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蔵王町は、宮城県の南西部に位置し、
東は村田町、西は蔵王連峰を境に山形県、
南は白石市、北は川崎町に接しています。
　海抜の最高は西端の屏風岳で 1,825ｍ、

最低は東南部の松川と白石川の合流点で 20ｍ。
面積は 152.83 ㎢で約 60％は山林原野ですが、

耕地面積は広く、高低差を生かした
幅広い農畜産物の生産を行っていて、

果樹生産では県下一の生産量を誇っています。
町の西部は蔵王国定公園に含まれ、

遠刈田温泉などが蔵王観光の基地になっています。

こんなとこ
ろざおうまち

って

ここが
蔵王町

ざ おうまち

東北本線



ざおうまちの

春
Spring

夏
Summer

　みやぎ蔵王えぼしリゾートのスキーゲレ
ンデでは、４月の大型連休前から５月下旬ま
で、30種類以上約50万株の『すいせん』が
花を咲かせます。見渡す限り黄色の花で埋
め尽くされるその景色は壮観です。また、５
月下旬から６月上旬にかけては『シロヤシオ
ツツジ（五葉つつじ）』の群生を楽しむこと
ができます。

蔵王連峰の山々に抱かれた蔵王町には、
豊かな自然と風光明媚な景観が数多く残されて
おり、四季折々に表情を変えながら、私たち
を迎えてくれます。

　御釜（おかま）は五色岳にある火口湖で、
天候等諸条件によってエメラルドグリーン
や、るり色に湖面の色が変わり、豊かな表情
を見せてくれる蔵王のシンボルです。蔵王
エコーラインから蔵王ハイライン（有料道
路）を登った駐車場に車を停めると、レスト
ハウスまで徒歩3分、御釜の展望台までは徒
歩5分という環境を整えています。展望台ま
ではバリアフリー対応になっていますので、
どなたでも安心して観光が楽しめます。
　また、蔵王エコーライン沿いからは『コ
マクサ』『ハクサンチドリ』『リンドウ』等、
上品で可憐な花を咲かせる高山植物を鑑賞
することができます。

シロヤシオツツジ

すいせん

コマクサ

御釜

四季
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　宮城県と山形県を結ぶ山岳観光道路であ
る蔵王エコーラインでは「ブナ」や「ナラ」
等の樹木からなる紅葉を楽しめます。また、
春には新緑等を楽しむことができます。
　また、県内トップクラスの生産量を誇る梨
をはじめとした果樹は各方面に出荷される
ほか、生産農家の庭先でも販売されていま
すので、手軽に味わえます。

　宮城県内外からスキーやスノーボードを楽
しみに、多くのみなさんが遊びに来ます。町
内には、県内最大級の滑走施設を誇る『みや
ぎ蔵王えぼしリゾート』と、本格的なスノー
ボードコースを整備している『すみかわスノー
パーク』の２ヶ所のスキー場があります。
　樹氷は自生しているアオモリトドマツの葉
に強い西風に乗った氷の粒が衝突してでき
るため、風上に向かって"成長"するその姿は
『エビの尻尾』に例えられます。すみかわスノ
パークでは、毎年12月中旬から3月中旬まで、
専属ガイドが同乗した雪上車『ワイルドモン
スター号』で、深雪の樹氷地帯まで鑑賞ツ
アーに行くことができます。

日本梨

蔵王エコーライン

みやぎ蔵王えぼしリゾート

みやぎ蔵王スキー場すみかわスノーパーク樹氷鑑賞ツアー

秋
Autumn

冬
Winter

ざおうまちの四季
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すずらん峠

遠刈田温泉
みやぎ蔵王

えぼしリゾート

蔵王山

御釜

蔵王エコーライン

みやぎ蔵王スキー場
すみかわスノーパーク

JR東白石駅（南端　白石川付近）

高速バス　遠刈田　　 仙台
（東北自動車道経由）バス停留場

松　川 村田I.C

白石I.C
白石川
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蔵王町役場

JRの最寄り駅

最寄りのIC

最寄りの空港

東北新幹線

村田 IC

東北本線

白石蔵王駅（自動車で約30分）

仙台へ自動車・高速バスで約１時間
山形へ自動車で約1時間

白石 IC 福島へ自動車で約1時間

仙台空港（自動車で約 40 分）

東白石駅（町南端 白石市側）

国内線

国際線

札幌・名古屋・大阪・福岡のほか各地

ソウル・北京・台北・バンコク　など

白石蔵王－東京　約2時間

東白石−仙台　　約40分

アクセス
Public transportAccess
公共交通機関

Living area, Shopping
生活圏・買い物

仙台

白石蔵王駅

蔵王町

村田I.C

遠刈田温泉

蔵王エコーライン

宮城川崎I.C

仙台空港
山形道

東
北
道

東
北
新
幹
線

山形
山形蔵王I.Cより約1時間

蔵王町

白石I.C

東京

山形

　ＪＲの駅は、町南端の白石市側に東白石
駅があり、仙台市や福島市まで約40分で
す。また、仙台市中心部との間では（株）ミ
ヤコーバスによる高速バス路線があり1日
10往復運行しています。
　近隣市町へは、（株）ミヤコーバスが運行
する路線バスがあり、町東部の村田町とは
「永野線」、同じく東部の大河原町とは「大

河原遠刈田線」を朝夕の通学時間帯に運行
しています。南部の白石市とは「白石遠刈田
線」を１日10往復運行しています。
　民間の公共交通機関が無い、遠刈田温
泉から白石市方面に向かう北原尾地区へ
は、１日４便運行している、循環型の町民タ
クシーがあります。

　役場の周辺には、スー
パーやホームセンター・ド
ラッグストアがあるほか、車
で20分程に位置する大河原
町には大手家電量販店や大手
衣料品店があります。
　もう少し足を延ばして仙台方
面へ向かえば、大型ショッピング
モールなどもあり、ショッピング、
通勤・通学など、仙台市周辺地域は
充分生活圏内です。

蔵王町
自動車・高速バスで

約1時間

仙台

東北新幹線
約2時間

東北自動車道
浦和I.Cより

約3時間45分

蔵王町
自動車・路線バスで

約40分〜1時間

白石

蔵王町
自動車で約40分

仙台空港

4

仙台

白石
蔵王駅

蔵王町
役場

白石IC

村田IC
宮城川崎IC 村田JCT

東北自動車道

至山形

東
北
新
幹
線

白石

東京

松島

岩沼

宮

七ヶ宿

川崎

大河原遠刈田温泉

仙台港
仙台
空港

東京

N
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蔵王町
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松　川
村田I.C

白石I.C
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泉
鎌倉温泉

遠刈田温泉

黄金川温泉
白鳥荘

蔵王町役場

我妻家住宅

みやぎ蔵王
こけし館

B&G
海洋センター

蔵王酪農センター
（チーズ工場）

みやぎ蔵王
えぼしリゾート

蔵王町
ふるさと文化会館
（ございんホール）

宮城蔵王
カントリークラブ

（ゴルフ場）

みやぎ蔵王
すみかわ

スノーパーク

不帰の滝
駒草平

蔵王ハートランド

滝見台

芝草平

三階滝

御釜

不動滝

蔵王エコーライン

N

S

W E
　1601年に開湯された400年余り
の歴史を持つ温泉地です。泉質は
「ナトリウム」「カルシウム」「硫酸
塩」等で、神経痛・筋肉痛・関節痛
に効果があると評判で癖のないや
さしさが特徴です。遠刈田温泉には
旅館、ホテル、ペンション等の施設
が約40件あるほか、温泉街の中心
には、青森ヒバをふんだんに使用し
た共同浴場「神の湯」があり、その
香りに包まれながら入浴することが
できます。外には「足湯」（無料）も
併設されていますので、観光の目的
に合わせて温泉を楽しむことができ
ます。

遠刈田温泉

遠刈田温泉

遠刈田温泉全景（明治30年頃）
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　昭和59年にオープン（平成22年
リニューアル）した温泉で、蔵王町
老人憩いの家『白鳥荘』として運営
をしています。泉質は「ナトリウム
塩化物泉」なので、湯上がり後も
保温性が高く、神経痛・肩こり・捻
挫によく効くと評判です。
　この地は、赤さびの水が湧いて
いたことから『地獄橋』と呼ばれて
いましたが、昭和40年代に始まっ
た東北自動車道路の工事中に源泉
地であることが確認されました。
※日帰り入浴のみ

黄金川温泉
泉

蔵王町老人憩いの家『 白鳥荘 』

鎌倉温泉

　遠刈田温泉街にある２つ
の共同浴場の一つ。青森ヒ
バをふんだんに使用してい
るので、その香りに包まれ
ながら入浴ができます。外
には足湯も併設されてお
り、無料で利用できます。

共同浴場 神の湯

　1062年に起こった前九
年の役の際に傷を負った武
将（鎌倉景政）が発見した
温泉で、その武将の姓を
とった『鎌倉沢』と呼ばれ
ている山奥の地にひっそり
とたたずんでいます。泉質
は「強アルカリ泉」「ラジウ
ム鉱泉」で、外傷・やけど・
皮膚病によく効くと評判の
ほか、お肌がすべすべにな
る『美人の湯』としても知
られています。

鎌倉温泉

神の湯

【所 在 地】蔵王町遠刈田温泉仲町32
【電　　話】0224-34-1990

【入 浴 料】大人400円、小学生以下150円
 【入浴時間】 10：00～13：30受付終了

　　　　　15：00～19：30受付終了 
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　無料休憩所を完備してます。
【所 在 地】蔵王町宮字中野129
【電　　話】0224-32-3960
【入 浴 料】町内の方300円、町外の方350円
【入浴時間】9：00～21：00　※最終受付20:30
【備　　考】12月31日～1月1日休み

共同浴場 壽の湯 泉

　遠刈田温泉街にある2つの共同浴場の一つ。源泉100％の熱めのお風呂は、地元住民や観
光客で朝から賑わっています。
【所 在 地】蔵王町遠刈田温泉旭町5-1
【電　　話】0224-34-1990
【入 浴 料】大人400円、小学生以下150円
　　　　　
　　　　　  
【入浴時間】5:00～8:30、10：30～21：30

壽の湯

蔵王町老人憩いの家　黄金川温泉『白鳥荘』

主な年間イベント

4

5

6

8

9

10

11

12

1

2

3

４月中旬……
４月下旬……

……

雪の壁ウォーク（大黒天駐車場）

蔵王エコーライン開通式（刈田峠駐車場）

５月中旬……日本の蔵王ヒルクライム・エコ
（蔵王エコーライン・蔵王ハイライン）

６月上旬……とおがった大道芸
（遠刈田温泉「蔵王通り」）

10月中旬……蔵王町産業まつり（蔵王町ふるさと文化会館  ほか）

９月中旬…… 全国伝統こけしろくろまつり（みやぎ蔵王こけし館）

９月上旬…… みやぎ蔵王梨まつり（蔵王町ふるさと文化会館  ほか）

11月上旬……蔵王高原大根狩り・チーズフェア
（遠刈田温泉七日原特設会場）

１月下旬……えぼし雪上花火大会
（みやぎ蔵王えぼしリゾート）

２月上旬……
　  ～

３月下旬

こけしびなまつり（みやぎ蔵王こけし館）

12月上旬……

 ～

中旬

スキー場開き
（みやぎ蔵王えぼしリゾート、みやぎ蔵王すみかわスノーパーク）

毎年
 １月 14 日… 暁詣り（宮　刈田嶺神社　他）

12月中旬……
　   ～

３月中旬

みやぎ蔵王樹氷めぐり
（みやぎ蔵王すみかわスノーパーク）

８月中旬……遠刈田温泉仮装盆踊り大会
（遠刈田温泉「蔵王通り」）

４月下旬
　  ～

５月下旬

みやぎ蔵王えぼし　すいせん祭り
（みやぎ蔵王えぼしリゾート）

蔵王町移住定住ガイドブック 蔵王町移住定住ガイドブック11 12

machidukuri03
テキストボックス
【入浴時間】 6：00～ 9：30受付終了　　　　　　16：00～19：30受付終了【営 業 日】土・日・祝日のみ営業



春
の
イ
ベ
ン
ト

夏
の
イ
ベ
ン
ト

　雪の壁ウォークは、冬期閉鎖中だった蔵王エ
コーラインの除雪が終わり開通する直前に、期間
限定で行われます。車の通行が無い雪の回廊の中
（最高積雪地点は約９ｍ）を散策できるイベント
です。その後に蔵王エコーライン開通式が行われ
て、雪の壁を楽しみながら御釜や山形県までのド
ライブができます。

　５月に開催される自転車ロード
レース。雪の壁がそびえ立つ「蔵王
エコーライン・蔵王ハイライン」を舞
台に、距離18.7km、標高差1,334ｍ
を自転車で駆け登ります。
　蔵王エコーラインから御釜へ向か
う蔵王ハイラインは自動車専用道路
ですが、この日に限って自転車で通行
できます。

蔵王連峰を背景に、年間を通してさまざまなイベントがあり、町民は
もちろん、県内外から訪れるみなさんをお出迎えしています。

　遠刈田温泉「蔵王通り」を会場に、
国内外で活躍する大道芸人の路上パ
フォーマンスやストリートミュージシャ
ンのライブが繰り広げられます。

　遠刈田温泉の夏を彩るイベントのひとつ。地元
の人たちや観光客等が遠刈田温泉街を仮装して
踊ります。飛び入りでの参加も可能。

イべトン

雪の壁ウォークと
蔵王エコーライン開通式

日本の蔵王ヒルクライム・エコ

とおがった大道芸

遠刈田温泉仮装盆踊り大会
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冬
の
イ
ベ
ン
ト

秋
の
イ
ベ
ン
ト　こけしの発祥地とされる遠刈田温泉で開催される、こけしの祭典。

　全国１１系統の伝統こけしの製作実演や展示即売を行います。

全国伝統こけしろくろまつり

　毎年１月１４日に、町内の各神社で暁詣り（どんと祭）が行われます。場所に
よっては、境内で神楽の奉納も行われます。
　中でも特徴的なのは、宮地区の刈田嶺神社で、白装束姿の数え42歳の男衆
達が百貫しめ縄をかついで町中を練り歩いた後、参道を一気に駆け上がり、本
殿裏にある樹齢500年の御神木「夫婦杉」に巻きつけて奉納し、厄払いと一年
間の家内安全を祈ります。

刈田嶺神社暁（あかつき）詣り

　白銀に染まるスキー
場の澄みきった夜空
に、大輪の花火が打ち
上げられます。そのほ
か、イベントも盛りだく
さんです。

えぼし雪上
花火大会 　素朴で味わいのある「こ

けしびな」の展示と販売を
行います。遠刈田こけしの
伝統技能で作られた、可愛
らしいひな飾りをお楽しみ
下さい。

こけしびなまつり

　蔵王町産の新鮮な野菜や果物の直売
コーナーをはじめ、ステージでは太鼓や
舞踊などの地元の伝承芸能や歌謡
ショー、多数の飲食ブースも盛りだくさん
で、お楽しみ抽選会なども行われます。

蔵王町産業まつり

　新鮮な大根を収穫して、ビニール袋いっ
ぱいに詰め放題のイベントです。会場では
地場産品の各種野菜も販売します。

蔵王高原大根狩り

イべトン
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特産
　全国的なブランドにもなっている『蔵王チー
ズ』。蔵王山麓七日原高原の緑に囲まれた広大
な牧場で、のびのび育った牛たちの良質なミル
クを、丹精に時間と手間を掛けて製造するのが
美味しさの秘訣。種類も豊富なので、お土産に
も最適です。

蔵王町の豊かな自然から生み出される、個性豊かな特産品が
数多くあります。

梨狩り

蔵王チーズ

りんご

　資源循環型ブランド牛『蔵王爽清牛』は、
蔵王山麓で蔵王産エコフィード※を食べ、安
全・安心な品質管理のもとで育てられていま
す。余分な脂肪分が少なく、体にも地球にも
やさしいお肉です。
※蔵王産エコフィード

　コカ・コーラ　ボトラーズ

ジャパン（株）蔵王工場で

製造される『爽健美茶』の

茶殻と（一財）蔵王酪農セ

ンター『蔵王チーズ』の製

造過程でできる乳清（ホエ

イ）を原料にした、環境へ

の負荷が小さい飼料です。

蔵王爽清牛（ざおうそうせいぎゅう）

　いにしえより多くの工人達が卓越
した技で磨き上げてきた伝統こけ
し。遠刈田こけしは、華麗さにおい
ては一番と言われています。

遠刈田こけし

　蔵王の豊かな大地で育
つ美味しい桃は、7月下旬
から9月上旬まで楽しめ、
遠刈田温泉に向かう県道
沿いには、多くの直売所が
あります。また、蔵王の気
候と相性よいブルーベリー
は7月上旬から8月中旬に最
盛期を迎えます。期間中は
多くの方が桃狩りやブルー
ベリー狩りを楽しみます。

桃・ブルーベリー

　蔵王町は、宮城県内で梨の生産量がNo.１。早くは９
月上旬から遅くは11月上旬まで、果樹農家が一つひと
つ大切に育てた、もぎたてでみずみずしい新鮮な梨を

お楽しみいただけます。ま
た、梨狩りを体験でき

る農園もありますの
で、お気軽にお問い
合わせください。

梨

蔵王町農林観光課　TEL 0224-33-2215
蔵王町観光案内所　TEL 0224-34-2725

【お問い合わせ】

　蔵王町では、りんごの
栽培も盛んに行われ、９月
上旬から12月下旬まで、町
内の直売所などで販売されてい
ます。主な品種は『ふじ』ですが、近年、希少価
値の高い黄色いりんごの『蔵王はるか』が生産
されています。『蔵王はるか』は果肉が硬く蜜入
がよく糖度も高いことから、ブランド品として販
売されていますので、是非ご賞味ください。
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事　業　名 内　　　容 担　当　課

蔵王町定住促進事業
補助金

町外からの移住と町民の定住を促進す
ることを目的に住宅を取得した方に補助
金を交付します。（最大80万円） まちづくり

推進課
蔵王町移住支援事業
支援金

東京23区に居住又は通勤をしていた方
で、一定の条件を満たす方が移住した場
合に支援金を交付します。（最大100万
円）

木造住宅耐震診断
助成事業

昭和56年5月31日以前に建築された建物
は地震に対して弱い場合があります。
町経由で住宅の耐震診断を行う場合、費
用の一部が助成されます。（自己負担は
8,400円～）

建設課

木造住宅耐震改修
工事助成事業

耐震診断の結果、耐震性が低いと診断
された住宅の耐震改修工事を行う場合
費用の一部（最大100万円＋リフォーム
加算最大10万円）を助成しています。建
替えの場合も助成があります。

危険ブロック塀等
除去事業

避難所への避難路に面した一定の高さ
のブロック塀等を除却する場合その一部
を補助します。同時に同じ場所にフェン
ス等を新設する場合追加補助がありま
す。

町営住宅事業
低所得者向け住宅、中堅所得者向け住
宅を管理しています。空室を随時募集し
ています。

定住・住まい

本庁舎２階

本庁舎２階

蔵王町の施策を区分ごとにまとめました。

各種制度概要

定住・住まい

蔵王移住相談室

20

子育て 21

保健・福祉 23

教育 27

くらし 29

しごと 32

蔵王町へ移住したい方、移住して行く方の無料相談窓口です。
体験移住のご相談も受け付けていますので、お気軽にお越しください。

住所　蔵王町遠刈田温泉字小妻坂 71-1 土日祝日
10:00 ～16:00　開室

※平日は役場まちづくり推進課で受け付けています。

TEL   0224-26-6115
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事　業　名 内　　　容 担　当　課

子ども医療費助成

18歳までのお子さんの医療費のうち、保
険診療による自己負担額を全額助成しま
す。
（所得制限無し）

町民税務課

すこやか養育助成金

お子さんの出生を祝福し、第1子目から
助成金を支給します。（町内に住所を有
している間に生まれた子の人数が1人、2
人の時5万円、3人以上の時45万円）

子育て支援課

乳幼児育児用品購入
助成券

町で出生したお子さんを養育している保
護者に対し、育児用品の購入費用5万円
分を助成し、経済的負担の軽減を図りま
す。

あったか支援事業
父もしくは母がいない12歳から18歳まで
の児童に対し、年1回５万円の支援金を
支給します。（所得制限あり）

子育て支援センター

親子で自由にあそべるスペースがあり、
年齢別クラス、子育て講習会、もぐもぐ
教室（離乳食教室）などの育児講座を
行っています。育児相談も随時受け付け
ています。

地区児童館
あそび場の提供や交流の場を通して、児
童の心身の成長を支援します。自由に来
館し、利用することができます。

放課後児童クラブ
全小学校区において、放課後や長期休
業日に、昼間就労等で家庭に保護者がい
ない児童を児童館で預かります。

子育て広場
（地区児童館）

館内や館庭で自由にあそぶことができま
す。育児相談も随時受け付けています。
育児サークルを年5回開催しています。

子育て

地域福祉
センター内

本庁舎１階

事　業　名 内　　　容 担　当　課

母子手帳アプリ
ざおう子育てアプリ

妊娠から出産、育児までをサポートする
アプリです。予防接種の管理やマタニ
ティ体重、子どもの発育の記録が簡単に
できます。地域の育児情報が届きます。

子育て支援課
ざおう子育て
サポート事業

保護者が 通院等の用事で子どもを預
かってほしい時に、地域の協力会員が一
時預かりを行います。

延長保育
町保育所で通常の開所時間を超えて保
育を行います。
（７時30分から18時30分）

リフレッシュ♪
MamaCafe

子育て奮闘中のママたちに、エクササイ
ズやクラフトなど、リフレッシュできる
時間を提供します。
※子育てサポーターの託児サービスがあります。

教育委員会
生涯学習課

地域福祉
センター内

蔵王町
ふるさと

文化会館 内
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事　業　名 内　　　容 担　当　課

妊婦健康診査

妊婦健康診査の受診券を14回分交付し
ます。
※多胎妊婦さんの場合は、受診券を６回分追加
します。

保健福祉課

乳幼児健康診査

生後3～5か月、1歳6か月、2歳6か月、3
歳6か月のお子さんに集団健診を実施し
ています。また、医療機関で無料で受け
られる個別健診受診券（生後2か月、8～
9か月）を交付します。

新生児聴覚検査
助成事業

出生後（入院中）に赤ちゃんの耳の「聞
こえ」の状態を調べる検査の費用を一部
助成します。

産婦・新生児訪問
指導

（乳児家庭全戸訪問事業）

生後4か月までの赤ちゃんを対象に助
産師または保健師が訪問します。赤
ちゃんの体重計測のほか、育児相談、
お母さんの体調の相談を受けていま
す。

２歳児フッ化物
塗布事業

年度内に満3歳となるお子さんに、フッ
化物塗布を年3回行います。

１歳お誕生相談
1歳のお子さんと保護者を対象に、歯み
がき指導や栄養講話を行います。

妊婦歯科健康診査

妊婦さんの口腔内の健康保持と生まれて
くる子どものむし歯予防のために歯科医
療機関において、無料で歯科健診を受け
ることができます。

産後ケア費用
助成事業

お母さんの産後の疲労回復や育児不安
を支援するため、医療機関等で行なって
いる産後ケア事業を利用した場合の費用
を一部助成します。

保健・福祉

地域福祉
センター内

事　業　名 内　　　容 担　当　課

健康づくりセミナー
事業

おいしく体に良いメニューについてミニ
講話、調理実習、会食を交えて楽しく食
べる教室です。

保健福祉課

ザ・王様の体育の
時間事業

健康づくりに関することをテーマに運
動教室を開催します。

健活サポーター講座
事業

自らの健康づくりに加え、地域全体が
健康になるための活動をするサポー
ターを養成します。また、その活動を
支援するための研修会を実施していま
す。

ザ・王様の貯筋教室
事業

若い世代（40歳代）から参加できる夜
間の運動教室です。様々な器具を使っ
たストレッチや筋力トレーニングも行
いますが、自宅でも継続できるトレー
ニングを主に行っています。

ゲートキーパー養成
講座事業

悩みや生活上の困難を抱える人に早期
に気付き、対応できる人の人材育成の
ため、研修を実施しています。

成人歯科検診

歯周病の早期発見・早期治療のため、
40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65
歳、70歳の方を対象に500円で歯科検
診を受けられるクーポン券を配付しま
す。

地域福祉
センター内
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事　業　名 内　　　容 担　当　課

各種がん検診

各種がん検診を行っています。
◎肺がん検診※対象は65歳以上の方

◎大腸がん検診※対象は35歳以上の方

◎胃がん検診
※対象は35歳以上の方（ワンコインクー

ポン配付年齢あり）

◎子宮頸がん検診
※対象は20歳以上の方（ワンコインクー

ポン配付年齢あり）

◎乳がん検診
※対象は30歳以上の方（ワンコインクー

ポン配付年齢あり）

◎骨粗しょう症検診
※対象は30歳、35歳、40歳、45歳、
　50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性

◎前立腺がん検診
※対象は50歳以上の男性

保健福祉課

肝炎ウィルス検診
40歳の方で過去に肝炎ウィルス検査を
受けたことがない方を対象に検査を行
います。

腹部超音波検査
46歳、56歳、66歳、70歳の方を対象
に検査を行います。

高齢者肺炎球菌予防
接種費の助成

65歳から５歳刻みの方で一度も肺炎球
菌予防接種を受けたことがない方を対
象に接種費用の一部助成を行っていま
す。

生涯ピンピン教室
（頭いきいきコース・
からだ元気コース）

介護予防の教室です。教材を使った認
知症予防コースと水中運動を取り入れ
た運動機能向上コースがあります。

地域福祉
センター内

事　業　名 内　　　容 担　当　課

蔵王
あがらいんかふぇ
健康サロン事業

毎週月曜日に介護予防体操や健康セル
フチェックを行えるサロンを開催して
います。年齢や障がいの有無を問わず
どなたでも参加できます。

保健福祉課

認知症サポーター
養成講座

認知症を正しく理解し、認知症の方や
その家族を見守り、支援するサポー
ターの養成をしています。

緊急通報システム

高齢者等が、自宅にて体調不良になっ
た場合等、『緊急ボタン』を押すこと
で、救急車の手配及び協力員の方に迅
速な連絡が行われます。また、セン
サーに24時間反応しない場合は、協力
員の方に連絡が行われます。

救急医療情報キット

高齢者及び障がい者の方が、病気や災
害等の有事に備え、かかりつけ医及び
服用している薬や緊急連絡先等の必要
情報を、保管しておくキットを配付し
ています。

配食サービス
高齢者世帯等に、訪問し定期的に夕食
を提供することにより、生活の質の向
上及び安否確認を行っています。

移送用タクシー利用
料金助成

障がい及び加齢による下肢不自由等
で、公共交通機関を利用することが困
難な方について、タクシー利用券を交
付しています。

未熟児養育医療給付

からだの発育が未熟なまま出生した赤
ちゃんで、指定医療機関の医師が特別
な医療が必要と認めた場合、母子保健
法に基づき医療費の給付を行います。

子育て支援課

地域福祉
センター内

地域福祉
センター内
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事　業　名 内　　　容 担　当　課

予防接種費助成

定期予防接種のほか、ロタウイルス、
おたふくかぜ、インフルエンザ、大人
の風しん予防接種費用に対する一部助
成を行っています。 子育て支援課

特定不妊治療費助成

お子さんを望むご夫婦の経済的負担の
軽減のため、助成制度を実施していま
す。
（1回上限10万円）

事　業　名 内　　　容 担　当　課

幼稚園事業
各町立幼稚園で３年保育、預かり保育を
実施しています。（給食あり）

教育委員会
教育総務課

英語教育の推進

文部科学省の教育課程特例校認定を受
け、保育所・幼稚園・小学校段階からの
早期の英語教育を実施しています。
　中学校では、英語検定を受ける際、受
験料を全額補助しています。（３年生対
象）

中学校の統合
町内３中学校を、新設校１校への統合を
進めています。（令和９年開校予定）

教育

蔵王町
ふるさと

文化会館 内

地域福祉
センター内

事　業　名 内　　　容 担　当　課

特別支援教育
支援員の配置

個別の支援を必要とする児童生徒一人
ひとりの教育的ニーズを把握した適切
な指導支援を行っています。

教育委員会
教育総務課

学校給食費の補助

給食費に対し、小中学校１食20円の補
助をしています。米飯は町内産米を使
用しています。（ひとめぼれ環境保全
米）

学校訪問
アウトリーチ

プロの演奏家が町内の小学校を訪問
し、間近で音楽とふれあう機会を提供
します。また、文化会館でもコンサー
トを開催します。

教育委員会
生涯学習課

ざおうっ子応援団

地域のボランティアが、学校等におけ
る学習や、環境整備を支援。子どもた
ちの健やかな学びと、安心して過ごせ
る地域づくりをサポートしています。

ざおう・パラオ
子ども国際交流事業

歴史的な繋がりがあり、東京オリ・パ
ラのホストタウンでもある、南太平洋
のパラオ共和国と相互訪問による国際
交流事業を行っています。
対象者：町内在住の中学生 まちづくり

推進課

英国友好親善交流
事業

英国ウェールズ・フリントシャー州と
ホームステイなどによる相互国際交流
事業を、隣接する村田町及び川崎町と
一緒に行っています。
対象者：町内在住の高校生、専門学校
生、大学生などの学生

本庁舎２階

蔵王町
ふるさと

文化会館 内

蔵王町
ふるさと

文化会館 内
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事　業　名 内　　　容 担　当　課

行政区（自治会）、
自主防災組織

ゴミ出し、清掃など、地域との関わりは
必要になります。その基本が行政区で
す。災害時には、行政区や自主防災組織
による「共助」が力を発揮します。広報
紙などのお知らせも行政区（区長）を通
して配布しています。

まちづくり
推進課

交通アクセス

東北自動車道のＩＣに近接し、自動車で
は東北の中心仙台市まで約40分で、仙
台市中心部との間では高速バスがあり、
町の南部ではＪＲ東北本線の駅が近接し
ていて、仙台市も通勤通学圏内です。Ｊ
Ｒ東北新幹線の駅は車で20分圏内にあ
り、東京との間を約２時間で結んでいま
す。

町民タクシー

民間の公共交通機関が無い、遠刈田温
泉街と北原尾地区の間を１日４便循環し
ている乗り合いタクシーです。
（運賃）区間に関係なく
中学生以下無料　高校生100円　一般
200円

蔵王町国際交流協会
町内外の個人や法人が会員になり、町内
在住の外国人などと国際交流事業を行っ
ています。

自主防災組織の結成
や育成の支援

自助・共助の意識を高め、地域の防災力
の向上を図るため自主防災組織の結成
や育成を支援します。

総務課

防災ガイドの配布

いつどこで起きるかわからない災害へ、
一人ひとりが備えるため、町内全戸へ配
布するほか、新たに転入される世帯に配
布します。
作成及び全戸配布：総務課
転入世帯へ配布　：町民税務課

くらし

本庁舎２階

本庁舎２階

事　業　名 内　　　容 担　当　課

オリジナル婚姻届・
出生届

ざおうさまオリジナル婚姻・出生届があ
ります。なお、蔵王町に婚姻届・出生届
を提出された方へざおうさまオリジナル
婚姻届・出生届と同じデザインの記念用
紙に、届出記載内容を印刷してお渡しし
ます。

町民税務課

住宅用太陽光発電
システム設置事業
補助金

住宅用太陽光発電システムを設置する
方を対象に最大出力（kw）×３万円（上
限１２万円）の補助金を交付します。

環境政策課

合併処理浄化槽設置
整備事業補助金

生活排水による水質汚濁を防止するた
め、合併処理浄化槽を設置する方を対
象に補助金を交付します。（下水道事
業の区域外に限る。）
５人槽332,000円
７人槽414,000円

生ごみ処理容器等
補助金

生ごみ処理容器を購入し、家庭から排
出される生ごみを自分で処理する方に
対して、生ごみ処理容器の購入金額の
一部を補助します。

電気自動車用急速
充電器

役場本庁舎駐車場に急速充電器を設置
しています。

文化会館主催事業

音楽コンサートや絵画展・文化財展、各
種講演会など、幅広い行事を定期的に開
催し、身近に芸術・文化とふれあう機会
を提供しています。

教育委員会
生涯学習課

本庁舎１階

本庁舎２階

蔵王町
ふるさと

文化会館 内
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事　業　名 内　　　容 担　当　課

各種公民館講座

町民の「知りたい」「学びたい」という
気持ちをサポートするため、1年をとお
して趣味や健康づくりを充実させたり、
地域の魅力を体感できたりする、様々な
講座を開催しています。

教育委員会
生涯学習課

蔵王町青年団体連絡
協議会

町内の青年たちが集まり、交流する団体
です。
行事を盛り上げたり、イベントを企画し
たり、町の活性化にも尽力しています。

子育てサポーター
「すまいるハート」
の活動

子育てに関する専門知識を学んだ子育
てサポーターが、子育てに関する悩み
や不安をサポート。また、サポートの
一環として、各種行事で託児を受け付
けています。

蔵王町立図書館

図書の貸し出しだけではなく、CD・ビ
デオ・DVDの視聴ブースや、調査・研
究のためのインターネット利用ができ
るパソコンも設置しています。

スポーツ振興

生涯にわたって健康で生き生きとした
生活を送るために、体力の向上や健康
の保持増進、精神的な豊かさや充実
感、人とのふれあい・交流、生きがい
づくりのため、それぞれの個性や体力
に適したスポーツの振興を図ります。

教育委員会
スポーツ振興課

スポーツ支援
町内の各体育施設を格安で使用できま
す。

スポーツ教室
幼児から高齢者まで幅広い年齢層が参
加できるスポーツ教室を開催します。

蔵王病院
患者送迎バス

曜日ごとにバスの巡回ルートがあり、乗
車した患者さんを病院までお送りしま
す。帰りに関しては、バス利用の患者さ
んが全員終わり次第、お送りします。

蔵王町
ふるさと

文化会館 内

蔵王町Ｂ＆Ｇ
海洋

センター 内

蔵王町
国民健康保険

蔵王病院

事　業　名 内　　　容 担　当　課

みやぎＵＩＪターン
起業支援事業

東京圏から宮城県内に移住し、社会的事
業において起業する方に支援金を交付し
ます。条件を満たせば蔵王町移住支援
事業支援金と重複可。
（最大200万円）
みやぎ創業ガイド内　
URL　https://uij.miyagi-sogyo.jp/

まちづくり
推進課

新規就農相談
蔵王町で新規就農を目指す方に対し、
研修・資金相談・補助金等様々な支援を
行っています。

農林観光課蔵王町農業経営育成
対策事業

就農予定時の年齢が55歳未満の方で認
定新規就農者と認められた方に対し、
就農してから５年間を上限に月額５万円
(年額60万円)の補助を行います。

創業相談窓口
これから創業される方、創業され経営を
始められた方へ、商工会と連携し、創業
時のスタートアップを支援します。

農地バンク

現在耕作していない農地や今後耕作し
なくなる農地を農地バンクに登録し、新
しく農業を始めたい方や、農地を借りた
い・買いたい方に農地情報を提供し、農
地所有者との橋渡しを行います。

農業委員会

しごと

本庁舎２階

本庁舎１階

本庁舎１階

蔵王町移住定住ガイドブック 蔵王町移住定住ガイドブック31 32



課　名 主　な　業　務 電話番号

総務課
防災、広報ざおう、情報公開、
職員募集　など

0224-33-2211

まちづくり推進課
まちづくり、企業誘致、移住定住、予算と
財政状況、ふるさと納税、統計　など

0224-33-2212

町民税務課
住民票、戸籍、印鑑登録、健康保険、
税金　など

0224-33-3001
0224-33-3002

環境政策課
環境政策、ごみとリサイクル、浄化槽、
太陽光発電、犬の登録　など

0224-33-3007

保健福祉課
予防接種、検（健）診、障がい、高齢福祉　
など

0224-33-2003

子育て支援課
子どもの予防接種、保育所、児童館、
児童手当、婚活イベント　など

0224-33-2122

農林観光課
農業、有害鳥獣、畜産、森林、観光、
商工業、消費生活相談　など

0224-33-3004
0224-33-2215

建設課
入札情報、道路占用、都市計画、
用途地域、町営住宅　など

0224-33-2214

上下水道課 上下水道の使用・料金　など 0224-33-3000

会計課 各種税（料）金の収納、支払い　など 0224-33-3005

議会事務局 議会、議会だより、議事録の公開　など 0224-33-3006

農業委員会 農地法の手続き、農業者年金　など 0224-33-3003

教育総務課 教育委員会、幼稚園、小中学校　など 0224-33-3008

生涯学習課
社会教育、文化会館・公民館、図書館、
埋蔵文化財の手続き、歴史の紹介　など

0224-33-2018

スポーツ振興課 体育施設の利用、体育事業のご案内　など 0224-33-3388

国保蔵王病院 蔵王町国民健康保険蔵王病院 0224-33-2260

施　設　名 住　　　所 電話番号

蔵王町地域福祉センター 蔵王町大字円田字愛宕前33 0224-33-2003

蔵王町ふるさと文化会館 蔵王町大字円田字西浦5 0224-33-2018

公
民
館

（
４
館
）

平沢地区公民館 蔵王町大字平沢字内屋敷14-1 0224-33-2220

円田地区公民館 蔵王町大字円田字堀の内4 0224-33-2332

宮地区公民館 蔵王町宮字町21 0224-32-2311

遠刈田地区公民館 蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山18-2 0224-34-2331

蔵王町総合運動公園（Ｂ＆Ｇ海洋センター） 蔵王町大字曲竹字河原前1-61 0224-33-3388

蔵王勤労者体育センター 蔵王町宮字下原田東30 0224-32-3179

サン・スポーツランド蔵王 蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山21-6 0224-34-4210

小
学
校

（
５
校
）

平沢小学校 蔵王町大字平沢字台屋敷62 0224-33-2024

円田小学校 蔵王町大字円田字堀の内28 0224-33-2036

永野小学校 蔵王町大字円田字北浦16 0224-33-2014

宮小学校 蔵王町宮字井戸井33 0224-32-2004

遠刈田小学校 蔵王町遠刈田温泉字小妻坂山25 0224-34-2104

中
学
校

（
３
校
）

円田中学校 蔵王町大字平沢字伊原沢下23 0224-33-2028

宮中学校 蔵王町宮字馬飼16 0224-32-2304

遠刈田中学校 蔵王町遠刈田温泉字小妻坂山16 0224-34-2104

幼
稚
園

（
３
園
）

永野幼稚園 蔵王町大字塩沢字上野29-23 0224-33-3579

宮幼稚園 蔵王町宮字馬場66-1 0224-32-2130

遠刈田幼稚園 蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山21-1 0224-34-4257
保
育
所

(

２
所)

永野保育所 蔵王町大字円田字天王下1-1 0224-33-3053

宮保育所 蔵王町宮字明神前55 0224-22-8380

児
童
館

（
５
館
）

平沢児童館 蔵王町大字平沢字上の台27 0224-33-4177

円田児童館 蔵王町大字円田字堀ノ内50 0224-33-2037

永野児童館 蔵王町大字円田字東上3 0224-33-2010

宮児童館 蔵王町宮字明神前60 0224-32-2003

遠刈田児童館 蔵王町遠刈田温泉字小妻坂山21-5 0224-34-2204

高校 宮城県蔵王高等学校 蔵王町大字曲竹字濁川添赤岩1-7 0224-33-2005

連絡先一覧 主な公共施設一覧
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