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第87号

平成29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
29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。

P 2 � 平成29年度通常総代会開催状況
� 平成29年度重点事業 5項目
� 収支決算・収支予算報告
P 3 � 商工会表彰受賞者
P 4 � 商工会表彰受賞者
� 商工会支部担当一覧・新役員・支部長のご紹介
P 5 � 泉ＰＴ支部　ベガルタ応援観戦
� 工業部会　電力施設見学会
� 経営計画セミナー開催報告
P 6 � 新会員紹介
� 会員事業所紹介
� 宮城県信用保証協会からのご案内
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月日 事業内容等 場　所
6 月20日（火） 全国展開事業第 1回合同委員会 大会議室
7月17日（月） 宮城地区支部合同ビアパーティ かたくりの宿
7月20日（木） 秋保支部視察研修 山形県

芳賀 洋一 泉区長髙橋 司 議長佐藤 浩 会長
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平成29年度の通常総代会が 5月23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。

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　�平成28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 4号議案　�平成29年度事業計画（案）及び収支決算（案）承認

の件
第 5号議案　�平成29年度借入金最高限度額及び借入先承認の件
第 6号議案　�役員欠員に伴う補欠選任の件

１．経営発達支援事業推進による小規模事業者の持続的発展への支援
「経営発達支援計画」の認定を受け、中小・小規模事業者の持続的
経営支援を図るため、経営計画策定セミナー及び個別相談会等を開催
し、小規模事業者持続化補助金を活用した販路開拓支援と併せ、新た
な市場に販路を見出そうとする事業者を対象に、経営支援を行います。

２．中小・小規模事業者の経営力強化
わが国経済の根幹を支える小規模事業者に対して、タイムリーな各
種支援メニューを提供し、中小企業・小規模事業者ワンストップ総合
支援事業（宮城県よろず支援拠点）、中小企業診断士等の各分野におけ
る専門家及び宮城県商工会連合会サポーティングリーダーと連携を図り
ながら、中小・小規模事業者の持続的発展に向けた支援を実施します。

３．全国展開支援事業の推進による地域活性化の推進強化
全国展開支援事業調査事業を実施するとともに、西部地域の均衡あ

る発展を図るため、観光資源情報発信事業を昨年度に引き続き実施し、
地域の総合経済団体として関係団体等と協働し、各地域のイベント等
の活性化事業を通じて地域振興と地域経済の活性化を推進します。

４．会員の加入推進による組織力の強化
本会の長年の大きな課題であります組織率50％達成に向けて、ホー

ムページや会報等を通じて情報を提供し、商工会のイメージを市民及
び地域商工業者に対して向上させるための取り組みを行うと共に、役職
員、支部役員が一体となり会員組織率の向上対策を尚一層推進します。

５．自主財源の確保による財政基盤の強化
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で

あり会員の加入による会費の増収、新共済制度の普及・推進に努める
と共に、事業及び事務受託事業所の加入増加による安定的な手数料収
入を確保し、自己財源比率45％以上を達成できるよう強化を図ります。

●平成28年度収支決算状況● ●平成29年度収支予算状況●
（自）平成28年 4 月 1 日　（至）平成29年 3 月31日 （自）平成29年 4 月 1 日　（至）平成30年 3 月31日

（収入の部）
科　目 金額（円）

補助金等収入 78,012,271
会費手数料等収入 60,691,633
受託料収入 310,142
前期繰越収支差額 6,716,158

合　計 145,730,204

（支出の部）
科　目 金額（円）

経営改善普及事業・指導職員設置費 79,441,959
経営改善普及事業・指導事業費 16,810,942
地域総合振興事業費 16,734,561
受託事業費 248,462
管理費 23,601,417
資産取得支出 1,133,956
引当費 1,000,000
次期繰越収支差額 6,758,907

合　計 145,730,204

（収入の部）
科　目 金額（円）

補助金等収入 88,165,700
会費手数料等収入 58,853,713
受託料収入 221,680
前期繰越収支差額 6,758,907

合　計 154,000,000

（支出の部）
科　目 金額（円）

経営改善普及事業・指導職員設置費 85,444,345
経営改善普及事業・指導事業費 23,461,320
地域総合振興事業費 17,757,000
受託事業費 160,000
管理費 26,746,620
予備費 430,715

合　計 154,000,000
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平成29年度重点事業 5項目
中小・小規模事業者の
経営力強化等５項目が

平成29年度重点事業として
承認されました
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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

知事褒状受賞
1．会員事業所優良従業員1名（勤続30年以上、基準日：平成29年 3月31日）

氏　　　名 事業所名 勤続年数 支　部　名
1 追　木　明　雄 小笠原建設運輸㈱ 37年� 8月 秋保

全国商工会連合会長表彰
1．会員事業所優良従業員2名（勤続30年以上、基準日：平成29年 3月31日）

氏　　　名 事業所名 勤続年数 支　部　名
1 内　海　勝　男 サン工業㈱ 34年11月 館山
2 齊　藤　和　子 ㈲東日本福祉機器商会 31年� 3月 中央東

宮城県商工会連合会長表彰
1．会員事業所優良従業員9名（勤続20年以上、基準日：平成29年 3月31日）

氏　　　名 事業所名 勤続年数 支　部　名
1 千　葉　秀　軌 嶺電工業㈱ 25年� 2月 中央西
2 今　井　泰　光 陸前運送㈱ 24年10月 ひろせ北
3 千　葉　昭　彦 陸前運送㈱ 24年� 6月 ひろせ北
４ 柴　田　　　一 陸前運送㈱ 22年� 5月 ひろせ北
５ 野　田　達　也 ㈱東北ロイヤルパークホテル 21年11月 泉パークタウン
６ 曽我部　　　篤 ㈱東北ロイヤルパークホテル 21年11月 泉パークタウン
７ 後　藤　和　弘 ㈲勇扇工業 20年� 7月 大沢・泉ヶ丘
８ 後　藤　雅　弘 ㈲勇扇工業 20年� 7月 大沢・泉ヶ丘
9 奥　山　昭　男 ㈱富樫工業 20年� 7月 愛子ひろせ西

2．退任役員2名（任期中の死亡による）
氏　　　名 事業所名 勤続年数 支　部　名

1 赤　間　　　勉 ㈱赤間総業 24年� 1月 中央西
2 片　岡　忠　光 ㈲片岡保険センター 13年� 7月 将監

3．役員4名（継続9年以上、基準日：平成29年 3月31日）
氏　　　名 事業所名 勤続年数 支部名等

1 横　田　見　逸 ㈲横田アートスタジオ 10年10月 大沢・泉ヶ丘
2 嶺　岸　義　雄 嶺電工業㈱ 10年10月 中央西
3 小野寺　昭　文 サン工業㈱ 10年10月 館山
４ 菅　原　裕　典 ㈱清月記 10年10月 会長指名

みやぎ仙台商工会長表彰
1．会員事業所優良従業員15名（勤続10年以上、基準日：平成29年 3月31日）

氏　　　名 事業所名 勤続年数 支　部　名
1 海　藤　セ　ツ ㈱最上 21年10月 ひろせ
2 佐　藤　正　志 ミクロプラスチックス㈱ 21年� 2月 中央西

表彰状受賞者の方々
（順不同・敬称略）

“栄えある受賞おめでとうございます”
平成29年度総代会席上に於いて優良従業員・
優良役職員35名の方々が表彰されました。
今後益々のご活躍ご祈念申し上げます。
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氏　　　名 事業所名 勤続年数 支　部　名
3 有　澤　健　児 ㈱壱岐産業 20年11月 黒松
４ 海　藤　秀　一 ㈱最上 16年� 8月 ひろせ
５ 若　生　博　徳 ㈲勇扇工業 15年11月 大沢・泉ヶ丘
６ 佐　籘　　　剛 ㈲アイリュウ住宅 15年� 0月 愛子ひろせ西
７ 佐　藤　忠　好 嶺電工業㈱ 13年� 6月 中央西
８ 佐　籘　　　充 ㈲アイリュウ住宅 13年� 3月 愛子ひろせ西
9 増　子　由　美 ㈱最上 12年� 2月 ひろせ
10 阿　部　貴　行 赤坂建設㈱ 11年� 2月 館山

11 嶋　貫　　　昌 ㈲ケイアンドエイチ
セブン・イレブン仙台扇町1丁目店 11年� 2月 大沢・泉ヶ丘

12 佐　藤　亜季子 ㈲ケイアンドエイチ
セブン・イレブン仙台扇町1丁目店 11年� 0月 大沢・泉ヶ丘

13 木　村　民　子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 10年11月 泉パークタウン
14 森　　　清　春 ㈲勇扇工業 11年� 1月 大沢・泉ヶ丘
15 田　島　博　之 ㈱東北ロイヤルパークホテル 11年� 0月 泉パークタウン

2．優良職員2名（基準日：平成29年 3月31日）
氏　　　名 役職名 勤続年数 採用年月日

1 山　岡　理　人 主　査 10年� 0月 平成19年� ４月� 1日
2 鈴　木　一　江 主　査 10年� 0月 平成19年� ４月� 1日

支部名 担当者名 副担当者
1 中 央 東 高　橋　光　徳 坂　本　隆　明
2 中 央 西 渡　邊　弘　明 沼　田　正　孝
3 館 山 大　友　　　誠 荒　谷　三　月
4 泉 Ｐ Ｔ 坂　本　隆　明 木　村　純　子
5 西 部 東　田　省　吾 山　岡　理　人
6 南 光 台 山　岡　理　人 尾　口　紀　嘉
7 黒 松 高　畑　淳一郎 大　友　　　誠
8 八 乙 女 木　村　純　子 高　橋　光　徳
9 大沢・泉ヶ丘 荒　谷　三　月 渡　邊　弘　明
10 将 監 沼　田　正　孝 東　田　省　吾
11 向 陽 台 高　畑　淳一郎 坂　本　隆　明
12 東 部 尾　口　紀　嘉 高　畑　淳一郎
13 愛子ひろせ西 加　賀　　　英 加　藤　早　希
14 ひ ろ せ 北 加　藤　早　希 多　田　輝　美
15 ひ ろ せ 多　田　輝　美 加　賀　　　英
16 秋 保 佐　藤　宮　子 加　賀　　　英

平成29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。

（順不同・敬称略）

役職名 氏　名 事業所名 所属支部

理　事 安　倍　啓　悦 アベ企画 将監支部

理　事 佐々木　十四男 ㈲イズミ圧送 中央西支部

役職名 氏　名 事業所名 所属支部

支部長 安　倍　啓　悦 アベ企画 将監支部

支部長 嶺　岸　義　雄 嶺電工業㈱ 中央西支部

新役員・支部長のご紹介

平成29年度みやぎ仙台商工会通常総代会・各支部総会
に於いて新たに 2名の役員及び支部長が選任されました。
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工業部会では、本年度も東北電力㈱仙台北営業所様のご協力
により、電力施設の見学会を開催しました。
今回は新仙台火力発電所に赴き、最新の火力発電所設備につ

いて所員の方に説明をして頂きながら見学を行いました。
今回の見学会は地元から近い発電所ということもあり発電シ

ステムの他、安全管理等にも参加者の関心が高く、興味深く見
学されていました。

工業部会●電力施設見学会

マイナビベガルタ仙台レディース応援観戦
122名参加！！ 泉PT支部

ベガルタのゴールが決まり盛り
上がる

会員の皆様
試合前　気合が入るベガルタの選手

4 月 2 日、ユアテックスタジアム仙台に
て、ベガルタレディース応援観戦を開催。
会員の熱意のこもった応援もあり、試合は
1－ 0 で勝利。支部会員の従業員やご家族
同士で盛り上がり、親睦が深まりました。

経営計画作成を目的としたセミナーを5月10日、小規模
事業者が販路開拓等の取り組みに活用できる「小規模事
業者持続化補助金」の申請時期に合わせて開催しました。
よこお経営労務管理事務所の横尾徳仁中小企業診断士

を講師に迎え、補助金の内容、経営計画作成の意義、計
画書作成にあたっての具体的なポイント等を講義いただき
ました。
参加者の中には今後の持
続化補助金申請を見据えて
いる事業所も多数参加して
おり、指導員とともに申請
に向け申請書を仕上げてい
くこととなりました。

経営計画作成セミナーを開催

発電所見学の様子

セミナーの様子

第37回
泉区民ふるさとまつりの

開催について
日時：平成29年8月26日（土）
　　　午後1時～午後8時30分
場所：七北田公園
　毎年恒例であります、泉区民の夏の風物詩「ふる
さとまつり」が今年も開催されます。さまざまなイ
ベントやステージ、縁日コーナーなど大人から子ど
もまで楽しめ、約4,500発の色鮮やかな花火がまつ
りのフィナーレを飾ります。
　ふるさとまつりの花火は、協賛金と市民の皆様か
らの募金で打ち上げております。今年もご協力の
程、何卒宜しくお願い申し上げます。詳しくは同封
の案内文書をご覧願います。
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〇㈱秀明（土木建築業）�
� 泉区実沢字広畑17－ 6

〇合同会社negla 設計室（建設業）�
� 泉区住吉台西 1－14－18

〇山崎総業（総合建設業）�
� 泉区館 1－ 3－ 7

〇小田　隆行（型枠大工）�
� 泉区向陽台 3－17－11

〇㈲サブカントラクト試錐（地質調査試錐業）�
� 泉区南光台東 2－38－ 9

〇日和ベーカリー（小売業）�
� 泉区黒松 2－19－10

〇カーサポート　プロタクト（中古車販売）�
� 泉区松森字斉兵衛58－69

会員の紹介新
　� （平成29年 5 月12日�理事会承認）

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
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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

〇㈱杜のベジタブルガーデン（小売業）�
� 泉区八乙女 1－ 1－ 2

〇市名坂カラー（塗装業）�
� 泉区友愛町96

〇㈱ＴＡＫＡエンタープライズ（アパート・マンション賃貸、管理）�
� 泉区長命ケ丘 3－13－18

〇伊澤サイディング（外壁業）�
� 泉区長命ケ丘 3－26－ 6 －801

〇古澤　和久（管工事業）�
� 泉区南中山 2－18－11

〇工藤　誠樹（建築業）�
� 青葉区上愛子字平治18－21

会員事業所紹介vol.21
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 シェ★シェ

5自店の PR：四川料理の神様と呼ばれた「陳建民」先生
の元で修業し、あこがれの地、杜の都に店を構え17年目。
食材にこだわりマーボー豆腐＆坦々麺は開店当時からの
人気メニュー。今は焼きそば＆カニチャーハンの注文が
急上昇中。在仙の有名な作家も訪れるお店です、是非ご
賞味下さい。
・営業時間／11：30～21：00
・定 休 日／毎週月曜日

1代表者名：芋田　穂
2所 在 地：泉区北中山４丁目31の１
3電話番号：022-379-5449
4業　　種：飲食業（中華）
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金融機関からの
資金調達をサポートします

金融機関からの
資金調達をサポートします

　「信用保証協会」は、中小企業・小規模事業者、これ
から事業をはじめられるみなさまが、金融機関から事業
に必要な資金を借りるとき、その保証人となって、資金
が借りやすくなるようサポートする公的機関（※）です。
　みなさまの様々な資金ニーズにお応えする多様な保証
制度をご用意しております他、創業・経営支援等の取り
組みも行っております。
　まずは信用保証協会窓口、金融機関の窓口へお気軽
にご相談ください。詳しくは当協会ホームページ（「宮城
県信用保証協会」でご検索ください。）にも掲載しており
ます。

※信用保証協会は、信用保証協会法に基づいて設立された機関です。

対象／中小企業・小規模事業を営んでいる、
　　　またはこれから営む方
問／宮城県信用保証協会
住所／仙台市青葉区本町 2丁目16-12
　　　☎022-225-6491（代）

事業所名の訂正とお詫び

商工会報第86号の新会員の紹介にて、事業所名を誤っ
て表記しておりました。
正しくは下記となります。謹んでお詫び申し上げます。

誤：藤昌サービス商会　→　正：藤星サービス商会


