
　市では、大規模災害の
発生に備え、防災に関す
る 知 識 や 技 術 を 習 得 し、
地域における自主防災活
動の中心を担う人材を養
成する「気仙沼市地域防災リーダー（KBL）
養成講座」を開催します。
　本講座の修了者には、本市の地域防災リー
ダーとして登録していただき、自治会の防
災活動の支援などに協力をお願いする予定
です。
■日時／２日間の日程で開催します
・１日目 　３月 17 日（日）
　　　　　 午前９時から午後３時 30 分まで
・２日目 　３月 24 日（日）
　　　　　 午前９時から午後４時 30 分まで
■場所／市ワン・テン庁舎 大ホール
■対象／市内在住、在勤または在学の高校

生以上の方
■受講料／無料
■定員／50人程度
■内容／防災リーダーとしての心構え、災

害や防災の基礎知識を学ぶほか、自主防
災活動の活動事例紹介や避難所運営ゲー
ム、救急救命講習などを行います。

　【講師】
　東北大学災害科学国際研究所教員、仙台

管区気象台気象官、気仙沼消防署救急救
命士、市内自主防災組織代表者、市危機
管理課職員ほか

■申込方法／３月13日（水）までに、市危機管
理課、唐桑・本吉両総合支所、階上・大島両
出張所に備えつけの受講申込書に必要事
項を記入のうえ、郵送、ファクス、Ｅメー
ル、で申し込みください。なお、受講申込書
は市ホームページからもダウンロードす
ることができます。

■申し込み・問い合わせ先／
　市危機管理課    ☎ 22-3402　fax 22-1467
　✉ kikikanri@kesennuma.miyagi.jp
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－ Go Ahead ! 
　     Kesennuma  －

　気仙沼市長

　　　　　第86回
　来月４月１日には新元号が発表されます。改元
までのひと月間、多くの国民が 30 年余に及ぶ平
成と自身の歩みを顧みると共に平和を希求し、災
害被災者に心を寄せ続けていただいた天皇陛下に
敬意と感謝を表する機会になればと思います。
　そして、５月１日には新元号のもと、日本がよ
り豊かに、平和に発展することを国民皆で希望し、
新しい時代の幕開けを祝福したいと思います。
　さて、元号のことで思い出したことがあります。
昭和から平成へ 1989 年１月７日昭和天皇が崩御
されたとの報を、私は赴任先のオランダ、ロッテ
ルダムで知りました。当時でも日本の新聞は日配
されており、会社の事務所にも最大級の見出しの
新聞がいくつか届きました。いつもは誰もが見ら
れる場所に無造作においてある日系紙でしたが、
現地法人の日本人社長（昭和８年生）は、第二次
世界大戦の連合国であるオランダ、特にドイツ軍
の激しい空爆を受けたロッテルダムの同僚の感情
に配慮し、新聞は社長室に置くので、その中で見
るようにと指示しました。歴史は生きていて私た
ちの周りにもあると実感した瞬間でした。
　もう一つ、その３年ほど前、やはり連合国の一
つであったノルウェーの古都トロンハイムに出張
した時のこと、休日にホテルで他社の２名と朝食
を取っていたところ、白髪のノルウェー人紳士に
声を掛けられました。大戦中、インドネシアで日本
軍に捕えられ拷問を受けたとのこと。その時の資
料を地域の公民館へ寄贈したいが、日本語につい
て協力して欲しいとの話でした。我々は相当悩み
ましたが、老紳士の顔に全く憎しみの感情がみら
れなかったことから、車で小一時間離れた彼の自
宅にお邪魔することにしました。資料を見ながら
少しの協力をさせていただき、ご家族と一緒に食
事をし、今ではノルウェーと日本はとても仲が良
い話などをして、ホテルまで送ってもらいました。
　時がなせることかもしれませんが、インドネシ
アでの老紳士の体験と私達への態度のギャップに
驚き、その人柄に感心し、改めて平和の大切さを
噛みしめたのでした。それから30有余年、平和
という意味で世界は成長したのか、しないのか、
判断は難しいところですが、新元号のもと、世界
平和を求める姿勢を持ち続けることが、日本人の
使命であることは間違いないと思います。

Kesennumashi chiiki  Bousai   Leader
　　気仙沼市 地域防災リーダー
　　　　　　　
　　　　養成講座を開催します
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気仙沼市 消防団協力事業所認定・表示制度
           － 61 事業所を消防団協力事業所に認定 －

　市では、災害発生時に事業所などに勤務している消防
団員が、より迅速に出動しやすい体制づくりと事業所の
社会貢献を広く周知することを目的に「消防団協力事業
所認定・表示制度」を本年１月１日から開始しました。
　今回、市消防団長から推薦された61事業所を消防団協力
事業所として認定しました。
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■消防団協力事業所の認定基準
消防関係法令に係る重大な違反がなく、次の基準のいずれかに適
合している事業所
・被雇用者が本市消防団に２人以上入団している事業所
・被雇用者の本市消防団活動に積極的に配慮している事業所
・資機材などを本市消防団に提供するなど協力している事業所

■消防団協力事業所一覧
小宮山印刷工業（株）宮城工場
気仙沼清掃事業協業組合
東京理化器械(株)宮城工場
(株)丸本建設
日本郵便(株)気仙沼郵便局
本吉町森林組合
(株)カネダイ
(株)小野寺鐵工所
(有)東北特工

（医）くさの実会   介護老人保健施設リバーサイド春圃

(株)クマケー建設
(株)小野良組
(株)藤田鉄工所
(有)熊谷建材
(有)中舘工務店
(株)ハマナス
(株)角星
千葉一建設
(株)コマツ樹脂工業

（社福）  気仙沼市社会福祉協議会
(株)村上工業

気仙沼鈑金(株)
気仙沼米穀商業協同組合
(株)丸沖建設
(有)米倉建設
(有)気仙沼モータース
(株)ライフクリーンセンター気仙沼
フェニーチェホーム気仙沼(株)
気仙沼ほてい(株)

（医）くさの実会  光ヶ丘保養園
(株)気仙沼製材
(株)ヤマサカ
(株)協和　気仙沼営業所
(株)ツネザワ工業
(株)フジミツ岩商
大信電設工業(株)
(株)三陸新報社
三陸印刷(株)
(株)内海工業
(有)気仙沼緑花サービス
気仙沼市森林組合
(株)超冷

白徳電気商会
(有)笹陣　土筆の里
鈴木建設
(株)芳賀自動車
(株)じょい
マルタク(株)
(有)歩建設
萱場設備(株)
アサヒ冷熱(株)
(株)冷水
(株)大島建設

（社福） 　洗心会
(株)みちのく建設工業
(株)ベルジョイス ビッグハウス本郷店
(株)内海石油
鈴木組
小川板金
(株)タカノ鐵工
南三陸農業協同組合

消防団協力事業所認定のメリット

●事業所のＰＲになります
・表示証を自社で公開し、市民・顧客

に信頼と社会貢献をＰＲできます。

・市広報などで事業所名称を公表し
ます。

●融資や入札が有利になります
・県融資「がんばる中小企業応援資金」で信用保証料が

0.2ポイント引き下げ。
・国土交通省東北地方整備局の総合評価一般競争入札の

地域貢献実績として１点加点。
・宮城県の建設工事に係る競争入札登録の際、10点加点。

■問い合わせ・申請先／市危機管理課 消防団係（消防本部内）　☎22-0983

左記認定基準に該当する事
業所で認定を希望する場
合は、市危機管理課 消防
団係までご連絡ください。

認定を受ける場合は
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