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　鹽竈神社の撫で牛は、「商売も牛のよだれのよう
に細く永く続くように」と、商売繁盛と開運を願っ
て奉納されました。 題字：菅原周二副会頭　　写真：三浦一泰専務理事

　あたらしい一年が、満開の桜のように明るく、商
売繁盛の年となりますよう、お祈り申し上げます。

  鹽竈神社境内
しだれざくししししししししししししししししししししししししししししししししししだれざくら な
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　本市の観光や商業、水産業への影響は計り知れ
ない状況です。日常生活や経済活動が大きく縮小
し、様々な行事やイベントの開催が中止になるな
ど、景気状況も深刻さを増しています。そして、コ
ロナ禍後の「新しい社会様式」への転換が求めら
れ、事業者を取り巻く経営環境は大きな変革期を
迎えています。感染の拡大防止と経済活動の両立
を図りながら、ポストコロナへの視点をしっかりと
持って、この厳しい環境を乗り越えていかなくて
はなりません。
　当所では、本年も引き続き、会員企業が直面す
る諸課題への対応を重点事項と位置づけ、各種支
援事業や会員サポート事業等を強化、充実してま
いります。そして、会員企業の皆様が、夢と希望
がもてる明るい一年になりますよう、「会員と共に」
「地域と共に」をモットーに、一層の努力を重ねて
まいります。皆様のご支援、ご協力を賜りますよう、
心からお願い申し上げます。

　令和３年の新春にあたり、ご挨拶を申し上げます。
　昨年は、コロナ禍にある会員の皆様を支援する
ため、「空気清浄機などの購入」や「テイクアウト
などのチラシ作成」等への補助事業を実施いたし
ました。また、「みなと塩竈・ゆめ博」では、コロ
ナ対策事業を展開しているお店の紹介チラシを作
成、スタンプラリーなどを行い、割増商品券も２
回発行いたしました。これらの事業実施にあたり
ましては、塩竈市をはじめ、多くの会員事業所の
皆様のご協力をいただきました。改めまして、感
謝を申し上げます。
　さて、東日本大震災から早や10年が経過する中、
年が明けましてもコロナウイルスとの戦いは、厳
しい状況が続いております。
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（五十音順）

日本商工会議所 
会　頭　三　村　明　夫

相澤保険㈲

常務取締役　小　野　広　祐

宮城県商工会議所連合会

会　長　鎌　田　　　宏
相澤保険㈲

代表取締役　小　野　義　之

愛さんさん宅食㈱

代表取締役　小　尾　勝　吉
㈱アイリーワークス

代表取締役　遠　藤　正　浩

議　員

アクサ生命保険㈱仙台支社
仙台支社長　佐　藤　　　浩

アフラック募集代理店 加瀬谷多嘉子
代　表　加瀬谷　多嘉子

監　事

税理士法人阿部会計事務所
代表社員税理士　阿　部　喜　和

常議員

㈱阿部亀商店
代表取締役　阿　部　　　仁

常議員

㈱阿部善商店
代表取締役社長　阿　部　善　久

議員

㈱阿部電工
代表取締役　阿　部　剛　典

議　員

㈱阿部平蒲鉾店
代表取締役　庄　子　和　典

スナックアラジン
代　表　工　藤　優　子

議　員

イオンタウン㈱イオンタウン塩釜
　仙台エリアマネージャー

井　上　　　守

㈲石川板金工業
代表取締役　石　川　和　雄

㈲石田電気商会
取締役会長　石　田　隣太郎

居鈴堂鍼灸指圧院
院　長　齊　藤　史　暁

常議員

一ノ蔵酒類販売㈱
代表取締役会長　鈴　木　　　整

議　員

㈱稲井
常務取締役　亀　井　善　宏

議　員

㈱岩手銀行塩釜支店
支店長　佐　藤　浩　之

㈱インシスト
代表取締役　橋　沼　宏　行

常議員

㈲栄太楼
取締役会長　齋　藤　栄　樹

合同会社えすぱーく塩竈
職務執行者　武　田　胞　雄

常議員

えびす屋釣具店
代　表　伊　藤　栄　明

エフエムベイエリア㈱

代表取締役　横　田　善　光

議　員

㈲エム・ケー建築設計事務所
取締役　亀　山　満　昭
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（五十音順）

常議員

㈱エンドーグループ
代表取締役会長　遠　藤　紘　一

大沼工業

代　表　大　沼　　　章

常議員

大郷運輸㈱
常務取締役　愛　場　五　男

議　員

太田與八郎商店
店　長　太　田　　　真

㈱大本組 東北支店
執行役員支店長　齋　藤　　　学

㈱大森美装

代表取締役　大　森　政　樹

燻製工房　おが太郎

代　表　尾　形　美　保
荻原味噌・醤油醸造元

店　主　荻　原　　　勝
オフィスTR

代　表　大　橋　貴　利

風張広美税理士事務所
税理士　風　張　　　淳

風張広美税理士事務所
税理士　風　張　広　美

鹿嶋珠算塾
代　表　鹿　嶋　みよ子

議　員

片倉コープアグリ㈱東北支店
　　常務執行役員支店長

十　河　貞　男

議　員

㈱カネコ橋沼商店
代表取締役社長　橋　沼　幸　造

カフェ　はれま
代　表　菊　池　千　尋

議　員

カメイ物流サービス㈱
代表取締役社長　遠　藤　良　一

㈱菊田工業所
代表取締役　菊　田　裕　之

会　頭

キクニ㈱
代表取締役　桑　原　　　茂

キクヤ洋品店

菊　地　　　進
菊　地　房　江

議　員

㈱北日本銀行塩釜支店
支店長　千　葉　敏　孝

キタヤ餅店

店　長　青　山　亜　紀

協電工業㈱
代表取締役　浅　野　隆　一

㈱共和建工
代表取締役　渋　谷　孝　行

常議員

極洋食品㈱
代表取締役社長　吉　冨　　　毅

くろさわ脳外科
院　長　黒　沢　久　三

常議員

㈱くろしお
代表取締役　鈴　木　雅　博

Ｋ・Ｎ・Ｔ　Group
代　表　小　林　信　一
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（五十音順）

港運輸送㈱
代表取締役　山　本　照　雄

常議員

㈱ごんきや
代表取締役会長　佐　藤　仁一郎

議　員

㈱工陽社
代表取締役　鈴　木　嘉　仁

コロラド
店　主　東海林　恒　夫

コンディメント。カフェ
代　表　木　下　喜　晶

今野設備工業㈱
代表取締役　石　田　裕　子

㈱今野モータース
代表取締役　今　野　洋　志

議　員

齋忠男税理士事務所
所　長　齋　　　忠　男

常議員

㈱佐浦
代表取締役社長　佐　浦　弘　一

議　員

司法書士法人佐々木総合事務所
代表社員　佐々木　尚　哉

㈱佐々留商店
代表取締役　佐々木　恒　芳

㈲佐精
代表取締役　佐　藤　清　文

㈱サセイ不動産
代表取締役　佐　藤　千　晶

㈲さとう精肉店
代表取締役　佐　藤　敏　幸

常議員

三恵商事㈱
代表取締役会長　坂　井　盾　二

三恵商事㈱
代表取締役社長　坂　井　陽　一

議　員

SUN福祉工房・㈱サンウェル
代表取締役　下　山　和　則

副会頭

三陸運輸㈱
代表取締役社長　丹　野　光　明

サンワ技建
代　表　三　浦　和　彦

議　員

㈲シェヌー
代表取締役　赤　間　善　久

議　員

塩釜青色申告会
会　長　大　場　喜　藏

常議員

塩釜ガス株式会社
代表取締役社長　稲　井　謙　一

職業訓練法人
　塩釜建設技能者訓練協会

会　長　庄　子　秋　男

常議員

塩竈港運㈱
代表取締役会長　海　野　　　茂

議　員

塩釜港開発㈱
総務部長　星　　　清　輝

常議員

塩釜港船舶給水㈱
代表取締役社長　鈴　木　哲　郎

議　員
塩釜市商業協同組合

理事長　佐　浦　俊一郎
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（五十音順）

（公社）塩釜市シルバー人材センター
理事長　引　地　榮　五

常議員

協同組合連合会塩釜水産物仲卸市場
理事長　阿　部　秋　雄

議　員

塩釜市団地水産加工業㈿
専務理事　佐　藤　雄　一

監　事

㈱塩釜商会
代表取締役社長　下　田　啓　二

㈱塩釜菅原園茶舗
代表取締役社長　佐　藤　武　久

常議員
協業組合塩釜清掃センター

理事長　鈴　木　文　夫

塩竈倉庫㈱
代表取締役　田　代　　　諄

議　員

塩釜地区機船漁業㈿
代表理事組合長　佐　藤　晴　一

塩釜地区資源化事業協同組合
代表理事　坂　本　晃　久

塩釜地区資源化事業協同組合
専務理事　内　海　健　一

塩釜地区資源化事業協同組合
常務理事　宮　本　柾　史

議　員

㈱塩釜地方卸売市場
代表取締役社長　佐々木　眞　一

㈱塩釜中央自動車
代表取締役　柴　原　英　紀

㈲塩釜燃料商社
代表取締役社長　志　野　礼　三

塩釜BTC英会話教室
代　表　鈴　木　貴　之

㈱汐見不動産
代表取締役　佐　藤　德　康

常議員

㈲志賀石材店
代表取締役　志　賀　重　信

常議員

㈱七十七銀行塩釜支店
支店長　菊　地　勝　己

議 員

㈱澁谷商店
代表取締役　澁　谷　昭一郎

議　員

㈱シマムラ
代表取締役　嶋　村　宗　将

㈱ジャパン交通
代表取締役　横　石　弘　幸

議　員

㈲白幡
代表取締役社長　白　幡　邦　友

顧　問

志波彦神社鹽竈神社
宮　司　鍵　　　三　夫

志波彦神社鹽竈神社氏子青年会
会　長　戸　羽　宏　明

 会　員　一　同

議　員

㈲すし哲
代表取締役　白　幡　泰　三

常議員

㈱鈴木工務店
取締役会長　鈴　木　雄　一

Studio　Feel
代　表　砂　口　絵梨子
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（五十音順）

議　員

㈱清野工務店
取締役会長　清　野　　　薫

議　員

㈱ダイイチ津田商店
代表取締役　津　田　武　彦

監　事

㈱仙台銀行塩釜支店
支店長　中　山　大　輔

仙台漬魚㈱
代表取締役　武　田　胞　雄

㈱多賀城フラワー
取締役　鈴　木　　　明

髙橋昭男税理士事務所
所　長　髙　橋　昭　男

議　員

㈲高橋商事
代表取締役　高　橋　幸三郎

㈱高山
代表取締役　高　山　富　充

議　員

拓洋商事㈱
代表取締役会長　大　橋　英　明

議　員

㈱武田の笹かまぼこ
代表取締役社長　武　田　武　士

議　員

㈱辰巳商会
代表取締役　田　中　大　輔

㈲チームサモン　
土地家屋調査士門間勇一
取締役社長　門　間　勇　一

（一社）チガノウラカゼコミュニティ
代表理事　津　川　登　昭

千田アルミ建材

代　表　千　田　忠　一

議　員

長南マイクロパーツ㈱
取締役会長　長　南　正　勝

常議員

㈱テクノムラマツ
代表取締役会長　村　松　友　司

天神運輸倉庫㈱
代表取締役　加　藤　憲　司

㈲土井精菓
代表取締役　土　井　　　忠

議　員

東亜建設工業㈱東北支店
営業部課長　柏　坂　悟　史

㈱東京海上あんしんエージェシー

三　浦　孝　子

常議員

東北重機工事㈱
代表取締役社長　千　葉　浩　介

議　員

東北電力㈱仙台北営業所
所　長　大　野　けい子

常議員

東北電力ネットワーク㈱
　塩釜電力センター

所　長　穴　澤　雅　之

議　員

東北ドック鉄工㈱
代表取締役社長　宮　﨑　　　剛

東北ドック鉄工㈱
取締役　小　野　修　幸

㈱豊島
代表取締役　坂　本　晃　久

９days  Design  STUDIO
代　表　大　沼　剛　宏
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（五十音順）

議　員

㈱直江商店
代表取締役　直　江　僚　大

日本三景交通㈱
代表取締役　髙　橋　　　渉

割烹　中長
代　表　根　岸　俊　之

なごみキッチン「海いろ」
代　表　佐　藤　三千枝

ハイパー㈱
代表取締役　大　山　　　淳

副会頭

㈱白寿殿
代表取締役会長　菅　原　周　二

議　員

㈱白寿殿
代表取締役社長　菅　原　宏　和

議　員

㈱橋浦電設
代表取締役　橋　浦　　　宏

蜂屋食品㈱
代表取締役　蜂　屋　和　彦

議　員

㈲花久生花店
代表取締役　佐　藤　貴　久

議　員

パルメゾン西村
代　表　西　村　勝　男

顧　問

東日本自動車学校
代表取締役　阿　部　勘九郎

Purity
代　表　遠　藤　孝　之

Beautyマーメイド
代　表　近　藤　ミ　カ

ブエンモスト㈱
代表取締役　箱　崎　　　舞

フルール介護ステーション
代表社員　佐　藤　由美子

平成エポックトラベル
代　表　佐々木　信　康

㈱ベルシステム
代表取締役社長　鈴　木　晶　晴

議　員

㈱宝生
代表取締役　尾　形　喜　孝

議　員

ホテルグランドパレス塩釜
代表取締役　松　本　晴　幸

議　員

本間商工㈱
代表取締役　本　間　　　良

バー　狸穴
店　主　松　田　美和子

議　員

㈱丸勝会館
代表取締役　遠　藤　勝　一

マルサイ水産㈱
代表取締役　髙　橋　敬　一

議　員

丸文松島汽船㈱
代表取締役社長　佐　藤　昭　夫

マルミヤフーズ㈱
代表取締役　佐々木　正　博

議　員

㈱丸要漁業部
代表取締役　佐　藤　　　秀
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（五十音順）

副会頭

水野水産㈱
代表取締役社長　水　野　暢　大

港町の鉄板焼
代　表　土　井　教　史

常議員

㈱三亥
代表取締役　佐々木　　　茂

議　員

みなと塩釜魚市場㈱
代表取締役社長　志　賀　直　哉

常議員

三波食品㈱
代表取締役　内　海　勝　男

議　員

宮城ケーブルテレビ㈱
常務取締役　加　藤　雄　一

宮城県社交飲食業生活衛生同業組合
塩釜支部

支部長　工　藤　優　子

常議員

宮城マリンサービス㈱
代表取締役社長　佐　藤　良　典

㈲宮城リサイクルセンター
代表取締役　宮　本　柾　史

㈲宮城リサイクルセンター
取締役　坂　本　晃　久

㈲宮城リサイクルセンター
取締役　内　海　健　一

宮本産業㈱
代表取締役　宮　本　柾　史

常議員

㈱三善材木店
代表取締役　小　泉　幸　彌

そば処　村崎庵
代　表　齋　藤　　　宏

議　員

メガネギャラントリー
代表取締役　鈴　木　成　久

㈱森デザインハウス
代表取締役　森　　　博　史

常議員

杜の都信用金庫
常勤理事　千　葉　勝　美

議　員

㈱八百大
取締役会長　佐　藤　幸　司

議　員

㈲八百照
代表取締役　下　山　雄　司

議　員

ヤットハチ鈴木水産㈱
代表取締役　鈴　木　信　弘

議　員

㈱矢部園茶舗
代表取締役社長　矢　部　　　亨

議　員

㈲ヤマコ武田商店
代表取締役　武　田　健　司

議　員

㈱ユアテック塩釜営業所
所　長　一　戸　慎　市

（社福）やまとみらい福祉会
サービス付き高齢者向け住宅　東雲

所　長　早　坂　　　翔

議　員

㈱ヤママサ
代表取締役　三　嶋　政　人

㈱祐文堂
代表取締役　庄　子　友　博

㈲洋広不動産商事
代表取締役　赤井澤　洋　子
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「決算のしかた」の
　　　　　説明動画のご案内
「決算のしかた」の
　　　　　説明動画のご案内
　税務署では、毎年、決算の仕方等に関する説明会
を開催していましたが、新型コロナウイルス感染症
の拡大を受けて、今年は開催を見合わせています。
　対応策として決算の仕方等に関する動画を作成
し、YouTubeの国税庁動画チャンネル内に掲載
しています。
　新たに決算を行う方や、決算の仕方がわからな
い方は、ぜひご覧下さい。

　当所会館内を、抗菌・抗ウイル
ス効果のある光触媒コーティン
グ（ナノゾーンコート）しました。
　光触媒とは、空気中を浮遊し
ながら近づいてくる細菌・雑
菌・カビ菌・ウイルス・化学物
質・悪臭・ヤニ汚れなどの有害

物質を、光
エネルギー
（紫外線）の力で分解・無害化し
てしまう作用のことです。このコ
ーティングを施すことによって、
優れた抗菌・抗ウイルス効果と消
臭、防汚効果が長期間に渡り持続
します。

◆決算のしかた
　（青色申告編）

◆決算のしかた
　（白色申告編）

【お問合せ】塩釜税務署　塩竈市旭町17番15号
　　　　　　　　　　　　電話：022-362-2151

―コロナ感染防止対策―会館内を
「光触媒コーティング」しました

令和２年分確定申告相談のご案内令和２年分確定申告相談のご案内 ～税務署からの通知ハガキを必ずご持参下さい～～税務署からの通知ハガキを必ずご持参下さい～
個人事業者を対象に、下記のとおり確定申告相談を行います。
該当される事業者の皆様はお早めにおいで下さい。

　　　　　　　　　　　　　　記
◆日時　　２月１９日㈮～３月１５日㈪
　　　　　午前９時30分～午後４時（最終日は相談のみ）
　　　　　※【受付】午前の部は11時、午後の部は3時までとなります。
　　　　　※土・日・祝日はお休みとなります
◆会場　　塩釜商工会議所　会議室

◆特記事項
※扶養親族等のマイナンバーが確認できるもの（全員分）を
ご持参下さい。
※提出書類には、事業主のマイナンバーが必要となります。
『個人番号カード』（写）を必ずご持参下さい。
　なお、『個人番号カード』のない方は、通知カード（写）ま
たはマイナンバーが記載された住民票の原本および運転
免許証、パスポート、顔写真付き公的機関発行の証明書
（写）をお持ち下さい。

≪問い合わせ先≫　塩釜商工会議所　中小企業相談所　（３６７）５１１１

（五十音順）

議　員

㈱ヨークベニマル塩釜店
店　長　星　　　義　博

議　員

㈱横善商店
代表取締役　横　田　善　光

利商印刷㈱
代表取締役　佐　藤　利　春

luce　Musica　音楽教室
代　表　鈴　木　智　子

常議員

和田電気工事㈱
取締役会長　和　田　　　忠

専務理事

塩釜商工会議所
専務理事　三　浦　一　泰

塩釜商工会議所女性会
会　長　鈴　木　あい子

塩釜商工会議所青年部
会　長　長　南　正　一

塩釜商工会議所

職　員　一　同
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各宗葬儀施行・仏壇・仏具・生花

塩 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

■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

塩釜の統計資料

人　　口
　　　　　　                                   　　　  （単位：人）

月    　      区分 男 女 計 世帯数

Ｒ2.11月
25,603 27,867 53,470 23,798

（内、外国人129人）（内、外国人421人）（内、外国人550人）

R1.11月 25,812 28,186 53,998 23,735
比  （％） 99.2% 98.9% 99.0% 100.3%

塩竈市市民総務部

観光客乗船数
  （単位：人）

月                  　　　　区分 乗　　船　　数
Ｒ2.11月 25,922
R1.11月 35,908
比  　（％） 72.2%

累      計(R2.1月～ ) 104,088 
前年同期間(H31.1月～ ) 305,582 

累計比　（％） 34.00%
丸文松島汽船(株)

 ・前月に比べ人口は49人減少、
世帯数は9世帯増加した。

魚市場水揚高
  （　）内は貨物の搬入分　（単位：ｔ， 千円）

月    　      区分 隻　数 貨物台数 数　　量 金　　　額
Ｒ2.11月 182 307 1,858 (51) 870,146 (53,767)
R1.11月 170 435 2,564 (837) 1,153,916 (338,951)
比  （％） 107.1% 70.6% 72.5% 75.4%
累計

（R2.1月～） 1,404 3,862 11,565 (1,627) 6,818,680 (889,982)
前年同期間
（H31.1月～） 1,523 5,169 16,729 (4,353) 8,420,192 (1,900,103)
累計比（％） 92.2% 74.7% 69.1% 81.0%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、12隻の増、貨物台数128台
の減、数量706ｔの減、金額283,770千円の減となった。

水道配水量
 （単位：㎥）

月    　      区分 1 ヵ月 1日の最大配水量 1日平均
R2.11月 598,846 21,132 19,962
R1.11月 600,714 21,068 20,024
比  （％） 99.7% 100.3% 99.7%

塩竈市水道部 ・11月5日に最大となっている。

・新規求職者数は11％の増、
新規求人者数は20％の増。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 Ｒ2年10月          　　　　   　　　　　  　   ※（　）内は、前月の数値

求　職
新 規 求 職 者 数 663 (597)
月間有効求職者数 2,741 (2,733)

求　人
新 規 求 人 数 870 (723)
月 間 有 効 求 人 数 2,293 (2,203)

就　職 就 職 件 数 184 (214)
ハローワーク塩釜

市内主要観光施設入込数
   （単位：人）

R2.11月 R2.10月
塩竈市魚市場

（おさかなミュージアム来館者数） 944 1,139 

マリンゲート塩釜
（入館者数） 70,700 72,000 

塩竈市観光交流課・水産振興課

・前年同月（R1.11月）との比較では9,986人の減。
インバウンドはゼロ、GoToと教育旅行が増。
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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

あ
と
が
き

お問合せ　当所総務課（367）5111

　昨年12月から今年１月中旬まで、千賀の浦の水面
が優しい光に包まれました。
　飾り付けを行ったのは、㈱くろしおの鈴木雅博社
長です（当所常議員）。宮城県で初めて「みなとま
ちづくりマイスター」に認定された鈴木社長は、海
への感謝と地域の人が楽しめる場を作りたいとの思
いで、毎年イルミネーションを行っています。
　今回は、コロナ禍でもあり、医療関係者の皆さん
へ感謝の気持ちを込めて、ブルーライトが多めに飾
られました。（写真は㈱くろしお提供）

くろしお
北浜マリンベースマリンベースス イルミネーション

みなとまちづくり
マイスターとは
　みなとまちづくりによる
賑わい創出や地域活性化な
どで、中心的な役割を果た
した方を、一般社団法人ウ
ォーターフロント協会が認
定している。全国で47人
が認定されている。認定証を手にする鈴木社長。

同時に「国土交通省港湾局
長賞」を受賞されました

▼

　令和３年、最初の会議所ニュースをお届けします。
　「新年賀詞交歓会」が中止となり、初めての試み
として、“紙上名刺交換”を掲載しました。多くの会員の
皆様から申し込みをいただき、うれしく思っています。
「コロナ」との闘いはまだまだ続きそうですが、うれしい
こともモォ～っと続く一年になりますように。（高橋和恵）・・・
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