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　「ゴーヘイ」とは、船舶関係者が使う「前進（Gｏ 
Ahead：ゴーアヘッド）」を意味する言葉で、本市でも
漁業関係者に広く使われ、力強く、前向きな言葉です。
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Ahead：ゴーアヘッド）」を意味する言葉で、本市でも
漁業関係者に広く使われ、力強く、前向きな言葉です。

台風

 気仙沼

［市長コラム］［市長コラム］

－ Go Ahead ! 
　     Kesennuma  －

　今年も９月、10月に台風の襲来で風水害が発
生しました。市では警報や予想される災害の度合
いにより、「警戒配備」⇒「特別警戒配備（警戒本
部）」本部長：危機管理監⇒「非常配備（災害対策
本部）」本部長：市長、と段階的に体制を強化し
ていきます。市長・副市長は警戒配備に入る前か
ら相談を受け、警戒本部設置以降は本部会議に出
席して一緒に対応を協議しています。
　各会議では大型画面に各種データを映し出し、
皆で出来る限り科学的に考察することにしていま
す。気象庁が発表する警報や警報発表予想、予想
雨量、雲の動きはもちろんのこと、市内に９か所
設置してある雨量計の 1 時間毎の数字、10 分毎
に自動観測される大川、神山川、津谷川、鹿折川
の水位、市民の皆様にも直接エリアメールで送ら
れる土砂災害警戒情報などを総合的に判断し必要
と思われる対応をしています。特に河川について、
大川は上流の折壁、下流の本町で観測しており、
本町において「水防団待機→はん濫注意→避難判
断→はん濫危険」の各水位が設定されており、潮
位もにらみながら注視しています。本年度から鹿
折川にも各水位が設定されました。
　市町村単位で発表されている土砂災害警戒情報
は５㎞四方を１区画として60分間積算雨量と土壌
雨量指数という、これまでとこれからの雨量を計
算してその危険度を表しています。市では危険度
に応じ、対象となる区画の地域に防災行政無線で
「注意を呼びかけ→避難勧告→避難指示等」の対応
をとっています。また、各種災害対応において近年、
避難勧告・指示の前には、高齢者や体の不自由な
方のように避難に時間のかかる方が危険が差し迫
る前に避難が開始できるよう「避難準備・高齢者等
避難開始」の情報を出し、避難所を準備しています。
深夜に危険の恐れがある場合は、まだ警報が出る
前の明るいうちに情報を出す場合もあります。
　今後、現代科学の最先端データの見方を市民の
皆さんとも共有し防災力アップに繋げることも検
討したいと思いますが、東北に大型台風の接近頻
度が高まる中、まずは行政からの情報に従い身を
守っていただくよう切にお願いいたします。

女性のためのコミュニケーション講座

　フリーアナウンサーとして活躍した講師が、
あなたの生活に役立つコミュニケーションのス
キルをお伝えします。家庭・職場・学校など様々
な場面で活かせる内容ですので、お気軽にご参
加ください。

　フリーアナウンサーとして活躍した講師が、
あなたの生活に役立つコミュニケーションのス
キルをお伝えします。家庭・職場・学校など様々
な場面で活かせる内容ですので、お気軽にご参
加ください。
■日時／11月28日（火）　
　　　　午後１時30分から３時30分まで
■場所／市ワン・テン庁舎　地域交流センター大ホール
■対象／市内に居住・通勤・通学している女性
■内容／アンガーマネジメント研修：アンガー
マネジメントとは、“怒りの感情（アンガ－）”と“上
手に付き合う（マネジメント）” ための心理トレー
ニングです。怒りの感情とは何でしょうか？怒
りの根本には、実は様々な感情が隠
されています。自分の怒りをどう考
え、どう行動すれば良いのかを学び、
コミュニケーションスキルを向上さ
せることで、より良い人間関係を手
に入れましょう。
■講師／志伯暁子 氏（キャリアトーク代表）
■参加費／無料
■定員／ 30 人（先着順）
■申込方法／11月17日（金）までに電話、ＦＡＸ、Ｅ
メールのいずれかの方法でお申し込みください。
■申し込み・問い合わせ先／
　市地域づくり推進課男女共生推進室
　☎ 22-6600　内線334　　FAX 24-1226
 　Eメール　chiiki@kesennuma.miyagi.jp

し　 はく    あき    こ

市政懇談会（ ）の日程を変更します市政懇談会（鹿折地区）の日程を変更します鹿折地区

　市では、市民の皆さんと復興の現状と今後の
事業展開や市の重要施策、地区の課題などの情
報を共有し、皆さんからいただいた意見を今後
の市政に生かすために「市政懇談会」を各地区
で開催しています。
　開催日程については、『広報けせんぬま９月15
日号』でお知らせしましたが、鹿折地区の市政
懇談会の日程を11月20日から12月５日（火）に
変更させていただきます。時間と会場の変更は
ありません。
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日号』でお知らせしましたが、鹿折地区の市政
懇談会の日程を11月20日から12月５日（火）に
変更させていただきます。時間と会場の変更は
ありません。

　
■鹿折地区市政懇談会／
　日時：12 月５日（火）　午後６時 30 分から
　場所：市民福祉センター「やすらぎ」
■問い合わせ先／
　秘書広報課 広報広聴係　☎ 22-6600　内線208

12月５日（火）
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『プチシェフコンテスト in 気仙沼』『プチシェフコンテスト in 気仙沼』を開催しました
千葉さんの「カレイのパイ包み焼き」がグランプリ！

を開催します「気仙沼チャレンジャーズピッチ」vol．３「気仙沼チャレンジャーズピッチ」vol．３

■問い合わせ先／
　市震災復興・企画課　
　☎ 22-3408

　起業やまちづくりなど、様々な分野で「挑戦」しようとしている人と、
それを「応援したい」人をつなぐプレゼン大会の第３弾です。登壇する
プレゼンターの話を聞き、会場に集った人が自分にできる支援策を考え
ます。「自分の技術を生かしたい」「気仙沼で起きている新しいことを知
りたい」「頑張っている人を応援したい」という方、ぜひご参加ください。

　起業やまちづくりなど、様々な分野で「挑戦」しようとしている人と、
それを「応援したい」人をつなぐプレゼン大会の第３弾です。登壇する
プレゼンターの話を聞き、会場に集った人が自分にできる支援策を考え
ます。「自分の技術を生かしたい」「気仙沼で起きている新しいことを知
りたい」「頑張っている人を応援したい」という方、ぜひご参加ください。

■日時／11月26日（日）　午後３時から６時まで
■場所／□ship（スクエアシップ）（海の市２階）
■内容／①岩手県釜石市の起業支援・まちづくり
の事例紹介②チャレンジャーズピッチ
■プレンゼンター／市内で起業やまちづくりに
取り組む方３名が登壇予定です（詳細は決定
次第、スクエアシップのフェイスブックで発
信します。
■ゲストファシリテーター／
　石井重成 氏（釜石市オープンシティ推進室室長）

いし　い　かず　のり

グランプリの「カレイのパイ包み焼き」

（入賞作品のレシピは後日、市ホームページの全大会レシピ集に追加します）

■申込方法／11月24日（金）正午までに①氏名、
②所属（ある方）、③年齢を明記のうえ、Ｅメー
ルでお申し込みいただくか、フェイスブック
「チャレンジャーズピッチ」から、お申し込み
ください。
■申し込み・問い合わせ先／
　□ship( スクエアシップ）　☎ 28-9972　
　※水曜日から日曜日の午後 1時から９時まで
 　E メール　info@square-ship.com

ピッチとは…新しい商品やサービスの提案を端的にプレゼンテーションすること

　地元の食材で子供たちが料理の腕を競う「第 14 回プチシェフコンテスト in 気仙沼」が９月 30
日（土）、気仙沼小学校を会場に開かれました。最高賞のグランプリには千葉有紗さん（気仙沼高
校２年）の「カレイのパイ包み焼き」が選ばれました。
　本コンテストには小学生から高校生・18 歳以下の社会人までが参加でき、今回は 61 人から 63
作品の応募があり、予選（書類審査）を経て 14 人が本選に進みました。自分でレシピを考え、会
場で１時間以内に４人分の料理をつくり、審査員５人が採点するルール。審査委員長の三國清三
さん（オテル・ドゥ・ミクニオーナーシェフ）から「ベストな料理
を仕上げてください。よろしいでしょうか！」と激励され、ホヤ、
サンマ、メカジキ、桑茶や「じいちゃんの塩うに」「ばあちゃんの
梅干し」などを材料に真剣な表情で調理しました。
　グランプリの千葉さんの作品はカレイとカボチャ、玉ネギ、チー
ズなどをパイで包んだもので、エンガワもくっきり、こんがりカレ
イの形に焼き上がりました。

ち　　ば　あり　さ

み　くに　 きよ　み

受賞者は下記のとおりです（数字は学年）。
【グランプリ】千葉有紗さん（気仙沼高２）　【準グランプリ】齋藤朱里さん（階
上小５）、小野寺寛奈さん（松岩小６）、鈴木理央さん（鹿折小３）【審査委
員長特別賞】小松葵さん（面瀬小３）　【ふるさと賞】小山未来さん（気仙
沼高２）【EAT WELL，LIVE WELL 賞】熊谷和羽さん（面瀬小６）
【優秀賞】佐藤翼早さん（階上小６）、佐藤翔真さん（階上小４）、吉田成希
さん（気仙沼高２）、一田葵さん（本吉響高３）、小野寺希龍さん（階上小６）、
菊田嗣実さん（階上小６）、牛渡冠士さん（気仙沼小５）

ち       ば　  あり     さ さい   とう   あか     り

お　　の　でら　かん 　な すず     き        り        お

こ　   まつ  あおい お　やま　  み　   く

くま   がい    かず     は

さ　とう   つば　さ さ　とう   しょう   ま よし　 だ      なる     み

いち　た　あおい お　　の     でら     き   りゅう

きく     た      つぐ     み うし    わた  かん     じ
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月は11~1211~12
宮城一斉滞納整理月間宮城一斉滞納整理月間
　市町村と県では、税負担の公平性
と財源の確保のため、11月、12月の
２か月間を「宮城一斉滞納整理強化月
間」として、税金を滞納している方
に対する徴収対策を強化します。
　期間中は、税金の滞納者に対し文書
催告や、勤務先・取引先への財産調査、
預貯金・給与・不動産の差し押さえな
ど徴収対策を集中して実施します。
　税金は、納期限までに必ず納めま
しょう。
■問い合わせ先／
・市税務課　☎ 22-6600 内線249・251　
・気仙沼県税事務所　 ☎ 24-2531
・県税務課 　☎ 022-211-2326　

市税・県税の

■問い合わせ先／気仙沼消防署　☎22-6687　ホームページURL　http://www.km-fire.jp 

　市町村と宮城県では、宮城一斉滞納整理強化月間の一環
として、税金の滞納者から差し押さえた動産などをイン
ターネットで公売します。様々な物品を出品いたしますの
で、ぜひ入札にご参加ください。
■下見会（気仙沼市出品物のみ）／
    11月10日（金）午前９時から正午まで　
    市ワン・テン庁舎 交流室Ｂ
■入札参加申込期間／11月８日（水）午後１時から11月21
日（火）午後11時まで
■入札期間／①せり売り形式：11月28日（火）午後１時から
11月30日（木）午後11時まで②入札形式：11月28日（火）午
後１時から12月５日（火）午後１時まで
■Yahoo!官公庁オークションURL／ http://koubai.auctions.yahoo.co.jp
■問い合わせ先／・市税務課  ☎ 22-6600 内線249・251
                                  ・県税務課  ☎ 022-211-2326

を実施しますインターネット公売インターネット公売
宮城県市町村合同

地方税の申告は　　　　　　　  が便利です『ｅＬＴＡＸ』『ｅＬＴＡＸ』

秋の火災予防運動週間実施中秋の火災予防運動週間実施中

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　eLTAXは、地方税の手続きを、インターネットを利用し
て電子的に行うシステムです。市では現在、法人市民税
と固定資産税（償却資産）の電子申告が可能で、個人市民
税の給与支払報告書の手続きも行うことができます。
　サービス利用料は無料で、手続きはご自宅やオフィスな
どから行えます。便利な eLTAXをぜひご利用ください。
　詳しくは、eLTAXホームページ（http://www.eltax.jp/)を
ご覧ください。
　

■問い合わせ先／
　市税務課 市民税係　☎ 22-3404

自宅 Ａ市

Ｂ市

Ｃ市eLTAX
ポータルセンター

オフィス

■ eLTAXイメージ図

エ　 ル     　  タックス

11月９日（木）から11月15日（水）まで
住宅用火災警報器の交換はお済みですか？

住宅用火災警報器は定期的な点検・交換が必要です！
○取り替えの目安は 10 年です。設置時期を確認しましょう。
○下記のイラストを参考に警報音を確認しましょう（詳しくは取扱説明書をご覧ください）。

ボタンを押す、またはひもを引いて作動を確認します

正常な場合は？
正常を知らせるメッセージまたは警報音が鳴ります。

音が鳴らない場合は？
故障や電池切れが考えられます。交換しましょう。

ピピ、ピーピーピー ・・・

※警報音はメーカーや
　製品により異なります

広報

2017. 11. 17

ダンボール

　市では、新聞、雑誌、段ボール、ペットボトルの分別を徹底し、燃やせ
るごみの減量化と資源化率向上を図るため、ごみの分別を推進しています。

新聞・雑誌・段ボールなどはリサイクルしましょう新聞・雑誌・段ボールなどはリサイクルしましょう

新聞・雑誌・段ボール・紙パック容器・紙製容器・包装紙・紙袋のごみ出しルール

●対象となるもの／
　新聞、折り込みチラシ、雑誌、段ボール、牛乳などの紙パック容器、紙箱、包装紙・紙袋
●出し方
・「新聞・折り込みチラシ」、「雑誌」、「段ボール」、「牛乳などの
紙パック容器」、「紙箱・包装紙・紙袋」は種類ごとに紙ひもで
十字に縛ってください。
・新聞とチラシはいっしょに縛っても構いません。
・段ボールは開いてから重ねて、紙ひもで解けないように縛って
ください。
・ほこりや泥のついた段ボールは汚れを落としてから出してください。
・紙箱は開いてから出してください。
・包装紙は、適当な大きさに折りたたんでから出してください。
・紙袋の紙以外（ビニールやプラスチック製の取っ手、外装フィ
ルムなど）を取り除いてから出してください。

●問い合わせ先／市廃棄物対策課　☎ 23-1017

犬や猫は適切に管理・飼育しましょう犬や猫は適切に管理・飼育しましょう

　犬や猫など愛護動物の不適切な管理や飼育は、周辺の生活環境を悪化させます。人と動物とが
快適に暮らせるよう、「できること」と「やめること」をみなさんで考えてみましょう。

－人も動物も快適に暮らせる社会づくり－

の飼い主の方へ

■首輪とリードをつけましょう
　予測不可能な事故から愛犬を守るだけでな
く、誰かにケガをさせるリスクも減らします。

■糞尿を片づける道具を携帯しましょう
　糞を片づけるビニール袋や紙、
尿を洗い流すための水を携行し
ましょう。

犬 の飼い主の方へ

■室内飼育を徹底しましょう
　交通事故や糞尿によるトラブルを防止す
るため、飼い主の管理が行き届くように
しましょう。

■不妊・去勢処置を実施しましょう
　飼い猫同士や野良猫の予期せぬ繁殖を防
止し、感染症のリスクも減らします。

猫

域のみなさんへ

■野良猫へのエサやりは絶対にやめましょう
　市内では、野良猫の糞尿などによるトラブルが多発しています。エサやりは、
不用意な繁殖を招き、不幸な猫を増やすことになります。

地

■問い合わせ先／
・県気仙沼保健所 食品薬事班 ☎ 22-6661
・市環境課 ☎ 22-3417

紙ひもで十字にしばってください

広報
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月は11~1211~12
宮城一斉滞納整理月間宮城一斉滞納整理月間
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■問い合わせ先／気仙沼消防署　☎22-6687　ホームページURL　http://www.km-fire.jp 
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