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明けましておめでとうございます。本年もど
うぞ広報おながわをよろしくお願いします。
令和３年の始まりの表紙は、12月に行われた
第一保育所のおゆうぎ会から、「ゆうぎ 雲上
の城」。すみれ組さんの男の子たちの演技です。

この広報紙は、環境に配慮し
再生紙を使用しています。

January
vol. 1076

令和３年 年頭のごあいさつ

謹賀新年

新しい年が町民みなさまにとって

幸多き年でありますように

善明
須田

よしあき

だ

す

皆さまに謹んで新年のご挨
拶を申し上げます。
振り返るまでもなく、昨年
は新型コロナウイルス感染症
の 影 が 全 世 界 を 覆 い 尽 く し、
先々が見通せない大変苦しい
一年でした。町においても二
月下旬以降は様々な行事や取
り組みも中止や延期を余儀な

女川町長

くされ、春先には国の要請を
受けた小中学校の臨時休業が
ありました。更には政府の緊
急事態宣言にともないゴール
デンウィークを挟んでの町内
の一部事業所に対し休業要請
を行うなど、いつもなら多く
の人々で溢れるにぎわい拠点
からも人影が失われるほどで
した。町民皆さまにも大変な
ご苦労があったかとお察しい
たします。町としては、政府
の特別定額給付金への町独自
の上乗せ給付や対象となる全
企業・事業者への産業維持支
援金の交付、また町内経済対
策として全町民への商品券配
布など、日常の感染症対策と
ともに産業・生活支援等の取
り組みを実施してきたところ
でありますが、引き続き皆さ
まのご協力を頂きながら対応
を重ねて参ります。
このような世情の中、八月
に小中一貫教育学校として女
川小学校・中学校が待望の開
校 を 迎 え た こ と な ど、 そ の
時々に明るい材料もありまし
た。産業においては、春漁の
不振やコロナ禍での魚価の下
落などの厳しい環境が続きま
したが、これも大不漁が予測
されていたサンマの水揚げは
女川に限っては大健闘を見せ

るなど、関係者のご努力が希
望をもたらしてもくれました。
さらには、産業界若手による
オンラインＰＲイベントや町
主催による有観客での町民音
楽祭の実施など、この閉塞感
を乗り越えるためのチャレン
ジも公民連携のもとで行われ
ております。このような一つ
一つの積み重ねが、迎えた本
年を意味のあるものにしてい
くためにも重要です。
この春にはあの東日本大震
災から丸十年を迎えます。そ
の意味とこれまでの歳月の重
さを噛み締めつつ、次の十年
に向かっていく、そのような
一年です。新年度には保育所
や 消 防 署 の 復 旧 建 設 も 終 え、
町の主要機能のほぼ全てが出
揃います。トンネルの開通な
ど主要道路の一部も完成して
きますが、避難路整備をはじ
めとする原子力防災のさらな
る充実も図っていかなくては
なりません。未だ先の見えな
いコロナ禍であっても、皆さ
まとともに道を切り拓いてい
く、そのような年にしていけ
るよう本年も全力で臨んでま
いります。町民皆さまの変わ
らぬご理解とご協力を賜りま
すようお願い申し上げ、年頭
のご挨拶といたします。
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女川町議会議長

明けましておめでとうござ
います。
町民皆さまにおかれまして
は、輝かしい新年を迎え、健
やかにお過ごしのこととお慶
び申し上げます。
残念ながら昨年は、新型コ
ロナウイルス感染症の世界的
な蔓延により、本町において
も観光業・水産業を中心とし
た経済に深刻な影響がもたら
されました。人々の生活様式
も大きく変化を余儀なくされ、
まだ先が見通せない中、コロ
ナに向き合い、対策を取りつ
つも少しずつ日常生活を取り
戻していくという地道な対応
が必要であり、一日も早い収
束を願うばかりです。
このような厳しい状況下に
おいて、本町の主要魚種であ
る サ ン マ の 昨 年 の 水 揚 げ は、
全国的な不漁の中、買受人皆
様の頑張りと、女川魚市場は
じめ関係各位のご努力により、
シーズン後半に水揚げを伸ば
し、全国有数の成績を確保さ
れましたことに心から敬意と
感謝を申し上げます。
さて今年は、東日本大震災
か ら 十 年 と い う 節 目 を 迎 え、
各種復興事業のラストスパー
トの年となります。
昨年八月には小中一貫教育

学校の新校舎が完成し、元気
に通学する子どもたちの笑顔
が見られました。海岸広場も
十二月に竣工し、今年は消防
庁舎や新設される「しおかぜ
保育所」のほか、清水公園が
完成予定であり、より多くの
皆さまが休日に限らず平日も
女川を訪れ、にぎやかな町に
なるよう期待いたしておりま
す。
また、女川原子力発電所の
安全対策については、立地自
治体の議会として原発対策特
別委員会において通年監視を
行ってまいりましたが、今後、
二号機の再稼働を控え、事業
者に対し、より一層の安全対
策の徹底を強く要請してまい
ります。
本 議 会 と い た し ま し て は、
今後も開かれた議会をめざし、
引き続き広く皆さまの声に耳
を傾け、常に町民の心に寄り
添いながら、産業の振興、住
民の福祉の向上、そして子々
孫々にまで誇れる町づくりに、
全力を挙げて取り組んでまい
ります。
今年もまた、皆さまにとり
まして健康で希望に満ちた一
年となりますようお祈り申し
上げ、新年のごあいさつとい
たします。
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消防出初式

R398
放水観覧場所

女川駅
シーパルピア女川


船舶の係留
車両の駐車

禁止

１月５日（火） 午前９時～

放水場所

式典会場

一斉放水：女川港観光桟橋周辺
※今年は分列行進を行いません

前日・当日は船舶の係留、
車両の駐車はできません！
当日午前11時ごろまでは、左記護岸への船舶の係留、車両の駐
車の制限を行いますので、ご協力をお願いします。

◆問合せ先

役場企画課防災係

☎54-3131内線253

※出初式開催に伴い、午前８時にサイレンを鳴らしますので、災害と間違わないようご注意ください。
※放水開始時間は、午前10時からです。

令和３年

女川町成人式

１月10日
（日） 午後１時30分～
 （受付：午後１時～）生涯学習センターホール
◆対 象 者 平
 成12年４月２日～平成13年４月１日に生ま
れた方で、女川町に住んでいる方やこれまで
に女川町に住んでいた方などで、女川町の成
人式に参加希望の方。
◆お 願 い 出
 席される方はマスクの着用をお願いします。
また、感染症対策のため、会場への新成人のご家族の入場は、事前申込制
（１月６日
（水）
申込締切）
とします。詳しくは新成人あて送付の案内状をご確認ください。
◆問合せ先 生涯学習課生涯学習係 ☎54-3131内線423

体力つくり教室
様々な種目で身体を動かし、自分にあった運動やダイエット方法などを見つけるきっかけづくり
の場として開催します。
また、体組成測定のみの参加も可能です。11月の町民文化祭時に測定した方は、２か月後の数
値も確認をしてはいかがでしょうか。
◆日

程

回数

講習日

１

１月13日（水）

時間

内容

午後７時～７時30分

体組成測定

午後７時30分～８時30分

体幹トレーニング

会場
生涯センターホール

２

１月27日（水） 午後７時～８時30分

バドミントン体験

総合体育館

３

２月10日（水） 午後７時～８時30分

筋力トレーニング指導

総合体育館

４

２月24日（水） 午後７時～８時30分

ウォーキングサッカー体験

総合体育館

５

３月10日（水） 午後７時～８時

ヨガ体験

総合体育館

◆定
員 １講習会 10名 ※1回のみの受講も受け付けます。
◆申込み方法 講習日前日まで総合運動場へ電話か窓口で申し込み。ただし、定員になり次第終了。
◆参 加 料 １講習500円
◆準 備 物 運動できる服装、室内用運動靴、着替えなど
◆問 合 せ 先 女川町総合運動場 ☎53-3151
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タウン・ギャラリー

※記念写真撮影時のみマスクを外しています

菱中建設株式会社様寄付金贈呈
石巻支店開設80周年記念

11月17日に菱中建設株式会社様から石巻支店の
開設80周年記念事業の一環として寄付金をいただ
きました。新型コロナウイルス感染症対策のため
に使っていただきたいとの要望を受け、町ではマ
スクの購入費などに使用し、感染対策を徹底しま
◆菱中建設株式会社山﨑代表取締役社長と
須田町長の記念写真

す。菱中建設株式会社様、ありがとうございました。

サッポロホールディングス株式会社様から贈呈
恵比寿麦酒祭りの売上金を活用

サッポロホールディングス株式会社様から10月
26日には「きぼうの鐘」が女川町観光協会へ、12
月10日には「プログラミング教材」の購入費用が
女川小学校へ贈呈され、それぞれ贈呈式が行われ
ました。
「きぼうの鐘」3基目となるこの鐘は、女川湾を一
望できる女川町離島航路ターミナル脇に設置されま
した。購入した「プログラミング教材」は女川町の
◆サッポロホールディングス株式会社上條
未来を担う人材育成のためにと贈呈いただきました。
特別顧問と校長先生、児童の記念写真

新保育所の名称決定！
４月から開所予定！

令和３年度から旧女川小学校校庭に開所する
「
（仮称）女川町立保育所」の名称が、女川町議会
12月定例会に上程され、
「女川町立しおかぜ保育所」
に決定しました。
名称募集には、135件の応募をいただきました。
応募していただいた皆さん、ありがとうございま
◆工事が進んでいます

した。

海ぼたるが今年も開催

スターダスト・ページェント2020海ぼたる
今年も女川駅前広場を彩るイルミネーション「ス
ターダスト・ページェント2020海ぼたる」が始ま
りました。23回を数える海ぼたるは、12月６日か
ら点灯されました。
点灯期間は１月５日
（火）
までの毎日午後４時30分
から10時です。ぜひ、感染症対策をして家族や恋人、
友人とイルミネーションを見にいらっしゃいません
か。光の中を通り抜けられるようになっていたりと、 ◆感染症対策のため、密にならないよう
いろいろな楽しみがありますよ。
に鑑賞してくださいね。
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町営住宅

入居者を募集しています

●案内書(申込書)配布・受付期間・配布場所＆申込み先・申込み方法
１月４日（月）～12日（火）※当日消印有効

（配布場所）役場町民生活課窓口または宮城県住宅供給公社東部支社
※申込用紙に記入し、宮城県住宅供給公社へ郵送でお申込みください。

◆問合せ先

●募集住宅

宮城県住宅供給公社東部支社 ☎21-5657
役場町民生活課住宅係 ☎54-3131内線171・172

※それぞれの詳細な条件については、お問い合わせください。

住 宅 名

種類 戸数

尾田峯住宅

集合 ２戸 2DK
（1戸）
、2LDK
（1戸）

Ｈ13

浦宿第一住宅

集合 ２戸 2DK
（1戸）
、2LDK
（1戸）

Ｈ24

浦宿第二住宅

集合 １戸 1DK
（1戸）

Ｈ27

運動公園住宅

集合 ４戸 2LDK
（1戸）
、3DK
（1戸）
、3LDK
（２戸）

Ｈ25

戸建 ２戸 2DK
（2戸）

Ｈ26

災

出島住宅
桐ケ崎住宅

戸建 １戸 2DK
（1戸）

Ｈ27

害

指ケ浜住宅

戸建 １戸 3LDK
（1戸）

Ｈ28

公

大原住宅

集合 ３戸 3DK
（2戸）
、3LDK
（1戸）

Ｈ28

営

女川住宅

集合 ６戸 2DK
（4戸）
、3DK
（1戸）
、3LDK
（1戸）

Ｈ29

尾浦住宅

戸建 １戸 ３LDK
（１戸）

Ｈ29

荒立住宅

集合 ２戸 3LDK
（2戸）

Ｈ29

宮ケ崎住宅

戸建 １戸 3LDK
（1戸）

Ｈ29

集合 １戸 3LDK
（1戸）

H15

既存
公営

特公賃 浦宿万石浦住宅

●申込資格

間取り

完成年度

※申込時点ですでに公営住宅に入居している方は申し込みできません。

①住宅に困っていることが明らかな方 ※短期滞在を目的としている等の場合は不可
②「既存公営・災害公営住宅」
：月額所得が25万９千円以下の方

※合計所得金額から控除額
（同居者１人につき38万円等）
を差し引いた金額が310万８千円を超える場合は不可。

③「特公賃住宅」
：月額所得が15万8千円以上48万７千円以下の方

※合計所得金額から控除額
（同居者一人につき38万円等）を差し引いた金額が584万4千円を超える場合、且つ
189万6千円を超えない場合は不可

④町税等の滞納がない方

⑤暴力団員等でない方

●一般の方も災害公営住宅へ申込み可能

※東日本大震災による家賃減免措置等は適用外です。

●単身の方も年齢にかかわらず申込み可能

※間取りは２DK以下に限定されます。
※その他申込要件を満たす必要があります。

家賃の目安…
「既存公営・災害公営住宅」一般入居者が２DKに入居した場合１万６千円～５万円程度。
「特公賃住宅」3万円～5万５千円 （入居する住宅や入居者の収入額に応じて異なります）

●入居者のみなさんへ  ～給水管の凍結防止を心がけましょう～
凍結による給水管の破損などの修繕費用は入居者の負担となります。
そのため、凍結防止について以下の対策を心がけましょう。
○部屋を空ける時や気温が特に低い日は、凍結防止の確認を心がけ
ましょう。
○気温が特に低い日はすぐに凍結しますので、就寝前に水抜きをし
ましょう。
○屋外に流し台のある住宅は、水抜きを徹底しましょう。
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新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者の方へ
～申請期限が近づいています～

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響で売上の減少に直面する皆様の事業の継続を
支えるため、事業全般に活用可能な給付金などの各種支援制度を設けています。
各種制度については、経済産業省ＨＰ特設ページに掲載されていますので、ご確認願います。
◆持続化給付金
○主な要件 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50％以上
減少している事業者 など
○申請期限
○問合せ先

１月15日（金）

持続化給付金事業コールセンター

☎0120-279-292
HP https://jizokuka-kyufu.go.jp
◆家賃支援給付金（家賃や地代・借地料の負担を軽減）
○主な要件 •新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年５月～12月の売上について、
ひと月で前年同月比50％以上減少。または連続する３か月の合計で前年同期比
30％以上減少している事業者
•自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている事業者

（金）
○申請期限 １月15日
○問合せ先 家賃支援給付金コールセンター

☎0120-653-930
HP https://yachin-shien.go.jp/index.html

事業者の皆さんへ

～防災無線戸別受信機の設置・交換作業の申込みについて～
防災無線のデジタル化にともない、事務所や店舗などに設置されている戸別受信機の交換が必要
となります。交換作業は専門業者が訪問して行い、１台あたりの作業時間は30分程度の見込みです。
しかし、電波の受信状況次第では外壁にアンテナを取り付けるため、もう少し時間が掛かる場合も
あります。
会社や店舗などで使用する戸別受信機の交換は、事前の申込みが必要です。申込受付を役場１階
ロビーで行います。設置・交換を希望される場合は、お手数ですが、下記期間中にお申し込みくだ
さい。事業者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

◆個別受信機の一例

◆デジタル式個別受信機

◆受付期間（時間）
・場所 １月11日
（月・祝）
～16日
（土）
（午前10時～午後３時）
・役場１階ロビー
◆交換費用 戸別受信機だけ交換する場合 無料
（０円）
屋外アンテナも設置する場合 無料
（０円）※作業内容にかかわらず費用は一切かかりません。
◆そ の 他 作業員は、社員証を掲示し、社名を記載した腕章をつけて訪問します。
本件に便乗した悪徳商法や詐欺などには、十分ご注意ください。
◆問合せ先 扶桑電通㈱東北支店
☎022-225-0055
せんぼく や
工事担当者 仙北谷 ☎080-3715-7579
役場企画課防災係
☎54-3131内線253
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１月の女川つながる図書館情報
今年もやります！

今月のおすすめ一般書

貸出し

期間：１月４日(月)から
福袋がなくなるまで！

◆水産改革と魚食の未来／八木信行
◆あなたが危ない！不幸から逃げろ！／江原啓之
◆夢をかなえるゾウ4／水野敬也
◆ボクんち事故物件1・2／宮本ぐみ
◆告解／薬丸岳

図書館福袋はどんな本が入って
いるか分からない楽しみと、自
分では見つけられなかった本と
の出会いを提供してくれます。

◆あたしときどきおひめさま／いしづちひろ
◆ゴリラのくつや／谷口智則
◆たまごの魔法屋トワ／宮下恵茉

「本の福袋」

今月のおすすめ絵本・児童書

あけましておめでとうございます。女川つながる図書館は1月3日まで年始休館とさせていただき
ます。4日(月)より通常通りの開館となります。今年もよろしくお願い致します。
◆開館時間
◆休 館 日

月～金：午前10時～午後８時
土日祝：午前10時～午後５時
毎月最終水曜日／年末年始

本は10冊まで2週間、ＤＶＤは2本まで1週間の貸出
ができます。初めて本を借りる場合は身分証明
（免許
証や保険証）を持参ください。

移動図書館の運行休止のお知らせ
しばらくの間、移動図書館の運行を休止させていただきます。
なお、生涯学習センター内にある図書館は通常通り開館していますので、ご
利用ください。移動バスの休止期間中は職員が各コース停車場まで本を届け
るサービスを実施します。読みたい本がありましたら、図書館までお気軽に
お電話ください。

女川つながる図書館



☎９０－３２１７

給湯器・太陽光発電システム設置補助

①住宅用高効率給湯器設置補助
市町村民税等を滞納していない方で、町
内に住所を有し、自ら居住する住宅へ高効
率給湯器を設置した方等を対象に補助金を交付。
≪補助額≫ 購入・設置に掛かる費用の１/３に
相当する額（上限50,000円）

②太陽光発電システム設置補助

市町村民税等を滞納していない方で、町内に住
所を有し、自ら居住する住宅へ太陽光発電システ
ムを設置した方等を対象に補助金を交付。
≪補助額≫ 太陽電池の最大出力１Kwあたり
35,000円を補助（上限125,000円）


※所有の町内事業所への設置にも交付（上限500,000円）

上記補助は、予算等の都合上、来年度の受付となる場合もありますので、ご了承ください。申請
方法や対象の製品など、詳しくはお問い合わせください。


◆問合せ先 役場町民生活課環境係

※①の補助金は「みやぎ環境交付金」を
活用して補助を行っています。

町では、住宅用高効率給湯器や太陽光発電システムを設置された方に対し、次のとおり補助金を
交付しています。申請は設置後
（設置完了から起算して２年以内）
に限ります。対象の方はぜひご活
用ください。

☎54-3131内線164・165
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町有宅地分譲情報

宅地購入の流れ
①窓口に申込みします。

※毎月１～15日（祝祭日を除く）

申込み条件
①申込みできる土地は１件で、住宅
（店舗兼住
宅も可）
を建築し居住すること。
ただし、住宅・事業用地は複数申込可。
②購入後５年間転売や貸付はできません。
※同じ月で重複申込みがあった場合は、抽選となります。

②土地決定通知書を受け取り、購入説明を受けます。
※企画課窓口で行います。

③申請書と必要書類を窓口に提出します。
※宅地分譲
（貸付）
申請一時預り金
（10万円）
の納付済書
を添付してください。

④土地の確認・立会いを行います。
土地の状況などを確認して希望どおりであれば、契約書
（案）
をお渡しし、契約に必要なものをお知らせします。

⑤土地売買契約書を役場で作成します。
※契約に必要となるものは説明会や立合い時に
お知らせします。

⑥土地の契約金を役場に支払います。

⑦土地の引渡しを行います。
※引渡し後に一時預り金10万円を返還します。

⑧建築工事に着手し、使用を開始します。

宅地購入申し込みのできる方
個人、法人を問わず、以下の条件に該当しない方
①不動産の売買契約などが法により制限を受けている方
②納付すべき町税などを滞納している方
③暴 力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に
該当する方
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◆問合せ先

役場企画課
定住・土地利用係
☎54-3131
内線233・234

■住宅用地（分譲のみ）
地区名
荒

立

内

旭

宅地番号
西
山

が

丘

清水・日蕨
小

宮

乗

ケ

浜

崎

塚

浜

竹

浦

尾

浦

御
寺

前

浜
間

地

番

面 積
（㎡）

面 積
（坪）

分譲価格

AN3-4

鷲神浜字荒立95-4

200.81

60

4,277,253

AN6-1

鷲神浜字荒立100-1

292.02

88

5,227,158

UC2-3

内山2-3

221.95

67

4,527,780

UC3-4

内山3-4

218.48

66

4,544,384

AS2-1

旭が丘二丁目38-9

281.82

85

6,650,952

AS3-2

旭が丘二丁目38-11

388.58

117

8,393,328

AS4-3

旭が丘二丁目38-20

283.18

85

6,003,416

AS11-11

旭が丘二丁目11-11

247.25

74

5,365,325

AS11-12

旭が丘二丁目11-12

246.48

74

5,348,616

AS11-13

旭が丘二丁目11-13

247.17

74

5,363,589

AS11-14

旭が丘二丁目11-14

239.55

72

5,198,235

AS11-15

旭が丘二丁目11-15

238.75

72

5,180,875

AS11-16

旭が丘二丁目11-16

246.04

74

5,339,068

AS11-17

旭が丘二丁目11-17

245.17

74

5,320,189

AS11-18

旭が丘二丁目11-18

245.90

74

5,336,030

SH10-2

清水一丁目14-5

302.65

91

5,477,965

KH3-3

小乗一丁目3-2

333.51

101

4,735,842

KH3-4

小乗一丁目3-3

437.65

132

6,083,335

KH4-1

小乗一丁目4-1

330.13

100

5,017,976

MI3-3

宮ケ崎字宮ケ崎112-2

357.02

108

6,783,380

MI11-3

宮ケ崎字宮ケ崎107-3

393.46

119

7,475,740

MI14-1

宮ケ崎字宮ケ崎119-1

329.74

99

6,067,216

MI14-2

宮ケ崎字宮ケ崎119-2

323.23

97

5,882,786

MI16-2

宮ケ崎字宮ケ崎104-2

297.50

90

5,474,000

MI16-4

宮ケ崎字宮ケ崎104-4

294.10

89

5,411,440

塚浜2-3

塚浜字塚浜15-6

330.00

100

1,650,000

竹浦北1-1

竹浦字月浜6-4

330.00

100

1,745,700

竹浦南1-8

竹浦字月浜75-18

330.00

100

1,782,000

尾浦3-2

尾浦字尾浦50-15

330.00

100

1,716,000

御前浜1-3

御前浜字大原道8-5

330.00

100

1,666,500

御前浜1-5

御前浜字大原道8-6

329.88

99

1,682,388

御前浜1-6

御前浜字大原道8-7

329.88

99

1,682,388

1-1

出島字寺間1-13

330.00

100

1,072,500

土地の位置などの詳細は、ホームページをご確認ください。
広報に掲載の土地以外にも、商業・工業用地の分譲・貸付もしています。
ご確認ください。
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■住宅・事業用地（分譲または貸付※最長20年）
※貸付価格

建 物 を 建 て る 場 合：分譲価格×４％
建物を建てない場合：分譲価格×5.4%

地区名

宅地番号

荒立・大道

桜

ケ

西

小

丘
区

乗

浜

女 川 駅 北

清水・日蕨

石

浜

地

番

面 積
（㎡）

面 積
（坪）

分譲価格

AO3-2

鷲神浜字荒立202-12

407.45

123

7,497,080

AO3-3

鷲神浜字荒立202-11

207.45

62

2,862,810

AO3-4

鷲神浜字荒立202-10

377.69

114

5,174,353

AO8-13

鷲神浜字堀切56-7

195.40

59

4,924,080

AO13-2

鷲神浜字堀切山110-2

225.23

68

5,563,181

AO17-17

大道4-6

323.97

98

6,900,561

AO19-1

大道6-7

174.33

52

3,120,507

SG31-2

鷲神浜字堀切山109-1

686.43

208

17,298,036

SA6-6

桜ケ丘53-2

137.35

41

2,664,590

SA7-3

桜ケ丘55-9

180.95

54

2,497,110

NI13-4

鷲神一丁目15-3

361.62

109

8,100,288

NI16-8

鷲神一丁目16-4

102.40

31

1,443,840

KH8-1

小乗浜字小乗204-5

250.21

75

3,427,877

KH8-2

小乗浜字小乗204-4

207.69

62

2,845,353

KH8-5

小乗浜字小乗204-3

166.47

50

1,814,523

OE2-2

大原11-5

171.54

51

3,825,342

OE8-8

大原6-4

163.91

49

3,606,020

SH4-6

清水一丁目19-3

321.94

97

4,668,130

SH6-1

清水一丁目17-6

255.32

77

4,314,908

SH7-3

清水一丁目16-2

332.65

100

5,887,905

SH13-1

清水一丁目7-7

336.72

102

6,229,320

SH13-3

清水一丁目7-5

291.51

88

5,013,972

SH15-8

清水一丁目10-1

176.61

53

2,967,048

SH16-1

清水一丁目6-10

349.49

105

6,255,871

SH21-1

清水一丁目１－5

264.94

80

5,325,294

SH21-2

清水一丁目１－4

265.92

80

5,344,992

SH21-3

清水一丁目１－3

263.87

79

5,303,787

SH21-4

清水一丁目１－1

261.47

79

5,046,371

IS7-3

石浜一丁目7-3

212.04

64

3,201,804

IS7-5

石浜一丁目7-4

210.64

63

3,180,664

IS7-8

石浜一丁目7-5

208.82

63

3,174,064

IS7-10

石浜一丁目7-7

217.03

65

3,298,856

IS7-12

石浜一丁目7-8

217.03

65

3,342,262

IS8-6

石浜一丁目6-6

210.28

63

3,280,368

●申込受付窓口 女川町役場２階企画課 定住・土地利用係
（〒986-226５ 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１）
●問 合 せ 先 ☎54-3131内線233・234
（平日の午前８時30分～午後５時15分）
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が始まります

●申告の準備はお早めに！
町では、住民税（町県民税）申告の受付を２月12日
（金）～３月15日
（月）の日程で行います。みな
さんの地区日程に合わせて申告を行ってください。受付期間中の申告会場は大変混み合いますので、
提出書類等をあらかじめ整理して、ご来場ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、所得税の確定申告をされる方は、ご自宅
などのパソコンやスマートフォンからe-taxによる申告や、国税庁ホームページ「確定申告書等作
成コーナー」で確定申告書を作成し郵送で税務署へ提出することも可能です。
「３密」を避けるため、
ご協力をお願いします。
役場へ来庁される方は、熱があるなど体調不良の症状が見られる場合には、来庁を控え、別の日
程をご検討ください。
なお、受付などに手指消毒用アルコールを用意しますので、来庁の際は消毒の実施とマスク着用、
咳エチケットなどの感染予防にもご協力をお願いします。
無収入の場合でも、申告してください。公営住宅への入居、各種融資、保育所入所等の手続き
に必要な所得証明書などの発行ができなくなったり、国民健康保険税の軽減が受けられなくなるな
ど、みなさん自身にとって不利益になることがあります。
住民税の申告についてご不明な点は、役場税務課までお問い合わせください。

住民税
（町県民税）
の申告について

令和２年分住民税（町県民税）の申告

お願い・注意事項
○事業者の方へ
記帳・帳簿の保存が義務化されていますので、帳簿等を整理のうえ、ご来場ください。
※経費等の集計をされていない方の申告は受け付けられません。
○医療費控除を受ける方へ

１年間分の領収書を集計し、「医療費控除の明細書」にご記入したうえで、ご来場ください。
未集計の場合、申告は受け付けられませんのでご注意ください。
※平成29年分から領収書の提出に代えて、
「医療費控除の明細書」の添付が必要となっています。

○土地等の譲渡所得があった方へ
令和２年中に復興事業等に関連し、町へ売却された方は、町から発行される買取証明書をご持参
し、忘れずに申告をしてください。
（譲渡所得の内容によっては税務署での申告をご案内する場合
があります。
）
※ご不明な点は、申告期間前にお問い合わせのうえ必要書類を整理してください。

広告

食べる門には
福来たる

2021年モゥ〜お魚いちば『おかせい』を
どうぞよろしくお願い申し上げます
配達
承ります！

年越し用の寿司・刺身のご注文は、
12月30日（水）昼頃迄お受けします。
年末年始も無休！スタッフ一同お待ちしております。

ご注文は、
お電話・店頭にて承ります。
女川町女川2-66 ハマテラス内

☎0225-53-2739
080-2824-6214
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住民税
（町県民税）
の申告について

令和２年分住民税（町県民税）の申告が始まります

事業主の方へ

２ １

給与支払報告書の提出期限は
です。
月 日
（月）
できる限り早めの提出を、お願いします。

住民税申告受付日程表

令和２年分

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により今後の状況によっては、申告期間の変更及
び人数制限を実施する場合もありますので、ご理解をお願いします。
◆時間
◆会場

午前９時～午後４時
女川町役場 １階多目的室

受付日

２月12日

曜日

地

区

金

大沢、浦宿全区

15日

月

浦宿全区

16日

火

旭が丘

17日

水

針浜、旭が丘

18日

木

桐ケ崎、竹浦、尾浦、御前浜、指ケ浜

19日

金

高白、横浦、大石原、野々浜、飯子浜、塚浜、小屋取

22日

月

小乗、西

24日

水

出島、寺間

25日

木

江島、
（出島、寺間）

26日

金

女川南、女川北

３月１日

月

大原北

２日

火

大原南

３日

水

上全区

４日

木

上全区

５日

金

清水、石浜

８日

月

宮ケ崎

９～12日

火～金

15日

月

上記日程で都合が悪く、申告が済んでいない方

広告

東北電力ホーム・パル講習会のお知らせ
型抜きアート

参加費

(2つセット）

¥1,200

■サイズ /15.4×10.7 ㎝
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ちょっぴりためになる電気の話をきいて、
楽しい手作りカルチャー体験をしませんか？

日
時／令和３年１月27日（水）10：00 ～ 12：00
会
場／東北電力女川地域総合事務所
募集人数／先着10名
申込方法／電話・ＦＡＸにて下記事項をお知らせの上、お申込みください。
①お名前（ふりがな）②ご住所 ③年齢 ④職業 ⑤電話番号（連絡先）
参 加 費／材料代（実費）のみ、ご負担いただきます。
申込締切／令和３年１月20日(水)

〈

〉

お申込み
お問合せ先

東北電力 石巻営業所
ホームパル講習会係

TEL.0225－26－6012（直通）
FAX.0225－95－9927

《土・日・祝日除く、平日

９：30～15：30》

令和２年中（１月～12月分）の収入に関しての申告となります。
左のフローチャートで確認してください。
※令和３年1月1日現在、女川町に住民登録のある方が対象となります

●役場で行える確定申告（主なもの）

①個人事業者
（営業、漁業、不動産等）で所得税の納付や還付がある方
②１ヶ所からの給与等の支払を受けている方で、給与所得、退職所得以外の
所得金額の合計額が20万円を超える方
③医療費控除等の適用により、所得税の還付を受けようとする方
④土地や建物を売られた方
※譲渡所得の内容（2,000万円などの特別控除の適用等）によって、税務署での申告を
ご案内することがあります。

⑤住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の２回目以降の申告をされる方
⑥勤務先で年末調整をしなかった方
（給与収入が年間2,000万円を超えるた
め、年末調整が行えなかった方も含みます。）
⑦給与を２ヶ所以上から支給されている方
⑧給与所得者で令和２年中に退職し、再就職していない方
※⑥⑦⑧については、所得金額や所得税の源泉税額などに応じ、住民税のみの申告とな
る場合があります

●役場で行えない確定申告➡税務署へ

確 定 申 告 書 の 提 出 は、
e-TAXや国税庁ホーム
ページ「確定申告書等
作成コーナー」の活用
をおすすめします。
石巻税務署☎22-4151

※令和２年中に復興事業に関連し、町へ売却された分も含まれます。

【税務署の申告受付期間】
２月１日（月）

～３月15日（月）
※土、
日、
祝を除く


税務署への申告は不要でも役場への申告は必要です

①個人事業者
（営業、漁業、不動産等）で、所得税の納付や還付がない方
②給与を１ヶ所から受けていて、給与所得以外の所得が20万円以下の方
③公的年金等の収入合計額が400万円以下で、年金以外に収入があり、年金
以外の所得金額が20万円以下の方

●簡易申告が必要な方

①障害年金、遺族年金受給者でその他に収入がなかった方
②生活保護を受けている方
③収入がなく、税制上、誰の扶養にもなっていない方
④女川町以外に住民登録をしている方の扶養親族になって
いる方のうち、収入がない方

※内容により税務署
での申告となる場
合があります

受け付けます

⑦株式の譲渡、申告分離課税を選択した上場株式等の配当の確定申告を
する方
⑧過年分
（令和２年分よりも前の年分）の確定申告をする方
⑨準確定申告
（亡くなられた方の確定申告）をする方
⑩税務署から案内がある方
⑪雑損控除を申告される方

※上記のほか、学生の方でもアルバイト等の収入は申告が必要です。

必要書類を用意し
て、お越しくださ
い。受付日程、注
意事項について
は、12、13 面 を
ご覧ください。

税務署 で申告を

①青色申告の方
②課税売上高が1,000万円を超える方で確定申告される方
③消費税の申告をする方
④長期優良住宅や省エネ改修、バリアフリー改修等の税額控除を受けよ
うとする方
⑤住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）を初めて申告する方
⑥土 地や建物を売られた方のうち、収用等により各種補償金の取得が
あった方

●住民税申告が必要な方

役場 で申告する

役場 で申告する
必要書類を用意し
て、お越しくださ
い。

役場税務課窓口
または

電話（☎54-3131内線183）
で受け付けます

※保険の扶養と税の扶養は異なりますので、ご注意ください。

●住民税申告の必要がない方
①給与所得のみで、勤務先で年末調整を済ませた方
②公的年金所得のみで、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除を受けない方
③税務署へ所得税の確定申告書を提出した方
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はい
いいえ

申告フローチャート
【スタート】
令和３年１月１日に女川町
に住民登録がありましたか。

令和２年中に収入が
ありましたか。

令和２年中の収入は、遺族
年金・障がい年金・失業保
険等のみですか。

令和２年中に給与収入があ
りましたか。

１月１日に住民登録があっ
た市町村に確認してくださ
い。

女川町内に住民登録のある親
族が、年末調整や確定申告、町
民税・県民税申告であなたを
扶養親族として申告しますか。
※健康保険の扶養とは別です。

１

※個人年金は公的年金には含みません。

役場で行えない確定申告
（前ページ）
に
該当しますか。

収入は１か所からの給与
（年
末調整済み）
のみですか。

３

主な給与以外の副業の給与、
公 的 年 金、個 人 年 金、配 当
等の所得（給与は収入額）
が
20万円を超えますか。

勤務先から女川町へ「給与支払
報告書」が提出されていますか。

申告の必要はありません。
15

年間の公的
年金の収入
は400万 円
以下ですか

令和２年中の収入は公的年金
だけですか。

年末調整が済んでいますか。

給与の
「源泉徴収票」
に記載
されている内容以外の各種
控除
（社会保険料、生命保険
料、扶 養、ひ と り 親、寡 婦、
障がい、医療費、寄附金など）
を申告しますか。

申告の必要は
ありません。

２

公的年金の
「源泉
徴 収 票(は が き)」
に記載されてい
る内容以外の各
種控除（社会保険
料、扶 養、寡 婦、
障 が い、医 療 費
など）を申告しま
すか。

４

所得税の還付を受けますか。
（源泉徴収税に記載があり、還付を受ける
場合は
「はい」
に進んでください。
）
（源泉徴収税が０円の場合は、
「いいえ」
に
進んでください。
）

４

１

住民税申告が必要です。
（受付：役場）
お電話でも受け付けます。
☎54-3131
（内線183）
税務課

２

所得税の確定申告が必要です。
（受付：税務署または役場）

３

所得税の確定申告が必要です。
（受付：税務署）

４

住民税申告が必要です。
（受付：役場）

償却資産の申告について

地方税法第383条に基づき、償却資産の所有者
（町内で事業を営んでいる
法人および個人の方）は、毎年１月１日現在所有する事業用の償却資産につ
いて申告する必要があります。申告ではその所在地、種類、数量、取得年月日、取得価格、耐用年
数などの必要な事項を償却資産申告書に記入のうえ、税務課固定資産係に提出してください。
また、東日本大震災により滅失または損壊した償却資産に代わるものとして取得または改良した
償却資産に対しては、課税標準の特例の適用を受けることができます。申告書と併せて「代替資産
対照表」等の関係資料を添えて、できるだけ早めの申告をお願いします。新型コロナウイルス感染
症対策のため、できる限り郵送、eLTAXでの申告にご協力ください。

２月１日（月）まで

償却資産の申告期限

※償却資産…土地や家屋以外の事業用資産

税務課からのお知らせ

未登記家屋の所有権移転と家屋滅失届について

未登記の家屋について、所有権移転や家屋滅失などの異動があった場合は、速やかに「家屋補充
台帳名義人変更届」または「家屋滅失届」を税務課固定資産係まで提出してください。
届出がなかった場合、家屋の異動の把握が困難になるため、滅失した家屋に課税されたり、所有
権移転前の所有者の方に納税通知等が送付されたりすることがあります。



※住宅が建っている土地
（住宅用地）は、
「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用され、固定資産税が軽
減されています。そのため、住宅を取り壊すと、その特例が適用されなくなるため税額が変更となる場合
があります
※届出は女川町公式公式ウェブサイトからダウンロードすることができます
HP

https://www.town.onagawa.miyagi.jp/05_08_01_04.html

新型コロナウイルス感染症の影響で

▶▶事業収入が減少した中小事業者等に対する
令和３年度分の固定資産税の軽減について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家
屋及び償却資産について、令和３年度分の固定資産税の課税標準を、事業収入の減少割合に応じて
ゼロ又は２分の１とする特例措置を受けることができます。
特例措置を受けるためには特例申告書の提出が必要です。詳しい内容や手続きについては、広報
おながわ11月号、または、女川町公式ウェブサイトをご覧ください。
URL https://www.town.onagawa.miyagi.jp/05_08_01_04.html


提出期限



◆問合せ先

２月１日（月）

役場税務課固定資産係

☎54-3131内線182・183

広告

《成人式撮影ご予約承ります》
成人式当日は大変混雑しますので気に入った写真を残したい方は、
ぜひ他の日に余裕をもって撮影することをお勧めします。

○七五三衣装撮影時無料
○ヘアメイクも承りますので、ご相談ください。
あなたの心が 語りかける様な 自然なポーズで撮影いたします。

有限会社

石巻市東中里２－９－22

TEL 0225－93－2190
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●女川フューチャーセンター

Camass（カマス）のご紹介！

新年あけましておめでとうございます。
12月から1月末までアスヘノキボウでインターン
をさせて頂いている、しまちゃんこと島岡優です。
千葉県出身で、秋田県にある国際教養大学４年生で
す。女川の美味しいご飯が大好きです！皆さんどう
ぞよろしくお願いします。
今日は私が普段働いている女川フューチャーセン
ターCamassの紹介をします。
Camassは女川駅のすぐ隣の芝生のエリアにあり、
中には有料コワーキングスペースと無料多目的室が
あります。
◦コ ワーキングスペースでは、仕事や勉強、多目的
室ではお友達同士での交流会など、ぜひ町民の皆
さんに自由に活用して頂きたいです！
◦多 目的ルームは町民・町内勤務者は無料です。現
在感染予防のため予約制なので、ウェブサイトか
ら申込みをお願いします。
Camassは検温・消毒・換気をし、お客様同士で
の間隔を確保するなど、コロナ対策も行っています
ので、安心してご利用ください。
皆さんにCamass でお会いできるのを楽しみにし
ています！


◆NPO法人アスヘノキボウ

ウェブサイトhttps://www.onagawa-future.jp/

石巻税務署からのお知らせ

令和２年分確定申告のお知らせ
▶▶申告書作成会場をご利用される方へ
開 設 場 所
開 設 期 間
開 設 時 間
注 意 事 項

問 合 せ 先
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石巻税務署３階（石巻市千石町２-35）

国税庁
LINE公式アカウント

２月１日（月）～３月15日（月）※土・日・祝を除く
午前９時～午後５時
申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必
要です。
「入場整理券」は会場での当日配付とＬＩＮＥによる事前発行があります。
配付方法の詳細は、別途国税庁ホームページなどでお知らせします。
国税庁 HP https://www.nta.go.jp/
「入場整理券」の配付状況に応じて、
後日の来場をお願いすることもあります。
※駐車場には限りがございますので、公共交通機関をご利用願います。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
石巻税務署

（石巻市千石町2-35）
☎22-4151（代表）

音声ガイダンスで2を選択

Information

今月のお 知らせ
石巻広域消防本部警防課
応急手当普及員講習Ⅰ再講習
◆日
◆場


時
所

２月15日
（月）
午前９時～正午
石巻広域消防本部２階大会議室

（石巻市大橋１丁目１-１）

◆対
象 平成30年２月に応急手当普及員
の認定を受けた方
※有効期限
（３年間）
内に再講習を受講しない場合、失効

◆申込期間 １月25日
（月）
～２月３日
（水）
◆受 講 料 無料
◆そ の 他 申請時・講習当日に認定証を持参
（石
◆申込方法 各消防署またはホームページ
巻広域消防で検索）
で配布している申請書で、
顔写真１枚を添えて、石巻広域消防本部警防
課、最寄りの消防署へお申し込みください
※写真は申請日の６か月以内に撮影した上半身像（縦
３×横2.4㌢、無帽、無背景）、裏面に氏名を記入

町民バス
１月の運休日
町民バスは、月～金曜日
までのほか、第２・第４土
曜日とその翌日の日曜日も
運行しています。また、祝
日も運行しますが、運休日
と重なった場合には運休と
なります。運休日
（運行しな
い日）は下記のとおりですの
で、ご利用の際はお間違えのないようご注意く
ださい。
◆運休日
（運行しない日）
１月１日
（金）
～３日
（日）
、16日
（土）
、17日
（日）
30日
（土）
、31日
（日）
◆運
賃 乗車１回200円 ※高校生以下無料

◆問合せ先 石巻広域消防本部警防課

☎95-7433 HP http://isyoubou.jp/

お得な回数券を販売しています！

1,000円で６回ご利用いただけるお得な回数乗
車券を、バス車内と役場企画課、女川温泉ゆぽっ
ぽで販売していますのでご利用ください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため「応急手
当普及員講習Ⅰ」は中止といたします。

働くみんなに
知っていますか? 中退共
中退共は、国がサポートする中小企業のため
の退職金制度です。掛け金の一部を国が助成
し、掛け金は全額非課税です。パートタイマー
や家族従業員の方も加入でき、ほかの也委嘱金
や企業年金とのポータビリティも可能です。
◆問合せ先
独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業部
☎03-6907-1234
詳しくは中退共のホームページをご覧ください。
中退共 ←検索

その他の日は通常通り運航します。
シーパル女川汽船株式会社
☎54-2753

募集

県内在住の60歳以上の方
①仙南校、②大崎校、③石巻校、
④気仙沼・本吉校、⑤登米・栗原校
◆募集人数 各校40名
◆学 習 日 年間21日
（２学年制）
◆内
容 生 きがいと健康づくりを目指し、
地域社会に貢献できる人材とし
て必要な内容を身につけます。
◆募集期間 12月１日
（火）
～令和３年２月28日
（日）
◆費

■離島航路は元日運休します。



◆対
◆場



年末年始の
離島航路のお知らせ

◆問合せ先

宮城いきいき学園
来年４月入学生を募集
象
所

○入学金：5,000円
○受講料：年間20,000円
◆申込方法 健康福祉課や生涯学習課、社会福
祉協議会、当施設ホームページか
ら申込書を入手できます。


用

※必着

※通学可能であればどの校にでも申込み可能です

◆問合せ先



宮城県社会福祉協議会
いきがい健康課
☎022-225-8477
HP http://www.miyagi-sfk.net/
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Information
最新の情報を配信！

女川町公式ツイッター

https://twitter.com/TownOnagawa

“守りたい故郷があります” 募集
自衛官等採用情報


※詳しくはお問い合わせください。

●自衛官候補生

◆応募資格 18歳以上33歳未満の方
◆受付期間 １月22日
（金）
まで
◆試 験 日 １月30日
（土）
、31日
（日）

●陸上自衛隊高等工科学校生徒（一般）
◆応募資格 男子で中卒
（見込含）
17歳未満の方
◆受付期間 １月６日
（水）
まで
◆試 験 日 １月23日
（土）

●貸費学生
◆応募資格


大学の理学部、工学部などの
３・４年次等

※詳細は石巻地域事務所にお問い合わせください。

◆受付期間 １月15日
（金）
まで
◆試 験 日 １月30日
（土）

●予備自衛官補（一般・技能）

◆応募資格 「一般」…18歳以上34歳未満
「技能」…18歳以上で、国家免許
資格等を有する者
（資格
による年齢の上限があ
ります。
）
◆受付期間 １月６日
（水）
～４月９日
（金）
◆試 験 日 ４月17日
（土）
～21日
（水）
※いずれか指定された１日

＜自衛官募集ホームページ＞
HP http://www.mod.go.jp/gsdf/

jieikanbosyu/
◆問合せ先 自衛隊宮城地方協力本部

石巻地域事務所（東松島市赤井字鷲塚１-６）

☎＆FAX83-6789

高校ラグビーの東北大会が本町で
開催されます
令 和2年 度 第30回 東 北 高 等 学 校 ラ グ ビ ー
フットボール新人大会兼第22回全国高等学校
選抜ラグビーフットボール大会東北地区予選大
会が開催されます。
◆開 催 日 ２月10日
（水）
～13日
（土）
◆大会場所 女川町町民多目的運動場
および第二多目的運動場
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空き家・空き地の
情報を登録できます
町内にお持ちの空き家・空き地の有効活用を
通し、定住促進による地域の活性化を図ること
を目的として、
「女川町空き家等活用情報提供
事業」を行っています。この事業では、一戸建
ての空き家や宅地として利用できる土地をお持
ちの方が、
「女川町空き家等情報台帳」に土地・
建物を登録することで、女川町公式ウェブサイ
トなどで利用希望者へ情報提供ができるように
なります。
該当する資産をお持ちの方は、ぜひご利用く
ださい。また、登録に関するご相談や、事業の
詳細について知りたい方は、担当までお問合せ
ください。
◆問合せ先


役場企画課定住・土地利用係
☎54-3131内線233・234

教育資金を国の教育ローン
（日本政策金融公庫）
がサポート
高校、大学などへの入学時・在学中にかかる
費用を対象とした公的な融資制度です。
◆融 資 額 お子さん１人あたり350万円以内
◆金
利 年1.68％ 固定金利

※「母子家庭」、
「父子家庭」、
「世帯年収200万円（所
得122万円）以内の方」または「子ども３人以上
の世帯かつ世帯年収500万円
（所得346万円）以
内の方」は年1．28％（令和２年12月１日現在）

◆返済期間

15年以内

※「交通遺児家庭」
、
「母子家庭」
、
「父子家庭」
、
「世
帯年収200万円（所得122万円）以内の方」または
「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所
得346万円）以内の方」は18年以内）

◆使用用途 入学金、授業料、教科書代、アパー
ト・マンションの敷金･家賃など
◆返済方法 毎月元利均等返済
※ボーナス時増額返済も可能

◆保

証 （公財）
教育資金融資保証基金

※連帯保証人による保証も可能

◆特例措置 新型コロナウイルス感染症による
影響を受けて世帯年収
（所得）
が減少している
方を対象として、世帯年収
（所得）
の上限額緩
和などの「特例措置」を実施しています。
◆問合せ先 教育ローンコールセンター

☎0570-008656
（ナビダイヤル）

または ☎03-5321-8656
HP

国の教育ローン

で検索

Information
TBC東北放送ラジオ（宮城県 AM1260KHz） 毎週日曜日午後11時～11時30分
「Onagawa Now!」放送中！

サン・ファン館
１月のイベント情報！

石巻専修大学学生向け
奨学生募集

サン・ファン・イルミネーション
２０２０ −The Final−

今年度が見納めの「サン・ファン・バウティ
スタ」イルミネーション。船・パーク合わせて
約４万個の電球が彩る風景をお楽しみください。

石巻圏域に住む優秀な学生で、経済的理由で
就学が困難な方を対象に、奨学生を募集します。
◆貸与限度額 新入学生（理工学部） 160万円
新入学生（経営学部）
新入学生（人間学部）
在学生（理工学部）
在学生（経営学部）
在学生（人間学部）

※イルミネーションの観覧はサン・ファンパーク及
び展望棟上部からのみとなり、点灯時間中のサン・
ファン館への入館はできません。

◆開催日時

令和３年１月24日
（日）
までの
午後４時30分頃～８時30分頃
◆年末年始の休館日
12月28日
（月）
～１月５日
（火）
※年始は１月６日
（水）
から開館します。

◆問合せ先


サン・ファン館企画広報課
※火曜休館

☎24-2210

石巻高等技術専門校
学生を募集

募集

●令和３年度普通課程一般入学
二次選考試験 学生募集

◆対 象 者 高等学校を卒業（見込み）もしくは
同等以上の学力のある方
◆対 象 科 自動車整備科、金属加工科、木工科
◆募集人数 一般一次選考の結果によって募集
学科・人数が異なります。

※定員を満たしていない訓練科の募集を行います。
◆応募書類 入学願書、成績（卒業）を証明する
書類、返信用封筒２通（それぞれ84円切手を貼付）
※入学願書は本校のホームページに掲載しています。

◆入学者選抜手数料 2,200円

※入学願書提出時に宮城県収入証紙で納入してくだ
さい。東日本大震災及び令和元年度台風19号で
被災された方は、手数料が免除となる場合があり
ます。事前にご相談ください。

◆応募提出方法 令和３年３月に高等学校を卒
業見込みの方は、郵送または直接窓口に提出。
それ以外の方は、相談とあわせて本人の現住
所を管轄する公共職業安定所へ提出。
◆願書受付期間 １月５日（火）～29日（金）
◆選考日時・方法
２月16日（火）に学科試験および面接
◆選考場所 宮城県立石巻高等技術専門校
◆そ の 他 詳しくは問合せ先にご連絡ください。
◆問合せ先 ◎宮城県立石巻高等技術専門校

☎22-1719（石巻市門脇字青葉西27-1）
◎お住まいの地域を担当する公共職業安定所
（ハローワーク）



120万円
130万円
130万円
90万円
110万円

※限度額以内で10万円単位の希望する額

◆貸与方法 令和３年３月に一括貸与
◆採用人数 10名程度（審査により決定します）
◆返済期間 大
 学卒業後１年据え置き、以後
10年以内（無利子）
◆応募資格
①石巻専修大学推薦入試または一般入試に合
格し、令和３年４月に入学する方
②令和３年４月時点で、石巻専修大学に在学
する見込みの方

※①②ともに、石巻圏域に２年以上住所を有するこ
と。
（２年未満でも石巻圏域内の高校および石巻専
修大学に入学する目的で圏域内に住所を移転した
場合は対象になります。）

◆募集期間
◆問合せ先

１月４日
（月）
～２月26日
（金）
公益財団法人石巻地域高等教育事
業団事務局（石巻市総務部総務課内）
☎95-1111 内線4037

大学通信教育春期合同入学説明会
仙台会場 開催
大学通信教育を実施している大学・大学院・短
期大学が合同で入学説明会を新型コロナウイルス
感染防止対策を講じたうえで開催します。参加者
は希望する大学の教職員から直接話を聞くことが
できます。
◆開 催 日 ２月６日
（土）
午前11時～午後４時
◆開催場所 仙台市中小企業活性化センター
（仙台市青葉区中央1-3-1 ５階）
AER（アエル）
◆対 象 者 一般および高校生
◆参加方法 オンラインによる事前予約制です。
下記HPからお申込みください。
◆参 加 校 大 学14校、大学院６校、短期大
学４校（計24校）
◆そ の 他 最 新情報は下記のWEBサイトに
て確認してください。
◆問合せ先 公益財団法人私立大学通信教育協会
☎03-3818-3870 HP http://www.uce.or.jp/
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無料人権相談
時…２月４日（木）
午前10時～午後３時
◆会
場…女川町生涯学習センター
研修室
◆内
容…人権侵害
（いじめ、虐待、ＤＶなど）
◆相 談 員…女川町人権擁護委員
◆問合せ先…役場町民生活課生活支援係
☎54-3131内線164
◆日

一日行政相談
時…２月４日（木）
午前10時～午後３時
◆会
場…女川町生涯学習センター
研修室
◆内
容…国や公共団体などの仕
事や行政に関すること
◆相 談 員…阿部 求 行政相談委員
◆問合せ先…役場総務課秘書広報係
☎54-3131内線213
◆日

※相 談会は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、変更や中止の場合があります

市町村消費者行政推進事業

無料
法律相談
事前予約制

※相談日の１週間前までにご予約ください。

１月15日(金)※８日までに要予約
午前11時～午後４時
女川町役場１階 相談室１

住宅ローンの債務
整理や事業再建など、
悩みや心配ごとがあ
る方は、お気軽にご
相談ください。
※相談日当日、時間に余裕がある場合は当日でも
受付できる場合がありますので、お電話にてご
確認ください。

◆予約・問合せ先
役場産業振興課商工労働係
☎54-3131内線682
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●女川町企業立地優遇制度について

町内に事業所を立地または増設する事業者に対し、
条件を満たした場合、奨励金を交付しています。
奨励金の交付にあたり、対象事業者としての指定を
受ける必要があります。申請方法や奨励金の内容な
どの詳細については、下記までお問合せください。
◆指定申請について 事 業所の設置工事に着手する
日の30日前までに行ってくだ
さい。
◆問合せ先 役場企画課定住・土地利用係

☎54-3131 内線233・234

●宮城県の最低賃金が改正されました

県内の事業場で働くすべての労働者
（臨時、パー
ト、アルバイト等を含む）に適用される宮城県最低
賃金が、下記のとおり改正されました。また、下記
①から③の業種に該当する事業場で働く労働者には、
特定
（産業別）
最低賃金が適用されます。
地域別最低賃金
（効力発生日）

時間額

宮城県最低賃金
（令和２年10月１日）

825円

特定（産業別）最低賃金
（効力発生日）

時間額

①鉄鋼業
（令和２年12月15日）

925円

②電子部品･デバイス･電子回路､ 電気機
械器具､ 情報通信機械器具製造業
（令和２年12月20日）

864円

③自動車小売業
（令和２年12月24日）

891円

なお、次に掲げる賃金は、最低賃金の計算に含ま
れません。
○精皆勤手当 ○通勤手当 ○家族手当
○賞与等
○時間外・休日・深夜手当
◆問合せ先 宮城労働局賃金室☎022-299-8841

●女川町生活福祉巡回相談
健康、負債、仕事、人間関係、引きこもりなど、あ
なたが抱える心配ごとや不安なことを専門の支援員が
一緒に考え、解決・改善へのお手伝いをします。相談
者の要望・状況により出張相談や支援なども行います。
※新 型コロナウイルス感染拡大防止のため、巡回相談を
中止する場合があります。

≪巡回相談スケジュール≫
○女川町まちなか交流館
１月６日、20日
（水）
○女川町勤労青少年センター １月13日、27日
（水）

▶時間は午後１時～３時
○電話相談 月～金曜日 午前９時30分～午後４時
◆問合せ先 宮城県北部自立相談支援センター
東部・気仙沼事務所 ☎25-7607

町民生活課

町民生活課窓口からのお知らせ

印鑑登録について
登録できる方
女川町の住民基本台帳に記載されている方で15歳以上の方

印鑑について
印鑑登録証明書は、相続や不動産の登記、自動車の登録など、重要な取り
引きに利用される大切なものです。三文判などの大量生産の印鑑、
プラスチッ
ク製などで変形しやすい印鑑、ふちが欠けたりして印影が鮮明でないものな
どは登録できません。また、登録できる印鑑の大きさは8㎜以上25㎜未満で
す。印鑑購入の際にはご注意ください。

登録方法と登録手続きで必要なもの
印鑑の登録は、本人の意思を明確にする必要があるため、次のいずれかの方法で本人確認を行い、
登録を行います。
※申請者は原則として本人ですが、本人が入院中などやむを得ない事情がある場合は代理人による申請もできます。

代理人が窓口で
手続きする場合

本人が窓口で手続きする場合

①官公署発行の写真付き本人確認書類（運転免許
顔写真付き身分
証、パスポート、個人番号カード等）で本人を 文書照会にて本人の意思を確
認する（窓口へは２回来ていた
証明書がある方
確認する
⇒ 本人が窓口へご持参ください。※即日登録可 だきます）

本人確認の方法

②女 川町で印鑑登録をしている方に、登録申請 ⇒
者が本人に相違ないことを保証してもらう（保
証人になってもらう）
⇒ 保 証人となる方に、申請書の保証書欄へ記
入・捺印（保証人が印鑑登録している印鑑）
※即日登録可
していただきます。 

顔写真付き身分
証明書がない方 ③文書照会にて本人確認する（窓口へは２回来て
いただきます）
（住民票
⇒ 窓口にて申請後、役場から本人あて
住所）に照会書を郵送します。届いた照会書
（回答書）に記入して持参していただくこと
で、登録できます。

登録できる方

印鑑登録の
手続きに
必要なもの

 口にて申請後、役場か
窓
ら印鑑登録をしたい本人
あて(住民票住所)に照会書
を郵送します。届いた照
会 書（回 答 書）と 代 理 人 選
任届に本人が署名・捺印
（登 録 し た い 印 鑑）し、 代
理人が窓口へ書類を持参
することで登録できます。
※即日登録はできません。
２回目来庁時に登録

※即日登録はできません。２回目来庁時に登録

●登録する印鑑
●本人確認できるもの

●登録する印鑑
●代理人の本人確認できるもの
※官公署が発行した写真付きの本人確認書類がない方
（認め印可）
は、健康保険証、介護保険証、年金手帳やキャッシュ ●代理人の印鑑
●登録手数料
カードなどを２種類
（新規：300円、再登録：500円）
●登録手数料（新規：300円、再登録：500円）


※③の場合、支払いは２回目です



※支払いは２回目です

印鑑登録証明書について
印鑑登録を行うと「印鑑登録証」が交付されます。印鑑登録証明書
を取得したい場合は、必ず印鑑登録証を持参してください。
印鑑登録証がないと本人でも証明書を取得できませんので、ご注意
ください。


◆問合せ先

役場町民生活課住民登録係

☎54-3131内線153
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新成人のみなさんへ

●20歳になったら国民年金

日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、一部の方（※）を除
き国民年金に加入し、国民年金の保険料を納めることになっています。

※一部の方…厚生年金や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている方

国民年金は、老後の生活保障だけではなく、万が一の病気やケガで障害が残った時や、一家の働
き手が亡くなったときなど、あなたやあなたの家族を守ってくれます。

国民年金の加入方法
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。20歳の誕
生日を迎えてから、概ね２週間以内に「国民年金加入のお知らせ」
、
「国民年金保険料納付書」など
が送付されます。「年金手帳」は別途送付されます。年金手帳は保険料納付の確認や将来年金を受
け取る際に必要ですので、お受け取りになり大切に保管してください。
20歳の誕生日を迎えてから２週間程度が過ぎても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、
国民年金の加入手続きが必要なため、役場または年金事務所で手続きをしてください。

国民年金の給付の種類
老齢基礎年金
65歳から生涯受けられます

障害基礎年金

病気やケガで障害の状態になっ
た方が受けられます

遺族基礎年金

加入者が亡くなった時、子のある
配偶者または子が受けられます

年金は納付要件を満たしていないと給付を受けることができません。
学生の方や、収入が少なく保険料の納付が困難な方の場合は、
「学生納付特例制度」
（学生のみ）や
「保険料免除制度・納付猶予制度」などの保険料の支払いが猶予・免除される制度があります。国
民年金の加入の手続きと合わせてご確認ください。
これらの制度を利用せず国民年金保険料を未納のままにしていると、老後の年金を受けられな
かったり、年金額が低くなる恐れがあります。また、
「万が一」のときに障害年金が受け取れない
などの事態を招く恐れがありますので、ご注意ください。
※保険料の免除や猶予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
低額となりますが、
「追納制度」をご利用いただければ、将来受け取る年金額を増やすことができます。
なお、追納期間は10年間です。



◆問合せ先

役場町民生活課国保年金係

☎54-3131内線152

▶▶▶還付金詐欺にご注意ください！
各地で、口座番号などの個人情報や保険証をだまし取られる事件が発生しています。市町村役場
では、電話で「還付金がある」などのうその情報で口座番号などを聞きだし、銀行などのATM
（現
金自動預け払い機）で金銭の引きだしや振込みをお願いしたり、ご自宅を訪問して保険証を預かる
ことはありません。
不審な電話や訪問に遭遇した際は、
「絶対に保険証を渡さない！」
「個人情報（口座番号、電話番号、生年月日など）
を教えない！」
「相手の身分（会社名や所属先など）
や氏名などを確認する！」
これらに注意して、少しでも「おかしいな」と感じたら、役場町民生活課までご連絡ください。
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◆問合せ先

役場町民生活課国保年金係

☎54-3131内線152

町民生活課

町民生活課窓口からのお知らせ

国民健康保険

●国民健康保険の医療費のお知らせ
（医療費通知）
について


～確定申告で使用できます～

医療費のお知らせ（医療費通知）は、ご家庭の医療費がどれくらいかかっているのかを知っていた
だき、健康管理の大切さと国民健康保険事業に対するご理解をいただくためのものです。
加入者の皆さん一人ひとりが健康に心がけていただくとともに、適正な保険診療を受けていただ
くための契機とすることや、医療機関等による診療報酬の不正請求の抑制効果による医療費適正化
への取り組みの一つです。
医療費のお知らせ（医療費通知）は、所得税の確定申告で医療費控除を受ける際に「医療費控除の
明細書」の添付書類として使用することができます。
医療費のお知らせ（医療費通知）は、医療機関から届いた診療報酬明細書
（レセプト）などに基づき
作成しています。医療機関からの請求が遅れている場合などは、記載できないものもあります。
確定申告で医療費のお知らせ
（医療費通知）を使用する場合、12月分と月遅れなどで医療費のお
知らせ（医療費通知）に記載されていないものについては、ご自身で領収書などに基づいて「医療費
控除の明細書」を作成する必要があります。
この場合、医療費控除に使用した領収書は確定申告期限から５年間保存する必要があります。
12月分は、令和２年度４月以降に発送する医療費のお知らせ
（医療費通知）
で通知します。



◆問合せ先

医療費通知に関すること 役場町民生活課国保年金係 ☎54-3131内線152
申告に関すること
役場税務課税務係
☎54-3131内線183

マイナンバー

●マイナンバーカード交付の受付時間を延長しています！
平日の開庁時間内
（午前８時30分～午後５時15分）にマイナンバーカードの受け取りが難しい方
のために、令和２年12月から受付時間の延長を実施しています。
◆行 う 事 務
◆延 長 日 時
◆持参するもの
◆そ

の

他

◆問 合 せ 先

①マイナンバーカードの交付
②マイナンバーカードの申請
（予約制）
③マイナポイントの申込み
毎週水曜日 午後７時まで
（祝日及び年末年始を除く）
○マイナンバーカードの交付…受け取りの際に必要な書類などは、役場から送付
（ハガキ）
をご確認ください。
している通知
○マイナンバーカードの申請…運転免許証などの身分証明書、通知カード
マイナンバーカードの申請は、予約制です。事前に下記まで予約のお電話をお願
いします。住民票などの証明書の交付は行いません。
来庁の際は、役場正面入り口から８番および９番窓口にお進みください。
役場町民生活課住民登録係 ☎54-3131内線151・153

広告

完全１対１

個別指導型学習塾

木村塾

令和３年度新規塾生
事前申し込み受付開始！！
（現在生徒多数につき、令和３年２月末までの
期間は募集を一旦締め切っております。）

教室所在地

女川町旭が丘二丁目38-2

〇 小学生
（１～６年生／１時間）
…1,000円
指導教科 国・算・社・理・英の５科目
〇 中学生
（１～３年生／１時間）
…1,250円
指導教科 数・社・英の３科目
〇 高校生
（１～３年生／１時間）
…1,750～2,250円
指導教科 日本史・世界史
ご不明な点はお電話にて お気軽にご相談ください。

☎ 090-7937-1043

代表 木村 太悦
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役場健康福祉課からのお知らせ

保健だより

からだは子どものころからの“生活習慣”の積み重ね


健診を受けて、生活習慣を見直そう！

からだは、日々の食事・運動等の生活習慣によりつくられ、変化していきます。
糖尿病・高血圧・メタボリックシンドローム・心筋梗塞等の生活習慣病は、からだにとって悪影
響な生活習慣の積み重ねによって引き起こされます。

●特定健診と子どもの健診結果
昨年の特定健診
（40～74歳）
で、高血糖
（HbA1c
が5.6%以上）の割合は、82.2%で多くの方が高血
糖でした。小学5年生と中学2年生でも健診を行っ
ていますが、高血糖
（HbA1cが5.5%以上）はそれ
ぞれ、64.3%、32.0%でした。

●健診の結果をこのままにしたらどうなる？
小学５年生や中学２年生のうちから高血糖状態が続くと、早くから糖尿病になり、糖尿病による
合併症（網膜症
（失明）や腎症（人工透析）など）を併発する可能性が高くなります。糖尿病や、その合
併症の方が増えると、将来、町の医療費や個人保険料の増加等につながる可能性も高くなります。

●どうすればいい？みんなでできることは？
生活習慣は、いつからでも見直し、改善することができます。改善することで、病状の悪化を防
ぐことができます。そのためには、まず健診の結果等も参考にしながら、生活習慣を見直してみま
しょう。詳細は、次号保健だよりに続きます。

お酒の飲み方に気をつけましょう
コロナ禍の影響から在宅時間が増え、制限のある生活にストレスが溜まりやすくなっていると思
いますが、お酒を飲む量や頻度が増えてはいませんか。お酒はストレスや緊張を和らげるなど、上
手に飲めば効果がありますが、アルコールには依存性があるので、飲み方には注意が必要です。
◦お酒の飲み過ぎは生活習慣病のリスクを高めるため、１日の飲酒量を決めたり、休肝日を設け
るなど、飲み方には十分注意しましょう。通常のアルコール代謝能力をもつ日本人の場合、節
度ある適度な１日の飲酒量は、ビールの場合は500mlと言われています
（日本酒の場合は１合、
酎ハイ(度数7％)の場合は350ml）
。
◦薬とお酒を一緒に飲むと、薬の作用が増強する場合と減弱する場合、副作用が出てしまう場合
など、様々な作用が出ることが多く危険なのでやめましょう。
◦アルコールには寝つきを良くする効果がありますが、その一方で深い睡眠を妨げ、眠りそのも
のは浅くなります。利尿作用によって夜間のトイレの回数が多くなり、睡眠の質は悪くなりま
す。熟睡感が得られにくく、不眠になる危険性があるので、寝酒はやめましょう。
◦少し眠ればお酒が身体から抜けると思っていませんか？体質や年齢、性別によって個人差はあ
りますが、ビール500mlを飲んだ場合、アルコールが体から抜けるのは３～４時間が必要と言
われています。
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役場健康福祉課からのお知らせ

保健だより

障害者控除対象者認定申請
65歳以上で要介護認定（要介護１～要介護５）を受けている方を対象に障害者控除対象者認定申
請の受付を開始します。
◆対 象 者

65歳以上で要介護認定
（要介護１～要介護５）
を受けている方
※認定基準日は令和２年12月末
（令和２年中に亡くなった方は亡くなった日を基準）
※本人または扶養親族の確定申告の必要がない場合は、本申請は不要です。
※障害者手帳を持っている方は、確定申告時に手帳を提示すると控除が受けられます。
◆控除内容 ◦障害者
（要介護１～２）
控除額 住民税26万円 所得税27万円
◦特別障害者
（要介護３～５） 控除額 住民税30万円 所得税40万円
◆申 請 先 役場庁舎１階健康福祉課長寿介護係 ⑥番窓口
◆受付期限 １月４日
（月）
～２月12日
（金）
◆問合せ先 役場健康福祉課長寿介護係 ☎54-3131内線144

障害者差別解消法の周知について
障害者差別解消法は、会社やお店等の事業者が、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生
活などに相当な制限を受けるすべての人へ以下の事項を実施することを求めていますので、町民皆
さんのご理解をお願いいたします。
①障害のある人に対して正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止する。
（不当な差
別的取扱いの禁止）
②障害のある人からバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている意思表示があった場
合、負担が重過ぎない範囲で対応に努めること。
（合理的配慮の提供）

障害と障害のある人の理解を深めるため、シンボルマークの一部をご紹介します
ハート・プラスマーク

心臓疾患などの内部障害があることを示すシンボルマーク。

オストメイトマーク

オストメイト（人工肛門・人工膀胱を保有する方）を示すシンボルマークで、対
応トイレの入口に表示するもの。

身体障害者補助犬啓発マーク

盲導犬・介助犬・聴導犬などの補助犬を啓発するために、補助犬を受け入れる
店の入口などに貼るマーク。

※シンボルマーク等は健康福祉課で交付は行っておりません。
◆問合せ先

役場健康福祉課福祉係
（２番窓口） ☎54-3131内線121・122
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◆このページに関する問合せ先
役場健康福祉課健康対策係
 ☎54-3131内線104、131～133

東北一斉B型肝炎訴訟
無料電話相談会

女性の健康相談

実施のお知らせ

幼少時の集団予防接種によりＢ型肝炎に感
染したと認められる患者に対し最大3,600万
円の給付金等が支払われる制度です。給付を
受けるためには、国を相手に訴訟をして証拠
に基づき救済要件に該当することを確認した
うえで国と和解等をする必要があります

思春期や更年期に伴う身体的・精神的不調、
育児、家庭や職場でのストレスなど女性が抱
える様々な悩み、健康について女性医師が相
談をお受けします。
◆日
程
◆受付時間
◆場
所
◆費
用
◆予
約

１月23日
（土）
午後２時～４時
塩竈市民交流センター
無料
完 全予約制。月～金曜日の午前
9時～午後5時の間に、下記の予
約専用電話へ予約をしてくださ
い。不在時は、留守番電話にお
名前とご自分の電話番号を録音
してください。
◆予約専用電話 090-5840-1993
◆問合せ先 宮城県女医会女性の健康相談室

◆日
◆内
◆対

時

１月23日
（土）
午前10時～午後６時
容 Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団が、
Ｂ型肝炎訴訟について、弁護士
による無料相談を行います
象 Ｂ型肝炎患者またはそのご家族

※患者が亡くなっている場合は、その相続人

◆相談電話番号
☎022-721-3072／3073

※当日、直接お電話ください。通話料は発生します。

◆無料電話相談会についての問合せ先
Ｂ型肝炎訴訟東北弁護団事務局
（小野寺友宏法律事務所）
☎0120-76-0152

精神保健福祉相談のお知らせ
やる気が出ない、眠れないなど心の健康が心配な方やご家族もお気軽にご相談下さい。
相談内容について秘密は守られます。事前予約制となっていますので、ご相談のある方は申込み
先までご連絡ください。

相談会名

日時

思春期・引きこもり相談

1月14日
（木）
午後１時～５時

アルコール関連問題等
相談

相談担当
畠山

氏

◆会場
石巻合同庁舎
2階一般診察室
斎藤 光央 氏
（石巻市あゆみ野
1月15日
（金）
５－７）
午前10時
（精神保健福祉士・ 

～午後３時 東北会病院）
（精神保健福祉士）

◆問合せ・申込み先
東部保健福祉事務所
（石巻保健所） 母子・障害班
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幸博

会場

☎95-1431

町道の除雪・融雪作業について
町では、安全な交通確保のため、除雪・融雪作業を次の要領で実施します。
作業は緊急車両などが通れるよう、動脈となる幹線道路を優先して行います。町内の建設会社に
委託し、限られた機材と作業人員で行いますので、町民みなさまのご理解とご協力をお願いします。
対象路線

○は優先順位

①主要幹線
（通学バス・町民バス路線） ②公共施設周辺
③勾配が急な坂道
④ごみ収集路線
（作業可能な時間があった場合に実施します）
※生活路線は、できる限り地域のみなさまが協力して除雪してください
作業要領

町は幹線町道を行い、国道・県道は宮城県が行います。

（１）道路の両側に除雪しますので、幹線沿いにお住まいのみなさまは、出入口の除雪について協
力をお願いします。なお、トラブル防止のため、道路片側への除雪は行いません。
夜間凍結の恐れがある場合、凍結防止剤を主要な道路に散布します。
（２）
融雪剤の取り扱いについて
（１）坂道に使用するため、道路わきに設置します。自宅に持ち帰らないでください。
（２）路面が凍ったら、袋から取り出して散布してください。積もったばかりの雪には効果があり
ません。凍ったときにお使いください。
（３）
融雪剤は塩分が強く危険ですので、素手で触らないでください。
散布する際は、手袋をしてシャベルなどでまいてください。
（４）お子さんには絶対に触らせないよう、指導してください。
（５）補充が必要な場合は、役場建設課へお知らせください。


◆問合せ先

役場建設課土木係

☎54-3131内線273

令和３年度

女川町奨学生を募集します
町内に２年以上居住している高校生・大学生な
どで学術優秀にして健康であり、経済的な理由で
就学が困難な状態の方を対象として奨学生を募集
します。また、今般の新型コロナウイルス感染症
対策の影響により家計が急変した学生の方で、奨
学金貸与を希望される方については随時受付して
います。

●高等学校
15,000円
◆受付期間 ２月１日
（月）
～26日
（金）
●高等専門学校 ※第１～３学年
以内
◆対 象 者 町内に２年以上居住している高校
●専修学校高等課程
生・大学生などで学術優秀にして
●高等専門学校 ※第４・５学年
健康であり、経済的な理由で就学
50,000円
●専修学校専門課程
が困難な状態の方
以内
●大学
（短期大学、大学院含む）
◆採用基準 申込要項に記載の基準
◆貸付金額 右の表のとおり
◆申込方法 教育総務課に備付の採用願に必要事項を記入し、成績証明書、世帯員全員分の所得証
明書、住民票謄本、合格通知書を添付して、期間内に奨学生予定者本人が提出。
※申込要項、採用願は１月４日
（月）
から配布。
◆そ の 他 奨学金貸与を希望される方は、申込前に下記担当までご相談ください。
◆問合せ先 教育委員会教育総務課学務係 ☎54-3133
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女川町

子 育 て支援

子育て支援アプリ
（母子モ）
で子育て
負担を減らそう

センター
役場１階
☎24-9341

※各イベントの予約や、問い合わ
せは子育て支援センターまで

◆開所日・時間
月～金曜日 午前９時～午後５時
◆休館日 土・日・祝祭日および年末年始
◆利用料 無料

１月の行事予定
●ママカフェ
日
内
対
会
予

時 １月15日(金)午前10時30分～
容 お
 茶を飲みながら子育てについ
てのトークを楽しもう
象 ３～６か月児の子育て中の方
場 子育て支援センター
約 要 ５組程度
締切は、１月13日（水）
人数に達しない場合、当日参加可

●子育てパパ・ママの体の
メンテナンス
日
内

時 １月20日(水)午前10時30分～
容 手
 軽にできる肩こり、腰痛予防
などの体のメンテナンスの方法
を学ぼう
会 場 保健センター保健相談室
予 約 要 ５組程度
締切は、１月18日(月)
持ち物 飲み物

ＤＶと虐待

～被害者と加害者の連鎖～
日
会

時
場

１月27日(水)午後3時～5時
保健センター保健指導室
託児場所は、子育て支援センター
講 師 NPO法人キャップネットみやぎ
事務局長 鈴木俊博 氏
対 象 どなたでも参加できます。
参加費 無料
申込先 子育て支援センター
※託児を希望する場合は、6日前までに申
出ください。
主 催 宮城県（共催：女川町）
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町では、平成30年８月から母子手帳アプ
リ「母子モ
（おながわすくすくナビ）
」で子育
てに必要な情報提供を行っています。スマホ・
タブレット・PCに対応しています。
妊産婦と子どもの健康データの記録・管理
や予防接種の日程管理、出産・育児に役立つ
情報など、育児と仕事で忙しい保護者の負担
が減るような便利な機能があります。
特に小学６年生までの保護者にお勧めしま
す。また、離れた地域に住む祖父母と情報を
共有する機能もあります。
母子モ「おながわすくすくナビの主な機能」
◆町の各種制度・サービスの案内
◆子供の成長記録・管理
◆育児日記
◆家族間での成長や健康データ共有、SNS投稿

◆サービス名
おながわ
すくすくナビ
◆利用料金
無料
◆導入方法
①アプリ
AppStore
または
GooglePlay
で「母子モ」
を検索
②Webブラウザ
「https://www.mchh.jp」にアクセス
※対象自治体にお住まいの方以外でもご
利用いただけますが、お住まいの自治
体の情報などは、お住まいの公式HPの
情報を確認ください。

女川町地域医療センターからのお知らせ
新年のごあいさつ

～当センターの医師から、ご挨拶申し上げます～

今年は丑年、じっくり考え忍耐強く慎重に健康に注意し一歩一
歩着実に日々を過ごしましょう。

センター長
齋藤 充（中央）

体力をつけて、冬を乗り切りましょう。今年もよろしくお願い
します。

副センター長
庄司 勝（右から2番目）

みなさんとの出会いに感謝します。笑顔の多い一年になります
ように。

小児科長

今野 友貴（左から２番目）

早いものでもうすこしで女川に来て丸２年になります。2021年
もどうぞよろしくお願いします。

佐藤 知香（左端）

昨年来の新型コロナ感染症に悩ましいこともあるかと存じます。
“3密”回避や適度な運動、
マスクと手洗いで乗り切って行きましょう。

診療受付時間
（急患は24時間対応）
午前８時30分～11時30分
午後１時30分～ ４時30分

１月の



外来診療科・診療日

診療受付時間が変更になりました

※心療内科・眼科は午後４時まで

乳児健診・予防接種は午前11時、午後は４時まで

総合診療

小児科

心療
内科

眼科

午後

午後

整形
外科

皮膚科

午前

午前

診
療
科

午前

午後

午前

午後

月

●

●

●

●

−

−

−

−

火

●

●

●

●

※●

−

−

−

水

●

●

●

●

−

−

−

−

木

●

●

●

●

−

※●

●

−

金

●

●

●

●

−

−

−

●

土

●

−

９・23日

−

−

−

−

−

（午後４時まで）

■総合診療外来

・内科･外科･整形外科･小児科､ その他､ 科を問わずご相談ください。
・今野先生の小児科の土曜診察日は１月９・23日の予定です。
※診察日は、都合により変更する場合もありますので、事前にお問い合わせ
ください。

松本 幸一郎（右端）

１月の巡回診療
出島集会所
午後１時30分～

1 3 日( 水 )
2 7 日( 水 )

江島集会所
午後１時30分～

2 0 日( 水 )

※巡回診療は予約制です。
外来受付までご連絡を。

健康教室はしばらくの間、

お休みします。ご了承ください。

老人保健施設だより
要支援・要介護の方
そのご家族の方
介護でお困りの事はございませ
んか？お気軽にご相談下さい。


担当者：及川・鶴岡まで

女川町地域医療センター
（輝望の丘） ☎53-5511
女川町地域医療センターは町の施設で、管理運営は指定管理者が行っています。
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このまちで元気に暮らす

地域包括支援センターだより
今月の

テーマ

いきいきと暮らし続けるために その⑩

この時期は、急激な温度差によって起こる「ヒート
ショック」に注意しましょう。温度差が大きくなりやす
いトイレや洗面所、浴室は特に要注意です。

ヒートショックを防ぐポイント！
【入浴時の対策】

★脱衣所と浴室を暖かくする

湯船のふたを５分前から開ける、シャワー
でお湯を張るなども効果的です。できる
だけ一番風呂も避けましょう。

★入 浴は夕食前または食後１時間以上空けて
から
飲酒後の入浴も避けましょう。

１月の介護予防
地域遊びリテーション
地

★お湯を41度以下に設定する

浦宿３
浦宿２
上 ２
石 浜
大 沢
針 浜
清 水
女川南

【トイレでの対策】

★トイレの内部と便座を温めておく

暖房便座がない場合は便座カバーなどを使用しま
しょう。

★夜間や早朝のトイレに要注意

夜間だけポータブルトイレを使用したり、トイレ
に行く際は何か一枚羽織ったりしてから部屋を出
ましょう。

★いきみすぎは厳禁

在宅で介護する中で様々な悩みや不安を抱えてい
るご家族の方、介護についてためになるお話を聞いた
り日頃の悩みをみんなでお話したりしませんか？
日

時

場 所
内 容
講 師
対 象
申込み

令和３年１月27日（水）
午前10時30分～正午
地域福祉センター１階
「認知症の人への対応の仕方」
認知症の人と家族の会 副代表 鈴木徳子 氏
在宅で介護をされている方など
１月25日（月）までご連絡ください。

※感染予防のため定員15名とさせていただきます。

Information インフォメーション

女川町地域包括支援センター
☎53-2272

（地域福祉センター1階、
地域医療センター向かい）
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日

地

区

女川北
上 １
西

時

13日
（水）午前９時30分
13日
（水）午後１時30分
14日
（木）午後１時
18日
（月）午前９時30分
18日
（月）午後１時30分
18日
（月）午後１時30分
19日
（火）午後１時30分
25日
（月）午前９時30分

ふまねっと

いきむことで血圧が急上昇し心臓への負担が高くな
ります。こまめな水分補給やバランスの良い食事、便
秘薬の活用など、スムーズな排便を心がけましょう。

第３回
家族介護者交流会開催のお知らせ

区

日

時

12日
（火）午前９時30分
12日
（火）午後１時30分
26日
（火）午後１時30分

※マスクの着用をお願いします

もの忘れよろず相談所

ほっとカフェ開店日のお知らせ
日
場


時：１月21日
（木）
午後１時～３時
所：女川町たびの情報館ぷらっと

（女川町観光協会）

参加費：無料
★認 知症の人やご家族、認知症について
知りたい方、どなたでもお気軽にどうぞ。


（入退室自由）

上記事業は、手指消毒や換気など感染予防対策
を徹底した上で実施します。
お越しの際はマスクの着用をお願いします。

高齢者のための総合相談窓口です。住
み慣れた地域での暮らしを継続できるよ
う、社会福祉士、主任ケアマネジャー、
保健師の資格をもつ職員が、介護、介護
予防、権利擁護、介護認定、認知症、そ
の他ご心配なことなど、ご相談に応じます。

消費生活情報館
●宅配便事業者を装った「不在通知」の偽SMSにご注意！
−URLにはアクセスしない、ID・パスワードを入力しない−

全国の消費生活センターなどには、宅配便業者を装った「不在通知」
の偽ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）に関する相談が寄せられて
います。ご注意ください。
事例
１

偽サイトにアクセスしたあと自身のスマートフォンから
ＳＭＳが多数送信されてしまった。

事例
２

偽サイトにアクセスしたあとキャリア決済などを不正
利用されてしまった。

＊アドバイス＊
●ＳＭＳやメールで「不在通知」が届いても、記載されているＵＲＬには安易にアクセスしないよう
にしましょう。
●ＵＲＬにアクセスした場合でも、提供元不明のアプリをインストールしたり、ＩＤ・パスワードな
どを入力したりしないようにしましょう。
●不正なアプリをインストールした場合にはスマートフォンを機内モードにして、アプリをアンイン
ストールしましょう。
●偽サイトにＩＤ・パスワードなどを入力してしまったら、すぐに変更しましょう。
●迷惑ＳＭＳやメール、ＩＤ・パスワードなどの不正利用への事前対策をしておきましょう。
・携帯電話会社の対策サービスやセキュリティーソフト等を活用しましょう。
・ＩＤ・パスワードなどの使い回しはやめましょう。
・キャリア決済の限度額を必要最小限に設定するか、利用しない設定に変更しましょう。

●長期保管のカセットボンベ ガス漏れに気をつけましょう！
事例

数年前に災害時の備蓄として、購入しておいたカセットボンベをコンロで使用したと
ころ、火が出た。すぐに消し止めたが、ボンベからシューと音が漏れていた。

＊アドバイス＊
●カセットボンベは、製造から長期間経過したり、保管環境が悪かったりすると、内部パッキンの劣
化などによってガス漏れする可能性があり大変危険です。
●使用期限の目安は製造後約7年とされています。製造年月日を確認してから使用しましょう。製造
年月日が分からないものや金属部分に変形やさびが見られるものは使用をやめましょう。
●先端のキャップを付けた状態で、直射日光の当たらない40℃以下の湿気の少ない場所で保管しま
しょう。
●空になったカセットボンベは、ルールに従って廃棄しましょう。古いボンベやガスが残っている状
態で処分したい場合は、製造事業者へ問い合わせましょう。

＊消費生活相談員からひとこと＊

あけましておめでとうございます。今年もみなさんでマスク着用や密を避ける、まめに手洗
いするなど「新しい生活様式」を実践し、
新型コロナの感染が1日も早く収束できるといいですね。

＊＊困ったときは、町の消費生活相談員にご相談ください＊＊
◆問合せ先

役場産業振興課消費生活相談員デスク

☎54-3131内線682
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◎測定結果（単位:マイクロシーベルト/時）

（11月13日～12月10日）

施設名

測定値

一保所庭
（0.5m）

0.06

四保所庭（0.5m）

0.06

新小中学校校庭
（0.5m）

0.05

新小中学校校庭
（1.0m）

0.05

第二多目的運動場（1.0m）

0.05

役場庁舎前（1.0m）

0.05

空 間 放 射 線量の測定結果

東京電力㈱福島第一原子力
発電所事故に伴う放射性物質の
対応として宮城県から簡易型放
射 線 測 定 器 を 借 用 し、 学 校・ 保
育所の校
庭・ 所 庭、
女川町庁
舎前など
の空間放
射線量を
測定して
います。

第二多目的運動場での計測

※すべての施設で、年間の追加被ばく線量1ミリ
シーベルトに相当する空間線量率1時間あたり
0.23マイクロシーベルトを下回っていました。

水産物の
放射能測定結果

女川町では、女川魚市場に水揚げされ
た水産物について、宮城県の簡易測定器
と東北大学から提供された連続個別非破
壊放射能システム等を使用し、放射能を
測定しています。11月２日～30日まで
の測定結果は、下記のとおりです。
◆検体数・測定結果
29種 類151検 体、 す べ て に お い て、
厚生労働省が定める一般食品の基準値
100ベクレル／㎏を下回りました。
（検体すべて測定下限値以下・不検出）

◆測定機器
○EMFジャパン㈱
ガンマ線スペクトロメータ（EMF211型）
○東北大学
連続個別非破壊放射能ｼｽﾃﾑA01型
非破壊式食品放射能測定装置

食材等の放射能簡易測定


を行っています

町では、町民が自家消費用に生産・採
取した野菜、山菜、魚などの食材の放射
能簡易測定を行っています。
詳細は、役場企画課原子力対策係
（☎
54-3131内線252）
まで。

放射線に関する正しい知識を身に付けよう！

身の回りにある放射線

私たちは普段の生活の中でさま
ざまな放射線を受けながら生活し
ています。
身の回りにある放射線は、①自
然放射線（宇宙からの放射線や地球の
空気、岩石、食べ物など）②人工放射
線（ＣＴやエックス線など）があります。
自然放射線により私たちは年間
2.1ｍSv（日本平均）、人工放射線
では年間2.25ｍSv（日本平均）の
影響を受けていますが、100mSv
以下の被ばくではガンなどの過剰
発生は見られないと言われていま
す。

お知らせ

測定結果は、放射線・放射能に関するポータルサイト「放射能情報サイトみやぎ」
にも掲載しています。
◆このページに関する問合せ先
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「出典：原子力・エネルギー図面集」

役場企画課原子力対策係

☎54-3131内線252

コバルトーレ女川だより

来年度天
皇杯
県代表決
定戦で勝
利！

Vol.12

2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、無観客による試合開催となりましたが、
2021年は新しい生活様式の中、感染対策を講じた上で、皆さんに試合をご覧いただく機会が増える
ことを願っています。2021年も、コバルトーレ女川の応援をよろしくお願いします！
さて、新年のスタート「お正月」と言えば初日の出や初詣、お節を食べて初売りへ。楽しみも多い
年明けですが、皆さんは毎年元日に、東京の国立競技場で開催される「天皇杯 JFA 全日本サッカー
選手権大会」をご存知ですか？元日の決勝戦に立てるのは2チームのみですが、そこにたどり着くま
でに、県代表決定大会が各都道府県で行われています。出場チームは社会人サッカークラブや大学
生チーム、JFL所属クラブなどカテゴリーを越えた戦いが実現する大規模な大会です。県代表をつか
み、トーナメントを勝ち上がれば、Jリーグチームと対戦する機会もあります。
今回は、11月29日と12月6日に行われた、来年度の天皇杯宮城県代表決定戦に出場した様子をご
紹介します。勝ち進めば、2022年の決勝戦につながる大会です。

■河北杯争奪 第25回宮城県サッカー選手権大会

兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会宮城県代表決定戦

■試合結果
試合

試合日

勝敗

スコア

対戦チーム

試合会場

2回戦

11月29日

勝ち

３－０

IRIS.F.C

松島フットボールセンター
（松島町）

3回戦

12月6日

勝ち

３－０

東北大学
学友会蹴球部

みやぎ生協めぐみ野サッカー場
（利府町）

２回戦、３回戦ともに無観客試合となりましたが、３−０で勝利しました。準々決勝は３月21日、
大学生チームの「FC.SENDAI.UNIV」と対戦します。2021年も応援をよろしくお願いします。
◆問い合わせ （株）
コバルトーレ ☎ 54-3251

HP https://cobaltore.com/
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女川町の平成の30年間をご紹介します！
11月２日に開催された臨時議
会において、女川町出身の日本弁
護士連合会会長を務められました
弁護士、故阿部三郎氏の女川町名
誉町民の推たいが、全会一致で同
意されました。阿部三郎氏は、老
人福祉施設建設事業への寄付や女
川高校図書委員が保育所等で行っ
ている「読書ボランティア」活動
に感銘され図書購入費を寄付、ま
た、平成20年度から始まったふ
るさと応援寄附金第１号としても
多大なご寄附をいただきました。
本町の名誉町民は、前町長故木村
主 税 氏、
故須田善
二郎氏に
続いて三
人目とな
ります。

女 川 町 誌

弁護士 故 阿部三郎氏に名誉町民の称号

阿部三郎氏はスポーツの面でも中央大学陸上競技部の
総合運動場での合宿、女川高校へのウエイトリフティン
グ指導にも尽力されました。平成20年７月に「未来を担
う人づくり講演会」の講師として、「私の生き方」と題し
講演された際には、阿部三郎氏がふるさと女川を心から
愛し作られた「女川賛歌（船とさかなのまちですが）」を
町内の中学校生が合唱したときには、大変感動されてい
ました。平成21年には、旧女川第四中学校の生徒が研究
してきた「弁護士布施辰治」のドキュメント映画製作委
員会の代表も務められました。顕彰式は、12月10日午後
２時から生涯教育センターにおいて執り行われました。
【略 歴】
•大正15年７月６日 女川浜に生まれる。
•昭和18年12月
石巻市立商業学校（現・石巻商高）卒業
•昭和25年３月
中央大学法学部卒業
司法試験合格
•昭和26年11月
•昭和59年度
東京弁護士会会長
•平成４・５年度 日本弁護士連合会会長
•平成８年３月
破産者オウム真理教破産管財人
•平成11年５月
学校法人中央大学理事長就任

（広報おながわ 平成22年12月号参照）

◆問合せ先

教育総務課町誌編さん室

☎53-3151内線14
第二種広告は
この記事と
同じ大きさで
す。

広報おながわに広告を掲載できます！
お店の宣伝などにお使いいただけます！
大きさ
掲載料

女川町誌は 電 子 書 籍 化 し 、 町 公 式 ウ ェ ブ サ イ ト で
無料公開中 で す 。

平成22年

あの日あの時

第一種広告

第二種広告

縦50ｍｍ以内、横85ｍｍ以内

縦50ｍｍ以内、横175ｍｍ以内

5,000円

10,000円

広告の掲載について詳しくは下記までお問い合わせください。
◆問合せ先 役場総務課秘書広報係 ☎54-3131内線213

広告について

（

総 数
男 性
女 性
世帯数
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◆声は 出 せ ま せ ん で し た
が、盛り上がりました

裏表紙は「女川町民音楽
編 集 後 記 祭SANMAR SONIC2020」
の様子です。1部、2部合わ
せて約300名の方にご来場いただきました。
本イベントに関係する新型コロナ感染など、保健
所からの報告もなく、主催者側でも確認されません
でした。ご出演・ご来場・ご協力いただいた全ての
皆様、ありがとうございました！

6,243人
3,062人
3,181人
3,062世帯

（−11人）
（−８人）
（−３人）
（−12世帯）

）内は前月比

広報おながわおよび女川町公式ウェブサイ
トに掲載された広告は、審査のうえ掲載してい
ますが、掲載した内容について町が責任を負
ったり、保証するものではありません。
事業や広告の内容につきましては各広告主
にお問い合わせしていただくようお願いします。

女川町の人口 令和２年
11月30日現在
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