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▲挨拶する桑原会頭▲挨拶する桑原会頭

▼佐藤昭夫部会長（写真中央）を先頭に野々島を散策しました▼佐藤昭夫部会長（写真中央）を先頭に野々島を散策しました ▼野々島～寒風沢島間の渡船も体験しました▼野々島～寒風沢島間の渡船も体験しました

　９月27日、当所で令和３年度臨時議員総会を開
催し、常議員に㈱七十七銀行塩釜支店三瓶淳也支店
長を選任しました。
　その後、22名で浦戸野々島地区の復興状況視察
会を行いました。市の浦戸振興課平山菜緒子浦戸ブ
ルーセンター長からは、完成した防潮堤や集落の盛
土・嵩上げ整備、住宅建替え状況などの説明を受け
ました。
　続いて、佐藤昭夫観光・サービス部会長（丸文松
島汽船㈱社長）のガイドで島内のハイキングコース

を散策しました。島の中央部に残る湾内最古の縄文
遺跡や「ボラ」と呼ばれる洞窟群、内海長者の民話
などの説明を受けました。
　参加者からは、「防潮堤の整備や住居建替えの経
緯など、復興事業について理解を深めることができ
ました」「素晴らしい眺望や爽快感を味わうことが
できました。また、島の長い歴史は魅力にあふれ、
多くの方々に知っていただきたいと感じました」な
どの感想が寄せられました。

▲七十七銀行塩釜支店　
支店長 三瓶淳也氏
▲七十七銀行塩釜支店　
支店長 三瓶淳也氏

浦戸野々島への
視察会も
浦戸野々島への
視察会も

臨時議員総会を開催臨時議員総会を開催
常議員に三瓶氏を選任常議員に三瓶氏を選任

・臨時議員総会・野々島視察 …………………………… P.1
・大震災から10年　再生から創生への歩み ……………… P.2、3
・会員交流会のお知らせ …………………………………… P.4

……… 折込サービス ………
・宮城県時短要請等関連事業者支援金

・宮城働き方改革推進支援センター
・海いろ
・塩竈市からのお知らせ
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　　震災当時の状況をお聞かせください。
阿部秋雄氏（以下、阿部氏）　地震発生時間が14
時46分、すでに営業が終了していたため場内に人
は残っておらず、人的被害はありませんでした。
　幸い、津波の被害もありませんでしたが、駐車場
には亀裂が入り、築45年の古い設備であることか
ら雨どいが破損し、床に亀裂が入りました。また、
洗い場などに使用していた塩釜市団地水産加工業協
同組合からの生産用水が、貯水高架タンクの倒壊で
使用できなくなり、給水管の直結工事を余儀なくさ
れました。
　営業再開を目指す中で、ご苦労された点はござ
いますか。

阿部氏　水道も電気も不通となり、場内での営業が

できませんでした。しかし、冷蔵品や日配品などを
販売する組合員から販売を希望する声があり、翌日
から、正面入口駐車場にテントの仮設売場を設け、
数店舗が営業いたしました。当時はスーパーや商店
の営業再開はとても難しい状況で、食料品の販売は
市民の皆様に大変喜ばれました。
　震災から10年、塩釜水産物仲卸市場(以下仲卸)
としての取り組みを教えてください。

阿部氏　設備面では、地球環境を考慮しフロンガス
を使用していた売場内の専用冷蔵ケースを入替え、
ショーケースも含めてすべて更新しました。また、
場内をＬＥＤ照明に改修し、建物屋上に太陽光発電
を設置して電気料金の削減に努めました。
　一方、運営面では、仲卸内に『株式会社塩釜水産
振興センター』を設立しました。センターでは『焼
き炉事業（購入した魚介類を焼く）』と『マイ海鮮
丼コーナー（ごはんセットの販売）』を事業化しま
した。これらのコーナーは大変好評で、コロナ前は
年間10万人以上が利用し、仲卸全体でも100万人
の来場者となっていました。
　マイ海鮮丼コーナーは、年の瀬や大型連休などは
２時間待ちになるほどの盛況で、YouTubeで「塩
釜仲卸市場」と検索すると多くの動画がアップされ
ており、若い人の来場が増える要因にもなっていま
す。店舗数が減っている中で、マイ海鮮丼の宣伝効
果はとても大きいですね。

若手の活躍を糧に
　組合一本化を推進
若手の活躍を糧に
　組合一本化を推進

大震災から10年 
   再生から創生への歩み
大震災から10年 
   再生から創生への歩み 6 6 VOL.

　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、今後に向けた決意などをお聞きしています。

阿  部  秋  雄　氏
　今回は、協同組合連合会塩釜水産
物仲卸市場理事長の阿部秋雄氏に伺
いました。

▲好きな海産物を購入し、センターで販売のごはんセッ
トを購入。キレイにどんぶりに盛りつければ、オリジ
ナルのマイ海鮮丼が完成（写真仲卸市場ＨＰより）
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各宗葬儀施行・仏壇・仏具・生花

塩釡市桜ヶ丘2-27
TEL 022-366-4141

●白寿殿　塩　釜
●白寿殿　多賀城
●白寿殿　利　府
●白寿殿　七ヶ浜

●白寿殿　岩　切
●白寿殿　石　巻
●白寿殿　利府駅前
●白寿殿　松　島

株 式
会 社

塩釜商工会議所ニュース 2021.10.15（3）

　新型コロナウイルスの影響と対応についてお聞
かせください。

阿部氏　仲卸の売上の半分以上は、業務筋(卸売)で
す。店舗によっては10割が業務筋、逆に10割近く
が小売という店もあります。
　業務筋がコロナ禍で全然動いていない状態にあ
り、大変厳しい現状が続いております。コロナが落
ち着き、一刻も早く卸先の寿司屋、居酒屋、仕出屋
が賑わいを取り戻して欲しいと願っています。
　また、小売についても、昨年２月からバスによる
団体客が来ていないため、大変厳しい状態です。
　センターの事業についても昨年はかなり落ち込
み、一昨年と比較し２割程度の売上でした。今年は
だいぶ持ち直してきており、一昨年の７割ほどまで
回復してきました。
　ただ、仲卸全体で見ると、売上は半分程度しか戻
っていません。今後、２～３年は我慢の時期が続く
と思います。
　仲卸市場として、他に直面している課題や問題
はございますか。

阿部氏　店舗減少に大きな危機感を持っています。
今後10年の間に、コロナの影響は読めませんが、
高齢化、後継者難で組合員が大幅に減っていくと思
われます。平成23年３月末時点で156店舗だった
のが、10年経った現在は92店舗になり、４割以上
減少しています。２年前に行ったアンケートでは、
今後５年～10年以内に半数以上が廃業予定と回答
しています。92店舗が50店舗以下に減少するとい
う大変厳しい見通しとなっています。
　そうした中、仲卸市場は連合会を構成する４つの
組合がそれぞれに運営していますが、それを一本化
しようという動きが出てきました。一本化すること
で組織力を高め、一体感を持って組合運営を行うと
共に、意欲あふれる若手との連携を図っていきたい
と考えております。
　昨年７月に一本化検討委員会を設立し、宮城県中
小企業団体中央会や関係機関の協力をいただき、来
年４月１日の新組合発足を目指しています。今は専
門家を交え、検討を重ねているところです。
　これからの10年を見据えた展望をお聞かせく
ださい。

阿部氏　昨年、若手有志が新しい組織『ブリッジプ

ロジェクト』を立ち上げました。メンバーは30代
後半～40代前半で、今後の仲卸市場を背負ってい
くという意欲にあふれています。彼らは、「行動し
なければ何の意味もない」と、昨年から来場者を増
やすことを目的に多くのイベントを実施しておりま
す。お盆や９月の連休に開催した『市場でマルシ
ェ』という、業種を問わず出店いただけるイベント
もその１つです。
　また、空き番台店舗や使用されず物置となってい
た区画を改装して、安価な料金で、八百屋さんやア
クセサリー店などに出店いただきました。なかでも
いろいろなサボテンを扱ったお店が人気を集めまし
た。それからこんな事例もありました。仙台の卸専
門の八百屋さんが、コロナにより居酒屋、ホテルな
どの販路が減少している中、この企画の情報を得て
出店されました。実際にお客様と触れ合うことによ
って、小売業の面白味を知り、今では継続して出店
するようになっています。
　この企画は外部からの問い合わせも多く、仲卸と
してもブリッジプロジェクトに対し予算を出し、で
きるだけ自由な発想で企画、実行してもらいたいと
思っています。
　彼らのやり方、発信する力が今後の仲卸にとって
一番の力になると思っており、大きな期待を持って
いるところです。
　将来の仲卸を担う若手の人たちの挑戦を応援して
いくと共に、組合の１本化に向け、全力で取り組ん
でいきたいと思います。           （聞き手・文/越後宏）

HPでさまざまな情報発信中です
http://www.nakaoroshi.or.jp/

▲空き番台や物置となっていたところには、毎週末様々
な業種のお店が並んでいます。この区画は７号売場の
ため『セブンストリート』と名付けられました



株式会社 工陽社
本　社／〒985-0021　宮 城 県 塩 釜 市 尾島町 8 － 5

TEL022-365-1151  FAX022-364-9965
　E-mail:koyosha@post.tinet-i.ne.jp

　　URL:http://www.kohyohsha.com/
多賀城事務所／〒985-0843　宮城県多賀城市明月1－5－12－101

　TEL022-363-2131  FAX022-364-9965
　　　

下 田 啓 二

出光興産株式会社特約店

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）

TEL 0120-055-018

塩釜市錦町6-32
ＪＲ仙石線西塩釜駅徒歩３分

予約専用
ダイヤル

院長　黒  沢  久  三

く ろ さ わ 脳 外 科
画像診断クリニック

■石のある新しい生活空間を創る
　創業明治27年
　宮城県知事許可 （般－25） 第17106号

安心耐震施工推進
お庭の演出・アート  モニュメント

塩釜市北浜四丁目3の1
TEL364-5118  FAX362-2969

あとがき

コロナ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

来館するすべての皆様へ   尚一層のご協力をお願いします
①マスクの着用を
　お願いします

②検温にご協力ください
　会館ロビーに非接触型検温器を
　設置しています。

③手指の消毒をお願いします
　玄関・ロビー、会議室・事務局前、トイレ
　入り口などに消毒液を設置しています。

　11月18日㈭開催予定の会員交流会は、
新型コロナウイルス感染症の状況を踏
まえ、規模を縮小して開催することに
なりました。
　また、表彰式後の祝賀会（懇親会）は、
見送ることとしました。
　本来であれは、会員事業所の皆様に
ご案内する事業ではありますが、昨年
同様、表彰者の方々を中心とし開催さ
せていただきます。
　皆様には、ご理解ご協力を賜ります
よう、よろしくお願いいたします。

会員交流会
規模を縮小して開催

簿記検定試験のお知らせ
施 行 日：2021年11月21日㈰　
会　　場：塩釜商工会議所
試験種目：1～3級
受付期間：10月5日㈫～21日㈭
申込方法：ネット申込のみ
※定員は各級とも30名
※定員に達した場合、募集期間中でも申込終了となります。
※窓口受付は行いません、ネット申込みのできない方は事務局
までお問い合わせください。

そ の 他：新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
宮城県内在住の方のみ受付となります。

申込は当所HPから
お申込みください

塩釜商工会議所　相談課
 TEL ０２２－３６７－５１１１
 FAX ０２２－３６７－５１１５

　週末、仲卸市場によく
行きます。海産物はもち
ろんですが新たに整備された「セ
ブンストリート」を覗いたり、改
めて場内を巡って買い物するのが
楽しみになっています。スタンプ
ラリーを兼ねた場内や市内散策、
皆さんもいかがでしょう。

（島津伴子）
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