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発行日：令和2年4月10日

会員数：2,455名
　　　　（令和2年3月25日 現在）

QRコードがスマートフォンに
対応しました！

P 2 � 仙台市優良従業員等表彰、宮城地区新年祝賀会
� 情報化委員会『商工会ＨＰスマートフォン対応』
P 3 � 商業部会『マイナポイント』セミナー
� サービス・観光業部会視察研修会
� 青年部、女性部
P 4 � 宮城・秋保地区 4支部合同役員研修会・新年会
� 西部支部　新春講演会・交流会
� 新型コロナウイルスに係る中小企業者対策
P 5 � 小規模事業者持続化補助金、経営セーフティ共済
� 働き方改革　 4月以降中小企業施行分
� 秋保クラフトフェア手ん店開催
P 6 �新会員紹介、会員事業所紹介（ひろせ支部）
� 職員人事異動のお知らせ
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月　　日 事業内容等 場　所
4 月20日（月）～23日（木） 労働保険年度更新 みやぎ仙台商工会　各事務所
5 月11日（月）～15日（金） 経営計画作成個別相談会 みやぎ仙台商工会館

5 月22日（金） みやぎ仙台商工会通常総代会 みやぎ仙台商工会館
6 月16日（火） 第17回 宮城地区支部合同ゴルフ大会 グレート仙台カントリー倶楽部

第101号

冨樫利和 みやぎ仙台商工会副会長より記念の盾を受け取る
創業20周年を迎えた　㈱シンテック　細川 　円 氏

2019年度優良従業員
創業・創立記念会員事業所表彰式

令和2年2月4日（火）日立システムズホール仙台
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照明のことなら､おまかせください
省エネの相談・高所のランプ交換など

お問い合わせください。

LED 照明・各種ランプ販売及びメンテナンス

〒981-3111 
仙台市泉区松森字明神１－１

TEL 022－372－8559協工業 株式会社
かのお

受賞
おめでとう

ございます！

2019 年度「優良従業員」・
「創業・創立記念会員事業所」表彰式

　仙台市・仙台商工会議所・みやぎ仙台商工会共催の優良従業員、創業・創立記念会員事業所表彰式が令和２年２月４
日に挙行されました。本会より、令和元年度（平成31年度中）、同一事業所に20年以上勤務され功績のあった８名の
方々と、創立・創業記念を迎えた９事業所が仙台市長表彰を受賞されました。
　今後益々のご発展・ご活躍をご祈念申し上げます。

　尚、本年も９月発送の会報に表彰のご案内を同封いたします。
　本年度中に記念日を迎える事業所様、同一事業所に20年以上勤務し、成績優秀若しくは功績顕著な従業員の方が
おります事業主様は申請をお願いいたします。

○20年以上勤続優良従業員（順不同・敬称略）
　小川　　輝　　ジャル仙台㈲
　赤間　健児　　ジャル仙台㈲
　遠藤　晋次　　光進電気工業㈱
　山中　利明　　三豊工業㈱
　澤口　明文　　㈱富樫工業
　田中　進悟　　㈱ガーデン二賀地
　文屋　　健　　㈱泉工務店
　高井　真樹　　光進電気工業㈱

○創業・創立記念事業所（敬称略）
　創立 50年　　鈴木米穀㈱
　創業 40年　　熱海酒店
　創立 30年　　㈱ゆたか土木
　創立 30年　　㈲ミヤギ環境保全開発
　創立 30年　　㈲大友
　創業 20年　　㈱シンテック
　創立 20年　　㈱東北建築センター
　創立 20年　　㈲欅フローリスト
　創業 10年　　家庭的保育事業　多田直美

令和２年
宮城地区新年祝賀会

今年も盛大に開催
　１月11日、作並温泉 La楽
リゾートホテル グリーング
リーンにて、年号が令和に
なり初めての宮城地区新年
祝賀会が201名参加のもと
盛会裏に開催されました。
　国会議員・県議会議員・
市議会議員をはじめとする
来賓ほか、各団体・町内会・
会員企業等の宮城地区民
が一堂に会し、各々年頭の
挨拶を通して大いに親交を
深めました。

ホームページの
スマートフォン最適化による
情報発信事業

情報化委員会
　本会において情報発信の主な手段としてインター
ネットを重宝しており会員企業や地域社会とのつなが
りにおいても重要なツールとなっております。
　今回既存ホームページのスマートフォンへの最適化
を行うため、年に３回情報化委員会を開催し内容につ
いて協議を行いました。今後についても現代社会に対
応した身近な情報発信ツールとして
ホームページを活用し会員企業・地
域社会に有益な情報を発信していき
たいと思います。

スマートフォンでこちらのQRコードを読み取り頂くと
スマートフォン最適化のホームページをご覧頂けます。
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www.vegalta.co.jp

MYNAVI VEGALTA SENDAI LADIES

2020 SLOGAN
VEGALTA SENDAI

2020 SLOGAN

商業部会
『マイナポイント』セミナー開催

　２月６日、本会青年部研修室にて、内藤法律事務所の
弁護士 内藤喜仁氏を招いて、国発行・還元率25％の『マ
イナポイント』セミナーを開催しました。
　最初に関連する個人情報保護法の趣旨についての具
体的な事案の対処方法、マイナポイントには必須となる
マイナンバーカードの取得や利用の方法、今年夏から始
まる予定の『マイナポイント』の公表されている情報に
ついて、時にはクイズを織り交ぜていただくことで、参
加者は効率的に理解
を深めることができ
ました。講演終了後も
活発な質問があり、和
気あいあいとしなが
らも、大変有意義なセ
ミナーとなりました。 真剣に受講する参加者

　１月23日、戦災復興記念館を会場に、2,000種類以上の

助成金について精通する白石健吾氏を講師に迎え、「助

成金活用セミナー～必ず使える助成金を教えます～」と

題し、標記講習会を開催しました。

　助成金について理解を深め、助成金活用に向けた取り

組みを行うことにより企業価値の向上と経営者として

のモチベーションアッ

プが期待され、青年部

員の経営力向上に繋が

る実りある講習会とな

りました。

若手後継者等育成事業
講習会を開催

青年部

白石氏による講義の様子

サービス・観光業部会

「国際ホテル・レストラン・
ショーおよび厨房設備機器展」
等視察研修会

　２月20日～21日の日程で、部会員10名参加のもと、東
北電力㈱仙台北営業所のご協力による「国際ホテル・レス
トラン・ショー・および厨房設備機器展」の見学会及び国
内最大級の商業施設「イオンモール幕張新都心」の視察を
行いました。新型コロナウイルスの影響による政府のイ
ベント等自粛要請前の視察ではありましたがマスク装着
必須の厳戒態勢での展示会となりました。そのような中
でも最新の電化厨房設
備を体験でき、外食・ホ
テル産業等に携わる企
業の情報収集の機会と
なるとともに、部会員
同士の親睦も深められ
貴重な経験となる２日
間となりました。 出展者から機器の説明を受ける参加会員

　女性部では地域活性化活動事業の一環として、エコ

キャップ運動を推進しています。エコキャップ運動と

はペットボトルのキャップを集め、そのリサイクルで

発生した利益を、発展途上国の子ども向けワクチン代

として寄付することを掲げている運動です。

　今年度における２月までの実績は243.9Kgで約121

人分のポリオワクチンに相当する量を収集することが

できました。もしも事業所やご自宅でゴミとなってい

るキャップがございましたら、ぜひ商工会までお届け

ください。今後とも活動へのご理解とご協力の程、よろ

しくお願いいたします。

エコキャップ運動
女性部
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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

西部支部

新春講演会開催

　西部支部では２月14日、実沢コミュニティ・センター大広間に
て、講師に宮城働き方改革推進支援センターのセンター長を務
めている板垣達也氏をお招きして、『働き方改革の実務対応のポ
イント』セミナーを開催しました。
　既に実施されている内容だけではなく、令和２年４月以降に
中小企業を対象に実施される内容や、労働基準法の基礎につい
て、時にはクイズ形式で、分かりやすい講義でした。
　また、年５日の有給休暇の未取得に係る事業主への罰則規定
や、いかにして従業員に取得してもらうかの手法についての説
明もあり、参加者は今後の自社の『働き方改革』について、理解を
深めるきっかけとなったようで、有意義な講習会となりました。

庄司会長の挨拶 真剣に受講する参加者

宮城・秋保４支部合同役員研修会

事業承継の進め方を学ぶ

　1月26日、作並温泉岩松旅館を会場に、宮城県事業承継ネット
ワーク事務局 ブロックコーディネーターで中小企業診断士の
岩見裕司氏を講師に招聘し合同役員研修会を開催しました（＝
写真＝）。研修では「事業承継の進め方とそのポイント」をテー
マに、事業承継に係る自社課題分析の手法を説明いただくとと
もに、具体事例を挙げながら進め方の勘所について解り易く解
説いただきました。参加者の今後の経営の一助となるとともに
事業承継を検討する契機とすることができました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆様へ
　みやぎ仙台商工会では、この度の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・小規模事業者の皆様を対象に、「特別
相談窓口」を設置し、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ています。
　また、本会ホームページ等において、関係省庁等が主導する各種支援施策を随時ご案内しておりますのでご覧いただき、お悩みの際
は本会までお問い合わせください。
　なお、日本政策金融公庫が行う資金繰り支援策の一例を下記に掲載しますのでご覧ください。

１．新型コロナウイルス感染症特別貸付
　新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業況が悪化
した事業者（フリーランスも含む）に対し、信用力や担保に
依らず一律金利とし、融資後の３年間まで 0.9％金利を引き下
げます。また、特別利子補給制度を設け、上記により貸付を
行った事業者のうち、特に影響の大きいフリーランスを含む
個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して利子
補給がおこなわれます。

◆対象者：
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化
を来たし、次のいずれかに該当する方

①最近 1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して 5％
以上減少した方

②業歴 3 ヶ月以上 1 年 1ヶ月未満の場合等は、最近 1ヶ月の売
上高が、次のいずれかと比較して 5％以上減少している方
a 過去 3 ヶ月（最近 1ヶ月を含む。）の平均売上高
b 令和元年 12 月の売上高
c 令和元年 10 月～12 月の売上高平均額

◆資金使途：運転資金、設備資金

◆担保：無担保
◆貸付期間：設備20年以内、運転15年以内（うち据置5年以内）
◆融資限度額：中小事業 3 億円、国民事業 6,000 万円
　　　　　　　（いずれも別枠）
◆金利：当初 3 年間 基準金利▲0.9％、4 年目以降基準金利
　　　　中小事業 1.11％→0.21％、国民事業 1.36％→0.46％

２．新型コロナウイルス対策 「マル経融資　特別枠」
　本会の推薦（一定の条件あり）を通して日本政策金融公庫
から無担保・無保証・低金利の融資を受けられる「マル経融
資制度」に、新型コロナウイルスの影響を受けている小規模
事業者の皆様を対象とした特別枠が設けられました。

◆対象者：
最近１カ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事業者の方

◆資金使途：運転資金、設備資金
◆融資限度額：1,000 万円
　　　　　　　（一般枠の上限とは別枠でご利用いただけます）
◆金利：3 年間 0.31％（以降1.21％ ※令和 2 年 3 月10 日現在）
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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・概算料金
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

　時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間とな
り、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年
720時間以内、複数月平均80時間以内（休日労働を含む）、月
100時間未満（休日労働を含む）となります。
●36協定とは？
　労働基準法で定められた、1日8時間・1週40時間以内の法定
労働時間を超えて時間外労働（残業）をさせる場合は、「36協定
の締結」と「所轄労働基準監督署長への届出」が必要です。この
協定の根拠が労働基準法第36条に規定されていることから
「36協定」と呼ばれています。36協定では「時間外労働を行う
業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」な
どを決めなければなりません。
　働き方改革に関する専門的な相談機関として「宮城働き方改
革推進支援センター」（☎0120-97-8600）が設置されており、
社会保険労務士等の専門家が無料で相談に応じますのでぜひ
ご活用下さい。

働き方改革関連法 2020年４月1日施行分

　時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されます

令和元年度補正予算

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2/3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
ポート致しますのでご活用下さい。
■事業概要
　持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道
な販路開拓（創意工夫による売り方やデザイン改変等）などの取
り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するもの
です。
■補助対象となり得る取組事例
①販促用チラシの作成、配布　②商談会、見本市への出展
③新サービスに伴う店舗改装　④商品パッケージ（包装）の改良
⑤ネット販売システムの構築　⑥新商品の開発　など

補助率 補助上限額補助対象経費の
2/3以内

50万円
※複数事業所での共同申請等、
補助上限が引上げになる場
合もあります。公募要領に
てご確認ください。

募集回
第１回
第２回
第３回
第４回

応募受付締切

2020年６月５日（金）
2020年10月２日（金）
2021年２月５日（金）

事業実施期間（交付決定日から）

2021年３月31日（水）まで
2021年７月31日（土）まで
2021年11月30日（火）まで

募集は終了しています。

あきうクラフトフェア
2020開催

　今年も木の家ロッジ村を会場にあきうクラフトフェア第５回
手ん店を２日間開催いたします。出店者による様々なワーク
ショップやキッズコーナー等、今年は132店のお店が出店し、
大人から子供まで楽しめるイベントとなっておりますので、ご
家族皆様のご来場をお待ちしております。

第５回手ん店

日　時　令和２年４月18日（土）10：00～17：00
　　　　　　　　　　19日（日）  9：00～16：00
場　所　あきう・木の家ロッジ村
入場料　100円　大人（高校生以上）

※運営協力金としてご協力ください。

※天災等発生時や、新型コロナウイルスの影響により
　中止の場合もございますので、詳しい情報は
　OFFICIAL SITE（akiu-tenten.com）にてご確認願います。
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今野　准（建設業）�
� 泉区館 6－ 3－13
インテリスト（建設業）�
� 泉区将監 8－14－13－ 1
日本国際高等学院東北事務局（通信制サポート校）�
� 泉区将監 7－ 3－ 7
familiar�Hair�Life（美容）�
� 泉区天神沢 1－ 4－20
三友商会（各種イベント）�
� 泉区歩坂町70－19－201
古沢電機（電気工事）�
� 泉区南光台東 2－ 6－ 9
ニートアンサー（中古車販売、リース、レンタカー等）�
� 泉区松森字斉兵衛43－ 2
相澤デンキ（家電工事一般）�
� 泉区松森字八沢83－103
㈱ウイング（外構工事）�
� 泉区市名坂字新道 6－ 1－301
東和通信建設㈱（電気通信工事業）�
� 泉区七北田字白水沢111－18
㈱サン・エヌコーポレーション（リフォーム業）�
� 泉区長命ケ丘 3－ 9－19
㈱純生（印刷業）�
� 泉区上谷刈 3－ 2－ 3－102
矢野工務店（建設業）�
� 青葉区赤坂 2－14－18
㈱MOMMA（鍼灸、接骨）�
� 青葉区落合 5－26－18－103

会員の紹介新
　� （令和 2年 3月25日�理事会承認）

会員事業所紹介vol.35
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

鰻居酒屋　大入り

5自店のPR：令和元年7月、地
域の皆様に愛される居酒屋を目
指して開業しました。当店ではふっくら焼きあげた鰻料
理のみならず、秘伝のソースを使った大阪仕込みの串カ
ツ、肉ランチやレディース
ランチなどをリーズナブル
な値段で提供しております。
最大25名までの宴会も承っ
ておりますので、ご予約・
ご来店お待ちしております。
【定休日】不定休
【営業時間】
昼：11時～14時
夜：17時～22時

1代表者名：佐藤　健作
2所 在 地：青葉区落合4-1-50
3電話番号：022-302-7644
4業　　種：居酒屋

135

55

GS

中小企業
大学校

宮城広瀬
高校

仙山線

陸前落合駅

らーめん　ふぅふぅ亭（飲食業）�
� 青葉区栗生 5－16－ 3
㈲奥州秋保温泉蘭亭（旅館業）�
� 太白区秋保町湯元字木戸保 7－ 1
渡辺　真（防水工）�
� 泉区桂 2－19－ 3
明工業（鳶、土工）�
� 泉区松森字陣ヶ原55－ 1 － B106
早坂総業（鳶工）�
� 青葉区愛子東 5－25－22－ B102
Nepalese�BAR�HAWA（ダイニングバー）�
� 青葉区落合 5－11－18
㈱カーズ（自動車整備業）�
� 青葉区上愛子字平治18－44
森末建築設備（管工事）�
� 青葉区愛子中央 5－13－24－106
湊の小十郎（飲食店）�
� 宮城野区中野 3－ 4－17
デザイン製作所　アドラボ（広告サービス）�
� 青葉区大町 2－ 4－10タツミビル 7階
丹野　信夫（大工）�
� 名取市閖上 2－417－ E-21�D-403

職員人事異動のお知らせ
　４月１日付の職員異動で、転入・転出がありましたので、
下記のとおりお知らせいたします。

・転出
　主　幹　尾口　紀嘉　石巻かほく商工会へ
　主　幹　高橋　光徳　宮城県商工会連合会へ
　主　査　加藤　早希　若柳金成商工会へ

・転入

宮城県商工会連合会より
副参事　三好 啓介

石巻かほく商工会より
主　査　小畑 和子

登米中央商工会より
主　事　田中 成美


