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TEL 022-399-2846/ FAX 022-399-2260
メールアドレス：akiu_scis@office.miyagi-fsci.or.jp

みやぎ仙台 で検索
発行日：令和3年4月12日
会員数：2,464名
　　　　（令和3年3月25日現在） ホームページやTwitterでは随時情報を更新していますので、是非お気に入り・フォローをお願いします。

本会Twitterはこちら！本会HPはこちら！

P 2  【商工会からのご報告】
 優良従業員等表彰式　経営発達支援計画の認定について
 商工会の支部統合・再編成の進捗状況について
P 3  【補助金紹介等】
 中小企業等事業再構築補助金　一時支援金
 仙台　感染症対策・地域経済循環プロジェクト
P 4  【補助金紹介等、青年部・女性部等活動報告】
 小規模事業者持続化補助金　協会けんぽ料率改定
 青年部（部員募集）　女性部（エコキャップ運動）
P 5  【商工会からのお知らせ】
 マル経融資のお知らせ　中退共のお知らせ
 中小企業基盤整備機構のお知らせ
P 6  【新会員紹介　会員事業所紹介　人事異動】

第106号

₂₀₂₀年度優良従業員
創業・創立会員事業所表彰式
令和 ₃年 ₂月 ₈日（月）　仙台国際センター
庄司俊充みやぎ仙台商工会長より記念の盾を受け取る
創立50周年を迎えた嶺電工業㈱　嶺岸 義雄 氏
 （詳細は 2ページ）
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月　　日 事業内容等 場　所
4 月15日（木）～22日（木） 労働保険年度更新 みやぎ仙台商工会　各事務所

4月22日（木） 経営計画作成セミナー みやぎ仙台商工会館
5月25日（火） みやぎ仙台商工会通常総代会 みやぎ仙台商工会館
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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

2020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３年２月８日に挙行されました。令
和２年度、同一事業所に20年以上勤務され功績のあった14名の方々と、創業・創立記念を迎えた８事業所が仙台市長表彰を受賞されました。
　今後ますますのご発展・ご活躍をご祈念申し上げます。

　本年も９月発送の会報に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。

〇20年以上勤続優良従業員（順不同・敬称略）
　氏家たき子 様　　たらふくや
　柾谷　功一 様　　㈱共栄防災　
　相澤　良治 様　　㈱共栄防災
　石川　昭恵 様　　㈱壱岐産業
　有澤　健児 様　　㈱壱岐産業
　岩谷　秀樹 様　　㈱あいあーる　平安祭典
　山本　正子 様　　㈲ケイアンドエイチ　
　　　　　　　　　 セブンイレブン仙台扇町1丁目店

〇創業・創立記念事業所（敬称略）
　創立50周年　嶺電工業㈱
　創業40周年　グラベル
　創業40周年　たらふくや
　創立30周年　㈲小坪鐵工所
　創立20周年　㈲コニシ
　創業20周年　岩渕電機メディア・サービス
　創業20周年　㈱さとや
　創業10周年　はたごや　泉中央店

　板橋　照美 様　　サン工業㈱
　中野　裕美 様　　㈲木の家
　大宮智惠子 様　　光進電気工業㈱
　佐藤　由美 様　　光進電気工業㈱
　三浦美智子 様　　光進電気工業㈱
　佐藤　道子 様　　光進電気工業㈱
　千葉　光則 様　　光進電気工業㈱

経営発達支援計画の
認定について
　「経営発達支援計画」とは、平成26年に制定された「小規模事業者の支援
に関する法律」に基づき、商工会が小規模事業者の持続的発展に向けた事
業計画の策定や経営戦略等に踏み込んだ支援計画において、経営の発達に
特に資する計画について経済産業大臣が認定するものです。
　この度、みやぎ仙台商工会の経営発達支援計画は、令和３年３月26日付
けで国（経済産業大臣）から再認定を受けました。本計画は、本会で平成28
年７月に既に認定を受けていた既存計画の有効期間が令和３年３月31日
までであることと、令和元年５月に小規模事業者支援法が一部改正・成立
され新たに市町村との共同による計画作成が必要となったことを踏まえ、
仙台市と共に５カ年計画として作成したものです。
　今後も認定された支援計画に基づき、小規模事業者の皆さま
の持続的発展及び地域の活性化に向け、行政と連携・協力して
伴走型支援を行ってまいります。
　なお、同計画の詳細は、本会ホームページに掲載しておりま
すのでご覧ください。

＜経営発達支援事業の内容＞
・小規模事業者の経営状況の分析　・需要を見据えた事業計画の策定
・実施に係る伴走型の指導・助言
・小規模事業者の提供する商品、サービスの需要動向及び地域の経済
動向に関する情報の収集、提供等

・広報、商談会・展示会等を用いた需要の開拓に寄与する事業

商工会の支部統合・再編成の進捗状況について
　商工会では組織運営の効率化と支部活動の活性化を目的に、「商工会の支部統合・再編成」に関する協議を進めております。
対象となる支部単位での協議を経て、現在、下記の支部において支部間での統合協議が進んでおり、今後予定されている支
部総会での決議を経て、令和４年４月１日から新しい支部としてスタートする予定です。

①「大沢・泉ケ丘支部」と「将監支部」　　　　　　　　　　
②「向陽台支部」と「東部支部」　　　　　　　　　　　　　
③「ひろせ北支部」と「ひろせ支部」と「愛子ひろせ西支部」

　今後、新しい支部の名称や支部規則、支部役員選出方法や事業計画の検討などの協議を重ねながら新支部のスタートに向
けて進んで参りますので、支部会員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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「食事（外食）の時に気を付ける
　　７つのこと」のご活用について

　本会では仙台市・仙台商工会議所との共同事業として「仙台　感染症対策・地域経済循環プロジェクト」を
実施しています。この度、特にマスクを外すことが想定される食事（外食）の場面において、感染症対策の徹
底・継続を呼びかけるため、標記注意事項を作成しました。
　飲食店の皆さまには、本プロジェクトからの呼び掛けとして、店内の卓上等に設置するなどして、お客さま
へ理解を求めるためにご活用いただくとともに、飲食店以外の事業所におかれましても、従業員へ配布するな
どしながら外食時や、休憩・昼食時の注意喚起徹底に利用いただきますよう、お願い申し上げます。
　本会ホームページからプロジェクトのページよりダウンロードができますので用途に応じて印刷しご使用
下さい。（※飲食店の卓上に設置しやすいようＡ５サイズで印刷することを想定して作成しています。）

　本プロジェクトのキーワードは『想いやり』、そして『会社・お店とお客さま双方の対策意識向上による地
域経済の循環・再生』です。
　本会では引き続き本プロジェクトを通して、感染症対策と地域経済再生の両立に取り組んでいきます。

企業の思い切った事業再構築を支援します！（中小企業等事業再構築促進事業）

＜対象＞
　新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通
じた規模の拡大等を目指す、以下の1～3をすべて満たす企業・団体等
1．売上が減っている
・申請前の直近６か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前（2019年
又は2020年1～3月）の同3か月の合計売上高と比較して10％以上減少している。

2．事業再構築に取り組む
・事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
3．認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
・事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が
3,000万円を超える案件は金融機関（銀行、信金、ファンド等）も参加して策定する。
金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。

・補助事業終了後3～５年で付加価値額の年率平均3.0%（グローバルV字回復枠は
5.0％）以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%（同上5.0％）
以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。

＜補助金額及び補助率＞
中小企業　通常枠：補助額100万円～6,000万円　補助率2／3
中堅企業　通常枠：補助額100万円～8,000万円　補助率1／2（4,000万円超は1／3）
　その他中小企業には卒業枠（400社限定）、中堅企業にはグローバルV字回復枠
（100社限定）もあります。

○中小企業とは…
製造業その他：資本金3億円以下の会社又は従業員数300人以下の会社及び個人
卸売業：資本金1億円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人
小売業：資本金５千万円以下の会社又は従業員数50人以下の会社及び個人
サービス業：資本金５千万円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人
○中堅企業とは…
中堅企業の範囲は、現段階では調整中ですが、資本金10億円未満となる見込みです。

・補助金の公募は、1回ではなく、複数回実施する予定です。
＜補助対象経費＞
●建物費、建物改修費、設備費、システム購入費
●外注費、技術導入費
●研修費、広告宣伝費・販売促進費
●クラウドサービス費、専門家経費
【注】補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。
＜準備可能な事項＞
・第１回応募締切：４月30日（金）18時
・申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。

中小法人・個人事業者のための一時支援金
＜事前確認について＞
一時支援金の申請に当たってはみやぎ仙台商工会等登録確認機関による事前確
認が必要です。詳しくは下記 URL をご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/jizen.html

お問い合わせ先
　一時支援金事務局 相談窓口

【申請者専用】
　・TEL：0120-211-240
　・IP 電話等からのお問い合わせ先：03-6629-0479（通話料がかかります）

【登録確認機関専用】
　・TEL：0120-886-140
　・IP 電話等からのお問い合わせ先：03-4335-7475（通話料がかかります）
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分～19時00分（土日、祝日含む全日対応）詳しくは、https://ichijishienkin.go.jp/ をご覧ください。

www.vegalta.co.jp

今 シ ー ズ ン も 熱 い 応 援 を よ ろ し く お 願 い し ま す 。
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商工会青年部員募集中
青年部

　みやぎ仙台商工会青年部では、地域を安全で元気
な町にすることを目標に様々な地域振興活動を行っ
ております。また、経営に役立つ講習会や研修会を開
催し、経営者としての資質を高める部員同士の交流も
行っております。
　青年部事業にご興味のある方はぜひ、みやぎ仙台
商工会までお問合せください。
お問合せ先：みやぎ仙台商工会
　　　　　  TEL 022-372-3545

【青年部への加入資格】
〇個人事業主・中小企業の経営者、
　またはその後継者等で45歳以下の方

令和 3年小規模事業者
持続化補助金（一般型）公募について
　小規模事業者持続化補助金（一般型）は経営計画に基づく
販路開拓の取り組み等に対し、50万円（補助率2／3）を上限に
補助するものとなります。（※特定条件で引上げあり）
　商工会では経営計画作成など申請に向けサポート致しま
すのでご活用下さい。
　補助対象経費など詳細については公募要領をご覧くださ
い。（本会HPに関連記事を掲載しています。）

　申請には商工会で発行する事業支援計画書が必要です。
　締切直前では書類の整備が間に合いませんので遅くとも
１週間前にはご相談下さい。

第５回受付

第６回受付

令和３年６月４日（金）

令和３年10月１日（金）

事業実施期間公募種別 申請締切日
交付決定日から
令和４年３月31日まで
交付決定日から
令和４年７月31日まで

※交付決定日は申請締め切り日から１か月程度と思われますが申請数など
　の状況により変わります。

エコキャップ運動
女性部

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。
令和２年度の実績は128.8Kgで約64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
い致します。

宮城支部からのお知らせ

健康保険料率・介護保険料率が変更となります。

健康保険料率

ご不明な点がございましたら、協会けんぽにお問い合わせください。

電話 022-714-6850

給与・賞与の

1.79％
令和 3年 2月分

（3月納付分）まで

給与・賞与の

10.06％
令和 3年 2月分

（3月納付分）まで

給与・賞与の

1.80％
令和 3年 3月分

（4月納付分）から

給与・賞与の

10.01％
令和 3年 3月分

（4月納付分）から

協会
けんぽ

－0.05％

介護保険料率
＋0.01％

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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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・加算料金。
イズミタクシー割引カードの
ご利用でさらに10％割引!!

4 号バイパス
泉消防署向い TEL372-1133

イズミバス 373-1900TEL貸　切

イズミイズミイズミ

113311331133

タクシー乗務員
随時募集！

お気軽にお問合せ下さい！
012-007-3309フリーダイヤル

マル経融資のお知らせ
　マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップするため、商工会の推薦により無担保・無保証・
低金利で融資を受けられる制度です。また新型コロナウイルスの影響を受けている小規模事業者を対象とした特別枠もあり、当初
３年間は通常の一般枠よりも低金利で資金調達が可能であり、要件が合えば利子補給による実質「無利子化」の対象になります。

■融資限度額
　一般枠：2,000万円　　特別枠：1,000万円
■返済期間
　運転資金：７年以内　　設備資金：10年以内
　うち据置期間
　　（一般枠）　運転資金１年以内　設備資金２年以内
　　（特別枠）　運転資金３年以内　設備資金４年以内
■利率（2021年 3月 1日現在）
　一般枠：1.21％（特別利率）
　特別枠：当初3年間特別利率▲0.9％　
　　　　　4年目以降特別利率
■融資ご利用対象
　①最近１年以上、泉区・旧宮城町・旧秋保町で事業を
　　行っていること

　②６か月以上みやぎ仙台商工会会員であること
　③個人事業主または法人企業において常時使用する
　　従業員が下記の事業所
　・小売業、サービス業（宿泊業、娯楽業を除く）：５人以内
　・製造業、建設業、その他事業：20人以内
■特別枠適用要件
　新型コロナウイルス感染症の影響により、最近 1 か月間
等の売上高または過去 6か月（最近 1か月を含む）の平均
売上高が前 3 年のいずれかの年の同期と比較して 5％以上
減少しているまたはこれと同様の状況にある小規模事業者
■実質無利子化の適用要件
個人事業主：要件なし
法人事業者：特別枠適用要件の売上高が▲15％減
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㈱リピ（食品卸、販売） 
 泉区朴沢字的場前24－ 1
水野電装工業㈱実沢営業所（自動車整備、販売） 
 泉区実沢字土ノ台17－ 7
㈱HIT（建設業） 
 泉区館 2－ 3－10
BahaRe（整体） 
 泉区北高森20－ 2
㈲大平運輸（運送業） 
 泉区泉ケ丘 2－11－17
㈱エステートラボ（不動産） 
 泉区将監10－36－10
ちば建工（型枠施工） 
 泉区永和台38－15エクセレント永和台202
モォウモォウコーポレーション㈲（講師業（セミナー、健康食品、化粧品）） 
 泉区松森字鹿島41－19
TSK㈱（軽貨物運送業） 
 泉区南光台東 2－19－13
㈱仙台合同会計（会計受託業） 
 泉区八乙女 1－ 3－ 7
㈱ジー・エイチ（家具、飲食販売） 
 泉区八乙女 1－ 3－ 7
U1カンパニー（デザイン業、ネット販売） 
 泉区松森字陣ヶ原55－ 2 セービンググランデMURAKO-B205
合同会社アルシュ（情報加工業） 
 泉区泉中央 1－12－ 3 －303
㈱エルエスシー（建設業） 
 泉区泉中央 1－33－ 3
㈱パーソナライズラボ（コンサルティング業） 
 泉区泉中央 1－34－ 6 アルファトムビル 4階
イングアルファ㈱（医薬品卸） 
 泉区泉中央 3－29－ 2 ケンショーパレス102

会員の紹介新
　 （令和 3年 3月25日 理事会承認）

会員事業所紹介vol.40
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 有限会社 菅原電設

5自店のPR：ご家族が安心して電気を使え
る環境を目指して。菅原電設は皆さまのおかげ
で創業33周年を迎えました。皆さま初めまし
て、菅原幸人です。東部支部長をやらせていただいております。普段
の業務は、ビル設備、一般家庭、松田病院などの大規模施設の電気設
備に関わっております。「家庭のエアコンを交換したい」「業務用のカ
セットエアコンを取り付けてほしい」「新しくコンセントを増設したい」
多種多様な要望に豊富な知識でお
答えします。まずは、お電話か、
メールでお問い合わせください。

1代表者名： 菅原　幸人
2所 在 地：泉区鶴が丘3-28-17
3電話番号：022-375-2684
4業　　種：電気工事業

仙台白百合
女子大学

東北学院大学
泉キャンパス

仙台松陵教会

泉松陵郵便局
松陵動物病院

松陵一丁目
南公園

鶴が丘
保育所

職員人事異動のお知らせ
４月１日職員人事異動がありましたので、お知らせいたします。

・転出　～お世話になりました～
　副参事　　菅原 史彦　（宮城県商工会連合会へ）
　主任主査　髙橋 陽子　（大崎商工会へ）

・転入　～よろしくお願いします～

多賀城七ヶ浜商工会より
副参事　

鈴木 浩二

くろかわ商工会より
主査　

太田 早香

河南桃生商工会より
主事　

武藤 理恵

大崎商工会より
主事　

和泉 真由

㈱バルテックジャパン東北支店　スマホドック24泉中央店（通信機器・ICT機器販売等） 
 泉区泉中央 1－22－ 3 マルタマ泉中央店テナント区画 1階
CocoColor ㈱（建設業仲介コンサルティング・リフォーム） 
 泉区長命ケ丘 5－12－ 1 － 5
木村　竜也（運送業） 
 泉区南中山 4－16－21
今野商会（運転代行、自動車販売買取、運送業） 
 青葉区向田 5－ 2
㈲A＆ Z（リサイクル業） 
 青葉区芋沢字新田 5－ 1
元祖いも煮会場　広瀬川（飲食・サービス業） 
 青葉区芋沢字大堀 6－21
㈲東瀝（建設業） 
 青葉区赤坂 1－ 7－10
吉田　尚（不動産貸借業） 
 青葉区落合 2－13－16
㈱清月記　錦ケ丘アーリー迎賓館 /リストランテ錦ケ丘（総合サービス業） 
 青葉区錦ケ丘 9－ 1－ 1
わとな補聴器（補聴器販売） 
 青葉区錦ケ丘 8－26－21
ペットホテルなちゅるむ（ペットホテル） 
 太白区秋保町湯向 5－11
㈱ネコの手（リフォーム業） 
 泉区上谷刈 3－12－ 6
アラキジオオフィス（地質調査業） 
 青葉区錦ケ丘 6－28－14
ワタナベ（内装業） 
 太白区三神峯 2－ 5－26プチエレガントヴィレッチ 6－201


