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おっ、晴れた？と思ったら霧雨が。
そんな天気の中開催された女川中学校の運動会。
曇り空なんてなんのその。生徒たちの熱い思い
は雨なんて関係ない！
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タウン・ギャラリー

　６月12日～25日に第17回石巻地区中学総合体育大会
が開催され、女川中学校の生徒たちは自分の力を精一杯
発揮し、試合を行いました。会場は屋内、屋外に関わら
ず無観客で、新型コロナウイルス感染症の感染対策が徹
底されました。
◆県大会出場
●バドミントン
・男子団体・女子団体
・男子ダブルス　岸漸輝さん・庄司大和さんペア
　　　　　　　　阿部真生さん・木村柊斗さんペア
・女子ダブルス　槻木澤玲心さん・津田希さんペア
　　　　　　　　木村凛子さん・木村愛華さんペア
●水泳　八巻英仁さん、紺野海月さん
　　　　柴崎花凛さん、八巻朋子さん

　６月20日に大崎市古川武道館で開催された全国
小学生学年別柔道大会宮城県予選会において、小
学６年生女子55㎏超級で内村有生七さん（←写真
㊧）が優勝、髙橋莉生さん（←写真㊨）が準優勝の成
績を収めました！優勝した内村有生七さんは、８
月に大阪府で開催予定の第18回全国小学生学年別
柔道大会に宮城県代表として出場が決まりました。

　また、６月５日から７日にかけて石巻市総
合体育館で開催された第70回宮城県高等学校
総合体育大会柔道競技大会において、男子個
人戦100㎏級で東北学院高校の佐藤陽太郎さ
ん（女川町出身）が準優勝を果たしました！選
手の皆さん、お疲れさまでした！今後の活躍
が楽しみですね♪

第18回全国小学生学年別柔道大会宮城県予選会
� 女川柔道スポ少大活躍！

石巻地区中学校総合体育大会が開催　各部活動で女川中生が活躍

◆全国大会も頑張ってください！
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タウン・ギャラリー

　６月23日に女川小・中学校で空気清浄機贈呈式
を行い、計70台の空気清浄機をいただきました。
贈呈していただいたのは株式会社アルファテクノ
様、サン商事興業	留畑塗装様、株式会社ＹＡＰ様、
株式会社リフレラ様、有限会社フロンティアコー
ポレーション様の５社の皆様です。代表の方が来
校され、きれいな環境で勉強して欲しいと寄贈し
ていただきました。受け取った代表の児童生徒は
勉強を頑張りますとお礼の言葉を述べました。

　６月25日に、石巻警察署長から女川町に対し、
横断歩道での一時停止割合向上のため、「交通安全
マナーアップモデル」の委嘱状が交付されました。
　女川町では、この委嘱にともない交通安全啓発
用ステッカーを作成するとともに、町内小・中学
校の通学路で信号機のない横断歩道が多く設置さ
れている区間（阿部とうふや酒店前からスーパー
おんまえや前交差点までの間）を「女川町マナー
アップモデル推進路線」に設定しました。
　作成したステッカーについては、公用車に張り
付け職員一人ひとりが地域住民の模範となる運転
を心掛けます。

　この取組みに興味のある企業や住民
の方には、左のステッカーを配付して
いますので、役場町民生活課生活支援
係までご連絡ください。

◆問合せ先　役場町民生活課生活支援係　☎54-3131内線162

　宮城県では、令和３年７月21日(水)から８月20日(金)ま
での１か月間、夏の交通事故防止運動を実施中です。夏期は、
行楽時や帰省時における長時間、長距離運転時の過労、漫然

運転や子供の飛び出し、飲酒運転による交通事故が多くなることから、運転者、
歩行者ともに交通ルールを守り、特に運転者は適度な緊張感を持ったゆとりの
ある運転を心掛け、交通事故防止に努めましょう！

①適度な緊張感を保持したゆとりのある運転の徹底
②全ての座席のシートベルト等の正しい着用の徹底
③子供と高齢者の交通事故防止
④飲酒運転の根絶

 運動重点

夏の交通事故防止運動
～�暑い夏　イライラせずに　冷静運転�～

空気清浄機をいただきました

女川町に交通安全マナーアップモデルの委嘱状を交付

◆ありがとうございました！勉強頑張ります

◆石巻警察署長から委嘱状を受け取る町長
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令和３年度

女川町協働教育プラットフォーム事業　おかあさん学級

８月24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

8月17日（火） 午前10時～正午
会　　場：生涯学習センターホール
上映作品：カンフーパンダ２

「布の絞り染めを体験しませんか？」
～かんたん・てがる・エコにやさしい～

イ ベ ン ト 案 内

　お子さんのタオルやガーゼをコーヒーの液を使ってオリジナルな模
様の作品が、簡単に楽しくできます。
◆募集定員　親子６組（先着順・定員になり次第締め切ります）
◆講　　師　生涯学習課　社会教育指導員　加納　純一郎
◆服　　装　汚れてもよい服装
◆費　　用　材料費　200円
◆申込み方法　子育て支援センター（☎24-9341）にお電話か直接申込みください。
　　　　　　　※締切：８月19日（木）
◆問合せ先　教育委員会生涯学習課　　担当：加納　☎54-3131　内線422

◆申込み・問合せ先　教育委員会生涯学習課生涯学習係　☎54-3131内線423

　令和４年女川町成人式で、式典の進行や第２部（実行委員会による記念事業）の企画運営をす
る実行委員を募集します。新成人のみなさん、自分たちで「心に残る素晴らしい成人式」にして
みませんか。

令和４年女川町成人式の実行委員を募集します

《令和４年女川町成人式》
●日　　時　令和４年１月９日（日）午後１時30分～（受付１時～）
●場　　所　女川町生涯学習センター
●対 象 者　�平成13年４月２日～平成14年４月１日生の方で女川町に在住している方、

過去に女川町に在住していた方などで女川町の成人式に参加希望の方

子供映画会

◆問合せ先　教育委員会生涯学習課生涯学習係　☎54-3131内線423

当日受付
無料です
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○女川フューチャーセンターカマスの営業について
　コワーキングスペースは通常通り、ワンデイ・マンスリー・
カンパニーの会員の皆さまにご利用いただけますが、２棟のトレーラーは予
約のみでの利用になっています。
　ご利用の皆さまにはマスクの着用、受付での手指消毒、他のお客様との距
離の確保をお願いします！

◆営 業 日　月～土　午前９時～午後６時（日・祝祭日は休業）
◆問合せ先　女川フューチャーセンターCamass　☎98-7175　HP  http://www.onagawa-future.jp/

イ ベ ン ト 案 内

第３回老壮大学　開催

女川ヒト図鑑を始めました！

８月25日（水） 午前10時～11時30分
　第３回目の老壮大学を下記の内容で開催します。
◆開催内容　「コロナ禍における体力づくり」　～高齢期に取り組む運動や軽体操の効果～
　　　　　　講師：健生（株）健康運動士　林　かおる　氏
◆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。

　はじめまして！アスヘノキボウのイ
ンターン生の、“くらけん”こと倉田
健太郎です。（写真一番左）愛媛県出身で、絶賛休学中の同
志社大学経済学部の3年生です。4月から女川に来て、女
川の方々の「懐の大きさ」を感じました。来る前から魅力
的な人がたくさんいるということは聞いていましたが、実
際に現地に来てみると想像以上に面白く、かつあこがれを
感じる方々ばかりでした。
　しかし、そんな女川の圧倒的強みである『ヒト』に特化
した媒体がないことがもったいないと感じ、　女川の人達

に焦点を当て、その人の魅力や意外な側面をWebやSNSで発信することにしました！町内の方々
だけではなく、今後女川に関わりうる町外の方々にも知ってもらうことで、女川で新たな繋がりが
生まれたらいいなと思っています。そして、今後も「あたらしいスタートが世界一生まれる町」で
あり続けてほしいと願っています。
　そして、女川ヒト図鑑では、有志で一緒に盛り上げていただける方を募集しています！取材をし
たり、SNSで女川の情報を発信したりすることを一緒に出来ればいいなと思っています！
　少しでもご興味のある方はぜひメールアドレスにご連絡ください！
◆メールアドレス　　onagawa.hitozukan@gmail.com
◆ホームページURL　https://onagawa-kikkake.jp/onagawa_hitozukan/

◆運営メンバーの倉田くん㊧、
　真船くん㊥、熊谷くん㊨
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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
　８月２日（月）～12日（木） ※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　☎85-0296
� 　　　　　　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 １戸 2LDK（1戸） Ｈ13 ×

浦宿第一住宅 集合 ２戸 2LDK（1戸）、3DK（1戸） Ｈ24 ×

浦宿第二住宅 集合 ２戸 1DK（1戸）、2LDK（1戸） Ｈ27 ×

災

害

公

営

運動公園住宅 集合 ７戸 2DK（1戸）、2LDK（2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 １戸 3LDK（1戸） Ｈ29 〇

尾浦住宅 戸建 ２戸 2LDK（1戸）、３LDK（１戸） Ｈ29 〇

宮ケ崎住宅 戸建 1戸 3LDK Ｈ29 〇

桜ケ丘東住宅 集合 １戸 2DK（1戸） Ｈ29 ×

荒立住宅 集合 ２戸 3LDK（2戸） Ｈ29 一部〇
（１戸）

桐ケ崎住宅 戸建 1戸 2DK（1戸） Ｈ27 〇

横浦住宅 戸建 1戸 3DK（1戸） Ｈ29 〇

小乗住宅 戸建 1戸 2DK（1戸） Ｈ29 〇

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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　新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ経済活動を行う事業者を支援するため、
感染防止に必要な備品等の経費の一部を補助します。

◎補助額　上限10万円
※補助対象経費（消費税を除く）の５分の４以内（千円未満切捨て）とする。
※	町内に感染予防対策を行った店舗が複数ある場合は、１店舗当たり上限10万円とする。
※補助金の利用は１事業者１店舗につき、申請は一回まで。

◆申請期限　９月30日（木）
※	申請書類は、役場産業振興課のほか、女川町商工会、女川町観光協会にも設置して
います。また、町公式ウェブサイトでもダウンロードできます。

　≪注意≫対象となる要件があります。申請書に同封のチラシなどを確認のうえ申請してください。
◆問合せ先　役場産業振興課商工労働係　☎54-3131　内線681・682

　４月および５月の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置にともなう飲食店の営業時間短縮の協力
要請や不要不急の外出・移動の自粛要請により、事業活動に影響を受ける事業者などで、国の支援
制度の対象にならない事業者に対し、支援金を給付します。

◆対 象 者　次の要件を満たす県内に本社・本店を有する中小企業・小規模事業者など
○国の「月次支援金」の支給対象となっていないこと
○	県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」（第5期以降）の支給対象となって
いないこと

◆給付条件　○	飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けており、2021年４月または５月の
売上が2019年　または2020年の同月比で30％以上50％未満減少していること

○	2021年４月、５月の売上の減少額合計が、法人20万円以上、個人10万円以上であ
ること

◆給 付 額　法人20万円、個人事業者10万円（定額）
◆対象の事業者　【飲食店の休業・時短営業等の影響】

飲食店と直接、間接の取引のある事業者
（酒類販売事業者、食品加工・製造事業者、器具・備品事業者、サービス事業者、
流通関連事業者、飲食品等の生産者など）

【外出自粛等の影響】
主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者
（旅行関連事業者、文化・娯楽サービス事業者、小売事業者など）

◆申請期間など　	申請受付期間、申請方法、提出書類などの詳細は、決定次第、県ホームページな
どでお知らせします。

◆そ の 他　売上減少50％以上の事業者の方は国の月次支援金に申請が可能です。
詳しくは月次支援金事務局ホームページをご覧ください。

【月次支援金給付額】
中小法人上限20万円/月　個人事業者等上限10万円/月
　例）４月、５月いずれも50％以上減少していれば	（法人）20万円×２月分＝40万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 （個人）10万円×２月分＝20万円

◆問合せ先　宮城県経済商工観光部　中小企業支援室企画調整班　☎022-211-2745

宮城県時短要請等関連事業者支援金

女川町新型コロナウイルス感染症
予防対策支援事業補助金
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町民バス　
８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）　
　８月１日（日）、７日（土）、８日（日）、21日（土）、
　22日（日）
◆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。

令和３・４年度	入札参加資格登録
申請書補充登録について

◆受付業種　�測量・建設コンサルタント等およ
び物品・役務提供等

◆受付期間　８月２日（月）～31日（火）
◆登録期間　10月１日～令和５年３月31日
◆申請方法　�女川町公式ウェブサイトの業者登

録フォームから申請者情報等を入
力送信のうえ、申請書類の送付を
お願いします。

　※�送付に関しては郵送（輸送）のみとします。【一般
書留】【簡易書留】【特定記録】【宅配便】など、
到着日時が確認できる方法としてください。

◆送付先　〒986-2265
　宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１
� 女川町役場総務課　管財係
　※�各申請様式は女川町公式ホームページ（入札関連

情報）からダウンロードするか、総務課管財係窓
口で用意しています。

◆問合せ先　役場総務課管財係
� 　☎54-3131�内線223

Information

今月のお　　らせ知

広告

みやぎIJUターン就職支援
オフィス事業のご案内

　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、宮城県外に在学中の学生の方が宮城県
内での就職活動を行う際に、移動にかかる交通
費や宿泊費の補助が受けられます。
◆問合せ先　みやぎIJUターン就職支援オフィス
� ☎022-216-5001
� Mail �ijumiyagi@pasona.co.jp
� 事業HP �https://miyagi-ijuguide.jp/

小中学校常勤・非常勤講師
募集のお知らせ

◆応募資格　教員免許状を有する方
◆受付期間　随時
◆給料など　常　勤：月額216,112円～
　　　　　　非常勤：１時間当たり3,360円
◆勤務場所　石巻・登米地域の小中学校
◆そ の 他　�勤務期間・内容などは面接により

決定します。
◆問合せ先　東部教育事務所教育学事班
� ☎95-7096
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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

サン・ファン館
８月のイベント情報

●復元船サン・ファン・バウティスタ号
　メモリアルライトアップ
　「ライトアップで彩られた復元船サン・ファン・
バウティスタ号をもう一度見たい」と多くの皆様
からのご要望を受け、復元船への感謝の想いも
込めて「メモリアルライトアップ」を開催します。
◆日　　時　８月29日（日）までの土日・祝日
◆点灯時間　７月：午後７時ころ
� ～８時30分ころ
　　　　　　８月：午後６時30分ころ
� ～８時30分ころ
◆観覧場所　�サン・ファンパークおよび展望棟

上部からのみ
� ※復元船船体に電飾は設置しません。

●�夏季延長開館
　８月はサマータイムとして、閉館時間を１時
間延長します。
◆開館時間　８月１日（日）～８月30日（月）
　　　　　　午前９時30分～午後５時30分
� 　　　　　　　（最終入館は５時まで）

※�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

“守りたい故郷があります”
自衛官等採用情報

●一般曹候補生（第２回）
◆応募資格　18歳以上33歳未満
◆受付期間　９月６日（月）まで
◆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）

（航空自衛隊）
18歳以上21歳未満で高卒（見込含）
いずれも高専３年次修了（見込含）の方を含む

◆受付期間　９月９日（木）まで
◆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　10月27日（水）まで
◆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：10月13日（水）まで
　看護科：10月６日（水）まで
◆試 験 日（１次）
　医　科　10月23日（土）まで
　看護科　10月16日（土）まで
� ※詳しくは下記までお問い合わせください

●予備自衛官補（一般・技能）
◆応募資格
技能：18歳以上で国家免許資格等を有する方
� （資格により年齢上限は53歳未満～55歳未満）
一般：18歳以上34歳未満の方

◆受付期間　９月17日（金）まで
◆試 験 日　10月２日（土）～５日（火）
� ※いずれか１日を指定されます。

� ※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

「令和３年経済センサス
	 −活動調査」のお礼

　「令和３年経済センサス−
活動調査」にご回答いただ
きまして、誠にありがとう
ございました。
　調査の結果は、行政施策
上での利用のみならず、教
育分野や民間における基礎
資料として活用されます。
　今後とも、政府統計へのご理解とご協力をい
ただきますよう、よろしくお願いします。
� 総務省・経済産業省・宮城県・女川町
◆問合せ先　
　役場企画課統計係　☎54-3131内線253
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石巻地区広域行政事務組合
患者等搬送乗務員定期講習

◆日時　１回目：８月19日（木）　
� 午前９時～正午
　　　　２回目：８月20日（金）
� 　午前９時～正午
◆場所　石巻広域消防本部２階大会議室
� （石巻市大橋一丁目１−１）
� ※両日とも同じ場所
◆定員　各回10名
◆対象　�平成30年８月に定期講習を受講され

た方が対象です。
　※１　�対象者は、昨年度定期講習を中止とし

たため、有効期限が１年間延長されま
した。今回定期講習を受講されない場
合は、失効になります。

　※２　�新型コロナウイルス感染症感染拡大状
況により中止にする場合があります。
この場合は、有効期限の再延長を行う
予定です。

◆受講料　無料
◆申込期間　８月２日（月）～10日（火）
　　　　　　午前９時～午後５時（平日）
　　　　　　※第１回、第２回ともに同じ期間
◆申込方法
石巻広域消防本部警防課または石巻広域消防
ホームページから申請書を取得し、石巻広域
消防本部警防課へ申込みください。

◆問合せ先
　石巻広域消防本部警防課
　☎95−7433
　HP �http://isyoubou.jp/

「心の輪を広げる体験作文」
「障害者週間のポスター」
を募集します

●心の輪を広げる体験作文
◆募集テーマ　出会い、ふれあい、心の輪
◆応募資格　小学生以上
◆応募方法　
①�「小学生区分」「中学生区分」「高校生区分」「一
般区分」のいずれかとし、未発表の作品一編
に限ります。

②�作品の内容は、障害のある人とない人との心
のふれあいの体験をつづったものとします。

③�作文は、原則として400字詰原稿用紙を使
用し、「小学生区分」と「中学生区分」につ
いては２～４枚程度、「高校生区分」と「一
般区分」については４～６枚程度とします。

●障害者週間のポスター
◆募集テーマ
障害の有無にかかわらず誰もが能力を発揮し
て安全に暮らして生活できる社会の実現

◆応募資格　小学生、中学生
◆応募方法　
①�応募は「小学生区分」および「中学生区分」
のいずれかとし、未発表の作品一点に限ります。

②�ポスターの内容は、障害のある人に対する理
解促進に資するものとし、障害のある人とな
い人の相互理解・交流などを表現するものと
します。

　※作品中に標語や文字はいれないでください。
③�ポスターの規格は、画用紙のB3判（横364
㎜×縦515㎜）またはいわゆる四つ折り（横
382㎜×縦542㎜）を使用し、これに満たな
い作品は、B3判の台紙に貼付してください。
作品は、縦位置（縦長）のみとします。彩色画
材は自由です。

◆募集期間　８月27日（金）まで
◆応募方法など　詳しくは問合せ先まで
◆問合せ先　宮城県保健福祉部障害福祉課
企画推進班　☎022-211-2538
Mail �syoufukup@pref.miyagi.lg.jp
HP � h t t p : / /www . p r e f .
miyagi.jp/site/syoufuku-
top/kokoronowa-bosyu.html
（「宮城県　心の輪」で検索）

Information

事業主の皆さまへ
年次有給休暇の取得促進について

　新型コロナウイルス感染症対策として、新し
い生活様式が求められる中、新しい働き方・休
み方を実践するためには、計画的な業務運営や
休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的
付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟
な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給
休暇制度の導入が効果的です。
　詳しくは、宮城労働局雇用環境・均等室にお
問い合わせください。
◆問合せ先　宮城労働局　雇用環境・均等室
� ☎022-299-8844

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！

募集
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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

●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	 ８月４日、18日（水）
○女川町勤労青少年センター	 ８月11日、25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

　女川町民50組100名（抽選）を対象とした無料
招待です。家族や友人とベガルタ仙台に熱い声援
を送りましょう！
◆日　　時　８月29日（日）午後７時キックオフ
◆場　　所　ユアテックスタジアム仙台
� （仙台市泉区）
◆対象席種　ベガルタ仙台で指定した席種
◆定　　員　50組100名（抽選）
◆申込み方法　QRコードからお申込みください。
　　　　　　　※申込はWEBです。
◆申込み期限　８月19日（木）
◆抽選結果　　８月22日（日）までに
　　　　　　　配信予定です。
当選者：JリーグIDに登録されているメールア

ドレスに、QR招待チケットが引き取
れるURLをお送りいたします。画面案
内に沿って決められた引取り期間内に
ご招待QR招待チケットを取得くださ
い。１アカウントにつき最大２枚まで
QRチケットを取得できます。

落選者：JリーグIDに登録されているメールア
ドレスに結果をご連絡いたします。

◆そ の 他　�申込みの際は、Jリーグチケットへ
の登録が必要です。（会員登録は無
料）。

◆問合せ先　
　ベガルタ仙台
　インフォメーションデスク
　☎0570-064-564

　宮城県町村会では職員採用試験を行います。
◆募集人員・職種　１名・上級事務
◆資　　格　�昭和61年４月２日～平成12年４月

１日に生まれた方
◆給　　与　大学新卒者の場合
　　　　　　182,200円～(令和３年４月現在)
◆試 験 日　９月19日（日）　第1次試験
◆申込期間　８月16日（月）まで
◆そ の 他　�申込内容は、ホームページに掲載し

ます。
◆問合せ先　宮城県町村会総務課
� ☎022-221-9201
� HP �https://www.miyagi-ck.gr.jp/

　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

●ベガルタ仙台 vs サガン鳥栖戦
 にご招待します

●宮城県町村会職員採用試験

●女川町企業立地優遇制度について
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　新型コロナウイルス感染症の影響による同一世帯の主たる生計維持者（原則、世帯主を指します）
の死亡などの場合や、同一世帯の主たる生計維持者の令和３年中の事業収入、不動産収入、給与収入、
山林収入が令和２年中より10分の３以上減少する見込みの世帯は、申請により保険税（料）の減免
が受けられる場合があります。

◆減免の対象となる保険税（料）
　令和３年度分の保険税（料）であって、納期限が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの
もの
◆申請期限　•令和３年度分：令和４年３月31日
　　　　　　※申請書は、役場税務課窓口に設置と町公式ウェブサイトに掲載しています。

◆そ の 他　�ご自身が減免の対象となるか、減免額算出方法・減免割合や申請に必要な書類など、
減免に関する詳細については、下記問合せ先にご連絡ください。

　　　　　　また町公式ウェブサイトに申請書様式などを掲載しています。
◆問合せ先　役場税務課税務係　☎54-3131内線181～183
　　　　　　HP �https://www.town.onagawa.miyagi.jp/kansensyou_taisaku.html�

（表）世帯の主たる生計維持者について
（１）�事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入のうち、収入の種類ごとに見た令和３年中

のいずれかの収入が、令和２年中に比べて10分の３以上減少する見込みであること
　　※�保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額は収入に含みますが、国からの特別

定額給付金、持続化給付金、失業手当は収入に含みません
（２）�収入減少が見込まれる（１）の所得以外の令和２年中の所得の合計額が400万円以下であ

ること
注意：	世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる令和２年中の所得額が０円以下

の場合は、減免該当となりません
（３）令和２年中の所得の合計額が1,000万円以下であること

◆減免の対象となる方
　　ア．新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負っ

た世帯等
　　　　　⇒　　保険税（料）を全額免除
　　イ．新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、
　　　　（表）世帯の主たる生計維持者についての（１）～（３）のすべてに該当する世帯等
　　　　　⇒　　保険税（料）の一部を減額

≪国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免について≫

◆減免の対象となる方
　　ア．新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負っ

た第一号被保険者
　　　　　⇒　　保険料を全額免除
　　イ．新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、
　　　　（表）世帯の主たる生計維持者についての（１）～（２）のすべてに該当する第一号被保険者
　　　　　⇒　　保険料の一部を減額

≪介護保険料の減免について≫

令和３年度 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、
介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による
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町有地分譲情報
◆問合せ先　役場企画課定住・土地利用係　☎54-3131内線233・234

　女川町では、新しく整備した宅
地を分譲しています。次のページ
に募集を行っている分譲宅地の一
覧表を掲載していますので、ご覧
ください。
　申込みできる条件などがありま
すので、購入のご検討をされてい
る方は、問合せ先までお気軽にご
相談ください。

■ 宅地購入の流れ
①窓口に申込み（原則：毎月１～15日の平日）します。

・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。
⬇

③申請書を窓口に提出していただきます。
⬇

④土地の確認・立会いを行います。
⬇

⑤土地売買契約書を取り交わします。
⬇

⑥土地の売買代金をお支払いいただきます。
⬇

⑦土地の引渡しを行います。
⬇

⑧使用を開始が可能となります。

■ 住宅関連支援制度
　町内に建物を建築または購入した方へ、下記の各種支援制度による住宅建築や宅地
整備の負担軽減の支援制度があります。

■ 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年以上本
町にお住まいになる方に対して、最大300万円（土地を購入して住宅を新築した場合）
を補助します。

■ 女川町造成宅地擁壁整備工事補助金
　町が防災集団移転促進事業などにより整備した造成宅地に再建等をする際に、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。

■ 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。
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　町では、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。
　登録されている空き家や空き地の詳細情報は、公式ウェブサイトをぜひご確認ください。登録も
随時受付中です！
　利用申込みや登録申請についても、公式ウェブサイトをご覧いただくか下記担当
までご連絡ください。

■申込みにあたっての注意
◦申込みは複数区画可能です。
◦事業用に限り、貸付も可能です。
　※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%
◦	分譲については、契約締結の日から５年間、
女川町による買戻しの特約がつきます。

◦	本表は７月１日から15日までの間に募集を行った土地を掲載しているため、すでに申込
みされている場合がありますのでご了承ください。

●町の分譲宅地以外にも…

空き家・空き地の情報をご覧いただけます！

公式ウェブサイト（空き家・
空き地情報）はこちら！

公式ウェブサイトでも、土地の写真や
所在地などの詳細を確
認することができます。
併せてご覧ください！

●申請・登録窓口　企画課　定住・土地利用係
●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）

商業・工業用地
地区名 地番 宅地番号 面積（㎡） 分譲価格 備考

ずい道商業
大原23-2 SG28-2 1,509.33� 7,415,590�

居住用及び
児童福祉施
設などの建
築は不可

大原23-1 SG28-3 2,460.76� 7,497,080�

女 川 商 業
女川二丁目12-3 SG16-5 233.85� 5,168,085�
鷲神浜字堀切山107-12 SG19-7 554.74� 15,088,928�

鷲神浜商業 鷲神浜字堀切山10８-1 SG26-10 1,201.90� 34,494,530�

小乗浜工業
小乗二丁目14-1 KH12-1 1,287.82� 14,423,584�
小乗二丁目10-2 KH15-1 1,688.88� 18,408,792�
小乗二丁目6-2 KH16-4 346.76� 3,814,360�

角 浜 工 業
鷲神二丁目7-4 KD24-4 1,596.14� 22,984,416�
鷲神二丁目１ KD26-1 1,322.60� 21,558,380�

宮ケ崎工業

宮ケ崎字宮ケ崎202 IM2-1 1,591.89� 26,743,752�
宮ケ崎字宮ケ崎203 IM3-1 404.60� 5,988,080�
石浜字高森205-2 IM7-2 138.81� 1,297,873�
石浜字高森207-2 IM9-3 333.20� 3,531,920�
石浜字高森208-3 IM10-3 156.17� 1,352,432�
石浜字高森211-5 IM11-6 451.50� 7,178,850�
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■ 分譲中の町有宅地一覧

住宅用地
地区名 地番 宅地番号 面積（㎡） 分譲価格 建物の条件

荒 立 西
鷲神浜字荒立95-4 AN3-4 200.81� 4,277,253�

居住用建物、
店舗、事務
所など可
（用途地域に
より異なる）

鷲神浜字荒立100-1 AN6-1 292.02� 5,227,158�

内 山
内山2-3 UC2-3 221.95� 4,527,780�
内山3-4 UC3-4 218.48� 4,544,384�

旭 が 丘

旭が丘二丁目11-11 AS11-11 247.25� 5,365,325�
旭が丘二丁目11-12 AS11-12 246.48� 5,348,616�
旭が丘二丁目11-13 AS11-13 247.17� 5,363,589�
旭が丘二丁目11-14 AS11-14 239.55� 5,198,235�
旭が丘二丁目11-15 AS11-15 238.75� 5,180,875�
旭が丘二丁目11-16 AS11-16 246.04� 5,339,068�
旭が丘二丁目11-17 AS11-17 245.17� 5,320,189�
旭が丘二丁目11-18 AS11-18 245.90� 5,336,030�

清水・日蕨 清水一丁目14-5 SH10-2 302.65� 5,477,965�

小 乗 浜
小乗一丁目3-2 KH3-3 333.51� 4,735,842�
小乗一丁目3-3 KH3-4 437.65� 6,083,335�
小乗一丁目4-1 KH4-1 330.13� 5,017,976�

宮 ケ 崎

宮ケ崎字宮ケ崎107-3 MI11-3 393.46� 7,475,740�
宮ケ崎字宮ケ崎119-1 MI14-1 329.74� 6,067,216�
宮ケ崎字宮ケ崎104-2 MI16-2 297.50� 5,474,000�
宮ケ崎字宮ケ崎104-4 MI16-4 294.10� 5,411,440�

住宅・事業用地
地区名 地番 宅地番号 面積（㎡） 分譲価格 備考

荒立・大道

鷲神浜字荒立202-1３ AO3-1 407.45� 7,415,590�

居住用建物、
店舗、事務
所など可
（用途地域に
より異なる）

鷲神浜字荒立202-12 AO3-2 407.45� 7,497,080�
鷲神浜字荒立202-11 AO3-3 207.45� 2,862,810�
鷲神浜字荒立202-10 AO3-4 377.69� 5,174,353�
鷲神浜字堀切56-7 AO8-13 195.40� 4,924,080�
鷲神浜字堀切山110-2 AO13-2 225.23� 5,563,181�
大道6-7 AO19-1 174.33� 3,120,507�
鷲神浜字堀切山109-1 SG31-2 686.43� 17,298,036�

桜 ケ 丘
桜ケ丘53-2 SA6-6 137.35� 2,664,590�
桜ケ丘55-9 SA7-3 180.95� 2,497,110�

西 区
鷲神一丁目15-3 NI13-4 361.62� 8,100,288�
鷲神一丁目16-4 NI16-8 102.40� 1,443,840�

小 乗 浜
小乗浜字小乗204-5 KH8-1 250.21� 3,427,877�
小乗浜字小乗204-4 KH8-2 207.69� 2,845,353�
小乗浜字小乗204-3 KH8-5 166.47� 1,814,523�

清水・日蕨

清水一丁目19-3 SH4-6 321.94� 4,668,130�
清水一丁目17-6 SH6-1 255.32� 4,314,908�
清水一丁目16-2 SH7-3 332.65� 5,887,905�
清水一丁目1-5 SH21-1 264.94� 5,325,294�
清水一丁目1-4 SH21-2 265.92� 5,344,992�
清水一丁目1-3 SH21-3 263.87� 5,303,787�

石 浜

石浜一丁目7-3 IS7-3 212.04� 3,201,804�
石浜一丁目7-4 IS7-5 210.64� 3,180,664�
石浜一丁目7-5 IS7-8 208.82� 3,174,064�
石浜一丁目7-7 IS7-10 217.03� 3,298,856�
石浜一丁目7-8 IS7-12 217.03� 3,342,262�
石浜一丁目6-6 IS8-6 210.28� 3,280,368�
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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。

８月の女川つながる図書館情報
今月のおすすめ一般書
◆選択的夫婦別姓／平野まつじ
◆ビンボー病の治し方／しんのすけ
◆老後レス社会／朝日新聞特別取材班
◆白鳥とコウモリ／東野圭吾
◆魂手形／宮部みゆき
今月のおすすめ絵本・児童書
◆うれしいぼんおどり／すとうあさえ
◆虫ガール／ソフィア・スペンサー
◆水中最強王図鑑／なんばきび

◆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。

終始、AIロボットであるクラ
ラの語りで綴られる物語。語
り口は静かで穏やかですが、
読後はずしりと重い。おすす
めです。

「クララとお日さま」
カズオ・イシグロ著

ノーベル文学賞受賞後第一作注

目

の

本

令和２年 国勢調査結果の速報値について（公表）

　令和２年10月1日を基準日とした「令和２年国勢調査」の実施にあ
たり、ご理解とご協力をいただき、大変ありがとうございました。
　女川町の国勢調査の人口および世帯数の速報値は、

　なお、国勢調査の結果は、復興事業や福祉政策、防災対策などこれ
からのまちづくりの基礎資料として活用されます。

令和２年
（今回）

平成27年
（前回）

前回比較
（増減数）

人　口 6,432人 6,334人 ＋98人

世帯数 3,165世帯 3,154世帯 ＋11世帯

となりました。

人口 ６，４３２人、

世帯数 ３，１６５世帯

※ この数値は速報値ですので、今後公表する確定公表値とは異なる場合があり
ます。また、詳細の調査結果については、順次総務省統計局から公表されます。

◆問合せ先　役場企画課統計係　☎54-3131内線253

「女川町総人口予想懸賞」は、16件の応募をいただき、見事１等に輝いたのは、
総人口と136人差の6,296人と予想された、阿部清子さんでした。多くのご応募、ありがと
うございました。
　１等　阿部清子さん　　２等　田村剛裕さん、佐々木きみ子さん
　３等　丹野つぎ子さん、永沼ゆみ子さん、堀みのりさん
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町民生活課
町民生活課窓口からのお知らせ

●住所変更の手続きについて
　住むところを変更した場合、引っ越しした日から14日以内に
住所変更の手続きが必要です。税金や選挙権の行使、住民の権利・義務などに大きく関わっ
てきますので、引っ越しが終わったら忘れずに手続きをしてください。

●届出人の本人確認書類（運転免許証など）　●転出証明書（転入の方のみ）
●個人番号カード　●代理人が手続きする際は代理人選任届（委任状）

※	このほかにも、国民健康保険や介護保険などに加入されている方、子ども医療費受給者証な
どをお持ちの方は、記載されている住所が変更となりますので、保険証などをご持参ください。

	 ◆問合せ先　役場町民生活課住民登録係　☎54-3131内線153

住民登録

手続きの際に必要なもの

届出の種類

届出内容 届出の種類 届出の期間
町内から町内へ引っ越しした時 転居届 引っ越しした日から14日以内
町外（他市町村）から町内（女川）へ
引っ越しした時 転入届 引っ越しした日から14日以内

町内（女川）から町外（他市町村）へ
引っ越しすることになった時 転出届 転出予定日のおおむね14日前

から手続きできます

●付加年金制度について
　厚生年金に加入している方は報酬に応じて年金額に上
乗せがありますが、自営業などの国民年金第１号被保険
者は通常上乗せはありません。そこで、国民年金第１号被保険者が老後の年金額を増やせる
仕組みとして、定額保険料に上乗せして納める「付加年金保険料」があります。

　付加保険料400円に対して年金額は200円ですが、年金を２年以上受給すると、支払った
付加保険料以上の付加年金を受け取ることができます。また、付加年金は老齢基礎年金と合
わせて受給できる終身年金ですが、定額のため物価スライド（増額・減額）はありません。
　申請を行う際は、年金手帳（または基礎年金番号が分かるもの）をご持参ください。
	 ◆問合せ先　役場町民生活課国保年金係　☎54-3131内線153

国民年金

【納めることができる方】
　国民年金第１号被保険者・任意加入被保険者（65歳以上の方を除く）
　　※ただし、国民年金基金に加入されている方は付加保険料を納めることはできません。
【付加保険料の月額】
　400円（令和３年度の定額保険料：月額16,610円）
【付加年金額】
　年額200円×付加保険料納付月数
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●	葬祭執行者および葬祭日を確認できる書類（会葬礼状、新聞広告または葬儀社の領収書など）
●葬祭執行者の通帳、印鑑　　
●亡くなられた方の保険証（返却していない場合）
●葬祭執行者の個人番号を確認できるもの（個人番号カードや通知カードなど）

	 ◆問合せ先　役場町民生活課国保年金係　☎54-3131内線152・153

国民健康保険・後期高齢者医療保険
●葬祭費支給申請について
　国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されている方が亡くなったとき、葬祭執行
者（喪主）からの申請により、葬祭費（５万円）が葬祭執行者に対して支給されます。ただし、
葬祭をした日の翌日から２年を経過すると時効となり、支給されませんので、お手続きがお
済みでない方は申請をお忘れにならないようご注意ください。
　なお、郵送での申請も受け付けますので、お電話にてお問い合わせください。

●女川温泉ゆぽっぽのお知らせ
　女川温泉ゆぽっぽは、５月に発生した地震の影響により、窓ガラスが破損し、現在臨時休業中です。
原因究明に時間がかかっており、温泉営業再開の見込みが立っていません。皆さまにご迷惑をおか
けしておりますが、ご理解のほどお願いします。
　営業再開時期の目途が決まりましたら、女川町公式ウェブサイトおよび広報でお知らせします。
　なお、６月11日から売店販売などの一部営業を再開しています。
【売店販売】　午前10時～午後４時（第３水曜日は定休日）
【リラクゼーションサロン（マッサージ）】
　　　　　　 毎週　月・金・土・日曜日　午前11時～午後５時　※完全予約制
◆問合せ先　女川温泉ゆぽっぽ　☎50-2683

●国民健康保険の一部負担金の減免及び徴収猶予について
　国民健康保険では、加入する世帯が災害などの特別な理由により一時的に生活が困窮して
医療費の支払いが困難になったとき、国民健康保険法第44条の規定により、保険医療機関な
どで支払う一部負担金の減額や免除などが受けられる制度があります。

　これらの事由により、生活が著しく困難となった方は、医療費の支払いが減額、免除また
は猶予される場合があります。
　ただし、国民健康保険税を滞納している場合は、対象にならないなどの要件がありますので、
詳しくは、町民生活課国保年金係までお問い合わせください。
◆問合せ先　役場町民生活課国保年金係　☎54-3131内線152・153

申請に必要なもの ※書類がそろわない場合などご不明な点があるときは、お電話でご相談ください。

震災、風水害、火災等の災害により心身に重大な障害を受けるか、
死亡したとき、または家屋等の資産に重大な損害を受けたとき災　害

冷害、干害、凍霜害等による水産物の不漁や農作物の不作など
により収入が減少したとき不漁・不作

事業の休廃止や失業等により収入が著しく減少したとき
（定年退職や自己都合による退職を除く）失　業
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環境係

生活支援係

●盆ごも・盆旗などを回収します
　今年度の盆ごも・盆旗などの回収は、役場駐車場（七十七銀行側・下地図）と勤労青少年セ
ンターの２か所で行います。
◆回収日時　８月16日（月）午後５時～午後６時
◆注意！！　	上記の時間に持参できない方は、翌日以降の燃えるごみ収集日に各地区ごみ集

積所の脇に、一般ごみとは別にして置いてください。
　　　　　　盆ごもなどは絶対に海へは流さないでください。

●全国一斉　「子どもの人権110番」強化週間
　仙台法務局および宮城県人権擁護委員連合会では、８月27日（金）から９月２日（木）までの７日
間を全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間と定め、時間を延長して相談電話を開設します。
　学校における「いじめ・体罰」や家庭内における「児童虐待」など、子どもをめぐる様々な人権
問題について、人権擁護委員が電話相談に応じます。
◆開設期間　８月27日（金）～９月２日（木）　午前８時30分～午後７時
　　　　　　※土・日曜日は、午前10時～午後５時
◆電話番号　0120-007-110（フリーダイヤル）
　　　　　　※相談は無料で予約不要です。秘密は、固く守ります。
◆問合せ先（事前の問合せなど）　仙台法務局人権擁護部　☎022-225-5743

※出入りの際は必ず歩道前で一時停止し、
歩行者がいないことを確認してください。
◆問合せ先　女川町クリーンセンター　
　　　　　　☎53-3549

女川郵便局 七十七銀行

出入口

回収場

出入口
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役場健康福祉課からのお知らせ

保健だより
健康なからだづくりの基本は日々の生活習慣！
女川ヘルスアップチャレンジ

健康なからだづくりの基本は日々の生活習慣です！
この機会に、自分の生活習慣を見直してみませんか？
体重測定や血圧測定の記録を提出した方には、すてきなプレゼントがあります。

◆対 象 者　19歳以上の町民の方
◆期　　間　８月１日（日）～令和４年２月28日（月）
◆参加方法

【血圧】１日２回
朝◦起床後１時間以内
　◦トイレに行ったあと
　◦朝食の前
　◦薬をのむ前
夕◦寝る直前
　◦入浴や飲酒の直後は避ける

【体重】１日２回
朝◦トイレに行ったあと
　◦朝食の前
夕◦夕食から２時間後
　◦入浴前
※	なるべく同じ時間、同じよう
な服装で測りましょう。

◦実施する内容を決めましょう。

◦自宅などで測定を行い、記録をつけましょう。

血圧記録手帳または、お持ちの記録用紙に記入してください。
※血圧記録手帳は、健康福祉課で希望者に配布します。

◦記録を健康福祉課に提出しましょう。

　（１）記録用紙
（毎日記録を付けた方は１か月分、毎日記録を付けられなかった方
は３か月分）

　（２）健診結果または、医療機関で行う検査結果

◆問合せ先　役場健康福祉課健康対策係　☎54-3131内線133（担当：田守）

Step１

Step２

Step３

①血圧測定

測定のタイミングの目安

②体重測定
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介護保険負担限度額認定申請について

戦没者遺児による慰霊友好親善事業の参加者募集

低所得の方の施設入所利用に係る食費と居住費の負担を軽減します
　介護保健施設やショートステイを利用する方の居住費・食費は原則として全額自己負担ですが、
次の要件に該当する低所得者の方に対し、食費と居住費の負担軽減を行っています。申請期間内に
申請してください。
◆対 象 者　①要介護認定を受けている方　　②施設入所（ショートステイを含む）している方
　　　　　　※利用者負担段階の判定に、非課税年金も含まれます。

◆軽減内容　食費と居住費（部屋代）
　　　　　　※所得に応じた負担限度額を記載した負担限度額認定証を交付します。
◆申 請 先　役場庁舎１階　健康福祉課長寿介護係（６番窓口）
◆申請期間　８月２日（月）～31日（火）
◆持 ち 物　�①介護保険被保険者証　②本人・配偶者（世帯分離・事実婚を含む）のすべての預金通

帳（直近までの取引が記載されたもの）　③印鑑
◆そ の 他　�介護保険施設入所者・ショートステイ利用者の食費（日額）の負担限度額が以下の表の

とおり、令和３年８月１日から変更になります。また、居住費の負担限度額は、変更
ありません。

　日本遺族会は、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しています。この事業は、
厚生労働省から補助を受け実施し、先の大戦で父などを亡くした戦没者の遺児を対象として、父な
どが戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を実施するとともに、その地域住民と友好親善をはかること
を目的にしています。
◆参 加 費　10万円
◆日　　程　日程等の詳細は、日本遺族会事務局☎03-3261-5521まで、ご連絡ください。
◆そ の 他　⃝令和２年度参加者は、複数回の応募ができます。
　　　　　　⃝付添希望者は要相談です。
　　　　　　⃝参加者の高齢化を考慮し看護師が同行します。
◆申込み先　各都道府県遺族会（宮城県連合遺族会☎022-263-4542）
◆実施地域　
　【広域地域】　①旧ソ連（募集終了）　　②旧満州　　③西部ニューギニア　
　　　　　　　④ボルネオ・マレー半島　　⑤東部ニューギニア　　⑥ビスマーク諸島
　　　　　　　⑦中国　　⑧トラック諸島　　⑨パラオ諸島　　⑩ミャンマー・タイ
　　　　　　　⑪フィリピン（１次）　　⑫ソロモン諸島　　⑬マリアナ諸島　　⑭マーシャル諸島
　　　　　　　⑮フィリピン（２次）　　⑯台湾・バシー海峡
　【特定地域】　①東部ニューギニア　　②西部ニューギニア　　③ミャンマー

� （令和３年８月１日～）

負担限度額

所得額 預貯金などの資産 施設入居者 ショートステイ
利用者

年金収入等
80万円以下（第２段階）

単身　　650万円
夫婦　1,650万円 390円 600円

年金収入等80万円超
120万円以下（第３段階①）

単身　　550万円
夫婦　1,550万円 650円 1,000円

年金収入等120万円超
（第３段階②）

単身　　500万円
夫婦　1,500万円 1,360円 1,300円

◆問合せ先　役場健康福祉課長寿介護係☎54-3131内線143・144

低所得とは、住民税が非課税世帯などの方のことをいいます。また、預貯金など
の資産が一定額（別表参照）を超える場合や世帯分離をしている配偶者（事実婚を
含む）が住民税課税者である場合は、対象となりません。

≪ご注意≫
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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。

８月の行事予定

●土曜開館
日　時　８月７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）

●夏祭り
日　時　８月25日（水）午前10時30分～
内　容　親子でゲームやお店屋さんごっこをして遊びましょう。
予　約　要／先着７組程度
申込み期間　８月18日（水）～23日（月）
持ち物　飲み物（水分補給用）

◆開館日・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

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

８月20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）

その他の精神保健
福祉相談

８月３日（火）
午後２時～５時

虎岩　武志
（精神科医・こだまホスピタル）

東松島市
保健相談センター

８月26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）

石巻合同庁舎2階
診察室など
（石巻市あゆみ野５－７）
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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､BBQの食材など､
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

広告

のご案内「子育て世帯生活支援特別給付金」
子育て世帯の皆様へ

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生
活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

①と②の給付金の併給はできません。
給付金の申請を希望する場合は、持ち物などをお伝えしますので、１度下記までお電話ください。
必要書類などは女川町公式ウェブサイトをご覧いただくか、下記担当までお問い合わせください。

◆申請期間　８月２日（月）～令和４年２月28日（月）
◆申請場所・問合せ先　役場健康福祉課子育て支援係　５番窓口　☎54-3131内線144、145

①ひとり親以外の子育て世帯の方
●支給対象者
下記（１）、（２）の両方に当てはまる方
（１）	令和３年３月31日時点で18歳未満の児

童（障害児の場合は20歳未満）を養育する
方

（２）	令和３年度住民税（均等割）が非課税または
令和３年１月１日以降の収入が急変し、住
民税非課税相当となった方
※	令和４年２月末までに生まれた新生児なども
対象となります。

●支　給　額
　対象児童１人につき５万円
●申請について
（１）	令和３年４月～６月分の児童手当または特別

児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
→	支給を受けるための申請は不要です。
対象となる方には７月上旬に通知を送
付しています。

（２）	上記以外の方（令和３年６月以降にお子さ
んが生まれた方、高校生のみを養育して
いる方、収入が急変した方、公務員など）
→	給付金を受け取るには申請が必要です。

②ひとり親の子育て世帯の方
●支給対象者
下記（１）～（３）のいずれかに当てはまる方
（１）	令和３年４月分の児童扶養手当が支給

される方
（２）	公的年金を受給しており、令和３年４

月分の児童扶養手当の支給が全額停止
される方

（３）	新型コロナウイルス感染症の影響を受
けて家計が急変するなど、収入が児童
扶養手当受給者と同じ水準になってい
る方
※	すでに児童扶養手当の受給資格者として
認定を受けている方だけでなく、申請を
していれば令和３年４月分の児童扶養手
当の支給が全額または一部停止されたと
推測される方も対象です。

●支　給　額
　対象児童１人につき５万円
●申請について
　対象者（１）に該当する方は令和３年４月
23日に児童扶養手当受給口座に振込済です。
　対象者（２）、（３）に該当する方は申請が
必要です。
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基本理念 町民が支え合い
誰もが生涯いきいきと暮らせるまち　おながわ

基本目標

◆問合せ先　役場健康福祉課長寿介護係　☎54-3131　内線142

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！

高齢者福祉計画・介護保険事業計画の基本理念と事業

第３回

（１）明るく元気な人づくり・地域づくり
　健康寿命延伸に向けた健康づくり、介護予防、フレイル（虚弱）予防、生活支援を進め、明るく元
気な人づくり地域づくりを行います。保健事業と連携した介護予防や町民主体の地域事業による支
え合いの仕組みづくりを町民と協働で進めます。

健康データ分析による健康づくり事業、老人クラブ活動の支援、高齢者の地域活動
支援、老壮大学、生涯スポーツの推進、介護予防サポーター育成、介護予防事業（ふ
まねっと、遊びリテーション）

主な事業

（２）住み慣れた地域での暮らしを継続する仕組みづくり
　介護や医療が必要になっても安心して住み慣れた地域で生活し、自らの意思で、自分らしく暮ら
せる仕組みづくりを進めます。地域包括支援センターや地域医療センター、社会福祉協議会、介護
事業者などの関係機関と連携し、介護・医療サポート、認知症になっても住み続けられる仕組みや
生活支援ネットワークの充実を進めます。

地域包括支援センター機能の強化、生活支援コーディネーターの活動支援、
医療と暮らしの座談会、認知症カフェ、認知症サポーター養成講座主な事業

（３）安全で安心できるまちづくりの実現
　高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるため、福祉ニーズに合わせた災害対策、感染症対策を講
じます。また、福祉ニーズに合わせた多様な高齢者の暮らしの支援、権利擁護、まちづくりと連携
した施策（移動支援など）も充実させ、高齢者が安心して暮らせる環境づくりを進めます。

緊急通報システムの設置、高齢者住宅改造資金助成事業、タクシー利用助成事業
特殊詐欺等被害防止対策、防災・防犯・交通安全の推進主な事業

（４）介護保険制度の体制充実
　介護保険制度を円滑に運営していくため、20年後を展望し、介護予防と介護給付の分析による認
定の適正化と介護給付費用などの上昇抑制、サービスの質の向上を講じます。また、安定的に介護
事業が継続運営されるよう人材の確保と育成策も検討し、町民が安心できる暮らしの実現を進めます。

要介護認定の適正化、福祉用具貸与実態把握、福祉人材の育成
介護保険サービス利用支援、相談体制の充実主な事業
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フレイル・サルコペニア予防のポイント ※フレイル　　＝虚弱
　サルコペニア＝筋肉減少症

■休診のお知らせ　
・８月13日（金）～15日（日）、28日（土）

■総合診療外来　
・今月の土曜診療日は８月７日・21日です。
・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。

８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 ● − ● − − − − −

８月の巡回診療　※予約制

出島集会所 ４日・18日(水)

江島集会所 11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：８月27日（金）
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

　暑い季節は外出する機会も
減り、運動不足になっていま
せんか？
　環境が整った老健で身体を
整えて、ご自宅での生活を続
けられるようお手伝いしま
す!!
　お気軽にご相談ください！
〔担当〕相談員　及川・鶴岡

ポイント１　1日３食しっかり食べる
・食事を抜いたり、簡単にパンや麺だけの食事をすると１日に必要な栄養素が不足します。
　たんぱく質を含む食材「肉・魚・卵・大豆製品」を選んで毎食食べましょう。

ポイント２　　口と歯を大切に　　口や舌を動かしましょう
・柔らかいものばかりでなく、しっかり噛むものを副菜に噛む力や飲み込む力を鍛えて食べる力を
維持することが大切です。

・マスク習慣でのどの渇きが感じにくくなっています。こまめに水分を摂り口腔ケアも念入りに！

ポイント３　　食事に「楽しみ」や「人との交流」をもつことがフレイル予防の第１歩
・食べることは身体の栄養だけでなく、心の栄養にもなります。
・味や風味、食感などを楽しむ。よく味わうことで「また食べたい」という
食欲につながります。季節や行事を意識して旬を楽しみましょう！

加齢による身体の衰えや筋力の低下などは、食事や適切な運動などで予防することができます。
ぜひ実行してみてください！
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【「しっかり」食べるための工夫】
①食欲がない時は好きなものを
→	どうしても食欲がない時は、好きなものを
食べたい時に食べましょう。

②牛乳や間食で栄養を補う
→	牛乳やチーズなどの乳製品は、たんぱく質
やカルシウムが豊富です。

③油物もしっかり食べる
→	たまには揚げ物を食べたり、マヨネーズや
オリーブオイルをかけて食べたりするなど、
油もしっかり取りましょう。

④調理の負担を減らす
→	作ることが負担に感じたら、配食サービス
や惣菜なども上手に活
用しましょう。

※	配食サービスをご案内し
ますので必要な方はご相
談ください。

８月の介護予防

地　区 日　　時
上　１ ２日(月) 午後１時30分
大　沢 10日(火) 午後１時30分
旭が丘 19日(木) 午前９時30分
針　浜 23日(月) 午後１時30分
西 24日(火) 午後１時30分

上　３ 25日(水) 午後１時30分

　夏の食事はさっぱりしたものになりがちなので、
低栄養に気を付けましょう。高齢期は肥満よりも、
低栄養による「やせ」に注意が必要です。

　「低栄養状態」になると、気力や体力が少しずつ落
ちて、心身機能の衰弱を招きやすくなります。

★主菜と主食をしっかりとりましょう
　主菜…肉・魚・大豆食品・卵など
　主食…ごはん・パン・めん類など

★歯の状態や飲み込む力は大丈夫ですか？
　しっかり食べるためには、噛む力と飲み込む力を維
持することも大切です。入れ歯が合っていない、痛み
があるという方は、早めに歯科医を受診しましょう。

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⑤

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

日　時：８月26日（木）午後１時～３時
　　　　※８月は第４木曜日です
場　所：地域福祉センター
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）

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

しっかり食べて
低栄養を
防ぎましょう！

地
域
遊
び
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

地　区 日　　時
石　浜 ２日(月) 午前９時30分
浦宿１ ３日(火) 午後１時30分
大原北 ５日(木) 午前９時30分
大原南 19日(木) 午前９時30分
宮ケ崎 23日(月) 午前９時30分
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＊アドバイス＊
●電話勧誘販売は突然やってきます。うまい話だけ一方的に聞かされたり、「今日だけ」「特別
だから」と契約を急かされがちです。

　まずは落ち着いて、業者名・担当者名・連絡先を確認して記録しましょう。
●急いで契約せず、複数の業者から見積もりを取って比較検討したり、家族や友人に相談してみましょう。
●何よりも、不要な誘いはきっぱりと断ることが大切です。

＊アドバイス＊
●眼鏡型の拡大鏡は、手の届く程度の距離にあるものを拡大して見るための商品で、視力を矯正する
ものではありません。手の届かないほど離れた距離のものは明瞭に見ることができないため、着用
したまま歩行すると転倒する恐れがあるのでやめましょう。

●既製品である眼鏡型の拡大鏡は一人ひとりに合わせて作られていません。できるだけ購入前に使用
感などを確認し、眼鏡を持っている場合は、眼鏡との重ね掛けも試しましょう。

●見え方に異常が生じて気分が悪くなったり、頭痛やめまいが起きたりすることもあります。眼や見
え方に異常を感じたら、使用を中止しましょう。

＊アドバイス＊
●花火で遊ぶときは子どもだけで遊ばせず、大人が付き添い、ルールを知らせながら、安全に遊べる
ようにしましょう。

●子どもは少量の水でも溺れます。子どもをお風呂に入れている時、水遊びをさせている時は決して
目を離さないようにしましょう。

　突然、家に電話が来て、電話料や電気料が今よりも安くなるといった勧
誘があっても、すぐに決めないでください。
　興味がなかったら、早く断って、話を長引かせずに電話を切ってください。
遠慮せずに、はっきり、きっぱりと断りの意思を伝えることが大切です。

　夏本番です。水遊びや花火遊びなど、この時期ならではの遊びを楽しむ機会も多いと思います。
しかし、火や水を使う遊びは、火傷や溺れるなどの危険もはらんでいます。

父が眼鏡型の拡大鏡を着用し
たまま歩いたところ、段差で
転倒し肋骨を骨折した。

眼鏡型の拡大鏡を30分ほど使用したところ、
外した後、目の焦点が合わず、吐き気をもよ
おし、しばらく横になるほど気分が悪くなった。

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

●気をつけて！うまい話はありません！

●子どもの事故防止を！

●眼鏡型の拡大鏡を着用したまま歩くと危険です！

＊消費生活相談員からひとこと＊
　この季節、何かと開放的になりますが、水遊びや花火遊びなどのルールは、大人が遊びの中
で知らせましょう。コロナ対策もしっかり行い、事故なく健康に過ごせるようにしたいですね。

事例
１

事例
２
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しおかぜ保育所での計測

※�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）
（６月11日～７月８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） 0.05
第二多目的運動場（1.0m） 0.05
役場庁舎前（1.0m） 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。６月１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
　７種類285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！
　放射線って自然になくなるの？

　何もしなくても放射性物質は時間が経
つと少しずつ減っていきます。しかし、
減り方は放射性物質によって違います。
放射線が半分になるまでの期間を半減期
といいます。例えば、ヨウ素131という
物質は半減期が8日と短いため、福島第
一原子力発電所の事故で放出されたヨウ
素131はほとんどなくなったと考えられ
ます。
　逆に半減期が長いものもあり、テレビ
などでよく聞くセシウム137では半減期
が30年となります。そのため、自然に
放射線がなくなるまで待つとなると、何
百年も先になってしまうので、放射線量
が高い地域では除染が必要になるのです。

1/2

1

1/4

1/8
1/16

最初の量

放
射
能
の
量

（時間）

半減期

半減期

半減期
半減期

「出典：原子力・エネルギー図面集2016」

放射性物質 放出される放射線 半減期
ト リ ウ ム232 α・β・γ １４１億年
ウ ラ ン 238 α・β・γ ４５億年
カ リ ウ ム 40 β・γ １３億年
プルトニウム239 α・γ ２．４万年
炭 素 1 4 β ５，７００年
ラ ジ ウ ム226 α・γ １，６００年
セ シ ウ ム137 β・γ ３０年
ストロンチウム90 β ２８．８年
ト リ チ ウ ム β １２．３年
コ バ ル ト 60 β・γ ５．３年
セ シ ウ ム134 β・γ ２．１年
ヨ ウ 素 131 β・γ ８日
ラ ド ン 222 α・γ ３．８日
ナトリウム24 β・γ １５時間
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コバルトーレ女川だより

　七夕にはどのような願い事をしましたか？私はコバルトーレ女川のJFL昇格です。激流の天の川を渡り
切り、対岸のJFLへ何としても辿りつきます。
　今回は東北社会人サッカーリーグ第２節～４節の様子をお届けします。

　開幕４連勝で、現在（第４節の終了時点）リーグ戦の順位は２位。７月25日(日)には昨シーズンリーグ優
勝、現在リーグ首位のブランデュー弘前との直接対決を行いました。無観客試合となりましたが、試合の
様子はYouTubeコバルトーレ公式チャンネルで生中継も行いました。見逃した方でも、録画映像を楽し
めますので、ぜひご視聴ください。

ドリブル突破を
仕掛ける橋本選手

前線にパスを
送りチャンス
をつくる
横山選手

中盤で試
合を

コントロ
ール

した小川
選手

途中出場から攻守
で気合の入った
プレーをした今部
選手

試合終了間際に勝
ち越し

ゴールを決め喜びを
爆発さ

せる奥山選手

船木選手からのクロスボールを合わせゴールを決めた黒田選手
キーパーとの１対１から冷静にゴールを決めた竹田選手

左サイドからクロスを上げる眞口選手

先制点を決め
たのは「俺」と
アピールする
池田選手

開幕4連勝！

Vol.19

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

第２節　勝利　試合結果　勝利　コバルトーレ女川　１	－	０　	FCガンジュ岩手

第３節　試合結果　勝利　コバルトーレ女川　４	–	０　	FCプリメーロ

第４節　試合結果　勝利　コバルトーレ女川　３	–	２　富士クラブ2003

■		東北社会人サッカーリーグ1部
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皇后陛下御歌、石碑で後世へ

　　　
　石碑は、御歌で詠まれた女川駅と始発車の両方が見渡せ
る女川駅前バスターミナル脇に設置されました。右隣には説
明版が添えられ、左隣には村井嘉浩宮城県知事が揮毫（きご
う）した高さ160cmの行幸啓碑が建てられました。

（広報おながわ　平成29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！

　平成27年３月の石巻線全線運転再
開を皇后陛下（現上皇后陛下）が祝い、
御歌を読まれました。翌年３月17日
には天皇皇后両陛下（現上皇上皇后両
陛下）が本町に行幸啓され、町民みな
さんへたくさんの励ましのお言葉をか
けてくださいました。両陛下が被災地
へ寄せられた優しい御心、そして御歌
を永く後世に伝えようと、町民有志が
実行委員会を立ち上げ、御歌を石碑に
刻んだ御歌碑建立を計画。趣旨に賛同
いただいた町内外のみなさんから約
1,100万円の協賛金が集まり、女川駅
前に御歌碑と行幸啓碑が建立され、行
幸啓から１年となる３月17日に関係
者訳150人が出席して除幕式が行わ
れました。御歌碑は高さ140cm、幅
80cm、奥行30cmの白御影石で、女
川出身の三宅哲さんによる金色の文字
が彫られました。工事費、除幕式経費
のほか、今後の維持管理費としても
使っていくことになります。

◆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29年

　平年より８日早く梅雨
明けし、いよいよ夏本番

ですね。今年もまだマスクをすることが続きそう
ですので、熱中症などには十分に注意してください。
　先日、完成した清水地区の親水公園に行ってき
ました。冷たい川の水に油断をしていたら日焼け
で痛いです（笑）水難事故などにも気を付けましょ
うね。　� 　　（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
６月30日現在

総　数 6,190人 （―５人）
男　性 3,041人 （―５人）
女　性 3,149人 （０人）
世帯数 3,059世帯 （−５世帯）

（
　 

）内
は
前
月
比

◆�

日
焼
け
で
シ
ャ
ワ
ー
が
痛
い

で
す（
笑
）

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

春
はるかぜ

風を沿ひて走らむこの朝
あした

女川駅を始発車いでぬ
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土砂災害警戒情報ってなに？

◆問合せ先　　　　　宮城県土木部防災砂防課砂防・傾斜地保全班　☎022-211-3232
　　　　　　　　　　E-mail　bousa-sa@pref.miyagi.lg.jp

どんな時に発表されるの？

発表されたらどうしたらいいの？

避難したけど被害がなかったよね？

土砂災害警戒情報の発表 土砂災害警戒判定
メッシュ情報の確認

速やかな避難！

被害が無くて良がったべっちゃ！！

大雨警報（土砂災害）の発表後、土砂災害の危険性が高まっているときに、
宮城県と仙台管区気象台が共同で発表する情報です。
市町村長は、避難指示を発令する目安として利用しています。

避難にかかる時間を考慮して、２時間先までの土砂災害の危険が予測され
たときに速やかに発表しています。	２時間先はあくまで目安ですので、周
囲の状況や雨の降り方に留意し、危険を感じたら躊躇することなく自主避
難をすることが重要です。

気象情報や市町村からの避難指示に注意してください。避難指示が発令さ
れた際は、速やかに避難してください。
土砂災害に関するメッシュ情報で危険な地域を確認してください。

状況がはっきりするまで動かないことはとても危険です。
結果的に空振りに終わっても、「ああ、たいしたことなくてよかった！」
という気持ちが大切です。

知っていますか？

～土砂災害から命を守るために～
「土砂災害警戒情報」
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女川町公式ウェブサイト　HP �https://www.town.onagawa.miyagi.jp/

　大六天山は北上山脈における牡鹿半島の最高峰で海抜440.3m、
女川町と旧荻浜村との境に位している。大六天即ち第六天は仏教
用語で、欲界六天（四天王・忉利天・夜魔天・兜率天・楽変化天・
他化自在天）中の第六の他化自在天で、欲界の最高所と言われてい
る。そしてこの天に生まれたものは、他の楽事を以て自由自在に
自己の楽とすることが出来るという。換言すれば大六天は脈中の
最高峰で、頂上よりは自由自在に四方を眺め得られる地点を意味
するものと解される。現に大六天は眺望をさえぎるものがなく、
海岸はもとより内陸一帯を望むことができる高山である。
 （女川町誌　第五節女川町地名の由来より）

大六天山と三国神社

大六天山には、三国寺という寺院があり、その後火
災に遭って廃寺となりました。その時に山の上には
「大六天神を祀る祠」が残されたということです。
この祠がやがて大六天神社となり、明治以降は「三
国神社」と名前を変えて、今も大六天の山の上に祀
られています。

眺望が良く、仙台・相馬・南部まで見渡せると伝わる山頂（神社）
からは、現在は木が茂って景色はあまり見えません。
 （写真は山頂までの道の途中で見える景色）

三国神社の狛犬
弘化４年（1847年）に奉納されたもの
珍しいことに、大きな狛犬と小さな狛犬が二体で一組になり大き
いのと小さいのが寄り添うように立っている。

三国神社の鳥居
横浦と針浜に建ってい
たが横浦側のものは、
東日本大震災の津波で
倒壊している。

（写真は針浜側のもの）

三国神社の鐘楼
東日本大震災で倒壊していたが、令和2年、氏子の
皆さんの尽力で建て直されました。

三国神社から見る初日の出 （2019・1・1）
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