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Public Information Of Shikama Town Administration

町の災害情報や避難情報をお知らせ
する「色麻町登録メール」を配信し
ています。
t-shikama@mail.shikama-saigai.jp

色麻町議会定例会３月会議が３月５日から 日までの９
日間開会され、令和２年度補正予算、令和３年度当初予算
などの議案が審議されました。

ついて協議を進めております︒
今後は︑新工場の立地・操業の開
始に向けた具体的な交渉が行われて
いくことになると思いますので︑こ
の誘致を実現するために︑最大限の
努力を傾注してまいります︒

︻地域おこし協力隊事業 ︼

対応してまいります︒
また︑要望のあった町営住宅への
設置については︑二反田住宅︑上ノ
原住宅への設置は完了しており︑新
年度では︑花川住宅や地域活性化住
宅への設置を進めてまいります︒

︻行政改革︼

平成 年に策定した行政改革大綱
に基づき︑社会情勢や行財政の運営
状況等の変化等を踏まえ︑具体的事
項を定めた行政改革実施計画を随時
見直し︑確実に遂行してまいります︒
なお︑依然として厳しい財政状況
を勘案し︑新年度においては︑町長
％︑副町長及び教育長５％の給料
減額を実施したいので︑関係条例の
改正を提案しております︒

︻新型コロナワクチン接種︼
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町 議 会
令 和 ３ 年 度 基 本方針及び主要施策等

計画検討委員会﹂を設置し︑御意見
をいただきながら﹁第５次長期総合
計画︵案︶﹂を策定いたしました︒
この﹁第５次長期総合計画︵案︶﹂
については︑３月３日の議員全員協
議会で御説明を申し上げ︑また︑２
月 日から３月５日までの期間で町
のホームページを通じた意見の募集
︵パブリックコメント︶を行ってお
ります︒それらの意見を最終案とし
て取りまとめ︑本会議に関係議案を
追加で提案させていただきますので
よろしくお願いいたします︒

︻企業誘致︼

人口減少と少子高齢化が進む中︑
地方における担い手が不足するなど︑
地域課題への対応が深刻化しつつあ
る中で︑都市地域の人材を受け入れ︑
農業分野などにおける地域協力活動
を行っていただきながら︑その地域
に定住・定着を図ることで︑地域力
の維持及び強化を目的とした事業で
あり︑県内では令和２年４月１日現
在︑ の自治体で１５５人の地域お
こし協力隊員が各分野で活躍されて
います︒
本町においても︑農業に関心があ
り︑色麻町の魅力を発信していただ
ける地域おこし協力隊員の募集に関
して︑関係経費を新年度予算に計上
しております︒

︻有線放送︼
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新型コロナウイルスワクチン接種
でありますが︑国の指示に基づき︑
県や加美郡医師会と連携しながら︑
ワクチンの供給が可能となった時点
で︑安全かつ迅速に接種ができるよ
うに準備を進めております︒
現段階では︑国の定める優先順位
に従って接種を行うようになります
が︑最初に 歳以上の高齢者︑次に
基礎疾患を有する方や高齢者施設等
に勤務している方︑そして︑それ以
外の方の順となる見込みであり︑
歳以上の方が対象となります︒
接種時期については︑高齢者への
接種が４月以降となる見込みであり︑
接種費用は無料で︑１回目の接種か
ら一定期間を開けて２回目の接種が
必要となります︒
最初に行う高齢者を対象とした接
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行政情報や災害情報等をお伝えす
るための専用スピーカーの設置作業
は︑要望のあったお宅への設置をほ
ぼ完了いたしました︒設置する日程
の調整が困難なお宅が何軒かありま
すが︑休日の設置等も検討しながら
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雇用の場を創出することにより︑
若者の定住及び地域経済の活性化︑
人口減少の抑制を図るため︑引き続
き誘致活動を実施してまいります︒
今年度は︑大原工業団地第１工区
の造成工事が完了いたしました︒コ
ロナ禍において︑首都圏の企業等へ
の訪問活動が難しい状況ではありま
すが︑企業側の進出判断の検討に必
要な情報の提供や実状に即した提案
を迅速に行いながら︑企業の持つス
ピード感に対応した誘致活動を行っ
てまいります︒また︑宮城県等の関
係機関と緊密に連絡をとりながら︑
企業の要望にきめ細かに対応してま
いります︒現在︑大原工業団地第１
工区への進出を計画されている企業
と︑事業内容や新工場の概要などに
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︻長期総合計画︼
今年度︑副町長︑教育長及び課長
等で構成する﹁長期総合計画策定委
員会﹂を設置し︑各分野における現
状と課題︑基本となる目標や主要施
策など︑現行計画の検証を行ってま
いりました︒また︑町政に対する町
民の皆様の御意見を反映させるため︑
﹁色麻町まちづくりアンケート調
査﹂を実施し︑昨年 月には︑町内
の関係組織や民間企業︑一般町民の
方々等で構成した﹁色麻町長期総合
10

種は︑できるだけ短期間で完了でき
るように﹁集団接種﹂にて実施する
方向で準備を進めており︑接種会場
は保健福祉センターを予定しており
ます︒国からのワクチンの供給状況
やスケジュール等を踏まえ︑加美郡
医師会と連携を図り︑接種日時など
の具体的な内容が確定しましたら︑
皆様にお知らせいたします︒
いたしました︒
現在︑町地域包括支援センターが
中心となり高齢になっても住み慣れ
た地域で生活を継続するために︑要
介護状態の原因となる認知症や運動
機能の低下など地区の状況に合わせ
た地域参加型の介護予防事業を継続
しております︒また︑地域貢献型の
介護予防の取り組みとして介護予防
生活支援サポーターの養成や研修に
取り組んでまいりました︒
これらの取り組みが︑町民の皆様
の介護予防に対する意識を高め︑予
防活動を実施することにより︑要介
護者等の減少と介護給付費の抑制に
つながり︑介護保険制度が維持され
るものと考えております︒

︻高齢者等タクシー助成事業︼
今年度利用助成券を交付した方は
令和３年１月末現在で 人︑交付枚
数は２︐７４０枚︑そのうち利用さ
れたのは１︐３２２枚となっており
ます︒新型コロナウイルス感染症の
影響等で外出を控えている方もいら
っしゃるようですが︑利用された
方々からは︑通院や買物に利用させ
ていただき︑タクシー代の負担が軽
減され大変助かっているなどの御意
見をいただいております︒
新年度も交通手段のない高齢者が
気軽に買物や通院ができる環境と高
齢ドライバーの交通事故防止のため
事業を継続してまいります︒

︻ 加美郡保健医療福祉行政事務組合︼

って退職されることとなりました︒
横山先生には︑住み慣れた自宅で
安心して療養ができる﹁在宅診療﹂
に６年間 時間体制で取り組んでい
ただき︑心から感謝申し上げますと
ともに︑今後益々の御活躍を御期待
申し上げます︒
今年度においては︑公立加美病院
の患者数が新型コロナウイルス感染
への不安から受診控えなどの影響に
より減少し︑厳しい経営状況となっ
ています︒感染拡大が続く中︑患者
数は昨年の４月から５月よりは回復
しつつありますが︑財政状況の改善
等については︑長期的に推移を見守
る必要があると考えております︒

︻教育・保育施設︼

保育を必要とする子どもの保育を
行うことを目的とする施設であり︑
生涯にわたる人間形成に極めて重要
な時期を過ごす場でもあります︒
﹁子ども一人一人の〝笑顔〟を大
切にし︑保護者から信頼され︑地域
に愛される保育所を目指す﹂という
理念のもと︑保育士等が専門性を生
かし︑子どもの健やかな成長を支援
してまいります︒
また︑保護者や地域と連携を図り
ながら︑心身ともに健全で豊かな人
間性を持った子どもを育むよう努め
てまいります︒

︻色麻・清水保育所︼

24

今年度﹁認定こども園基本計画﹂
について︑見直し・再検討の作業を
行いました︒
この中で︑子ども・子育て会議委
員 の 皆 様 か ら は ︑﹁ 子 ど も 達 に と っ
65
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て︑より良い環境や様々な体験が大
切である﹂など︑視察研修の成果等
も踏まえて御意見をいただき︑検討
してまいりました︒
現 在 ︑﹁ 認 定 こ ど も 園 基 本 計 画 ﹂
の最終的な取りまとめ作業を行って
いるところであり︑新しい﹁認定こ
ども園基本計画﹂の計画内容及び計
画に基づく町としての事業実施の方
針等について︑皆様に改めて御説明
をしたいと考えておりますので︑よ
ろしくお願いいたします︒

︻水田農業︼

令和３年は米の消費減少により過
去最大規模の生産調整が求められる
状況であり︑本町の生産の目安は︑
生産量で７︐４８９トン︑面積にし
て１︐４０５ヘクタールと示されま
した︒町農業再生協議会臨時総会で
目安配分方針等を承認いただき︑そ
の後区長・実行組合長・農用地利用
改善組合長合同会議で︑地区別生産
の目安の仮配分を行ったところであ
ります︒
農家の皆様への説明については︑
新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から地区説明会は開催しないこ
ととし︑関係資料の配布とさせてい
ただきました︒
飼料用米等の新規需要米や大豆等
の土地利用型作物︑野菜等の高収益
作物を組み合わせて︑農家の所得向
上に向けて︑関係機関と一体となっ
て取り組みを推進してまいります︒

︻畜産振興︼

従来からの支援策に加えて︑今年
度において︑コロナ禍の影響を抑制
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平成 年４月から公立加美病院の
在宅診療科医長として勤務いただい
ております横山成邦先生が３月をも
26

︻介護保険事業︼
平成 年から開始された介護保険
制度は︑３年を１期とした計画も７
期 年が経過し︑要介護高齢者やそ
の家族を支える制度として定着して
おります︒
現在︑新年度から令和５年度まで
の﹁色麻町高齢者保健福祉計画・第
８期介護保険事業計画﹂について︑
町介護保険運営委員会で審議をいた
だいており︑間もなく完成する見込
みであります︒
この中で︑本町の高齢者人口は令
和２年９月末現在２︐２９９人で︑
団塊の世代の方が 歳となる令和７
年には２︐３４２人になると推計し
ています︒また︑要介護認定者数は
令和２年９月末現在４１７人で︑令
和７年には４２０人とほぼ横ばいと
推計しています︒
これらの推計とこれまでの事業実
績をもとに︑今後の介護保険サービ
ス量や給付費の見込み︑そして新型
コロナウイルス感染症の影響で経済
状況が厳しくなり高齢者の医療費負
担の増加が見込まれているという現
状を踏まえ︑ 歳以上の第１号被保
険者の介護保険料の基準額を現行の
月額５︐６００円に据え置くことと
21
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︻養鶏場の悪臭対策︼

町内の中小企業の皆様は︑コロナ
禍の影響により︑従来にも増して厳
しい経営状況が続いております︒こ
れまでも経営の安定化への支援を行
っており︑それに加えコロナ禍によ
る売上減少対策として︑経営継続支
援金の交付等の支援策を実施してま
いりました︒その影響はいまだに続
いていることから︑新年度において
も︑事業者の皆様の経営支援並びに
地域経済の活性化につながるよう支
援策を実施してまいります︒

︻商工業振興対策︼

するために経営継続支援を行いまし
ましたので︑被害を受けた農家の皆
た︒子牛価格はコロナ禍以前の水準
様への説明会を３月１日に開催した
に戻りつつありますが︑畜産は︑本
ところであります︒
町の農業経営の主要作目であります
各農家の皆様の状況に応じ︑一日
ので︑今後も経営の安定化に向けて
も早く経営再建できるよう支援に努
支援を行ってまいります︒特に︑新
めてまいります︒
年度は︑令和４年度開催の全国和牛
︻圃場整備事業︼
能力共進会鹿児島大会に向けての支
援にも取り組んでまいります︒
月崎・清水地区については︑令和
４年度採択に向けて調査及び計画作
︻放射能汚染牧草処理︼
成に取り組んでおります︒
東日本大震災から 年が経過しよ
中嶋・上高城地区については︑今
うとしている中で︑いまだに６００
年度までに地区内でのアンケート調
トン以上が残っています︒今なお保
査を実施するなどして︑地域の活性
管していただいている畜産農家の
化構想策定に取り組んでまいりまし
方々の負担軽減のためにも︑農地へ
た︒引き続き︑地区内での打合せを
のすき込み処理を進めてまいります︒ 行い︑検討していく予定となってお
ります︒

︻有害鳥獣対策︼
今年度において︑約 キロメート
ルのワイヤーメッシュ柵を地区の皆
様方の御協力により設置することが
できました︒
新年度も引き続き広域的に侵入防
止柵を設置する計画としております︒
また︑捕獲に携わる方々の増員のた
め︑狩猟免許取得助成を実施してお
りますが︑制度の更なる拡充に努め
ます︒
今後も︑鳥獣被害対策アドバイザ
ーからの専門的な指導・助言をいた
だきながら︑効果的な有害鳥獣対策
の推進に取り組んでまいります︒

︻ 大雪による農業施設被害対策︼

回し︑また︑周辺の方などから情報
提供をいただきながら採取のタイミ
ングを計っておりますが︑今年度に
おいては︑採取にまで至らず臭気測
定が実施できていない状況となって
おります︒
臭気の採取には︑天気︑風向︑気
温︑時間帯など種種の条件が大きく
影響し︑大変難しい状況であり︑今
年度内に臭気測定が実施できるかど
うかは不確定でありますが︑継続し
て巡回等を実施し︑採取に向けて取
り組んでまいります︒
新年度においても引き続き臭気測
定実施のための予算を計上し︑悪臭
の解消に向け努力してまいります︒

︻教育の基本方針︼

﹁色麻町の恵まれた自然の中で︑
未来に向けて志を高くし︑心身とも
に健やかな人間の育成と︑潤いと活
力に満ちたふるさとづくりを目指し
て︑本町の未来を展望しながら︑町
民の生涯にわたる学習の充実に努め
る﹂を色麻町教育方針として︑新年
度も感染症対策を徹底し︑学校教育︑
社会教育の充実に努めてまいります︒

︻学校教育︼

新年度から教育委員会事務局に︑
専門的教育職員として小学校校長経
験者を指導主事として１人配置いた
します︒保育活動︑学習指導︑教育
相談︑教職員の研修︑関係機関との
連絡調整などについて︑これまで以
上に手厚い支援が可能となることで︑
幼稚園教育︑学校教育のさらなる充
実に寄与できるものと考えておりま
す︒

８年目を迎える小中一貫校色麻学
園については︑９年間の義務教育の
中で︑小中一貫校の特色を生かし︑
これまで進めてきた確かな学力︑豊
かな人間性︑健康・体力等のバラン
スのとれた﹁生きる力﹂を育むこと
を基盤に︑高い志や意欲を持った自
立した児童生徒を育てる質の高い教
育環境の充実に努めてまいりました︒
新年度は︑さらに学力向上対策と
して︑小学校・中学校ともに︑町独
自の標準学力調査をこれまでよりも
回数を増やし実施いたします︒また︑
小学校では子供たちが輝くクラスづ
くりのための総合質問紙調査も実施
し︑学力向上と総合的な児童生徒理
解の充実に取り組んでまいります︒
ＩＣＴ教育については︑新年度か
ら小学校・中学校で１人１台のタブ
レット端末の本格運用を開始します︒
豊かな学びを保障し︑新学習指導要
領にある﹁主体的・対話的で深い学
び﹂の実現のため︑タブレット端末
を積極的に活用できるよう支援して
まいります︒

︻不登校対策︼

スクールソーシャルワーカーにつ
いては︑新年度においても引き続き
配置し︑児童生徒が抱える様々な問
題等に対し︑不安を解消し心の健康
を支援するとともに教育環境の充実
に努めます︒また︑いじめや不登校
対策の未然防止と解消に向けて︑心
の育成にも取り組んでいるところで
す︒
子ども達の多岐にわたる相談に応
じるため︑心のケアハウスやいじめ
問題対策連絡協議会など関係機関と

4

2021.４月号

広 報 しかま

shikama@town.shikama.miyagi.jp

Eメールアドレス

10

41

令和元年度から町独自に臭気測定
昨年 月からの大雪による被害で
を実施し︑その検査結果を基に県保
ありますが︑パイプハウスを中心と
健所と本町が企業側に対し︑悪臭対
して 棟の被害が確認されています︒ 策の改善を促すこととしております︒
農林水産省からその支援策が示され
臭気採取に当たっては︑職員が巡
12

59

連携しながら更なる強化を図ってま
開催してきましたが︑今年度に成人
クササイズとして注目を集めており︑
いります︒
式実行委員として御協力をいただい
辛いトレーニングや運動とは違い︑
た方や新成人の保護者の方々︑教育
ラテンの陽気な音楽にのり︑楽しく
︻幼稚園教育︼
委員︑社会教育委員などの皆様から
踊って心肺機能を向上させ︑気分が
子ども達が健康で明るく元気に育
御意見をいただき︑今後の成人式は
沈みがちなコロナ禍の中にあっては
つことができる教育環境を維持し︑
冬の開催といたしましたので︑御理
最適な教室と考えております︒
さらに発展させることができるよう︑ 解を賜りますようお願い申し上げま
今後も︑身体を動かすことが習慣
心豊かでキラリと輝けるような色麻
す︒
化できるように体育振興に努めてま
らしい幼児教育の取り組みを進めて
いります︒
︻結婚支援事業︼
まいります︒また︑保育との一体化
︻町道等整備︼
についても準備を進めてまいります︒
現在︑結婚支援員による支援活動
を行っております︒具体的には結婚
町道等の整備について︑各地区か
︻学校給食︼
支援員会議を毎月第一土曜日に開催
ら数多くの要望が寄せられており︑
地場産食材の活用などを通してふ
し︑支援員が持っている情報を共有
経年劣化やこの冬の大雪による路
るさとに愛着を持ち︑食に対して感
しながら支援活動を行っているとこ
面・側溝等の損傷が多く︑道路維持
謝の心を育んでいけるよう﹁子ども
ろです︒
修繕事業と既に着手した継続事業を
達の笑顔があふれる美味しい給食﹂
今年度︑新たに５人の男性から登
優先的に実施している状況でありま
の提供に努めてまいります︒
録をいただき︑登録者数は男性 人︑ す︒
給食費軽減事業については︑新年
女性３人となっており︑会員の中か
道路改修事業の新年度の主な事業
度も軽減率 ％を維持します︒
ら４組のマッチングを行いました︒
としては︑上郷本郷線の舗装工事︑
また︑昨年３月に実施した﹁カッ
北大地区側溝工事などを予定してお
︻成人式︼
プリングライブパーティー しか
ります︒
ま﹂を契機として︑参加者の１組が
また︑橋梁の整備事業では︑老朽
今年１月に入籍いたしました︒
化対策として橋梁点検委託業務及び
なか の き
今後は︑感染症対策に努めながら︑ 中野岫橋架替工事を予定しており︑
小規模イベントやマッチングを行う
安全確保に努めてまいります︒
など︑出逢いめぐり逢いを大事にし
河川維持事業については︑普通河
た結婚支援活動を行ってまいります︒ 川現況調査を実施し︑堆積した河道
の土砂の堆積状況を把握し︑河川の
︻体育振興︼
浚渫事業を進め︑住民生活の安心・
安全に努めてまいります︒
次に︑王城寺原補償工事事務所が︑
新年度に予定している花川水系用水
対策事業の本町関係分は︑八原溜池
掘削工事︑花川１・２号貯水池改修
工事実施設計と伺っておりますが︑
更に事業促進を図るよう要望してま
いります︒
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１月 日町民体育館において令和
２年度成人式を行いました︒今年度
の新成人は男性 人︑女性 人の計
人で︑当日は男性 人︑女性 人︑
計 人が出席しました︒
新型コロナウイルス感染症の対策
として︑夏の開催を延期し︑約半世
紀ぶりに冬の開催となりました︒
男性はスーツに身を包み一段と
凜々しさが感じられ︑女性は振袖姿
で式典に華を添えていただきました︒
式典の最後には︑出席した新成人
全員からコロナ禍の中︑無事に成人
式が開催できたことに対し︑感謝の
言葉が寄せられるサプライズもあり
ました︒
これまで︑本町では夏に成人式を

今年度︑町内の方を講師に招き︑
小学生を対象としたスケートボード
教室を２回開催したところ︑ 人の
参加がありました︒約２時間程度の
教室では︑基本的な乗り方から少し
高度な技にも挑戦していました︒
新 年 度 は ︑﹁ ズ ン バ ダ ン ス 教 室 ﹂
を予定しています︒ズンバダンスは︑
エアロビクスの要素を取り入れたエ

︻実弾射撃訓練の分散実施︼

米軍による沖縄県道１０４号線越
え実弾射撃訓練の分散実施でありま
すが︑日米共同訓練等も含め︑現在
のところ明確な実施内容は示されて
おりません︒
今後︑訓練が実施されることも想
定されることから︑宮城県及び地元
３町村が緊密に連携を図り︑随時︑
的確な情報提供を求めながら︑町民
皆様の安全対策等に万全を期し適切
に対応してまいります︒

︻下水道事業︼

下水道は︑水洗化による生活環境
の改善と水質保全により︑衛生的で
文化的なまちづくりを支える重要な
施設であることから︑下水道への接
続がまだ済んでいない家庭への下水
道利用を推進し︑今後も下水道の普
及に努めてまいります︒
また︑下水道施設の善良な維持管
理のため︑下水道事業の公営企業法
適用に伴う移行事務及び固定資産調
査︑色麻浄化センター改修に必要な
ストックマネジメント実施計画につ
いても進めてまいります︒

︻水道事業︼

特定防衛施設周辺整備調整交付金
等を財源として︑町内水道老朽施設
の更新工事等を行っております︒
新年度の事業については︑大原工
業団地第１工区が完成したことから︑
地区住民への飲料水の安定供給のた
め︑八原地区に井戸の増設及び導水
管等の布設工事︑清水地区配水管布
設替工事を予定しております︒

インターネットホームページアドレス https://www.town.shikama.miyagi.jp/
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町林野事業作業員の募集

午前８時

町では︑会計年度任用職員︵林野事
業作業員︶を募集します︒
任用の決定については︑応募された
方の中から選考︵書類及び面接審査な
ど︶を行い︑通知します︒
任用期間
６月１日〜令和４年３月 日︵再度
の任用有︶
予定報酬額
月額２１８︐４９０円︵賞与有︶
勤務場所・内容
産業振興課・町有林︑林道︑作業道
等の維持管理業務
勤務時間・日

分から午後５時まで︵１日７時間︶

︵３月

日付け︶

弘行 警部補
千哲 巡査長

総務課 ☎

２１１１

月〜金曜日︑週５日
応募資格
普通自動車免許の資格を有する方
受付期間
４月１日㈭〜 日㈭
申込方法
町ホームページに掲載している履歴
書︵総務課でも配布しております︶に
必要事項を記入し︑総務課総務係まで
お申し込みください︒なお︑提出いた
だいた履歴書は返却いたしませんので︑
ご了承ください︒

問い合わせ先

お世話に
なりました

四 釜 駐 在 所 長 國井
石山

王城寺原駐在所長

6
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★色麻町議会の調査及び公聴会の出
頭又は参加者等に対する費用弁償
支給条例の一部改正について
★令和２年度色麻町一般会計補正予
算︵第 号︶
歳入歳出予算の総額から九千二
百万五千円を減額し︑歳入歳出予
算総額五十三億五千九百二十三万
四千円になりました︒

の人員及び運営に関する基準等を
定める条例の一部改正について
★色麻町指定介護予防支援等の事業
の人員及び運営並びに指定介護予
防支援等に係る介護予防のための
効果的な支援の方法に関する基準
を定める条例の一部改正について
★色麻町指定地域密着型サービスの
事業の人員︑設備及び運営に関す
る基準を定める条例の一部改正に
ついて
★色麻町指定地域密着型介護予防サ
ービスの事業の人員︑設備及び運
営並びに指定地域密着型介護予防
サービスに係る介護予防のための
効果的な支援の方法に関する基準
を定める条例の一部改正について
★町の境界変更について
★境界変更に伴う財産処分の協議に
ついて
★色麻町道路線の変更について
★色麻町道路線の認定について
★色麻町長期総合計画の基本構想及
び基本計画の策定について

★令和２年度色麻町一般会計補正予
算︵第 号︶
歳入歳出予算の総額に九百十七
万九千円を増額し︑歳入歳出予算
総額五十三億六千八百四十一万三
千円になりました︒

◇歳出の主なもの
・持続的生産強化対策事業補助金
八百十九万七千円

15

◇歳出の主なもの
・農地集積・集約化対策事業補助金
一千七百五十三万四千円の増
・大原２号線舗装工事費
四百万円の減
・事業継続支援金
三百六十五万円の減
★奨学資金貸付基金特別会計
百五十万七千円の増
★国民健康保険事業特別会計
四十九万円の減
★後期高齢者医療特別会計
七百十一万一千円の減
★介護保険特別会計
三千三十二万八千円の減
★下水道事業特別会計
五百二万三千円の減
★水道事業会計
収益的収入及び支出二万円の増
★色麻町特別職の職員で常勤のもの
の給与及び旅費に関する条例の一
部改正について
★色麻町手数料条例の一部改正につ
いて
★色麻町介護保険条例の一部改正に
ついて
★色麻町指定居宅介護支援等の事業

30

工事に伴う断水等も想定されます
が︑安定した飲料水の供給に努めて
まいりますので︑御理解と御協力を
お願い申し上げます︒
むすび
新型コロナウイルス感染症が猛威
を振るい︑いまだに終息の目処が立
っておりません︒また︑ゲームチェ
ンジャーとなるべくワクチン接種に
ついても︑まだまだ不透明な状況で
あります︒
引き続き各種施策を講じた上で︑
町民皆様には自らの健康に御留意い
ただくことによって︑長期戦に備え
た対策になるのではないかと考えて
おります︒
こうした中で︑令和３年度は第５
次長期総合計画の初年度となり︑前
計画の検証結果やアンケート調査の
結果を踏まえ︑住民の生活基盤とし
て不可欠な施設の老朽化対策や企業
誘致などの諸施策を優先的に推進す
る必要があると考えております︒
今後も︑長期総合計画の基本理念
として掲げた﹁自然を愛し︑人が輝
き︑夢のある持続可能なまちづく
り﹂実現のため︑全力で政策課題に
取り組んでまいりますので︑町議会
並びに町民皆様の御指導と御支援を
お願い申し上げます︒

議決された主な内容
■議案
★和解及び損害賠償の額を定めるこ
とについて

65
−

shikama@town.shikama.miyagi.jp

Eメールアドレス
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動動
異

■定年退職■
︵３月 日付︶

長い間
お世話になりました

籠

宏

総務課付課長
加美郡保健医療福祉行政事
務組合派遣

堀

浦
坂

山
恵

真

子

子

治

産業振興課長兼愛宕山公園
管理事務所長

早

子育て支援室長
清水保育所次長兼保育士

後

福
会計課主事

浅

宏

美

嶋
美智子
千

恵

野

学校給食センター主幹

︵３月 日付︶

仁

のの
■再任用任期満了■

藤

員員
職職
町町
佐々木

色麻幼稚園幼稚園教諭

木

︵３月 日付︶

■ 任期付職員任期満了■
鈴

色麻幼稚園園長

俊

光

◆ 配置替え ◆
︵４月

日付︶

１

総務課
▽総務課長補佐兼財政係長
選挙管理委員会事務局主任併任
但馬健太︵総務課主幹兼財政係長︶
▽主査 早坂周太郎︵総務課主事︶
▽主事 白井玲未︵町民生活課主事︶
▽主事 髙橋宇宙︵新規採用︶
︽加美郡保健医療福祉行政事務組合へ
派遣︾
▽課長 井上勝美︵町民生活課長︶
▽課長補佐 藤原 貴︵子育て支援室
次長兼係長︶
町民生活課
▽課長 今野和則︵教育総務課長兼学
校給食センター所長︶
▽主査 鶴谷千恵︵町民生活課主事︶
▽主事 佐藤季星︵新規採用︶
税務課
︽宮城県地方税滞納整理機構へ派遣︾
▽主事 原田有汰︵産業振興課主事︶
産業振興課
▽課長兼愛宕山公園管理事務所長
山田栄男︵農業委員会事務局長︶
▽副参事兼農業振興対策係長 浦山真
治︵再任用︶
▽農政係長兼商工観光係長 板垣知広
︵産業振興課主査︶
▽主事 但馬朋徳︵新規採用︶
▽愛宕山公園管理事務所係長 北舘清
喜︵社会教育課体育振興係長兼公民
館総務係長兼指導係長兼農村環境改
善センター管理係長︶

建設水道課
▽技術主査 大山匡貴︵建設水道課技
師︶
▽技師 黒木洋介︵新規採用︶
保健福祉課
▽課長補佐兼介護保険係長 今野 稔
︵総務課付課長補佐 加美郡保健医
療福祉行政事務組合へ派遣︶
▽主事 佐々瑞貴︵町民生活課主事︶
子育て支援室
▽室長 今野 健︵保健福祉課長補佐
兼介護保険係長︶
▽副参事 堀籠 宏︵再任用︶
▽係長兼保健師 木船亜希子︵子育て
支援室主査兼保健師︶
会計課
▽主査 大久保さおり︵会計課主事︶
▽主事 栁川奈緒子︵総務課主事︶
色麻保育所
▽主査兼保育士 高橋愛美︵清水保育
所保育士︶
▽主査兼保育士 竹荒育未︵色麻保育
所保育士︶
清水保育所
▽次長兼保育士 本田美紀︵清水保育
所副参事兼主任保育士︶
▽主査兼保育士 横田麻美子︵色麻保
育所主査兼保育士︶
▽保育士 後藤仁子︵再任用︶
▽保育士 今野はるか︵色麻幼稚園幼
稚園教諭︶
農業委員会
▽事務局長 髙橋康起︵総務課長補佐
選挙管理委員会事務局主任併任︶
教育総務課
▽課長兼学校給食センター所長 竹荒

弘︵教育総務課長補佐兼総務係長兼
学校教育係長︶
▽主幹兼総務係長兼学校教育係長 大
泉信也︵産業振興課主幹兼農業振興
対策係長︶
社会教育課
▽課長補佐兼体育振興係長兼社会教育
係長兼生涯学習係長兼公民館副館長
兼総務係長兼指導係長兼農村環境改
善センター副所長兼管理係長 小田
島浩美︵社会教育課長補佐兼社会教
育係長兼生涯学習係長兼公民館副館
長兼農村環境改善センター副所長︶
▽主査兼公民館主査兼農村環境改善セ
ンター主査 遠藤愛実︵社会教育課
主事兼公民館主事兼農村環境改善セ
ンター主事︶
▽主事兼公民館主事兼農村環境改善セ
ンター主事 若生 諒︵総務課主事︶
▽主事兼公民館主事兼農村環境改善セ
ンター主事 石原佑果︵産業振興課
主事︶
▽主事兼公民館主事兼農村環境改善セ
ンター主事 小関竜之介︵新規採用︶
色麻幼稚園
▽園長︵任期付︶ 澁谷尚男︵新規採
用︶
▽幼稚園教諭 鎌田有里︵清水保育所
保育士︶
学校給食センター
▽主幹 佐々木朝男︵再任用︶︵愛宕
山公園管理事務所主幹︵再任用︶︶
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課及び
町民生活
らせ
の
ら お知
税務課か

窓口業務の時間を延長します

町では、住民サービス向上の一環として、４月１日より証明書発行窓口の時間延長を行います。
時
日
場

間：午後５時15分から午後７時まで
程：毎月第２・４水曜日
（祝日の場合は閉庁します）
所：町民生活課及び税務課

問い合わせ先

取扱業務●住民票の写し、戸籍（除籍・改製原戸籍）
謄・抄本の発行
●印鑑登録及び印鑑登録証明書の発行
●マイナンバーカードの申請・交付・更新
（要予約）※最終受付時間は午後６時45分です
●税関係証明書の発行
※その他の手続に関しましてはご相談ください。

町民生活課 ☎65−2156

今月の窓口延長日は14日と28日です。

窓口手数料を改定いたします
社会情勢の変化や適正な受益者
負担を確保するため、４月１日
より手数料を改定します。
ご理解とご協力をお願いいたし
ます。

改正前の額 改正後の額

担当課

証明書の種類

町民生活課

住民票の写し、戸籍の附票
の写しなど
印鑑登録証明書

税

務

課

農業委員会

所得・課税証明書など

２５０円

３００円

固定資産関係証明書など
軽油免税証明書など

福祉、農業振興などに関する証明書

春の交通安全
県民総ぐるみ運動が
実施されます
運動期間

４月６日（火）から15日（木）までの10日間
交通事故死ゼロを目指す日

４月10日（土）

運動重点
❶子供と高齢者を始めとする歩行者
の安全の確保
❷自転車の安全利用の推進
❸歩行者等の保護を始めとする安全
運転意識の向上
❹飲酒運転の根絶

４月１日施行 自転車安全利用条例

自転車利用者の

（未成年者の場合は保護者）

自転車損害賠償保険等の
加入が義務になります！！
そのほか、自転車利用者の責務は以下の通
りです。
・道路交通法の遵守、他人に迷惑を及ぼさな
い。
・歩行者への安全配慮、ヘルメットの着用
・自転車の定期的点検と必要な整備

一度、保険の加入状況の確認をお願いし
ます。
詳しくは、県のホームページをご覧くださ
い。
問い合わせ先

宮城県

交通ルールの遵守と正しい
交通マナーの実践を習慣付け、
交通事故を防止しましょう。
Eメールアドレス

県総合交通対策課
☎022−211−2438

shikama@town.shikama.miyagi.jp

自転車条例
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狂犬病予防注射のお知らせ
狂犬病予防注射のお知らせ

令和３年度狂犬病予防集合注射を下記のとおり実施いたします。
日程の都合が悪く、かかりつけの動物病院や獣医師において接種を受けた場合は、病院等で交付された
狂犬病予防注射済証を町民生活課にお持ちください。注射済票（550円）を交付いたします。
月

日

５月11日
（火）

５月12日
（水）

行 政 区
向
町
二 反 田
袋
大
原
北
大
南
大
伝八・除
道
命
一 の 関
上
郷
王 城 寺
花川沢口
下 高 城
上 高 城
清
水
高
根
平
沢
小 栗 山
鷹
巣
志
津
吉
田
上 黒 沢
新
田
下 黒 沢
宿

会

場

時

間

向町集会所

９：05〜 ９：15

袋生活共同利用センター
大原農村公園
北大集会所
南大村生活共同利用センター
伝八集会所
道命集会所
一の関集会所
上郷集会所

９：25〜 ９：35
９：40〜10：00
10：05〜10：20
10：25〜10：35
10：45〜10：55
11：00〜11：15
11：20〜11：30
13：05〜13：15

王城寺花川沢口集会所

13：20〜13：40

下高城多目的研修集会施設
上高城集落センター
色麻町コミュニティセンター

９：05〜 ９：15
９：20〜 ９：30
９：35〜 ９：45

高根農業担い手センター

９：50〜10：00

小栗山集会所
鷹巣集落センター
志津多目的研修集会施設
吉田生活共同利用センター
上黒沢集会所
新田集落センター
下黒沢生活共同利用センター
色麻町役場車庫

10：05〜10：15
10：20〜10：30
10：35〜10：45
10：50〜11：00
11：05〜11：10
11：15〜11：25
11：30〜11：40
13：05〜13：35

給食費（学校・幼稚園）軽減のお知らせ
町では、子育て支援の一環として色麻小学校及び色麻中学校の児童生
徒、色麻幼稚園の園児の給食費の軽減事業を引き続き実施いたします。安
心して子育てができる教育環境を整え、さらなる子育て支援に努めてまい
ります。
（一食単価）

通常単価

軽減後

小学校

２８７円

２４３円

中学校

３４４円

２９２円

幼稚園

２５９円

２２０円

学校給食センター

２．手数料
①新規に犬を飼い始めた方（未登録）
6,150円（１頭あたり 登録料
3,000円、注射料3,150円（注
射済票含む））
②登録済みの犬を飼っている方
3,150円（注射済票含む）
３．その他
①当日は時間厳守の上、釣り銭の
無いようにお願いします。
（開始時間について、多少遅れ
る場合もありますのでご了承願
います。）
②注射の際は、犬をしっかり押さえ
られる方が連れてきてください。
③注射会場での犬の糞の始末は、
飼い主の責任で行ってください。
問い合わせ先
町民生活課 ☎65−2156

小学校入学祝金支給
のお知らせ
町では、次代を担う子どもが心身と
もに健やかに育つことができるよう第
３子以降のお子さんが小学校に入学し
たことをお祝いし、小学校入学祝金を
支給しています。
該当する児童保護者の方へは、別途
通知いたします。
○祝金額

○軽減額 本来保護者が負担すべき給食費の一食単価の15％を軽減。
○手続き 給食費から軽減額を差し引いた金額を徴収しますので、保護者
の方の手続きは必要ありません。

問い合わせ先

１．日程及び場所
５月11日（火）・12日（水）
（時間と場所は必ず確認してください）

☎66−2551

一人あたり

30,000円

問い合わせ先
教育総務課

☎65−2212

スクールバス利用料の一部軽減のお知らせ
○対

象：色麻小学校及び色麻中学校に同時に就学してい
る児童生徒の範囲（小学生、中学生に限る。）
において、第３子以降が利用する方
○手続き：保護者の方が手続きをする必要はありません。

問い合わせ先

9
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○軽減額：第３子以降のお子さんについて無料となります。
（月単価）

通常利用料

軽減後

小 学 校

3,000円

無

料

中 学 校

3,000円

無

料

インターネットホームページアドレス https://www.town.shikama.miyagi.jp/

978万円 の使い道
歳出
商工費
1億1,720万円
（2.8％）

議会費
9,473万円
（2.3％）

41億6,978万円

消防費
1億6,588万円
（4.0％）

土木費
3億7,978万円
（9.1％）

759万円
（0.2％）

諸支出金

160万円
（0.0％）

労働費

7万円
（0.0％）

災害復旧費

1万円
（0.0％）

増となったもの

衛生費
3億3,372万円
（8.0％）
公債費
3億3,447万円
（8.0％）

予備費

令和３年度の色麻町一般会計
の当初予算は、41億6,978万円
で前年度対比4.8％の増となりま
した。
歳入の構成をみますと、地方
交付税が46.7％、町税が15.2％
となっており、自主財源の割合
は28.6％、依存財源の割合は
71.4％となっています。
歳出では、前年度当初予算と
比べて増減の大きいものを示し
ますと次のとおりです。

○総務費

9,757万円の増額 18.1％増

民生費
11億4,939万円
（27.6％）

（選挙費）

○農林水産業費

4,223万円の増額 10.7％増

歳出

（林道等法面工事）
（青野〜岳山線改良工事）

○消防費

3,496万円の増額 26.7％増

（防災行政無線（移動系）デジ
タル化改修工事）

総務費
6億3,542万円
（15.2％）

農林水産業費
4億3,685万円
（10.5％）

減となったもの

教育費
5億1,307万円
（12.3％）

○民生費

1,929万円の減額 1.7％減

（児童手当）

○衛生費

1,906万円の減額 5.4％減

（大崎地域広域行政事務組合
負担金等）

・農村環境改善センターの管理運営に
1,134万円
・愛宕山公園の管理運営に 1,667万円
・農業伝習館の管理運営に 2,037万円
・農業集落排水（下水道）の整備に
5,458万円
・造林事業（補植、除伐等）に
1,243万円
・林道の維持に
3,372万円
・林産事業（間伐材）に
2,476万円

商

工

費

・商工会補助金に
570万円
・中小企業振興資金に
4,127万円
・平沢交流センターの管理運営に 6,516万円

土

木

・町道の維持管理に
・橋梁の維持管理に
・大原２号線舗装に
・河川の維持に
・町営住宅の管理に
・公共下水道の整備に

消

防

費
2,930万円
791万円
4,274万円
1,347万円
4,532万円
2億150万円

費

・消防施設の整備（大崎地域広域行政
9,358万円
事務組合負担金）に
4,565万円
・災害対策に

Eメールアドレス

shikama@town.shikama.miyagi.jp

教

育

費

・児童生徒の送迎に
4,397万円
・色麻小学校の管理運営に 4,533万円
・色麻中学校の管理運営に 4,606万円
・色麻幼稚園の管理運営に
1億1,082万円
・幼稚園児の送迎に
2,165万円
・社会教育に
4,362万円
・公民館事業に
1,162万円
・町民体育館の管理に
1,862万円
・学校給食センターの管理運営に
9,456万円

広 報 しかま
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一般会計予算

一般会計予算の構成

特別会計

配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
交通安全対策特別交付金
利子割交付金

法人事業税交付金
700万円
（0.2％）
環境性能割交付金
869万円
（0.2％）

工業団地整備事業
730万円

自主財源
100万円
（0.0％）11億9,057万円
100万円
（0.0％）
090万円
（0.0％）
（28.6％）

030万円
（0.0％）

国有提供施設等
所在市町村助成交付金
3,600万円
（0.9％）

地方消費税
交付金
1億5,100万円
（3.6％）

護 保 険
7億8,337万円

依

県支出金
2億2,650万円
（5.4％）

介護サービス事業
201万円
下 水 道 事 業
3億6,239万円

町債
2億5,620万円
（6.1％）

源

歳入
地方交付税
19億4,586万円
（46.7％）

財

使用料及び
手数料
7,098万円
（1.7％）

源

財産収入
4,550万円
（1.1％）

依存財源
29億7,921万円
（71.4％）

道 事 業
1億9,314万円

財

繰入金
3億671万円
（7.4％）

存

国庫支出金
2億4,803万円
（6.0％）

主

町 税
6億3,298万円
（15.2％）

地方譲与税
8,473万円
（2.0％）

後期高齢者医療
7,672万円

諸収入
1億131万円
（2.4％）

自

地方特例交付金
1,200万円
（0.3％）

国民健康保険事業
7億8,820万円

水

41億6,978万円

歳入

奨学資金貸付基金
1,408万円

介

41億6,

寄附金
100万円
（0.0％）

分担金及び負担金
209万円
（0.1％）

繰越金
3,000万円
（0.7％）

主な使いみち
総

務

費

・広報しかま等の発行に
・公共施設の管理等に
・地区集会所整備に
・交通安全対策に
・情報通信関係経費に
・地域おこし協力隊事業に
・有線放送施設の管理等に
・選挙に

民

生

375万円
4,016万円
5,542万円
166万円
1,190万円
199万円
1,697万円
1,332万円

費

・郡保健医療福祉行政事務組合負担金に
2億5,000万円
1,809万円
・町社会福祉協議会補助金に
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・老人福祉に
1億5,812万円
・国民健康保険対策に
5,121万円
・心身障害者医療対策に
1,504万円
・障害者福祉に
1億4,917万円
・後期高齢者医療対策に
8,843万円
・児童手当等の支給に
1億80万円
・色麻保育所の管理運営に 9,847万円
・清水保育所の管理運営に 8,500万円
・乳幼児及び児童の医療費助成に
3,413万円
・子育て支援に
1,024万円
・学童保育に
2,095万円

衛

生

・予防医療（検診等）に

費
6,582万円

714万円
・環境衛生に
308万円
・患者送迎に
・保健福祉センターの管理運営に 3,217万円
・地域活動支援センターの管理運営に 730万円
・し尿、じん芥、粗大ごみ処理場等の
1億7,551万円
運営に
・個別排水（下水道）の整備に 1,515万円

農林水産業費
・農業の振興に
3,130万円
・畜産の振興に
441万円
・保野川ダムの管理に
1,093万円
・多面的機能支払交付金事業に
6,808万円
・生産調整対策に
2,093万円

インターネットホームページアドレス https://www.town.shikama.miyagi.jp/

狙いをさだめてお菓子を当てよう！〜ホワイトデーイベント〜
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712万円

町内関係組織や民間企業︑町
民の方々で構成された長期総合
計画検討委員会の阿部会長より︑
町の今後 年間のまちづくりに
対する提言書が提出されました︒
提言書は︑町の現状や将来像︑
その実現のための具体的なアイ
ディアや意見がテーマ別に集約
さ れ て お り ︑ 阿 部 会 長 は ︑﹁ こ
のような意見交換の場が︑継続
的に持たれ︑次期計画策定まで
に︑より多くの意見と議論が積
み上げられることを要望しま
す︒﹂と話されました︒早坂町
長は﹁持続可能な行財政運営︑
そして夢や希望の持てるまちづ
くりとなるよう町民の皆さんと
共に取り組んでまいります︒﹂
と述べました︒

大原地区の佐々木郁二さんが︑
３月 日︑満１００歳の誕生日
を迎えられ︑早坂町長と色麻町
社会福祉協議会髙橋会長から︑
お祝いの花束や敬老祝い金が贈
られました︒
これからもお元気でお過ごし
ください︒

佐々木郁二さん〜
13

︽問い合わせ先︾
教育総務課 ☎

２２１２

新型コロナウイルスの感染拡大が
終息しないことを踏まえ︑参加生徒
の安全面を考慮し︑令和３年度にお
いては︑色麻町中学生海外派遣研修
を中止とさせていただきます︒
ご理解いただきますよう︑よろし
くお願いいたします︒

令和３年度色麻町中学生海
外派遣事業中止のお知らせ

100歳おめでとう〜敬老祝い金

町新型コロナウイルス感染症
対策本部から

町主催のイベント等・公共
施設の使用制限について

宮城県の﹁緊急事態宣言﹂の発出
を受けていることをふまえ︑町民︑
特に高齢者や持病を持つ方が感染し
た場合の重症化を考慮し︑４月 日
まで開催を見合わせることとします︒
併せて︑町内の公共施設等の利用
の中止︑又は使用を制限しておりま
すので︑お知らせします︒ただし︑
今後の状況によっては︑制限の延長
などが考えられますので︑有線放送︑
ホームページでお知らせしていきま
す︒
町民の皆様におかれましては︑引
き続き︑不要不急の外出︑定期的な
換気︑外出時のマスク着用︑手洗い
の徹底をお願いします︒

11

12
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shikama@town.shikama.miyagi.jp

Eメールアドレス

▲ゲームのあとは記念撮影

３月 日︑町デイサービスセ
ン タ ー で ︑﹁ ホ ワ イ ト デ ー ﹂ の
イベントが開催されました︒内
容 は ︑﹁ マ ト ︵ 的 ︶ あ て ゲ ー
ム﹂で︑ボードに貼られたカー
ドに的を当てることができれば
好きなお菓子をもらえるもので︑
欲しいカードに何とか当てよう
と色々工夫しながら楽しんでい
ました︒
利用者の方は︑﹁ここに来て︑
皆さんの顔をみながら話をする
のがとても楽しいし嬉しい︒﹂
と話していました︒
管 理 者 の 黒 田 さ ん は ︑﹁ 利 用
者様に楽しんでいただけるよう
月２回行事を企画しています︒
今後も︑利用者様の笑顔のため︑
新型コロナ対策を講じながら︑
安全・安心なサービスを提供し
ていきます﹂と話していました︒

65

−

ま ち の

Shikama Topics

町民と共に夢のあるまちづくりを目指して〜提言書を町へ提出〜
10
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35
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高齢者等タクシー利用助成のお知らせ

問い合わせ先
保健福祉課 ☎66−1700

◆助成対象
移動手段の確保が困難な在宅の高齢者に対し、経
⑴満80歳以上の方で一人暮らしの方や、同居する世
済的負担を軽減するとともに、高齢者等の社会参加
帯員全員が80歳以上もしくは18歳未満の方などが
を促進し、元気で生きがいのある生活を送ることが
対象です。また、同居家族の長期入院や抱える持
できるよう令和３年度もタクシー利用料金の一部を
病の内容によっては、助成対象となる場合があり
助成します。
ますので、詳しくは、保健福祉課まで問い合わせ
４月１日から受付を行いますので、助成を希望さ
ください。
れる方は、保健福祉課にて申請手続きをお願いいた
します。
◆助成金額
なお、令和２年度に交付された利用助成券は使用
できませんので、再度、申請手続きをお願いします。
利用助成券 24,000円分（500円×48枚綴り）
（※年度途中の申請は、月割り交付となります。）

固定資産税に関する
縦覧・閲覧について
固定資産税
に関する縦覧・閲覧について
町内に土地、家屋を持っている納税者は、自分が所有している資産と他の資産との比較により、自分の資産の
評価額が適正かどうか確認することができます。（ただし、他の固定資産の評価内容の詳細を開示するものでは
ありません。）
１．土地・家屋等縦覧帳簿の縦覧
⑴土地価格等縦覧帳簿
・所在 ・地番 ・地目 ・地積
⑵家屋価格等縦覧帳簿
・所在

期

間

場 所
対 象
手数料

13

・家屋番号

・構造

・評価額

・床面積

・評価額

４月１日〜５月25日（土・日・祝日除く）
午前８時30分〜午後５時15分
税務課
土地、家屋を持っている納税者
無料

2021.４月号
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２．固定資産課税台帳（名寄帳）の閲覧
期 間 通年（土・日・祝日・年末年始除く）
午前８時30分〜午後５時15分
場 所 税務課
対 象 ①土地、家屋を持っている納税者
②土地、家屋の貸借契約をしている人
手数料

（※免許証など身元確認できるもの、契約書を持参）

300円（ただし、縦覧期間は無料）

問い合わせ先

税務課

☎65−2155

インターネットホームページアドレス https://www.town.shikama.miyagi.jp/

新型コロナウイルスワクチンについて知ってほしい４つのこと
①新型コロナワクチンは、発症を防ぐ効果が認めら
れています
２回の接種によって、95％の有効性で発熱やせ
きなどの症状が出ること（発症）を防ぐ効果が認め
られています。

ではありません。（予防接種による健康被害は救済
制度の対象です）ワクチンを接種した後、接種会場
にて15分〜30分程度経過を見ます。
急を要する対応が必要になっても、医療従事者が
必要な対応を行います。

②ご自身のためだけでなく、医療機関の負担を減ら
すための重要な手段にもなります

④ワクチンについて、正しく知った上で判断しまし
ょう

多くの方に接種を受けていただくことにより、重
傷者や死亡者を減らし、医療機関の負担を減らすこ
とが期待されます。

発症予防効果などワクチン接種のメリット（良い
点）が、副反応といったデメリット（良くない点）
より大きいことが確認されています。

③どんなワクチンでも副反応が起こる可能性があり
ます

町のワクチン接種については現在、
準備を進めております。国から届く
ワクチンの量により、高齢の方から
の接種になります。対象の方には郵
送でお知らせしますので、今しばら
くお待ちください。

ワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、
接種部位の痛み、発熱、頭痛などの「副反応」が生
じる可能性があります。治療を要したり、障害が残
るほどの副反応は、極めて稀ではあるものの、ゼロ

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

☎０１２０−７６１−１７７０

歯科健康テレホン相談「よい歯デー」のお知らせ
口腔内の健康や歯科診療のより正しい知識を
広げ、電話による相談という気軽さを通じて歯
科医師とコミュニケ―ションを図ることを目的
としています。
ぜひ、ご活用ください。

日
時：４月19日（月）午前10時から午後４時
受付時間：午前10時〜午後４時まで相談の概略を受け
ます。
回
答：３日以内に歯科医師が直接相談者にお答え
します。
☎022-265-1667（宮城県保険医協会内）

（２月26日実施）

すけがわ み さき

さ とうこと は

助川心咲ちゃん

佐藤琴葉ちゃん

（北大）

（大原）

これからも歯磨き
頑張ります

毎日仕上げ磨き頑
張っています

はやさか み

あさ の かん た

浅野寛汰くん

ゆ

早坂心結ちゃん

たかはしはや と

髙橋颯斗くん

さ とう か のん

佐藤華穏ちゃん

（道命）

（宿）

朝と夜、しっかり
歯磨きすることを
心がけています

毎日自分で歯磨き
頑張っています

ほん だ はる ひ

さ とう や ま と

本田暖翔くん

佐藤大和くん

（宿）

（宿）

（宿）

（二反田）

ぼくは泣かないで
歯を磨きます！

仕上げ磨きを頑張
っています

寝る前の歯磨き頑
張っています

毎日歯磨きを頑張
っています

なかだてりく と

おおぬまりっ か

中舘睦斗くん

大沼立果ちゃん

佐藤芽衣ちゃん

早坂康成くん

（上黒沢）

（下高城）

（上高城）

（吉田）

食べたら歯を磨く
習慣をつけていま
す。

おやつをダラダラ
食べないように気
をつけています

毎日お姉ちゃんと
歯磨き頑張ってい
ます

これからも歯磨き
頑張ります

Eメールアドレス

さ とう め

shikama@town.shikama.miyagi.jp

い

はやさかこうせい
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健康は歯と歯茎から！食後と寝る前は歯を磨きましょう。

保健・福祉
４月の健診・予防接種

会場：保健福祉センター

保健福祉課☎66-1700

新型コロナウイルス感染症の影響により健診内容が変更になる場合があります。受付時間は対象の方に個別でお知らせいたします。
なお、発達・発育、予防接種、食事などの相談は随時行っております。

行

事

名

日・受付時間

１歳６ヵ月児 23日
12:45〜13:00
健康診査
（金）

対

象

者

内

容

持参するもの

・問診票
身体計測、問診、内科・歯科診察
・母子健康手帳
保健・栄養相談
・バスタオル

令和元年
８月〜10月生まれ

＊４月９日（金）に予定されていた乳児健康診査は５月７日（金）に延期となりました。

問診票・予診票は、事前に記入してお持ちください。

＊２ヵ月児健康診査は、母子手帳別冊の実施医療機関にて、添付の健康診査票を記入のうえ受けるようにしましょう。
＊予防接種は体調のよい日に受けましょう。風邪をひいた時は治ってから２週間経過後に受けるようにしましょう。
＊１歳を過ぎたら麻しん・風しん混合ワクチンを受けましょう。
＊日本脳炎ワクチンを３回接種した方は、９歳を過ぎたら日本脳炎ワクチンの４回目を受けましょう。
＊保護者（父、母）以外の人と予防接種に行く時には委任状が必要になります。委任状は保健福祉課にあります。

医療用ウィッグ（かつら）の購入費用助成を行っています
町では、がんの治療をしている方の療養生活の質の向上
や、社会参加を応援するため、医療用ウィッグ（かつら）
の購入費用を一部助成します。
対 象 者

①色麻町に住所のある方
②がんと診断され、その治療を行っている方
③過去に他の市町村で助成を受けていない方
対象となる物 令和３年４月１日以降に購入した医療用ウィッ
グ（かつら）本体
※付属品やケア用品、毛髪付き帽子等は含みません
※１人１つ１回限りです
助成金額 上限30,000円
30,000円未満のものはその購入費用

申請に必要なもの
①色麻町医療用ウィッグ購入費助成金支給申請書
（窓口にて記入してもらいます）
②医療用ウィッグの購入に係る領収証（写しをとります）
③がんの治療中と分かる書類など
④本人名義の通帳
⑤印鑑
申請期限 購入した日の属する年度の３月31日まで
注意事項・対象者が未成年の場合、保護者が申請者となり、
振込先口座は保護者名義のものになります。
・申請に期限がありますので、ご注意ください。

申請窓口・問い合わせ先 保健福祉課 保健係 ☎66−1700

こんにちは

問い合わせ先
色麻町地域包括支援センター
☎66ー1071

地域包括支援センターです

お口の周りと舌の筋機低下を予防する体操 −新生活週慣！食前に行いましょう！−
パタカラ体操の効果は下記の通り
です。
１）噛む力、飲み込む力の維持向上
２）だ液の分泌の促進
３）発音がはっきりする
４）アンチエイジング効果
５）口呼吸ではなく、鼻呼吸に戻す
ことで口腔乾燥を防ぐ
６）いびきや歯ぎしりの改善

そしゃく

「パ」「タ」「カ」「ラ」の４つの音を発することで、食べ物を噛み砕く咀嚼
えん げ

や食べ物を飲み込む嚥下の機能維持に役立つ口腔体操です。

15
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具体的にどのように体操するのか
というと、「パパパパパ、タタタタ
タ、カカカカカ、ラララララ」を３
回繰り返して行ってみましょう。
図のように舌の動きに注意し、大
きな声で発音するように心掛けてや
ってみましょう。

インターネットホームページアドレス https://www.town.shikama.miyagi.jp/

よわす町
ま
し
かま
しか

習で

かよ
学習
い
し
か
ま ごころ
し ょう涯
か たり合 ま

生涯学習のひろば

公 民 館 インフォメーション
＊４月開催のイベントはありません。

公 民 館 ・ 社 会 教 育 課
色麻町コミュニティセンター

☎65−3110
☎65−3616

学校図書館４月の休館日のお知らせ

令和３年度色麻町成人式のお知らせ

休 館 日：18・25・29日
特別整理休館日：30日（金）

例年、夏に開催しておりました色麻町成人式は、令和３年
度以降は開催時期を夏から冬に変更することとなりました。
このことに伴い、今年８月15日に予定していた色麻町成人
式を下記のとおり実施いたします。詳細については、広報紙
並びにホームページでお知らせいたします。
また、成人式の案内状は改めて10月頃に発送いたします。
対 象 者：平成13年４月２日〜平成14年４月１日生まれ
開催日時：令和４年１月９日（日）午後２時から

※宮城県の緊急事態宣言を受け、３月22日〜４月11日ま
で臨時休館といたします。ご不便等をお掛けいたしま
すが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

開館時間：午前の部／午前10時30分〜正午
午後の部／午後１時30分〜５時
※土曜日は午後４時で閉館します。

※図書館につきましては新型コロナウイルス感染症の影響により、一部制限を設けて開館しております。ご理解・ご協力を
お願いいたします。なお、今後の情勢によっては、変更等が生じる場合もございますので、ご了承ください。

せせらぎ短歌集

天野

ごしら

わが部屋に急拵えの浴槽も
馴れなれて今は安らぎ湯船

千葉

しづ

庭木々の雪の垂るをききながら
ひと日籠りて万葉集よむ

辰夫

修子

はつ

早坂とし子

浅野

返却日までのご返却をお願い

きよ

通っている幼稚園・保育所へ

小松

なかよし号で借りた本は、

小松れい子

いたします。

雪降りの続き冷たき風の中
梅の蕾みの膨らみを見る

すが、読書機会のお手伝いを

湯の沸くをせわしく知らせるケトル笛
返事をしつつ厨へ走る
佐藤美智子

限られた短い時間とはなりま

身内等で長年続けた新年会
コロナで中止はさびしいかぎり

幼稚園」、
「色麻保育所」、
「清
水保育所」を巡回いたします。

おおなえ

今年もなかよし号で「色麻

如月の夜半の大地震に飛び起きて
玄関の戸を急ぎあけたり
菅原知恵子

います。

おお寒いなぜにこうまで寒いかな
雛祭りと言うきょうのひとひは

日頃よりなかよし号をご利
用いただき、ありがとうござ

繁りたるつつじの下の雪溜まり
昼の春陽に僅か溶けたり

《なかよし号巡回に
ついてのお知らせ》

いたします。

色麻学園学校図書館内公民館
いいたします。

shikama@town.shikama.miyagi.jp
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いしかわこう

遊子

護
Eメールアドレス

ひ

図書コーナーへご返却をお願

ひらがなのやうに咲らける白梅の
にほひをのせてとどく写メール

（公民館）の事務室、または、

川柳クラブ﹁田園﹂

麻町農村環境改善センター

︽朝焼けに 地震の予感 的中し︾
︽ふきのとう 見つけて春を おすそ分け︾
戸叶 松子
︽ひとり暮らし 自粛生活 惚けはじめ︾
︽雪融けて 小さな新芽 鳥見つけ︾ 鈴木せい子

ましたら、お手数ですが、色

︽まだ寒い 起こさないでと 言う蛙︾
︽本当は 見つけてほしい かくれんぼ︾
小松 きよ
︽七転び 家族の繋ぐ 手で八起き︾
︽米寿まで 生きて見つけた 円い幸︾早坂 実里

号で借りた本が手元にござい

︽暖かな 春風花粉 連れて来る︾
︽見つけても 知らぬふりして 身を守る︾
佐藤
︽ふきのとう 手籠に摘んだは 旬の春︾
︽氷山の 一角のみを 見つけ出す︾ 畑山

また、返却期限を過ぎてし
まった学校図書館やなかよし

2021.４月号

16

３月13日、新型コロナウイルス感染症予
防対策をしながら、色麻幼稚園修了式が行
われました。

〜未来へ羽ばたこう〜

をあげた︒その戦いぶりは︑

インターネットホームページアドレス https://www.town.shikama.miyagi.jp/
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﹁二月二十五日に将軍東人が

早起き野球
こぼれ話 282

19

いかと言われている︒

早起き野球大崎支部リーグ戦
多賀の柵を進発しました︒三 味方からすれば動きにくいは
に︑強豪の東陵高校野球部ＯＢ
月一日︑東人は配下の判官・ ずの水の中を自由自在に動く︑
で︑リーダーシップを発揮し︑
従七位上の紀朝臣武良士︵む まるで水神のように見えたこ
活躍が期待される選手がいる︒
色麻町あたごクラブ飯田友洋内
らじ︶らと委ねられていた騎 とだろう︒だが︑敵から見れ
野手︵ 歳・花川︶︒
兵百九十六人︑鎮守府の兵四 ばどうだろうか︒動きにくい
﹁６歳上の兄貴が活躍する試
百九十九人︑陸奥国の兵五千 水の中で自由自在に動くそれ
合を見て︑同じユニホームを着
人︑帰順した夷狄二百四十九 は︑まるで妖怪のように見え
て野球がしたい﹂と︑特待生と
人を率いて︑管内の色麻の柵 たことだろう︒そして︑色麻
して東陵進学を決め︑甲子園を
を発し︑その日のうちに出羽 を支配する際に︑将軍側の人
目指した︒
国大室駅︵山形県尾花沢市︶ 間は︑河童を神とした神社を
野球好きの父親と兄の影響で
作り︑そこで祀り上げた︒だ
に到着しました ｉ﹂
小学一年からスポ少・あたごク
ここで言われる﹁柵﹂とは︑ が蝦夷の人々からすれば︑妖
ラブで野球を始めた︒６年時に清水小・笠松ク
ラブとの合同チームで﹁日刊スポーツ杯﹂優勝
蝦夷侵攻にあたり要所となる 怪のようだというイメージが
の思い出がある︒この大会で初めて︑現チーム
場所であることから︑この頃 強く︑これら二つの見方が混
メイトの浅野陸投手とバッテリーを組んだ︒
には既に色麻は将軍の支配下 ざり合い︑現在の﹁色麻の河
中学時代は４番一塁手としてチームをけん引
に あ っ た ︒﹁ 夷 狄 ﹂ と は 将 軍 童﹂の神と妖怪が両立すると
し︑郡中総体優勝︒県大会では一回戦で対戦し
側に帰順した蝦夷の人々を指 いう特徴になったと私は考え
た八木山中戦︒逆転の応酬で︑手に汗握る大接
し︑この記述からもその事実 る︒
戦の末︑一点差で下した試合は生涯忘れない︒
は明らかである︒
高校では﹁感謝して野球に取り組め﹂の教え
磯良神社に伝わる民話にも ︻脚注︼
の元︑厳しい練習が続いた︒１００人近い部員
の中では︑レギュラー定着は難しく︑実力ごと
あったように︑蝦夷侵攻の際︑ ｉ宇治谷孟訳﹁続日本紀︵上︶
にＡ︑Ｂ︑Ｃの三チームに振り分けられ︑飯田
東右衛門は大変泳ぎが得意で 全現代語訳﹂講談社学術文庫
選手はＢチームの主将を任された︒﹁いつかＡ
あった為︑水場の戦いで手柄
に上がる﹂決意だったが︑叶う事はなかった︒
しかし最後の夏の大会前に行われる３年生の
﹁引退試合﹂で︑４番として放った痛烈なセン
ター前ヒットは︑公式記録には残らないが︑３
年間全力プレーを全うした証として︑飯田選手
の心の中に︑深く刻まれた一安打となった︒
大会は３回戦で仙台育英に接戦で敗れ︑甲子
園への道は断たれたが︑スタンドから野球部の
応援団長として︑控え部員を統率し︑声をから
して声援を送っていた︒
趣味は野球用具の手入れと片付け︒﹁エンジ
ョイベースボールがモットー﹂と話す︒今後の
目標は﹁全国大会出場です﹂とキッパリ︒
かつて長打力を発揮した父芳洋氏のＤＮＡを
受け継ぎ︑主軸を期待
される飯田選手︒２０
１５年以来の全国大会
最後にサイン入りの練習
を目指す色麻町あたごクラブ
着などが送られました︒
に︑また一人強力な〝あたご
戦士〟が加わった︒

「期待の あたご戦士 趣味は野球用具の手入れ」

﹁色麻の河童﹂についての考察

フットサル教室開催

３月13日、ヴォスクオーレ仙台の選手を
招いて、フットサル教室を開催。ブライト
リーFC少年団が参加し、憧れの選手から
熱心な指導を受け、ボールを追いかけ最後
まで夢中になって汗を流していました。

ｉ神と妖怪の二面性に関する
考察
﹁色麻の河童﹂は神と妖怪
の二面性を持っていることで
ある︒これはかなり珍しいこ
とである︒なぜなら︑一般的
な考えとして︑自分で問題を
起こし︑自分でそれを解決す
るという︑一見矛盾した行為
を︑妖怪ならまだしも︑神の
行いとして見る人はいないだ
ろ う ︒ だ が ︑﹁ 色 麻 の 河 童 ﹂
はそれを成立させている︒
その背景として考えられる
のは︑坂上田村麻呂将軍下に
よる蝦夷侵攻ではないだろう
か ︒ こ れ は ︑﹃ 続 日 本 紀 ﹄ に
記される時期︵天平九年の
条︶にも合致する︒ ※
以下引
用文の下線については筆者加
筆

▲子ども達のきれいな歌声が響き渡った、合唱
「こころのねっこ」

︵先月号から︶他の特徴とし
て︑河童神と水神の関係があ
る︒この水神は︑色麻の名や︑
ここに河童が祀られる理由に
なったとも考えられている︒
色麻の名が初めて出てきたの
は﹃続日本紀﹄とされている︒
聖武天皇の時代の︑天平九年
二月〜四月の条に﹁色麻柵
︵のき︶﹂として確認するこ
とができる︒つまりこの頃に
は色麻という名が存在してい
たのである︒更に︑色麻とい
う名ができた説の一つとして︑
水神に関わるものがある︒こ
の時代︑色麻町史によれば︑
宮城にはアイヌの人々が住ん
でおり︑宮城の地名の中には
アイヌ語がもととなったもの
があるとされている︒色麻も
その一つであり︑水神をアイ
ヌ語で言うとワッカウシカム
イとなり︑このシカムイが変
化し︑色麻となったのではな

修了おめでとう！

今回は、
「色麻の河童」の特徴と考察 についてです。

元気はつ
らつ
しかまっ
子

まなび のひろば

先月号から引き続き、サイエンスコンクール受賞作品「色麻の河
童」についての研究論文（加美農業高等学校農業科１年 阿部耕平さ
んの受賞作品）の一部をご紹介していきます。

▲

４月子育て支援センター事業予定
ーお母さんとちびっ子の遊びの広場ー
◇なかよしキッズクラブ、すくすくサロンは合同で火・木曜日開催です！◇
○なかよしキッズ対象年齢：誕生日が平成27年４月２日〜平成31年４月１日までのお子さん
○すくすくサロン対象年齢：誕生日が平成31年４月２日以降のお子さん
開催日・時間

活

10:00〜11:00

動

名

備

なかよしキッズ
すくすくサロン
開講式

４月15日（木）

〜はじめましてよろしくね！〜

令和３年度
色麻町母親クラブ総会
４月20日（火）
＊おはなし会
開催日

考

・

準

備

物

・これから１年間なかよく遊ぶお友達を紹介します。
・受付で、母親クラブ今年度会費500円（一家庭に
つき）を集金させて頂きます。
※保護者全員対象となります。

・令和３年度、色麻町母親クラブ総会を併せて開催します。
今年度の活動計画等についてのお知らせもありますのでぜひ
ご参加ください。
・４月生まれのお子さんは、誕生カード代250円
を集金させていただきます。
・出席ノート代（150円）新規会員の方は名札代
（130円）を集金させていただきます。
＊終了後『おはなし会』へもご参加ください。

お誕生会
＊身長、体重測定日

４月22日（木）

なかよくあそぼう！

・好きなコーナーで親子やお友だちと
楽しく遊びます。

４月27日（火）

元気におよげ！こいのぼり！

・支援センターに飾る手形を使ったこいのぼりの製作
をします。汚れてもいい服装で参加ください。

〜コーナーあそび〜

こいのぼりをつくろう

子育てホットダイヤル
ご利用について
子育て、お子さんの健康、栄養等で
何か気になることなどありませんか？
お気軽に何でもご相談ください。

子育て支援センターは、キッズサロン
活動以外でも、児童センター開館時間内
にいつでも利用できます。
♪開館時間♪
月〜金曜日 午前９時〜12時
午後１時〜４時

母親クラブ
よさこいチーム
４月の練習日
21日㈬ 10：30〜

♪メンバー随時募集中♪

♪利用時間♪
月〜金曜日
午前９時〜午後４時

児童相談所
全国共通ダイヤル
いち

はや

く

１８９

◇虐待を受けたと思われる子ども
を見つけたとき‥
◇ご自身が子育てに悩んだとき‥

♪子育てホットメール
kosodate@town.shikama.miyagi.jp

子育て支援センター

☎66ｰ1718・FAX66ｰ1717
Eメールアドレス

おはなし会
20日（火）
10：50〜
♪申し込み・参加費不要
お気軽にご参加ください

※コロナ感染防止対策により、利用者の制限を
させて頂く場合があります。ご了承ください。
shikama@town.shikama.miyagi.jp
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Information
農業委員会 ☎65−2223
税 務 課 ☎65−2155
町民生活課 ☎65−2156
会 計 課 ☎65−2123
議会事務局 ☎65−2157
建設水道課（建設）
☎65−2224
建設水道課（上下水道）
☎65−2225

役 場
総 務

課 ☎65−2111
☎65−2210
企画情報課 ☎65−2127
教育委員会・教育総務課
☎65−2212
産業振興課 ☎65−2128
担い手支援センター
☎65−2154

社会福祉協議会 ☎65−2260
シルバー人材センター
☎25−3370

保健福祉課 ☎66−1700
公 民 館 ☎65−3110
農村環境改善センター
☎65−3110
色麻町コミュニティセンター
☎65−3616
かっぱのゆ ☎65−4505
農業伝習館 ☎65−4390
色麻町学童保育施設 ☎65−5070

○デイサービスセンター
☎65−5678
○地域包括支援センター
☎66−1071
○子育て支援センター
☎66−1718

各課へお問い合わせされる際は、上記の直通番号をご利用くださいますよう、ご協力をお願いいたします。

町長の日記から

加美消防署からのお知らせ

町長の動静をご理解いただくために３月の公務の
一端をお知らせします。

「加美消防署西部分署の
新消防ポンプ車 お披露目会」
（２/26）
加美消防署西部分署の消防ポンプ車がお披露目さ
れました。
軽量小型のトラックがベースの車両で、狭い道路
や雪道、坂道でその機動性の高さを発揮。今後の消
防活動に期待がもたれます。

１日

加美農業高等学校卒業式、加美郡保健医療福祉行政事
務組合議会

３日

議員全員協議会

５日

町議会定例会３月会議

８日

町議会定例会３月会議

９日

町議会定例会３月会議

10日

町議会定例会３月会議

11日

町議会定例会３月会議

12日

町議会定例会３月会議

13日

色麻幼稚園修了式、色麻中学校卒業式

15日

町議会定例会３月会議

16日

町議会定例会３月会議

18日

町議会定例会３月会議

19日
21日
23日
24日
24日

車体はオールシャ
ッター仕様で、降
雪地帯に対応。ホ
ース10本を搭載し、
一度に200メート
ルのホース延長が
可能となっていま
す。

相

談

名

行政相談
人権相談

相

消費生活相談
農家相談日

談

生活相談
アルコール関連問題
相談・家庭教室
思春期・青年期
ひきこもり相談
精神保健福祉相談
がんなんでも相談

19

2021.４月号

日

時

４月21日（水）
10：00〜12：00
毎週月曜日・木曜日
9：00〜16：00
４月12日（月）
9：00〜15：00
随

時

４月 ６日（火）
11：00〜
４月19日（月）
13：00〜
４月20日（火）
14：00〜
平日
9：00〜16：00

広 報 しかま

場

色麻小学校卒業式、新型コロナウイルス感染症対策本
部会議
新型コロナウイルス感染症対策に係る市町村長会議
（大崎市）
子ども子育て会議、県北地方町長会議（美里町）
宮城県青果物価格安定相互補償協会理事会（仙台市）

大崎地域広域行政事務組合議員全員協議会・組合議会
（大崎市）、まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議
加美郡保健医療福祉行政事務組合開札、花川ダム管理
26日
組合議会
25日

29日

町議会定例会３月第２回会議、議員全員協議会

30日

加美郡保健医療福祉行政事務組合議会

31日

加美郡保健医療福祉行政事務組合職員退職辞令交付、
退任区長感謝状贈呈式、町職員退職辞令交付

所

問

先

農村環境改善
センター

町民生活課

☎65-2156

町民生活課内

相談専用直通電話

☎25-9559

農業委員会

☎65-2223

町社会福祉協議会

☎65-2260

農業委員会
町社会福祉協議会

大崎合同庁舎

務

合

総

課

☎65-2111

県北部保健福祉事務所
（大崎保健所 母子・障害第二班）
☎87-8011
※相談は予約制です

面談の場合は宮城県対がん
協会（仙台市青葉区）

備

考

祝日の場合はお休みします。

アルコールやギャンブルなど複雑な問
題で困っている方の相談に応じます
自宅に引きこもっている方やその家
族の方の相談に応じます
心の悩みを抱えている方の相談に応
じます

宮城県がん総合支援センター
☎022−263−1560

インターネットホームページアドレス https://www.town.shikama.miyagi.jp/

みんなの情報ひろば

しかまインフォメーション
お知らせ

裁判所からのお知らせ
「裁判所の手続きや公正証書で約束し
たお金の支払いを受けられずお困りの
方のために」

定住促進に関する補助金制度
について
企画情報課

令和３年度運転免許取得者認定教育

高齢者の運転適性・技能支援
事業のお知らせ

☎65ｰ2127

・裁判や調停で決まったのに相手がお
金を支払ってくれない。
・強制執行をしたいけど、相手の財産
ってどうやって調べるの？ など

町では、定住人口の増加、子どもや
高齢者が安心して暮らせる住環境が創
れるよう、下記のとおり補助金制度を
設けています。
制度の利用にあたっては、様々な条
件がありますので、詳細につきまして
は町ホームページをご確認いただくか
上記までお問い合わせください。

詳しくは、最寄りの地方裁判所にお
問合せください。
https://www.courts.go.jp/courthouse
/map/

①色麻町定住促進住宅取得等補助金
住宅の新築、購入及び既存の住宅の
リフォーム工事を行う方に対し要件を
満たした場合、予算の範囲内において
補助金を交付します。
・補助金額 対象工事にかかった費用
の1/2の金額 ※上限50万円

自動車税種別割等の減免制度
について
県北部県税事務所

②色麻町三世代同居等支援事業補助金
新たに三世代同居世帯（近居も含
む）として居住することにより、住宅
の新築・購入・リフォームが必要とな
る方に対し要件を満たした場合、予算
の範囲内において補助金を交付します。
・補助金額 対象工事にかかった費用
の1/2の金額 ※上限100万円
ただし、①、②のいずれも町内の事
業所が施行する工事であることが条件
となります。
◆愛宕山販売の日◆
◆地産地消の日◆

今月の実施はありません

◆特産品販売の日◆

・４月20日（火）
午前10時〜午後１時
・役場内待合ロビー

課税第１班
☎91ｰ0705

身体あるいは精神に障害のある方が、
所有または使用する自動車で、一定の
要件に該当する場合には、申請により
自動車税種別割の減免（上限あり）が
受けられます。
申請は随時受けつけており、令和２
年度中に用件を満たした方は、５月31
日㈪までに申請を行うと、令和３年度
の自動車税種別割が上限まで減免にな
ります。
令和２年度に減免をうけている方に
は、４月下旬に継続申請書類（はが
き）を郵送します。ただし、令和２年
度中に抹消、名義変更された方は、新
たに申請が必要です。
なお、自動車を取得したときに、自
動車税環境性能割、軽自動車税環境性
能割が減免される制度もあります。
詳しくは、上記までお問い合わせく
ださい。

加美地区交通安全協会事務局
☎63ｰ3666
受講を希望される方は、免許証をご
持参の上、加美地区交通安全協会事務
局（加美警察署 交通課内）までお申
し込みください。
対 象 者
受 講 料
講習日時

加美地区に住む70歳以上の
ドライバー
6,000円のところ無料
４月17日㈯、５月22日㈯、
６月12日㈯、６月26日㈯
午後２時〜４時

上記日程以外にも12月まで（８月を
除く）毎月１〜２回開催されますので、
詳しい日程は事務局にてご確認くださ
い。
※免許更新時の「高齢者講習」ではあ
りません。
※但し、中止となる場合もあります。
王城寺原演習場での射撃訓練
等実施のお知らせ
建設水道課

☎65ｰ2224

今月も王城寺原演習場で、“射撃訓
練” 等が実施される予定です。
演習場内は、大変危険ですので、絶
対に立ち入らないでください。

町内の身近な話題や情報をお
待ちしています。電話、FAX、
メール等でお寄せください。
《企画情報課》
☎65−2127／FAX 65−2685
kouho@town.shikama.miyagi.jp

※但し、中止となる場合もあります。

４月の税・使用料金の納期

空間放射線量測定に関する情報
福島第一原発事故に伴い、町では空間放射線量を測定しています。

■測定結果（参考値）
施

設

単位：マイクロシーベルト毎時

名

月

日

役場前（地上1ｍ）

定

値

０．
０2

色麻幼稚園（旧清水小）
（園庭５０ｃｍ）
色麻小学校・色麻中学校 (校庭１ｍ)
色麻保育所 (所庭５０ｃｍ)

測

３月15日
（月に１回）

清水保育所 (所庭５０ｃｍ)

０．
０5
０．
05
０．
04
０．
05

◆測定場所の（ ）内は、地面の状態及び測定高さ

Eメールアドレス

項

目

国民健康保険税
介護保険料
奨学資金返還金

スクールバス利用者負担金
保育所保育料

月・期別

期

第１期
４月分

上下水道使用料
４月分
（清水地区 上郷〜小栗山）

住宅使用料

納

４月分

４月26日
（月）

口 座 振 替／４月26日
（月）
集金・納付書／４月30日（金）

４月30日
（金）

※口座振替納付の方は、あらかじめ預金残高をご確認願います。

shikama@town.shikama.miyagi.jp
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Information
金
年

年金額を増やすには？

古川年金事務所
☎23ー１２００

任意加入制度
歳までに老齢基礎年金の
受給資格を満たしていない場
合や︑ 年の納付済期間がな
いため老齢基礎年金を満額受
給できない場合などで年金額
の増額を希望するときは︑
歳以降でも国民年金に任意加
入をすることができます︒
︵厚生年金保険︑共済組合等
加入者を除く︶
ただし︑申出のあった月か
らの加入となり︑遡って加入
することはできません︒

任意加入できる人
次の①〜④のすべての条件
を満たす方が任意加入するこ
とができます︒
①日本国内に住所を有する
歳以上 歳未満の方
②老齢基礎年金の繰上支給を
受けていない方
③ 歳以上 歳未満までの保
険料の納付月数が４８０
月︵ 年︶未満の方
④厚生年金保険︑共済組合等
に加入していない方

加入手続の留意点
任意加入については︑﹁外
国に居住する日本人で︑ 歳
以上 歳未満の方﹂を除き︑
保険料の納付方法は口座振替

60

20

65

40

60

20

40

65

60

60

令和３年３月分保険料の納付期限
（口座振替日）
は
令和３年４月30日
（金）
です。
平成31年４月分納付書の使用期限は、
令和３年４月30日
（金）
です。

わが町から無年金者をなくしましょう

＊今月の窓口延長日は14日と28日です。

窓
出
行政区
宿

お悔やみ
氏

山田

名
りゅうせい

竜惺

父

母

行政区

昌邦

愛衣

二反田

●４月の燃えないごみ収集●
収集日
6日㈫
7日㈬
8日㈭
9日㈮

収 集 区 域
南大、北大、大原、伝八・除
上黒沢、吉田、志津、鷹巣
宿、新田、下黒沢、下高城
上高城
一の関、道命、袋、上郷
王城寺、花川沢口
向町、二反田、清水、高根
平沢、小栗山

●４月の燃やせるごみ収集●
収集日
毎週月・木曜日

21

人口と世帯

・令和３年２月中の届け出です。敬称は省略させていただきます。掲載を希
望しない場合は、町民生活課 窓口で届け出の際にお申しつけください。

生

2021.４月号

収集区域
全区域

広 報 しかま

尊

名

年齢

世帯主

佐々木とし

８９

光弘

清水

小川

宗夫

８３

恵美

北大

松井ひろ江

９４

正記

新田

山崎

清風

８８

清智

一の関

福田

常夫

８６

吉男

小栗山

村上

景子

８５

茂喜

●リサイクルの日（紙・布類）収集●
収集日

収

集

が原則となります︒

追納制度
老齢基礎年金の年金額を計
算するときに保険料の免除・
納付猶予や学生納付特例の承
認を受けた期間がある場合は︑
保険料を全額納付した場合と
比べて年金額が低額となりま
す︒
しかし︑後から納付︵追
納︶することにより︑老齢基
礎年金の年金額を増やすこと
ができます︒また︑社会保険
料控除により︑所得税・住民
税が軽減されます︒ぜひ追納
を行っていただくことをお勧
めいたします︒

支えたら 支えてもらう 国民年金

区

域

南大、北大、大原、伝八・除
6日㈫ 向町、二反田、上郷、
20日㈫ 王城寺、花川沢口、新田
下黒沢、下高城、上高城
一の関、道命、袋、宿、
13日㈫
上黒沢、吉田、志津、鷹巣
27日㈫
清水、高根、平沢、小栗山

●プラスチック製容器包装収集●
収集日
収集区域
毎週水曜日
（祝祭日も収集） 全区域

（

令和３年２月末日現在

）内は前月比

世帯数
人 口
男
女

※外国人の方も含む

2,078戸（− ３ 戸）
6,634人（− ９ 人）
3,202人（− ５ 人）
3,432人（− ４ 人）

２月のうごき
出
転

生
入

１人
８人

死
転

亡
出

９人
９人

２月までのうごき
出

生

４人

死

亡 17人

交通事故と火災を予防しよう
■町内の交通事故（令和３年１月〜２月）
発生件数
34件
死亡者数
0人
負傷者数
0人
■町内の火災（令和３年１月〜２月）
発生件数
0件
建物火災
0件
車両火災
0件
林野火災
0件
その他火災
0件

インターネットホームページアドレス https://www.town.shikama.miyagi.jp/

向町
はる
か

ち

︵１歳︶

及 川 陽 花 ちゃん︵４歳︶

だい

4月13日（火）

雛飾り展示会

新型コロナウイルス感染症予防対策として、会場を例年の地区セ
ンターから農村環境改善センター町民ホールに変更して開催。来館
する方々の目を楽しませていました。

愛宕山公園 パークゴルフ場が
オープンします！
ご利用される
方々は、新型コロ
ナウイルス感染症
予防対策をしっか
り行いながらプレ
ーされるようお願
いいたします。

〒９８１ー４１２２
宮城県加美郡色麻町四
字北谷地
☎０２２９ー ー２１２７

65

大 智 くん

わ

吉田地区長寿会

︵父 良宣さん 母 美香さん︶

と

編集と発行／色麻町役場企画情報課

山 田 士 翔 くん︵１歳︶

日発行︵№5９６︶

41

「広報しかま」では、このコーナーに登場して
いただける元気なお子さんを募集しています。
詳しくは企画情報課（☎65−2127）まで。
しっかり者の姉とおとぼけの弟、
2人仲良くにぎやかなわが家です。

平沢

年 月

１

︵父 琢磨さん 母 恵美さん︶

令和
４

わが家のニンキもの
わが家のお笑い担当、士翔くんです。
毎日みんなを笑わせてくれてありがとう。
元気にすくすく大きくなってね。

■ 広 報 し か ま
３

「わが家のニンキもの」募集中

＊ただし、オープン日の変更や利用中止となる場合もあり
ますので、ご了承ください。

●４月の休日当番医●
診療日

日中（9:00〜17:00）
大山医院

こども夜間安心コール
おとな救急電話相談
こども夜間安心コール
☎022−706−7119
☎022−212−9390
又は#7119 ☎022−212−9390
☎022−212−9390
又は#8000

夜間（18:00〜22:00）大崎市古川

☎63-3054 片 倉 病 院（内科）☎22-0016
〃
（外科）
〃

４日（日） （加美町・中新田地区）

佐藤医院
☎82-2656 大崎市民病院（内科）☎23-3311
11日（日） （大崎市・鳴子地区）
〃
（外科）
〃
佐々木胃腸科

☎63-3324 永 仁 会 病 院（内科）☎22-0063
〃
（外科）
〃

鈴木内科医院

☎63-3056 大崎市民病院（内科）☎23-3311
〃
（外科）
〃

18日（日） （加美町・中新田地区）
25日（日） （加美町・中新田地区）

森皮膚科医院
☎72-2244 三 浦 病 院（内科）☎22-6656
29日（木） （大崎市・岩出山地区）
〃
（外科）
〃
■印刷

かっぱのゆ 陽春・日帰りプラン

● 公立加美病院の
休日夜間の急患受付 ●
急患については、土曜日、日曜
日、祝日も受付をいたします。
ただし、救急車の対応や入院患
者の急変などにより長時間お待ち
いただく場合があります。
また、頭や心臓などの疾患や外
傷、小児科については対応できな
いこともあります。

受診される際は、
必ず事前にご連絡ください。

☎66−2500

今月の休館日 ◆12日・26日

㈲ 中 村 印 刷

●期 間／令和３年４月１日㈭〜30日㈮
●料 金／お一人様 1,600円
●温泉入浴と個室の食事（お弁当）がセットになった ●メニュー／豚ひれかつ、海老とアスパラ塩炒め、
ひじきと油揚げの白和え、味噌汁、
お得なプランです。２名様から承ります。
までに（３密防止の為、一室５名様以内）
前
ご飯、香の物
３日予約を！
平日４時間・個室付き。
ご
■平沢交流センターかっぱのゆ ☎65-4505
Eメールアドレス

shikama@town.shikama.miyagi.jp
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