
Model ／原谷一樹さん、滉一朗くん、慎太朗くん　Location ／スリーエム仙台市科学館

「はぴるぷ」は、“幸せが繋がって

いきますように”の想いを込めた

がもとになっています。発行日は

3・6・9・12月の19日（育児の日）♪

「Happy Loop」

発行／宮城県保健福祉部子育て社会推進室

〒980-8570　宮城県仙台市青葉区本町3-8-1 7F
TEL.022-211-2528　FAX.022-211-2591

E-mail / kosodates@pref.miyagi.lg.jp
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「せんだいタウン情報machico」で
「はぴるぷみやぎ」のアンケートを行っています

地域の情報・お得情報盛りだくさんのコミュニ

ティサイト「せんだいタウン情報machico(マ

チコ)」で本誌のアンケートを行っています。会

員登録せずにお答えいただけますので、子育て

について知りたいことや、今号を読んだ感想な

ど、皆さまのお声をぜひお寄せください。

はぴるぷみやぎの
ページは
こちらから

仙台　マチコ 検 索

http://machico.mu/

「プラチナくるみんマーク」取得の子育て支
援企業ユーメディアが制作しています。

「みやぎっこ応援ローン」
妊娠中から大学生までの“子育て世代”を応援！

みやぎ子育て世帯支援総合融資

　宮城県では県内１１金融機関と連携して「みやぎっこ応援ローン」を実施しています。子育ての

ための“幅広い使いみち”に利用可能な資金を、低金利でお借入れできる優遇融資制度です。 ©宮城県・旭プロダクション

対象者 宮城県内在住で22歳以下の子どもを扶養している方及び妊娠中の方

融資金額 最大500万円（取扱金融機関の定める金額）

融資金利 年1.25%～4.0%（取扱金融機関の定める金利）

取扱金融機関 七十七銀行、仙台銀行、石巻信用金庫、気仙沼信用金庫、仙南信用金庫、宮城第一信用金庫、
杜の都信用金庫、東北労働金庫、石巻商工信用組合、 仙北信用組合、古川信用組合

宮城県 保健福祉部 子育て社会推進室／仙台市青葉区本町3-8-1　TEL:022-211-2528　Email:kosodates@pref.miyagi.lg.jp

詳しくは、取扱金融機関にお問い合わせください。

作ってみよう

Jack-o'-Lantern

ジャック・オー・ランタン
のお菓子入れ

ジャック・オー・ランタン
のお菓子入れ

宮城の子育て情報誌
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宮城県からのお知らせ

手軽で丈夫な牛乳パックを活用して
ハロウィンの工作にチャレンジ！

材料（1人分）
１ℓの牛乳パック3本、オレンジ
の八ツ切り色画用紙２枚、黒
の色紙または色鉛筆やペン
道具
はさみ、のり、両面テープ、ホッ
チキス

牛乳パック２本を十字に
切り開き、注ぎ口部分を
カットします。

1

残りの牛乳パック１本
を、下から10㎝のところ
でカットします。

2

3を放射状に重ね、その
上に2をセット。底を両面
テープで貼ります。

4

黒の色紙や色鉛筆、ペンで目、
鼻、口を自由に付けて完成！

完成

1にオレンジの色画用紙
を貼ります。白い面に貼
るときれいだよ。

3

隣同士をホッチキスでと
めていきます。

5

幅の半分を
重ねると上手くいくよ！

リボンや紐をつけると
ポシェットになるよ！
リボンや紐をつけると
ポシェットになるよ！

この秋いよいよスタート！

幼児教育・
保育無償化

 〈特集〉



３〜５歳

幼児期の教育を行う学校

幼稚園 保育所
０〜５歳

就労などにより家庭で保
育できない保護者に代
わって保育する施設

認定こども園
０〜５歳

教育と保育を一体的に行
い、地域の子育て支援に
も携わる施設

地域型保育
０〜２歳

保育所よりも少人数で０
〜２歳児を保育する場

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育はどう違うの？Q

無償化の対象となる費用は？Q

無償化の対象となるのは利用料のみです。
通園送迎費や食材料費、行事費などは利用者の負担となります。A

安心して子どもを預けて働くことができる環境づくり、

子育ての経済的負担の軽減を叶える社会へ

2019年10月より、幼稚園や保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの子どもと、
0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもについて利用料が無償化されます。
どのような制度なのか、またどんなふうに変わるのか詳しい内容とポイントを解説します。

宮城県子育て社会推進室　☎022-211-2529

認可外保育施設、一時預かり事業、幼稚園の預かり保育等の
利用について無償化の対象となるために必要な手続きは？

Q

※認可保育所等に申込をした方で、既に認定を受けている方については改めての認定申請は不要です。 
　詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

認可外保育施設、一時預かり事業、幼稚園の預かり保育等の利用者は、
事前にお住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。A

対象となる施設・事業は？Q

※１　地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育のことです。
※２　無償化の対象となる認可外保育施設は県に届出を行っているなど、一定の要件があります。

幼稚園　保育所　認定こども園　企業主導型保育事業　地域型保育（※１）　幼稚園の預かり保育　
認可外保育施設（※２）　一時預かり事業　病児保育事業　ファミリーサポートセンター事業　
就学前障害児通園施設　が対象となります。

A

無償化の期間は？Q

満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
※幼稚園については入園できる時期に合わせて満3歳から対象となります。

A

※年収３６０万円未満相当世帯の子どもと、全ての世帯の第３子以降の子どもは副食費が免除される場合があります。

保育所の給食費はどのように変わるの？Q

A

保護者の
皆様

保護者の
皆様

※給食費の金額は、施設ごとに
　異なります

～これまで～ ～無償化後（2019年10月以降）～

保育所

市町村
（経由） 市町村

保育料
（副食費含む）

保育料
（無償）

主食費

副食費

保育所
主食費

市町村への保育料の
支払いは不要になります

主食分と副食分の給食費をまとめて
保育所にお支払いいただきます。

（例）３歳から５歳児の給食費について　

※０歳～２歳の住民税非課税世帯の子どもについても上記表の内容と同様、無償化の対象となります。（認可外保育施設の場合は月額42,000円まで無償）

3歳〜5歳

保育の必要性

あり
（共働き家庭、シングルで働いている家庭　等）

なし
（専業主婦（夫）家庭　等）

保育所（認可保育施設） 無償 ー

認定こども園 無償 無償

就学前障害児通園施設 無償 無償

幼稚園 月額25,700円まで無償 月額25,700円まで無償

認可外保育施設
一時預かり事業など

月額37,000円まで無償 無償化の対象外
（各施設が定める利用料）

幼稚園の預かり保育
幼稚園利用料とあわせて
月額37,000円まで無償

（幼稚園25,700円 ＋ 預かり保育11,300円）

無償化の対象外
（各施設が定める利用料）

副食（おかず・おやつ等）費は、これまで保育料に含まれていましたが、無償化に伴い、
実費負担となります。

わからない点はお気軽に

お問い合わせください。
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この秋いよいよスタート！
幼児教育・保育無償化

幼児教育・保育無償化の疑問にお答えします



保育人材の確保
宮城県保育士・保育所支援センター

　「保育士の資格を持っているけどブランクがあるから不安…」「子育てしながら保育士と
して復職したいけど両立できるか心配」という方々などのために、就職の相談に応じたり、
セミナーなどを通して不安なく仕事に就けるように支援していきます。
　また、県内保育所等への就業を希望する方と人材を求める県内の保育所等のマッチン
グを行う「保育士人材バンク」の運営や、県内各地のハローワークなどを会場に「保育所
のおしごと相談会」も実施しています。
　保育所では保育士だけでなく看護師や管理栄養士等の職種の方も募集しています。
　ご利用は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

保育の受け皿整備

企業主導型保育事業

　企業主導型保育事業とは、国から施設整備費や運営費の助成を受けた企業などが事業所内に保育施設を設置する事
業です。
　企業が自社の従業員の働き方に応じて多様で柔軟な保育サービスを提供することができるほか、従業員以外の方も利
用できる「地域枠」を設定している施設もあり、待機児童対策に貢献するものと期待されています。
　県では地域枠を設定する企業主導型保育施設の整備に対して、保育備品や外構フェンス整備費などの補助を行ってい
ます。

　認定こども園は、教育と保育を一体的に行う施設。幼稚園と保育所の両方の良さを持っています。待機児童の多くを占め
る0〜2歳児の受け皿としても期待されています。
　県では制度理解のための説明会や、施設整備に対する補助事業などを実施し、認定こども園の整備を進めています。

認定こども園

一般社団法人　宮城県保育協議会　宮城県保育士・保育所支援センター
☎022-223-5771
https://bank.hoikushi-miyagi.jp

再就職準備金貸付事業

　保育士資格を持っており、現在保育士として勤務していない方が県内保育所等に勤務することが決まった場合、再就職準

備金の貸付を行っています。

　貸付額は１人１回限り上限20万円（無利子）で、県内保育所等で2年間継続して保育士として勤務すると返還が免除され

ます。

社会福祉法人　宮城県社会福祉協議会　総合相談課
☎022-399-8844
http://www.miyagi-sfk.net/hoikushitou/node_17621

幼児教育・保育の無償化に伴いさらに保育ニーズが高まることが予想されます。

県では待機児童の解消のため保育の受け皿整備を進めるとともに、

保育人材の確保に向けて取り組みを進めています。
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みやぎ子育て
支援パスポート

使ってみよう！

サービス内容や利用条件はお店が任意で設定できます。できることから宮

城の子育て家庭を応援してみませんか。詳細はWEBサイトをご覧ください。「みやぎっこ応援の店」募集中！

みやぎ子育て支援パスポート 検索

利用登録や使い方は
Webサイトをチェック

https://miya-pass.jp/

「みやぎ子育て支援パスポート」は子育てファミリーの強い味方！協賛店である
「みやぎっこ応援の店」が、授乳室やおむつ替えスペースの設置、割引やおま
けなど、さまざまなサービスで宮城の子育てをサポートしています。県内で18
歳以下のお子さんがいる方なら、WEBサイトで簡単な項目を入力するだけで
すぐに利用できます。お得に使って、宮城の子育てをもっと楽しみましょう。

のぼりと

ステッカーが

目印！！

ステッカー のぼり

サービスの内容及びサービス範囲は協賛店（みやぎっこ応援の店）が任意で設定しています。
年齢の確認方法もお店によって異なるためホームページ等で事前の確認をお願いします。サービスを利用する時の注意点

エリア／県内4店舗（泉高森店、西多賀店、ゆめタウン店、蛇田店）

http://ishiyaki.jp/

お子様の足を計測させていただき、前回計測時より0.5ｃｍ
以上大きくなったら本体1000円以上の定価商品（こども靴）
が10％offにてお求め頂けます。
※割引は計測日当日のみ有効。（計測2回目以降より割引）
※ご希望されるお客様へ測定カードをお上げします。（有効期限は計測日より1年間）
※その他割引券、割引企画との併用はできません。また、セール品など一部対象外

商品がございます。
◎特典利用対象者 : 小学生以下

おこさまらーめん半額
［ラーメン（みそ・しょうゆ）、ジュース、おかし、ガチャガチャ］

※おこさまらーめんのご注文は小学校低学年まで

エリア／宮城県内各店

“300℃超えの熱々らーめん”を提供する

石焼らーめん専門店です。　　

ぐつぐつと沸騰するスープで最後まで

熱々のらーめんを楽しめますよ！

国産野菜が6種類たっぷり入っているのも

うれしいポイント！

子供靴は勿論、スニーカーからパンプス、

ビジネスシューズなど豊富な品ぞろえで

お待ちしております。

SHOE･PLAZA、東京靴流通センター石焼らーめん火山

たくさんのお店が協賛しています！たくさんのお店が協賛しています！たくさんのお店が協賛しています！たくさんのお店が協賛しています！

特典内容 特典内容

※写真のラーメンは通常の石焼らーめんです
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2019 東北こども博
10/12〈土〉・ 13〈日〉

ファミリースポーツデー
9/29〈日〉

柴田町仙台市

大学生のお兄さんお姉さんと
思いきり遊んで学べる2日間

県内屈指の広さの体育館に、バドミントンやバ
スケットボール、トランポリンなど、子どもも大
人も楽しめるスポーツコーナーが盛りだくさ
ん。いろいろな種目に挑戦してみよう。隣接の
富沢公園では「とみざわマルシェ」も同時開催。
会 カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）
　仙台市太白区富沢1-4-1
時 9:30～15:45
料 高校生以上300円　小・中学生200円
　※申込み不要
必 室内用運動靴
問 カメイアリーナ仙台
　仙台市スポーツ振興事業団
　TEL:022-244-1111

スポーツの秋！
家族で楽しく体を動かそう

おもちゃ、スポーツ、ステージショー、アウトド
ア、屋台村などさまざまなジャンルの「遊び」
がいっぱいで、子どもが主役になれるお祭り。

「仙台大学 大学祭」「スポーツフェスティバ
ルin柴田」も同時開催。ゲストも乞うご期待！
会 仙台大学（柴田町船岡南2-2-18）
時 10:00～16:00
※オープニングセレモニーは10/12（土）9：30～

10：00
料 入場無料　※申込み不要
問 仙台大学　TEL:0224-55-1121

第34回 大崎バルーンフェスティバル
11/22〈金〉 〜 24〈日〉

大崎市

全国から約30機もの熱気球が集結し、腕を競
い合う東日本最大級の大会。係留されている
気球に乗って空を飛べる体験試乗やバルー
ンアートコーナー、フリーマーケットも開かれ、
子どもも大人も楽しめる。
会 江合川あったか河川公園（大崎市岩出山字下川原町）
時 11/22（金）6:30～、11/23（土）6:30～、11/25（日）6:30～
※気象状況により変更や中止の場合あり
※係留気球体験試乗は各日7:30～（先着順で人数制限あり）
料 無料
問 大崎市岩出山総合支所地域振興課
TEL:0229-72-1215

澄みわたる秋空に浮かぶ
色とりどりの熱気球は迫力満点

みやぎまるごとフェスティバル２０１９
〜味（み）や技（ぎ）の「うまい」はニジュウマル〜
10/19〈土〉・10/20〈日〉

仙台市

宮城の「味（み）」や「技（ぎ）」をまるごと堪能！
食材王国みやぎが誇る県内各地の特産品、
農林水産加工品、工芸品が大集合！親子で
楽しめるクイズラリーや県産食材と仙台味
噌を使ったお振る舞いなど、楽しいイベント
が盛りだくさん。みやぎの魅力と「うまい」を堪
能しよう。
会 宮城県庁1階、県庁前駐車場
勾当台公園・市民広場
時 10：00～16：00
料 無料
問 みやぎまるごとフェスティバル実行委員会事務局

（宮城県食産業振興課内）　TEL:022-211-2815

ガス&ライフ 矢本海浜緑地公園東松島市

震災前の場所から内陸へ、場所を新たに
オープン。滑り台やネットクライミングを備
える大型遊具、幼児が安全に遊べる遊具
広場、芋煮会にもぴったりのバーベキュー
広場、54ホールのパークゴルフ場を完備。
運がよければブルーインパルスの訓練飛行
も見られる。

営 4～9月8:30～18:00、10～3月8:30～17:00
休 火曜（祝日の場合はその翌日）、年末年始（12/28～1/４）　 料 入場無料
営４～10月8:30～17:00　11～3月9:00～16:00　 休 無休、年末年始（12/29～1/3）
料 高校生以上500円、中学生以下300円、用具貸出料金300円

公園

パークゴルフ

住 東松島市大曲字下台　 駐 686台
問 矢本海浜緑地管理事務所　TEL:0225-82-9472
https://tohokudaiken-management.com/yamoto-seaside/

5月に再開園したばかり！
石巻エリア最大規模の公園

かわまちてらす閖上名取市

閖上地区の新たなシンボルとして4月末に
誕生した商業施設。24のテナントは水産加
工品のお店、地元で人気の飲食店やカフェ
など多彩な顔ぶれ。来年には、東北楽天
ゴールデンイーグルス寄贈の大型遊具「こ
どもアスレチック（仮称）」も完成予定。川沿
いの散策路もおすすめだ。
住 名取市閖上1丁目　E-65街区1画地
問 022-399-6848
駐 119台
https://kawamachi-terasu.jp/

閖上のまちを照らす存在に
名取川河口の憩いのテラス

おでかけしよう！宮城の注目スポット

［保有資格］
NSCAジャパン 全米認定パーソナルトレーナー
レベルⅠ認定、NASM-PES

［略歴］
岩手県出身。現在は、仙台市でパーソナルトレーニングジム「S&C真心」を経営し
ながら、子ども向けの体育指導・体育教室の指導実績も多数。運動に関わること
はなんでもご相談ください！

伊藤 良真さん

今回の先生！一人ひとり違って、みんな愛
いと

おしい子どもたち。その元気と

笑顔は、家族の宝物ですよね！一方で、子育てには日々、悩

みや迷いがつきもの。ここでは、乳児や小児のココロやカラ

ダに関する疑問を、専門家に解説していただきます。型には

まる必要は全くないけれど、パパやママのちょっとしたヒント

帖になれば幸いです。

子どもの運動あそび今回のテーマ 　

子育て・個育てヒント帖
この夏、宮城で開かれるおすすめイベントをピックアップ！

FAMILY EVENT

　瞬発力、持久力、柔軟性、バランスなどいろいろありますが、

一番は柔軟性でしょうか。体が柔らかいことは健康を維持す

る上でとても有効なんですよ！それから、一つのスポーツに固

執しすぎたり、押し付けるのもNG。習い事を始めるタイミング

は個人差がありますが、早く始めれば技術面は育つけれど怪

我のリスクも上がります。友だちや家族と体を動かして遊ぶな

かで育つコミュニケーション力も大切ですよ！

運動を通して柔軟性と

コミュニケーション力を磨こう

幼少期に身に付けた方がよい力は？

　幼少期のお子さんを持つご家庭では頭を悩ますことが多い

種目ですよね。鉄棒の逆上がりは真上に蹴り上げるのがポイ

ント。脇を締めて腕がだらんと伸びないように気を付けましょ

う。縄とびはリズムが大切。まずは縄を使わずに手をたたく音

に合わせてその場でジャンプを繰り返したり、縄を片手だけに

持って回して跳んで練習を。水泳は水への恐怖心を取り払う

ことが第一。お風呂で顔を水につけるところから始めましょう。

家族で楽しみながら練習

上手に褒めて伸ばして

鉄棒、縄とび、水泳の上達のコツは？

　「生きるために必要な力」だからです。例えば、転んでしまっ

たときに瞬時に手を出して頭を守るなど、いざという時にとっ

さに体を扱える能力を身に付けておくと安心です。現代では、

怪我を防ぐという名目で、危険なものを子どもの周りから排除

してばかりですが、私は「なぜ危険なのか」を教え、子ども自身

が学ぶことも大切だと考えています。それを大前提に、大人が

見守る中で大胆に運動あそびを指導しています。

自分の身を守るために

大切な全身感覚を養う

運動あそびはどうして必要 ?

　運動が得意になるには、好きな運動をたくさんやること！た

くさん動くことで、子どもの運動能力はプラスになります。苦手

な動きを地道に練習するよりも、好きなことをとことん繰り返

した方が伸びることが多いと感じます。運動が苦手な子には、

厳しくするのではなく、少しでもできたことをほめてあげるこ

と。運動の楽しさ、「できた！」という達成感を覚えさせてあげま

しょう。

好きな運動を繰り返して

成功体験を積み重ねよう

運動が得意になる秘訣は？


