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　女川町に聖火が来た！
　７月に開催する予定の東京オリンピックに向け、町内では聖火
リレーが行われ、お笑い芸人のサンドウィッチマンの伊達さん、
富澤さんが参加。見物客の皆さんからは拍手がありました。

※�今年はオリンピック・パラリンピック開催に合わせて祝日が移動します。
　�７月19日⇒�７月�22日（木）�海の日
　�10月11日⇒�７月�23日（金）�スポーツの日
　�８月11日⇒�８月�８日（日）�山の日
　� �※８月９日（月）は振替休日
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◆�マイナポイント新聞� ���������14
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タウン・ギャラリー

◆収録前の前説はオナガワエフエム
のパーソナリティのおふたりが務
めました㊤

　番組のテーマソング「いのちは未
来を憶えてる」を披露しました㊨

　７月17日（土）午後３時からBSフジで放送予定の
「いのちは未来を憶えてる　震災10年のあくる日
から」の町民限定公開収録が６月13日にあり、歌
手の平原綾香さん、元フジテレビアナウンサーの
笠井信輔さんら
が出演しました。
番組の最後には
平原さんのミニ
ライブも開催さ
れ、収録に参加
した観客からは
大きな拍手が起
こりました。

　文部科学省では、国民の間に広く子供の読書
活動についての関心と理解を深めるとともに、
子供が積極的に読書活動を行う意欲を高める活
動を推進するため、特色ある優れた実践を行っ
ている学校、図書館、団体・個人に対し、大臣
表彰を行うこととしています。
　今回、女川小学校が令和３年度の子供の読書
活動優秀実践校に選ばれ、５月25日に小学校図
書委員会の委員長を務める青山綺珠さんが代表
して女川町長から表彰状を受け取りました。

　６月６日のクリーン作戦当日は、早朝から多
くの町民のみなさんのご協力で刈草など16.3ｔ
が回収できました。秋のクリーン作戦もご協力
をお願いします。

▶▶▶不法投棄について
　不法投棄は、環境破壊にもつながるため、自然豊かな町を未来に継承するためにもしてはいけ
ません。最近、生活ごみや廃棄物の不法投棄が後を絶たず、町では宮城県と協力しながら不法投
棄巡回パトロールを実施し、発見した場合にはただちに警察に通報し、捜査していただいていま
す。不法投棄は法律で禁止され、罰則規定として個人は５年以下の懲役または１千万円以下の罰金、
法人では３億円以下の罰金とされています。町民一体となって、「しない」「させない」「許さない」
という意識を持ち、不法投棄をなくしましょう。

自分の地区をきれいに�！　クリーン作戦実施

女川小学校が文部科学大臣表彰を受賞　子供の読書活動優秀実践校

「いのちは未来を憶えてる」　平原綾香さん・笠井信輔さん番組出演

秋のクリーン作戦の予定
10月３日（日）

午前６時～８時実施予定
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女川町協働教育プラットフォーム事業　おかあさん学級

７月13日（火）　午前10時15分～11時15分
会場：女川町子育て支援センター

「子供と楽しむ“リトミック”へおいでよ！！」
～音楽に合わせて親子でふれあい～

イ ベ ン ト 案 内

　リズムや音を感じ取り身体を使って表現することで、心と体
のバランスを作り出そうとするのが、リトミックです。
◆募集定員　親子５組（先着順・定員になり次第締め切ります）
◆講　　師　リトミック指導者　近藤まゆみ　先生
◆服装・持ち物　軽い運動ができる服装で、水分補給の飲み物をお持ちください。
◆申込み方法　子育て支援センターにお電話か直接申込みください。　※締切：７月９日（金）
　　　　　　　　　　子育て支援センター☎24-9341
◆問合せ先　教育委員会生涯学習課　　担当：加納　☎54-3131　内線422

TBC東北放送ラジオ（AM1260ＫＨｚ）　○毎週土曜日 午後６時30分
� ほか各地のラジオ局にて放送

インターネット配信のradikoで聴く場合は、「おながわなう」で検索してください！
� ホームページ� http://onagawafm.jp/
� ツイッター� https://twitter.com/onagawafm
� Facebook� https://www.facebook.com/onagawafm/

第２回老壮大学　開催

おながわ☆なう。復幸ＲＡＤＩＯ
■女川町の話題と人を紹介するラジオ番組

７月28日（水） 午前10時～11時30分
　第２回目の老壮大学を下記の内容で開催します。
◆開催内容　「口の健康は、全身の健康のもと」　 講師：木村歯科医院　院長　木村　裕　先生
◆場　　所　女川町生涯学習センター　ホール
◆問合せ先　教育委員会生涯学習課　☎54-3131内線423
～大切なお願い～
・体調が悪いなと感じたら、欠席してください（絶対に無理して出席しないでください）
・マスク着用で参加してください（飛沫感染防止のため必ず口元を覆ってください）
・消毒の徹底をお願いします（出入りするたびに消毒しましょう）
・人との距離をとってください（バスではお隣同士で座らないようにしましょう）
・開催時は適度な換気を行います（上着などで調整してください）
上記のお願いを守っていただけない時は、受講をご遠慮していただく場合があります。皆で協力
して感染防止に努めましょう。
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　７月は「社会を明るくする運動」～犯罪
や非行を防止し、立ち直りを支える地域の
チカラ～強調月間です。社会を明るくする
運動は、犯罪のない明るい地域社会を築く
ため、犯罪防止および更生保護についての
理解を深め、進んで協力するよう呼びかけ
る啓発活動です。犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生には一般市民の理解と協力が必要で
あり、見守り、支えていく社会を皆さんで築いていきましょう。また、犯罪や非行のない安全・安
心な社会を築くため、地域の連携を深め、全ての人々が幸せに暮らせる社会を実現させましょう。
◆問合せ先　役場町民生活課生活支援係　☎54-3131内線164

令和４年４月１日採用予定

女川町職員を
募集します

◆採用予定人数　いずれも若干名
◆試験日・場所　９月19日（日）・TKPガーデンシティ仙台（仙台市青葉区中央1-3-1　AER21階）
　　　　　　　　（７月１日付けの募集告示または、配布する募集要項でご確認ください。）
◆試験の方法・内容　【第１次試験】　教養試験（２時間）、性格特性検査（20分）
　　　　　　　　　　【第２次試験】　作文試験（１時間）、人物試験、健康診断、資格調査
◆受付期間　７月１日（木）～８月４日（水）　※平日の午前８時30分～午後５時15分
　	 ※郵便申込みの場合は申込み期限日の午後５時15分までに到着したものまで受付。
　	 　「特定記録郵便」など、確実な方法でお申し込みください。
◆受験申込書請求先　〒986-2265	女川町女川一丁目１番地１　女川町役場総務課
　※	郵便による請求は、封筒の表に「職員採用統一試験申込書請求」と朱書きし、必ず宛先明記のうえ、120円切手を

貼付した封筒を同封してください。
◆提出書類など　受験申込書１部、履歴書１通（郵便提出の場合は84円切手を必ず同封のこと）
◆問合せ先　役場総務課総務係　☎54-3131内線211

◆試験区分・職種・職務内容・受験資格

※受験資格を満たしていないなど、申込書に事実と異なる記載をした場合は、合格を取り消すことがあります。

試験区分 職種 職　務　内　容 受験資格

初　級
（高等学校
卒業程度）

行　政
行政事務に従事しますが、税務、用地交
渉、施設管理、宿日直等の業務にも従事し、
災害発生時には深夜勤務になることもあ
ります。 平成８年４月２日以降に生まれ、高等

学校卒業程度の能力を有すると認めら
れ、欠格事項に該当しない方。

土　木
土木技術業務等の専門的業務に従事しま
すが、行政事務、用地交渉、施設管理、
宿日直等の業務にも従事し、災害発生時
には深夜勤務になることもあります。

技　術

廃棄物処理施設の維持管理等の専門的業
務に従事しますが、行政事務、用地交渉、
施設管理、宿日直等の業務にも従事し、
災害発生時には深夜勤務になることもあ
ります。

昭和58年４月２日以降に生まれた方
で、高校卒業程度の能力を有すると認
められ、欠格事項に該当しない方並び
に廃棄物処理施設技術管理者（最終処
分場技術管理士）の資格を有する方。

女川の未来
に

みなさんの

若い力を！

「社会を明るくする運動」

強調月間

７月は
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●みやぎふるさとＣＭ大賞30秒ＣＭ作品を募集！
　町では、アイデアあふれる30秒の「ふるさとＣＭ」作品を募集して
います。テーマは女川町の魅力、地域の情報や自慢、観光、物産、伝統、
自然など、何でもＯＫです。応募多数の場合は、代表者による協議を行い、
作品１点を女川町の代表作品として応募させていただきます。代表作品
はＫＨＢ東日本放送の番組で放送されるほか、同局ホームページや女川
町公式ウェブサイトやYouTube上に掲載され、全国へ向けてメッセージ
が発信されます。
　ＣＭ大賞を目指し、ふるってご応募ください。
◆内　　容　地域の特徴を表現した30秒のＣＭ1本（未発表のもの）
	 ※応募作品に25字以内でタイトルをつけてください。応募作品の著作権は女川町に帰属します。　
◆作品規格　データ搬入…HD（1920×1080）サイズのAVI、AVIHD、MPEG2、AVCHD、MPEG4、MOV

などの拡張子のファイル
◆応募対象者　女川町をぜひＰＲしたいという方（町民に限りません）
◆応募期間　９月30日（木）までに、作品と制作者氏名・連絡先を明記のうえ、ご応募ください。
◆ご 注 意　	ＣＭ制作上のルールがありますので、ご応募を検討される方は事前にご連絡ください。
◆応募・問合せ先　役場総務課秘書広報係　☎54-3131内線213

個性あふれるＣＭで
町の魅力をPRしませんか？

KHB大賞に輝くと、東日本放
送で年間120回のCM無料放送
と東北各県で20回ずつの放送
が予定されています。

　町では、新しく整備した町有宅地を分譲しています。募集宅地位置、価格など、詳しく
は企画課定住・土地利用係までお問い合わせください。
※	エリアによって事業用に限り土地の貸付も可能です

◆申込みできる方　
　以下の条件に該当しない個人および法人（町内・町外の方、被災の有無は問いません）
　○不動産の売買契約締結について、法令上の制限を受けている方
　○納付すべき税金などを滞納している方
　○	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２号および第６号に該当

する方

◆申込受付期間　
　７月１日（木）～15日（木） 午前９時～午後５時
◆申込み・問合せ先
　役場企画課定住・土地利用係　☎54-3131内線233・234

●募集宅地は、女川町公式ウェブサイトでも詳しくご覧いただけます。
HP  https://www.town.onagawa.miyagi.jp/

	 （ホーム	＞	くらしの情報	＞	住まい	＞	女川町町有宅地の分譲、貸付について）

・町 有 地 分 譲 貸 付 の ご 案 内
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●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
　７月１日（木）～12日（月） ※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　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
●募集住宅　※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 間	取	り 完成年度 ペット

既存
公営

尾田峯住宅 集合 ２戸 2DK（1戸）、2LDK（1戸） Ｈ13 ×

浦宿第一住宅 集合 ３戸 2DK（1戸）、2LDK（1戸）、3DK（1戸） Ｈ24 ×

浦宿第二住宅 集合 ３戸 1DK（1戸）、2DK（1戸）、2LDK（1戸） Ｈ27 ×

災

害

公

営

運動公園住宅 集合 ５戸 3DK（1戸）、3LDK（3戸）、4LDK（1戸） Ｈ25 一部〇
（1戸）

出島住宅 戸建 ２戸 2DK（2戸） Ｈ26 〇

指ケ浜住宅 戸建 １戸 3LDK（1戸） Ｈ28 〇

大原住宅 集合 ３戸 2LDK（1戸）、3DK（2戸） Ｈ28 ×

女川住宅 集合 ２戸 2DK（1戸）、3LDK（1戸） Ｈ29 〇

尾浦住宅 戸建 ２戸 2LDK（1戸）、３LDK（１戸） Ｈ29 〇

桜ケ丘東住宅 集合 １戸 3DK（1戸） Ｈ29 ×

荒立住宅 集合 ３戸 3LDK（3戸） Ｈ29 一部〇
（2戸）

特公賃 浦宿万石浦住宅 集合 １戸 3LDK（1戸） H15 ×

●申込資格　※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）

●申込可能人数
2K 2DK 2LDK 3DK 3LDK 4DK 4LDK

戸建 なし 1人～ 2人～ 2人～ 4人～ 5人～ なし

集合 1人～ 1人～ 2人～ 3人～ 4人～ なし 5人～

町営住宅 入居者を募集しています
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７・８・９月　女川つながる図書館移動車両運行日程表

Ａ
コ
ー
ス

火

７月６日・20日 ／ ８月３日・17日・31日 ／ ９月14日・28日
内山 桜ケ丘 旭が丘西 針浜

9:30～9:50
望郷団地バス停

10:00～10:20
女川変電所付近

10:30～10:50
旭が丘西空きスペース

11:00～11:20
恵着物リサイクル駐車場

旭が丘北 第四保育所
15:00～15:20

旭が丘北空きスペース
15:30～16:30

第四保育所前駐車場

B
コ
ー
ス

木
７月８日・22日 ／ ８月５日・19日 ／ ９月２日・16日・30日

浦宿三区 浦宿一区
10:00～10:20
尾田峯集会所前

10:30～10:50
万石浦住宅付近

C
コ
ー
ス

金

７月９日・23日 ／ ８月６日・20日 ／ ９月３日・17日
西区 桜ケ丘東住宅 上三区 荒立住宅

9:30～9:50
西区集会所付近

10:00～10:20
桜ケ丘東住宅脇

10:30～10:50
丸一金物店付近

11:00～11:20
荒立住宅脇

宮ケ崎 運動公園住宅
14:30～14:50
宮ケ崎集会所付近

15:00～15:20
2.3号棟間空きスペース

E
コ
ー
ス

木
７月１日・15日・29日 ／ ８月12日・26日 ／ ９月９日・23日

小乗 高白 旭が丘集会所
9:30～9:50

住宅地内空きスペース
10:00～10:20

住宅地内空きスペース
10:40～11:10
旭が丘集会所脇

F
コ
ー
ス

金

７月２日・16日・30日 ／ ８月13日・27日 ／ ９月10日・24日
横浦 大石原 野々浜 飯子浜

9:30～9:50
住宅地内空きスペース

10:00～10:20
住宅地内空きスペース

10:30～10:50
住宅地内空きスペース

11:00～11:20
飯子浜集会所前

女川北区 大原南区
14:30～14:50
女川北区集会所前

15:00～15:20
大原南集会所前

D
コ
ー
ス

火

７月13日・27日 ／ ８月10日・24日 ／ ９月７日・21日
浦宿二区 上一区 宮ケ崎 石浜
9:30～9:50
小野寺茶舗付近

10:00～10:20
上一区集会所前

10:30～10:50
住宅地内空きスペース

11:00～11:20
住宅地内空きスペース

桐ケ崎 竹浦 尾浦 しおかぜ保育所
13:30～13:50

住宅地内空きスペース
14:00～14:20
竹浦集会所前

14:30～15:00
住宅地内空きスペース

15:30～16:30
空きスペース

※
状
況
に
よ
り
移
動
図
書
館
の
運
行
を
休
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

当館利用の際の対応や、季節展示、児童展示、企画展示等の予定は新型コロナウイルス感染症の
影響により、内容を変更する場合があります。ご理解ください。

７月の女川つながる図書館情報
今月のおすすめ一般書
◆3653日目〈震災詠の記録〉／塔短歌会
◆定年入門／高橋秀実
◆包丁研ぎのススメ／豊住久
◆わたしは灰猫／青山繁晴
◆自閉症は津軽弁を話さない／松本敏治
今月のおすすめ絵本・児童書
◆渋沢栄一〈伝記ＮＥＸＴ〉／はのまきみ
◆こんたのさかなつり／田中友佳子
◆おろしてください／有栖川有栖

◆開館時間　月～金：午前10時～午後８時
　　　　　　土日祝：午前10時～午後５時
◆休 館 日　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。

場　　所／女川つながる図書館
展示期間／7月１２日(月)～２５日(日)
主　　催／NHK仙台放送局

番組のあらすじや人物相関図、ロケ時の様子など
を写真パネルでご紹介！

気仙沼・登米が舞台連続テレビ小説
「おかえりモネ」巡回展示開催
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町民バス　
７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）　
　７月３日（土）、17日（土）
４日（日）、18日（日）は五部浦・北浦便の第一
便の町内方面行きは運休です。

◆運　　賃　乗車１回200円	※高校生以下無料

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。

石巻高等技術専門校からオープン
キャンパス・訓練生募集のお知らせ

	 オープンキャンパス開催
　高校生、保護者、先生、一般の方を対象に各
訓練科の内容説明、校内見学、体験実習ができ
るオープンキャンパスを開催します。
◆開催日時　７月17日(土)・８月29日(日)
◆訓 練 科　自動車整備科、金属加工科、木工科
◆場　　所　石巻高等技術専門校
◆費　　用　無料
◆申込み先　不要
◆そ の 他　	体験実習を行いますので、軽作業

に適した服装と運動靴でお越しく
ださい。

	 訓練生募集します
　石巻高等技術専門校では、離職者等再就職訓
練「ＩＴ基礎科（時短コース）」、短期課程「配管科」
訓練生の募集を行います。募集期間や対象になる
方、費用など詳しくは募集要項をご確認ください。
◆申込み先　	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）
◆問合せ先　石巻高等技術専門校☎22-1719
	 （石巻市門脇字青葉西27-1）

石巻地区広域行政事務組合
消防吏員を募集

◆採用種別・職種・予定人員（令和４年度採用）
≪中級消防吏員（短期大学、専修学校専門課
程（救急救命士課程に限る））≫	 １名程度

≪初級消防吏員（高校卒程度)≫	 ４名程度
◆受験資格
≪中級消防吏員≫
平成10年４月２日～平成14年４月１日に
生まれ、短期大学及び専修学校専門課程（救
急救命士課程に限る。）を卒業している方

≪初級消防吏員≫
平成11年４月２日～平成16年４月１日に
生まれ、高校を卒業している方

≪共通≫
令和４年３月までに卒業見込みの方を含む。
また採用後、石巻市・東松島市または女川
町に居住できる方

◆試 験 日　９月19日（日）
◆申込受付期間　７月１日(木)～８月２日(月)
	 ※当日消印有効
◆申込書の配布
○配 布 日　７月１日（木）～
○	石巻地区消防本部・消防署所・組合事務局お
よび石巻市役所・東松島市役所・女川町役場・
各総合支所・各支所

　※	申込書の郵送を希望する場合は、「消防初級（中級）試
験申込書請求」と朱書きし、宛先を明記した返信用
封筒（Ａ４判サイズの書類が入る大きさに返信用切手
140円を貼付）を同封し、下記あてに請求してください。

◆申込書請求・問合せ先
石巻地区広域行政事務組合消防本部　総務課
人事教養係　　☎95-7111
	 （〒986-0805　石巻市大橋1-1-1）

募集

おらほの女川食堂
小・中学生は参加費無料（申込不要）

◆日　　時　７月10日（土）
　　　　　　午後２時30分～４時
◆場　　所　きらら女川（シーパルピア女川内）
◆	内　　容　	お好み焼きを作ろう！
　　　　　　未就学児は親子でどうぞ！
◆	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
※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
予定が変更になる場合があります。また、当
日はマスクを着用してください。

Information

今月のお　　らせ知
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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”
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（２回目）
◆応募資格　18歳以上33歳未満
◆受付期間　７月１日（木）～９月６日（月）
◆試 験 日　１次試験：９月16日（木）
　　　　　　　　　　　	 ～19日（日）
	 ※いずれか１日を指定されます。

●航空学生
◆応募資格
（海上自衛隊）
18歳以上23歳未満で高卒（見込含）
または、高専３年次修了（見込含）の方

（航空自衛隊）
18歳以上21歳未満で高卒（見込含）
または、高専３年次修了（見込含）の方

	 ※詳しくは石巻地域事務所にお問い合わせください。
◆受付期間　７月１日（木）～９月９日（木）
◆試 験 日　１次試験：９月20日（月）

●防衛大学校学生（一般）
◆応募資格　
　18歳以上21歳未満で高卒（見込含）
　または、高専３年次修了（見込含）の方
◆受付期間　７月１日（木）～10月27日（水）
◆試 験 日　１次試験：11月６日(土)、７日(日)

●防衛医科大学校学生（医科・看護科）
◆応募資格
　18歳以上21歳未満で高卒（見込含）
　または、高専３年次修了（見込含）の方
◆受付期間　
　医　科：７月１日（木）～10月13日（水）
　看護科：７月１日（木）～10月６日（水）
◆試 験 日（１次）
　医　科　10月23日（土）
　看護科　10月16日（土）
	 ※詳しくは下記までお問い合わせください

◆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

募集 サン・ファン館
７月のイベント情報

●海の日無料開館
　海の日を記念して、サン・ファン館を終日無
料開館します。
◆日　　時　７月22日（木・祝）
●�「第2回サン・ファン号を未来へつな
ぐコンクール」作品募集

　県内の小中学生を対象に「絵画」「デザイン
マーク」の２部門からサン・ファン号や支倉常
長などに関する作品を募集します。
◆日　　時　７月上旬～10月11日（月）必着
◆	応募方法　当館配布の作品応募票に必要事項
を記入し、各部門の応募方法に従って応募し
てください。（応募票は当館ホームページから
もダウンロードできます。）

◆応 募 先　宮城県慶長使節船ミュージアム
	 （サン・ファン館）コンクール係
　	 〒986-2135　石巻市渡波字大森30-2
※�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。

◆問合せ先　サン・ファン館企画広報課
　　　　　　☎24-2210
	 HP 	https://www.santjuan.or.jp

第70回宮城県統計グラフ
コンクール作品を募集

　宮城県では統計グラフコンクール作品を募集
しています。
◆テ ー マ　自由
　※	小学４年生以下は児童が観察した結果をグラフ化したもの。
◆部　　門
　①小学校１・２年生の部
　②小学校３・４年生の部
　③小学校５・６年生の部
　④中学生の部
　⑤	高等学校以上の生徒、学生および一般の部
　⑥パソコン統計グラフの部
◆規　　格　72.8㎝×51.5㎝（Ｂ２版）
◆応募締切　９月３日（金）必着
◆応募・問合せ先　宮城県震災復興・企画部
	 統計課企画普及班　☎022-211-2451
	 （〒980-8570　仙台市青葉区本町３-８-１）

募集
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Information

パワハラに悩んでいませんか？
宮城労働局からのお知らせ

　令和４年４月１日から、事業所の規模にか
かわらず、職場におけるパワーハラスメントを
防止するための対策を講じることが、労働施策
総合推進法により義務付けられます。また、同
じく令和４年４月１日からは、女性活躍推進法
の改正により、一般事業主行動計画の策定・届
出、女性の活躍に関する情報公表の義務が、常
時雇用する労働者数が101人以上の事業主に
拡大されます。事業主の皆さまには、早目の対
応をお願いします。
▪パワーハラスメント対策に係るサイト
「明るい職場応援団」
https://no-pawahara.mhlw.go.jp

▪女性活躍に係るサイト
「女性活躍推進法特集ページ」	
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

◆問合せ先　宮城労働局雇用環境・均等室
☎022-299-8844

女川町社会福祉協議会
臨時職員(パート)募集します

　地域活動支援センターうみねこ園における障
害者および障害児の日常的な訓練や見守りなど
の業務を行う臨時職員を募集します。
◆募集職種　指導員（日中一時支援事業）
◆勤務場所　女川町社会福祉協議会

（地域活動支援センター）
◆採用人数・始期　１名・７月１６日
◆勤務日および勤務時間　
月～金曜日　午前９時～午後６時のうち４時間

（基本午後２時～６時）
◆賃　　金　当法人臨時職員等就業規則による。
◆応募方法など　
履歴書、職務経歴書、ハローワークからの紹
介状を郵送または持参のうえ提出して下さい。
応募資格やその他条件などはハローワークで
確認してください。

◆提出期日　７月７日（水）
◆選考方法　書類選考を経て面接試験を行います。
◆提出・問合せ先　女川町社会福祉協議会事務局
　　　　　　　　　☎53-4333

（〒986-2243　女川町鷲神浜字堀切山107-17）

募集

「中退共」の退職金制度なら、

パートさんのための特例掛金月額もご用意

※他の退職金・企業年金制度等とのポータビリティも可能です。
詳しくはホームページへ 中退共

中退共は中小企業で働く従業員のための
国の退職金制度です。

事業主の方へ
退職金のこと
ちょっと考えてみませんか？

❶　国の掛金助成を受けられます。
❷　掛金は全額非課税。
❸　社外積立だから、管理がカンタン！

お
問
合
せ

（ ）

（独）勤労者退職金共済機構　中小企業退職金共済事業本部
〒170-8055　東京都豊島区東池袋1-24-1
TEL 03-6907-1234　FAX 03-5955-8211

検索

今月のお　　らせ知
第29回
宮城シニア美術展作品募集

　創作による作品（日本画、洋画、書、写真、工芸）
の募集·展示を通して、ふれあいと生きがいづ
くりの促進を目的とする美術展を今年も開催し
ます。
◆申込期間　７月１日（木）～10月31日（日）
◆テ ー マ　自由
◆出展申込料　１作品500円

（出展は各部門1人1点）
◆応募資格　	県内在住の60歳以上のアマチュ

アの方
◆募集対象　	日本画・洋画・書・写真・工芸の

５部門
◆審　　査　各部門専任審査員が審査します。

（表彰式あり）
◆展示期間　12月２日（木）～５日（日）

※入場無料
◆そ の 他　	優秀作品は、令和４年開催予定

の「ねんりんピックかながわ
2022」美術展部門へ出展します。

◆申込み・問合せ先
　　　　　宮城県社会福祉協議会
　　　　　いきがい健康課
　　　　　☎022-223-1171
	 　HP 	http://www.miyagi-sfk.net/

募集

10



TBC東北放送ラジオ（宮城県	AM1260KHz）　毎週土曜日午後６時30分～７時
「Onagawa	Now!		復幸ラジオ」 放送中！

完全１対１　個別指導型学習塾

教室所在地　女川町旭が丘二丁目38-2
☎ 090-7937-1043　代表　木村 太悦

木村塾
〇　小学生（１～６年生／１時間）…1,250円
　　指導教科　国語（漢字含む）・算数の２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。

“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。 【令和3年　高校入試合格実績】

●石巻高校　　　２名　　●石巻工業高校　２名
●宮城水産高校　１名　　●女川高等学園　１名

広告

消防団員募集中！

お問い合わせは役場
企画課防災係（☎54-
3131内線252）まで。

活用できていますか？
テレワークガイドラインを改定

　テレワークに関する総合情報サイト「テレワ
ーク総合ポータルサイト」では、企業の取り組
み事例セミナーやイベント情報、テレワークに
関するＱ＆Ａ、助成金など様々な情報をご覧い
ただけます。また、資料も無料でダウンロード
が可能です。ぜひ職場のテレワークの導入など
にお役立てください。

▪テレワークの総合ポータルサイト
　https://telework.mhlw.go.jp/
中小事業主がテレワークを新
規導入した場合、申請により人
材確保等支援助成金（テレワー
クコース）が支給される場合が
あります。

▪人材確保等支援助成金
　（テレワークコース）について
https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/
telework_zyosel_R3.html

◆問合せ先　宮城労働局雇用環境・均等室
☎022-299-8844

バスの車内事故防止キャンペーン
宮城県バス協会からのお知らせ

　公益社団法人宮城県バス協会ではバス車内
事故防止キャンペーンを実施しています。
　バスの走行中に席を離れると、転倒などで思
わぬけがをすることがあります。降りる際には
バスが停留所について、停車してから席を立た
れるようにお願いします。またバスは安全運転
に徹していますが、やむを得ず急ブレーキをか
ける場合があります。バスの車内事故防止にご
理解、ご協力をお願いします。

公益財団法人宮城県バス協会

石巻広域消防本部警防課
第２回普通救命講習Ⅰ（一般公募）

◆日　　時　７月18日（日）午前９時～正午
◆場　　所　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　中学生以上　20人（先着）

※	新型コロナウイルス感染症感染拡大
状況により定員を少なくする場合や
中止にする場合があります。

◆申込期間　７月１日（木）～９日（金）
　　　　　　午前９時～午後５時
◆受 講 料　無料
◆そ の 他　申請時・講習当日に認定証を持参
◆	申込方法　各消防署または石巻広域消防ホ
ームページで配布している申請書で、最寄り
の消防署へお申し込みください。再講習の方
は、受講申請時および講習日に修了証を持参
してください。

◆問合せ先　河北消防署　☎62-3119
　HP 	http://isyoubou.jp/

Information
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無料人権相談

一日行政相談

◆日　　時…８月２日（月）
　　　　　　午前10時～午後３時
◆会　　場…女川町役場１階会議室
◆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　　時…８月２日（月）
　　　　　　午前10時～午後３時
◆会　　場…女川町役場１階会議室
◆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

●B型肝炎訴訟　
無料電話相談会

　B型肝炎被害対策東北弁護団が、B型肝炎訴
訟について、弁護士による無料電話相談を行
います（通話料はかかります）。
◆日　　時　７月３日(土)
　　　　　　午前10時～午後６時
◆対　　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 先　☎022-224-1490
　　　　　　☎022-224-1491
予約不要です｡ 電話相談会日時に直接お電
話下さい。

◆問合せ先　	B型肝炎被害対策東北弁護団事
務局（小野寺友宏法律事務所内）
☎0120-76-0152

≪B型肝炎訴訟とは？≫　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
患者に対し病態に応じて50万円～3,600万円
の給付金が支払われる制度です｡ ただし、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などをする必要がありま
す。

●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　 　７月７日、21日（水）
○女川町勤労青少年センター　７月14日、28日（水）

▶時間は午後１時～３時
○電話相談　月～金曜日　午前９時～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

　宮城県では、性暴力被害者の支援を行う拠点と
して「性暴力被害相談支援センター宮城」を設置し、
相談や医療機関などへの付添い、受診費用などの
助成を行っています。
　一人で悩まず、まずはご相談下さい。
◆問合せ先　けやきホットライン

☎0120-5
こ こ ろ
56-4

フォロー
60

◆受付時間
　月～金曜日　午前10時～午後８時まで
　土曜日　　　午前10時～午後４時まで
　	 （祝日、休日、年末年始を除く）

　中途失聴者や難聴者を対象にした手話教室です。
手話を身に付けてコミュニケーションの幅を広げ
ませんか。（宮城県委託事業）
◆日　　時　９月２日（木）
　　　　　	 ～令和４年１月13日（木）
　　　　　　午前10時～正午
◆会　　場　宮城県聴覚障害者情報センター研修室
◆定　　員　16名程度（先着順）
◆費　　用　受講料無料
◆申込み方法　	申込書付きの案内ちらしをホーム

ページからダウンロードするか、
下記へご請求ください。

◆問合せ先　宮城県聴覚障害者情報センター
（みみサポみやぎ）　担当：中村

〒980-0014	 仙台市青葉区本町３丁目1-6
　　　　　　	 宮城県本町第３分庁舎１階
☎	022-393-5501　FAX	022-393-5502
Mail 	info@mimisuppo-miyagi.org

●中途失聴者・難聴者のための
「初めての手話教室」

●性暴力 一人で悩まず、
まずは相談してください
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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！

ご注文は、お電話にて承ります。 ☎0225-53-2739
　080-2824-6214女川町女川2-66 ハマテラス内

七
月
五
日
は

　
　穴
子
の
日

広告

中小法人・個人事業者のための月次支援金
緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和

　経済産業省では、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置ま
たは、まん延防止等重点措置にともなう「飲食店の休業・時短営業」
や「外出自粛等」の影響により、売上が50％以上減少した中小法人・
個人事業者などの皆さまに月次支援金を給付します。制度の詳細につ
いては、経済産業省ＨＰ特設ページに掲載しています。

◆給 付 額　中小法人等≫上限20万円／月　　個人事業主等≫上限10万円／月
　　　　　　給付額：2019年または2020年の基準月の売上－2021年の対象月の売上
◆給付対象　①	緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともなう飲食店の休業・時短営業また

は外出自粛等の影響を受けていること
　　　　　　②	緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受け

て月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50％以上減少していること。
	 　　　　　　　※休業・時短営業の要請に伴う「協力金」を受給した事業者は給付対象外です。
◆申請期間　４月分／５月分：2021年６月中下旬から８月中下旬まで
　　　　　　６月分　　　　：2021年７月１日から８月31日まで
◆問合せ先　月次支援金事務局　相談窓口　☎0120-211-240
　　　　　　URL 	https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

狂犬病予防注射が未接種の飼い主の方へ
　狂犬病予防法により、犬の飼主は毎年４月１日から６月30日ま
での間に原則的に狂犬病予防注射を犬に接種することが義務付けさ
れています。
　しかし、新型コロナウイルス感染症の発生または、まん延の影響
によるやむを得ない事情によって、この期間内に受けさせることが
できなかった犬の所有者は、令和３年12月31日までに注射を受け
させたときは、当該期間内に注射を受けたものとみなされます。まだ、接種を済ませてい
ない場合は、当該事情消滅後、速やかに動物病院で予防注射を受けてください。
　なお、動物病院で予防注射を受けましたら、狂犬病予防注射済証が発行されますので、
それを役場町民生活課環境係までご持参ください。それと引換えに狂犬病予防注射済票を
交付します。（交付手数料として１頭につき550円必要となります。）
　狂犬病予防注射を実施しなかった場合、法律により20万円以下の罰金が科せられる場合
がありますので、必ず狂犬病予防注射を接種するようにお願いします。
◆問合せ先　役場町民生活課環境係　☎54-3131内線164
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　政府は現在マイナンバーカードをお持ちの方を対象
に、電子マネーカードやQRコード決済等でチャージ
や買い物のご利用金額の25％分のポイント（最大５千
円分）がもらえるマイナポイント事業を行っています
（令和３年９月末まで）。役場企画課窓口ではポイント
の取得方法をご説明、また申込支援を行っていますの
で、お気軽にお越しください（開庁日の業務時間に加
え、毎週水曜日は午後７時まで時間を延長しています）。
※決済事業者の施策についてはインターネットなどで
ご確認ください。

　従業員にマイナンバーカードを提出してもらう必要
のある事業者の皆さまにご提案です。ご希望があれば、
町職員が出張し、出前の申込支援コーナーを設置させ
ていただきます。マイナポイントの申込支援も行いま
すので、ご利用ください。ご希望の場合は申込書があ
りますので、役場企画課マイナポイント担当までお問
合せください。

　マイナンバーカードが健康保険証として利用でき
ることが政府より発表されており、政府が運営する
「マイナポータル」（※）サイトでは次のように紹介さ
れています。

　政府が運用する自分専用のサイト？ちょっと興味
がありますね。今月から何回かにわたってマイナポー
タルとは何か、マイナポータルを解剖し、皆様に分か

りやすく説明します。
まずはスマホでマイ
ナポータルに入室し
てみましょう。

　入室すると、「健康保
険証利用申込」や「ぴっ

たりサービス」などのタイトル表示があります。
　「ぴったりサービス」で子育てや介護をはじめとす
る行政手続の検索やオンライン申請がワンストップ*
でできたりします。（※本町では未だオンラインによ
る申請は受けられませんが、政府の計画のもと順次整
備していく予定です。）

※上記申込書に記入し、スマホで写真を撮って下記メール
アドレスまでお送りいただいても受け付けます。（※女川
町公式ウェブサイトからもダウンロードできます。）

　メールアドレス：kikaku3@town.onagawa.lg.jp

　マイナンバーカードは公的な身分証明書です。銀行
口座の開設、保険の契約、携帯電話の申込、オンライン
サービス利用時の本人確認書類にもなります。（健康保
険証としての利用が秋頃に予定され、これからの生活を
便利に変えるマイナンバーカードをおすすめします。）

　女川町のマイナンバーカードの人口当たりの交付率
は、31.9％になりました。

◆問合せ先　役場企画課マイナポイント担当　☎54-3131内線244
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てみましょう。

　入室すると、「健康保
険証利用申込」や「ぴっ
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でできたりします。（※本町では未だオンラインによ
る申請は受けられませんが、政府の計画のもと順次整
備していく予定です。）

※上記申込書に記入し、スマホで写真を撮って下記メール
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◆問合せ先　役場企画課マイナポイント担当　☎54-3131内線244
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広告

令和３年度
女川町永年勤続優良従業員表彰式

　５月25日に、「令和３年度女川町商工会　第61回通常総会　永年勤続従業員表彰式」と合同で「女
川町永年勤続優良従業員表彰式」を開催しました。
　この表彰は、町内事業所における従業員の定着と志気の高揚を図るため、産業振興に寄与する永
年勤続優良従業員を表彰するものであり、町内同一事業所に20年勤務し、勤務成績優秀にして、他
の模範となり功績顕著な11名に、表彰状と記念品が贈られました。
　受賞された方々は、次のとおりです。

≪株式会社�シービーエス≫� 三浦　義浩 様
� 土井　宣之 様
� 佐藤　文昭 様
� 澤村　正人 様
≪株式会社�オカショウ≫� 神戸　直之 様
≪有限会社�針の浜屋≫� 阿部　正明 様
≪田中建設�株式会社≫� 髙橋　義三 様
� 尾形　　満 様
≪宮城県漁業協同組合女川町支所≫� 遠藤　佳奈 様
≪株式会社�黄金バス≫� 北條　智明 様
≪佐藤工業�株式会社≫� 矢本　　崇 様

◆受賞した皆さん、おめでとうございました！
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実績値

　介護保険制度が始まった平成12年の人口は11,814人（国勢調査）、高齢化率は24.7％でしたが、
現在は6,195人（令和３年５月末住民基本台帳人口）で、高齢化率は39.03％となりました。令和22
年には人口が4,650人に、高齢化率は40.7％となる見込みであり、若い世代の減少も見込まれます。
独居・高齢者夫婦世帯の増加による介護サービス需要や社会保障費の増加につながります。
　これからの福祉施策は、介
護保険サービスによる「共助」
や公的福祉サービスの「公助」
と合わせ、介護予防などの「自
助」、地域支え合いの「互助」
の取り組みの必要性が高まり
ます。
　少子高齢化に伴う人口減少
が進む今、介護に関する様々
な理解を深め、地域住民が参
画した町民の暮らしや生きが
いを支え合う「地域共生社会」
の実現が必要です。

◆地域包括ケアシステムにおける、自助・互助・共助・公助

◆本町の高齢化と人口の推移・推計（2000年～2040年）

みんなで支え合い、
暮らし続けるまちづくりにむけて
新しい福祉計画を策定しました！

これからの女川町のすがたと福祉施策のあり方を考えます

第２回
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町民生活課

本人が窓口で手続きする場合 代理人が窓口で手続きする場合

本
人
確
認
の
方
法

顔写真付
きの身分
証明書が
ある方

① 官公署が発行した写真付きの本人確認書類（運転
免許証、パスポート、マイナンバーカードなど）
で本人確認をする

→　本人が窓口へ持参すると、即日登録できます。

○文書照会にて、
　本人の意思を確認する
　（窓口に２回お越しいただきます）

→�　窓口にて申請後、役場から
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

顔写真付
きの身分
証明書が
ない方

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）

→�　保証人となる方に同行していただき、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）してもらう。　※即日登録できます

③文書照会にて本人確認をする
　（窓口に２回お越しいただきます）
→�　窓口にて申請後、役場から本人あて（住民票住
所）に照会書を郵送します。届いた照会書（回答書）
に記入し、持参していただく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

印鑑登録の
手続きに
必要なもの

●登録する印鑑
●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
は、健康保険証、介護保険証、年金手帳やキャッシュ
カードなどを２種類）

●登録手数料
　新規：300円、再登録：500円
※③の場合、支払いは２回目来庁時

●登録する印鑑
●代理人の本人確認できるもの
●代理人の印鑑（認印可）
●登録手数料
　新規：300円、再登録：500円
※支払いは２回目来庁時

（１）登録できる方
　女川町の住民基本台帳に記載されている15歳以上の方

（２）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、印影が鮮明なものです。印鑑を購入する際には、ご注意ください。

（３）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、入院中などやむを得ない事情の場合、代理人の申請も可。

（４）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
鑑登録証をご持参ください。�※印鑑登録証がないと、本人でも証明書を取得できません。
 ◆問合せ先　役場町民生活課住民登録係　☎54-3131内線153

国民健康保険・後期高齢者医療保険

印鑑登録について

町民生活課窓口からのお知らせ

●後期高齢者医療保険　令和３年度の保険料について
　後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者の方に均等にご負担いただく「均等割額」と、被保険
者の方の所得に応じてご負担いただく「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。令和３
年度の被保険者ごとの保険料額は、令和２年中の所得に基づいて算定され、７月中旬にお知らせす
る予定です。
 ◆問合せ先　役場税務課税務係　☎54-3131内線181～183
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●後期高齢者医療保険 被保険者証等の更新について
　後期高齢者医療被保険者証の有効期限は、本年７月31日（土）までとなっています。８月１日（日）
から使用していただく新しい保険証（オレンジ色）を７月下旬に郵送しますのでご確認ください。
　なお、今まで限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた方で、８月１日以降も引き
続き交付対象（※）となる方には、新しい認定証を保険証と一緒に郵送します。新規で認定証が必要な
方は申請が必要となりますので、役場町民生活課へ保険証と認印、身分証明書、マイナンバーの分
かるものを持参のうえ、手続きしてください。　

※非課税世帯、３割負担の方が対象です。ご自身が対象者であるか、確認する場合はお問い合わせください。
　ただし、世帯の被保険者に未申告者がいる場合は、交付されません。

●国保年金係からのお願い
　○�有効期限が過ぎた保険証などは、ご自身の責任において処分されるか、役場町民生活課へ返還

してください。※破棄する場合は悪用されることのないよう、ご注意ください。
　○�保険証などをお送りする時は、住民登録している住所地へ送付しています。住民登録地と異な

る場所にお住まいの方は、お近くの郵便局で転送手続き（更新）を行ってください。

●国民健康保険 高齢受給者証の更新について
　現在70歳から74歳までの方が使用されている高齢受給者証（さくら色）の有効期限が本年７月31日
（土）までとなっています。８月１日（日）から使用していただく新しい高齢受給者証を、７月下旬に
郵送しますのでご確認ください。
 ◆問合せ先　役場町民生活課国保年金係　☎54-3131内線152・153

●国民年金保険料の免除申請について
　７月から、令和３年度分(令和３年７月分～令和４年６月分)の
　免除申請の受付が開始されます。免除を希望する方は早めに申請しましょう！
　経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な時は、本人の申請手続きにより保険
料の納付が免除される制度があります。保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、
障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合が
ありますので、未納にはせず免除制度をご活用ください。

【免除を受けたい期間と審査対象所得】
　免除申請は、所得を基準として審査が行われます。所得の申告をしていない方は、申告を行う必
要があります（無収入の場合も含む）。
≪免除を受けたい年度とその審査の対象となる所得≫

免除を受けたい年度（※） 審査の対象となる所得

平成30年度（令和元年６月分のみ） 平成30年度（平成29年中）所得

令和元年度（令和元年７月～令和２年6月分） 令和元年度（平成30年中）所得

令和２年度（令和２年７月～令和３年６月分） 令和２年度（令和元年中）所得

令和３年度（令和３年７月～令和４年６月分）　 令和３年度（令和２年中）所得
� ※年金の免除・猶予申請での「年度」は７月から翌年６月までです

【免除の申請（手続き）ができる期間】
　保険料の納付期限から２年を経過していない期間（申請時点から２年１ヶ月前までの期間）

� ※平成26年4月1日から、法改正によりさかのぼって申請できます
　申請日によってさかのぼれる期間が異なるため、納め忘れの期間がある方は早めに申請しましょ
う。例えば、令和元年６月分（納付期限：令和元年７月31日）の免除の手続きができるのは令和３
年７月31日までとなります。なお、令和元年５月分以前の手続きは終了しています。
 ◆問合せ先　役場町民生活課国保年金係　☎54-3131内線152・153

国民年金

19



役場健康福祉課からのお知らせ

保健だより
個別検診実施
子宮がん検診、乳がん検診のお知らせ

総合健診対象者で６月の集団健診を受けられなかった方へ
個別健診を実施します

５月の子宮がん検診、６月の乳がん検診を受けられなかった方も個別受診ができます！
検診料金、検査内容は、集団検診と同じです。

●子宮がん検診（石巻管内の産婦人科医療機関）
◆対　　象　　20歳以上の女性
◆期　　間　　12月10日（金）まで
◆受診方法　　専用の受診票が必要です。問合せ先にご連絡ください。

●乳がん検診（石巻市医師会）
◆対　　象　　30～39歳、41歳以上の奇数年齢の女性
◆期　　間　　令和４年１月31日（月）まで
◆受診方法　　専用の受診票が必要です。問合せ先にご連絡ください。

●乳がん検診（女川町地域医療センター）
◆対　　象　　41歳以上の奇数年齢の女性（30代の方は受診できません）
◆期　　間　　12月28日（火）まで
◆受診方法　　�集団検診用の受診票で受診できますので、直接女川町地域医療センター（☎53-

5511）で予約を行い、受診してください。
◆問合せ先　役場健康福祉課健康対策係　☎54-3131内線124、131～133

　総合健診対象者で６月の集団健診を受けられなかった方は９月30日（木）に２次健診（集団健診）
を実施しますが、都合の悪い方は下記の期間に個別受診もできます。

◆日　　程　　12月28日（火）まで
◆場　　所　　女川町地域医療センター
◆対 象 者　　①女川町国保の特定健診(40～74歳)対象の方
　　　　　　　②1939健診(19～39歳)対象の方
　　　　　　　③後期高齢者健診(後期高齢者医療制度加入者)対象の方
　　　　　　　④結核・肺がん検診(40歳以上)対象の方
　　　　　　　⑤前立腺がん検診(50歳以上の男性)対象の方
　　　　　　　⑥肝炎ウイルス検診(40歳以上で未検査)の方
◆受診方法　　�予約制ですので、事前に女川町地域医療センター（☎53-5511）に直接申込みし

て、受診してください。
◆そ の 他　　○受診票、保険証、個人負担金(集団健診と同じ)を必ずご持参ください。

〇�受診票は、集団健診で発行した受診票を利用できます。受診票をお持ちでない
方は、問合せ先までご連絡ください。

〇土曜日は健診を行いません。
◆問合せ先　役場健康福祉課健康対策係　☎54-3131内線124、131～133
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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。

◆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

相談会名 日時 相談担当 会場

アルコール関連問
題等相談

７月16日（金）
午前10時
� ～午後３時

斎藤　光央
（精神保健福祉士・東北会病院）

石巻合同庁舎2階
一般診察室
（石巻市あゆみ野５－７）

思春期・引きこ
もり相談

７月８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

７月７日（水）
午後２時～５時

門間　好道　
（精神科医・こだまホスピタル）

石巻合同庁舎2階
診察室など
（石巻市あゆみ野５－７）

７月15日（木）
午後２時～５時

伊藤　健太郎
（精神科医・いとう心療クリニック）

女川町役場

　近年、余暇活動の多様化や健康志向への高まりから、農作物を栽培し土や自然に触れたいという
方が増えており、いわゆる〝市民農園（農園）″への関心が全国的に高まっています。
　こうしたなか、町でも農園の整備を検討していますが、農園に関心をお持ちで町の農園が開設さ
れた場合に、利用したいとする方々の意見を農園整備やその後の運営にできるだけ多く反映させた
いと考えています。
　この度、「（仮称）町民農園整備検討ボランティア（協力員）」として、ご意見をいただける方を下記
のとおり募集しますので、ご協力をお願いします。
◆募集内容　�町民または町内の事業所に勤務する方で、町が主催する意見交換会へ無償（ボランティ

ア）で複数回（月に１～２回程度）出席できる方
◆募集人員　10名程度
◆募集期間　７月１日（木）～７月16日（金）
　　　　　　午前８時30分～午後５時15分（土・日除く）　
◆応募方法　下記応募先に「農園協力員の件」とお電話ください。
◆そ の 他　【１】町が検討している農園は、営利を目的とせず、住民の方々がレクリエーション

としての自家用野菜・花の栽培、生きがいづくりなどの多様な目的で、小面積
の土地を利用して野菜や花を育てるための農園です。

　　　　　　【２】意見交換会では、次のような項目を予定しています。
　　　　　　　　　① 農園の開設場所の選定
　　　　　　　　　② 農園の施設配置、必要な利便施設、整備が望ましい施設
　　　　　　　　　③ 農園のルールや原則
　　　　　　　　　④ 栽培ノウハウの指導その他
◆応募・問合せ先　役場産業振興課農林係　☎54-3131　内線661・662

「（仮称）町民農園整備検討ボランティア（協力員）」
� を募集します！
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　宮城県母子福祉連合会では、ひとり親家庭・寡婦などの皆さまからの様々な相談や就業
のための支援も行っていて、より円滑な就職と安定した就業を目的に資格取得のための講
習会を実施しています。
◆日　　時　　８月29日～11月21日　各日曜日14回　午前９時～午後５時
◆会　　場　　宮城県母子・父子福祉センター（仙台市宮城野区安養寺三丁目７-３）
◆対　　象　　宮城県在住のひとり親家庭の親又寡婦で、全日程受講できる方
◆定　　員　　８名
◆費　　用　　受講料無料　教材費・検定料16,000円程度
◆託　　児　　無料（３歳～小学３年生）
◆申込み期間　７月10日（土）～８月５日（木）
◆申込方法　　	官製ハガキまたはFAXで講習名・住所・氏名・電話番号・託児の有無（年齢）

を記入して、８月５日（木）までに必着で宮城県母子・父子福祉センターへ
お申込みください。	 ※定員を超えた場合は選考となります。

◆申込み・問合せ先　（公財）宮城県母子福祉連合会（宮城県母子・父子福祉センター内）
　　　　　　　　　　〒983-0832　仙台市宮城野区安養寺3-7-3
　　　　　　　　　　☎&FAX		022-256-6512

令和３年度ひとり親家庭等就業支援講習会
「パソコン講習会　エクセル２０１６　日曜コース」

子 て支援育
女川町

役場１階
☎24-9341センター

※問い合わせ、予約は
　子育て支援センターまで。

７月の行事予定

●土曜開館
日　時　７月３日（土）午前９時～11時30分（お片付け）
内　容　自由遊び
持ち物　飲み物（水分補給用）

●七夕飾り製作＆栄養士のミニ講話
日　時　７月７日（水）午前10時30分～
内　容　栄養士さんに七夕メニューを教えてもらいます。
　　　　親子で七夕の笹飾りをつくりましょう！
予　約　要／先着６組程度
申込み期限　７月２日（金）～６日（火）
持ち物　飲み物（水分補給用）

●じょっこ交流会
日　時　７月21日（水）午前10時30分～
内　容　�歌遊びなどをたのしみながら病児・病後児保育室じょっこの紹介をしてもらい

ます。
予　約　要／先着７組程度
申込み期限　７月13日（火）～20日（火）
持ち物　飲み物（水分補給用）

◆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
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■総合診療外来　
・今月の土曜診療日は７月10日・24日です（第１・３・５土曜日は休診）
・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。
※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。

７月の　　　　
外来診療科・診療日

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
� ※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

診
療
科

総合診療 小児科 心療
内科 眼科 整形

外科 皮膚科

午前 午後 午前 午後
午後 午後

午前 午前
（午後４時まで）

月 ● ● ● ● − − − −

火 ● ● ● ● ※● − − −

水 ● − ● ● − − − −

木 ● ● ● ● − ※● ● −

金 ● ● ● ● − − − ●

土 ● − ● − − − − −

７月の巡回診療　※予約制

出島集会所 ７日・21日(水)

江島集会所 14日(水)

予約制です。
外来受付までご連絡ください。

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からのお知らせ

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。

老人保健施設だより

イブニング外来について
日時：７月2日・16日・30日
受付：午後４時30分
� ～６時30分
予防接種の受付は午後6時まで

　暑くなると熱中症・脱水と
家の中に居るだけでも心配が
増えます。
　『管理された環境で
 リハビリをする!!』　
　年々暑さを増す夏の新しい
過ごし方に老健を活用してみ
ませんか？

〔担当〕相談員　及川・鶴岡

通所リハビリテーションについて
通所リハビリテーションとは…食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための「リ
ハビリ」を行う日帰りの介護保険サービスです。個人に合わせたリハビリなど、サービスを取り揃
えています。

⃝個人リハビリ
⃝創作活動
⃝集団体操
⃝脳活性トレーニング
⃝レクリエーション
⃝入浴　
　　　などなど…

◆場　　所　地域医療センター1F
　　　　　　正面入り口すぐ左側
◆営 業 日　月曜日～金曜日（土日祝はお休み）
◆時　　間　午前９時45分～午後４時15分まで
◆お問い合わせ　☎0225-53-5511 
　　　　　　　　通所リハビリ担当　木村陽一まで

※�介護認定を受けている【要支援・要介護】の方が
対象になります。

皆さまとスタッフ一同で一緒に作っていく通所リハビリです。

楽しく通って沢山笑ってメキメキ身体を鍛えて

どんどん若返りましょう！

活
動
内
容
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【対策１】
室温28℃以下、湿度70％以下の
涼しい環境づくりを！
→�「扇風機を使っているから大丈夫」という方も
いるかもしれませんが、暑い部屋で使用して
も気温は下がりません。扇風機は室温を下げ
た状態で使用しましょう。

【対策２】
のどが渇いていなくてもこまめな水分補給を！
→起床後、入浴前、就寝前は必ず水分補給し、　
　それ以外もこまめに水分を取りましょう。

【対策３】
暑くなる前から体を動かす活動と
栄養バランスの取れた食事で身体づくりを！
→�暑くなる前から“ややきつい”と感じられる
程度の運動を行い、汗をかく準備をしましょう。

→肉、魚、卵などたんぱく質を多く取りましょう。

７月の介護予防

地　区 日　　時
石　浜 ５日（月） 午前９時30分

上　２ ８日（木） 午後１時
　　　 �★ミニ体力測定

浦宿３ 14日（水） 午前９時30分
� ★ミニ体力測定

清　水 20日（火） 午後１時30分
� ★ミニ体力測定

女川南 26日（月） 午前９時30分
� ★ミニ体力測定

地　区 日　　時
上　１ ５日（月） 午後１時30分
大　沢 12日（月） 午後１時30分
浦宿２ 14日（水） 午後１時30分
針　浜 19日（月） 午後１時30分
西 27日（火） 午後１時30分

　ワクチン接種も始まりましたが、マスクの着用や
密を避けるなど感染症対策は続きますので、今年の

夏も熱中症には要注意です。

コロナ禍により熱中症になりやすい
①マスクで暑さやのどの渇きを感じにくい。
② 外出自粛による運動不足で体力が低下し、夏バテ

しやすい。
③ 不活発な生活で体づくりができていないと汗が出

にくく、熱を発散できない。

こ
の
ま
ち
で
元
気
に
暮
ら
す

地域包括支援センターだより

いきいきとした毎日を過ごすために　その④

Information インフォメーション
　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。

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）

今月の
テーマ

地
域
遊
び
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン

日　時：７月15日（木）午後１時～３時
場　所：地域福祉センター
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）

もの忘れよろず相談所

ほっとカフェ開店日のお知らせ

・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。

※�マスクの着用を
　お願いします

室内での熱中症に
特に注意しましょう！

熱中症対策をして
元気に夏を
過ごしましょう！
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＊アドバイス＊
●偽ショッピングサイトではないですか？
　販売実績がないにもかかわらず、巧みに払込みだけをさせる悪質なサイトが出回っています。
●フィッシングサイトにご注意
　ショッピングサイトを装って不正に個人情報を抜き取る悪質サイトも出回っています。
●大手モールサイトでも偽ブランド品にご注意を
　あなたが実際に取引している出品者・出店者はだれですか？
　身元を隠し、偽ブランド品を売っている者がいます。
●よく確認してください！定期購入トラブルにご注意
　「お試し価格・１回限り」と思って購入しようとしても、
　本当は高額での複数回の購入契約かもしれません。
●返品ルールをよく確認しましょう
　返品については事業者が表示したルールをよく確認しましょう。
　「返品不可」と記載されていれば返品することは困難です。

＊アドバイス＊
●新型コロナワクチンの接種は無料です。ワクチン接種に関連付けて費用を求められても決して応じ
ないでください。

●国や市町村などの行政機関等が「ワクチン接種に必要」などと言って個人情報や金融機関の情報を
電話やメールで聞くことはありません。聞かれても答えないでください。

　外出を控えて新型コロナウィルスの感染拡大防止をすることは、
とても有効ですが、自宅からのインターネット通販が増えるととも
に、トラブルも増加しています。注文する前にもう一度確認してト
ラブルに巻き込まれないようにしてください。
　悪質サイト、悪質事業者があなたを狙っています。また、一般的
に気をつけなければならないこともあります。

◆スマートフォンに「ワクチン接種の優先順位を上げる」というメッセージが届いた
◆「ワクチンを優先的に接種できる」と所管省庁をかたった電話があった
◆余ったワクチンを案内していると電話があった
◆中国製ワクチンを有料で接種しないかという勧誘があった
◆携帯電話に新型コロナワクチンの関連で私の口座情報等を尋ねる電話があった

消費生活情報館

＊＊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

●インターネット通販トラブルに気をつけて！
　　　　　　　ポチっとする前にもう一度確認して！

●新型コロナワクチン詐欺にご注意！

＊消費生活相談員からひとこと＊
　暑さもいよいよ本格化してきました。新型コロナワクチン接種が始まりましたが、マスク、
うがい手洗い等はまだまだ必要です。熱中症対策にも気をつけながらマスク着用をしたいですね。

事例
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小中学校校庭での計測

※�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放射線量率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。

◎測定結果（単位:マイクロシーベルト/時）
（５月14日～６月10日）

施�設�名 測�定�値
しおかぜ保育所所庭（0.5m） 0.05
第四保育所所庭（0.5m） 0.06
小中学校校庭（0.5m） 0.05
小中学校校庭（1.0m） 0.04
第二多目的運動場（1.0m） 0.04
役場庁舎前（1.0m） 0.04-0.05

測定結果は、放射線・放射能に関するポータルサイト「みやぎ原子力情報ステー
ション」にも掲載しています。お知らせ

◆このページに関する問合せ先　役場企画課原子力対策係　☎54-3131内線252

　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。５月１日～31日までの
測定結果は、下記のとおりです。
◆	検体数・測定結果
　６種類116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

　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。

食材等の放射能簡易測定
 を行っています

水産物の
放射能測定結果

放射線に関する正しい知識を身に付けよう！
放射線を表す単位

　福島第一原子力発電所の事故以来、テレビや新聞等でシーベルト、ベクレルなどの単位をよ
く耳にします。みなさんはこの単位が何を表すのか、どう違うのか知っていますか？

懐中電灯に例えると…
　右図のように懐中電灯にあたるのが、
放射性物質（セシウムなど）です。懐中電
灯が光を出す能力が放射能となり、この
放射能の強さを表すのがベクレルとなり
ます。
　また、懐中電灯から出る光が放射線と
なり、放射線によって、どれだけ人体に
影響があるのかを表すのがシーベルトと
なります。
　放射性物質によって放射線の種類や強
さは異なります。そのため、ベクレルの
数値が同じでも放射線の種類が違えば、
人体に与える影響も違ってきます。　 出典：「原子力・エネルギー図面集2016」
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コバルトーレ女川だより

　梅雨の時期になりましたが、じめじめした気分を吹き飛ばす晴れやかなお知らせです。ついに東北社会
人サッカーリーグ１部リーグが６月６月(日)に開幕しました。開幕戦の相手は、昨シーズンの開幕戦でも
戦い、1－1の引き分けで勝ち点を落とした「FC.SENDAI.UNIV」。リーグ優勝、そしてJFL昇格のために
も開幕戦に勝利し、勢いに乗りたい。今回はその試合の様子をお届けします。

　今シーズンはシーパルピアのテナントを中心に選手の幟を設置していただいています。また、無観客試
合のため、サポーターの皆さまの応援メッセージ入りのチアペーパーを会場に設置し、選手に想いを届け
ています。チアペーパーで応援メッセージを届ける方法はHPからチェックしてみてくださいね。試合会場
で直接応援していただくことはできませんが、応援してくださる皆さまの想いが選手の力になります。い
つも応援していただきありがとうございます。

後半35分に先制ゴール
を決めた野口選手。

途中出場から

ゴールに迫っ
た

船木選手。

新加入の奥山選
手は右サイドか
ら敵陣に攻め込
みました。

積極的にゴール
を狙いドリブル
する竹田選手。新加入の酒井選手のバモスの掛け声で気合を入れました。

先制点を奪いチアペーパーの前で喜びあいました。

リーグ開幕！

Vol.18

(株)コバルトーレ　☎	54-3251
HP  http://cobaltore.com/

試合結果　勝利　コバルトーレ女川　１－０　FC.SENDAI.UNIV
　チャンスを決めきれず、相手に決定機を作られる場面もありましたが、ゴールキーパーの長谷川選手
が好セーブでピンチを防ぎます。試合終盤の後半35分、敵陣で相手のパスを奪った野口選手がそのま
まゴールキーパーとの１対１を制し、冷静にゴールに流し込み先制。チーム全体が最後まで集中力を切
らさずにそのリードを守り切り、開幕戦を１－０で勝利しました。

■  東北社会人サッカーリーグ１部第１節
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天皇皇后両陛下がご視察
　歌に詠まれた女川駅を遠目で眺めた後、レンガみちのプロ
ムナードを海に向かって歩みを進め、集まった大勢の町民と
直接対話し、震災で被災した人たちへ温かいお言葉をかけら
れました。また、町内の水産加工会社「ヤマホン」へも訪れ、
展示されたパネルや商品、同日に今期初水揚げされたギン
ザケなどの加工過程をご覧になりました。
　御料車の両陛下を一目見ようと、国道３９８号でも町民み
なさんが列をなして並び、日の丸の小旗を振って歓迎する姿
に、両陛下はにこやかに手を振って応えられていました。

（広報おながわ　平成28年４月号から）　

探しています
昭和60年台から平成22年までの町内写真を探しています。
ご一報を！

　３月17日、天皇皇后両陛下（現上皇
上皇后両陛下）が、東日本大震災から
の本町の復興状況をご視察されました。
両陛下による行幸啓は大正15年に町
制施行されて女川町となって以来初め
てで、以前には昭和28年８月６日に
昭和天皇が東北地方巡行の際にご視察
されたことがあります。１月には「春
風も沿ひて走らむこの朝（あした）女川
（をながわ）駅を始発車いでぬ」と、前
年３月の女川駅開業を皇后さまがお詠
みになった歌が宮内庁より発表されて
いました。当日、女川駅前のテナント
型商業施設「シーパルピア女川」を訪
れた両陛下は、店を構える店主らと言
葉をお交わしになり、須田町長が復興

状況を
ご説明
しまし
た。

◆問合せ先　教育総務課町誌編さん室　☎53-3151内線14

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
。

あの日あの時 女 川 町 誌女川町の平成の30年間をご紹介します！

平成28年

　生涯学習センター
前の展示内容が変わ

りました！今回は「大六天山と三国神社」が
テーマです。実は牡鹿半島で２番目に大きい
山が大六天山なんです。みちのく潮風トレイ
ルのルートにもなっています。
　来月はこの紙面で皆さんにもご紹介します。
	 （佐藤）

　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
にお問い合わせください。

編 集 後 記

女川町の人口 令和３年
５月31日現在

総　数 6,195人 （－6人）
男　性 3,046人 （－4人）
女　性 3,149人 （－2人）
世帯数 3,064世帯 （－3世帯）

（　

 

）内
は
前
月
比

◆	

昔
の
大
き
い
地
図
も
掲
示

し
て
い
ま
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！

第一種広告 第二種広告
大きさ 縦50ｍｍ以内、横85ｍｍ以内 縦50ｍｍ以内、横175ｍｍ以内
掲載料 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

第二種広告は
この記事と

同じ大きさです。

広告について
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交通ルールを守って交通事故を無くそう！

信号機のない横断歩道における注意事項
現場写真①：横断歩道を西側から撮影

一時停止標識

ドットライン

横断歩道

停止線

現場写真②：横断歩道を南東側から撮影

　信号機のない横断歩道を通過する車両は、歩行者に十分注意するともに、深夜や早朝などの歩行
者が少ない時間帯であっても、緊張感をもって運転するようにしましょう。

　町内には信号機のない横断歩道も多いですが、写真の場所のように信号機のない横断歩道ではあ
るものの、一時停止の標識が設置されている場所も数多くあります。

　写真の場所では一時停止の停止線は標識の直近にあり、横断歩道の先の交差点内に表示されて
いる破線（ドットライン）は停止線ではありません。

　このような一時停止の標識のある場所を通過する車両は、必ず横断歩道手前の停止線で一時停
止しなければならず、徐行のまま通過した場合、その後ドットラインで一時停止して安全を確認し
た場合であっても交通違反（指定場所一時不停止）となります。

　仮に、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合、一時停止せずに横断歩道を通過し
た車両は、一時停止の標識の有無に関わらず、交通違反（横断歩行者等妨害）となります。

　横断歩道を渡ろうとする歩行者は、通過しようとする車両の有無に加え、それらの車両が完全に
停止したことを確認してから安全に横断歩道を渡るようにしましょう。

　町民一人ひとりが交通ルールを守り、交通安全に関する意識を高めることで車両や歩行者の関係
する交通事故を無くすよう取り組んでいきましょう。

　交差点内のドットラ
インが一時停止の停止
線ではありません！

　信号機のない横断
歩道の手前に一時停
止の標識が設置され
ています！
　必ず停止線で一時
停止しましょう‼

現場写真③：横断歩道を近接撮影
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