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仙台徳洲会病院 新築移転

泉区高玉町に仙台徳洲会病院の新病院が完成し
４月１日に開院。
救急医療、地域医療の拠点として地域経済への
好影響も期待されます。
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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！

受賞おめでとうございます！仙台国際センターに於いて
2021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４年２月２
日に挙行されました。本会より、令和３
年度中、同一事業所に20年以上勤務さ
れ功績のあった７名の方々と、創立・創
業記念を迎えた20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致
します。

○20年以上勤続優良従業員
（順不同・敬称略）
佐藤 寛司 （株）
村恵
遠藤
哲 （株）
ユウ・コーポレーション
畑山 忠弘
光進電気工業
（株）
高間木克徳
光進電気工業
（株）
山田 寛樹 （株）
ダックス
吉田 洋史 （株）
シンテック
佐藤恵理子 （有）
木の家
○創業・創立記念事業所
創業40年 （株）
高周
創業40年 （一社）
仙台中小企業労務協会
創立40年 （株）
宮城衛生環境公社
創立30年 （有）
木の家
創業30年 （有）
末広
創立30年 ゴリラガードギャランティ㈱
創立30年 （株）
ダックス
創立20年 （有）
仙台ジオックス
創立20年 （株）
エステック
創業20年 住宅環境シュウ

コロナ時代を乗り切る経営支援施策
活用事例「商工会活用術」について

庄司商工会長より記念の盾を授与
（創立40年を迎えた㈱宮城衛生環境公社様）

創立20年
創立10年
創立10年
創立10年
創立10年
創業10年
創立10年
創業10年
創立10年
創立10年

（株）
オリザ
（株）
サスティナライフ森の家
（株）
ジューシーオレンジ
（株）
ヒロ住建
（同）
Ｋプランナー
キムチのオオタ
（株）
フェニックスビルド
保育ルームわらべ
（株）
花まるハウス
さくらヘルスケア仙台（株）

インボイス制度に備えた
価格戦略について学ぶ

情報化委員会ではこの度、小規模事業者の支援制度
の周知方や有効活用に関する情報発信を強化すること
を目的として、各支援制度を活用し積極的に取り組ん
でいる事業者に御協力を頂き、事例を紹介する特設
ページを本会ホームページに作成しました。
商工会の主な支援分野である「税務」
・
「金融」
・
「労働」
の３分野に加えて「補助金活用」や「専門家派遣」の
２分野を追加した計５分野の支援事例を紹介しており
ます。
商工会をどう活用し、経営に役立てていただけるの
かを分かりやすく記載しておりますので新会員様は勿
論のこと、既存の会員様にも有効な内容となっており
ます。
今後も継続して様々な支援事例を掲載予定です。

昨年10月より登録申請受付が開始され、令和5年10月１
日から消費税の仕入税額控除の方式として導入される適
格請求書等保存方式（インボイス制度）は、消費税の課税事
業者だけではなく免税事業者を含む全ての事業者が大き
な影響を受ける可能性が懸念されております。
このような経営環境の変化に対応すべく、去る１月21
日、商業部会・サービス観光業部会の共催でインボイス導
入対応セミナーを泉本所研修室で開催しました。
当日は、ネクストマーケティング㈱代表取締役 水下智則
氏より、本制度の詳
細をはじめ収益
アップに向けた消
費税価格転嫁策な
どの講義に、参加し
た10名は熱心に聞
き入り、今後の経営
に役立つ大変有意
義な講習会となり
セミナー当日の様子
ました。

URL：https://www.m-sensci.or.jp/rollovercovid19/rollovercovid19.html

←本会 HP の左記バナーを
クリックすると事例集が
掲載されております

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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プチマルシェの開催

【みやぎ仙台商工会・仙台市】

３月19日
（土）～21日（月・祝）

事業継続力強化支援計画が
認定されました︕

泉中央駅前広場
「isMe!おへそひろば」を会場に
「プチマル
シェ produced by Izumi Marche」
が開催されました。
例年９月に開催していた泉マルシェは、新型コロナウイ
ルス感染症の影響で大規模な開催が難しかったため、今年
度については、コロナ禍の中での新しい生活様式に合わせ
たイベントとして開催しました。
開催期間中は、新型コロナウイルス感染症の感染対策を
講じ、小規模での開催ではありましたが、多くのお客様に
ご来場いただきました。
出展ブースでは、焼菓子や輸入雑貨、ハンドメイドのア
クセサリー等個性的なお店が出揃い、３日間で36店舗が出
店し、会場内は大いに盛
り上がりを見せました。

近年、相次ぐ自然災害の発生などにより、中小企業・小
規模事業者の事業活動継続に支障をきたす事態が生じ
ております。
そこで、国では、これらを踏まえまして、令和元年に小
規模事業者の自然災害等への事前の備え、事後の早急な
復旧を支援するため、中小企業強靱化法と小規模事業者
支援法の一部をそれぞれ改正し、商工会又は商工会議所
が市町と共同で実施する「事業継続力強化支援計画」を
都道府県が認定する制度を創設いたしました。
みやぎ仙台商工会では、この度、仙台市と共同で事業
継続力強化支援計画を作成し、宮城県から令和４年１月
26日に認定されました。今後は本計画に基づき、各関係
機関と連携し、小規模事業者の事業継続に対する防災・
減災対策や災害復旧に関する支援を強化してまいりま
す。

３つの支部が
「新たな支部」
として
スタートしました

職員人事異動のお知らせ
４月１日付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・退職 ～お世話になりました～
主 事 武藤 理恵 （登米みなみ商工会へ）
主 幹 今野 健一 （依願退職）
主 査 坂本 隆明 （依願退職）

組織運営の効率化と支部活動の活発化を目的に、商
工会の支部組織の「統合・再編成」を進めており、本年
４月より３つの支部が「新しい支部」としてスタート
しました。

・転入

①「大沢・泉ケ丘支部」と「将監支部」が統合し「将監・
泉ヶ丘支部」になりました。
②「向陽台支部」と「東部支部」が統合し新たに「東部支
部」になりました。
③「ひろせ北支部」と「ひろせ支部」と「愛子ひろせ西支
部」
が統合し「宮城支部」
になりました。

主任主査

鈴木 早苗

主事

清水 優里

広告掲載事業所を募集しています。

146975

みやぎ仙台商工会では会員事業所の取引拡大や事業拡大に
資することを目的に以下の広告を募集しております。

玉虫雅德税理士事務所

≪募集広告≫
会報広告
（半枠）
バナー広告
（3枠）
R5.3月末まで

仙台市青葉区南吉成1－5－11

いずれも掲載月数・回数に応じて金額は変わります。
詳細はお気軽に商工会本所までお問い合わせ下さい。

022－719－1424

HP https://www.kaikei-home.com/sendaileon/

みやぎ仙台商工会報

亘理山元商工会より

主任主査

新規採用

税金の事はお気軽にご相談ください

℡

多賀城七ヶ浜商工会より

遠藤 伸也

これにより16支部から12支部になります。

税理士登録番号

～よろしくお願いします～

3

第111号

R4・ 4 ・ 8

青年部

税制セミナーを開催

女性部

エコキャップ運動

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３年度の実績は227kgで、約57
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。

１月26日（水）
に手島会計事務
所の手島貴弘氏
を講師に招き、
インボイス制度
を始めとした経
セミナー当日の様子
営者のための税
制セミナーを泉本所研修室で開催いたしました。
当日は2023年10月より導入されるインボイス制度
の概要および導入されることで自社にどのような影響
があるかを説明いただき、参加者からの質問について
も事例を交え説明いただいたことで、有意義なセミ
ナーとなりました。
２月21～22日にかけて開催を予定しておりまし
た北海道函館市方面への視察研修事業は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となり
ました。

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

みやぎ仙台商工会報
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TEL 022－372－8559
〒981-3111
仙台市泉区松森字明神１－１

事業再構築補助金

事業復活支援金
事業復活支援金とは新型コロナウイルス感染症の影響を受け
た事業の継続・回復を支援する給付金です。制度の概要につい
ては同封の事業復活支援金制度概要リーフレット、または事業
復活支援金 HP（https://jigyou-fukkatsu.go.jp/）にてご確
認ください。
申請の際には登録確認機関での事前確認が必要となり、本会
も登録確認機関として会員を対象に無料にて電話での事前確認
を行っています。確認を必要とする方は申請期限もございます
ので早めに商工会までご相談ください。

新型コロナウイルスの影響により変化した経済社会に対応

するための新分野・業態・事業・業種の転換、事業再編に係る経
費の一部を支援。

第６回より以下の見直しがされます。
・通常枠の補助上限額の見直し
従業員数

補助金額

補助率

20人以下

100万円～2,000万円

21人～50人

100万円～4,000万円 （6,000万円超は1/2）

51人～100人
101人以上

■申請期限
申請：５月31日まで

【中小企業】2/3

仙台市中小企業等事業復活支援給付金

100万円～6,000万円 【中堅企業】1/2
（4,000万円超は1/3）
100万円～8,000万円

事業復活支援金の給付決定を受けた仙台市内（一定の条件あ
り）の個人事業者・中小企業等が対象となり事業復活支援金給
付決定額の 1/10 が支給される制度が開始されました。
詳細は同封の制度案内または仙台市 HP（https://www.
city.sendai.jp）にてご確認ください。

・売上高10％減少要件の緩和
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、コロナ以前と比較して10％以上減少してい
ることが要件に緩和。

■申請期限
７月29日まで

・回復・再生応援枠の新設
補助金額：100万円～従業員数に応じて最大1,500万円
※中堅企業も同額
補 助 率：3/4 ※中堅企業は2/3
2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対2020年
又は2019年同月比で30％以上減少していることが要件。

協会けんぽ宮城支部から
のお知らせ

・グリーン成長枠の新設
研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成
長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行
う事業者
補助金額：100万円～最大1億円 ※中堅企業も同額
補 助 率：1/2 ※中堅企業は1/3
グリーン成長枠については、特例的に過去支援を受けたこ
とがある事業者も再度申請することを可能とし、採択され
た場合には支援を受けることが可能。 売上減少要件は課
されない。

健康保険料率と介護保険料率が変更となります。
健康保険料率

給与・賞与の

10.01％

＋0.17％

令和４年２月分
（３月納付分）まで

1.80％

給与・賞与の

10.18％

令和４年３月分
（４月納付分）から

介護保険料率

給与・賞与の

以上の見直しに伴い、第６回より緊急事態宣言特別枠、卒業
枠・グローバルV字回復枠は廃止。
最低賃金枠と大規模賃金引上枠については第６回以降も継続。
応募締切は令和４年６月30日18時までになります。
詳細については事業再構築補助金HP（中小企業庁）または
会報用広告
みやぎ仙台商工会HPよりご確認ください。

令和４年２月分
（３月納付分）まで

－0.16％

給与・賞与の

1.64％

令和４年３月分
（４月納付分）から

ご不明点がございましたら、
協会けんぽ宮城支部までお問い合わせください。
電話 022－714－6850

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

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

タクシー乗務員
随時募集！
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

事前確認
（予定）
：５月27日まで

イズミバス
貸
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切

TEL

373-1900

新 会員の紹介

㈱ Superﬂy（飲食業他）
加藤

（令和 4 年 3 月24日 理事会承認）

泉区南中山 6 − 2 − 4

建二（保険代理店）

泉区南中山 6 − 2 − 4

㈱オヤシン（リラクゼーションサービス業）

泉区上谷刈 3 − 7 −29カヤバプラザ D101

上村

鉄治（旅行業）

青葉区芋沢横向山86− 6

㈱ RAD（自動車、飲食、運送、ハウスクリーニング）

さいとう塗装（塗装工）

遠刈田伝統こけし工人

㈱エス・システム（電気工事、制御設計）

泉区根白石上花輪10

藤田

我妻昇（製作販売）

泉区根白石字堤下22− 4

青葉区下愛子字二本松25−13

承紀（料理家、ダンサー、真鍮作家）

中華飯店だるま亭（飲食業）

泉区福岡字城ノ内裏15

ティービーケィ㈱（建設業）
須田

英基（コンサル業）

安田造園（造園業）

泉区住吉台西 4 −20− 3

新川ペットメモリーガーデン（ペット霊園）

㈱ ensoleille.（飲食、菓子製造）
麺家

桂（飲食店）

青葉区上愛子字街道77− 1

泉区住吉台西 4 −20− 3

㈱アゼリア（機械技術）

お食事

青葉区国見ケ丘 2 − 3 −10

青葉区新川字鹿野 3 − 1

泉区館 1 −20− 3

インボルク（体験教育）

泉区館 4 −22− 8

秋保フィッシングエリア（釣り堀業）

㈱シュプレム（小売業）
アートスペース K'z（ガラス工芸）

太白区秋保町長袋字山崎40
泉区福岡字城ノ内裏15

泉区桂 4 −11−14

TOWA（建設業）

泉区北高森 2 − 6

exterior R.A（エクステリアアールエー）
（木工工事）

合同会社 LUAGO（小売業（通信販売）
）

泉区鶴が丘 2 −17−11
青葉区芋沢字青野木240

ハピネスサロン

泉区高森 7 −21− 2

㈲北杜防災（消防施設業）

青葉区新川字土手下 5 −15

㈱ LUNNY'S VEGGIE（料理企画、グッズ販売）

泉区福岡字西上野原28−31

蛯名デザインオフィス（店舗設計デザイン）

青葉区錦ケ丘 8 −12− 2 タウンハウス308

ビジュー
（サロン）

青葉区愛子中央 2 −10−15− 7 号館102

泉区泉ケ丘 1 − 8 −16

トリック（ホームページ制作業）

泉区明石南 5 − 6 − 1

スパークル山﨑（不動産賃貸業）

太白区金剛沢 2 − 8 −31
青葉区北根 3 −25−20−503

Moana Design（WEB 制作事業）

泉区市名坂清水端59− 2 ボヌヒルズ市名坂 D102

㈱ Finest Agent（不動産仲介・売買）
木地屋（木工品製造販売）

会員事業所紹介 vol.45

泉区松森字鹿島38− 1

今回も「わが社の一押し！」を紹介します！

泉区鶴が丘 1 −45−26

㈱阿部工業（建設業）

泉区松陵 1 −24− 9

花花（飲食業）

わが社の
一押し！

泉区南光台 2 −15−18

七福（飲食業）

会員事業所
紹介

泉区南光台 2 −14−32−105

L.A.Y（小売業）

泉区南光台 2 − 6 −18アップルハウス旭ヶ丘 8 B101

代表者名： 中村 直人
相談場所：青葉区上杉1-6-10EARTH BLUE 勾当台1階 SEED 内
業
種：結婚相談所
営業時間：10:00〜20:00（予約制）
定 休 日：年末年始を除き無休
自店の PR：マリッジメディアは夫婦 2 人で運営するアットホームな結婚相談
所です。わたしたち夫婦 2 人の目線からきめ細かいサポートをさせていただき、個人
運営の相談所としては東北地方ではトップクラスの成婚者数実績を誇ります。会員様
と二人三脚でご成婚を目指して、精一杯お手伝いさせていただきます。
ホームページ https://media-marriage.com/

㈱ GreenFrog（コンサルタント）

泉区南光台南 3 − 7 −12−302

アビコ（空調用資材製作）

泉区南光台 3 −15−15

庄司経営コンサルタント事務所（コンサルタント業）

泉区黒松 1 − 7 −18

F.E.E.T（空調設備工事）
担々麵

泉区黒松 3 − 2 − 2 −206

れんげ（飲食業）

泉区黒松 2 −19− 3

UMC（住宅機器アフターサービス）
金野

栄子（不動産賃貸業）

阿部

久子（不動産業）

居酒屋

泉区松森字前田52− 2
泉区松森字八沢 8 −11
泉区市名坂字町86− 5

熊ちゃん（飲食業）

マリッジメディア

（八乙女支部会員）

地下鉄
北四番丁駅

泉区七北田字東裏24斉藤ビル 2 F

太鼓（飲食業）

泉区七北田字東裏24とんとん横丁ビル 2 A

居酒屋けいちゃん（飲食店）

青葉区役所

泉区七北田字東裏24斎藤ビル 2 F

仙台北税務署

合同会社福祉文化出版（出版イベント）

泉区泉中央 1 −12− 3 −303

仙台市役所

㈱エムテクニカル（リフォーム工事）

泉区七北田字日野 1 − 3 リエゾンⅡ102

合資会社メジャーコード（広告制作（主に web 制作）
）

泉区長命ケ丘 1 −17−24

寺通

㈱ケミスラボマネジメント（フランチャイザー）

定禅

泉区南中山 6 − 2 − 4

みやぎ仙台商工会報

22

地下鉄
勾当台公園駅

6

第111号

R4・ 4 ・ 8

仙台三越
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