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２年度事業報告・収支決算を承認

新副会頭 に 海野 茂 氏
（塩竈港運㈱代表取締役会長）

▲桑原茂会頭からは「アフターコロナに向けて、常に前進し続け、会員事業所の支援に全力を尽くしていきたい」と、
あいさつがありました

６月22日、ホテルグランドパレス塩釜で令和３

定したことなどを報告しました。収支決算では、収

年度通常議員総会を開催しました。役員・議員など

入、支出とも減少となる中、財政調整積立金へ繰出

47名が出席し、令和２年度事業報告・収支決算の

しをするなど、健全財政を維持することができたこ

報告と副会頭１名の選任を行いました。

とを報告し、満場一致で承認されました。

事業報告では、会員事業所へのコロナ対策事業と

丹野光明副会頭の退任に伴う後任副会頭の選任に

して取り組んだ備品購入補助金（アクリルパーテー

ついては、海野茂氏（塩竈港運㈱代表取締役会長）

ションや空気清浄機など）や商品券発行事業（８

が満場一致で選任されました。また、海野副会頭の

月・12月の２回）をはじめ、飲食店クラウドファ

就任に伴い、追加議案として３号議員、常議員の選

ンディング、ゆめ博スタンプラリー等による各種の

任について諮られ、髙城崇充氏（三陸運輸㈱代表取

支援事業を実施したこと、第２期中期ビジョンを策

締役社長）が就任しました。
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令和2年度

事業報告

コロナ禍での経営支援・
地域経済再生の事業に取り組みました

━ 経営力強化および各種支援施策の推進 ━
●コロナ対策支援のための独自補助制度の実施

コロナ感染症の影響を受けた会員企業を対象
に「特別相談窓口」を設置し、各種補助金や給
付金の申請支援等を行
いました。また、日本
政策金融公庫と連携し
た資金繰り支援など、
経営、労務、金融の支
援を強化しました。

空気清浄機購入などを補助する「備品購入補助」と、新
たにデリバリーやテイクアウトなどに取り組むための広報
費等を補助する「新事業形態創出補助」を実施しました。

▲

●事業継続と雇用維持の支援

「備品購入補助」で
161件、「新事業形
態創出補助」で10
件の補助を行いま
した

●経営改善普及事業の推進

▲窓口の設置後、1,700件を超える
相談に応じています

巡 回 ・ 窓 口 相 談⇒1,363件に対応
講習会・セミナー⇒24回の開催予定に対し、
１回の開催
で21名が参加
申告相談等個別指導⇒39回実施し、465名を指導

━ 関係機関への提言・要望活動 ━
塩竈市長をはじめ、国、県、日本商工会議所などへ計11
回実施。塩竈市への要望では、４月にコロナ感染症対策支
援の緊急要望を行
ったほか、10月に
は３年度事業への
要望として、補助
金、助成金の追加
支援、割増商品券
の継続発行など、
11項目を要望しま
した。

会議所ニュースやホ
ームページ、マスコミ
活用による情報発信機
能を強化し、加入勧奨
と退会防止に努め、９
年連続の会員増となり
ました。また、今後３
年間の行動指針となる
『第２期中期ビジョン』
を策定しました。
▲ビジョンを基に会員
企業の持続的
発展へ向け取
り組んでいき
ます

◀

仙台広告賞で﹁みなと
塩竈・ゆめ博﹂の広告
が︑新聞広告部門銅賞
を受賞しました︒これ
からも塩竈の魅力を発
信してまいります

▲
４月27日、
佐藤光樹塩竈
市長にコロナ
対策の緊急要
望を行いまし
た

━ 組織・財政の安定的な運営 ━

▲12月３日、東北六県商工会議所連合会の鎌
田宏会長が、復興状況の視察のため来塩。
コロナ感染拡大防止と経済の両立などにつ
いて要請しました
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━ 地域再生・活性化の推進 ━
●WEBセミナー視聴サービスを開始

●巣ごもり生活応援！チラシを折込み

講習会等への出席が難しい中、いつでもどこでもイ
ンターネットで視聴ができる「WEBセミナー」を開始
しました。人材育成や労務、税務、経理など500以上
の講座があります。
２年度の利用者
は847名、視聴講
座数は2,489講座
となりました。

▲

▲

デリバリーやテイク
アウト、各種サービスな
どを実施している会員
企業を広くPRする
ため、“巣ごもり応
援！”チラシを作成
し、新聞折込みを
しました。
参 加希望のあった
62件を掲載しました

スマホやパソコン
で24時間いつでも
どこでも視聴でき
ます

●「しおがま歳末感謝祭
「しおがま歳末感謝祭」
「
祭」を
を実施
塩竈市商業協同組合との共催で、「歳末感謝祭」を
塩竈
竈市商業協同組合との共催
催で、
実施、126店が参加しました。今回
実施、126店が参加しました。今回は、塩竈市からの
126店が参加しました
補助を受け、参加店の費用負担を軽減し、セール期間
を受け、参加店の費用負担を軽
を１月５日までとしました。応募券方式で実施し、３
月５日までとしました。応募券
万２千通を超える
応募がありました。

●割増商品券の発行

▲

塩竈市からの補助を受け、10割増商品券を８月
と12月の２回発行しました。仲卸市場とマリンゲ
ート塩釜の専用券や飲食店専用券を設け、２回合
計２億円の商品券が完売しました。

1/16桑原会頭も
参 加して 抽 選 会
が行われました

●海保カレー「学校給食」で提供
▲販売会場では、長蛇の列ができました

●withコロナ生活応援!スタンプラリーを実施
「みなと塩竈・ゆめ博」の企画として、会員店舗の利
用をうながす、スタンプラリーを実施しました。ブラン
ドまぐろ「ひがしもの」など豪華賞品を用意しました。
応募総数は2,600通を超えました。

市内11の小中学校で、
「学校給食版海保カレー」
が提供されました。学校
栄養士の皆さんが、
フルー
ツキーマカレーをアレン
ジして完成させました。
当所海保カレープロジェ
クト委員会から、認定証
▲給食で提供された海保
も授与しました。
カレーと認定証

令和２年度収支決算総括表（Ｒ2.4.1〜3.3.31）
会
特別会計

▲116店の参加店からは、
「お店を
知ってもらう良い機会となりまし
た」などの声が寄せられました

計

名

一 般 会 計
中小企業相談所特別会計
共済制度事業特別会計
特定退職金共済事業特別会計
会館管理特別会計
合
計

収入合計
決算額

211,983
52,732
18,544
135,473
23,410
442,142

支出合計
決算額

単位：千円

差引残高
（３年度への繰越金）

196,684
52,732
18,544
135,473
23,410
426,843

15,299
0
0
0
0
15,299

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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VOL.

品質の高い︑安心安全な商品
◀ をお届けします

大震災から10年
再生から創生への歩み

3

“地域の力"を大切に
『全国に誇れる塩竈』の磨き上げを
水 野 暢 大

東日本大震災から10年。甚大な被害をうけた当地も、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。

はじめに大震災の当日の様子についてお聞
かせください

各宗葬儀施行・仏壇・仏具・生花

株式
会社

塩佂市桜ヶ丘2-27
TEL 022-366-4141
白寿殿
白寿殿
白寿殿
白寿殿

塩 釜
多賀城
利 府
七ヶ浜

工場２階から機械を運び出し︑いち

◀ 早く製造ラインを復活させました

水野暢大副会頭（以下水野）海の近くで事業を営む
者として、地震や津波災害などへの備えが重要であ
ると考え、東日本大震災以前より様々な対策をとっ
ていました。
工場などの建物は1.2ｍ嵩上げして建設、緊急地
震速報機を設置し、震度５以上で機械などの動力電
源が自動的にカットされる設備や、緊急時用の自家
発電機などを導入していました。
地震発生時、175人の従業員が勤務しておりまし
たが、高温の油を使っていたフライヤーなどの機械
は自動停止し、ケガ人もなく速やかに避難、安全を
確保することができました。

今回は、水野水産株式会社代表取締
役社長の水野暢大当所副会頭に伺いま
した。水野副会頭は、塩竈市観光物産
協会会長など数々の要職にも就いてい
ます。
のぶ たけ

また、テレビで津波情報を得ましたので、従業員
へ帰宅を指示しました。当社がある北浜地区へは予
想をはるかに超える４ｍの津波が押し寄せ、第一工
場、第二工場、事務所、本店のすべてが浸水被害を
受けましたが、従業員は渋滞に巻き込まれることな
く、帰路につくことができました。
大震災では備えが活き、従業員の安全を守ること
ができましたが、災害はいつ来るかわかりません。
その後もマニュアルの見直しを重ね、いざという時
は、一人ひとりが判断し行動できるようにしていま
す。

復旧活動の中で印象に残っていることがあ
りましたら教えてください
水野 津波による浸水で一階にあった機械などが全
滅し、あまりの被害の大きさに事業継続を危惧しま
した。しかし、従業員の会社継続への熱意と「消費
者が待っている」という取引先の言葉に励まされ、
必死で再建に取り組みました。
２週間ほど停電と断水が続きましたが、従業員や
建設業者の方々の力でがれきなどの撤去作業に当た
りました。また、生産ラインの再建のため、被災を
免れた機械を移動し、機械メーカーの方々にも協力
をいただき、４月25日には東京市場へ出荷するこ
とができました。

エキスパート・バンク（専門家派遣）
各分野のエキスパート
（税理士・中小企業診断士・弁護士など）
が皆さんの経営をサポートします！

〈特色〉
●費用は無料です（１テーマ１回）
白寿殿 岩 切
●塩釜市内の小規模企業者の方が対象です
白寿殿 石 巻
（従業員商業・サービス５名以下、その他の業種20名以下）
白寿殿 利府駅前
詳し く は 当 所 相 談 課 へ
白寿殿 松 島
（電話367-5111）
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氏

見本市は︑例年︑日本全国からバ
◀ イヤーが訪れ好評を得ています

工場の早期復旧によって、雇用と販路を維持し、
売上の減少を最小限にすることができました。日ご
ろ関係するすべての人々との繋がりに感激したこと
は、今でも忘れることはできません。

商品へはどのようなこだわりをお持ちですか
水野 社訓の一つに「よい商品は、喜び・健康・チ
ャンス・利益・感謝・信用、すべてを生むことがで
きる」があります。当社は上質の白身魚のすり身、
旬の野菜、新鮮な油を使用、徹底した衛生管理を行
い、品質を大事にしています。
30年ほど前、大量消費時代が到来し、かまぼこ
業界にも「安価、かつ大量生産」が求められ、当社
も価格競争などで厳しい時代がありました。
そのような中、従業員の言葉をきっかけに、高品
質のかまぼこを製造し、マーケットも大都市圏へ切
替え、クオリティの高さで勝負しました。また、機
械化を進めることで、生産効率の向上にも努め
2014年に日本とアメリカのＨＡＣＣＰ認証も取得
しました。品質を追求した商品は、今では北海道か
ら九州まで日本各地に出荷でき、遠くアメリカまで
販売網を拡大しています。
今後も美味しくて、安心・安全なかまぼこをお客
様へお届けしてまいります。

塩竈の基幹産業である水産業界についてお
聞きします
水野 塩竈は、天然の良港である塩釜港があり、早
くから鉄道や道路網が整備され、恵まれた立地によ
り、水産業など各種産業が発展しました。
しかし、大震災で魚市場はじめ多くの水産業者が
被災し、また風評被害により、大打撃を受けました。
商工会議所としても、復興、復旧を後押しするた
め、塩釜フード見本市をはじめとした展示商談会や、
伊達な商談会などを開催し、水産業者の販路開拓、
販売力向上などに努めました。
また、業界としても新たな販路に対応できるよう、
大阪や名古屋などへの運送ルートの維持、開拓を関
係各所に働きかけました。
塩竈が長い歴史の中で培ってきたネームバリュー、
地の利、蓄積された高度な技術を活用し、当地の基
幹産業としての役割を果たしていくことが大切と考
えています。

観光物産協会の会長など、多くの役職にも
つかれていますが、塩竈の観光をどのよ
うにお考えですか
水野 塩竈には、海、歴史や文化、神社や趣ある建
物など素晴らしい景観、美味しい食など観光的魅力
がたくさんあります。
商工会議所では、2015年から「みなと塩竈・ゆ
め博」を開催しています。塩竈の魅力を広く周知す
るイベントです。また、歴史観光案内板を設置し、
ゆっくりまち歩きを楽しんでいただけるようにして
います。
少子高齢化で人口が減少する中、観光による交流
人口拡大は、地域活性化に繋がると考えます。近隣
には仙台市という大きなマーケットがあり、仙台市
に周知することは全国へと繋がっていきます。
今後も年間をとおして塩竈を訪れてもらえるよう、
「みなと塩竈・ゆめ博」など観光振興事業を実施し、
塩竈を盛り上げていきたいと思います。

コロナ禍の中、多くの業種、業態が影響を
受けていますが、塩竈のアフターコロナ
についてお尋ねします
水野 コロナの長期化で観光業や飲食業などが非常
に厳しい状況におかれています。コロナ後は旅行形
態も消費行動も大きく変わり、質の高いものが好ま
れると思います。塩竈の魅力ある資源を磨き上げ、
その資源の可能性を理解し、発信する『地域の力』
が大切と思います。
これからも水産業、観光業、市民の皆さま、すべ
ての皆さまと協力し、『全国に誇れる塩竈』を発信
していきたいです。
（聞き手・文／佐藤由美）
■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
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〜健康経営で健康な職場〜

全国醤油サミットin塩竈を一緒に盛り上げる
事業者を募集します！
醤油にちなんだレシピを募集します

くりに繋げていただ
きたいと思います。
なお、当所では、
毎年6月に健診を実施
しています。また、マリン共済加入者には受診料の
助成制度がありますので、従業員の皆様の福利厚生
の充実にご利用ください。

＜主な健診項目＞
身長、体重、尿、便、聴力、視力、血圧、血
液、腹囲、心電図、問診、胸部レントゲン、
胃部レントゲンなど

間
24時 も
どこで K
視聴O

無料ＷＥＢセミナー

をご利用ください

WEBセミナー
ID：K2024 パスワード：5111

当所HP

あとがき

■概
要
第９回全国醤油サミットin塩竈の開催(令和３年１１月)にあたり、
醤油にちなんだレシピを募集します。市内外を問わず、どなた
でも応募できます。
■募 集 枠
（１）ご当地部門 県内蔵元醤油×宮城の食材を活用したレシピ
（2）全国の醤油部門 全国５種類の醤油の特性を活かしたレシピ
※応募要件の詳細などはこちらから→
●問い合わせ先
（塩伽市HP）
全国醤油サミットin塩竈実行委員会
塩竈市産業環境部商工港湾課内 TEL 022-364-1124

▲

▲

6月28日から30日まで、当所で生活習慣病予防
健診を実施しました。一般社団法人杜の都産業保健
会の協力のもと毎年行っている予防健診で、会員事
業所の代表者や従業員の方々123名が受診しました。
今年は、新型コロナウイルス感染症拡大予防対策
として、会場の換気や消毒液の設置、入り口での検
温、待合室での問診を行い、受付時間の指定や受診
人数の制限を設けて密集と密接を防ぎました。また、
受診者の皆様にはマスクの着用をお願いするなどの
協力をいただき実施することができました。
受診者からは、「時間を区切ることで混雑がなく
良かった」、「待ち時間が少なくスムーズで、安心
して受けられた」という感想がありました。
近年、従業員の健康管理を経営的視点から考え、
戦略的に実践する「健康経営」が注目されています。
会員事業所の皆様には、「健康経営」の一環として
予防健診の機会を活用していただき、職場の健康づ

今年は時間指定
制にし︑改めて
三密の回避など︑
感染対策を徹底
しました

「生活習慣病予防健診を実施」

例年参加している港周辺の清掃活動。こ
れが終わると次は「塩竈みなと祭！」とい
う図が頭に浮かびますが、今年もコロナで
中止となりました。ワクチン接種が順調に
進み、いつもの事がいつものようにできることを願
うばかりです。
（島津伴子）

く ろ さ わ 脳 外 科
画像診断クリニック
株式会社
本
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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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