入居者募集

移住希望者が町内の空き家・
空き店舗を探しています！

近年︑移住希望者から購入または賃貸可能
な町内の空き家・空き店舗の情報に関する問
い合わせが増加しています︒
町内に空き家・空き店舗を所有されている
方がいらっしゃいましたら︑ぜひ町ホーム
ページの﹁空き家バンク﹂をご活用ください︒
︵居住が困難な物件等に関しては︑掲載をお
断りする場合もあります︒予めご了承くださ
い︒︶
﹁空き家バンク﹂への掲載に係る手続き等
は町ホームページをご覧いただくか︑左記ま
でお問い合わせください︒
︻町ホームページ内﹁空き家バンク﹂︼

企画調整課
☎３５４︲５７０２

https://www.town.miyagimatsushima.lg.jp/index.cfm/
12.0.46.443.html
●問合先

適正に空き家・空き地を
管理しましょう
︻将来利用予定がある場合︼
〇定期借家契約
期間満了で契約が終了し︑更新義務が
ない定期借家契約もあります︒
︻買い手・借り手を見つける場合︼
〇不動産業者
住宅を売却や賃貸する場合は︑不動産
業者に仲介を依頼するのが一般的です︒
●問合先
︵公社︶宮城県宅地建物取引業協会
☎２５３︲６４２０
２５３︲６４２１

独身男女の皆さんの婚活︑
県内２つのサポートセンターも
支援します！

専門の相談員が各自治体を訪問して実施す
る移動結婚相談会︑会員制によるお相手の紹
介や交流イベント等を実施しています︒

みやぎ青年婚活サポートセンター

ＡＩを活用したマッチングシステムを導入
し︑主に会員登録制のマッチング支援や婚活
イベント等を実施しています︒

みやマリ！

県内には︑結婚相談や会員制の婚活イベン
トなどを実施し結婚を支援するサポートセン
ターがあります︒結婚を希望されている独身
男女の皆さん︑ぜひご活用ください

i
その他︑各サポートセンターの事業詳細は
左記問合先までご連絡いただくか各ホーム
ページをご覧ください︒
●問合先
松島町企画調整課
☎３５４︲５７０２
みやぎ結婚支援センター﹁みやマリ！﹂
☎７９７︲３０８３
みやぎ青年婚活サポートセンター
☎２９３︲４６３８
▲みやぎ青年婚活
サポートセンターＨＰ

募
ＦＡＸ

▲みやマリ！
ＨＰ

町営住宅

松島パークフェスティバル
２０２２を開催します

今年も松島パークフェスティバルが開催さ
れます︒野外ステージから松島を音楽であふ
れる１日にします︒
●日時 ５月 日㊐
午前 時 分〜午後５時 分
●場所 松島海岸エリア
●その他 詳細は公式ホームページをご覧く
ださい︒
URL:https://www.parkfes.com
info@parkfes.com

松島﹁五郎八姫物語﹂
開催中止のお知らせ
今年度の﹁五郎八姫物語﹂は︑新型コロナ
ウイルス感染症の影響を鑑み中止といたしま
す︒
●問合先 いろは姫物語実行委員会
☎／ＦＡＸ ３５４ ‐
２３４０

▲HP用

お知らせ
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松島町事業継続応援給付金の
申請期限について

募集住宅所在地 高城字水溜下地内 ２戸
﹁全国瞬時警報 シ ス テ ム
︵Ｊアラート︶
２ＤＫ ３３５号︵３号棟３階︶
の全国一斉情報 伝 達 訓 練 ﹂ を 実 施 し ま す
３ＤＫ ４３２号︵４号棟３階︶
磯崎字華園地内 １戸２ＤＫ ７号棟︱２
この放送は︑消防庁が地震・津波や武力攻 ● 入居申込み可能な人数について 原則２人以上
撃などの情報を防災行政無線により確実に国 ●家賃︵入居者及び同居人の収入による︶
民へ伝達するために実施する試験放送です︒
高城住宅３３５号
※ 実災害と間違えないようにご注意ください︒
１３︐０００円〜２５︐５００円
︵風呂釜︑ボイラーは設置されておりません︒
訓練の概要
設置費用は個人負担となります︒︶
●日時
高城住宅 ４３２号
５月 日㊌ 午前 時ころ
２３︐９００円から４６︐９００円
●放送内容
華
園住宅 ７号棟︱２
﹁開始のチャイム﹂
１９︐３００円から３７︐９００円
﹁これはＪアラートのテストです﹂×３回 ●入居申込資格
﹁ こちらは︑ぼうさいまつしまこうほうです﹂
次の①から⑥まで条件を満たしている方
﹁終了のチャイム﹂
①現に住宅に困窮していること︒
なお大規模災害が発生した場合などは︑放 ②同居または同居予定の親族があること︒
送を中止する場合があります︒
︵ 単身者の申込みは︑一定要件を満たす人のみ可︶
●問合先 総務課環境防災班
③月の世帯月収が基準以内であること
☎３５４︲５７８２
・一般申込者
１５８︐０００円以下
・高齢者︵ 歳以上︶のみの世帯︑障がい者
または小学校就学前の子が居る世帯
採用情報
２１４︐０００円以下
④入居者及び同居者が暴力団員ではないこと
令和４年度の松島町職員採用試験を実施す
⑤
入居者︵②を含む︶が町民税を滞納してい
る予定です︒
ないこと
詳 し い 内 容 に つ い て は ５ 月 ２ 日 ㊊ に 町 の ⑥松島町に在住している方︑または松島町に
ホームページに掲載予定ですのでご確認くだ
在住したことがある方
さい︒
●
申込み方法
ホームページURL
令和４年５月 日㊌午後５時 分までに建
設課管理班にて︑申込書に記入の上︑必要書
類とあわせて申込みとなります
※同じ部屋に申込者が複数の場合は︑抽選と
させていただきます︒
●問合先 建設課管理班 ☎３５４︲５７１５
https://www.town.miyagimatsushima.lg.jp/index.cfm
●問合先 総務課総務管理班
☎３５４︲５７０１

水路やため池での事故に注意
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毎年︑農作業が盛んになるこの時期は︑水
松島町事業継続応援給付金の申請期限は５
路やため池の水量が多くなります︒
月 日㊋までとなっております︒
子どもたちが水遊びや魚釣りに夢中になり︑
令和３年中の事業収入が︑令和元年又は令
水路やため池に転落し死亡する事故が後を絶 和２年中の事業収入と比較して２割以上減少
ちません︒近年は︑高齢者の事故も発生して している事業者の方が対象です︒
います︒
該当する方で申請がお済みでない場合は早
地域の皆さんによる声がけなど︑事故を未 めの申請をお願いします︒
然に防ぐための協力をお願いします︒
なお︑申請用紙は町のホームページ又は産
●問合先 産業観光課産業振興班
業観光課産業振興班窓口で配布しております︒
☎３５４ ‐
●問合先
５７０７
産業観光課産業振興班
☎３５４ ‐
５７０７

運転免許自主返納者は町営
バスが無料で利用できます

運転に不安を感じる方の事故を未然に防止
するとともに︑免許返納後の交通手段の確保
を支援するため︑運転免許を自主返納した方
を対象に町営バスの無料券を交付します︒
●利用開始日 ６月１日㊌から
●申請方法 運 転 免 許 返 納 時 に 交 付 さ れ る
﹁申請による運転免許の取消通知書﹂または
﹁運転経歴証明書﹂を申請先までご持参くだ
さい︒申込書の記入後に無料券を交付しま
す︒
●申請・問合先
総務課環境防災班 ☎ ３５４ ‐
５７８２

住宅用火災警報器の設置・
点検・交換をお願いします︒
●問合先 松島消防署 ☎３５４︲４２２６
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松島町では、重度障害(児)の方を対象に外出支
援事業を実施しています。対象の方には令和４年
４月下旬頃より申請書を郵送しております。
●対象
令和４年１月１日時点で下記の手帳または受
給者証の交付を受けている方(入院中及び施設入
所中の方は対象外となります。)
①身体障害者手帳１級または２級保持者
②療育手帳｢A｣保持者
③精神保健福祉手帳１級または２級保持者
④特定疾患医療受給者証保持者で重症の認定を
受けている者
⑤小児慢性特定疾患医療受給者証保持者で重症
の認定を受けている者
●助成
福祉タクシー利用券(年１２,０００円分)を交
付(ガソリン助成金またはタクシー利用の共通
券です。)
●目的
在宅で生活する重度障がい者(児)の外出時の
経済的負担を軽減し、社会参加を支援するため
●問合先 町民福祉課福祉班 ☎３５４‐５７０６
高齢者（７５歳以上）世帯及び重度の要介護認定者世帯で、下記
に該当する方へ申請書を郵送いたします。
●目的 在宅で生活する低所得の高齢者世帯、要介護者世帯に対し、
外出時の経済的負担を軽減し、社会参加を支援する
（１）高齢者世帯
●対象 ①〜④全てに該当する世帯の世帯主
①令和４年１月１日時点で７５歳以上（昭和２２年１月２日以前
に生まれた方）のみの世帯
②非課税世帯
③同一住所に７４歳以下の家族等が同居していない方（別世帯で
あっても、同一の住所に家族等がいる方は対象外となります。）
④在宅で生活している方（令和４年１月１日時点で入院中及び施
設入所中の方は対象外となります。）
●助成 タクシー利用券（年６，０００円分）を交付
（２）要介護認定者がいる世帯
●対象 ①〜③全ての要件に該当する方
①令和４年１月１日時点で要介護認定４または５の認定を受けている方
②非課税世帯
③在宅で生活している方（令和４年１月１日時点で入院中及び施
設入所中の方は対象外となります。）
●助成 タクシー利用券（年１２，０００円分）を交付
●申請方法 申請書に必要事項を記入のうえ、同封されている封筒
にて返送してください。
●申請期限 ５月２７日（金）
※期限後でも随時申請受付できます。
●その他 複数事業に該当となる方は１事業のみ適用となります。
●問合先 健康長寿課高齢者支援班 ☎３５５‐０６７７
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「障がい者（児）外出支援事業」のお知らせ
「高齢者世帯等タクシー利用助成事業」
のお知らせ

i
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危険物取扱者試験準備
講習会の開催

危険物取扱者試験準備講習会を次のとおり
開催いたします︒
●日 時 ５月 日㊍午前９時から
午後５時まで
●場 所 宮城県多賀城市八幡字一本柳１１
７番地の
多賀城消防署 会議室
●受付期間 ４月 日㊌から５月 日㊎
●問合・申込先 塩釜地区防災安全協会
☎３６１︲１６１９
※新型コロナウイルス感染症の影響により
中止になる場合がございますがテキスト代
２︐３００円の返金はできません︒何卒ご
了承願います︒

健康・生きがい・社会参加
シルバー人材センター会員募集

ドコモショップ多賀城店
︽無料︾出張スマホ教室
参加者募集
自衛官募集広報誌掲載依頼
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新規採用職員の紹介

相澤
桃愛

おくの細道松島海道
定例総会のお知らせ

松島町職員人事異動

西川
さくら

●日 時 ５月７日㊏ 午前 時〜正午
●場 所 ホテル大観荘 会議室
●記念講演 演題﹁地域振興策としての観光
まちづくりについて〜コロナ禍以降の松島
の観光産業の行方〜﹂
●講 師 仙台郷土研究会会長︑東北文化学
園大学特任教授 渡邊洋一氏
なお︑講演終了後７階レストランで昼食
会を開始亜する予定です︒
また︑正午〜午後２時の間県内外図書館
100か所寄贈の支援金3500円の支援申
込者に対し﹃奥州仙台領のおくの細道﹄非売
本を配本します︒
●問合先 おくの細道松島海道
代表 京野英一
☎０９０︲８９２３︲１２７１
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シルバー人材センターは︑働く意欲のある
ドコモショップ多賀城店では出張スマホ教 自衛官候補生
歳以上の方々に︑臨時的・短期的又は軽易 室を開催します︒参加費は無料で︑ドコモ以 ●応募資格
歳以上 歳未満の者
な就業機会の確保と提供を行う団体です︒
外のスマートフォンをご利用の方も参加可能 ●受付期間 年間を通じて行っております
健康を維持したい︑生きがいを見つけたい︑ です︒また︑スマートフォンの契約等に関す 幹部候補生︵第２回︶
社会参加をしたいと考えているあなた︑シル る相談会も同時開催︒スマホ教室のみ事前予 ●応募資格
バー人材センターに入会し仲間と一緒に地域 約制のため︑お問い合わせください︒
︻一般・大卒程度︼ 歳 以 上 歳 未 満 の 方
︵ 歳 以 上 歳 未 満 の 方 は 大 卒 ︵ 見 込 含 ︶︑
で活躍しませんか︒
●開催日 ①5月 日㊍ ② 日㊋
女性会員さんも多数活躍しております︒興 ●開催場所 文化観光交流館会議室１・２
修士課程修了者等︵見込含︶は 歳未満の方︶
味のある方は是非当センターへご連絡下さい︒ ●参加費 無料
︻一般・院卒者︼ 歳以上 歳未満の修士課
※あなたのライフスタイルに応じて就業がで ●募集人数 各講座 名
程修了者等︵見込含︶
き︑就業に伴う報酬が得られます︒
●内容・開催時間︵①②共通︶
︻歯科・薬剤科︼専門の大卒︵見込含︶で
︵就業は強制されません︶
⑴スマートフォンをあんしん・安全に使う
歳以上 歳未満の方
※危険・有害な就業はありません︒
ために
︵薬剤科は 歳以上 歳未満の方︶
※入会説明会を随時行っております︒お気軽
午前 時〜午前 時
●受付期間 ３月１日㊋〜６月 日㊍
にご連絡下さい︒
⑵キャッシュレスをはじめよう
●試験日 一次試験 ６月 日㊏
●問合先 ︵公社︶松島町シルバー人材センター
午前 時 分〜午後０時 分
一般曹候補生︵第１回︶
⑶知っておきたい家計の節約
●応募資格
歳以上 歳未満の方
☎３５３ ︲４５０５
午後１時 分〜午後２時 分
●受付期間 ３月１日㊋〜５月 日㊋
松島ボランティアガイドの会
⑷スマートフォンでマップを使いこなそう ●試験日 一次試験 ５月 日㊎〜 日㊐
会員募集
午後３時〜午後４時
※いずれか１日を指定されます︒
●問合先 ドコモショップ多賀城店
技術幹部・曹︵海及び空︶
●活動内容
☎０１２０ ︲５７３ ︲０１２
●応募資格 ︻幹部︼大卒以上の方で︑応募
①松島観光協会を窓口とし︑観光客のガイ
資格に定められた学部・専攻学科等を卒業後︑
〜松島の歴史と伝説〜
ド要請に対応する︒
2年以上の業務経験のある方
語り部の会 語り手の募集
②行楽期の㊏・㊐限定で﹁雄島﹂を主体に
︻曹︼ 歳以上の方で︑国家免許取得者等
実施する予約なしでの無料ガイド︒
●受付期間 ３月１日㊋〜 月 日㊎
一緒に松島の歴史や文化の勉強をしながら︑ ●試 験 日︻幹部︼ 一次試験 ６月 日㊊
③他の地域ボランティア組織との交流
松島の語り手として活動してみませんか？
●定例会
︻曹︼
一次試験 ６月 日㊎
〜松島の歴史と伝説〜語り部の会では語り 貸費学生
場 所 松島町文化観光交流館
時 期 毎月第三水曜日 午後２時〜午後４時 手を募集しています︒ぜひ︑ご参加ください︒ ●応募資格 大学の理学部・工学部の３・４年次等
●問合先
※自由見学歓迎
●受付期間 ６月１日㊌〜 月 日㊎
〜松島の歴史と伝説〜語り部の会
●問合先 松島観光協会
●試験日
月３日㊏
事務局 今野 ☎３５４ ︲３６２７
☎３５４ ︲２６１８
●問合先
自衛隊宮城地方協力本部 石巻地域事務所
宮城県東松島市赤井字鷲塚１︲６
︵☎／ＦＡＸ ０２２５︲８３︲６７８９︶

募

︻水道事業所︼
四 月 一 日 付
▼水道事業所長 赤間隆之︹教育次長︺▼水道
︹
︺内は前職名
事業所経営班長 千葉一穂︹財務課税務班長︺
▼水道事業所主幹 髙成誠一
︹水道事業所主査︺
課主幹︵保育士︶ 中村泰広︹町民福祉課主査 ▼水道事業所主幹 岩本英︹水道事業所主査︺
︻総務課︼
▼総務課副参事︵併︶選挙管理委員会事務局次 ︵保育士︶︺▼町民福祉課主査 高橋卓也︹水道 ▼水道事業所主幹 新田陽︹水道事業所主査︺
長 千葉知道︹会計課次長︺▼総務課主幹 大 事業所主査︺▼町民福祉課主事 磯田友希︹教 ︻教育課︼
︵兼︶
教育課長 千葉忠弘
︹教育課長︺
久保哲也︹総務課主査︺▼総務課主査 遠田竜 育課主事︺▼町民福祉課主幹︵保育士︶︵高城保 ▼教育次長
︹町民福祉課主査
︵保育士︶︵松 ▼中央公民館長︵兼︶文化観光交流館長︵兼︶勤
司︹総務課主事 ︺▼総務課主査 舩山智 美︹財 育所︶ 佐藤雅子
務課主査︺
▼総務課主事
︵兼︶
新型コロナウイル 島保育所︶︺▼町民福祉課主査︵保育士︶︵松島 労青少年ホーム所長 赤間香澄︹水道事業所経
▼教育課学校教育班長 岸淳一
︹教育課
スワクチン接種対策室主事 小野侑宏
︹財務課 保育所︶ 沢田絵理︹町民福祉課保育士︵松島 営班長︺
主事︺▼総務課主事 樋口祥大︹建設課主事︺ 保育所︶︺▼町民福祉課主査︵保育士︶︵磯崎保 主査︺▼教育課主査 金津晶子︹健康長寿課主
育所︶ 赤間瑛︹町民福祉課保育士︵磯崎保育 査︵兼︶新型コロナウイルスワクチン接種対策
︻企画調整課︼
▼企画調整課主幹 後藤亮一
︹企画調整課主査︺ 所︶︺▼町民福祉課保育士︵松島保育所︶ 峰越 室主査︺▼中央公民館主査 櫻井拓郎︹教育課
主査︵兼︶中央公民館主査︺▼教育課技師︵学芸
優衣︹町民福祉課保育士︵高城保育所︶︺
▼企画調整課主査 中村智英︹財務課主査︺
員︶︵社会教育主事︶ 米城百合子︹教育課技師
︻健康長寿課︼
︻財務課︼
▼財務課税務班長 石川祐 吾︹中央公民館 長 ▼健康長寿課新型コロナウイルスワクチン接 ︵学芸員︶︺▼教育課技師︵学芸員︶︵社会教育主
︵兼︶文化観光交流館長︵兼︶勤労青少年ホーム 種対策室主幹︵保健師︶ 嶺岸千枝︹健康長寿 事︶ 泉田成美︹教育課技師︵学芸員︶︺
所長
︵兼︶
教育課主幹
︵社会教育主事︶
︺
▼財務課 課新型コロナウイルスワクチン接種対策室主 ︻幼稚園︼
主 幹 越 野 博 之︹ 財 務 課 主 査 ︺▼ 財 務 課 主 査 査︵保健師︶︺▼健康長寿課主幹︵保健師︶︵兼︶ ▼松島第五幼稚園教諭 星ひとみ︹松島第二幼
赤間真吾︹企画調整課主査︺▼財務課主査 三 新型コロナウイルスワクチン接種対策室主幹 稚園教諭︵併︶町民福祉課︵保育士︶︵高城保育所
渡邊恵美
︹健康長寿課主査
︵保健師︶︵兼︶ 分園︶︺▼松島第一幼稚園教諭 鶴田慧理︹松島
浦みどり
︹町民福祉課主査︺▼財務課特別滞納 ︵保健師︶
整理室主査 内海正崇
︹財務課特別滞納整理室 新型コロナウイルスワクチン接種対策室主査 第五幼稚園教諭︺
︺
▼健康長寿課主幹
︵社会福祉士︶︵兼︶ お世話になりました
主事︺▼財務課特別滞納整理室主査 土井敬 ︵保健師︶
太︹産業観光課主事︺▼財務課主事 武田悠 新型コロナウイルスワクチン接種対策室主幹 ○退職者︵３月 日付︶
︵社会福祉士︶
︶ 髙橋陽子
︹健康長寿課主査
︵社 ▼高城保育所長 伊藤かおる▼会計管理者兼
杜︹総務課主事︺
会福祉士︶︵兼︶新型コロナウイルスワクチン 会計課長 鳫平義弘▼総務課主査︵兼︶健康長
︻会計課︼
︵社会福祉士︶
︺
▼健康長寿課主 寿課新型コロナウイルスワクチン接種対策室
▼会計管理者︵兼︶会計課長 岩渕茂樹︹水道 接種対策室主査
事業所長︺▼会計課次長 大宮司綾︹教育課学 事︵兼︶新型コロナウイルスワクチン接種対策 主査 石田征朗▼町民福祉課主査︵保育士︶︵高
城保育所︶ 岡崎彩子▼町民福祉課
︵保育士︶︵高
校教育班長︺▼会計課主査 八重樫正子︹会計 室主事 阿部麗香︹町民福祉課主事︺
城保育所︶ 後藤彩乃
課主事︺▼会計課主事 髙橋洵子︹産業観光課 ︻産業観光課︼
▼産業観光課産業振興班副班長
︵併︶農業委員 よろしくお願いします︒
主事︺
会主幹 鈴木嘉憲︹産業観光課産業振興班副 ○再任用職員︵４月１日付︶
︻町民福祉課︼
▼産業観光課産業振興班主査
︵併︶
農業委 ▼産業観光課主査 飯川正昭▼松島第二幼稚
▼町民福祉課福祉班長 櫻井悦子︹町民福祉 班長︺
課町民サービス班長︺▼町民福祉課高城保育 員会主査 吉田陽美︹産業観光課産業振興班 園主査︵教諭︶︵併︶町民福祉課主査︵保育士︶︵高
︵保
所長︵兼︶松島保育所長 石川ひろみ︹町民福 主査︵併︶農業委員会主事︺▼産業観光課主事 城保育所分園︶ 鎌田敦子▼町民福祉課主幹
健 師 ︶児 玉 藤 子 ▼ 産 業 観 光 課 主 幹 伊 藤 政 宏
祉課松島保育所長︺▼町民福祉課町民サービ 庄司広紀︹財務課特別滞納整理室主事︺
▼教育課主査 山口俊江▼町民福祉課主査︵保
ス班長 菅原祐美︹総務課主査︺▼町民福祉課 ︻建設課︼
主幹 土井有紀︹町民福祉課主査︺▼町民福祉 ▼建設課主幹 千葉浩︹建設課主査︺▼建設課 育士︶︵松島保育所︶伊藤かおる
課主幹 佐藤望︹町民福祉課主査︺▼町民福祉 主査 安藤佑樹︹建設課技師︺
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