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　８月15日「終戦の日」、今年は戦後
70年という節目を迎えます。
　戦後とは、平和や自由といった今の
豊かな日本に結びつく歴史が詰まった
言葉ではないでしょうか。戦争への深
い反省のもとに終戦から70年という長
い年月が過ぎました。その間我が国は、
一度も戦争を行わず平和主義を貫いて
きたのです。
　これは、これまで戦争を知る先人た
ちが、懸命に努力しながら戦争の記憶
や思いを次の世代にしっかりとつない
できたからにほかなりません。戦争を
体験した者だからこそわかる本当の痛
みや悲しみを深い言葉に換えて伝えて
きてくれたことに心から感謝します。
　私の祖父は、終戦目前の昭和20年３
月16日、フィリピンのルソン島北部サ
ラクサク峠にて31歳で戦死しました。
昭和20年２月から６月に及んだサラク
サク峠の激しい攻防戦においては、日
本軍の戦死者4,600名、米軍の戦死者
3,200名を算し、また多くの現地住民
の方々が犠牲となったそうです。現在、
その跡には、彼らの死を悼み、その冥
福を祈念してサラクサク峠慰霊碑が建
てられています。
　このような境遇もあり、私は毎年８
月15日の「終戦の日」を特別な思いで
迎えています。そして、平和の尊さ、
命の大切さについて改めて考える契機
となっています。戦後70年、戦争体験
を語れる方が少なくなってきました。
だからこそ、これまで先人たちが築き
上げてきた戦後における平和の精神を、
今を生きる私たちが未来へとつないで
いかなくてはならないと思っています。
　８月５日、平成27年度富谷町戦没者
追悼式が開催されます。この式典は、
戦争を風化させることなく、戦争の悲
惨さや平和の尊さを後世に伝えること
を目的として開催されます。「終戦の日」
と併せ、平和の尊さや命の大切さを心
で深く感じる機会として
いただければと切に願っ
ています。

　成田地区にコープ東北２つ目の倉庫となる「コープ東北ドラ
イ物流センター」が６月に完成しました。倉庫は３階建てで総
面積はおよそ11,200坪。一日最大54,000ケースもの出荷が可
能で、東北６県の食品や雑貨、衣料品等の物流を一手に担い、
既に稼働している隣の「コープ富谷共同購入物流センター」と
合わせて、コープ東北の大きな拠点となります。
　来年６月の本稼働を目指しており、多くの雇用創出が見込ま
れています。

生活協同組合連合会
コープ東北サンネット事業連合　常務理事　河野　敏彦さん

　この度、富谷町成田に「コープ東北ドライ物流センター」が完成しました。先に
稼働していた「コープ富谷共同購入物流センター」が隣だったこと、交通の便が非
常によいこと、地盤が固く震災にも強いことが富谷に倉庫を構えた大きな理由です。
　富谷町が市になるということは、これからも人が集まるということであり、将来
性が見込まれます。私たちとしても人手を確保しやすいという点ではありがたいで
す。富谷町の今後益々の発展のため、我々も一緒になって盛り上げていきたいと思
います。

富谷に来た企業を紹介

「コープ東北ドライ物流センター」

　宮城県東京事務所では、県の
施策を企画し、推進していくた
めに各省庁や関係機関との連絡
調整や、首都圏を中心に全国に
向けて観光物産の情報を発信し
ています。
　私は、富谷町から宮城県東京
事務所に派遣されて、宮城県の震災復興に向けた雇用
拡大をはじめとする富県宮城の実現のために企業立地
を進める業務を担当しています。

　宮城県に企業立地を進めるため、首都圏の企業を積
極的に訪問し、移転や新規進出等の情報収集や県内の
立地環境などの説明を行っています。
　最近のトピックスとしては、東京の池袋にある「宮
城ふるさとプラザ」が７月17日にリニューアルオー
プンしました。近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄
りください。

〒102-0093
東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12F
（☎03-5212-9046）
（　03-5212-9094）

宮城県全体で企業立地を推進し、町からも職員を派遣しています
宮城県東京事務所　菅原　憲一郎

　こちらのコーナーでは、市制移行地区懇談会の内容や町民の
皆さんから頂いた質問等をご紹介します。

【住所表示の変更に伴う各種変更手続きについて】
　住所表示の変更に伴い、運転免許証の住所変更など手続きが
必要になる場合があります。今回はその一部をご紹介します。

①個人での手続きが必要なもの（主な例）
　運転免許証（免許証の更新時でも可能です。）
　自動車検査証（車検時でも可能です。）

②問い合わせが必要なもの（主な例）
　預貯金、有価証券、生命保険、損害保険
　クレジットカード、各種営業許可証など

③個人での手続きが不要なもの（主な例）
　戸籍、住民票、印鑑登録証（カード）、パスポート
　 町発行の各種保険証、身体障害者手帳、年金手帳など

　さらに詳しい内容については、市制移行に伴う各種手続き一
覧を作成し、来年の市制移行に合わせて全戸配布する予定です
ので、そちらをご覧ください。

問 企画政策課　市制移行・地方創生推進室（☎358-3248）

第２回とみやわくわく町民会議開催

　　　　「しんまち通りの賑わいと活性化について」
　江戸時代、奥州街道の宿場町の一つだった富谷宿。その富谷
宿の面影が残るしんまち通りの賑わいの再生と活性化をテーマ
に「わくわく町民会議」を開催します。当日は、建築関係の専
門家などの意見も交えながら自由な話し合いを行いますので、
一般の方で参加希望の方はぜひ申し込みください。また、会議
は公開で行います。傍聴を希望される方は、当日、会場にお越
しください。（傍聴の方は、申し込みは必要ありません。）

日　　時　８月21日（金）　13：30～15：00
会　　場　富谷町役場 305会議室
募集人数　数名程度
申　　込　８月14日（金）まで

問・申企画政策課　行政経営担当（☎358-0517）

市制移行シリーズ

とみやわくわく町民会議とみやわくわく町民会議
開催のお知らせ開催のお知らせ

テーマ

特集　企業立地・企業誘致　　問 企画部産業振興課　商工労政担当（☎358-0523）

富谷町長

若 生  裕 俊

　コープ東北ドライ統合物流センターでオープニングスタッフとして働きませんか。９月中旬から徐々に試験稼働しま
す。物流センターは新築でとても綺麗で、休憩室も開放感があり、施設全体が充実しています。
　知人や友人とお誘いあわせの上、多くの方からのご連絡お待ちしています。
　なお、希望される方は、下記内容をメールにて送信していただくことで、受付となります。
○氏名　○年齢　○電話番号　○質問事項

問・申株式会社丸和運輸機関（☎346-8151、　　  CTDC＠momotaro.co.jp）

コープ東北ドライ統合物流センターでは一緒に働いてくれる方を募集しています！
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