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気仙沼市　東日本大震災 追悼と防災のつどい　気仙沼市　東日本大震災 追悼と防災のつどい　を開催しますを開催します

３.11メモリアルイベント2022を開催します３.11メモリアルイベント2022を開催します

　市では、３月11日に東日本大震災により犠牲となられた方々を追悼す
るとともに、震災で学んだ多くの教訓を次世代に引き継ぎ、新たな災害
に備えるため、これまでの復旧・復興への支援に対する感謝も込め、次
のとおり追悼と防災のつどいを開催します。
●日時・内容／３月11日（金）
　献花、防災に関する展示等　午前10時～午後７時
　　○献花場を設置します（供物、供花などは不要です。献花用の花は会場でお渡しします）
　　○NHK関連財団による催し
　　　・ワークショップ（“真夜中の津波警報、あなたの選択”）　午前10時～　
　　　・畠

はたけ

山
やま

智
さ と し

之アナウンサーによるミニ講演会　ほか	 午前10時30分～　
　　　その他、映像（支援・復興）展示、伝える技術（次世代AI音声）ほか展示
　防災のつどい（講演等）　午後１時～午後４時（予定）
　　○基調講演　講師　今

いま

村
むら

	文
ふみ

彦
ひこ

	教授（東北大学災害科学国際研究所	所長）
　　　　演題　「震災伝承と防災教育	－	教訓を活かした地域づくりと人材育成のために」
　　○パネルディスカッション「震災伝承と防災教育」
　　　　パネリスト団体：鹿折中学校、向洋高校、震災遺構・伝承館、気仙沼市
　※その他、防災教育や地区の防災活動の取り組み報告など
●会　場／気仙沼中央公民館
●その他／・服装は礼服、平服のいずれでも構いません。
　　　　　・	体温が高い方や風邪のような症状がある方は、ご来場をご遠慮願います
　　　　　　（体温が高い場合には入場をお断りする場合があります）。
　　　　　・	午後２時46分からの市内一斉黙とうにご協力ください。
問 危機管理課	防災情報係	☎	22-6600	内線261

　震災の記憶と教訓を伝える「目に見える証」として伝承していくことを目的として3.11メモリアルイベン
トを開催します。
●期　間／３月１日（火）から４月３日（日）まで
●場　所／市東日本大震災遺構・伝承館
　■けせんぬま伝承・防災文化祭2022
　　３月１日（火）～４月３日（日）　ポスター展示　　
　　３月12日（土）、13日（日）　　	発表、ワークショップなど　
　　　児童・生徒がクラスや個人で取り組んだ防災学習の成果をそれぞれの形で表現します。
　　　（事前に撮影した映像を流す場合もあります）
　■みんな語り部　　	３月11日（金）　午前９時30分～午後３時　語り部さん

や中高生が無料でガイドを行います（入館料有）
　■特別フォーラム　３月20日（日）　午後１時～３時　
　　伝承館はこの一年何をやってきたか、次の一年何をするのか
　　　東北大学災害科学国際研究所　佐藤准教授、震災遺構・伝承館	佐藤館長　ほか
　■その他　３月１日（火）～４月３日（日）「3.11あの日から」報道写真展、防災〇×クイズラリー
　　　　　　（参加者にグッズをプレゼント）
　　　　　　３月10日（木）、11日（金）		メモリアルフラワーDAY
　　　　　　（見学者	先着1,000名に花の種をプレゼント）
問 市東日本大震災遺構・伝承館	☎	28-9671

・ご来場の際にはマスク着用と、会場での体温測定・手指消毒などにご協力願います。
・新型コロナウイルス感染防止のため、予定が変更・中止となる場合があります。
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　気仙沼市長

 気仙沼

［市長コラム］［市長コラム］

－ Go Ahead ! 
　     Kesennuma  －

　去る２月１日、元東京都知事の石原慎太郎氏が逝去さ
れました。心よりお悔やみ申し上げます。氏の来歴はこの
１カ月、多くの報道、週・月刊誌などで取り上げられ、改め
てその多能かつ多彩な経歴に驚かされました。その個性、
特に自身への他人の見方や反応を顧慮することのない自
由な発言から、氏を好きな人と嫌いな人が極端に分かれ、
いつも大きな話題をつくる方でした。
　私は三度ご本人にお会いしたことがあります。
　一度目は平成５年、当時衆議院議員だった氏が本市に選
挙応援に入った時で市内の会場は立錐の余地なく、２階が
落ちるのではないかと心配したものでした。その後、湘南
育ちでヨットも持っていた氏をマグロ船見学に案内し船
橋で航海計器のことなど玄人の話をお聞きしました。
　二度目は平成23年４月５日、ご自身の選挙期間中にもか
かわらず東日本大震災の被災地をヘリコプターで歴訪、本市
には五右衛門ヶ原に防災服姿で降り立ちました。大震災の直
後から東京消防庁のヘリが人命救助に当たり、東京都福祉保
健局からはスタッフと医師の手配の支援を受けました。
　三度目は平成24年２月14日、支援の御礼に私と当時の
臼井真人市議会議長とで知事を訪問することになり、当
初、秘書からは「今度登庁した折に聞いてみます」という
反応でしたが程なく面会日時が決まりました。当日は事
前に総務局長さんとお会いしましたが、こちらの魂胆は
見透かされており、「知事が何と言うかは別として、都も
人員不足、職員派遣の余裕はない」とのこと。実際に知事
にお会いしてお願いすると「人員削減してもまだ人は
いっぱいいるので連れて行ってよい」とのお話。まさに鶴
の一声で翌々日には都・市双方が仙台に出向いて打ち合
わせすることになりました。印象深かったのは氏の背広
や靴が今まで見たことのないような上質なものだったこ
と、そして手土産のフカヒレには一瞥もしなかったこと、
氏のダンディズムを感じたところです。結局、都はプロ
パー職員の派遣は少数にとどめ、都で気仙沼派遣の任期
付き職員を新たに採用すると言う方法で長期にわたり大
勢の派遣を実行していただきました。感謝に堪えません。
　氏の作家としての才能や功績は誰もが認めるところ。一
方、政治に関しては文学でのお付き合いも深い、旧制湘南中
学からの同級生、故江藤淳氏や同時代の大江健三郎氏からは
厳しい見方も。作家として問題を提起しても、世の中が変わ
らない、そんな思いで政治家になったという話も聞きます。
しかしながら、やはり最後は作家に戻っていったという事実
もあり、まだまだ何かを語って欲しかったという思いは誰に
でもあるのではないでしょうか。　合掌

復興支援に熱心だった石原慎太郎氏第119回

●場所／大島中学校体育館
問市教育委員会 学校教育課 ☎ 22-3441　

大島中学校の閉校式
を行います
大島中学校の閉校式
を行います

　子どもたちのより良い教育環境を整える
ため、大島中学校を閉校し、４月から鹿折中
学校と統合します。大島中学校の閉校に際
し、閉校式を次のとおり行います。　
　本来であれば、卒業生の皆さまや地域の
皆さまにご参加いただくところですが、新
型コロナウイルス感染症対策のため、来賓
の皆さま及び保護者の皆さまのみで開催す
ることとしました。何卒、ご理解いただきま
すよう、よろしくお願いします。

●日時／３月 20日（日）  午前10時から

　気仙沼市健康増進計画（第３期けせんぬま健
康プラン 21 改訂版）の推進や進行管理について
調査・審議を行う「気仙沼市健康づくり推進協
議会」を設置しています。
　市民の皆さんの意見を反映するため、健康づ
くり推進協議会の市民委員を募集します。
●募集人員／２人
●任期／令和４年４月１日から令和６年３月31日 
　までの２年間
●役割／次の事項の調査や審議など
　①気仙沼市健康増進計画の策定および評価
　②市の健康づくり施策の推進に関すること
●応募資格／市内在住の 20 歳以上の方で、健康
　づくりに関心を持ち、平日に協議会に出席で
　きる方。また市が設置する他の審議会などの
　委員でない方
●募集期間／３月 10日 (木 )から 24日 (木 )まで
●申込方法／申込用紙に必要事項を記入し、市 
　健康増進課へ申し込みください。　
　（持参・郵送・FAX・E メールのいずれでも可）
●申込用紙設置場所／
　・市民健康管理センター「すこやか」
　・唐桑総合支所保健福祉課
　・本吉保健福祉センター「いこい」
問健康増進課 健康増進係 ☎ 21-1212  

気仙沼市健康づくり推進協議会
市民委員を募集します

いし   はら  しん     た     ろう

こ　りょ

りっ  すい

いち  べつ

 うす　 い     まこ    と

え   とう じゅん おお　え　けん ざぶ  ろう

広報

2022.3.17



春の火災予防運動春の火災予防運動 が始まりますが始まります

一人ひとりが防火を心掛け、火災ゼロのまちをつくりましょう

３日１日から７日まで

　ホームページ 

かなえちゃん  

みなみちゃん  

早期覚知 延焼
拡大防止

初期消火 早期避難 地域の
助け合い

出火防止

火災の発生を防ぐために、
ストーブやこんろ等は
安全装置の付いた機器を使用する

火災の早期発見のために、
住宅用火災警報器を定期的に
点検し、10年を目安に交換する

火災の拡大を防ぐために、
部屋を整理整頓し、
寝具、衣類及びカーテンは、
防炎品を使用する

火災を小さいうちに消すために、
消火器等を設置し、
使い方を確認しておく

お年寄りや身体の不自由な人は、
避難経路と避難方法を常に確保
し、備えておく

防火防災訓練への参加、
戸別訪問などにより、
地域ぐるみの防火対策を行う

寝たばこは
絶対にしない、
させない  

ストーブの周りに
燃えやすいものを
置かない  

こんろを使うとき
は火のそばを
離れない  

コンセントはほこりを清掃
し、不必要なプラグは抜く 

問気仙沼消防署
   ☎ 22-6687

防災を 考 える日
毎月 11日は

~ episode69 ~

■防災基礎クイズ
　海上における事件・事故があった場合、通報する番号はどれでしょう？
　❶ 117 番　　❷ 118 番　　❸ 171 番

　毎月 11 日は「防災を考える日」です。震災の教訓や災害への日頃の備えなどについて、家庭や
学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。

答え：❷ 118番

「ローリングストックを始めよう」

■ローリングストックとは？

問危機管理課 防災情報係 ☎ 22-3402

 　ローリングストックとは、普段の食品を少し多めに買い置きし
ておき、賞味期限を考えて古いものから消費し、消費した分を買
い足すことで、常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状態を
保つための方法です。
　備蓄食品は、大きく分けて「非常食」と「日常食品」の２種類
があり、主に災害時に使用する「非常食」だけでなく、日常で使
用し、災害時にも使えるものを「ローリングストック」としてバ
ランス良く備えることが大事です。

〔農林水産省ホームページ（災害時に備えた食品ストックガイド（2））を加工して作成〕

問社会福祉課 ☎ 22-6600 内線 437・396
   高齢介護課 ☎ 22-6600 内線 420
　危機管理課 ☎ 22-6600 内線 261
　唐桑総合支所保健福祉課 ☎ 32-4811
　本吉総合支所保健福祉課 ☎ 42-2975

　この名簿への登録は、確実な支援や安全を保証す
るものではありません。日頃からご家庭での災害に
対する十分な備えと、地域での顔の見える関係が大
切です。

　「避難行動要支援者名簿」は、災害などで避難する際に特に支援が必要な高齢者や
障害のある方などの名簿を作成し、本人の同意のうえ、自治会・振興会役員、民生委員・
児童委員、警察、消防機関、社会福祉協議会などにあらかじめ配布して避難支援に
役立てようとするものです。
　この名簿を基に、発災時に備えるため、一人一人の実情に合わせた避難支援個別計画を、お住まいの地
域の方々と共に作成します（そのために個別訪問等が必要な場合がありますのでご協力をお願いします）。
　次の「避難行動要支援者」に該当する方で、名簿への登録をご希望の方は、問い合わせ先の窓口で申請
してください（ご本人が申請することができない場合は代理人の方がご相談ください）。なお、長期入院、
福祉施設などに入所している方は対象となりません。

を作成しています

     「避難行動要支援者」とは
　次の❶から❺に該当する在宅の方のうち、災害が発生したときやそのおそれのあるときに、自力や
家族の支援だけでは避難することが困難な方です。
❶介護保険の要介護度が３から５の方
❷身体障害者手帳１級・２級をお持ちの方（内部障害のみの方を除く）
❸知的障害者で療育手帳 A 判定をお持ちの方
❹障害者総合支援法による障害支援区分１から６の方
❺上記以外で本人、家族、自治会、民生委員・児童委員などの申し出により支援が必要と認めた方（高 
　齢者の一人暮らしの方、介護保険法による要介護度の認定を受けている方、療育手帳、精神保健福祉手帳
　を所持している方、難病患者の方などで自力での避難が困難な方）

避難行動要支援者名簿避難行動要支援者名簿
登録を希望する方は申請を

　　日本型直接支払制度には、多面的機能支払制度および中山間地域等直接支払制度があり、条件に従い
交付金を受け取ることができます。
❶多面的機能支払制度の対象活動 : 水路の泥上げ、農道の路面維持など
❷中山間地域等直接支払の対象活動 : 農業の生産条件が不利な中山間地域で農業生産活動を継続する活動
※詳しくはお問い合わせください。

に取り組む集落を募集しています

田
畑

草地

農地維持支払
3,000円／10a
2,000円／10a
　250円／10a

資源向上支払
2,400円／10a
1,440円／10a
　240円／10a

❶多面的機能支払

田
畑

草地

急傾斜
21,000円／10a
11,500円／10a
10,500円／10a

緩傾斜
8,000円／10a
3,500円／10a
3,500円／10a

❷中山間地域等直接支払 

問農林課 農政係 ☎ 22-3439

単
価
表

日本型直接支払制度日本型直接支払制度
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対する十分な備えと、地域での顔の見える関係が大
切です。

　「避難行動要支援者名簿」は、災害などで避難する際に特に支援が必要な高齢者や
障害のある方などの名簿を作成し、本人の同意のうえ、自治会・振興会役員、民生委員・
児童委員、警察、消防機関、社会福祉協議会などにあらかじめ配布して避難支援に
役立てようとするものです。
　この名簿を基に、発災時に備えるため、一人一人の実情に合わせた避難支援個別計画を、お住まいの地
域の方々と共に作成します（そのために個別訪問等が必要な場合がありますのでご協力をお願いします）。
　次の「避難行動要支援者」に該当する方で、名簿への登録をご希望の方は、問い合わせ先の窓口で申請
してください（ご本人が申請することができない場合は代理人の方がご相談ください）。なお、長期入院、
福祉施設などに入所している方は対象となりません。

を作成しています

     「避難行動要支援者」とは
　次の❶から❺に該当する在宅の方のうち、災害が発生したときやそのおそれのあるときに、自力や
家族の支援だけでは避難することが困難な方です。
❶介護保険の要介護度が３から５の方
❷身体障害者手帳１級・２級をお持ちの方（内部障害のみの方を除く）
❸知的障害者で療育手帳 A 判定をお持ちの方
❹障害者総合支援法による障害支援区分１から６の方
❺上記以外で本人、家族、自治会、民生委員・児童委員などの申し出により支援が必要と認めた方（高 
　齢者の一人暮らしの方、介護保険法による要介護度の認定を受けている方、療育手帳、精神保健福祉手帳
　を所持している方、難病患者の方などで自力での避難が困難な方）

避難行動要支援者名簿避難行動要支援者名簿
登録を希望する方は申請を

　　日本型直接支払制度には、多面的機能支払制度および中山間地域等直接支払制度があり、条件に従い
交付金を受け取ることができます。
❶多面的機能支払制度の対象活動 : 水路の泥上げ、農道の路面維持など
❷中山間地域等直接支払の対象活動 : 農業の生産条件が不利な中山間地域で農業生産活動を継続する活動
※詳しくはお問い合わせください。

に取り組む集落を募集しています

田
畑

草地

農地維持支払
3,000円／10a
2,000円／10a
　250円／10a

資源向上支払
2,400円／10a
1,440円／10a
　240円／10a

❶多面的機能支払

田
畑

草地

急傾斜
21,000円／10a
11,500円／10a
10,500円／10a

緩傾斜
8,000円／10a
3,500円／10a
3,500円／10a

❷中山間地域等直接支払 

問農林課 農政係 ☎ 22-3439

単
価
表

日本型直接支払制度日本型直接支払制度
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