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平成26年度みやぎ仙台商工会通常総代会
みやぎ仙台商工会16支部の総代が一堂に会し提出議案が審議され、平成
26年度の事業計画・収支予算など 6 議案が可決承認されました。 髙橋 司 議長

祝辞を述べる小山泉区長
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平成26年度の通常総代会が 5 月22日、みやぎ仙台商工
会館で開催されました。

議長に髙橋 司 氏（八乙女支部）を選出し審議に入り、
下記の第 1 号議案から第 6 号議案まで慎重なる審議を経
て原案通り可決承認されました。

今回可決承認された定款の一部改正により青年部の年
齢上限が引き上げられます。（40歳以下→45歳以下）同年
代の経営者・後継者のネットワーク作りのためにも是非
青年部にご加入ください。

企業の経営力の強化など4項目が
平成26年度重点事業として承認されました

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　�みやぎ仙台商工会役員退任慰労金規約の
一部改正（案）承認の件

第 4号議案　�平成25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 5号議案　�平成26年度事業計画（案）並びに収支予
算（案）承認の件

第 6号議案　�平成26年度借入金最高限度額並びに借入
先承認の件

1．企業の経営力の強化
企業の経営力向上と巡回指導の機能強化を目標に、会員

の意識・求めるニーズ・要望を把握し、提案型巡回訪問、
エキスパート（社会保険労務士、税理士、中小企業診断士
等各分野の専門家）、県商工会連合会サポーティングリー
ダーと連携すると共に、小規模企業者向けの各種支援メ
ニューを活用し、儲かる企業の経営支援サービスの強化を
図ります。

2．地域力の強化
地域の総合経済団体としての使命を果たすために、地域

資源を活用した新事業展開や災害支援ネットワーク協議会
の機能を活かした事業を展開し、住みよい地域社会の構築
のために関係団体等と協働し地域力の強化に貢献して参り
ます。

3．組織力の強化
組織率50％達成に向け、組織率向上3ヶ年計画（毎年1.5％

アップ）のもと、会員の帰属意識の向上を図るために役職
員の意識の共有化、ホームページ・会報等を通じ迅速な情
報媒体の充実強化を図りながら組織率の向上を推進します。

4．財政力の強化
安定的な組織運営を図るためには、自主財源の確保は必

要不可欠な課題であり、その強化に向け会員の加入推進に
よる会費の増収、共済事業及び労働保険委託事業所加入増
加による安定的な手数料を確保し、段階的に自己財源比率
45％以上を達成できるよう財源の強化を図ります。

平成26年度重点事業 4項目

●平成25年度収支決算状況● ●平成26年度収支予算状況●
（自）平成25年 4 月 1 日　（至）平成26年 3 月31日 （自）平成26年 4 月 1 日　（至）平成27年 3 月31日

（収入の部）
科　目 金額（円）

補助金等収入 87,804,000
会費手数料等収入 62,115,522
受託料収入 6,730,000
前期繰越収支差額 7,865,077

合　計 164,514,599
（支出の部）

科　目 金額（円）
経営改善普及事業・指導職員設置費 89,867,960
経営改善普及事業・指導事業費 19,495,612
地域総合振興事業費 14,309,173
受託事業費 6,503,489
管理費 21,634,672
引当費 6,000,000
次期繰越収支差額 6,703,693

合　計 164,514,599

（収入の部）
科　目 金額（円）

補助金等収入 82,205,320
会費手数料等収入 58,714,987
受託料収入 6,936,000
前期繰越収支差額 6,703,693

合　計 154,560,000
（支出の部）

科　目 金額（円）
経営改善普及事業・指導職員設置費 87,418,061
経営改善普及事業・指導事業費 16,259,580
地域総合振興事業費 16,024,000
受託事業費 6,876,000
管理費 23,708,000
資産取得支出 1,200,000
引当費 2,000,000
予備費 1,074,359

合　計 154,560,000
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栄えある受賞
おめでとうございます！！

栄えある受賞
おめでとうございます！！

宮城県商工会連合会長表彰
会員事業所優良従業員9名（勤続20年以上）

氏　　　　名 事業所名 勤続年数 支 部 名
１ 成　沢　陽　一 ㈱三惠印刷 27年10月 西　部
２ 内　海　勝　男 サン工業㈱ 27年� 7月 館　山
３ 竹　嶋　広　次 ㈱富士防災 24年11月 館　山
４ 青　木　　　学 小笠原建設運輸㈱ 24年� 6月 秋　保
５ 梅　津　展　子 ㈱三惠印刷 24年� 3月 西　部
６ 村　松　慎　司 ㈱村恵 24年10月 八乙女
７ 佐々木　久　治 ㈱赤間総業　水道事業部 22年� 0月 中央西
８ 菊　池　智　子 天守閣自然公園㈲ 21年� 9月 秋　保
９ 河　村　文　隆 赤坂建設㈱ 21年� 2月 館　山
優良職員１名（退職者）

氏　　　　名 役職名 勤続年数 備　　考
１ 伊　藤　　　仁 副参事 30年� 1月 平成26年� 3月31日付退職

みやぎ仙台商工会長表彰
会員事業所優良従業員18名（勤続10年以上）

氏　　　　名 事業所名 勤続年数 支 部 名
１ 齊　藤　和　子 ㈲東日本福祉機器商会 28年� 3月 中央東
２ 福　士　司　朗 ㈲東日本福祉機器商会 25年� 4月 中央東
３ 千　葉　和　裕 共成サービス㈲ 21年� 0月 八乙女
４ 奥　山　昭　男 ㈱富樫工業 17年� 7月 愛子ひろせ西
５ 澤　口　明　文 ㈱富樫工業 15年� 0月 愛子ひろせ西
６ 福　士　知　実 ㈲東日本福祉機器商会 14年� 1月 中央東
７ 高　橋　直　岐 ㈲東日本福祉機器商会 13年� 5月 中央東
８ 佐々木　幸　悦 ㈲東日本福祉機器商会 13年� 0月 中央東
９ 佐　藤　寛　司 ㈱村恵 13年� 0月 南光台
10 今　野　智　夫 ㈲東日本福祉機器商会 12年10月 中央東
11 山　田　寛　樹 ㈱ダックス 12年� 7月 館　山
12 佐　藤　智恵子 ㈱富樫工業 12年� 6月 愛子ひろせ西
13 遠　藤　　　哲 ㈱ユウ・コーポレーション 12年� 5月 南光台
14 小　椋　洋　介 ㈲仙台ジオックス 11年� 9月 西　部
15 山　田　よし子 天守閣自然公園㈲ 11年� 6月 秋　保
16 沼　田　たみ子 ㈲木の家 10年� 9月 秋　保
17 秦　　　政　一 ㈲仙台ジオックス 10年� 9月 西　部
18 遠　藤　浩　美 ㈱富樫工業 10年� 8月 愛子ひろせ西

（順不同・敬称略）

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
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◎青年部
次代を担う若手後継者として、創造力と行動力を遺憾
なく発揮し、地域振興・発展のリーダーとして商工会
事業運営を推進すると共に、各種研修会や視察研修を
開催し部員の資質向上に努め、青年部員の更なる飛躍
と地域貢献の増進を目標に以下の事業を行います。
①研修・研究会等事業
②地域活性化活動事業
③福利厚生事業
◎女性部

女性部の原点に立ち返り、結束力の強化、部員相互の
融和を図りながら、次の諸事業を展開して参ります。
①経営講習会の開催（全地区対象 2 回、各地区 1 回）
②各地区イベントへの参加・協力
③部員懇談会の開催
④エコキャップ運動の推進
⑤県女連等主催会議及び研修会への参加

商工会の内部組織である青年部・女性部の総会が開催され、
今年度の事業計画が決定しました。また、業種別部会である
4部会においてもそれぞれ幹事会を開催し事業計画が決定して
います。なお、部会事業の詳細については、部会毎に通知致し
ます。

◎商業部会
①部会員交流事業
②販路拡大支援事業
③商業に関する各種制度の普及・情報提供
◎工業部会

①部会員交流事業
②簡易炭焼き窯制作事業
③開発技術展・電気自動車開発技術展視察調査事業
④発電施設視察事業
◎建設業部会

①部会員交流事業
②労働災害事故防止に関する講習会事業
◎サービス・観光業部会

①部会員交流事業
②接客・マナー講習会の開催
③地場産品等地域の情報発信

商工会
内部組織報告

◎平成26年度　支部担当一覧◎
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。

支部名 担当者名 副担当者
1 中央東 高橋　光徳 橋本　祥子
2 中央西 渡邊　弘明 齋藤　勝和 木村　純子
3 館山 大友　　誠 荒谷　三月 坂本　隆明
4 泉ＰＴ 加藤　恵理 木村　純子
5 西部 木舟　真一 小齋　和史
6 南光台 小齋　和史 木舟　真一
7 黒松 橋本　祥子 半澤　孝男
8 八乙女 木村　純子 高橋　光徳

支部名 担当者名 副担当者
9 大沢・泉ヶ丘 荒谷　三月 渡邊　弘明
10 将監 坂本　隆明 大友　　誠
11 向陽台 齋藤　勝和 荒谷　三月
12 東部 半澤　孝男 加藤　恵理
13 愛子ひろせ西 矢島　亮平 岡崎　光子
14 ひろせ北 佐久間　弘 岡崎　光子
15 ひろせ 鈴木　一江 岡崎　光子
16 秋保 佐藤　宮子 佐久間　弘 橋本　祥子
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　　　　｢領収証｣ 等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました

特定健診は、メタボに着目した健診です。メタボのリ
スクがあると判定された方には、医師等から生活習慣病
を予防するための支援が受けられます。健診を受けて、
自分の今の健康状態を知り、生活を見直す機会にしま
しょう。健診は無料です。

 問い合わせ先 　
　お住まいの地域の区役所あるいは総合支所

泉区役所　　　372-3111（内線6785）
宮城総合支所　392-2111（内線5245）
秋保総合支所　399-2111（内線5243）

〈年に１度の健康チェック
　　　　　のチャンス！！〉

～仙台市国保の特定健診を受けましょう

仙台市

からの

お知らせ

スキルアップ　　　　　
研修助成金制度

スキルアップ　　　　　
研修助成金制度従業員等のキャリアアップを

応援します！！

みやぎ仙台商工会では、従業員等のスキルアップ、職
業訓練を推進する会員を支援します。
■�助成内容の概要：今年度も会員事業所に勤務する従業

員等を研修等に参加させた場合、受講費用の一部（ 1
万円を限度）を助成致します。（ 4 月に遡及して申請
可）詳しくは同封の案内・申請書をご覧ください。

日本政策金融公庫みやぎ仙台商工会地区担当職員によ
る個別相談を定期的に開催しています。なお、相談は予
約制で行っておりますので、事前に商工会へ予約をお願
いします。相談日は毎週火曜日午後、場所はみやぎ仙台
商工会館（泉区野村）になります。

－融資対策にご活用ください！－
日本政策金融公庫 定期相談日のお知らせ

経　営　情　報

印紙税が
変わりました

「金銭又は有価証券の受取書」については、記載され
た受取金額が 3 万円未満のものが非課税とされていまし
たが、平成26年 4 月 1 日以降に作成されるものについて
は、受取金額が 5 万円未満のものについて非課税とされ
ることとなりました。
「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証

券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成

例 （金銭又は有価証券の受取書）　本体価格48,000円　消費税3,840円　合計51,840円の領収書の場合

Ⓐの場合、記載金額が5万円以上となり印紙税は課税されます。（印紙が必要）
Ⓑの場合、記載金額は48,000円となり5万円未満の為印紙税は課税されません。
※上記は一例であり取扱いの適用は課税文書ごとに違います。不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書に
ついても改正がありましたので詳しくは同封のリーフレットをご覧ください。

し、相手方に交付する証拠証書をいいます。

◆「消費税額等」の区分記載について
税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、

その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかと
なる場合には、その消費税額等の金額は「領収証」等に
記載された受取金額に含めないこととされています。

上　様　　　　　　　　　　　　　

金　￥51,840円
上記金額を受領しました。

上　様　　　　　　　　　　　　　
金　￥51,840円

（内訳　本体48,000円　消費税3,840円）

上記金額を受領しました。

Ａ Ｂ
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Izumi Marche2014
泉マルシェ

○センダイメタル㈱（金属工事業）�
� 泉区館 6－ 1－117
○㈱サスティナライフ森の家（建設業）�
� 泉区福岡字西森下39－13
○㈱ナニワリフォーム（建設業）�
� 泉区住吉台東 3－13－19
○平塚�秀子（飲食業）�
� 泉区黒松 2－17－21�ベルシティ黒松403
○星�　松平（不動産管理）�
� 泉区長命ケ丘 5－19－ 1
○鈴木佳士建築設計室（建築設計業）�
� 青葉区栗生 7－12－ 1 － 2 F

会員事業所紹介vol.7
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 清

せい
雅
が

堂
どう

　佐山表具店
1代表者名：佐山　武久
2所 在 地：泉区南中山2-9-1
3電話番号：022-379-3086
4業　　種：表具・内装業
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5�自店の PR：創業大正14年（平成27年で90周年を
迎えます。）掛軸・屏風・額の表装、書道展作品の
表装、襖・障子・壁紙の張替など伝統的な技術を守
りつつ、新しい感覚を取り入れ3代目と共に丁寧な
施工を心掛けております。お客様の思い出ある着物
地を表装に使うこともできます。幅広く対応いたし
ますのでどうぞお気軽にご相談ください。

会員の紹介新
　� （平成26年 5 月 8 日�理事会承認）

泉マルシェ会場風景 多くの人で賑わう昨年の泉マルシェ

今後、ご出店・ご協賛していただける企業を募集する
予定でおりますので、ご検討の上、ご支援賜りますよう
ご案内申し上げます。開催日時・応募方法等の詳細は
Izumi Marche 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
izumimarche.com/ ※ 6 月中旬更新予定）をご覧くださ
い。協賛をご検討していただける企業にはこちらから別
途ご案内させていただきますので、みやぎ仙台商工会

（担当 坂本・齋藤）までお問い合わせ下さい。

多くの区民・地元の企業の皆様のご理解、ご支援を受
け泉区の象徴イベントとして定着しつつあり、昨年は約
36,000人の来場者で賑わいました。今年も区民並びに地
元企業の皆様のお力添えをいただき、Izumi Marche を
盛大に実施してまいりたいと考えております。
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