5

Feb.2022
No.569

輝かしい未来へ
第一歩

松島第二幼稚園の様子

松島第一幼稚園の様子

松島第一小学校の様子

松島第五幼稚園の様子

新たな環境で生活がスタート！！

４月９日に松島中学校で︑４月 日に
町内の幼稚園と小学校で入学式︑入園式
が行われました︒
新型コロナウイルス感染症拡大防止の
対策を踏まえ先月行われた卒園式・卒業
式と同様に例年の華やかな雰囲気とは異
なり落ち着いた雰囲気で行われました︒
今年度本町幼稚園３園で 人︑小学校
３校で 人︑中学校で 人が入園・入学
し︑幼稚園や学校での新たな生活をスタ
ートしました︒
新入生たちは期待と希望を胸に笑顔で
入学式に望んでいました︒

松島中学校の様子

松島第五小学校の様子

松島第二小学校の様子

入園・入学式
令和４年度
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日にひょうごボランタリープラ

ひょうごボランタリープ
ラザの所長へ感謝品を贈
呈しました
３月
ザの高橋守雄所長が３月末での退任の挨
人と松

拶に来町しました︒高橋所長は︑東日本
大震災の発生から８日後に有志

時

時

時

いしかわ

せな

ゆいと

石川 聖渚くん
令和３年５月 日生まれ 長男︵松島︶
お姉ちゃん大好き♡元気に育ってね

さとう

次男︵磯崎︶

お兄ちゃん大好き☆マイぺースな次男坊！

佐藤 結都くん
令和３年５月 日生まれ
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島町に駆けつけ︑町内や東松島市で炊き
出しや泥のかき出しを行いました︒また︑
その後も︑被災地とボランティアの架け
橋となりボランティア活動を継続して支
援しました︒
高橋所長は︑﹁新しい組織を設立して
今後もボランティア活動に携わっていき
たい﹂と︑新たな活動への意欲を話して
いました︒

B＆G海洋センターだより
３月に温水プール﹁美遊﹂でSUP体
験会を開催しました！
最初はなれない感じでしたが︑時間と
ともにレベルアップ︑最後にはSUPの
上に立つこともできるようになった子も
いました︒今回はプールでの活動でした
がいつか海の上で体験してほしいです︒

時〜

9時〜

●センター利用時間
午前

時〜

社会福祉協議会へ
寄贈 塩釜人権擁護委員協議会

町の人口
（）は前月比
４月１日現在 住民基本台帳

＜寄付・寄贈＞

町の人口

町内在住で、各月１歳のお誕生日を
迎える赤ちゃんを紹介します。

1歳

除菌ウェットティッシュ １５０個
東洋羽毛北部販売株式会社
不織布マスク ６箱 ハンドローション ３本
NPO法人ウイザス 佐藤浩樹様
サージカルマスク ４０箱
絵本 １９冊

６，
５２１ 人 （−１３ 人 ）
６，
９２４ 人 （−１８ 人 ）
１３，
４４５ 人 （−３１ 人 ）
５，
７１４世帯 （+ ２ 世帯）

男 性
女 性
人口計
世帯数

午後
夜間

☎３５３︲３６８８

「すくすく１歳おめでとう」の掲載案内は
誕生月の前々月末〜前月上旬頃にお送
りしています。
ぜひご応募ください。
● 問合先 企画調整課
☎３５４-５７０２

令和３年５月生まれ

く く

77

※ 来館の際は︑コロナ対策をお願いします︒
●問合先
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お めで と う
す す

10

17 13

旨

いでまいります︒
次に︑町の重点戦略のひとつに位置
づけております﹁子育て﹂につきまし
て︑新しい子育ての場として認定こど
も園の建設工事がいよいよ着手されま
した︒町といたしましても︑松島町で
子どもを産み︑安心して子育てできる
環境づくりを行うことを目的とし︑認
定こども園の整備に関しまして町の重
点プロジェクトと位置づけ︑町民の期
待度の高まりに応えるべく︑これまで
と同様に松島町社会福祉協議会と協働
し事業を推進してまいります︒

要

昨年は︑新型コロナウイルス感染症
拡大の影響から社会生活や経済活動に
様々な制約を受ける中にあり︑東京オ
リンピック・パラリンピックの開催や
本町が聖火リレーの経由地となったこ
と︑そして何より宿願でありました松
島海岸駅のバリアフリー化新駅舎の供
用が開始されたことは明るい話題とし
て記憶に新しいところであります︒
令和２年 月に﹁国勢調査﹂が実施
され︑昨年 月に確定値が公表されま
した︒
その結果︑宮城県全体の人口は︑２
３０万１︐９９６人と平成 年調査と
比較すると３万１︐９０３人︑率にし
て１・ ％の減少となりました︒調査
開始以来最も高い減少率となりました︒
また︑ 歳以上の人口は８・ ％増加
となり︑宮城県の総人口に占める割合
は ・７％から ・３％に上昇し︑宮
城県総人口の４分の１以上が高齢者と
いう状況となっております︒
本町の人口につきましては︑１万３︐
３２３人と平成 年調査と比較すると
１︐０９８人︑率にすると７・ ％の
減少となりました︒宮城県内で５番目
に減少率の高い市町村という結果にな
りました︒
以前にも増して人口減少が加速して
おり︑地方交付税等の減額が見込まれ

施政方針

さて︑地方自治におきましては︑令
和２年初頭からの約２年もの間︑新型
コロナウイルス感染症への危機管理対
応を最優先とし︑特に昨年はワクチン
接種の推進に傾注してきました︒ワク
チン接種を推進してきたことで昨年後
半は︑全国的に感染者は減少し︑感染
状況は落ち着きを見せました︒
しかしながら︑今また感染力が極め
て高い新たな変異株の脅威に直面して
いることから︑３回目ワクチン接種の
早急かつ円滑な推進等による感染拡大
防止に最大限の注意を払いつつ︑令和
３年 月 日に閣議決定されました
﹁コロナ克服・新時代開拓のための経
済対策﹂について︑国・宮城県の対策
と連動し︑町民の暮らしや町内事業者
の社会経済活動を支えてまいりますと
ともに︑コロナ克服後におきましても︑
百年先に続く未来を切り拓いていく︑
町はその先導役の一員として全力を注

今を生きる町民と未来を生きる町民が
幸せに暮らすことができるまちづくりに取り組みます。
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最後に︑令和４年度における本町の
財政の見通しでありますが︑新型コロ
ナウイルス感染症対策に係る経費の増
加や︑少子高齢化に伴う社会保障費の
増加︑施設の維持管理や改修等に伴う
義務的経費︑経常経費が増加傾向にあ
ることに加え︑認定こども園の建設が
本格化することや長寿命化関係事業な
ど複数年にわたる大規模事業の実施等
に伴い︑令和４年度も多くの予算の投
入が見込まれることから︑依然として
大変厳しい財政状況にあります︒

るなど︑厳しい財政運営が想定されま ましても︑昨年 月に立ち上げた﹁松
島町デジタル・トランスフォーメーショ
す︒
そうした中で︑本町が過疎地域の持 ン︵ＤＸ︶推進本部﹂において︑本町
続的発展の支援に関する特別措置法に のデジタル化に取り組む推進基本方針
基づき︑令和４年４月１日から過疎地 を策定してまいります︒
今後︑国の動向及び当基本方針に沿っ
域として指定される見込みとなりまし
た︒過疎地域につきましては︑指定を て︑町民の利便性の向上︑効率の追求︑
受けた市町村は過疎地域持続的発展市 データの資源化と最大活用︑安全・安
町村計画を策定することで︑国の財政 心を前提とした︑人にやさしいデジタ
支援や様々な政策的優遇措置が活用で ル化を全庁的に推進してまいります︒
きることになります︒本町におきまし
また︑近年の頻発・激甚化する豪雨
ても︑地域が持続的に発展する計画を
策定し財源の確保に努めてまいります︒ や︑発生が予想される日本海溝・千島
コロナ禍により地方での暮らしが見 海溝沿いの巨大地震等の自然災害に備
直されている今こそ︑豊かな自然や暮 え︑関係機関と連携した総合防災訓練
らしやすさなど松島の良さを生かした を実施いたします︒そのほかに︑各地
まちづくりを積極的に進め︑少子・超 区における感染症対策を踏まえた避難
高齢化社会におきましても今を生きる 所開設訓練などを通し︑自主防災組織
町民と︑未来を生きる町民が豊かで幸 活動を支援するとともに︑町民の防災
せに暮らせる﹁まち﹂の実現に︑これ 意識の向上に取り組み︑町民の生命・
身体・財産を守るため︑防災対策を強
まで以上に取り組んでまいります︒
化してまいります︒

このような中︑国においてデジタル
庁が令和３年９月に創設され︑自治体
ＤＸ︵デジタル・トランスフォーメー
ション︶推進計画の取組が急ピッチで
進められているように︑最先端の情報
科学技術や新たな社会システムを取り
入れた利便性︑満足度の高い生活を実
現しようという潮流は︑コロナ禍を契
機として確実に強まっております︒社
会情勢の変化を鋭敏に感じ取り想像力
を働かせながら︑スピード感をもって
事業・業務手法を変革していく姿勢が
求められていることから︑本町におき
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そのため︑新たな財源確保として︑
本町が取り組む魅力ある地方を創生す
るために作成した地域再生計画に基づ
く事業について︑社会貢献意欲のある
企業から寄附を募る﹁企業版ふるさと
納税﹂を活用し︑新しい時代の﹁松島
のかたち﹂とする財源の一端を担うよ
う広く募集を行うとともに︑施設利用
料の見直しにつきましても︑令和５年
４月からの見直しに向けて引き続き取
り組んでまいります︒
このような状況の下︑令和４年度の
予算規 模 は ︑ 前 年 度 と 比 較 し て ︑ 一
般会計は９・３％の増︑下水道事業特
別会計は１・０％の減︑その他の特別
会計は３・５％の増︑水道事業会計は
・９％の増で編成しております︒
将来世代に負担を先送りしないため
にも︑長期的なウィズコロナ対応︑終
息後のポストコロナをしっかりと見据
え︑必要な投資を厳選しつつ︑効率的
かつ効果的な行財政運営を今後も徹底
し︑町民の皆さまが将来に希望を持ち︑
安心して暮らせる松島町の実現に向け︑

公一

全力を尽くしてまいる所存でございます︒

松島町長
櫻井

28

令和４年度に実施予定の 主な事業・行事 をご紹介
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感染症予防・小児がん患者の支援

災害時等の情報伝達機能強化

利用者の利便性をより高めます

定期予防接種再接種費用助成

防災行政無線システム更新

観瀾亭・松島博物館
公衆トイレ設計業務

造血幹細胞移植により定期予防接
種によって得た免疫が低下した２０
歳未満の方の定期予防接種を再接種
する費用の助成を開始します。

防災行政無線システムの更新に併
せて、登録制メールやＳＮＳと自動
で連動されるように改修します。

利用者の利便性をより高め、さら
に魅力ある施設とするために、今後
建設予定の公衆トイレの設計業務を
行います。

相談対応や支援を強化します

交通渋滞対策に向けて

令和５年４月開園に向けて

子ども家庭総合支援拠点事業

松島町交通社会実験

認定こども園整備事業

支援を必要とする子どもと、その
家庭に対する支援体制の強化を図る
ため、「子ども家庭総合支援拠点」を
設置します。

国道４５号松島海岸エリアの交通
渋滞対策に向けて実施される社会実
験に参画します。

令和５年４月の開園に向け、事業
の実施主体である松島町社会福祉協
議会と協働で取り組んでいきます。

観光業を盛り上げる

安心して学ぶことができる場を提供

起業・創業を支援します

宮城県制150 周年キャンペーン

自主学習・リモート講義でも
利用できるように

起業家・創業者の
活動支援事業

宮城県や町内事業者、近隣自治体
等との連携を強化した誘客事業を実
施し、コロナ禍で落ち込んだ観光業
を盛り上げます。

石田沢防災センター内テレワーク
スペースを学生や生徒の自主学習や
リモート講義でも利用できるスペー
スとします。

利府松島商工会が実施する創業支
援事業として、セミナー開催等への
事業費支援や、町独自の創業者支援
事業補助金を交付します。

広報まつしま

※各写真はイメージです。

松島町一般会計総額
歳

出

目的別経費

消防費
305,331（5.0%）

町債 264,500（4.3%）

繰出金
898,902（14.6%）

90%

80%
地方交付税
2,030,000（33.0%）

70%

%

58.8

投資的経費

普通建設事業費
404,296（6.6%）

50%

40%
自主財源

義務的経費
40.2

国県支出金
867,810（14.1%）

災害復旧事業費
2,500（0.0%）

扶助費
602,268（9.8%）

%

60%

%

物件費
1,320,084（21.4%）

6.6

民生費
2,125,180（34.5%）

補助費等
800,506（13.0%）

53.2

土木費
654,301（10.6%）

公債費
536,660（8.7％）

（単位：千円）

その他（依存財源）
455,585（7.4%）

依 存 財 源

教育費
576,780（9.4%）

総務費
968,185（15.7%）

入

100%
その他
255,729（4.2%）

議会費
115,436（1.9%）

衛生費
478,877（7.8%）
商工費
172,445（2.8%）
農林水産業費
159,758（2.6%）

歳

（単位：千円）

性質別経費

一般行政経費

その他
10,000（0.2%）
災害復旧費
2,500（0.0%）
労働費
50,547（0.8%）

61億5,600万円

公債費
536,660（8.7%）

41.2

人件費
1,335,055（21.7%）

%

その他（自主財源）
508.886（8.3%）

分担金及び負担金、
使用料・手数料・諸収入
308,227（5.0%）

30%

20%
町税
1,720,992（28.0%）

10%

%

0%
※構成比の数値は、四捨五入しているため、計の数値と合わない場合があります

一般行政経費

投資的経費

義務的経費

義務的経費や投資的経費など
を除いた経常的に支出される経
費をいいます。

支出の効果が資本形成に向けられ、施設
などがストックとして将来に残るものに支
出される経費をいいます。

人件費や扶助費などの支出が
義務づけられ、任意に削減でき
ない経費をいいます。

依存財源

自主財源

国や県の意思により定められた額を交付
されたり、割り当てられたりする収入をい
います。
地方交付税、国・県支出金などがこれに
あたります。

歳入のうち、自主的に収入できるものを
いいます。
町税、分担金および負担金、使用料およ
び手数料などがこれにあたります。
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新型コロナワクチン接種について
新型コロナワクチンの３回目接種は順調にすすんでおり、松島町では対象者（初回接種完了から６ヶ月を経過した方）の
８０％以上がすでに接種を終えています。今後接種を希望する方が少なくなるのに伴って、接種できる日程や場所が限定され
ることが見込まれますので、接種を希望する方はお早めに予約・接種をしてください。
３回目接種をできる方

予約方法

■２回目接種日から６か月が経過
した１２歳以上の町民

■松島町の専用予約サイトから予約してください。
■インターネット環境がない方は、松島町新型コロナウイルスワクチン
接種対策室にお電話ください。
☎３５５‐０６６７

※３回目接種で使用するワクチンは『ファイザー社製』または『モデルナ社製』です。町内医療機関で５月中に使用するワク
チンは『ファイザー社製』を予定しています。
※対象の方の接種券はすでに発送済みです。２回目接種日から６か月を過ぎても接種券が届かない場合は下記までお問い合わ
せください。（転入の方は手続きが必要ですのでお問い合わせ願います。）
３回目接種を完了した割合

９０.５

全体接種率

６４.４

接種率

６５歳以上

８８.８

全体接種率

４６.８

年齢区分

接種率

国

６５歳以上

年齢区分

全

接種率

宮城県

松島町

年齢区分

６５歳以上

８５.７

全体接種率

４６.８

※令和４年４月１１日発表
●問合先

松島町新型コロナウイルスワクチン接種対策室 （松島町保健福祉センターどんぐり）
☎３５５‐０６６７《平日の８：３０〜１７：００》

住民票等がコンビニで取得できます！
松島町では、令和４年４月１日から、マイナンバー
カードを利用した、住民票の写しや印鑑登録証明書な
どを全国のコンビニエンスストア等で取得できるサー
ビスを開始しました。夜間・休日でも各種証明書が取
得できますので、ぜひご利用ください。
なお、町外にお住まいで本籍地が松島町の方が戸籍謄抄本や戸籍の附票を
取得するには、事前のコンビニ交付利用登録申請が必要です。町外に暮らす
ご家族・ご親族がいらっしゃいましたら、ぜひお知らせください。

サービスが利用できる店舗
全国の

町内に住民登録があり、利用者証
明用電子証明書を搭載したマイナン
バーカードを持つ方。
戸籍謄抄本・附票については、本
籍地が松島町であれば町外の方でも
取得できます。

●セブン・イレブン
●ローソン
●ファミリーマート
●イオン
など

証明書発行・公金収納窓口業務延長終了のお知らせ
令和４年４月以降、毎週月曜日(祝日の場合は翌日)午後７時
まで実施していた証明書発行及び公金収納の窓口業務の延長を
終了しました。
なお、毎月第２月曜日(祝日の場合は翌日)のみ、午後７時ま
でマイナンバーカードの交付等に限り受け付けます。
●問合先

7
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ご利用可能時間

取得できる方

町民福祉課町民サービス班

6：30〜23：00
※１２月２９日〜１月３日および
システムメンテナンス日を除く

証明書の取得手順については、
コンビニ交付サイトの「証明書
の取得方法」をご確認ください。
https://www.lg-waps.go.jp/
▶▶▶
01-01.html
※サービスの利用にはマイナンバーカードが必要
です。まだ申請していない方は申請しましょう。
☎３５４‐５７０５

紹介します 〜
母子 保 健 事 業
ご利用ください！
【 産後ケア事業 】
出産後は、慣れない育児や睡眠不足から心身のバランスが崩れやすくなります。
松島町では、お母さんの育児を応援するために産後ケア事業を実施しています。
象 松島町に住所のある、産後 1 年未満の方
●対
容 松島病院助産師による家庭訪問
●内
（育児相談、お母さんのケア、沐浴・赤ちゃんのケアなど）

助成します！
〜 母子手帳交付時に助成券をお渡ししています 〜
【 新生児聴覚検査 】

令和４年度から！

新生児聴覚検査は、生まれてすぐに行う聞こ
えの検査で、先天性難聴の早期発見につながり
ます。
● 対 象 松島町に住所のある、令和４年４月
１日以降に生まれた方
● 助成額 初回検査 8,000 円まで

【 産婦健診 】
お母さんの体調を確認し、心配なことを相談で
きる場となる産婦健診の費用を助成しています。
象 松島町に住所のある方
●対
● 対象の健診 産後２週間健診、産後 1 ヶ月健診
● 助 成 額 各健診１回ずつ 5,000 円

【 特定不妊治療助成事業 】
特定不妊治療を受けられたご夫婦の経済的負担を減らすため、治療費の一部助成を行っています。
象 松島町に住所のある方
●対
● 対象の治療 １回の治療開始が令和４年３月３１日以前で、令和４年度内に終了する特定不妊治療
● 助 成 額 治療１回あたり１５万円が上限（治療方法によって、一部 75,000 円が上限）

ご参加お待ちしています！
【 どんぐり保健室 】
「あのね、〇〇について聞きたいんだけど…」
と気軽に立ち寄れる どんぐり保健室 を児童
館で行っています。
象 ０〜１８歳の方とその保護者
●対
内
容 体重の増え、ことば、離乳食・成長
●
・健康相談など
●場
所 児童館（月１回程度開催）

【 赤ちゃんほっとサロン 】
初めての育児や、赤ちゃんとの生活で戸惑う
ことはありませんか？赤ちゃんを囲みながら
ほっと一息つける時間を過ごしましょう！
象
●対
１歳未満の赤ちゃんとその保護者
●場
所
児童館（月１回程度開催）

【問合先】 健康長寿課健康づくり班（保健福祉センターどんぐり）☎３５５-０７０３
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〜 町の保健事業を
成人 保 健 事 業
ご利用ください！
【 オンライン健康相談 】

【 その他の健康相談 】

会場に足をはこばなくても、スマートフォンや
パソコンで対面の健康相談ができます。
容 オンライン健康相談
●内
● 相談時間 平日 午前９時〜午後４時
● 申込方法 詳しくは HP または電話
でお問い合わせください。
▲申込用

● まちかど健康相談
町内の店頭等において、健康相談を行います。
● どんぐり健康相談 ※要予約
保健福祉センターに来所していただき健康相
談を行います。
● 電話相談 ※平日午前８時３０分〜午後５時
電話による健康相談を行っています。

助成します！
【 医療用ウィッグ助成事業 】
がんに罹患された方の治療と就労や社会参加を支援するため、医療用ウィッグ購入費用の一部を助
成します。
象 次の３つの要件を満たす方（①がんと診断され、その治療を行っている方、
②松島町に
●対
住所を有する方、③他の法令等に基づく助成などを受けていない方）
●助成対象
●助成金額
●申請場所

医療用ウィッグ購入費用
上限額 20,000 円（1 人につき１回）
保健福祉センターどんぐり（郵送でも受付可）

ご参加お待ちしています！
【 健康ポイント事業 】
運動や健診の受診、町の事業などに参加するな
どしてポイントを貯めた方に記念品をお渡しし
ます。
象 松島町に住所のある１８歳以上の方
●対
● 実施期間 ６月１日〜１１月３０日
● 参加方法
４月広報と同時に配布したチラシを切り
取ってカードをつくる。
（チラシは保健福祉センターや役場
窓口、町 HP からダウンロード
できます。）

【 その他の事業 】
● スタイルアップセミナー
健康なからだを保つための運動指導や保健師
・栄養士による健康講話を行います。
● ノルディックウォーキング教室
ポールを使って行うノルディックウォーキン
グ教室を年２回開催します。
● 健康体操教室・水中運動教室
介護予防を目的とした、
健康体操や水中運動
を行います。

※掲載している事業は、新型コロナウイルス感染状況によっては内容の変更や延期、中止となる場合があります。
※事業によって対象者や実施時期が異なりますので、詳細は右記に問い合わせください。

9
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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

入居者募集

15

町営住宅

60

お知らせ

11

募

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
https://www.town.miyagi類とあわせて申込みとなります
matsushima.lg.jp/index.cfm
●問合先 総務課総務管理班
※同じ部屋に申込者が複数の場合は︑抽選と
☎３５４︲５７０１
させていただきます︒
●問合先 建設課管理班 ☎３５４︲５７１５

▲HP用

i
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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

11
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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

「高齢者世帯等タクシー利用助成事業」
のお知らせ

i

水路やため池での事故に注意

30

運転免許自主返納者は町営
バスが無料で利用できます

30 29

i

31

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

10

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

i

i

「障がい者（児）外出支援事業」のお知らせ
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

60

健康・生きがい・社会参加
シルバー人材センター会員募集

募

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

20

自衛官募集広報誌掲載依頼
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22

33

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︒

おくの細道松島海道
定例総会のお知らせ

募

募

20

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
☎
０
１
２
０
●応募資格 ︻幹部︼大卒以上の方で︑応募
︲
５
７
３
︲
０
１
２
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︶
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●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
10

10

11

募

17

i
i
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広報まつしま

松島町職員人事異動

︻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︺
︹水道事業所主査︺
▼水道事業所主幹 髙成誠一
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︺
31
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怜奈

町民福祉課
主事

松島第二幼稚園
幼稚園教諭

高城保育所
保育士

企画調整課
主事

太田

赤間

西川

相澤

桃愛

さくら

令和3年11月1日採用

杏奈

太康

赤間

菜々花

加藤

小夏

吉田

教育課
主事

教育課
主事

水道事業所
主事

無料相談
相 談 事 業

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、内容が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

日

時

場 所 ・ 主 催

法律相談（予約制）

5月13日㊎、6月10日㊎
午前10時〜午後5時

3相談合同開催
（人権なんでも相談、
行政相談、消費生活相談）

5月10日㊋、6月7日㊋
午前10時〜午後3時

生活保護相談
（予約制）

5月12日㊍、5月26日㊍
午前10時〜午後4時

不登校電話相談

役場会議室

☎354-5706

企画調整課(行政相談)

☎354-5702

町民福祉課福祉班

☎354-5706

宮城県総合教育センター
不登校相談ダイヤル

☎784-3567

もみの木教室
教育委員会学校教育班

☎354-2041
☎354-5713

役場２階

教育委員会学校教育班

☎354-5713

平 日
午前8時30分〜午後5時

保健福祉センタ−どんぐり

障害者（児）一般相談
（委託事業）

平 日
午前9時〜午後5時

松島町社会福祉協議会

こころの相談
(予約制)

5月19日㊍
午後2時〜午後5時

松島町保健福祉センタ−

ひきこもり・思春期
こころの相談(予約制)

5月11日㊌、5月18日㊌
午後1時〜午後4時

塩釜保健所

アルコ−ル・薬物相談
(予約制)

5月17日㊋
午後1時30分〜午後4時30分

塩釜市保健センタ−

ＨＩＶ・クラミジア抗体検査、
肝炎検査、梅毒抗体検査、
骨髄バンク登録受付(予約制)

5月18日㊌
午前9時〜午前11時30分

塩釜保健所

がんなんでも相談

平 日
午前9時〜午後4時

宮城県がん総合支援センター

訪問歯科診療の相談窓口

平 日
午前9時〜午後4時

塩釜歯科医師会
口腔保健センター

オンライン健康相談

平日午前9時〜午後4時
※要予約（詳細は要お問い合せ）

不動産無料相談会

5月18日㊌
午後1時30分〜午後3時30分

健康長寿課健康づくり班（保健福祉センターどんぐり）
保健師・栄養士
☎355-0703
地域包括支援センター

☎354-6525

児童館
町民福祉課こども支援班

☎354-6888
☎354-5798

松島町社会福祉協議会
相談支援事業所
☎090-1497-0552

塩釜保健所母子・障害第二班 ☎365-3153

塩釜保健所疾病対策班

☎363-5504

宮城県対がん協会
☎263-1560
塩釜歯科医師会口腔保健センター
☎361-1870
健康長寿課健康づくり班（保健福祉センターどんぐり）
☎355-0703
公益社団法人 宮城県宅地見物取引業協会塩釜支部
☎253-6420

文化観光交流館
クラブ室

10

介護支援専門員実務研修
受講試験が実施されます

郵送︑または県庁１階総合案内で配布

●試験日
月９日㊐
● 試験会場 仙台市内︵予定︶
●申込受付期間・試験案内配布期間
６月１日㊌〜６月 日㊊
●試 験 案 内 入手方法

●問合先
宮城県社会福祉協議会研修課
☎０２２︲２１６︲５３８２
※詳細は︑県社協ホームページ
宮城県長寿社会政策課
☎０２２︲２１１︲２５５２

自立支援医療費︵精神通院︶・
精神保健福祉手帳の申請について

自立支援医療費︵精神通院︶・精神保健
福祉手帳の申請手続き︵新規・更新︶に来
られる方は︑事前にご連絡ください︒
※マイナンバーが確認できる書類と︑運転
免許証などの身元確認書類をご持参ください︒
●問合先 健康長寿課健康づくり班
︵保健福祉センターどんぐり︶
☎３５５︲０７０３

松島病院からのお知らせ

子宮がんは若い女性の罹患率が高く︑初
期では︑ほとんど自覚症状がありません︒
歳以上のすべての女性にお勧めするがん
検診です︒何も症状がなくても受診し︑異
常の兆候がないか調べるよう︑検診を受け
ることをお勧めします︒
診察日 月〜土曜日︵土曜日は午前中のみ︶
受付時間
午前 ８時 分〜 時 午後２時〜４時 分
︵午後は都合により休診となる場合があり
ます︒ 月・ 月の松島町の子宮がん検診
では受付日・時間に一部変更があります︒
ご確認の上受診なさるようお願い致します︶
●問合先 松島病院 産婦人科外来
☎３５４︲５８１１
20

30

町民福祉課福祉班(人権相談)

もみの木教室
（まつしま心のケアハウス・
手樽地域交流センター内）

児童館
役場1階

12

☎354-5702

㊊ 午前9時〜正午
㊋〜㊎ 午前9時〜午後3時
（学校休業日を除く）

平 日
午前9時〜午後5時

11

企画調整課

宮城県総合教育
センタ−

育児電話相談

30

先

産業観光課産業振興班(消費生活相談) ☎354-5707

高齢者に関する電話相談

10

合

平 日
午前9時〜午後4時

就学指導相談
健康電話相談

問

27
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町の話題

本 の宝箱

プラス

松島第一小学校少年消防クラブが表彰されました
令和４年３月２２日松島第一小学校少年消防クラブが
消防庁長官賞に選ばれ、表彰されました。
消防庁長官表彰は、火災予防の普及啓発等、地域防災
力の向上に資する活発な活動を行っている少年消防クラ
ブが表彰されているものです。
５年生を代表して志田恵怜那さんが表彰状を受け取り
ました。（令和４年３月時点）

勤労青少年ホーム（図書室）
☎３５４-４０３６

《今月のおすすめ本》
≪話題の本≫
さいおう

たて

「塞王の楯」
今村

翔吾

著

第 166 回直木賞受賞

退任された民生委員児童委員さんに
感謝状を伝達しました。
民生委員児童委員を退任される及川克己さんに宮城県
知事からの感謝状を、後任の赤坂秀一さんに厚生労働大
臣及び宮城県知事からの委嘱状を櫻井町長より伝達され
ました。

本能寺の変より四年前、天正六年の冬、織田信長に叛旗を翻
して有岡城に立て籠った荒木村重は、城内で起きる難事件に翻
弄される。動揺する人心を落ち着かせるため、村重は、土牢の
囚人にして織田方の智将である黒田官兵衛に、謎を解くよう求
めた。事件の裏には何が潜むのか。戦と推理の果てに村重は、
官兵衛は何を企むのか。デビュー20周年の集大成。
『満願』
『王
とサーカス』の著者が辿り着いた、ミステリの精髄と歴史小説
の王道である。

《一般書の新着本》
「 7.5グラムの奇跡 」
砥上 裕將 著
「 残照の頂 」
湊 かなえ 著
「 夜が明ける 」
西 加奈子 著
「 ゲーム依存からわが子を守る本 」
花田 照久・八木 眞佐彦 監修
「 今日のごはん、これに決まり！Mizukiのレシピノート決定版！500品 」 Mizuki 著

《児童書の新着本》
自衛官募集への協力に感謝状
本町の自衛官募集の功績が認められ自衛隊宮城地方協
力本部 諏訪国重本部長から櫻井町長へ感謝状が贈呈さ
れました。本町の自衛官募集への協力が総合的に認めら
れたものです。

「 小学生からのSDGs 」
深井 宣光 著
「 ノラネコぐんだんラーメンやさん 」 工藤 ノリコ 作・絵
「 にほんご えいご ミッフィーこどもずかん 」 ディック・ブルーナ 作・絵
※ここで紹介している本は、新しく受け入れたものの一部です。

《図書室からのお知らせ》
■ イベント情報 「子ども読書の日」ブックラリー
■ 施設情報

５月２９日㊐まで実施しています。
ぜひご参加ください！

●開館時間

平
日 午前１０時〜午後６時
土・日・祝日 午前１０時〜午後４時
● 今月の休館日 ２日、９日、１６日、２３日、３０日

納期限にご注意
５月31日㊋が納期限のものは次のとおりです。
● 国民健康保険税(暫定)
２期
● 固定資産税
１期
● 軽自動車税
全期
● 水道料金
５月分
町税などは便利で納め忘れのない口座振替を
推奨しております。
● 問合先
・ 町税について
財務課税務班
☎３５４-５７０３
固定資産税・軽自動車税の納税通知書を
５月中旬までに発送します
・ 水道料金について
水道お客様センター ☎２９０-０００５

歯科休日診療
5月 1日 ㊐
5月 3日 ㊋
5月 4日 ㊌
5月 5日 ㊍
5月 8日 ㊐
5月15日 ㊐
5月22日 ㊐
5月29日 ㊐

広報まつしま

利府町しらかし台2-12-2
多賀城市伝上山2-12-2
塩釜市宮町1-9
多賀城市町前3-1-17
松島町磯崎字磯崎105-3
利府町加瀬字石切場1-1ヨークタウン利府野中内
塩釜市海岸通10-1三晴ビル2F
多賀城市明月1-4-12

☎356-5127
☎366-4481
☎362-0633
☎366-6400
☎353-4092
☎767-5679
☎361-5810
☎366-8461

休日・急患診療（内科・小児科）のご案内
診療場所
松島病院

診

療

日

日曜・休日
（国民の祝日）

受付時間

診療科目
内

昼夜間

科

午前8時45分〜午前11時30分
内科・小児科
（国民の祝日）
塩釜地区 日曜・休日
午後１時〜午後4時30分
休日急患
小児科
診療センター 土曜日（休日に当たる日を除く）午後6時30分〜午後9時30分
（１５歳まで）
● 問合先

15

広沢歯科
藤原歯科
目黒歯科医院
はぎわら歯科医院
西村歯科医院
わかば歯科クリニック
みや歯科クリニック
じん歯科医院

松島病院
塩釜地区休日急患診療センタ−

松島町高城字浜1-26
塩釜市錦町7-10

☎354-5811
☎366-0630

てつ

どう

ろう

謎の南蛮鉄灯籠

畳職人直伝！
ミニ畳を作ろう！
参加者募集

26

文化財で見る松島の歴史
松島に残る鋳造遺物①

仙台宰相
敬白
早山弥兵衛

藤原朝臣政宗
仙台住

とうしょうだいごんげん

瑞巌寺本堂御成玄関の前に伊達政宗が寄進した鉄灯籠があり︑左のような銘文
が刻まれています︒
元和四年戊午

さんぎ

鋳師

卯月十七日

奉寄進東照大権現御宝前

さいしょう

げんな

さんどういち

瑞巌寺杉道市を開催します

瑞巌寺参道にて︑政宗公の祥月命日・延
命地蔵の縁日である毎月24日の直近の日
曜日に開催する手づくり市です︒県内の乾
物・野菜の生産者や雑貨制作者を中心に
数店舗出店しています︒
なお︑イベントは新型コロナウイルス感
染症拡大防止対策を講じて実施をしますが︑
県内の感染状況などにより︑急遽開催を中
止とすることもありますので予めご了承く
ださい︒
●日時 ５月 日㊐ 午前 時〜午後４時
●場所 瑞巌寺前道路
●その他 詳細及び開催の有無は公式フェ
イスブックページをご覧ください︒

URL: https://www.facebook.com/sandouichi/

22

募

サイズはミニでも素材は本物︒畳を作る
工程を体験して︑畳の良さを再発見しませ
んか？
︵※お好きな畳表・畳ふちを選べます︶
●日 時 ６月 日㊐ 午前 時〜正午
●会 場 松島町文化観光交流館 会議室
●参加費 ２０００円︵材料費︶
●持ち物 必要な方は眼鏡
●定 員
名
●募集期間 ５月３日㊋ 午前９時から
●申込方法 松島町文化観光交流館窓口ま
たは電話でお申し込み下さい︒
☎３５５︲０１５５
●問合先 松島町文化観光交流館
午前９時〜午後 時
※月曜日休館
※新型コロナウイルス感染症対策のため︑
マスク着用・検温・手指消毒に御協力
お願いいたします︒
10

17

10

自然の持つ美しさ・生命力を一つの鉢に
表す盆栽 鑑賞により心癒やされます︒
●日 時
６月 日㊐ 午後０時 分〜午後５時
日㊊ 午前８時 分〜正午
●場 所 松島センチュリーホテル
入場無料
●問合先 日本盆栽協会 東北地区協議会
☎０２２︲７６７︲５４３６

東北銘品盆栽展を開催

▲杉道市の様子

﹁仙台宰相﹂は参議という位にあった伊達政宗のこと︒東照大権現は徳川家康
のこと︒亡くなったのは元和二年︵１６１６︶四月十七日なのでその命日に合わ
せて寄進するものだったことがわかります︒実は元和三年︵１６１７︶の銘が刻
まれた同じ﹁南蛮鉄灯籠﹂が日光の東照宮に奉納されており︑石製の灯籠が並ぶ
いもじ

中にあってひときわ目立っています︒南蛮というのはポルトガルの鉄で作られて

10

30 30

森田︶

15

i

i

13 12

いるという伝承によるものです︒鋳物師の早山氏は仙台藩お抱えの職人で一門の
︵学芸員

▲灯籠の部位名称

手による作品が松島にもいくつか残されています︒

▲瑞巌寺南蛮鉄灯籠

16
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畠山さん（松島地区）のおすすめレシピ♪

新玉ねぎはみずみずしくて肉質が柔らかく、辛みが少ないのが特徴です。
辛みの少ない新玉ねぎを使ったカレーマリネは、茹でた たこ や水菜と
和えるだけで、一品料理にアレンジもできます！

＜新玉ねぎのカレーマリネ＞

長寿・健康増進事業
参加者募集

①健康体操教室
日常生活で腰や関節に負担をかけない
ために︑筋肉を鍛えるトレーニングやか
らだのバランスを整える体操を行います︒
︻月曜コース︼
●期 間 毎週月曜日 午前中
●場 所 高城避難所︵多目的ホール︶
︻金曜コース︼
●期 間 毎週金曜日 午前中
●場 所 品井沼農村環境改善センター
②健康水中運動教室
腰や関節の痛みを和らげ︑からだ全体の
動きをよくするための水中運動を行います︒
●期 間 毎週木曜日 午前中
●場 所 温水プール美遊
③教室の内容等
●内 容 体調チェック︑腰痛・膝関節痛
予防のための講話と実技指導
●参加費 送迎なしの場合は１回３００円
送迎ありの場合は１回４００円
５月 日㊎まで
健康長寿課健康づくり班
☎３５５︲０７０３
●申込み
●問合先

松島ウォーキング会からの
お知らせ！

①５月３日㊋
午前 時〜午後３時
集合場所 JR高城町駅
行き先 名籠菜の花巡り
経 費 200円以内︵交通費等︶
②５月 日㊌午前 時〜午後1時
集合場所 保健福祉センターどんぐり
行き先 文化観光交流館
③５月 日㊐午前９時〜午後４時
集合場所 JR高城町駅
行き先 仙台青葉まつり
経 費 1︐000円以内︵交通費等︶
④５月 日㊊午前 時〜午後１時
集合場所 文化観光交流館
行き先 文化観光交流館周辺
⑤５月 日㊎午前 時〜午後１時
集合場所 文化観光交流館
行き先 紫神社
●持ち物 飲み物 ※①︑③は昼食持参︒
●その他 雨天︑警報発令時は中止︒
●連絡先 土井 ☎３５３︲２１１７
※初めて参加の方は︑必ず事前にお問い合
わせください︒

10

４月敬老祝金贈呈者
︵敬称略︶

10

10

10

11

15

23

米寿おめでとう
◆曾根 まき ︵磯崎︶
◆ 野 うめ子 ︵幡谷︶
◆後
のぶこ ︵手樽︶
◆櫻井 テイ子 ︵初原︶
◆丹野 京子 ︵高城︶
◆長江 節子 ︵高城︶
◆関根 智子 ︵高城︶
◆髙橋 幸喜 ︵上竹谷︶
◆赤間 安正 ︵高城︶

※祝金贈呈対象者は米寿は町内在
住５年以上、白寿は町内在住１０
年以上の方で、誕生月の初日に
松島町住民として住民基本台帳
に記録されている方となります。

国民健康保険被保険者証兼
高齢受給者証の交付について

国民健康保険加入者で今月 歳になる方
︵昭和 年５月２日〜昭和 年６月1日生
まれ︶に高齢受給者負担割合が記載された
国民健康保険被保険者証を郵送します︒
なお︑現在お持ちの被保険者証について
は︑有効期限が過ぎましたら各自破棄して
いただくようお願いします︒
●発送日 ５月 日㊍
●問合先 町民福祉課町民サービス班
☎３５４︲５７０５

広報まつしま
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70

27

27

i
27

20

19

① 新玉ねぎと赤パプリカはうすくスライス
し、チャック付きの保存袋に入れる。
② Aの材料を入れ、箸で全体がなじむように軽く混ぜる。保存袋の口を閉め、さらに手で
もむようにしてムラなく混ぜる。
（一人あたり）
③ 冷蔵庫に入れ、時々裏返しながら一晩漬ける。
（保存する場合は密閉容器などに入れるのもおすすめです） エネルギー： ２７kcal
塩分相当量： ０.３ｇ
新玉ねぎ・・・・・・・・・１個
赤パプリカ・・・・・・・1/2 個
酢・・・・・・・大さじ 1/2
砂糖・・・・・・大さじ 1/2
A しょうゆ・・・・・小さじ１
カレー粉・・・・・小さじ１
塩こしょう・・・・・・少々

（作り方）

【材料（作りやすい分量）】

〜ヘルスメイトとして一緒に活動しませんか？〜

健康になるためのヒントやおいしく食べるコツを学んで、食生活改善推進員（ヘルスメイト）
として町の食育を推進しましょう！詳しくは、下記までお問合せください。
● 活動内容 定例会（毎月第４金曜日）、地域での食育活動など
●会
費 ２,０００円（１年分）
● 問 合 先 健康長寿課健康づくり班 ☎３５５-０７０３

モグモグ教室

５月１１日㊌

午前１０時
JA高城避難所３階
〜午前１０時１５分

３歳６か月児健診

５月１３日㊎

午後０時３０分
〜午後０時４５分

令和４年度松島町﹁小学校入学祝金﹂について

平成３０年９月〜平成３０年１１月生

午後０時４５分
〜午後１時

令和３年９月〜令和３年１０月生

５月２０日㊎

考

備

所

場

間

令和３年１２月１９日〜令和４年２月２０日生

３〜４か月児健診

﹁松島町子ども家庭総合
支援拠点﹂を町民福祉課
内に設置しました
町では︑﹁小学校入学準備支援事業﹂として︑第３子以降の
お子さまが小学校に入学する際に﹁小学校入学祝金﹂を支給し
ています︒
●対象者 扶養する３番目以降の子の保護者︵ただし上の子が
独立している場合は数えません︶
●基準日 令和４年５月１日
●支給金額 ３万円
●提出書類
・ 松島町小学校入学祝金支給申請書︵小学校を通じて配布済みです︶
・通帳又はキャッシュカードの写し
・戸籍謄本︵必要な場合︶
※上記以外にも確認のため書類の提出をお願いする場合があ
ります︒
●申請期間 ５月６日㊎から５月 日㊎まで
●申請場所 役場１階 町民福祉課こども支援班
※提出して頂いた書類を基に支給の基準を満たしているか判定
し︑後日決定通知書又は却下通知書を送付致します︒
※詳細につきましては左記まで連絡をお願い致します︒
●問合先 町民福祉課こども支援班 ☎３５４ ︲５７９８

﹁児童福祉週間﹂について

13

子どもや家庭︑子どもの健やかな成長につ
いて国民全体で考えることを目的に︑厚生労
働省︑全国社会福祉協議会︑児童育成協会は
毎年５月５日の﹁こどもの日﹂から１週間を
﹁児童福祉週間﹂と定めております︒この機会
に子どもの権利や成長について考えてみま
しょう︒
令和４年度児童福祉週間標語
﹁見つけたよ
広がる未来とつかむ夢﹂

■乳幼児健診のご案内

象
対
所

☎３５５-０７０３
●健康長寿課健康づくり班(保健福祉センターどんぐり)

妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援
体制により︑育児やしつけ︑子育てに対する
悩みや困りごとだけではなく︑児童虐待や家
庭内暴力などの相談に応じ︑継続的な支援を
行います︒
●対象者 町内のすべての子ども︵ 歳未満︶
とその家庭︑妊産婦など
●相談時間 月曜日〜金曜日 午前９時から
午後４時まで︵祝日︑年末年始除く︶
●問合先 町民福祉課こども支援班
☎３５４ ︲５７９８

18

https://www.town.miyagi-matsush
ima.lg.jp/index.cfm
中央公民館
☎３５３ ︲３０３０

i

成人年齢引き下げ後の
成人式典について

18

15

16

場
受付時間
付

時

付

日

容

内

20

20

●問合先

▲HP

日
容
内

民法改正に伴い︑令和４年の４月から成人
年齢が 歳から 歳に引き下げられましたが︑
本町では︑成人年齢が 歳に引き下げられた
令和４年以降につきましても︑現行通り 歳
を対象として成人式を開催します︒
●令和５年１月︵仮称︶成人のつどい︵平成
年４月２日から平成 年４月１日生まれ
の方︶
●令和６年１月︵仮称︶成人のつどい︵平成
年４月２日から平成 年４月１日生まれ
の方︶
式典の名称については︑
﹁成人式﹂から﹁︵仮
称︶ 歳のつどい﹂などに変更します︒
※詳細は町ホームページをご覧ください︒
URL
20

18

i
i
14

15

■その他のご案内

母子健康手帳の交付

保健福祉センター
５月 ９日㊊ 午前９時３０分
どんぐり
２３㊊
〜午前１１時

※左記の日程以外での交付も可能なのでご連絡ください。
※マイナンバーが確認できる書類と、運転免許証などの身元
確認書類をお持ちください。

BCG予防接種

受付
５月２５日㊌ 午前１１時１５分
JＡ高城避難所３階
〜午前１１時４５分

対象：令和３年１０月２日〜令和３年１２月２５日生

18
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松島の子育て

町
松島 だより
館
児童
号
月
５

じ

松島町

どう

かん

開

児童館
☎ 354-6888

FAX 355-1022

休

時

間

館

日

日曜・祝日・年末年始
新型コロナウイルス感染予防のため、開館 時間短縮
しています。詳しくは児童館までお問い合せください。

https://www.facebook.com/
MatsuKodomo/

https://matsushima-kosodate.com/

館

月〜土曜日 午前９時開館
小学生：午後５時まで （４月〜１０月)
中学生：午後６時まで 高校生：午後７時まで

松島町こども
支援班
Facebook

松島町
子育て
支援サイト

検索

人形劇鑑賞会
３月２３日(水) 松島町人形劇団『ピノキオ』さんによ
る２年ぶりの人形劇鑑賞会を行いました。
当日は、７組の親子さんが参加して４つの演目を楽し
みました。少し緊張気味だった子ども達も、語りの方の
優しい口調に引き込まれ、自然と手拍子したり繰り返し
の歌や掛け声に参加したりと、笑顔や笑い声が増えて、
あたたかい雰囲気の中で鑑賞できました。
『ピノキオ』
の皆さん、楽しい時間を有難うございました。

令和３年度なかよし教室

修了式

３月１６日(水)令和３年度最後のなかよし教室でした。１年間いちご組
での製作や運動遊び、おまつり等は楽しんで頂けたでしょうか？教室は最
後でしたが、児童館の先生たちは幼稚園や保育所に入園する皆さんをこれ
からもずっとずっと応援しています。一年間ありがとうございました。

新しい出会い
「かわいい♡」と小学生が外から手
を振る相手は、０歳の男の子。もう少
し大きくなったら一緒に遊ぼうね。

■親子教室・イベント等の日程
教

19

室

名

対

✿マークは、乳幼児親子向けのイベントです。
象

日

程

時

間

内

容

✿読み聞かせの会

【登録制】

５月

９日㊊

午前１０時３０分
〜午前１１時

読み聞かせボランティア「おはなしころころ」さん
による絵本や紙芝居、パネルシアターなど児童文化
を楽しみます。

✿リズムあそびの会

【登録制】

５月１１日㊌

午前１０時３０分
〜午前１１時

ピアノの先生と一緒にリトミックを楽しみます。日
々の育児のヒントにもなりますよ♪

５月１７日㊋

午前１０時
〜午前１１時３０分

初めての育児や、赤ちゃんとの生活で戸惑うことも
あるかと思います。助産師・保健師と一緒に、赤ちゃ
んのこと、母乳のことなどお話ししてみませんか？
赤ちゃんを囲みながらほっとひと息つける時間を過
ごしましょう。
ヨガには、
「姿勢の改善」
「運動機能の向上」
「リラック
ス効果」があるといわれています。親子で簡単に取
り組めるポーズも沢山ありますよ！講師は、尾形華
香先生です。 持ち物：水分補給用飲み物

✿赤ちゃんほっとサロン

乳児(０歳児)親子

✿親子ヨガ教室
定員 ８組

２、３歳児親子
要申し込み
５月６日㊎
午前９時〜受付開始

５月１９日㊍

午前１０時
〜午前１１時

✿どんぐり保健室

０歳〜１８歳までの
お子さまと保護者

５月２４日㊋

午前１０時
〜午前１１時３０分

松島町の保健師、栄養士とお子さまの成長や予防接
種、ことば、離乳食についてお話ししませんか？気
軽に遊びに来て下さい♪

✿なかよし教室

【登録制】

５月２５日㊌

午前１０時３０分
〜午前１１時３０分

保育士の先生やお友達と一緒にクラス活動を経験し
ます。２〜３歳児の教室です。

✿３B体操
定員 ６組

２、３歳児親子
要申し込み
５月１６日㊊
午前９時〜受付開始

６月１０日㊎

午前１０時３０分
〜午前１１時３０分

「３B」とは、 ボール
ベルター
ベル の
３つの用具を使った楽しい体操です！親子で楽しく
体を動かしましょう！講師は佐藤多嘉子先生です。
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松島パークフェスティバル
2022⑪

29

30

母子健康手帳の交付⑱

23

22

瑞巌寺杉道市⑯

16

15

読み聞かせの会⑲
母子健康手帳の交付⑱
i マイナンバーカード
事務窓口午後７時まで⑦

9

憲法記念日

国民健康保険税（2 期）、固定資
産税（1 期）、軽自動車税（全期）
水道料金（5 月分）

i 納期限⑮

31

どんぐり保健室⑲

24

赤ちゃんほっとサロン⑲
アルコール・薬物相談⑭

17

行政相談、消費生活相談⑭

i 人権なんでも相談、

10

3

火
みどりの日

1

なかよし教室⑲

25

ＨＩＶ・クラミジア抗体検査、肺炎検査、
梅毒抗体検査、骨髄バンク登録受付⑭
ひきこもり・思春期こころの相談⑭

18

リズムあそびの会⑲
モグモグ教室⑱
ひきこもり・思春期こころの相談⑭

11

4

水

福祉・介護
観光
スポーツ
〇 囲みの数字は本誌の該当ページです。

国民健康保険税（１期）、
介護保険料（1 期）、
水道料金（４月分）

i ４月の納期限

2

月

子育て
健康
i インフォメーション

8

1

日

2022

5

発 行 と 編 集 宮城県松島町企画調整課
〒９８１-０２１５ 宮城県宮城郡松島町高城字帰命院下一１９番地の１
☎ ０２２-３５４-５７０１ ＦＡＸ ０２２-３５４-３１４０
ホ ー ム ペ ー ジ https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/
メールアドレス info@town.matsushima.miyagi.jp

こどもの日

HP 用

3

7

4

28

21

14

松島パークフェスティバル２０２２を開催します

27

３〜４か月児健診⑱

20

３歳６か月児健診

i 法律相談（予約制）
⑭

13

6

金

Twitter 用

安心・安全メール用

土

令和 4 年 5 月１日発行

Facebook 用

No．569

Instagram 用

5 月号

LINE 用

【内容】 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２９日 ( 日 ) 午前１０時３０分〜午後５時３０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

2

生活保護相談（予約制）⑭

26

こころの相談⑭
親子ヨガ教室⑲

19

生活保護相談（予約制）⑭

12

5

木

文化・学び

松 島 町 の ホ ーム ペ ージ 等 はこちらから
松島町では HP、Instagram、Facebook、Twitter で最新の情報を発信してお
ります。また、防災・防犯情報を「安心・安全メール」で発信しております。

