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新役員選任される

令和３年度通常総代会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から会場を大曲市民センターに
移して感染防止対策を万全に開催しました。総代 85 名出席（本人 40 名、委任状 45 名）の下、提出議
案全てが満場一致で原案通り承認されるとともに、任期満了により新役員が選任されました。

第１号議案
第 2 号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
第 6 号議案

東松島市商工会運営規約の一部改正（案）承認の件
東松島市商工会労働保険事務組合事務処理規約の一部改正（案）承認の件
令和２年度事業報告書並びに収支決算書、貸借対照表・財産目録承認の件
令和３年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の件
令和３年度借入金最高限度額及び借入先承認の件
任期満了に伴う役員選任の件

令和３年度重点項目
１．コロナ禍克服のための中小・小規模事業者への支援強化
２．自然災害等の影響を受けている中小・小規模事業者に対する継続的な支援
３．中小・小規模事業者のリスクマネジメント支援
４．中小・小規模事業者の経営環境整備の推進
５．商工会支援機能の強化と会員サービスの充実
６．中小・小規模事業者の販路開拓の支援と地域創生の推進
７．人材育成の推進
新役員が選任されました！（任期 3 年）
会

長

副会長

橋本
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雫石
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事
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千葉 伸芳（㈱東松島まるせんタクシー）

及田

賢治（㈱オイタミート）

松岡 勝久（㈲松岡生花店）
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伸之（㈲矢本第一衛生）

福田 敬一（㈲富士クリーン）

木村
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吉木 妙子（鍼灸さろん 果林）

櫻井

幸作（民宿
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輝弥（㈲奥松島観光タクシー）
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志摩 惠章（㈱志摩電機）
八木 寛彰（八木経営士事務所）

商工会現況 会員数７６９名（一般会員 703 名、定款会員 31 名、特別会員 35 名） R3.6.1 現在
商工業数者 1,060 名 小規模事業者数 858 名 組織率 66.3％

【本
所】
【鳴瀬支所】

東松島市矢本字河戸７
東松島市小野字中央２１‐１

ＴＥＬ82-2088
ＴＥＬ87-2026

ＦＡＸ83-2293
ＦＡＸ87-3195

青年部・女性部活動

青年部活動
青年部では、４月２７日に令和３年度商工会青年部通常部員総会を開催しました。新部長に福
田敬一氏が就任し、新執行部の体制で活動をすることになりました。
昨年度はコロナ禍で活動が大幅に制限された年ではありましたが、部員の資質向上のため、若
手後継者育成事業の一環として中小企業診断士を講師として招き、「ニューノーマル時代におけ
る経営者と従業員」をテーマに研修会を開催しました。また、地域活性化事業では、コロナ対策
万全の基、どんと祭を開催しました。今年度は上記に加えて、他団体との交流に重点を置き、関
係強化を図る一年にすると同時に、新体制となった青年部でも引き続き地域に貢献できる活動を
展開していきたいと思います。
役員一覧（写真前列左から）
副部長：横山秀人 横山新聞店
〃 ：阿部一英 美容室ういんく
〃 ：吉木瞬輔 ㈲ゴミクラ
部

長：福田敬一 ㈲富士クリーン

副部長：川元幸平 ㈲矢本清掃興業
〃 ：渥美裕介 (一社)東松島みらいとし機構

女性部活動
女性部では、４月１９日に令和３年度商工会女性部通常総会を開催し、前年度事業報告、今年
度事業計画等について無事承認いただきました。
昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により例年通りの活動は行えませんでしたが、医療
従事者の方々への黒にんにく・ハックルベリージャム寄付や各種事業に参加・協力し、部員間の
交流や地域連携を深めました。
また、任期満了に伴う役員改選では、下記新役員が選任され、部長には吉木妙子氏が再任され
ました。今後も吉木部長を中心に地域活性化、復興の一翼を担う団体として、活力ある地域づく
りに努めて参りたいと思います。
役員一覧
部

長：吉 木 妙 子 鍼 灸 さ ろ ん 果 林

副部長：石 垣 か よ ㈱ い し が き 金 物 店
〃 ：滝

幸子 タ

〃 ：小野ひろ子 民 宿

キ
山

根

〃 ：吉田日出子 香雲流 香雲舞圓会

令和３年度優良従業員表彰 ～おめでとうございます～
総代会の席上で表彰を受けられた方々は次のとおりです。（敬称略・順不同）
◎経済産業大臣表彰
【商工会法施行 60 周年記念表彰

優良女性部】

東松島市商工会女性部
◎宮城県知事褒状
久道

修（㈱木村土建）

◎全国商工会連合会長表彰
【商工会役員功労者】
櫻井 一義（副会長）

及田

賢治（理事）

菊田

良光（理事）

相浦 幸男（理事）

櫻井

幸作（理事）

佐藤

輝弥（理事）

【会員事業所優良従業員】
佐々木 由美子（鳴瀬歯科診療所）

林

美智子（㈱橋本道路）

澁谷 和宜（矢本重機興業㈱）
◎宮城県商工会連合会長表彰
【会員事業所優良従業員】
茂庭

浩（㈱丸一建設）

加藤

美由紀（鳴瀬歯科診療所）

遠藤 弘美（土井商店）

藤村

かおり（㈱橋本道路）

髙橋 克実（石巻カイハツ生コンクリート㈱）

齋藤

正人（石巻カイハツ生コンクリート㈱）

岩渕 幸雄（㈱ガス＆ライフ）

玉田

敬昭（㈱ガス＆ライフ）

吉田 智弘（㈱木村土建）
（紹 介）
◎東松島市市政功労表彰
【産業功労表彰】
三浦

剛（みうら家具㈱）

販路開拓等支援施策
補助金等名称

上限金額・補助率

小規模事業者持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）

１００万円
３／４

事業計画を策定し、感染症対策に
取り組む小規模事業者を支援

小規模事業者持続化補助金
（一般枠）

５０万円
２／３

事業計画を策定して行う、小規模
事業者の販路開拓を支援

ものづくり・商業・サービス

内容

新型コロナウイルスの感染拡大及
１，０００万円
２／３

びポストコロナの状況に対応した
ビジネスモデルへの転換に向けた
投資を支援

ものづくり・商業・サービス
生産性向上促進補助金
（一般型・グローバル展開枠）

１，０００万円
～３，０００万円
１／２～２／３

中小企業への革新的サービス開
発・試作品開発・生産プロセスの
改善のための設備投資支援

事業再構築補助金

６，０００万円
～１億円
１／２～３／４

ポストコロナ・ウィズコロナの時
代の経済社会の変化に対応するた
めの中小・中堅による事業再構築
を支援

ＩＴ導入補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）

１５０万円
～４５０万円
２／３

中小企業・小規模事業者等が労働
生産性の向上とともに業務の非対
面化に取り組むために IT ツールを
導入する経費の一部を補助

ＩＴ導入補助金
（通常枠）

１５０万円
～４５０万円
１／２

中小企業・小規模事業者等が IT ツ
ールを導入する経費の一部を補助

４００万円
～１，０００万円

事業承継、事業再編、事業統合を
きっかけとして経営革新等や事業

生産性向上促進補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）

事業承継補助金

２／３

転換を行う中小企業者を支援

※上記補助金には各々の対象条件や実績条件、募集期間等がございますので、詳細につきま
しては各補助金事務局サイトで確認していただくか、商工会にご相談ください。
なお、補助金申請における事業計画等の策定には数か月の期間を有することや専門機関の
審査により採択されるものであり、必ずしも支給されるものではありません。

