商工会議所　商業部会第１回幹事会

天童商工会議所　第２回臨時常議員会

天童商工会議所　商業部会打合せ会

２０２１山形県広域商談会（９～１６日フリー商談）

天童商工会議所　サービス業部会　第１回幹事会

山形県商工会議所青年部連合会第２回役員会

王将通り商店街役員会（街路灯移管について）

北本町商店街役員会（街路灯移管について）

天童商工会議所　会員親睦ゴルフコンペ実行委員会

東北六県商工会議所連合会　定期総会

天童商工会議所　金融部会幹事会

山形県将棋駒協同組合　正副理事長会議

天童商工会議所　青年部第４回役員会

天童商工会議所　第５回正副会頭会議

山形YEG交流例会

天童商工会議所　交通運輸部会第１回幹事会

天童商工会議所　青年部鍋合戦第４回部隊長会議

東北ハウスオンライン書き駒体験

※掲載記事事業は割愛させていただいております
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   ■調査実施日：5 月 23 日（日）、5 月 24 日（月）　〔２年に１回の実施〕
   ■調 査 地 点：中心市街地 5 地点および大型商業施設周辺 2 地点 〔※空き店舗調査は中心市街地 5地点のみ〕

【調査結果】⃝通行量調査
自動車台数の前回調査との比較では、休日で増加した地点は①王将通り商店街のみで、その他の地点
すべてにおいて減少した。平日で増加した地点は①王将通り商店街及び②天童中央商店街のみで、そ
の他の地点すべてにおいて減少した。
歩行者数の前回調査との比較では、休日で増加した地点は①王将通り商店街及び③北本町商店街、
⑥ファミリーマート天童南小畑店で、特に①王将通り商店街と③北本町商店街については前回より
50％以上増加した。その他の地点すべてにおいて減少しており、特に②天童中央商店街と⑤グリーン
モール商店街、⑦ローソン天童南駅前店については前回より 50％以上減少した。平日で増加した地
点は①王将通り商店街及び②グリーンモール商店街、⑥ファミリーマート天童南小畑店となっており、
その他の地点すべてにおいて減少した。

⃝空き店舗調査
中心商店街の店舗数は空き店舗を含めて 279
店舗、そのうち空き店舗数は 46 店舗だった。
業種構成は多い順に①小売業101店舗②サー
ビス業 66 店舗③飲食業 23 店舗となってい
る。前回との比較では、商店数が 5店舗増、
空き店舗は 7店舗増となった。

自動車台数比較（休日・平日） 歩行者数比較（休日・平日）

中心市街地実態調査結果

R元年度 R３年度 前回比較
①王将通り商店街
バーバークニイ前

休日 4,885 5,021 2.8％
平日 5,584 5,587 0.1％

②天童中央商店街
㈱山本商会本店前

休日 6,706 6,229 -7.1％
平日 5,378 5,557 3.3％

③北本町商店街
川原子酒店前

休日 5,277 4,988 -5.5％
平日 4,749 4,680 -1.5％

④ニューてんどう商店街
㈱山形銀行天童支店前

休日 5,349 4,176 -21.9％
平日 5,720 4,957 -13.3％

⑤グリーンモール商店街
武内王将堂前

休日 8,469 7,419 -12.4％
平日 7,794 7,281 -6.6％

⑥ファミリーマート
天童南小畑店前

休日 12,388 11,877 -4.1％
平日 10,752 9,942 -7.5％

小　計
休日 43,074 39,710 -7.8％
平日 39,977 38,004 -4.9％

合　計 83,051 77,714 -6.4％

R元年度 R３年度 前回比較
①王将通り商店街
バーバークニイ前

休日 56 85 51.8％
平日 119 146 22.7％

②天童中央商店街
㈱山本商会本店前

休日 579 259 -55.3％
平日 389 242 -37.8％

③北本町商店街
川原子酒店前

休日 27 47 74.1％
平日 35 32 -8.6％

④ニューてんどう商店街
㈱山形銀行天童支店前

休日 406 207 -49.0％
平日 198 190 -4.0％

⑤グリーンモール商店街
武内王将堂前

休日 219 104 -52.5％
平日 85 86 1.2％

⑥ファミリーマート
天童南小畑店前

休日 61 78 27.9％
平日 49 61 24.5％

⑦ローソン
天童南駅店前

休日 1,590 613 -61.4％
平日

小　計 休日 2,938 1,393 -52.６％
平日 875 757 -13.5％

合　計 3,813 2,150 -43.6％

商店街名 R２年度 R３年度

①王将通り商店街

商店数 77 79

空き店舗 7 10

空き店舗率 9.1% 12.7%

②天童中央商店街

商店数 61 62

空き店舗 10 11

空き店舗率 16.4% 17.7%

③北本町商店街

商店数 37 38

空き店舗 5 5

空き店舗率 13.5% 13.2%

④ニューてんどう
商店街

商店数 49 49

空き店舗 7 10

空き店舗率 14.3% 20.4%

⑤グリーンモール
てんどう商店街

商店数 50 51

空き店舗 10 10

空き店舗率 20.0% 19.6%

合　計

商店数 274 279

空き店舗 39 46

空き店舗率 14.2% 16.5%

　市内にある事業所において専用窓口を開設しますので、ぜひ
申し込みください。
対　象：�天童市内に住所がある方１０人以上の申請をする市内の

事業所
日　時：毎週火曜日
　　　　①午前９：３０～１１：３０　②午後２：００～４：００
場　所：事業所内　＊開設日の３日前まで、お申込みください。
持ち物：運転免許証、通知カードなど
問合せ：天童市市民課（６５４－１１１１��内線７１６）

マイナンバーカード
市内の事業所に出張窓口開設のお知らせ
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※30分単位の予約制となりますので、
　相談希望の方は事前連絡をお願いします。

問合せ TEL654-3511
（中小企業相談所）

令和３年8月10日（火）
午後1時30分〜午後4時

天童商工会議所
2階相談室
吉 田 　 憲
　　　　社会保険労士　

令和３年8月19日（木） 　午後1時30分〜午後4時

天童商工会議所　2階相談室
日本政策金融公庫山形支店

※令和3年8月16日（月）→
　令和3年8月23日（月）へ変更となります

令和３年8月23日（月）
午後1時30分〜午後4時

天童商工会議所
2階相談室
堀 越 　 浩 税理士

　例年ご協力いただいております表題の事業につきまして、新型
コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑みて、関係者の健康・安全
面を第一に考慮した結果、誠に残念ではございますが、今年度の
開催を中止させていただく運びとなりました。
　ご参加をご検討いただいていた皆様には大変申し訳ございませ
んが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
　また、次年度以降開催の折にはよろしくお願い申し上げます。

　下記日程で、当事務所を閉所とさせていただきます。ご不便を
おかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいた
します。
閉所日：令和３年８月１３日（金）～１６日（月）

　プロの整備士による実技を交えた、車の日常点検の方
法を学ぶ「マイカー点検教室」を開催します。参加をご希
望される場合は、下記連絡先までお問合せください。
開催予定月：令和３年９月～１０月
開催場所：希望された事業所の駐車場など
開催内容：実車を使った実技点検指導など
講師：（一社）山形県自動車整備振興会　天童支部会員整備士
料金：無　料
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、開催
日程の変更または中止となる場合がございます。ご了承
くださいますようお願い申し上げます。
　お問合せ先：天童商工会議所�交通運輸部会�担当者
　　　　　　TEL　023-654-3511

　山形県では安心して飲食できる環境の整備と県内経済の再生
に向けて、飲食店等が取り組む新型コロナ感染防止対策を認証す
る制度を開始しています。対策の徹底はもちろんのこと、今後この
認証制度が補助金等の要件になる場合も想定されます。お早め
の申請をご検討ください。

税務相談

令和３年度職場対抗ソフトボール大会・
クアの道健康ウォーキング中止のお知らせ

山形県新型コロナ対策認証制度
申請はお済みですか？

事務所夏季閉所のお知らせ

マイカー点検教室開催のお知らせ

金融相談

労働、社会保険相談
労災・雇用保険・健康保険・

年金に関する相談

オンラインでの無料相談も受け付けております。
ご希望の方はご連絡ください。

運転資金・設備資金の
有志に関する相談

所得税・法人税
消費税等に関する相談

日　時

日　時

日　時

場　所

場　所

場　所

相談員

相談員

相談員
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日 曜日 内　　　　容
10 火 社会保険相談　担当：吉田憲　社会保険労務士�

19 木 金融相談�

19 木 山形県商工会議所連合会常任理事会

23 月 税務相談　担当：堀越浩　税理士�

26 木 天童商工会議所　第６回正副会頭会議

26 木 天童商工会議所　金融部会研修会

27 金 山形県知事との要望懇談会


