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３月６日
（土）のよる10時30分からBS-プレ
ミアム・BS4K でNHKで宮城発地域ドラマ
「ペペロンチーノ」が放送されます。
今回の表紙はその一幕です。主演を草彅剛
さん、その妻役を吉田羊さんが演じられ、ド
ラマの一部は町内での撮影もありました。


この広報紙は、環境に配慮し
再生紙を使用しています。

（左：草彅剛さん

右：吉田羊さん）
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宮城発地域ドラマ 「ペペロンチーノ」
○主演

草彅剛さんインタビュー

今号の表紙にもなっているドラマ「ペペロンチーノ」
で、小野寺潔役を演じた草彅剛さんにオナガワエフエ
ムが突撃インタビューを行いました！
Ｑ．女川町や牡鹿半島を訪れた印象は？
Ａ．海 が穏やかで、すごく空気が澄んでいて綺麗な町
という印象です。今度はドライブに来たいです。
それとお魚！地元の方から、どんこ汁を差し入れてもらったんですが、はじめて食べましたが、
とっても美味しかったです。
Ｑ．ドラマ撮影中に心がけたことは？
Ａ．東日本大震災から10年ということで、改めて想いを込めました。全国の人に風化しないよう、
いろんなことを考えて貰うきっかけになればいいなと思っています。
Ｑ．女川町の皆さんへメッセージをお願いします。
Ａ．皆さん、ドラマ「ペペロンチーノ」ぜひご覧ください。よろしくお願いします。
草彅 剛さんプロフィール
1974年生まれ、1991年にＳＭＡＰの一員としてデビュー。アイドルとして多方面で活躍する
中、テレビドラマ「僕の生きる道」
、映画「ミッドナイトスワン」などで俳優としても高い評
価を受ける。現在は香取慎吾、稲垣吾郎さんと「新しい地図」としても活動中。

○脚本家

一色伸幸さんコメント

◦ドラマ「ペペロンチーノ」の脚本として物語を作り出した一色伸幸さんにお話を伺いました。
９年前から縁あって女川町に遊びに来るようになり、趣味のダイビングや、災害ＦＭ
（現オナガ
ワエフエム）を通じて、女川にたくさんの知り合いができました。来るたびに一緒にお酒を飲み
ながら、震災のことはもちろんいろんな話をする中から、彼らから聞いた言葉や想いをドラマに
してみたいと思ったんです。2013年に放送された
（同じくＮＨＫの）
「ラジオ」というドラマに
続いて、今回も縁があって、10年という節目に書くことになりました。
◦「ペペロンチーノ」というタイトル
わけがわからないという人もいると思いますが、きっと暖かい気持ちになってもらえると思いま
す。ぜひ、ご覧ください。
一色伸幸さんプロフィール
1960年生まれ、20代から映画・アニメ・ドラ
マなどの脚本家として活躍。代表作として映画「私
をスキーに連れてって」
、
テレビ「彼女が死んじゃっ
た」など。2013年、女川さいがいＦＭの実話を元
に脚色したテレビドラマ「ラジオ」の脚本を担当。
第６８回芸術祭大賞、シカゴ国際映画祭長編テレ
ビ映画部門金賞など国内外のテレビドラマアワー
ドを多数受賞するなど高い評価を受けた。

女川町内でも撮影があった「宮城発地域ドラマ ペペロンチーノ」は、
NHK BSプレミアム・BS４Kで、３月６日
（土）
午後10時30分から放送!!
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（仮称）
しおかぜ保育所の内覧会を開催します
昨年８月から旧女川小学校校庭に建設中の
（仮称）
しおかぜ保育所が３月に完成します。
町民皆さまを対象に下記のとおり内覧会を開催しますので、ぜひご参加ください。

◆日
◆場

時 ３月20日
（土）
午前９時30分～正午
所 （仮称）しおかぜ保育所

◆そ の 他

◆問合せ先

（旧女川小学校校庭 女川町女川浜字大原602番地３）

①新型コロナウイルス感染対策として、マスクの着
用、検温、手指消毒にご協力ください。
②自家用車でお越しの方は、敷地内に駐車場があ
ります（誘導員が案内します）。
役場健康福祉課子育て支援係
☎54-3131内線141・145

第５回体力つくり教室

ヨガ体験会

３月10日（水）午後７時～８時

運動不足を感じている方、体形の変化が気になる方に朗報！
ヒップアップ、ポッコリおなか、二の腕プルプルも脂肪燃焼効果が期待できるヨガで解決できる
かも。体験会なので気軽にご参加ください。
◆日時・場所
◆参 加 資 格
◆講
師
◆申 込 方 法

３月10日
（水）
午後７時～８時 総合体育館
町民及び町内事業所にお勤めの方。男女問わず！
ヨガインストラクター 阿部和美さん
３月９日まで総合運動場へ電話か窓口で申し込み。
ただし、定員
（10名）
になり次第受付を終了します。
◆参 加 料
500円
◆準 備 物
運動できる服装、室内用運動靴、着替え等
◆問合せ・申込み先
女川町総合運動場 ☎53-3151

令和２年度

デジタルメディア研修会

「パソコンでカレンダーを作ろう！」
２回とも
す
同じ内容で

３月17日（水）
・18日（木）午前10時～11時30分

パソコンを使って、自分の好きな写真を挿入しカレンダーを作りましょう。
写真データは役場でも準備しますが、写真データ持参でも可能です。
◆場
所
◆申込方法

この部分に
好きな写真を
挿入します
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女川町生涯学習センター研修室
３
 月10日まで電話で申し込み。ただし、
定員
（10名）
になり次第受付を終了します。
◆そ の 他
•参加料は無料
•パ ソ コ ン、 タ ブ レ ッ ト
（ど ち ら も
Excelが使用できるもの）を持参して
ください。
◆問合せ・申込み先
生涯学習課生涯学習係
☎54-3131内線423

東日本大震災から10年

１．開式
２．式辞（女川町長）
３．追悼のことば
（女川町議会議長ほか）
４．ご遺族代表のことば
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５．献花（代表・一般）
６．閉式
※無宗教・献花方式により執り行います。
※誠に恐れ入りますが、香典・供物等につ
いては、ご遠慮申し上げます。
※会場内は季節的な寒さが予想されますの
で、防寒対策をお願いします。
※会場には外履きで入場いただけますので、
上履きは不要です。

40

東日本大震災で亡くなられた方々を偲び、哀
悼 の 意 を 捧 げ る た め、
「女川町追悼式」を次の
とおり開催いたしますので、謹んでご案内申し
上げます。

政府主催追悼式映像放映

■日
時 令和３年３月 日（木）午後２時 分から
■会
場 女川町総合体育館 大体育室
■参 集 者 震災で亡くなられた町民のご遺族のほか
参列を希望される方
■案
内 来場者が多数見込まれるため、改めてご
遺族・ご来賓へのご案内はいたしません
の で、 ご 了 承 く だ さ い（広 報 お な が わ と
町公式ウェブサイトのみでの周知とさせ
ていただきます）。
■配
信 式典 は、 オ ン ラ イ ン 配 信 す る 予 定 で す。
詳しくは３月上旬に町公式ウェブサイト
でお知らせします。

次第（予定）

●送迎ワゴン車の運行について
女川駅前バスターミナルから会場まで送迎ワゴン車を運行
しますので、ご利用ください。

女川町追悼式のご案内

※宮城県では、東日本大震災の犠牲者に対する追悼の意を表し、記
憶を風化させることなく後世に伝え、震災からの復興を誓う日と
して、３月11日をみやぎ鎮魂の日と条例で定めています。

◆運行時間 約20分間隔で運行します。
式典会場行き(女川駅前発)  午後２時発～２時40分発まで
女川駅前行き(式典会場発)  式典終了後～３時50分発まで
◆そ の 他 交通状況などにより、運行時間が多少遅延する
場合がありますので、ご了承ください。また、定員に限り
がありますので、満席の場合は次発便をご利用ください。

東日本大震災慰霊碑
（女川町庁舎海側）

送迎ワゴン車発着所

臨時駐車場の
お知らせ

臨時駐車場

追悼式当日は混雑緩和の
た め、 左 図 の 場 所 に 臨 時 駐
車場を設けています。
ま た、 女 川 駅 か ら 会 場 ま
で送迎ワゴン車を運行しま
す の で、 併 せ て ご 利 用 く だ
さい。

臨時駐車場

※当日は係員を配置しますので、
案内に従ってください。
※周辺道路は駐車禁止です。

献花会場

▲当 日は女川町庁舎海側の慰霊碑でも
献花ができます

※参列される方は、マスクの着用、咳エチケット、手洗いの徹底をお願いします。また、発熱や咳、咽頭痛などの
症状がある方は参列をご遠慮ください。
※入場時は、検温、手指消毒、受付票記入のご協力をお願いします。また、会場内は、換気により非常に寒くなり
ますので、各自防寒対策をお願いします。
※今後、国における方針や感染症等の状況により変更になる場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
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これから生まれくる赤ちゃんを
社会全体で守るため…

風しん抗体検査

「風しん」は１回の予防接種で約95％防ぐことができます！
令和元年、２年
（2019年、2020年）に送付したクーポン券
（無料）は、有効期限が2022年２月ま
で延長されています。
券種
請求先
発券No

抗体検査券
1
○○県○○町
123456
012456789
有効期限2020年3月

有効期限が2020年３月や2021年３月と
表示されていても、2022年２月まで使えます。

●クーポンは、全国多くの医療機関で使えます。
●健康診断や人間ドックで使える場合もあります。詳しくは、受診先にご確認ください。
●令和元年、２年（2019年、2020年）に抗体検査や予防接種を受けた方は、再度受ける必要はありません。
●他の市町村に転居される方は、女川町のクーポン券は使えません。
●転居後の市町村に、再発行を申請してください。
●クーポンを紛失された方には、再発行できます。詳細は、下記の窓口までご連絡ください。
●風しん対策の詳しい情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。


◆問合せ先

知っていますか？

役場健康福祉課健康対策係

☎54-3131

成年後見制度

成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、
必要な契約などを締結したり財産を管理したりして本人の保護を図る制度です。
判断能力の違い等によって、後見、保佐、補助に分かれ、代理や財産管理の範囲が異なります。
項

目

後

佐

補

助

全くない

著しく不十分

不十分

援護者の役割

代理権・取消権

特定項目以外の同意権と取消権

一部の同意権と取消権

個別案件ごとに異なります

町内相談窓口

まもりーぶ
事業
◆利用料金
◆相談窓口
◆問合せ先
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保

判断能力
料金

広告

見

女川司法書士センター

☎50-3001（相談無料）

女川町社会福祉協議会では、認知症や知的障害、精神障害等の理由から日常生活に不
安をお持ちの方を対象として、日常的な支払いなどの金銭管理や通帳・印鑑や大事な書
類の保管、福祉サービス利用のお手伝いを行う「まもりーぶ」事業を運営しています。

基本料金、サービス料金等が掛かります。
女川町社会福祉協議会 ☎53-4333
役場健康福祉課福祉係（２番窓口） ☎54-3131内線121・122

住民税申告が始まっています

令和２年分

役場での申告受付は、３月15日（月）までです。
早めの申告をお願いします。
来庁の際は手指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お願い
いたします。住民税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。

●令和２年分住民税申告受付日程表（３月受付日程）
◆受付時間
◆申告会場
◆受付場所

午前９時～午後４時
（最終受付）
役場１階多目的室
図書館奥休憩スペース
（昨年と変わりません）

※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
および人数調整を実施する場合もありますので、ご理解をお願いします。

受付日

曜日

地

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
15日

火～金
月

区

上記日程で都合が悪く、申告が済んでいない方

※上記以外の日
（土・日・祝日）
は、受付しておりません。
※石巻税務署での申告受付は、４月15日
（木）
まで期限が延長になりました。

低未利用土地等を譲渡した場合、所得税等の特別控除が受けられます。
個人の方が、令和２年７月１日から令和４年12月31日までの間に、都市計画区域内にある低
未利用土地等を一定の要件を満たして譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除するこ
とができます。
制度の詳細については、下記ページをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html（国土交通省HP）


この制度を受けるために必要な書類の交付申請は、役場企画課定住・土地利用係です。

◆特別控除の内容に関する問合せ先
・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）
・役場税務課税務係 ☎54-3131 内線182・183
◆申請書類に関する問合せ先
・役場企画課定住・土地利用係

☎54-3131

内線233・234
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各種被災者再建支援制度のご案内
町では、東日本大震災被害に伴い住宅再建が必要となった方へ各種支援制度による住宅再建の負
担軽減を図っています。一部補助制度は、申請期限の延長を調整しています。延長が決定し次第、
改めてお知らせします。また、令和３年３月31日までの申請は町民生活課生活支援係、令和３年
４月１日以降の申請は企画課定住・土地利用係が窓口となります。

①女川町定住促進事業補助金
町内に新築・中古住宅の取得、または既存住宅の建て替えを行い、以後10年以上、定住する方
に対して、最大300万円
（土地購入して住宅新築した場合）
を補助します。

②女川町造成宅地擁壁整備工事補助金
女川町が防災集団移転促進事業による造成地に住宅再建する際、宅地内の高低差対策や土砂の流
出を防ぐために擁壁整備工事を行った場合、工事経費の２分の１相当額
（上限額100万円）を補助し
ます。

③女川町緑のまちづくり助成金
緑化整備による景観に優れたまちづくりを推進するため、庭先へのシンボルツリーの植樹や芝の
植え付けなど、対象となる緑化整備工事を実施した場合、最大20万円を補助します。
制度の対象となる要件や、未申請の確認などについてはお問い合わせください。
※申し出がない場合は支援対象外となります。
◆問合せ先・申請先 （３月31日まで）役場町民生活課生活支援係 ☎54-3131内線161・162
（４月１日から） 役場企画課定住・土地利用係 ☎54-3131内線233・234

下記補助金は申請期限が迫っています！
女川町住宅再建支援事業補助金
申請期限：令和３年３月31日
震災被害により住宅再建した方で、住宅再建資金として金融機関等から借り入れした場合
に発生した利子相当額
（限度額：731万8千円）や住居移転に係る費用
（引越代や登記費用等、
限度額：97万5千円）
を補助します。


※町外移転の場合は上限額が異なるので、詳しくはお問い合わせください。

被災者生活再建支援金（加算支援金）
申請期限：令和３年４月12日
震災時に居住していた住宅が大規模半壊以上の方、または半壊で既存住宅を解体された方
に対して、住宅の再建状況に合わせて最大200万円
（複数世帯で住宅建設）
を補助します。


※基礎支援金を受給した方のみ申請可能です（基礎支援金受付は終了しました）

◆問合せ先
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役場町民生活課生活支援係

☎54-3131内線162

小企業小口・中小企業融資制度のご案内
町では、中小企業経営の健全な育成を図るため、
「小企業小口融資」と「中小企業融資」のあっ
せんを行っています。両制度とも、宮城県信用保証協会の保証制度ですが、保証料は町が全額を補
給しますので、経営に活用しましょう。申込方法など詳しくは、役場産業振興課商工労働係または、
取扱金融機関（七十七銀行、仙台銀行、石巻信用金庫の各女川支店）
へお問い合わせください。
中小企業融資

小企業小口融資
限

度

利

額

率

期

間

一般枠
2,000万円

350万円

（設備・運転資金とも）

設備資金：
７年以内

併
用
7
年

対

製造業や建設業、サービ
ス業など法令に規定する
業種を営む方で、常時雇
用する従業員の数が20人
以下の企業
（商業・サービ
ス業は５人以下）

申 込 資 格

1.5％

※サンマ漁の不漁が影響・・・
約定利息のうち1.5%以内利
子補給
（貸付を受けた日から
３年以内）

必要なし

者

（設備・運転資金とも）

短期
（1年以内） 1.8％
長期
（1年超）
2.0%

担保・保証人

象

1,000万円

（設備・運転資金とも）

短期
（1年以内） 1.8％
長期
（1年超） 2.0%

運転資金：
５年以内

災害特別枠（※）

運転資金：
７年以内

※利 子 補 給
（貸 付 け
を 受 け た 日 か ら3
年以内）

設備資金：
10年以内

併
用
10
年

法人：法人の代表者

個人：必要なし

運転・設備資金と
もに10年以内

製造業や建設業、サービス業など法令に規定する
業種を営む方
※災害特別枠…東 日本大震災の影響により、直接的また
は間接的に被害を受けた方

前述の企業者で次の要件に該当する方
１．町内に居住し、町内で事業を営んでいる方
２．町税を完納し、債務を弁済できる資力のある方
３．事業内容の堅実な方
４．保証協会の代位弁済を受けていない方または金融機関からの取引停止を
受けていない方
◆問合せ先

役場産業振興課商工労働係

☎54-3131内線681・682

高等学校等通学費等補助金（下期分）の現況届提出月です
女川町では、高等学校等への通学のための定期券または下宿に要する費用の一部を補助しています。
現況届の提出がない場合、補助金をお支払いできません。ご注意ください。
詳しくは、対象者に送付の通知をご覧ください。
なお、補助金の交付申請をまだしていない場合は教育委員会教育総務課へご連絡ください。
◆受付期間
◆問合せ先

３月１日
（月）
～３月19日
（金）
教育総務課総務係 ☎54-3133
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まで

（日）
ら７日

月）か

日（
３月１

●女川消防署からのお知らせ

春の火災予防運動を実施します

≪全国統一防火標語≫

その火事を

防ぐあなたに

金メダル

令和２年石巻地区消防本部管内での火災件数は65件でした。このうち建物火災は38件と
半数以上を占めており、火災には十分注意する必要があります。今後も継続的に住宅防火
対策を行い、今後も火の用心に努めましょう。

住宅防火
いのちを守る
７つの
ポイント

■３つの習慣
○寝たばこは絶対やめる。
○ストーブは燃えやすい物から離れた位置で使用する。
○ガスコンロ等のそばを離れる時は必ず火を消す。
■４つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を作る。

住宅用火災警報器

「自宅の火災警報器点検していますか？」
住宅用火災警報器は、定期的に動作の確認が必要です。火災予防運動の時期などをひとつの目
安として作動確認と製造年月の確認を行いましょう。取扱説明書を確認のうえ点検してください。
また古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあります。製造
から10年を目安に交換をしてください。

◆注 意 !! 消防署や市町村の職員が消火器や警報器を販売することはありません！
◆問合せ先 女川消防署 ☎54-2119

３月の女川つながる図書館情報
注
目
の
本

第164回直木賞 西條奈加
「心淋し川」
青物卸の大隅屋六兵衛は、一つの長屋に不美人
な妾を四人も囲っている。その一人おりきが、悪
戯心から小刀で仏像を彫りだして……
（
「閨仏」
）
。

第164回芥川賞 宇佐見りん「推し、燃ゆ」
アイドル上野真幸を“解釈”することに心血を注
ぐあかり。ある日突然、推しが炎上し——。

今月のおすすめ一般書

◆ブラック霞が関／千正康裕
◆昭和44年生まれ わが世代／河出書房新社
◆うま辛発酵だれ混ぜるだけで本場の味／萩野恭子
◆スマホ脳／アンデシュ・ハンセン
◆新しい生活／曽野綾子

今月のおすすめ絵本・児童書

◆パンどろぼう／柴田ケイコ
◆うんこなぞなぞ／文響社
◆世界史探偵コナン／青山剛昌
◆約束のネバーランド／白井カイウ

お知らせ：３月16日(火)から19日(金)まで、蔵書点検の為女川つながる図書館は休館となります。
ご不便をおかけいたしますがご了承ください。
◆開館時間
◆休 館 日
9

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。

Information

納期限・振替納税のお知らせ

石巻税務署からのお知らせ

令和２年分確定申告における申告所得税等における納期限等は、次のとおりです。
振替日

納期限

（振替納税をご利用の場合）

申告所得税および復興特別所得税

５月31日
（月）

消費税および地方消費税
（個人事業者）

４月15日
（木）

５月24日
（月）

贈与税
納税には、便利で確実な振替納税をご利用ください。
振替納税は、預貯金残高を確認しておくだけで金融機関の預貯金口座から自動的に納税ができる
大変便利な制度です。簡単な手続きで利用できますので、税務署
（管理運営部門）
にご相談ください。
なお、すでに「申告所得税および復興特別所得税」または「消費税および地方消費税」について
振替納税をご利用の方は、確実に振替納税できるよう預貯金残高をご確認ください。


◆問合せ先

石巻税務署

※音声案内に従い2を選択
☎22-4151
（代表）

女川町事業者用擁壁等整備事業補助金

復興事業により造成された換地住宅地で、事業者が店舗・事務所などの建築を行う場合、
造成宅地内の高低差対策または土砂の流出を防ぐために、緑化をともなう擁壁整備工事に
かかる経費に対して女川町事業者用擁壁等整備事業
補助金を交付します。
◆補助金額
◆申請期限

対象経費の1/2に相当する額
※限度額100万円
（千円未満切捨）

令和３年３月31日

※女川町商店街景観形成創出事業補助金、女川町造成宅地擁壁整備工事補助金の交付
決定を受けた方、または受けられる方は本補助金の対象になりません。
詳しい制度の要件や区域などについてはお問合せください。



◆問合せ先

役場産業振興課商工労働係

☎54-3131内線681・682

暮らしとこころの相談会

こころの相談も含めた、専門家による無料相談です。

≪例えば≫
借金、離婚、家庭内暴力、いじめ、パワハラ、セクハラ、解雇、生活困窮、介護、ひきこもり、
アルコール依存、人間関係の悩み、ストレス、眠れないなど。
おひとりで悩まず専門家へご相談ください。専門家との個別面談相談で、上記以外の相談も可能
です。
予約者が優先ですので、一度お電話ください。
◆日

時

３月13日
（土） 午前10時～午後４時
※事前予約の方が優先です。
（当日空きがあれば相談も可能です）
◆相談場所 法テラス東松島
（東松島市矢本字大溜1-1 コミュニティセンター西側）
◆相談担当 弁護士・社会福祉士・精神保健福祉士
◆主
催 日本弁護士連合会・仙台弁護士会
◆共
催 宮城県サポートセンター支援事務所・日本司法支援センター
（法テラス）
◆そ の 他 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては中止となる場合があります。
◆問合せ・予約先 法テラス東松島 ☎050-3383-0009
（受付時間：平日午前９時～午後５時）
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町有分譲宅地

８ 区 画

販売中！
！

① ⑧
② ⑦

今回は旭が丘地区の分譲地をピックアップ！
閑静な住宅街の中にある、木々や公園に面した土
地です。

③ ⑥

●所在地：女川町旭が丘二丁目
番号

面

積

価

④ ⑤

格

①

247.25㎡

5,365,325円

②

246.48㎡

5,348,616円

③

247.17㎡

5,363,589円

④

239.55㎡

5,198,235円

⑤

238.75㎡

5,180,875円

⑥

246.04㎡

5,339,068円

⑦

245.17㎡

5,320,189円

⑧

245.90㎡

5,336,030円

女川町立
第四保育所

他の分譲地
情報はこちら

こちら

ほかの土地も見たい場合は、町公式ホームページ
でご確認ください。ご相談は随時受付中！どうぞ
お気軽にお問い合わせください。

宮城県立支援学校
女川高等学園

←石巻方面

女川中心部→

https://www.town.onagawa.miyagi.jp/onagawa_bunjyo.html

■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。登録に関するご相談
については、担当までお問合せください。

〇登録物件紹介：女川二丁目20－７

国道398号線に面した事業用の土地です。

詳細はこちら

※お問合せいただいた時点で契約が成立している
場合があります。

https://www.town.onagawa.miyagi.jp/onagawa_akiya.html
◆問合せ先
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役場企画課定住・土地利用係

☎54-3131内線233・234

Information

今月のお 知らせ
人事院からのお知らせ
国家公務員採用試験

募集

人事院では、次のとおり国家公務員採用試験
を実施します。
試験名

申込受付期間

１次試験日

総合職

３月26日（金）午前９時～ ４月25日
４月５日（月）受信有効
（日）

一般職

４月２日（金）午前９時～ ６月13日
14日（水）受信有効
（日）

（院卒者・

大卒程度）
（大卒程度） 

６月21日（月）午前９時～
（高卒者）  ６月30日
（水）受信有効
一般職

９月５日
（日）

申込方法や受験資格などの詳しい内容につい
ては、人事院ホームページ、または下記までお問
い合わせください。
◆問合せ先 人事院東北事務局第二課試験係

☎022-221-2022

町民バス
３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）
３月６日
（土）
、７日
（日）
、20日
（土）
、21日
（日）
※高校生以下無料
◆運
賃 乗車１回200円

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。

HP https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html

国家公務員「国税専門官採用試験」
（大学卒業程度）
のお知らせ
仙台国税局ではバイタリティーあふれる職員を
募集しています。国税専門官は国の財政を支える
重要な仕事を担い、税務署等で調査・徴収・検
査や指導などを行う税務のスペシャリストです。
◆受験資格
○平成３年４月２日から平成12年４月１日
生まれの方
○次に掲げる平成12年４月２日以降生まれ
の方
①大学を卒業した方および令和４年３月までに大
学を卒業する見込みの方
②人事院が①と同等の資格があると認める方

◆申込受付期間
３月26日（金）
～４月７日
（水）
◆申込方法 インターネット申し込み
≪国家公務員試験採用情報NAVI≫
HP https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html
◆第１次試験日 ６月６日
（日）
◆問合せ先 仙台国税局人事第二課試験研修係

☎022-263-1111内線3236

人事院東北事務局 ☎022-221-2022

労働基準監督官
採用試験のお知らせ
労働基準監督官は、労働基準関係法令に基づ
いて、あらゆる事業場に立ち入り、事業主に法に
定める基準を遵守させることで、労働者の安全や
健康の確保を図り、また、労働災害にあわれた方
に対する労災補償の業務を行うことを任務とする
厚生労働省の専門職員です。
◆受験資格
○平 成３年４月２日から平成12年４月１日
生まれの方
○次 に掲げる平成12年４月２日以降生まれ
の方
①大学を卒業した方および令和４年３月までに大
学を卒業する見込みの方
②人事院が①と同等の資格があると認める方

◆採用予定者数 ○労働基準監督Ａ
（法文系）
…約195名
○労働基準監督Ｂ
（理工系）
…約50名
◆申込受付期間 ３月26日
（金）
～４月７日
（水）
◆申込方法 インターネット申し込み
HP http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
◆問合せ先 宮城労働局総務部総務課人事係

☎022-299-8833
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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
●自衛官候補生
◆応募資格


18歳以上33歳未満の方
※受付は年間を通じて行っています。

●一般曹候補生（第１回）

◆応募資格 18歳以上33歳未満の方
◆受付期間 ３月１日
（月）
～５月11日
（火）
◆試 験 日 一次試験：５月21日
（金）

～30日
（日）


※いずれか指定された１日

●幹部候補生（第１回）

◆応募資格
一般・大卒程度試験…22歳以上26歳未満
※20歳以上22歳未満の方は大卒
（見込含）
、
修士課程修了者等
（見込含）
は28歳未満

一般・院卒試験…修 士課程修了者等（見込含）
で、20歳以上28歳未満
歯 科…専 門 の 大 卒（見 込 含）で、20歳 以 上
30歳未満
薬剤科…専 門 の 大 卒（見 込 含）で、20歳 以 上
28歳未満
◆受付期間 ３月１日
（月）
～４月28日
（水）
◆試 験 日 一次試験：５月８日(土)、９日(日)
※歯科・薬剤科は５月８日(土)


●医科・歯科幹部（第１回）

◆応募資格 医師・歯科医師の免許取得者
◆受付期日 ６月11日
（金）
◆試 験 日 ６月25日
（金）

●予備自衛官補（一般・技能）

サン・ファン館
３月のイベント情報！

募集

サン・ファン館ロビー展示
「サン・ファン・バウティスタ号内部」
復元船「サン・ファン・バウティスタ」内に
設置されていた実物のジオラマ資料について、
解説を交えながら紹介しています。
（展示資料）船尾楼甲板：常長ベッド、ビスカイ
ノのベッド、ランタン、常長の文机、
フェリペ３世の肖像画 〇遮浪甲板：
航海用具、槍、クロスボウ、舵取り
人 〇上甲板：大砲
（四輪）
、帆を縫
う水夫、船内の食事 〇船艙：船の
積荷、味噌樽、酒樽、バラスト


◆開催期間
◆場
所
◆問合せ先

※内容は変更となる場合があります。

３月31日
（水）
まで
サン・ファン館展望棟ロビー
サン・ファン館企画広報課
※火曜休館 ☎24-2210


※各 イベントの最新実施状況は随時サン・ファン館
ホームページにてお知らせします。

年度末は混雑します
軽自動車検査協会からのお知らせ
毎年３月は、軽自動車の名義変更や配車などの
各種手続きや検査申請で、大変混雑し、長時間
お待ちいただくことがあります。これらの手続き
は早めに済ませるよう、ご協力をお願いします。
◆問合せ先 軽自動車検査協会

宮城主管事務所 ☎050-3816-1830
窓口受付時間：午前８時45分～11時45分
～４時
（土・日・祝日を除く）

午後１時

◆応募資格
○一般…18歳以上34歳未満
○一般…18歳以上で、国家免許資格などを
有する方（資格による年齢の上限があります）
◆受付期日 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

◆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
13

お問い合わせは役場
企画課防災係
（☎543131内線252）
まで。

消防団員募集中！

Information
最新の情報を配信！

女川町公式ツイッター

https://twitter.com/TownOnagawa

学習塾代等支援事業補助金の申請はお済みですか？
町では、子どもの学力向上および学習意識の向上と子育て世帯の経済的負担の軽減を目的に、４
歳から18歳までの子どもが学習塾などを利用した際に要する塾代等の一部を補助する学習塾代等
支援事業補助金制度を設けています。
令和２年度は、令和２年４月から令和３年３月分までの月謝が補助金の対象となりますが、補助
を受けるには交付申請手続きが必要です。補助を受けたいと考えている方でまだ手続きをされてい
ない方は、所定の用紙で３月10日
（水）
までに申請書を役場教育総務課に提出して下さい。
補助区分

対象事業

補助額

第１号

教科指導に係る入会金および月謝
（学習塾、家庭教師、通
信教育など）
※女川向学館を除きます。

月額
5,000円

第２号

文化・スポーツ教室にかかる入会金および月謝
（稽古事、練習の指導など）

月額
3,000円

※お子さん１人で第１号と第２号の両方の補助を受けている場合は、月額5,000円が限度額となります。
※すでに交付申請済みで交付決定を受けている方は、お知らせしている期日までに実績報告の提出をお願いします。

◆問合せ先

教育委員会教育総務課学務係

☎54-3131内線412

第３回女川町議会議長杯
グラウンド・ゴルフ大会

または☎54-3133

おらほの女川食堂
小・中学生は参加費無料（申込不要）

参加者相互の親睦と交流を深め生涯スポー
ツの振興に寄与することを目的にグラウンド・
ゴルフ大会を開催します。
◆会
場 女川町第二多目的運動場
◆日
時 ３月17日
（水）
競技開始９時20分

◆日

◆競技方法

※感染症対策のため、中止になる場合もありま
す。また、当日は熱を測ったうえで、マスク
をしての参加をお願いします。

※少雨決行、受付８時30分、大会終了午後０時30分
※荒天の場合、翌３月18日
（木）
に延期

 人対抗戦とし、１チーム４～
個
５名に編成。８ホール×３ラウン
ド＝24ホールの合計打数で競う。
連記式スコアカードを使用する。
◎表彰 １位…カップ、２～３位…楯、４～
６位…メダル、その他…ホールイン
ワン賞・参加賞全員
◆参加資格者 女川町民
◆参 加 費 500円
◆申込締切 ３月５日
（金）
◆そ の 他 用具のない方はお貸しします。新
型コロナウィルス感染予防のた
めマスクの着用をお願いします。
◆申込み・問合せ先
女川町グラウンド・ゴルフ協会
木村征郎☎53-3429 平塚徹☎53-4232

時

３月13日
（土）
午後２時30分〜４時30分
◆場
所 きらら女川（シーパルピア女川内）
◆内
容 ち
 らし寿司を作ろう!
◆問合せ先 「おらほの女川食堂」事務局


（NPO法人きらら女川）☎98-8062

広告
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Information
無料人権相談
時…４月１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…４月１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。

３月12日(金)※５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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●みやぎIJUターン就職支援

オフィス事業
みやぎIJUターン就職支援オフィスは、宮城県外
の大学・短大・専門学校等に在学中の皆様のUIJター
ン就職の就職相談・求人紹介・書類添削・面接対策
等さまざまなサポートを提供しています。
また、宮城県外に在住する学生の方が宮城県内で
の就職活動を行う際に、移動にかかる交通費や宿泊
費の補助を行っていますのでぜひ有効活用してくだ
さい。
◆問合せ先 みやぎIJUターン就職支援オフィス業務
仙台オフィス ☎022-216-5001

e-mail：ijumiyagi@pasona.co.jp

事業HP https://miyagi-ijuguide.jp/

●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

◆問合せ先


 業所の設置工事に着手する
事
日の30日前までに行ってくだ
さい。

役場企画課定住・土地利用係
☎54-3131 内線233・234

●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
３月３日、17日
（水）
（水）
○女川町勤労青少年センター ３月10日、24日

▶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

国民健康保険・後期高齢者医療保険
●～高額医療・高額介護合算制度について～

医療保険と介護保険の両方の給付を受けている世帯の負担を軽減する制度です。
医療保険の被保険者と介護保険の受給者がいる世帯で、１年間（毎年８月１日から翌年７月
31日）の医療費と介護保険サービスの自己負担額を合計し、所得状況に応じた自己負担限度
額を超えた場合、申請によりその超えた金額が支給されます
（自己負担限度額については、役
場町民生活課へお問い合わせください）
。
該当する方には、申請書が送付されます。申請書が送付された場合には役場町民生活課
（⑦
番窓口）で手続きを行ってください。

【注意点】

〇介護サービスを受けていない場合は、この制度に該当しません。
〇住民票が同一世帯の場合でも、それぞれが加入している医療保険ごとに計算しますので、異なる
医療保険の場合は合算できません。
〇自己負担限度額は、医療機関等の窓口で支払った金額から、高額療養費等で戻った金額を差し引
いた金額となります。また、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。
〇支給は、医療保険分と介護保険分に分けて支給されます。
【医療保険分の支給】…国民健康保険の場合→女川町国民健康保険
後期高齢者医療保険の場合→宮城県後期高齢者医療広域連合
【介護保険分の支給】…女川町介護保険

●接骨院・整骨院にかかるとき～適正に受診しましょう～
接骨院・整骨院の柔道整復師の施術を受ける場合、保険医療機関で受診するのと同様に健
康保険が「使える場合」と、「使えない場合」があります。

○健康保険が使える場合

一部負担金のみを支払うことで施術が受けられるもの

（健康保険から柔道整復師へ費用の一部が療養費として支払われます）
▶ねんざ、打撲、挫傷
（肉離れ）
など
▶骨折、脱臼
（応急手当を除き、医師の同意が必要です）

×健康保険が使えない場合

健康保険の対象ではないため、治療費を原則全額自己負担していただくもの
▶単なる
（疲労などからくる）
肩こりや筋肉疲労
▶脳疾患後遺症等の慢性病や症状の改善が見られない長期の施術
▶保険医療機関で同じ負傷などを治療中のもの
▶労災保険が適用となる仕事中や通勤中の負傷

接骨院・整骨院にかかる際の注意点とは？

①負傷原因を正しく伝え、健康保険が適用になるか確認しましょう。
②病院での治療と重複できません。
③施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう。
④療養費支給申請書の内容を確認してから委任欄に署名しましょう。
⑤領収書を必ずもらいましょう。
医療費は、みなさんに負担していただく保険税などから支払われています。健康保険の使える範
囲を正しく理解し、適切に受診することで医療費の適正化につなげましょう。


◆問合せ先

役場町民生活課国保年金係

☎54-3131内線152・153
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住民登録
●代理人選任届（委任状）の書き方について
住民票や戸籍を取得する際に、代理人に依頼する場合は代理人選任届
（委任状）が必要です。同届の
様式は窓口でも準備していますが、便箋等の用紙にご自身で作成していただくことも可能です。ただ
し、内容に不備があると受け付けできないこともありますので、
下記を参考に作成してください。
代理人選任届
（委任状）
住
所 女川町女川一丁目１番地１ ※住民票の住所
氏
名 女 川 太 郎
※〇の欄には「世帯全員分の住民票の写し」や「戸
生年月日 昭和□□年□□月□□日
籍抄本」など、必要な証明書の種類を記入。
上記の者に○○○○の申請受領の権限を委任します。
※△の欄には「免許の取得」や「勤務先へ提出」など、
使用目的は△△△△です。
目的や提出先を記入。
令和□□年□□月□□日
委任者 住
所 女川町女川浜字大原601番地１ ※住民票の住所
氏
名 牡 鹿 花 子
㊞ ※シャチハタ不可
生年月日 大正□□年□□月□□日
代理人

【注意事項】 ○代理人選任届（委任状）は委任者本人が自署し、押印してください。
○戸籍の証明を請求する場合は、「本籍・筆頭者」をご確認のうえ、ご請求ください。
○窓口にお越しの際は、代理人の身分証明書を忘れずに持参してください。



◆問合せ先

役場町民生活課住民登録係

☎54-3131内線153

国民年金被保険者の方へ
●将来の年金額を増やしたいときは
任意加入制度について

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間
（10年）を満たしていない場合や、40年
（480月）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場合は、下
記の条件にあてはまる方は60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。

【任意加入できる方】
①20歳から60歳までの年金保険料納付月数が480月未満で、65歳未満の方
②受給資格期間を満たしていない70歳未満の方
③外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
④厚生年金保険、共済組合等に加入していない方


※①に該当する方でも、老齢基礎年金の繰上げ受給している方は任意加入できません。

任意加入の保険料は、国民年金第一号被保険者と同じですが、保険料の免除制度はありません。
また、外国に居住している方以外の納付方法は原則として口座振替となるため、手続きの際は、年
金手帳、印鑑（認め印）
、通帳、通帳の届出印をお持ちください。

国民年金の免除期間・納付猶予期間の追納について

国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免除）
、納付猶予、学生納付特例の承認を受け
た期間がある場合、保険料を全額納めた場合と比べ、老齢基礎年金
（65歳から受けられる年金）の
受取額が少なくなります。
しかし、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等の承認を受けた期間の保険料につ
いては、10年以内であればさかのぼって古い月分から納める
（追納する）ことができます。ただし、
免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して３年度目以降の追納の場合、当時の保険料額
に一定の加算額が上乗せされます。
追納の申込み・ご相談はお近くの年金事務所までお問い合わせください。

◆問合せ先
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役場町民生活課国保年金係 ☎54-3131内線152
石巻年金事務所 ☎22-5115

町民生活課

町民生活課窓口からのお知らせ

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、受付時間
の延長をしています。
◆行 う 事 務

◆延 長 日 時

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

（祝日および年末年始を除く）
◆持参するもの

○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
している通知
（ハガキ）
をご確認ください。
○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
◆そ
の
他 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。
◆問 合 せ 先 役場町民生活課住民登録係 ☎54-3131内線151・153

令和２年度



宮城県交通安全ポスター
作文コンクール
女川町立女川小学校３学年佐藤唯
衣さんが夏休みに課題となった交通
安全ポスターにて、あおり運転の防
止を強く伝える内容のポスターを描
き、一般社団法人宮城県交通安全協
会長賞を受賞しました。
皆さんも安全運転を心がけ、安全
で安心なまちづくりを推進していき
ましょう。

広告

配達承ります！
寿司､丼物､刺身盛り合わせ､鮮魚､加工品など
お気軽にお問い合わせください！

ひな祭り･卒園･卒業。
。
。お祝いの料理はおかせいにお任せください。

ご注文は、
お電話にて承ります。
女川町女川2-66 ハマテラス内

☎ 0225-53-2739
080-2824-6214
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いっしょに聖火リレーを盛り上げましょう。
～東京2020オリンピック聖火リレー運営スタッフ募集～
◆リレー開催日
◆業 務 時 間
◆業 務 内 容

◆業
◆募
◆応
◆募
◆申
◆そ

務
集
募
集
込

場
人
資
期
方

の

所
数
格
間
法
他

◆問 合 せ 先

６月19日
（土）
午後２時～８時頃
・聖火リレーコース沿道の観客整理
・セレブレーション会場への誘導
・セレブレーション来場者受付
・聖火リレーランナーへの会場案内 など
町内聖火リレーコース内、女川駅前
200名
18歳以上
（高校生は除く）
３月12日
（金）
まで必着
総合体育館、生涯学習センター、勤労青少年センターに備え付けの申込用紙に
必要事項を記入のうえ、それぞれの施設へ提出
・応募多数の場合は、抽選し決定させていただきます。
・事前に業務内容の説明会を開催します。日程は後日連絡いたします。
女川町総合運動場 ☎53-3151

ダメ！不法投棄！！
廃棄物の不法投棄は、私たちの清らかな生活環境の破壊
につながり、法律でも禁止されています。
女川町では、不法投棄防止のための巡回パトロールを実
施していますが、不法投棄はなかなか後を絶ちません。不
法投棄を発見した場合には、直ちに警察に通報し捜査を依
頼しています。不法投棄は法律で禁止されており、違反し
た場合には懲役または罰金刑に処されることがあります。
素晴らしい町の環境を子どもたちに残すため、町民一体と
なって不法投棄は、
「しない、させない、許さない」とい
う意識を持ち、不法投棄を根絶しましょう。


◆問合せ先

役場町民課環境係

不法
投棄
☎54-3131内線164・165

広告

完全１対１

個別指導型学習塾

木村塾

“解らないところを解るまで”
生徒一人ひとりのマイペースを大事に、
完全個別指導で学習をサポートします。

教室所在地
19

女川町旭が丘二丁目38-2

〇 小学生
（１～６年生／１時間）
…1,250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）
…1,500円
指導教科 数・社・英の３科目
〇 高校生
（１～３年生／１時間）
…2,000～2,500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

女川町民は高血圧が多い！
令和元年度の特定健診では、収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上が
36.1%となり、県内ワースト３位、宮城県平均よりも10.4%も高い結果でした。

＜塩分のとり過ぎは、なぜ身体に良くないのか＞
塩分のとりすぎ

ナトリウム濃度を一定に保つ
ため、血液中の水分が増える

血液の量が増え、血管に強い
圧力をかけながら全身をめぐ
る
（高血圧）

高血圧が続くと血管は傷つい
て動脈硬化が進む

命にかかわったり、日常生活に支障をきたす病気を引き起こす
心疾患
（狭心症・心筋梗塞）、脳血管疾患（脳出血・脳梗塞）、腎臓機能の悪化

減塩のためのヒント
（栄養士からの提案）
①選 び 方

◦栄養成分表示の食塩量を確認してから買うようにする
◦減塩商品を買って使ってみる

②調理方法

◦料理の下ゆでや味つけに使っていた食塩の量を今よりも少なくする
◦酢 やレモンの酸味、こしょう・唐辛子・カレー粉などの香辛料、生姜やごま
などを使った味つけにする

③食 べ 方

◦漬物や梅干しなど塩分が多く含まれている食品を食べる量を今よりも少なく
する
◦かけしょうゆの量を今よりも少なくする
◦麺類の汁を残すようにする

新型コロナウイルスワクチン予防接種に関するお知らせ
町では、新型コロナワクチン予防接種事業を下記のとおり計画しています。
◆優先する接種対象者

 では、医療従事者の次が65歳以上の高齢者となっていますが、町では、
国
75歳以上の高齢者を最優先に開始します。

◆接 種 対 象 の 通 知

対象者には、個別に通知と予防接種クーポン券を郵送します。

◆接 種 方 法 に つ い て

◦対象者数が多く短期間で接種するため、完全予約制の集団予防接種で行
います。
◦接種日程や接種会場、予約方法は、広報おながわ等でお知らせします。
◦対象者は、全員２回接種します。
◦自己負担金はありません。

◆問合せ先

役場健康福祉課健康対策係

☎54-3131内線104、内線131～133
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◆予防接種に関する問合せ先
役場健康福祉課健康対策係
 ☎54-3131内線104、131～133

予防接種のお知らせ
接種期限を過ぎると接種費用の助成を受けることができません！再度確認してください。

●二種混合
◆対 象 者

平成20年４月２日～平成21年４月１日生まれの児童

◆接種期限
◆接種費用
◆接種方法

対象者が13歳になる前日まで
（標準的な接種期間は小学校６年生の間です）
無料
事前に医療機関へ予約し、当日は予診票と母子手帳を持参して接種を受けてください。

※対象者には昨年４月末に予診票を郵送済み。予診票を紛失した場合は、役場健康福祉課窓口へお越しください。

※女川町地域医療センターや県内医療機関で接種可。

●麻しん・風しん（２期）
◆対 象 者

平成26年４月２日～平成27年４月１日生まれの児童

◆接種期限
◆接種方法

３月31日
（水）
まで
◆接種費用 無料
事前に医療機関へ予約し、当日は予診票と母子手帳を持参して接種を受けてください。

※対象者には昨年４月末に予診票を郵送済み。予診票を紛失した場合は、役場健康福祉課窓口へお越しください。

※女川町地域医療センターや県内医療機関で接種可。

●高齢者肺炎球菌
◆対 象 者

接種期限までに、65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳となる方

◆接種期限
◆接種方法

３月31日
（水）
まで
◆接種費用 4,000円
事前に医療機関へ予約し、当日は予診票を持参して接種を受けてください。

※過去に接種したことがある方は対象外。対象者には昨年５月に予診票を郵送済み。予診票を紛失した場合は、
役場健康福祉課窓口へお越しください。

※女川町地域医療センターや県内医療機関で接種可。

精神保健福祉相談のお知らせ
毎日をいきいきと過ごすには、身体はもちろん心の健康も大切です。
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ください。
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、ご相談のある方は下記までご連絡ください。
相談会名
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日時

相談担当

アルコール関連問
題等相談

３月19日（金）
斎藤 光央
午前10時～
（精神保健福祉士・東北

午後３時 会病院）

思春期・引きこも
り相談

３月18日（木）
午後１時～５時

畠山 幸博
（精神保健福祉士）

その他の精神保健
福祉相談

３月３日（水）
午後２時～５時

門間 好道
（精神科医・こだまホスピ
タル）

問合せ・申込み先・会場
◆問合せ・申込み先
石巻保健所
（東部保健福祉事務所）

母子・障害班☎95-1431
◆会場
石巻合同庁舎2階診察室

(石巻市あゆみ野５-７)

女川町会計年度任用職員募集
申込期間：３月１日(月)～12日(金)
応募される方は、募集要項を確認のうえ、写真貼付した履歴書（必要な資格証書の写し１部も）を申込み先
へ提出してください。募集要項は役場総務課で配布します。
◆募集職種・人数・職務内容等
【フルタイム勤務：月給制】 条件…１日あたり7時間45分、１週間あたり５日の勤務。社会保険適用あり
職種

勤務場所

募集
人数

給料月額等
（1～3年目）

必要技能・
資格・要件等

１人

154,900円～
 165,900円

・社会福祉士、精神
保健福祉士、保健
師、看護師または
保育士免許

若干名

154,900円～
 165,900円

・保育士免許、幼稚
園教諭免許、小学
校教諭免許または
養護教諭免許

職務内容

子育て支援
技術補助員
（子供家庭支援員） センター

要支援児童及び
要保護児童等へ
の支援業務

技術補助員
（保育所保育士）

町立保育所

児童の保育等

技術補助員
（学校補助教員）

女川中学校

学習指導の補助

１人

195,500円～
 209,400円

・教員免許

児童の保育等
補助

１人

143,800円～
 152,700円

・子育て経験

業務補助員
町立保育所
（保育所保育補助員）

【パートタイム勤務：時給制】 条件…１週間あたり５日の勤務。勤務場所は町内保育所
職種

職務
内容

技術補助員
（保育所保育士）

児童の
保育等

給食の
業務補助員
（保育所調理補助員） 調理等

◆任用期間

募集
人数

１日あたり
の勤務時間

給料月額等
（1～3年目）

若干名

４時間
00分

１人

６時間
00分

社会保険
の適用

必要技能・
資格・要件等

76,000円～
81,000円

なし

・保育士免許、幼稚
園教諭免許、小学
校教諭免許または
養護教諭免許

105,000円〜
112,000円

任用２年目
から適用

・特になし

採用される日
（令和３年４月１日を予定）
から令和４年３月31日まで
※採用後１か月間は試用期間となります。

◆受験資格
募集要項をご覧ください。
◆試験科目・内容
試験科目

内

容

第１次試験

書類選考

受験資格の有無、受験申込書に記入された内容の真否等について審査します。

第２次試験

面接試験

会計年度任用職員としての適格性についての面接

※第２次試験の日時は、第１次試験合格者へ通知します。面接会場は、女川町役場です。

◆試験日時・会場
第２次試験の日時は第１次合格者に通知します（３月中旬に実施予定）。会場は女川町役場です。
◆合格発表
第１次試験…３月中旬に受験者全員に通知します。
第２次試験…３月下旬に第２次試験受験者全員に通知します。
◆受験申込先 女川町役場総務課窓口への持参または郵送により受付します。
下記書類を作成のうえ、女川町役場総務課に申込みしてください。
ア 女川町会計年度任用職員採用試験受験申込書(兼履歴書)
イ 資格要件のある職種については、その資格を証明する書類の写し

（注）持参による受付は、月曜日から金曜日までの午前８時30分から午後５時15分までとし、郵送の場合は、募
集期間の最終日の午後５時15分までに女川町役場総務課に到着したものに限り有効とします。

◆請求・申込み・問合せ先
URL

〒986-2265女川町女川一丁目１番地１ 女川町役場
総務課総務係 ☎54-3131内線212
https://www.town.onagawa.miyagi.jp/04_04syokuin%20bosyu/04_04_04rinji01.html

24

女川町

子 育 て支援 センター

役場１階
☎24-9341
※各イベントの予約、問い合わせ
等は子育て支援センターまで
※各イベントの開催場所は記載が
無ければ子育て支援センター

◆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

３月の行事予定
●歯科相談会
日
内
講
予

●子育て相談会

時 ３月８日（月）午前10時30分～
容 お
 子さんの歯の状態や歯磨きの
ポイントを教えてもらいましょう。
師 木村裕先生、歯科衛生士さん
約 要 ５組程度 ※締切３月５日（金）

日
内

時
容

３月16日(火)午前10時～
保 健師と栄養士が子育ての相談
を受け付けます。お子さんの身
長や体重も測定できますよ。子
育てでの悩みや離乳食について
等気になることをお気軽にご相
談下さい。
母子手帳・飲み物
不要
保健指導室

●クッキーデコレーション

持ち物
予 約
場 所

講
予

●ママカフェ
＆子育てセミナー

日
内

時 ３月９日（火）午前10時30分～
容 親
 子でクッキーに飾りつけを楽
しもう。
師 阿部愛純先生
約 要 ５組程度 ※締切３月５日（金）

日
内

●オレンジリボン講座
日
内

時 ３月24日（水）午前９時～
容 児
 童虐待対応や保護者のメンタ
ルヘルスについて学んでみよう。
持ち物 飲み物
予 約 要 ５組程度 ※締切３月22日（月）

時
容

講 師
対 象
持ち物
予 約

３月18日（木）午前10時～
マ マ友と講師を交えて子育てに
ついてのトークを楽しもう。
川村玲香先生
３～６か月児の子育て中の方
飲み物
要 ５組程度 ※締切３月15日（月）

●女性の健康相談を女性医師がお受けします
思春期や更年期にともなう身体的・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
る様々な悩みの相談を女性医師がお受けします。
◆相談日・場所・時間
移動相談日

場

所

３月６日（土）

大河原町駅前コミュニティセンター
（オーガ）

３月13日（土）

石巻市労働会館

※時間は両日とも午後２時～４時
※仙台市にお住まいの方、仙台市に通勤・通学している方は、仙台市会場
（エルソーラ仙台）でも相談を受けることができま
すのでご相談ください。

◆予約専用電話 宮城県女医会女性の健康相談室
受付時間 月～金曜日 午前９時～午後５時

☎090-5840-1993

※不在の場合は、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。折り返し相談の日時のご連絡をします。
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タクシー料金・ガソリン費・紙おむつ等購入費の

一部を助成
町では、重度の障害がある方と介護保険の要介護・要支援認定を受けている方に対して経済的負
担の軽減を図るため、タクシー料金（初乗り運賃相当額）またはガソリン費の一部、紙おむつ等購入
費の一部を助成しています。

●タクシー助成券及び紙おむつ等助成券
助成一覧

該当障害区分（対象者）

助成の内容

身体障害者手帳１～３級

年間最大48枚まで

人工透析治療者

年間最大96枚まで

療育手帳

年間最大48枚まで

精神保健福祉手帳

年間最大48枚まで

要支援１・２・要介護１

年間最大24枚まで

要介護２～５

年間最大48枚まで

要介護認定者

年間24枚まで（30分の利用料金の
９割）および回送料金

タクシー券

タクシー券

（リフト付き車両用等）

紙おむつ等助成券

身体障害者手帳１～２級、
療育手帳A、要介護1～５

年間最大12枚まで

※券の利用は4月1日以降

◆受
付 ３月22日（月）から随時受付（土・日・祝日除く）
◆受 付 場 所 役場庁舎１階 健康福祉課 障害者手帳をお持ちの方は福祉係（２番窓口）
介護認定を受けている方は長寿介護係（６番窓口）
◆必要なもの 【障害者手帳を所持している方】障害者手帳、印鑑
【要支援・要介護認定を受けている方】介護保険被保険者証、印鑑

●ガソリン費の助成について
助成一覧

ガソリン費

※タクシー券との併用不可

該当障害区分（対象者）
身体障害者手帳１～３級、
療育手帳、精神保健福祉手帳

助成の内容
ガソリン（軽油も可）１リッターあ
たり50円助成（月最大40リッター
まで）

■ガソリン費助成を継続される方へ
◆対 象 者
◆必要なもの


現在ガソリン費の助成を受けている方
・４月１日以降の現況届
・車検証および運転者の運転免許証の写し
（本人または同居の親族名義のもの）
・振込用口座が確認できるもの
※３月中に必要書類を送付しますので、４月１日以降に手続きをお願いします。

■令和２年度の３期目のガソリン費助成請求を受け付けています
令和２年11月～令和３年２月分を助成請求受付中

◆対 象 者 現在ガソリン費の助成を受けている方
◆必要なもの ガソリン
（軽油も可）
のレシート
（領収証）
、印鑑、障害者手帳
◆受 付 期 間 ３月１日
（月）
～３月15日
（月）
（土・日曜を除く）
◆受 付 場 所 役場健康福祉課福祉係窓口
◆申込み・問合せ先

役場健康福祉課

☎54-3131

福祉係 内線122、長寿介護係 内線144
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女川町クリーンセンターからのお知らせ

あなたです。
ごみを出すのも、減らすのも !
引っ越しなどで出る多量ごみについて
引っ越しなどで出る多量ごみは収集できません。引っ越しを予定
している方はごみ収集所には出さないで、ごみを出す方
（排出者）が、
直接処理施設へ運搬するか、町が許可した一般廃棄物処理業の許可
業者へ依頼してください。
また、処理施設へ運搬する際は、次のように分別しておくと運搬
先で容易に降ろすことができます。ごみの分別にご協力ください。
●燃やせるごみは透明ビニール袋に入れる。
●缶、びん、ペットボトル、鍋は種類ごとにビニール袋に入れる。
●段ボール、雑誌、衣類
（布類）
は種類ごとに紙ひもで縛るか、ビニール袋に入れる。
●石油ストーブなどの灯油は完全に使い切る
（タンクなどは空にしてください）
。

多量ごみの搬入先
■燃やせるごみ
■資源ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ

➡
➡

石巻広域クリーンセンター
女川町クリーンセンター
燃やせるごみ

（石巻広域
クリーンセンター）

自分で運搬するか、
許可業者へ依頼する

引っ越し

資源・不燃ごみ・粗大ごみ
（女川町クリーンセンター）

ごみの減量化にご協力を！
生ごみは、十分に水を切り、使用できるものは再利用や再資源化
（リサイクル）を心がけ、自分の
住む町、女川のごみを減らしましょう。
令和元年度に町内から出たごみの量
2,570トン
町民１人１日あたりのごみの排出量

約1,100g

（コンビニ袋で約４袋分）

令和13年度の目標
町民１人１日あたりのごみの排出量

約１袋分の減量

770g

（コンビニ袋で約３袋分）

ごみの分別方法については、「女川町ごみ分別事典」か町民カレンダーの最終ページに掲載され
ている「家庭ごみの分け方・出し方」を参考にしてください。
◆ごみ処理に関する問合せ先
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女川町クリーンセンター

☎53-3549

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
３月１日（月）～12日（金）※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 １戸 2DK
（1戸）

Ｈ24

浦宿第二住宅

集合 １戸 2LDK
（1戸）

Ｈ27

運動公園住宅

集合 ５戸 2K
（1戸）
、2DK
（1戸）
、3DK
（1戸）
、3LDK
（２戸）

Ｈ25

出島住宅

戸建 ２戸 2DK
（2戸）

Ｈ26

災

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 ５戸 2DK
（3戸）
、3DK
（1戸）
、3LDK
（1戸）

Ｈ29

尾浦住宅

戸建 ２戸 2LDK
（1戸）
、３LDK
（１戸）

Ｈ29

桜ケ丘東住宅

集合 ２戸 2DK
（1戸）
、3DK
（1戸）
、

Ｈ29

荒立住宅

集合 ３戸 3LDK
（3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１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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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⑫

今年度も遊びリテーションの中でミニ体力測定を実施
しました。町内の平均値を出しましたので、ご自身の結
果と比べながら、振り返ってみましょう。

ミニ体力測定結果発表！
【町内平均の結果】
①すばやく動く
（３ｍ先のポールを回って戻る）
記

録

評

価

令和元年度

７．９秒

４．２

令和２年度

８．２秒

４．１

３月の介護予防

地域遊びリテーション
地

②握力
（片手ずつ握ってみて良い方の結果）
記

録

評

２１．８㎏

３．６

令和２年度

２１．２㎏

３．５

③片足立ち
（片足で何秒立ち続けられるか）
記

録

評

価

令和元年度

３７．５秒

３．６

令和２年度

３８．６秒

３．４

録

評

地

１７．４回

３．３

令和２年度

１６．２回

３．１

☎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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１日
（月）
午前９時30分
８日
（月）
午前９時30分
８日
（月）
午後１時30分
15日
（月）
午後１時30分
18日
（木）
午後１時
22日
（月）
午前９時30分
24日
（水）
午後１時30分
日

時

１日
（月）
午後１時30分
９日
（火）
午前９時30分
10日
（水）
午前９時30分
10日
（水）
午後１時30分
16日
（火）
午後１時30分

ほっとカフェ開店日のお知らせ

昨年度と比較して若干の低下は見られますが、体力・
筋力維持できているようでした。個人差はありますが、
ペタンクなど日頃から身体を動かす活動に取
り組まれている地区では特に維持できている
印象でした。
ご自身の体力を知る良い機会になるので、
今年度参加できなかった方も来年度は
ぜひご参加ください。

女川町地域包括支援センター

時

もの忘れよろず相談所

※今年度の参加者平均年齢…７７．
６歳
※評価は５段階で、
「３」が標準です。

Information インフォメーション

区

上 １
女川北
浦宿３
浦宿２
清 水

価

令和元年度

日

ふまねっと

④足腰の力
（３０秒で何回椅子から立ち上がれるか）
記

区

石 浜
小 乗
大 沢
針 浜
上 ２
女川南
上 ３

価

令和元年度

※マスクの着用を
お願いします

日
場


時：３月18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（入退室自由）
★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）

手指消毒や換気など感染予防対策を徹底したう
えで実施します。
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
●不審な電話やメールにご注意！
最近、町内でも大手通販サイトをかたる不審なメールのＵＲＬにタップし、カード番号などの情
報を入力したところ、カードを不正利用されたとの相談がありました。宅配業者だけでなく、色々
な業者名をかたってメールが来ます。ＳＭＳに来たメールにクレジットカードの情報は絶対に、入
れないようにしましょう。

事例

◦大手通販サイトを装った業者からメールが届き、ログイ
ンが制限されていると連絡があった。書かれていたＵＲ
Ｌをクリックしたところ、確認のためカード情報を入力
するようになっていたので、入力したところ、数日して
から、カードを不正使用され数件で、８万円以上使用さ
れていた。クレジットカードの会社から不審な使い方が
されていると確認の連絡が入ったことで気がついた。

＊アドバイス＊
●身に覚えのない請求メールなどが届いた場合は、記載されている連絡先には絶対に連絡をしないよ
うにしましょう。
●日頃からメールなどに記載されているＵＲＬはすぐにタップ（クリック）せず、公式サイトなどの確
かな情報源から真偽を確認しましょう。

●食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意！

−気管支炎や肺炎を起こすおそれも、硬い豆やナッツ類は

５歳以下の子どもには食べさせないで−

事例
１

アーモンドを子どもに食べさせていた。口内に残したまま歩行中、もっと欲しがって泣
いたところ、むせてせき込んだ。その後もゼイゼイした感じがあり受診した。右気管支異
物により入院６日間。
（２歳）

事例
２

保育施設において、給食中に幼児がブドウをのどに詰まらせ、病院に救急搬送したが死
亡が確認された。(４歳)

＊アドバイス＊
●豆やナッツ類など、硬くてかみ砕く必要のある食品は５歳以下の子どもには食べさせないでくださ
い。喉頭や気管に詰まると窒息しやすく、大変危険です。小さく砕いた場合でも、気管に入り込ん
でしまうと肺炎や気管支炎になるリスクがあります。
●ミニトマトやブドウなどの球状の食品を丸ごと食べさせると、窒息するリスクがあります。乳幼児
には、４等分する、調理して柔らかくするなどして、よく噛んで食べさせましょう。
●食べているときは、姿勢を良くし、食べることに集中させましょう。
物を口に入れたままで、走ったり、笑ったり、泣いたり、声を出したりすると、誤って吸引し、窒息・
誤嚥するリスクがあります。

＊消費生活相談員からひとこと＊

早いものでもう３月、本格的な春の訪れですね。３月は卒業の時期、４月を控え進級、入学、就
職の準備で忙しいお宅も多いのではないでしょうか。余裕をもって準備できるようにしたいですね。

＊＊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）

（1月15日～2月11日）

施設名

測定値

一保所庭（0.5m）

0.06

四保所庭（0.5m）

0.06

小中学校校庭
（0.5m）

0.05

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）

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。
役場庁舎前での計測

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。１月５日～29日までの
測定結果は、下記のとおりです。
◆検体数・測定結果
23種類60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


0.04-0.05

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。

※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。

放射線に関する正しい知識を身に付けよう！

放射線から身を守るには

放射線から身を守るための基本は「時間」
「距離」
「遮へい
（さえぎる）
」の３つです。
まず放射線を受ける「時間」を短くすることです。時間が短くなるほど放射線の影響は少な
くなります。次に放射性物質からの「距離」をとることです。できるだけ離れた方が放射線の
影響は少なくなります。つまり、
素早く遠くへ避難することが重要になります。さらに放射線は、
遮へい物
（コンクリートや鉛など）があると、さえぎることができます。そのため建物の中に入
ること
（屋内退避）で放射線を「遮へい」することが有効です。特にコンクリートの建物は、そ
の効果が大きくなります。
万が一、原子力発電所で事故等が発生した場合は、３つの基本を守りつつ、不確かな情報に
惑わされないよう正確な情報収集をすることが重要です。

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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距離

コンクリート

放射性物質

● 遮へいによる防護

●距離による防護

●時間による防護

お知らせ

放射線防護の基本

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

チームを
まとめる
新キャプ
テン

Vol.14

コバルトーレ女川には新シーズンを共に熱く戦う新入団選手が続々と合流しています。開幕前、
いつも厳しい表情で選手の能力をチェックする阿部裕二監督。積み重ねてきた練習の成果や、選手
の力を確認して、手応えを感じているようです。今回は春のリーグ戦開幕に向けて、チームを引っ
張るキャプテンに就任したコバルトーレの司令塔・黒田涼太選手に今のチームの状況や、新シーズ
ンへの意気込みを聞きました。

選手の個性を引き出す新キャプテン

黒田 涼太
プロフィール

～くろだ りょうた～

チームの応援を
よろしく
お願いします！

⃝背 番 号：26
⃝ポジション：MF
⃝生 年 月 日：1990年８月18日
⃝出 身 地：群馬県邑楽町
⃝血 液 型：A型
⃝勤 務 先：石巻日日新聞社	 

―コバルトーレ入団やキャプテン就任について教えてください。
大学4年生の時に、コバルトーレと天皇杯
（県代表決定戦）で戦ったことが入団の縁になりました。
大学を卒業するタイミングで、Jリーグでのプレーは難しい状況になった時に声をかけてくれたの
が裕二さん（阿部監督）でした。2019年から2020年の途中までFC刈谷（愛知県刈谷市）に所属して、
コバルトーレとは違った目線でサッカーができたことは、良い経験になりました。JFL昇格を達成
するためには、行動で示すことが大事だと感じていたので、キャプテンの責任を持って、チームに
貢献しようと思いました。FC刈谷でプレーする機会がなければ、こういった考え方には、
ならなかっ
たかもしれません。

―今シーズンの意気込みを教えて下さい。
東北リーグの優勝は絶対で、それを取って、やっとス
タートラインに立てると思っています。そのためにも
ゴール前のシュート精度や得点力、
守備の集中力など「勝
負強さ」が大事になると思います。日々の練習から試合
に勝ち切る雰囲気を作っていきたいです。JFL昇格を決
めて、女川の皆さんと、もう一度一緒に喜びたいと思う
ので、チームの応援をよろしくお願いします！

◆攻撃 的 Ｍ Ｆ と し て チ ー ム を
引っ張 る 黒 田 選 手 が 入 団 し た
２０１３年のなつかしい写真

―今年のチームの雰囲気やキャプテンとして取り組みたいことはありますか？
チームはすごく良い雰囲気です。今年の戦力補強では良いメンバーが集まりました。個々の能力
が高い分、まとまらなければ、すぐに崩れる弱さもあるので、連携を強めてしっかり土台を形作っ
ていきたいです。
経験あるベテランが厳しくしてくれるし、練習を頑張
る選手が、声を出してチームを盛り上げてくれています。
各々が持っている意見を引き出して、みんなが言い合え
る雰囲気を作っていきたいです。

※公式戦の試合詳細はHPでご確認ください。

☎ 54-3251
HP http://cobaltore.com/
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女川町の平成の30年間をご紹介します！

３月28日～30日まで東京の国立代々木
女川フィーバーエンジェルス大健闘！
競技場第一・第二体育館を会場に開催さ
大会終了後、同チームが須田町長のもとを訪れて結果
れた「第43回全国ミニバスケットボール
を報告、キャプテンは、
「試合ではとても緊張したが、決
大会」で宮城県代表として出場した「女
勝トーナメント第３位という結果は素直にうれしい。家
川フィーバーエンジェルス」
（以下「女川
族や仲間とも喜びを分かち合えた」と満足の表情。親の
FA」
）が全国48チームによる予選リーグを
会の代表者も「震災で出場できなかった昨年の大会を含
見事突破し決勝トーナメントに進出しま
め、２年間の想いをすべて発揮できた。大声援に後押し
した。決勝トーナメントは、予選を勝ち
さ れ、 子 ど も
上がった16チームを４チームずつ４つの （広報

平成24年５月号から）
たちもその期
ブロックに分け、ブロックごとに優勝チー
待に応えてく
ムを決定するもので、女川FAは残念なが
ら初戦で愛知県代表チームに敗れはした
れた」と振り
ものの、大震災という逆境を乗り越え、
返 り ま し た。
全国大会という大舞台で躍動する選手た
須田町長と村
ちに、会場からひときわ大きな声援が送
上教育長も日
られました。
頃の努力と大
会での成果を
称えました。
第43回全国ミニバスケット
ボール大会試合結果
（予選リーグ）
１回戦女川FA35-30香川県代表
２回戦女川FA80-23岐阜県代表
（決勝トーナメント）
１回戦女川FA31-54愛知県代表
大会ベスト16 （決勝トーナメント第3位）

中村雅俊さんと山寺宏一さんも応援に
駆けつけてくれました！

◆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

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

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24年

女 川 町 誌

あの日あの時

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

２月10日から13日にかけ
て令和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、町民第２多目的運動場で開催されました。６回大
会から女川町といわき市を交互に会場としてきました
が、震災後、女川町での開催は初めてでした。優勝は
秋田県代表の秋田工業高校。おめでとうございます！
33

6,258人
3,068人
3,190人
3,093世帯

（26人）
（6人）
（20人）
（36世帯）

）内は前月比

総 数
男 性
女 性
世帯数
◆スク
 ラムを組み、ボール
を投げ入れます

編 集 後 記

（

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３年
１月31日現在

女川町地域医療センターの
外来診療時間などを変更します！！
令和３年４月１日から、以下の通り変更があります。通院される際には、一度ご確認ください。
【変更点】１．土曜診療 第２･第４土曜日
（第１･３･５休診）
２．イブニング外来 第１･３･５土曜日の前日 受付18:30まで（予防接種・検査は18:00まで）
●総合診療（内科・外科・小児科）
受付・診療時間
曜

日

午

前

午

受付8:30-11:30
診療9:00-12:00

月～木

受付8:30-11:30
診療9:00-12:00

金

土
(第1･3･5)
土(第2･4)
※祝日は休診

休

後

備

考

受付13:30-16:30
診療14:00-17:00
受付13:30-16:30
診療14:00-17:00

≪イブニング外来≫
第1･3･5土曜の前日
受付16:30-18:30
※祝日は休診
予防接種・検査は18:00までお越しください。

診

受付8:30-11:30
診療9:00-12:00

休

診

予防接種、検査の方は受付終了30分前までにお越しください
日・祝日

休

診

診療時間外は、まずは、電話連絡をお願いします
●専門外来診療（小児科・整形外科・眼科・皮膚科）
は従来通りです。
イブニング外来はありません。
診療科

曜

日

小児科

水曜日

整形外科

木曜日

眼科

木曜日

皮膚科

金曜日

午
受付時間
診療時間

前
8:30-11:30
9:00-12:00

午
受付時間
診療時間

後

13:30-16:30
14:00-17:00

乳児健診・予防接種は受付終了30分前までにお越しください。
受付時間
診療時間
休
受付時間
診療時間

8:30-11:30
9:00-12:00
診
8:30-11:30
9:00-12:00

休
受付時間
診療時間

診

13:30-16:00
14:00-16:30
休

診

※小児科 小児科医師による診察は水曜日のみとなりますので乳児健診は水曜日にお越しください。
水曜日以外は総合診療および内科医師の診察となります。

女川町地域医療センター
（輝望の丘） ☎53-5511

広報

おながわ

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。

３月号

編集 〒986‐2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１
発行 女川町役場総務課秘書広報係 ☎０２２５-５４-３１３１ 内線212・213

女川町公式ホームページ

HP https://www.town.onagawa.miyagi.jp/
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