ては︑下水道管の更新計画を策定

トルコ共和国・イズミルに対し
修を受講︒東西線の車両検修設備

鉄の信号や通信機器等に関する研

ルタの職員３名が︑交通局で地下

日に宮

を訪れる旅行者が安心してスムー
ズに移動できる環境を整えていき
ます︒

日︑カメイアリーナ仙台

二十歳の門出を祝福
︱成人式開催

１月
で成人式が行われ︑新成人たちが
新たな門出を迎えました︒今年二
年４

年４月１日に生

十歳を迎えた新成人は平成
月２日から平成
まれた１万１２４６人です︒

第１部の式典で郡市長は﹁出会
いを大切にし︑未来を築いていく
中で︑存分に力を発揮してくださ
ゆう

い﹂とメッセージを贈りました︒
り

あか り

また︑新成人を代表して︑天野佑
吏さんと板垣明莉さんが﹁平成最
後の成人式となる今日︑新しい時
代に勇気を持って飛び立てるよう

いの言葉を述べました︒
第２部の交流の広場では︑仙台
にゆかりのある著名人を紹介する
ブースや恩師からのメッセージコ
ーナーなどが設けられ︑新成人た
ちは思い思いに︑記念の一日を楽
しんでいました︒

ストップ客引き！︱
客引き行為等を禁止
する条例を制定

市内中心部での居酒屋等の客引
き行為等により︑通行の妨げや不
月

日に﹁仙台市

快な声掛けなどの問題が生じてい
ることから︑
客引き行為等の禁止に関する条
例﹂を制定しました︒
４月からは︑禁止区域における
客引き行為等の禁止および違反行
為に対する勧告や命令︑罰則等を
適用するなど︑より安全で快適に

ＪＲ仙台駅

通行できるように取り組んでいき
ます︒

駅前通

通
上杉
愛宕

丁通
東一番

通
番丁
東二

通
国分町

晩翠通

東日本大震災を語り継ぐため市民図書館に設けた
﹁３・ 震災文庫﹂︒所蔵する約１万冊から︑より
すぐりの本をご紹介します︒

鈴木

典子

あの震災の時︑子どもだったら？
ヤマト屋書店仙台三越店

﹁ぼくはこうして生き残った！④
東日本大震災﹂

ただろう？と考えると︑何もで
きず︑はだしで家を飛び出たか
もしれません︒

私は震災のとき︑家にいまし
た︒大人ですから︑建物から離
れる︑頭を保護する等々理解は
していました︒しかしとっさの
こととなると慌てて外に飛び出
す︑怖くて地べたに座り込む︑
声が出ない︑パニック状態にな
りました︒大人がその状況です︒
もし子どもが一人で家にいた
ら？私が子どもだったらどうし

本を担うお子さんたちにぜひ読
んでほしい一冊です︒
日本に住んでいる以上︑震災

ま た︑﹁ぼ く は こ う し て 生 き
残った！④東日本大震災﹂は海
外の著者が見た日本︑震災︑津
波を主人公ベンが体験する物語
です︒
歳の少年が見た３つの災害
は︑私たちが忘れてはいけない
現実です︒震災︑津波︑原発事
故についてとてもわかりやすく
解説されており︑これからの日

知識として生き延びるすべを覚
えていたら何かが違うと思いま

れればいいな︑と児童書を担当
するものとして願っています︒

しょう︒この本たちが親子で決
め事をするきっかけになってく

そんなことにならないように︑ はいつやってくるかわからない
小学生のうちから﹁もしものと
災害です︒いつか︑ではなく︑
きのサバイバル術﹂を読んで︑
いつも頭の片隅に入れておきま

す︒漫画ですので親子で読むの
もいいのではないでしょうか︒

● 紹介した本は︑市民図書館でご覧いただけます 問 市民図書館☎ ・１５８５

６
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業を目指しています︒このため︑

ャカルタでは︑国内初の地下鉄開

世 界 へ広がる仙台の 技 術
︱海外へ協力活動実施
市では︑今まで培ったさまざま
なノウハウを生かして︑海外へ技
日にかけてジャカ

年３月から

月３日から

する技術支援を平成
や点検作業を見学し︑メンテナン

術協力・支援活動を行っています︒

実施︒両市の職員がお互いの市を
ス等のノウハウを学びました︒

月

来訪者の移動手段の充実や利便性

市は︑交流人口の拡大に向け︑

空港と市中心部間の
定額タクシーの運行
を開始しました

訪問し︑ワークショップや勉強会
月

月２日にかけては︑建設

などを行っています︒昨年
日から
局の技術職員が現地指導のためイ
ズミルを訪問︒古くなった下水道
管の調査方法や︑調査結果に基づ
くリスクの大きさを判定する方法
の向上を図るため︑
城県タクシー協会仙台地区総支部
および仙台観光国際協会と連携協
宮城県タクシー協会では︑２月

定を締結しました︒
１日から仙台空港と市中心部を結

13

に︑力強く生きていきます﹂と誓

21
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﹁もしものときのサバイバル術﹂

▲客引き行為等の禁止区域

ぶタクシーの定額運行サービスを
開始しました︒利用には対象とな
るタクシー会社への予約が必要で︑
料金は４人乗りの一般道利用が５
千円︑高速道路利用が７千円︵高
速料金は別途負担︶です︒
今後は中心部以外の市内全域に
も利用範囲を拡大するなど︑本市

防火・防災への決意を新たにした

年火

年は︑火災件数は減少・

一日となりました︒
◎平成
救急車出場件数は増加
消防局がまとめた平成
件減の２５

災・救急概況︵速報値︶によると︑
火災件数は前年より

通

などの技術を伝えました︒
また︑インドネシア共和国・ジ

月

安全と奮起誓う︱消
防出初式を開催

新春恒例の消防出初式を
日︑勾当台公園市民広場と市役所
本庁舎前で開催し︑消防職員や消
４件で︑平成以降では２番目に少
人で︑出火

ない件数でした︒火災による死者
は前年より１人増の

原 因 は 放 火︵疑 い を 含 む︶と 電
灯・電話等の配線を原因とする出
火が最多でした︒冬季は特に乾燥
しやすいため︑火の取り扱いには
十分気を付けてください︒
一方︑救急出場件数は２７２２
件増の５万２５３８件で初めて５
万件を超え︑搬送人員は２４７８
人増の４万６６０１人でした︒

地域の防災に貢献︱
防災ボランティア表
彰を実施しました
長年にわたり地域の防災・減災

南町

ローレン・ターシス／著
河井直子／訳
ヒョーゴノスケ／絵
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 刊

防団員︑婦人防火クラブ員など１
台が整列する観閲行

１２０人が参加しました︒
消防車両
進に続き︑式典を実施︒その後︑
消防音楽隊の演奏に合わせてカラ
ーガード隊が華麗にドリル演技を
披露しました︒また︑市内七つの
消防団により︑市の無形民俗文化
はし ご

財でもある﹁仙台消防階子乗り﹂
の演技が行われ︑高さ７・２メー
トルのはしごの上で消防の心意気
を伝える勇壮な技が次々に披露さ
れると︑多くの観客から大きな歓
声が上がりました︒
そのほか︑救助訓練や一斉放水
を実施︒参加者が気持ちを一つに

に尽力された団体等を表彰する防
災ボランティア表彰式を︑１月

日に行いました︒受賞した４団体
は次のとおりです︵順不同︶︒

﹁荒巻西地区防火協会連合会﹂﹁折
立 地 区 防 災 対 策 連 絡 会﹂﹁株 式 会
社 仙 台 シ テ ィ エ フ エ ム﹂﹁仙 台 市

通

14

泉地区婦人防火クラブ連絡協議
会﹂

12

広瀬

12
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定禅

28

仙台市政だより
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仙台市政だより

７

寺通

11
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11

▲誓いの言葉を述べる新成人代表
峯村真／まんが
かざまりんぺい／監修
学研教育出版 刊

27

30

10

17

12

26

11

11

1

青葉通

261

16

19

30

12

▶路線を変える
装置（転てつ機）
の点検作業に立
ち会うジャカル
タの職員

市政
トピックス
市政
トピックス

25

6
▲伝統の階子乗りの披露。技が決まる
と、会場から大きな拍手が湧きました

市政
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市政
市政
トピックス
トピックス
◀イズミルの職員と計画
の策定に向けたワークシ
ョップを行いました
514,924世帯（−231）１月１日現在
計1,089,131人（−249)
女：559,149人
男：529,982人

仙台市の人口（対前月増減数）

