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日本初の女子プロサッカーリーグ開幕
9月12日、日本初となる女子プロサッカーリーグ「Yogibo WE リーグ」が開幕となります。
東北から唯一の参戦となるマイナビ仙台レディース（前身：マイナビベガルタ仙台レディー
ス）は私達と同じ仙台がホームタウンです。
仙台、東北から日本全国、全世界に向けて、感動や勇気を与え、開幕初年度から歴史に名前
を刻むべく、WEリーグ優勝を目指します。
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P 2 仙台市商店街応援割増商品券発行状況
コロナ禍における経営計画セミナーを開催
小規模事業者持続化補助金
P 3 中小企業等事業再構築促進事業
宮城県事業再構築支援補助金のご案内
仙台市地域産業応援金の拡充
P 4 健康づくり啓発、青年部、女性部
「経営者保証を不要とする取扱い」について
P 5 適格請求書等保存方式（インボイス制度）導入
日本政策金融公庫定期相談会休止のお知らせ
小規模企業共済
P 6 新会員紹介、会員事業所紹介
みやぎ仙台商工会ゴルフ大会中止のお知らせ
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本所

仙台市泉区野村字太斉山4－6
TEL 022-372-3545/ FAX 022-375-7475

メールアドレス：miyagisendai_sci@oﬃce.miyagi-fsci.or.jp

宮城支所

仙台市青葉区愛子東6－4－5
TEL 022-392-6571/ FAX 022-392-3945

メールアドレス：miyagi_scis@oﬃce.miyagi-fsci.or.jp

秋保支所

仙台市太白区秋保町長袋字大原45－1
TEL 022-399-2846/ FAX 022-399-2260
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本会HPはこちら！
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。

検索

本会Twitterはこちら！

仙台市商店街応援割増商品券発行事業補助金による
商品券発行状況
仙台市では新型コロナウイルス感染症により影響を受けた商店街の活性化を目的とし昨年に引き続き割増商品券を
発行・販売する市内の商店街振興組合等に対し補助を実施しています。今年度の割増率は25％、仙台市全体で31種類の
商品券が発行となり本会管内
（旧泉市・旧宮城町・旧秋保町）では以下7種類の商品券が発行・発行予定となっています。
発行エリア

発行主体

問い合わせ先

泉中央

泉中央商栄会・泉中央駅前地区活性化協議会

022-739-7399
（平日9時～17時まで）

泉中央西側飲食店街等

仙台IZUMIフードリンクラブ

050-5213-0689
（平日9時～18時まで）

南光台

南光台商店街振興組合

050-6870-6967
（平日10時～17時まで）

黒松

黒松商工振興会

022-399-9828
（平日11時～16時まで）

根白石

根白石商店会

090-4634-1525
（平日9時～16時まで）

作並・定義

作並温泉旅館組合・定義観光協会

022-395-2320
（平日10時～17時まで）

秋保

秋保温泉旅館組合・秋保温泉商和会・秋保商工振興会

022-265-1312
（平日10時～17時まで）

商品券は12月31日までの利用期限となっています。
詳細情報は仙台市のホームページをご確認ください。また、各商品券の詳細については発行主体にお問い合わせくだ
さい。

コロナ禍における
経営計画作成セミナーを開催

販路開拓を支援する
小規模事業者持続化補助金

８月３１日（火）、みやぎ仙台商工会館にて本年度２回目
となる経営計画作成を目的としたセミナーを開催。
講師として中小企業診断士の横尾先生をお招きし、今年
度より公募開始した事業再構築補助金を含む各種補助金
を申し込む際に必要となる事業計画書作成のポイントな
ど、新型コロナウイルス感染症への対応施策の活用方法を
中心にご講義いただきました。
セミナーを受け参加者は自社の経営資源や強みを再確
認し、それをどのように伸ばしていくかなど、自社経営の
見つめ直しの一助になりました。
9 月 1 3 日（ 月 ）か ら
は、個別相談会を開催
し、参加者が作成した
計画書をもとに、専門
家によるアドバイス
を受けることでコロ
ナ禍においても目標
達成の道筋づくりを
進めていきます。

小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に
要する経費の一部を支援する制度で、商工会のサポー
トを受けながら経営計画書等を作成し、審査を経て採
択が決定された後、所定の補助が受けられる人気の高
い補助金です。
＜一般型＞
補助対象 : 店舗改装、チラシ作成、広告掲載など
・補助額 : 上限50万円 ・補助率 : 2/3
・補助対象 : 店舗改装、チラシ作成、広告掲載など
・応募締切 : 令和3年10月1日、令和4年2月4日
＜低感染リスク型ビジネス枠＞
補助対象 : 対人接触機会の減少を目的とした
前向きな投資や感染防止対策など
・補助額 : 上限100万円 ・補助率 : 3/4
・応募締切 : 令和3年11月10日、令和4年1月12日
※詳細については商工会までご連絡ください

みやぎ仙台商工会報
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令和 2 年度 3 次補正予算中小企業等事業再構築促進事業

国が、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための
企業の思い切った事業再構築を支援します。

第３回公募から新しい類型が新設されました！

中小企業等事業再構築促進事業の活用イメージ

【対象】新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じ
た規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、以下の要件をすべて満た
す中小企業等の挑戦を支援します！

○飲食業 喫茶店経営➡飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆や
焼き菓子のテイクアウト販売を実施。
○小売業 衣服販売業➡衣料品のネット販売やサブスクリプション
形式のサービス事業に業態を転換。
○製造業 航空機部品製造➡ロボット関連部品・医療機器部品製造の
事業を新規に立上げ。

第３回公募締切後、さらに２回程度の公募を予定しています。
必須申請条件

【必須申請要件】
1．
（a）
2020年4月以降の連続する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％以上減少しており、
（b）
2020年10月以降の連続する6か月間のうち、
任意の3
か月の合計売上高が、
コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少
していること。
※上記を満たさない場合には、
次の項目を満たすことでも申請可能。

補助対象経費の例
建物費（建物の建築・改修等）
、機械装置・システム構築費、技術導入費（知
的財産権導入に要する経費）
、外注費（加工、設計等）
、広告宣伝費・販売促
進費（広告作成、媒体掲載、展示会出展等）
、研修費（教育訓練費等）等
【注】補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費、不動産、汎用品の購
入費は補助対象外です。

（a
‘）
2020年4月以降の連続する６か月間のうち、
任意の３か月の合計付加価値額が、
コロナ
以前の同３か月の合計付加価値額と比較して15％以上減少していること。
（b
‘）
2020年10月以降の連続する６か月間のうち、
任意の３か月の合計付加価値額が、
コロ
ナ以前の同３か月の合計付加価値額と比較して7.5％以上減少していること。

２．
事業計画を認定経営革新等支援機関(商工会)や金融機関と策定し、
一体となっ
て事業再構築に取り組む。
３．
補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加、
従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加の達成。

中小企業
中堅企業

●７月30日、第３回公募を開始しました（申請受付は８月下旬開始予
定）
。
締切りは９月21日です。
●申請後、
審査委員が審査の上、
予算の範囲内で採択します。
公募要領に
記載されている審査項目や注意事項を確認の上、
事業計画を策定して
ください。
※ 詳細は事業再構築補助金事務局ホームページをご確認ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

通常枠 補助額100万円～従業員数に応じて8,000万円
補助率２/３（6,000万円超は１/２)
通常枠 補助額100万円～従業員数に応じて8,000万円
補助率１/２（4,000万円超は１/３）

※上記はいずれも、
【従業員数20人以下】
100万円～4,000万円、
【従業員数21～50人】
100万円～6,000万円、
【従業員数51人以上】
100万円～8,000万円となっています。

その他、緊急事態宣言特別枠や最低賃金枠【新設】
、大規模賃金引上枠【新設】などが
ございますので、詳しくはお問合せください。

～県内中小企業者向け～

お問い合わせ
事業再構築補助金事務局コールセンター
【９：00 ～ 18：00（日祝日を除く）
】
＜ナビダイヤル＞0570-012-088 ＜IP 電話用＞03-4216-4080

仙台市より

宮城県事業再構築支援補助金のご案内

国の事業再構築補助金（上記記載）に採択された県内中小企業等を
対象とした宮城県独自の上乗せ補助を実施します。

仙台市地域産業応援金の
対象を拡大します！

【問い合わせ先】
中小企業支援室（電話）022-211-2742

前回107号でご紹介した地域産業応援金ですが、新たに国が実施
する「事業再構築補助金」の交付決定を受けた方で、交付決定額に応
じた応援金を支給します。
♦新たに対象となる方
令和4年3月31日（木）までに事業再構築補助金の交付決定を受け
た方
※既に交付決定を受けている方も対象となります。
♦支給金額
事業再構築補助金の交付決定額に応じて支給します。
100万円以上500万円未満の場合：20万円
500万円以上の場合：50万円
♦申請受付期間
令和3年8月12日（木）～令和4年4月15日（金）
（消印有効）
♦申請方法
必要書類を郵送で提出してください。
＜郵送先＞
〒980-0803 青葉区国分町3丁目6-1 仙台パークビル9階
令和3年度地域産業応援金担当
＊申請様式等は、市ホームページからダウンロードできます。
♦問い合わせ先
経済局地域経済再生担当（電話）022-214-7329

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

安全・安心・快適な

【補助内容】
国の事業再構築補助金に採択された事業の補助対象経費のうち、事
業者の自己負担分について1/3以内（上限500万円）を補助します。
【注意事項】
■国の事業再構築補助金に採択された事業を実施し、国からの補助
金交付額確定通知を添付した上で、令和4年2月28日（月）までに県
へ申請する必要があります。
■申請期限に関わらず予算に達した場合は、その時点で申請受付を
終了致します。
■上乗せ補助の対象となる国補助金（令和2年度第3次補正予算で計
上）は、
「中小企業等事業再構築促進事業」の「通常枠」
・
「卒業枠」で
実施される補助金です。
【申請書類】
申請に必要な書類は下記ホームページからダウンロードしてくださ
い。
（宮城県経済商工観光部 中小企業支援室ホームページ）
会報用広告
https：//www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/

イズミタクシー

㈱東北カレンダーギフト

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!!

℡.０２２－３７２－２４９４

お気軽にお問合せ下さい！
フリーダイヤル

012-007-3309

イズミ

Fax.022-372-2596

4 号バイパス
泉消防署向い

981-3124
仙台市泉区野村字菅間前25-2
981-3133 仙台市泉区野村字菅間前25-2
仙台市泉区泉中央1丁目33-7
1133

営業時間・平日AM９時～PM６時／休日及び祝祭日AM10時～６時

みやぎ仙台商工会報

タクシー乗務員
随時募集！

イズミバス
貸
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切

TEL

373-1900

健診は 結果を行動に変えるまでが 健診です！

「経営者保証を不要とする取扱い」
について

健診の結果が届いたら、
判定区分を必ずチェックしましょう。

信用保証協会では、原則すべての保証制度につきまし
て、法人の代表者が連帯保証人に加入せずに融資を受け
られる「経営者保証を不要とする取扱い」を平成30年4
月から開始しております。
取り扱える要件については、
①金融機関連携型
②財務要件型
③担保充足型
の原則3ついずれかの要件に合致した場合によります。詳
しい要件の内容や取扱いに関しては、お気軽にお問合せ
ください。
（信用保証協会ホームページにも掲載しております。
）

健康診断の受診後に手元に届く結果表には、
「異常な
し」
「要指導」
「要治療」などの判定区分が記載されて
います。
身体からのサインを見落とさないよう、項目ごとの結
果と判定区分を確認し、自分の健康管理に役立ててい
くことが大切です。
結果に基づいて自分の生活習慣を振り返り、改善すべ
きことに取り組む・病院を受診して医師の指導を受ける
など、行動に反映していきましょう。

問合せ先

宮城県信用保証協会本店営業部
仙台市青葉区本町2-16-12
【保証一課】仙台市青葉区、
太白区担当
☎ 022-225-6421
【保証二課】仙台市泉区、名取市、富谷市、
黒川郡担当
☎ 022-225-6422

健康づくりに関するお問合せは・・・
泉区保健福祉センター家庭健康課
宮城総合支所保健福祉課

☎022-372-3111

☎022-392-2111

秋保総合支所保健福祉課

☎022-399-2111

地区別講習会を実施しました

第27回商工会青年部主張大会に
本会青年部の村山副部長が
出場しました

女性部

青年部
宮城地区参加部員
村山副部長
発表の様子
作業の様子

６月17日に河北総合センタービッグバンにて開

７月16日、女性部宮城地区において、装飾・デザ
イン手法の習得を目的としたUVレジンの講習会
を開催しました。
講師より素材の発色の変化や配置のコツなど教
授いただき、細かな作業に苦戦しつつも作品を完
成。部員の交流も深められた講習会となりました。

催された商工会青年部主張大会に、本会青年部の
村山副部長が中央ブロック代表として出場し、
「地

元の“想い出”に携わるとは～未来へ繋げるバトン
～」
と題し発表しました。

今シーズンも熱い応援をよろしくお願いします。
www.vegalta.co.jp

みやぎ仙台商工会報
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日本政策金融公庫 定期相談会

令和５年10月１日から
適格請求書等保存方式（インボイス制度）が
導入されます！

～ 新型コロナウイルス感染症による休止のお知らせ ～
本会では、毎週火曜日の午後、完全予約制にて定期相談会を実施
しておりましたが、この度新型コロナウイルスの感染が拡大してい
る状況を鑑み、相談会を当面の間休止することといたしました。
皆様にはご迷惑をおかけしますが相談をご希望の場合には日本
政策金融公庫仙台支店へ直接お電話いただくか本会の金融担当職
員までご連絡をお願いいたします。
また再開する場合には、決まり次第ホームページや会報等でお知
らせいたしますので何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

〇適格請求書
（インボイス）
とは？
適格請求書
（以下、
インボイスという）
とは、
「売手が、
買手に対
し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段 」であり、
一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する
書類のことです。
この書類を交付できるのは、
予め税務署長に申
請して登録を受けた事業所であり、消費税課税事業者でなけれ
ばなりません。

【問い合わせ先】
日本政策金融公庫仙台支店
TEL. 022-222-5377

＜売手側＞
売手である登録事業者は、
買手である取引相手
（課税事業者）
か
ら求められたときは、
インボイスを交付しなければなりません
（ま
た、
交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります）
。
【インボイスの記載事項】
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
④税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み）及び適用税率
⑤消費税額等（端数処理は一請求書あたり、税率ごとに１回ずつ）
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

＜買手側＞
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、
原則として、
取引
相手
（売手）
である登録事業者から交付を受けたインボイス※の
保存等が必要となります。
※買手は、
自らが作成した仕入明細書等のうち、
一定の事項
（インボイスに記載が必要
な事項）
が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、
仕入税額控除の
適用を受けることもできます。

〇登録申請はどのように行うの？
インボイス制度導入に伴い、
事業者の方が適格請求書
（インボ
イス）
を交付するためには、
納税地を所轄する税務署長に対して
登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があり
ます。
税務署における審査を経て、
適格請求書発行事業者として
登録された場合、
「登録通知書」
が送付されます。
なお、
登録申請は、
令和３年10月１日から受付が開始されます。
※このインボイス制度が導入されると、
買手側は、
免税事業者から
行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくな
り、
今後課税事業者
（適格請求書発行事業者）
との取引を優先する
事業者が増加していくものと考えられます。
課税事業者及び免税
事業者のどちらにも影響が懸念されるため、
インボイス制度への
早めの対応と準備が必要です。

※詳しい内容につきましては、
みやぎ仙台商工会まで
お気軽にご相談ください。

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
かのお

協工業 株式会社
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新 会員の紹介


㈲福寿プランニング（不動産仲介業）


（令和 3 年 7 月13日 理事会承認）

Lacoste（ラコステ）
（小売業）



泉区寺岡6－1－1
泉区寺岡6－1－1

仙台泉プレミアムアウトレット

泉区寺岡6－1－1
泉区寺岡6－1－1

Meyer( マイヤ－）
（小売業）



泉区寺岡6－1－1

仙台泉プレミアムアウトレット



泉区寺岡6－1－1

Asics（アシックス）
（小売業）



泉区寺岡6－1－1

Seiko（セイコ－）
（小売業）



泉区寺岡6－1－1

仙台泉プレミアムアウトレット



泉区寺岡6－1－1

Puma（プ－マ）
（小売業）



泉区寺岡6－1－1

青葉区上愛子字街道59－55

仙台泉プレミアムアウトレット

北日本水道設備（水道業）

仙台泉プレミアムアウトレット

moimoi by 自然卵のクレープ（クレープの移動販売）




泉区旭丘堤1－28－27

仙台泉プレミアムアウトレット
仙台泉プレミアムアウトレット

Pain/Montagne 030（パン製造、販売）

仙台泉プレミアムアウトレット

ホテル総合案内




青葉区錦ケ丘1－37－3



JC サ－ビス（旅館案内所）

若林区大和町4－2－1－508

会員事業所紹介 vol.42

仙台泉プレミアムアウトレット



泉区寺岡4－17－7

今回も「わが社の一押し！」を紹介します！

㈱ TACOU（小売業（インタ－ネット販売））

泉区高森1－1－317高森パ－クハウス1－302

㈱共栄実業（飲食業等）



Holy


わが社の
一押し！

泉区北高森2－8

エクスツ－合同会社（IT 商品制造業）

会員事業所
紹介

泉区将監1－9－1

Whole（音楽演奏、サウンド、セラピ－）



泉区市名坂字柳清水102－1

Hair Salon Ohana（ヘアーサロンオハナ）
（美容室）



泉区南光台3－18－14

㈱ビルドクラスタ（不動産管理、内装工事業）


泉区旭丘堤1－23－3

白井麻美社会保険労務士事務所（社会保険労務士事務所）


泉区黒松2－8－18

㈱ NUMBER2


藤田


TWIN

ゆき

トレーディング（情報産業サービス）

泉区虹の丘3－1－6

エリザベス（小売業）

TOWER

Patisserie atelier oe uf

フランス菓子アトリエ ウフ

1代表者名： 石原みちよ
2所 在 地：泉区南光台5-9-1
3電話番号：022-234-8490
4業
種：フランス菓子製造販売
5自店の PR：泉区南光台の住宅街の中に
ある、素材と季節感を大切にした本格フランス
菓子店です。
「大人のためのご褒美菓子」をコン
セプトに“ちょっと大人な”ケーキが揃ってい
ます。中でも「りんごのパイ」は、
「また食べた
くなる」とリピーター続出の当店人気№1です。
お店のホームページ→ https://www.atelieroeuf.com/
【営業時間】11：00～18：00
地下鉄
黒松駅
八乙女中学校
【定休日】日・月曜日

泉区将監9－10－1マグノリア101

㈱アイアイコ－ポレ－ション（不動産業）



泉区松森字斉兵衛58－69

仙台泉プレミアムアウトレット

㈱ SKT（建設業）


泉区山の寺1－17－14－106

合同会社キャリーハート（運送業）

New Balance Golf（ニュ－バランスゴルフ）
（小売業）



青葉区栗生5－8－10ロワ－ル T・N601

㈱ラソス（娯楽業（スポ－ツ施設管理））

Descente Outlet Store（デサントアウトレットストア）
（小売業）



青葉区落合4－6－23－102

㈱ジェイテック（電気工事）

Vendome Aoyama（ヴァンド－ム青山）
（小売業）



青葉区中山吉成2－10－25



Kyocera Kitchen( 京セラキッチン）
（小売業）





泉区加茂5－33－1

インテリア HAYASAKA（建築業（内装））

D'urban/Aquascutum（ダ－バン / アクアスキュ－タム）
（小売業）



㈱ユ－ワ技研（建設業）

泉区泉中央4－7－1－407

AUTO（新車、中古車販売）

泉区泉中央南2番

緑ヶ丘第二幼稚園
泉南光台郵便局

みやぎ仙台商工会ゴルフ大会開催中止のお知らせ

旭丘小学校

令和３年10月27日（水）に開催を予定しておりましたが、過日開催の
第１回実行委員会にて、新型コロナウイルス感染症拡大を考慮した結
果、
今年度の開催は中止とすることになりました。
次年度の開催については、今後協議を進め決定し、追ってご連絡いた
します。

地下鉄
旭ヶ丘駅

人気 No.1の
「りんごのパイ」

ツルハドラッグ
南光台 4 丁目店

開成ゼミ
南光台教室

仙台旭ヶ丘郵便局
あさひの森幼稚園

電気保安と省エネの総合コンサルタント
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

仙台北事業所

〒981-3133 仙台市泉区泉中央一丁目17-6 TEL022-771-5750
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