
2月 定 例 記 者 会 見 ・次 第 

日 時 令和 4年 2月 1日(火)10時 00分～ 

                                     場 所 塩竈市役所 ３階北側委員会室 

 

 

― 説 明 項 目 ―  

 

市民総務部 

1.トンガ沖海底火山噴火に伴う津波の状況等について [市民安全課（355-6491）]..................... 1P 

産業環境部 

2.トンガ沖海底火山噴火に伴う津波による養殖漁業被害について [水産振興課（364-2222）] ........... 2P 

3.塩竈市水産物販路回復事業 通信販売事業を始めます‼ [水産振興課（781-7706）] ................. 3P 

4.食のまち塩竈の魅力 UPへ「日本酒と料理のペアリングセミナーを開催します [観光交流課（364-1165）]. 4P 

教育部 

5.全国大会等スポーツで活躍された皆様を表彰します  [生涯学習課（362-1023）] .................... 5P 

6.塩竈フォトフェスティバル 2022「ポートフォリオレヴュー写真賞」参加者募集！ [生涯学習センター（367-2010）] 6P 

新型コロナウイルス感染症対策 

7.新型コロナワクチン接種の進捗状況（1 月 24 日現在）  [健康推進課 新型コロナワクチン接種推進室（355-4123）]   7P 

8.木下グループ PCR 検査センター塩竈市指定 PCR 検査所を開設しました [健康推進課（364-4786）] ........ 8P 

 

―資料提供項目― 

 

1. 2月の日程 ..................................................................... [秘書広報課（355-5764）] 

2．東日本大震災塩竈市献花所を設置します ............................................... [総務課（355-5728）] 

3. 宮城県塩釜高等学校からの絵本・児童書の寄付について ........................... [子育て支援課（353-7797）] 

4. 「第 21回塩釜甚句全国大会」開催 ................................................ [観光交流課（364-1165）] 

5. 「第 58回観光のしおがま写真コンクール 入選作品展」開催 ......................... [観光交流課（364-1165）] 

6. 「塩竈 deひなめぐり 2022」開催 ................................................. [観光交流課（364-1165）] 

7. OH～エン！すまいる情報発信 2月号 ............................................... [観光交流課（364-1165）] 

8. 長井勝一漫画美術館主催事業「つげ忠男原画展」開催 ......................... [生涯学習センター（367-2010）] 

9. エスプコンサート Domenica87「春待ちピアノコンサート」開催 ................ [生涯学習センター（367-2010）] 

10.「S.D.G.Sコンサート～塩竈大好き！がんばっぺ塩竈！～」開催 . [塩釜市芸術文化協会（公民館内）（365-3341）] 

11.2021年度塩竈市杉村惇美術館アーカイブス「ＰＲＯＧＲＡＭＳ」開催 ........ [塩竈市杉村惇美術館（362-2555）] 

12.ざくろ通信 vol.26 ..................................................... [塩竈市杉村惇美術館（362-2555）] 

○ 本の杜・プクちゃんつうしん・しおかぜ・話題の本棚  ..................................... [塩竈市民図書館（365-4343）] 

○ 遊ホールイベント情報  .................................................. [市民交流センター（365-5000）] 

○ 公民館だよりWAY･エスプKID’S .................................................. [生涯学習センター（367-2010）] 

 



市民総務部市民安全課 

 

トンガ沖海底火山噴火に伴う津波の状況等について 

 

１．津波の概要 

1月 15日 13：10 トンガ諸島で大規模な火山噴火 

18：00 気象庁、遠地地震に関する情報第 1号発表 

19：01 気象庁、遠地地震に関する情報第 2号発表 

「若干の海面変動、被害の心配なし」 

21：50 塩竈市西埠頭 第 1波到達：0.2ｍ 

1月 16日 00：15 気象庁、宮城県に津波注意報発表 

「第 1波：到達中と推測、予想される最大波：1ｍ」 

00：39 気象庁、津波観測に関する情報発表 

「仙台港第 1波到達：15日 21時 21分 

仙台港これまでの最大波：15日 22時 59分 0.6ｍ」 

00：45 気象庁、津波観測に関する情報発表 

「仙台港これまでの最大波：16日 0時 38分 0.7ｍ」 

02：40 塩竈市の最大波：塩竈市西埠頭：0.5ｍ 

14：00 気象庁、津波注意報解除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潮位（塩竈市西埠頭） 満潮：令和 4年 1月 16日 4:15 T.P. +31cm 

干潮：令和 4年 1月 16日 8:39 T.P. + 6cm 

２．本市の体制 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

0 

 
-0.5 

-1 

-1.5 

-2 

潮
位

(m
) 

 



 

３．避難所開設状況 

  

指定避難所　避難者数

開設時間 閉鎖時間 避難所名 避難者数 開設時間 閉鎖時間 避難所名 避難者数

0:59 6:45 三小 1 0:35 2:23 二小 0

0:45 7:00 三中 18 0:30 12:00 野々島 0

0:45 2:15 月見小 0 0:56 12:00 桂島 17

0:50 2:15 玉小 0 0:30 12:00 寒風沢 3

0:52 2:15 玉中 0 1:15 2:15 塩釜高校 0

0:48 2:15 公民館 0 0:30 3:15 ガス体育館 1

0:25 3:32 一小 2 0:30 2:15 温水プール 0

1:30 3:22 杉小 0 0:38 2:45 港湾合同庁舎 3

0:40 2:15 二中 0 0:38 2:15 一森山剣道場 0

0:45 2:15 一中 0 0:41 2:15 本町公民館 0

指定避難所　避難者数 45

一時避難所等　避難者数

開設時間 閉鎖時間 避難所名 避難者数 開設時間 閉鎖時間 避難所名 避難者数

0:30 14:00 本庁舎 1 イオン

グランドパレス

塩釜
防災センター

パチンコ
タイガー 塩竈倉庫

一時避難所等　避難者数 1

合計 46

日時 内容 備  考 

16日 
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津波注意報発表 

防災行政無線で市内全域に避難指示放送、避難所開設指示 

第 1回警戒本部会議 

沿岸パトロール(1班) 

第 2回警戒本部会議 

避難者 0名の避難所閉鎖開始（10箇所） 

他避難所は避難者が 0名になり次第随時閉鎖開始 

第 3回警戒本部会議 

沿岸パトロール（3班） 

第 4回警戒本部会議 

沿岸パトロール（1班） 

本庁舎及び浦戸以外の避難所は閉鎖完了 

沿岸パトロール（1班） 

津波注意報解除により警戒本部廃止 

防災行政無線で市内全域に避難指示解除放送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参集職員合計数 

118名 

17日  被害状況確認  

問い合せ : 塩竈市市民総務部 市民安全課 防災係 （電話）355-6491 



   

問い合わせ 塩竈市産業環境部水産振興課浅海農政係        電話：364-2222 

 

News Release 
 

塩竈市からのお知らせ  

  

 

 

 

トンガ沖海底火山噴火に伴う津波による養殖漁業被害について 

 
◎養殖漁業被害概要について 

 

 (1) 経過 

 

月日 概要 備考 

1月 16日 被災漁協訪問等 被害状況など聞き取り調査 

1月 17日 庁議・被災漁場確認 被害状況及び今後の対応について報告 

1月 18日 相談窓口開設 産業環境部水産振興課内に設置 

1月 20日 県知事要望活動（財政支援等） 県漁協・市漁協も出席 

 

(2) 被害状況等（1月 27日 午後 5時 現在） 

①被害概要【詳細は別添参照】 

 

    組合名（支所名） 被害金額（推計） 被害生産者数 

1 塩釜市漁業協同組合 51,484千円 17名（うち利府町在住 8名） 

2 県漁協塩釜市第一支所 48,059千円 11名（うち東松島市在住 1名） 

3 同 浦戸支所 2,325千円 3法人 

4 同 浦戸東部支所 被害なし ― 

 計 101,868千円  

 

  ②被災漁場面積 302.9ha（ワカメ・コンブ・ノリ・カキ漁場） 

 

  

 

令和４年２月１日 

産業環境部水産振興課 



３ 

 

R4.1.16 トンガ沖海底火山噴火に伴う津波による水族養殖施設被害状況（R4.1.27 17：00 現在） 

魚市場 馬放島 

県漁協浦戸支所 

ノリ養殖施設 

施設被害【 540 千円】（筏 6 台） 

水族被害【1,260 千円】 

カキ養殖施設 

施設被害【－】 

水族被害【  525 千円】 

   

計 【2,325 千円】 

塩竈市漁協 

ワカメ・コンブ養殖施設 

施設被害【13,502 千円】（筏 597 台） 

水族被害【37,982 千円】 

 計  【51,484 千円】 

県漁協第一支所 

ワカメ・コンブ養殖施設 

施設被害【19,039 千円】（筏 691 台） 

水族被害【29,020 千円】 

計  【48,059 千円】 

「農林水産業被害報告取りまとめ要領」 

（昭和 48 年 5 月 21 日付け通達）に基づき

被害数量及び被害金額を算出しています 

水族養殖施設被害まとめ（確定） 

施設被害額【 33,081 千円】 

水族被害額【 68,787 千円】 

計  【101,868 千円】 

ワカメ・コンブ被災漁場面積合計 193.8ha ノリ被災漁場面積合計 39.5ha カキ被災漁場 69.6㏊ 



   

問い合わせ 塩竈市産業環境部水産振興課水産係 担当：鈴木未、郷古 電話：781-7706 

 

News Release 
 

塩竈市からのお知らせ  

  

 

 

 

塩竈市水産物販路回復事業 

通信販売事業を始めます！！ 

 

１．目 的 

   コロナ禍における水産加工品の売り上げ低迷を打破するために、大手通信販売サイトに

ある『海の幸なのにＹＡＭＡＴＯ㈱』の出店ページにおいて、『塩竈フェア』と題し、「塩竈

水産加工品詰め合わせセット」を販売いたします。水産加工業の活性化・販路拡大の後押し

をするもの。 

 

２．参加事業者、詰め合わせセット品目 

事業者名 品名 事業者名 品名 

岸柳水産㈱ 赤魚粕漬 プリンス食品㈱ カニ風味めんち 

㈱海心 レン・チンまとう鯛 ㈱松島蒲鉾本舗 まぐろカツ 

カネシゲ高嶋商店㈱ イカ一夜スティック 赤間水産㈱ おさしみギバサ 

勝山水産㈱ 鯛ちくわ ㈱YAMATO ホッケ開き干し 

  ＊価格設定５，０００円（税込み）の上記商品を５００セット販売 

    （割引クーポン券付き） 

 

３．販売期間・方法（ネット掲載期間） 

  令和４年２月１０日（木）～３月１３日（日） 

  楽天市場メールマガジンに、「塩竈フェア」掲載 

（楽天市場バーゲンニュース・楽天市場ニュース・楽天グルメニュース） 

  また、ＹＡＭＡＴＯ㈱のサイトに、『塩竈フェア』として、掲載・販売。 

 

４．その他 

  本市独自の塩竈市水産物販路回復事業補助金を活用。 

 

令和４年２月１日 

産業環境部水産振興課 



   News Release 
 

塩竈市からのお知らせ 

 

食のまち塩竈の魅力 UPへ 

日本酒と料理のペアリングセミナーを開催します 
 

塩竈市では新型コロナウイルス感染症終息後を見据え、国内旅行客及び外国人観光客への対

応の向上を図るため市内飲食店等を対象に日本酒と料理のペアリングセミナーと個別指導を

開催します。 

１．日時・内容 

種  別 内  容 日  時 定  員 

日本酒と料理の 

ペアリングセミナー 

宮城米、酒米について 

日本酒の成分と味について 

日本酒と料理の相性を理解する 

ペアリング体験 

①令和 4年 2月 17日（木） 

②令和 4年 2月 22日（火） 

①②とも 13:30～15:30 

内容は同一です。 

各 10人 

個別指導 ペアリングを体験できるセット 

メニュー創出に向けた個別指導 

今後調整の上、決定しま

す。 
3者程度 

※開催場所については各回とも申込いただいたいずれかの店舗にて開催する予定です。 

 

２．講師 

宮城県農政部食産業振興課 

 技術副参事兼総括技術補佐 橋本 建哉 氏 

 

３．対象者 

 市内日本酒提供事業者 

 

４．費用 

無料 

 

 

問い合わせ先 塩竈市産業環境部観光交流課 担当：平山・横田 電話：022-364-1165 

令和４年２月１日 

産業環境部観光交流課 

昨年のセミナーの様子 



 

問い合わせ先 塩竈市教育部生涯学習課スポーツ振興室 担当：戸枝     電話：022-362-1023 

 

News Release 
 

塩竈市からのお知らせ 

 

 

 

 

全国大会等スポーツで活躍された皆様を表彰します 

１．概要 

塩竈市では、市民のスポーツへの意識の高揚に貢献した個人及び団体に対して、その栄誉をたたえ、令和 4 年塩

竈市スポーツ賞並びにスポーツ奨励賞の表彰式を開催します。 

また、合同で塩釜市体育協会より功労賞 6名、功績賞 21 名、1団体、武道大賞 1 団体、感謝状 5団体を表彰します。 

２．表彰式について 

 式典名称：令和 4年塩竈市・特定非営利活動法人塩釜市体育協会合同スポーツ表彰式 

 日    程：令和 4年 2月 5 日（土）10:00～ 

 会  場：ホテルグランドパレス塩釜 3F 平安の間 

３．受賞者について 

 (1)塩竈市スポーツ賞(４名) …国際大会で上位入賞、全国大会優勝等 

(五十音順・敬称略) 

氏名 種目 功績内容 過去受賞歴 

安達 翔 
(あだち かける) 

空道 全国大会優勝 初受賞 

大元 英照 
(おおもと ひでき) 

ボート 全国大会優勝 スポーツ賞 16回 

竹田 創 
(たけだ はじめ) 

スポーツクライミング 全国大会優勝 
スポーツ賞 1回 

スポーツ奨励賞 2回 

遊佐 祥太 
(ゆさ しょうた) 

陸上(八種競技) 全国大会優勝 スポーツ奨励賞 1回 

 

(2)塩竈市スポーツ奨励賞(5 名) …全国大会上位入賞等 

(五十音順・敬称略)  

氏名 種目 功績内容 過去受賞歴 

齋藤 真佑 
(さいとう まゆ) 

陸上(4×100mリレー) 全国大会 2位入賞 
スポーツ賞 2回 

スポーツ奨励賞 2回 

櫻井 想真 
(さくらい そうま) 

空手 全国大会 3位入賞 初受賞 

鈴木 ゆうき 
(すずき ゆうき) 

バドミントン 

（女子ダブルス） 
全国大会 3位入賞 

スポーツ賞 3回 

スポーツ奨励賞 3回 

武山 侑雅 
(たけやま ゆうが) 

空手 全国大会 3位入賞 
スポーツ賞 1回 

スポーツ奨励賞 2回 

渡邊 彩 
(わたなべ あや) 

バレーボール 
2019年 FIVBバレーボール 

ネーションズリーグ 2019出場 
初受賞 

 

令和 ４年 ２月 

定例記者会見資料 

教育部生涯学習課 



   

問い合わせ 塩竈市教育部生涯学習課子どもの係 担当：櫻庭・柴田 電話：022-367-2010 

 

News Release 
 

塩竈市からのお知らせ 

ポートフォリオレヴュー写真賞 参加者募集！ 

 

 

 

 

 

2008年にスタートして以来、全国からたくさんの人々が訪れ、 

毎回大きな反響を呼んでいる塩竈フォトフェスティバル第 7弾を開催します。 

    写真は、人に見せることで進化していく表現です。 

    大賞は写真集制作。 

    写真集を発行して、さらにたくさんの人に見てもらうチャンスをつかんでください。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  開催日時  令和 4年 3月 12日（土） ポートフォリオレヴュー 

        令和 4年 3月 13日（日） 公開審査・写真賞授賞式 

 

  開催場所  塩竈市杉村惇美術館 大講堂 

 

  主  催  塩竈フォトフェスティバル実行委員会（実行委員長：平間至） 

 

  内  容  写真界において新人の登竜門としての評価が高まっている当賞の第 7弾 

        一次審査を通過した方にポートフォリオレヴューに参加していただき、 

第一線で活躍する写真関係者に自分の作品を見せながら 1対 1で講評を受ける 

さらに優秀者 6名に絞り、公開審査を経て写真賞を決定します 

 

  応募期間  2月 10日（木）から 2月 20日（日）まで ＊当日消印有効 

        作品と規定応募用紙を応募先までお送りください 

 

 

 

    

 

 

 

詳細は、http://sgma.jpよりご確認ください 

令和 ４年 ２月 １日 

教育部生涯学習センター 塩竈フォトフェスティバル 2022 

※ポートフォリオレヴューとは、 

ポートフォリオ(写真の作品集)をレヴュワー(講評者)に 

1対 1で講評を受け、写真賞等を決めるもの 

http://sgma.jp/




   

問い合わせ 塩竈市健康福祉部健康推進課新型コロナワクチン接種推進室 担当：阿部・舟木  

電話：022-355-4123 

 

News Release 
 

塩竈市からのお知らせ 

 

 

 

新型コロナワクチン接種の進捗状況(１月２４日 現在)  

 

 塩竈市では、新型コロナウイルス感染症の感染状況やワクチン供給量などを総合的に勘案し、前倒しで追

加(3回目)接種の接種券を発送しています。接種券が届き次第、接種の予約ができます。 
 

■令和４年２月３日(木)から追加(３回目)接種を開始します。 

  

 

 

1 赤石病院 10 ささき内科・呼吸器科クリニック 19 平澤内科医院 

2 いけの医院 11 塩竈市立病院 20 ふくちゃんクリニック 

3 及川内科医院 12 清水沢クリニック 21 藤谷内科クリニック 

4 大井産婦人科医院 13 杉山内科 22 本間医院 

5 川合整形外科クリニック 14 高橋ジェネラルクリニック 23 みみはなのど宮崎クリニック 

6 くろさわ脳外科 

画像診断クリニック 

15 ちば整形外科クリニック 24 宮町脳神経・眼科クリニック 

7 金医院 16 冨永内科医院 25 無量井内科クリニック 

8 坂総合病院 17 鳥越塩釜腎クリニック 26 ももせクリニック 

9 坂総合病院附属北部診療所 18 永沼外科整形外科医院 27 やまとクリニック 

 

 

 
 

■浦戸地区の 2回目の接種が終了しました。(速報値) 

 １月２３日(日)～２４日(月)に離島である浦戸地区の追加(３回目)接種が終了しました。追加接種者は 

計２５８名でした。 

 

 

 

 

 

 

令和４年 2 月 

定例記者会見資料 

健康福祉部健康推進課 

個 別 接 種 

 
(ファイザー社) 

 

接 種 日   ：令和４年２月３日(木)以降 

接 種 会 場 ：塩竈市内２７の医療機関 

集 団 接 種 

 
(ファイザー社) 

 

  接 種 日   ：令和４年２月１６日(水)・19日(土)20日(日)・２３日(水)・ 

            ２６日(土)・２７日(日) 

  接 種 会 場 ：塩釜ガス体育館(今宮町９番１号) 

 

 




