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HPで
も

コロナを乗り切ろう

会員事業所の情報発信
スタンプラリー実施中
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当所では９月１日から、 みなと塩竈ゆめ博

食

べて！買って！使って！当てよう！！塩竈元気スタン
プラリー をスタートしました。
このスタンプラリーは、コロナ禍で売上げが落ち
込む事業者支援と市制施行80周年を記念した事業
で、当所会員の飲食店、小売店や博物館など149件
が参加しています。２店舗利用することで応募がで
きる抽選会は２回実施し、塩竈のブランドまぐろ
『三陸塩竈ひがしもの』や『極上おでんと地酒大吟
醸セット』など豪華賞品が200名様に当たります。

また、チラシには、参加店の魅力をそれぞれの店
主が36文字でアピールしています。新型コロナウ
イルス感染拡大が収まらない中ではありますが、各
店が対策を取って皆様をお待ちしています。
当所ではこれからも会員事業所の魅力を伝え、新
しいお店の発見につながるよう、情報発信を継続し
てまいります。食べて！買って、使って！塩竈を盛
り上げていきましょう。そして、豪華賞品を当てて
塩竈を満喫しましょう。
なお、チラシは、９月１日新聞各紙に折り込んだ
他、参加各店舗にも設けています。

〜 主 な 内 容 〜

〜折込みチラシ〜

・塩竈元気スタンプラリー ……………………………… P.１
・大震災から10年
編集兼発行人／

塩釜商工会議所

塩釜商工会議所
HPはこちら

・マリン共済配当金のお知らせ

再生から創生への歩み ……………… P.2・3

塩釜商工会議所

宮城県塩釜市港町一丁目6-20
TEL. 022-367-5111 FAX. 022-367-5115
http://www.shiogamacci.jp/

印刷所／

㈱ 工 陽 社

塩釜商工会議所ニュース 2021.9.15（1）

大震災から10年
再生から創生への歩み
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これまでもこれからも、“地元の資源を
生かした遊び心のある事業”を目指して
東日本大震災から10年。甚大な被害を受けた当地も、そ
れぞれの業界が努力を重ね、復興、そして再生への道のり
を歩んでいます。このシリーズでは、各業界の方々にこれ
までを振り返っていただくとともに、コロナ禍の先に向け
た地方創生と塩竈再生への思いなどをお聞きしています。
震災当時の状況をお聞かせください。
佐藤昭夫氏（以下、佐藤氏） 当時、当社は塩竈と
松島で、それぞれ４隻の観光船で営業していまし
た。就航中の船は急いで帰港させ、松島ではお客
様、船員ともに瑞巌寺の奥に避難し、塩竈ではマリ
ンゲートを避難先としました。おかげさまで全員無
事でした。
マリンゲートの事務所は津波で浸水し、電気も止
まりました。幸い船には発電機がありますので、船
内にパソコンを持ち込み、予約先などへの連絡を行
いました。

佐 藤 昭 夫

氏

今回は、丸文松島汽船株式会社（水
運業）代表取締役社長の佐藤昭夫氏に
お話を伺いました。佐藤氏は、東北旅
客船協会の会長や当所の観光サービス
部会長にも就いておられます。
塩竈の船も無事だったのですね。

佐藤氏 県はマリンゲート前の桟橋を整備する際、
乗り降りがしやすいように、海面とともに上下する
浮桟橋を建造しました。県内の他の港や寒風沢港も
浮桟橋でしたが、それらは津波で支柱が流されてし
まいました。しかし塩竈の支柱は頑丈な造りで、津
波にも耐え、当社の大型船も浮桟橋にとどまること
ができました。昭和35年のチリ地震津波の際は多
くの船が街の中に流れ込み、大変な状況となりまし
たが、今回はそうした状況にはならずに済み、県に
は本当に感謝しています。
再開に踏み切れた原動力は何だったのですか。
佐藤氏 震災後１か月を過ぎた頃も、まだライフラ
インや生活物資の確保が課題で、とても『観光の復
興』を訴えられる状況ではありませんでした。この
ままでは東北の観光は消滅してしまうのではないか
との強い危機感を持っていました。そんな中、４月
６日に東北運輸局長から「業界を守るため、力を合
わせてこの困難な状況を乗り越えてほしい」とのお
話をいただきました。その後いろいろな業種、事業
が再開されるようになり、そのたびに全国の目が東

▲津波襲来時の様子。浮き桟橋が支柱最上部まで上がっ
ています

北に向けられました。前向きな情報を発信すること
が本当に大切だと感じました。

パチンコ
タイガー

塩釜郵便局

塩釜市港町2丁目13-12
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島巡りでは浦戸の奥深い自然や
◀ 歴史を味わえます

マリンゲートのテナント各社も『復興市』で営業再
開を果たし、当社も５月１日、50日ぶりに運航を
再開しました。東北の30を超える同業者も順次再
開への動きをとり、こうした情報が互いを励まし合
うことにつながったと思います。
近年、力を入れてきたことをお教えください。
佐藤氏 観光船事業では「カキ鍋クルーズ」や「松
島湾ナイトクルーズ」など、震災前から新しいコー
スを開発提案してきました。オンリーワンの商品で
他社との差別化を図ることができれば、価格競争の
中でも影響を受けませんから。また、浦戸の島に降
りていただき、島巡りをし、島と島を結ぶ渡し船に
乗っていただき、島民の生活に触れていただくよう
なコースも創設しました。寒風沢にはレストランを
設け、地元の食材を味わっていただきました。首都
圏からのお客様に大変好評でした。やはり、この地
ならではの魅力を掘り出し、それを磨き上げ、発信
することが大切だと思います。
ナイトクルーズは︑この地なら
◀ ではの魅力を発信

震災後は塩釜港と浦戸諸島を結ぶカーフェリー事
業を始めました。島民の日常生活の利便性向上や、
浦戸のインフラ整備、復興住宅建設などの事業進捗
に貢献できたと思っています。
観光にはどうしても『ブーム』があり、それはあ
っという間に移っていきます。「復興需要」も今振
り返れば一時的なものでした。事業は、常に変化を
先取りし、オンリーワンの商品を開発することが大
切だと思っています。社員とともに地域の皆様のご
支援をいただきながら、取り組みたいと考えていま
す。

これからの10年を見据えた展望をお聞かせく
ださい。
佐藤氏 現在は運休中ですが、JRの四季島という
豪華列車の旅が大変好評です。観光業界として、
「高級志向のニーズ」をどう取り込むかは大切なポ
イントだと思っています。また、コロナ禍でつのっ
た閉塞感を打破できる「遊び心」は不可欠だと感じ
ています。開放感を味わっていただける提案が大切
です。
私たちの事業に当てはめてみますと、塩竈はグル
メの町として知られ、所有船舶は船内で食事ができ
る造りとしています。こうしたものをどう組み合わ
せればお客様の心を動かせるか、また、浦戸のあの
素晴らしい魅力はどう発信すべきか、工夫を重ねて
いきたいと思います。
最後に、塩竈の観光の可能性や方向性について
はどのようにお考えですか。
佐藤氏 塩竈は、塩竈神社を中心に門前町の歴史や
たたずまい、食文化、建造物、石碑などを残し、例
えば道一つとってみても語りつくせない物語性を有
しています。浦戸の景観、歴史も力になります。市
内ではまち歩きのお客様も増えていますが、まさに
じっくりと味わっていただける資源にあふれている
町です。さらに、周辺では松島はもちろん、多賀城
の南門復元など、新しい動きが出ています。広域的
なコースの中に塩竈の歴史、文化、おいしい食べ物
を位置づけ、その魅力を発信していくことが課題と
考えています。
（聞き手・文／生出彩子）

各宗葬儀施行・仏壇・仏具・生花
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新型コロナウイルス感染症関連支援情報
緊急事態宣言の影響や外出自粛の影響を受けた方への支援事業です。申請をお考えの方はぜひご活用ください。

県 宮城県時短要請等関連事業者支援金

国 月次支援金

令和３年８月及び９月の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴う飲食店
の営業時間短縮の協力要請や不要不急の外出・移動の自粛要請により、事業活
動に影響を受けた事業者で、国の支援制度の対象にならない事業者に対し支援
金を給付します
対 象 者

８月及び９月の売上が前年又は前々年の同月比で、30％以上50％
未満減少しており、国や県の支援制度（月次支援金・新型コロナウ
イルス感染症拡大防止協力金）の支給対象とならない事業者
※なお交付には条件があります。県のHPなどで交付条件をよくご確
認ください

給 付 額

法人２０万円

受付期間

令和３年10月１日㈮〜11月30日㈫（郵送で受け付け、当日消印有効）

申請方法

宮城県のHP https://miyagi-jitan-sien.jp/ でご確認ください

2021年4月以降に実施され
た緊急事態措置又はまん延防止
等重点措置に伴い、飲食店の休
業・時短営業や外出自粛などの
影響を受けた中小法人・個人事
業者に対する給付金です。
対象月の売上が、2019年又
は2020年の同月より50％以上
減少していること。
申請要件や締め切りなどの最
新の情報は、経済産業省 月次
支援金HPでご

個人事業者１０万円（定額）

※なお令和３年４月及び５月分の申請に関しては期間が
延長されました。併せてご確認ください。
問 合 せ

確認ください

宮城県時短要請等関連事業者支援金事務局
電話番号 050-3821-4180（平日9：00〜17：00）

※なお、支援策の制度内容を含め、情報は日々更新されています。今後も内容の追加や変更などの可能性もありますのでご注意ください。
■石のある新しい生活空間を創る
創業明治27年

あとがき

宮城県知事許可（般−25）第17106号

今年もスタンプラリー
が始まりました。新聞に
折り込んだ翌日には早くも応募は
がきが届きました。まだまだコロ
ナ感染が収まりませんが、感染対
策をしっかり取り、町へ出るきっ
かけになればと思っています。
（島津伴子）

安心耐震施工推進
お庭の演出・アート モニュメント
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画像診断クリニック
株式会社
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多賀城事務所／〒985-0843 宮城県多賀城市明月1−5−12−101
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脳MRI・全身CT

最新設備完備

◎ 第２、第４日曜診療（新患、予約のみ）
◎ 低線量CT、高性能MRI健診
（脳、肺がん、全身−10,000円より）
◎ 物忘れ外来（予約制）

予約専用
ダイヤル

院長

黒 沢 久 三

塩釜市錦町6-32
ＪＲ仙石線西塩釜駅徒歩３分

TEL 0120-055-018

出光興産株式会社特約店

下 田 啓 二
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