
令和４年５月 登米市部長等連絡調整会議 

 

        日 時  令和４年５月６日（金）  

午前 10時から  

場 所  迫公民館 ２階 軽運動場 

 

《 次 第 》 

 

１ 開  会 

 

２ 議  題 

（１） 令和４年度「市民参加の新たな森林づくり・春」植樹祭について  

 資料１・・・Ｐ１ 

（２）ファースト・ウッド（はじめての木製品）デザイン及び東京オリンピック 

選手村ビレッジプラザ返還木材の活用方法の公募について  資料２・・・Ｐ２ 

（３）第 64回水道週間行事について               資料３・・・Ｐ３ 

（４）登米市新型コロナウイルスワクチン接種実績について    資料４・・・Ｐ４ 

 

３ 閉  会 

 

 

 



 資料１ 

 

令和４年度「市民参加の新たな森林づくり・春」植樹祭について 

 

１ 開催趣旨 

森林は、二酸化炭素を吸収し、地球温暖化を防止するなど地球環境にとって大

切な資源です。この大切な森林を次代へ残すため、登米市では「市民参加の森林

づくり」を推進します。 

 

２ 植樹祭の概要 

（１）開催日時：令和４年５月 22 日（日）午前 10 時から正午まで 
 

（２）植樹場所：登米市津山町柳津字黄牛深畑地内「登米市有林」 
 

（３）植樹内容：コナラ 800 本を 0.40ha へ植樹 
 

（４）参 加 者：横山小学校みどりの少年団、一般市民等 150 名程度 
 

（５）参 加 費：無料 
 

（６）主  催：宮城県、登米市 
 

（７）後  援（予定） 

    登米市緑化推進委員会、宮城北部流域森林・林業活性化センター登米支部 

津山町森林組合、登米町森林組合、東和町森林組合、米川生産森林組合 
 

（８）日  程 ※少雨決行 

     ９：30 「道の駅津山もくもくランド」集合、植樹会場へ移動 

   10：00 開会、主催者あいさつ（宮城県・登米市） 

     10：10 市からの記念品紹介（木工品） 

      10：15 植樹方法等説明 

      10：20  参加者全員による植樹、わたしの記念植樹（30 名） 

     11：30 植樹完了、記念撮影、閉会 

12：00 「道の駅津山もくもくランド」へ移動、解散 

 

３ そ の 他  

新型コロナウイルス感染症対策として、事前申し込みによる参加者名簿の作成

や受付時の検温、マスク着用など対策を徹底して行います。 

   

４ 担当部署  産業経済部農林振興課 

        電 話：0220-34-2709 

ＦＡＸ：0220-34-2802 



 資料２ 

 

ファースト・ウッド（はじめての木製品）デザイン及び東京オリン 

ピック選手村ビレッジプラザ返還木材の活用方法の公募について 

 

１ ファースト・ウッドデザインの公募 

（１）公募内容 

子どもたちが「木」にふれあい、「木」とともに生活することを通じ、おおら

かにすくすくと成長してほしいという願いを込めて、登米市に誕生した新生児

に「ファースト・ウッド（はじめての木製品）」として、市内産森林認証（ＦＳ

Ｃ）材を活用して製作した木製品を贈呈するもので、贈呈する木製品のデザイ

ンについて公募します。 
 

（２）ファースト・ウッドの贈呈 

①贈呈対象者：市内の令和４年４月２日～令和５年４月１日までに生まれた 

新生児 

②贈 呈 時 期：新生児への贈呈は、生後６か月の乳幼児健診時等を予定 
 

（３）公募期間等 

    ①公募期間：令和４年６月 1 日～６月 30 日 

②選考基準 

      ・乳幼児が手にとって木に親しめて安全なもの 

      ・成長しても大事にしたいと思えるもの   等 

 

２ 東京オリンピック選手村ビレッジプラザ返還木材の活用方法の公募 

（１）公募内容 

2020 東京オリンピック選手村ビレッジプラザ解体に伴い、使用木材が提供自

治体に返還されました。登米市は、宮城県内唯一の木材提供自治体であること

から、返還された木材はオリンピックレガシーとして、また、登米市産材の普

及拡大に繋がるような活用方法を公募します。 
 
（２）活用方法を公募する木材 

杉角材 80 本程度（10.5 ㎝×10.5 ㎝×359.6 ㎝） 
 
（３）公募期間等について 

   ①公募期間：令和４年６月 1 日～６月 30 日 

②選考基準等 

・加工が容易で、実用性に優れたもの 

      ・オリンピックエンブレム焼印などの形状を生かしたもの 等 

 

３ 担当部署  産業経済部農林振興課 

        電 話：0220-34-2709 

     ＦＡＸ：0220-34-2802 



 資料３ 

 

第64回水道週間行事について 

 

第 64 回水道週間（６月１日～７日）は、水道事業の理解を深めることを目的に、全

国的に各種事業が展開されます。登米市では、下記事業を実施します。 

 

１ 第 23 回北上川クリーン作戦 

水源となる北上川を守るため、取水施設付近周辺（登米大橋～下り松取水塔付近）

の清掃を行います。 

実施日時：６月１日（水）15：00～16：30 

集合場所：水辺プラザ船着場（登米町寺池） 

清掃場所：登米大橋付近（登米大橋～下り松取水塔付近） 

 

２ 第 33 回ヤマメの稚魚の放流 

  北上川がいつまでも魚が住める綺麗な川であるよう願いを込めて「ヤマメの稚魚

の放流」を行います。 

   実施日時：６月２日（木）10：00～11：30 

   集合場所：水辺プラザ船着場（登米町寺池） 

   参加対象：登米北上こども園児と登米幼稚園児 

 

３ 水道週間作品コンテスト 

水道に対する理解を深めてもらうとともに、限りある水資源（水道）の有効利用

をアピールするため、市内小中学生などを対象に作品の募集を行います。 

募集作品：図画、作文、習字、標語 

応募締切：６月７日（火）必着 

表 彰 式：11 月 25 日（金）予定 

 

４ 担当部署 

上下水道部経営総務課 

電 話：0220-52-3313 

ＦＡＸ：0220-52-3316 



 

登米市新型コロナウイルスワクチン接種実績について 

 

登米市の新型コロナウイルスワクチン追加接種（３回目）の 12 歳以上の集団接種に

つきましては、４月 29 日で全ての年代が終了し、未接種の方には、協力医療機関の個

別接種により継続して接種を実施していきます。 

 

１ 追加接種（３回目）接種実績 ※令和４年４月 29 日時点 

対象者 接種人数 
６か月経過人数 

（R4.4.30 現在） 
接種率 

65 歳以上 25,461 人 26,473 人 96.2％ 

18 歳以上 64 歳以下 31,125 人 34,558 人 90.1％ 

12 歳以上 17 歳以下 2,095 人 2,606 人 80.4％ 

合 計 58,681 人 63,637 人 92.2％ 

  ※令和４年３月 31 日時点の年齢 

※接種実績は、接種時に登米市に住民登録があった市内集団接種者・個別接種者及

び市外医療機関等での接種者 

 

２ 追加接種（３回目）の概要 

（１）集団接種 

対象年齢 接種日程 接種会場 使用ワクチン 

65 歳以上 

72 歳以下 

１月 29 日～２月 17 日 

（延べ 20 日間） 

迫体育館・登米総合体

育館 ２会場 

武田／モデルナ社製 

73 歳以上 ２月 21 日～３月 29 日 

（延べ 36 日間） 

各地区公民館・体育館

等 10 会場 

ファイザー社製 

18 歳以上 

64 歳以下 

３月８日～３月 25 日 

（延べ 18 日間） 

南方保健センター 

１会場 

武田／モデルナ社製 

※３月８日の 18 歳、

４月 23 日・24 日は 

ファイザー社製 

４月１日～４月 24 日 

（延べ 24 日間） 

南方保健センター 

１会場 

４月５日～４月 24日 

（延べ 20 日間） 

登米祝祭劇場 

１会場 

12 歳以上 

17 歳以下 

４月 25 日～４月 29 日 

（延べ 10 日間） 

登米祝祭劇場・南方保

健センター ２会場 

ファイザー社製 

 

 

 

資料４ 



（２）協力医療機関の個別接種 

対象年齢 接種日程 協力医療機関数 使用ワクチン 

18 歳以上 ２月 28 日～４月９日 18 医療機関 ファイザー社製 

12 歳以上 ４月 23 日～５月 31 日 12 医療機関 ファイザー社製 

 

（３）高齢者施設入所者・従事者等 １月 11 日～４月 18 日 20 施設 

 

（４）訪問接種 １月 30 日～５月 31 日 10 医療機関 

 

 ※副反応等への対応 救急搬送 ３件（重篤な事例なし） 

 

３ 未接種の方への対応について  

 （１）追加接種（３回目） 

 ６月以降に協力医療機関の個別接種により接種を実施します。 

   ※接種券は２回目接種完了から６か月経過時に送付する。 

 

（２）１・２回目接種 

  協力医療機関と調整後に、個別接種により接種を実施します。 

※接種を希望する方は、コールセンターに連絡し、希望者登録を行う。 

 

４ 担当部署  

市民生活部新型コロナウイルスワクチン接種対策室 

電 話：0220-58-5557 

ＦＡＸ：0220-58-3345 


