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　３月10日、仙台市宮城野区の夢メッセで、東北
ニュービジネス協議会、東北地区信用金庫協会など
が主催する展示商談会「ビジネスマッチ東北
2021」が開催されました。
　当所の会員事業者も出展し、商社や流通業者、仕
入れ担当者などに海保カレーなどを積極的にアピー
ルしました。

　この商談会は、東北地域におけるビジネスマッチ
ングの創出を目的に開かれている東北最大級の展示
商談会で、390の企業・団体が319のブースで出展
しました。
　また今回は、新型コロナウイルス感染拡大により
来場者を制限した中で、リアルとオンラインのハイ
ブリット型式で商談が行われました。

～折込みチラシ～

・生活習慣病予防検診のお知らせ
・共済キャンペーン
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当所会員事業者のブースも、多くの方々が立ち寄り、またテレビの取材を
受けるなど大変な関心が寄せられました。
展示会は、入退場ゲート・各ブース・商談コーナーなど、感染対策が徹底。
2,997名の来場者となりました。

　この度当所は、経済産業省が進めている「健康経営優良法人2021（中小規
模法人部門）」に認定されました。今後も引き続き職員の健康増進に努め、
併せて組織の活性化に努めてまいります。
※健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特
に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。

ビジネスマッチ東北２０２１ビジネスマッチ東北２０２１
初のハイブリット形式で開催初のハイブリット形式で開催

制度の詳細は経済産業省HPまで
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有限会社  鈴 木会計事務所
千 葉 経 営 企 画 株 式 会 社
税理士法人 阿部会計事務所
齋 　 忠 男  税 理 士 事 務 所
税理士法人   F&Lパートナーズ
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塩 地区 TKC会計人事務所
テレビCMでおなじみの

元気な会社作りのお手伝い
◆黒字決算支援  ◆経営革新支援  ◆創業支援

今年の環境問題コンクールは、初めてマリン
ゲート塩釜で展示会を実施。大変好評でした

▲

ゆったり配置された席でお茶を片手に、
石井さんの演奏に聞き入りました

▲

女性会親睦会を開催

　３月３日、当所女性会がホテル
グランドパレス塩釜で親睦会を開催し、会員18名
が参加しました。
　はじめに、ピアニスト石井りえさんによるクラシ
ック音楽や唱歌、歌謡曲のピアノ演奏がありました。
また、演奏の合間には、石井さんの震災当時の体験
や、震災後行った復興支援コンサートなどの話もあ
りました。
　参加者からは、「石井さんが奏でる音色は優しく、
心に響きました」、「大震災から10年の節目を迎え、
復興や防災について改めて考える良い機会になりま
した」との感想がありました。

　その後、鈴木あい子会長から「今年度はコロナウ
イルス感染症の影響で、書面での総会、各種イベン
トや新年の集いの中止と大変厳しい一年でした。そ
のような中、先日の〝環境問題の作文・絵画コンク
ール〟の開催、そして、本日は会員が集い親睦会を
開催できたことに喜びを感じます。会員の皆様の協
力に感謝します。今後もコロナに負けず団結してが
んばりましょう」と挨拶がありました。
　コロナの日常を忘れる、心なごむひと時となりま
した。

日時　4月23日㈮
　　　午後3時30分～
　　　　　（一人30分）

弁護士による
無料なんでも相談会

日時 4月7日㈬・21日㈬
 　　 午前10時～午後4時

個別経営相談会 日本政策金融公庫
相談会

  日時 4月8日㈭・22日㈭
   　    午前10時30分～
　　    午後4時30分

二重ローン問題や資金繰り、公的
政策の活用など幅広く相談に応じ
る内容となっております。

日時  4月6日㈫
 　　 午後1時30分～
 　　 午後4時30分

知的財産に関する
相談会

知的財産に関する疑問や課題を
ご相談ください

事業に必要な設備資金・運転資金
の相談を承ります。また、同日は
創業予定者や創業に興味のある方
の相談にも応じます。

※事前申込が必要です 申し込み：塩釜商工会議所（相談課）367-5111

本相談会は会員事業者
対象です。
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無料相談会無料相談会 どうぞご利用下さい
NewNew
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脳MRI・全身CT　最新設備完備
◎ 高性能MRI脳検診、低線量CT検診20,000円（税抜）
◎ 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
東北大学脳神経外科　医学博士

くろさわ脳外科

塩釜の統計資料

人　　口
　　　　　　                                   　　　  （単位：人）

月    　      区分 男 女 計 世帯数

Ｒ3.2月
25,605 27,839 53,444 23,873

（内、外国人163人）（内、外国人461人）（内、外国人624人）

R2.2月 25,777 28,089 53,866 23,715
比  （％） 99.3% 99.1% 99.2% 100.7%

塩竈市市民総務部

観光客乗船数
  （単位：人）

月                  　　　　区分 乗　　船　　数
R3.2月 56 

R2.2月 14,381
比  　（％） 0.4%

累      計(R3.1月～ ) 1,305
前年同期間(R2.1月～ ) 28,571
累計比　（％） 4.6%

丸文松島汽船(株)

 ・前月に比べ人口は2人の減少、
世帯数は49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
R3.2月 85 291 1,172 (13) 307,489 (24,736)

R2.2月 79 352 1,947 (18) 424,083 (28,058)
比  （％） 107.6% 82.7% 60.2% 72.5%
累計

（R3.1月～） 185 542 2,573 (26) 765,182 (50,939)
前年同期間
（R2.1月～） 196 717 2,868 (41) 1,032,954 (70,193)
累計比（％） 94.4% 75.6% 89.7% 74.1%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、6隻の増、貨物台数61台の減、
数量775ｔの減、金額116,594千円の減となった。

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
R3.2月 566,866 24,035 20,245
R2.2月 560,573 20,457 19,330
比  （％） 101.1% 117.5% 104.7%

塩竈市水道部 ・2月18日に最大となっている。

・新規求職者数は53％の増、
新規求人者数は１％の増。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 Ｒ３年１月          　　　　   　　　※（　）内は前月の数値（単位：人）

求　職
新 規 求 職 者 数 705 （459）
月間有効求職者数 2,542 （2,498）

求　人
新 規 求 人 数 721 （713）
月 間 有 効 求 人 数 2,277 （2,372）

就　職 就 職 件 数 119 （166）
ハローワーク塩釜

市内主要観光施設入込数
 ※（　）内は前年同月の数値 （単位：人）

塩竈市魚市場
（おさかなミュージアム来館者数）

マリンゲート塩釜
（入館者数）

R3.  2月 373 （3,232） 36,600（59,700）
R3. １月 406 （3,995） 40,200 （53,900）

塩竈市観光交流課・水産振興課

・前年同月（R2.1月）との比較では14,326人の減。
首都圏に非常事態宣言が発令されたため運航を自粛した。
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本　店/塩竈市海岸通2-22
TEL022-362-3261 FAX022-366-8348
仙台店/仙台市青葉区中央1-1-1仙台エスパルB1F
TEL022-716-1075 FAX022-716-1076
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・会社決算・経営計画・経営分析・相続・贈与・不動産申告・税に関するご相談
・中期経営計画「将軍の日」・経営に役立つオーナーズセミナー開催

千葉和彦税理士事務所
千葉経営企画株式会社

〒985-0042  塩釜市玉川1-2-40
TEL 022-365-2823　FAX 022-366-3882

千葉経営企画 検索

地元企業の存続発展に貢献する
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版

■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

　２月に市内商工業者を対象に「景気動向調査」を
行いました。これは半期に一度行っている定期調査
です。今回の調査対象期間は昨年７月から12月で、
水産加工業や飲食業など５業種、合計84社から回答
がありました。
　『業界景気』については、基幹産業の水産加工業
が－19.4と、前回調査時より回復傾向にあることが
わかりました。しかし、飲食業では－44.4で、サー
ビス業、卸・小売業などでも極めて厳しい状況にあ
ります。
　『売上状況』に関しては、飲食業とサービス業が
前回調査と同様に大変厳しい結果となりました。一
方、水産加工業、建設業では、前向きな回答が増え
ています。

　また、『新型コロナウイルス流行による事業への影
響』や『望む支援』について自由記述式の調査をし
ましたが、『給付金制度の継続』の要望が多く寄せ
られました。さらに『新生活様式を見越した商売展
開を学ぶ機会がほしい』といった、アフターコロナ

を見据えた要望もありました。
　お寄せいただいたご意見は、研修や行政機関への
要望活動等に活用してまいります。

― 市内景気動向調査 ―

新型コロナウイルスの影響、依然根強く

景気動向調査とは
　質問項目が前期と比較して「良くなっているか」ある
いは「悪くなっているか」を問い、景気の流れなどを明
らかにします。調査結果は、以下の式で求めます。
（「良くなっている」－「悪くなっている」）÷２
   ※最大値はプラス、マイナスともに50ポイント

　コロナの感染急拡大や、立て続けに発生す
る大きな地震にざわざわする日々です。そん
な毎日ですが駅前の桜が咲いたそうです。

季節はきちんと巡るんですね。４月、早くも新年度。
みんなで乗り越えましょう。  （島津伴子）

あとがき

お問合せ　当所総務課（367）5111

業界景気
対象期間 水産加工 飲食 サービス 卸・小売 建設

今回調査 －19.4 －44.4 －42.9 －41.7 －17.6

前回調査 －39.6 －43.3 －50.0 －42.0 －30.6

売　上
対象期間 水産加工 飲食 サービス 卸・小売 建設

今回調査 －8.1 －44.4 －46.4 －25.0 －5.9

前回調査 －22.9 －43.3 －43.8 －34.0 －22.2
※本調査の詳しい結果は、当所ＨＰに掲載をして
いますので、ご覧ください。
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