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しおかぜ保育所、第
四保育所の運動会が行
われました。しおかぜ
保育所では、初めての
運動会。前日は雨でし
たが、当日は天候に恵
まれ雲一つない青空。
子どもたちは元気いっ
ぱいな姿を見せてくれ
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。
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タウン・ギャラリー

寄附金贈呈がありました！
明治安田生命保険相互会社様

９月24日に明治安田生命保険相互会社様から寄
附金41万3,500円が贈呈されました。
この寄附金は明治安田生命保険相互会社様の「地
元の元気プロジェクト」の「私の地元応援募金」に
よるもので、全国の市町村へ寄附を行われています。
町では今後、地域住民の健康づくりや暮らしの充
実に向けた事業に活用する予定です。

旧女川駅舎立体模型を展示
東北電力株式会社様

10月１日に旧女川駅舎の立体模型を東北電力株
式会社様から寄贈していただきました。
寄贈品である「旧女川駅舎」の模型は、
「東日本
大震災から10年目にあたり、震災前の女川町の象
徴的な建物を形として後世に残せないか」と考え、
制作されたものです。この模型を多くの方に見てい
ただくため、庁舎に展示しています。
作者は立体間取り作家のタカマノブオさん。過去
の駅舎の写真などを参考に、作成されました。

除菌・抗菌スプレーを
寄贈していただきました
ニイヌマ株式会社様

10月４日にニイヌマ株式会社の新沼社長が来町

され、除菌・抗菌スプレーの寄贈式が行われました。
新型コロナウイルス感染症などの感染対策が求めら

れる中で、ニイヌマ株式会社様の社会貢献活動の一
環として、除菌抗菌効果が期待できるウイルス対策

用の製品が町へ寄贈され、製品は、多くの子ども達

が利用する学校や保育所の町の施設で使用されます。

防犯意識をポスターで普及

防犯意識の普及・高揚を目的に行っている「令和
３年度女川町防犯ポスターコンクール」
（女川町防犯
協会主催）の審査結果が発表され、表彰式が行われ
ました。入賞者は次のとおり。
●小学校下学年の部（１年～３年生）
入 選：清水綾乃さん（３年）
●小学校上学年の部（４年～６年生）
特 選：鈴木鉄平さん（４年）
準特選：佐藤唯衣さん（４年）
●中学生の部（１年生～３年生）
入 選：佐藤長征さん（６年）
特選：木村凜子さん（３年） 準特選：樫村友里菜さん（２年）
入 選：伊藤京哉さん（４年）
入選：阿部菜花さん（２年）
2

イ

ベ

ン

ト

女川千年の桜並木

案

内

参加をお待ちしています

みんなでさくらの苗木を植樹するデー
11月21日
（日）午前９時～正午

町の花である桜をみんなで植樹しましょう。土運びから鳥居建て、
植栽、
結束、
水やりを行います。
◆集合場所・時間 海岸広場スケボーパーク南側駐車場・午前８時50分
◆持 ち 物 ・ 服 装 軍手、バケツ、飲み物・動きやすい服
◆そ
の
他 事前の申し込みは不要です。前日
（20日）の準備作業にお手伝いしていただ
ける方は、午前8時にスケボーパーク南側駐車場にお集まりください。
◆問 合 せ 先 教育委員会生涯学習課 担当：加納 ☎54-3131内線422

「桜まもりびと」
養成講座

受講者募集

12月４日（土）午前10時～午後２時

女川桜守りの会の藤中郁生さんらを講師に「さくらとは・桜と病害虫」と題した講義と施肥の仕
方などの実習を行います。
◆場
所 女川町まちなか交流館 会議室
◆参加料・募集人数 無料・15名（定員になり次第締め切りとなります）
◆申込み方法 11月26日
（金）
までに、直接・電話などで「氏名・年齢・連絡先」をお知らせください。
◆問合せ・申込み先 教育委員会生涯学習課 担当：加納 ☎54-3131内線422 FAX54-4646

11月９日（

●女川消防署からのお知らせ

秋の火災予防運動を実施します
≪全国統一防火標語≫

おうち時間

家族で点検

火）から1

5日（月）ま

火の始末

これから冬にかけて空気が乾燥し、火災の起こりやすい季節となります。火気の取り扱いには十
分注意し、火災予防にご協力ください。

住宅防火 いのちを守る
のポイント

10
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■４つの習慣

○寝たばこは絶対にしない、させない。
○ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
○こんろを使うときは火のそばを離れない。
○コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

■６つの対策

住宅用火災警報器

10年たったらとりカエル！

住宅用火災
警報器は、製
造 か ら 10 年
を目安に電
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るため、
とても危険です。
定期的に点検ボタンを押す
などして、動作の確認と製造
年月の確認を行いましょう。

○ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
○火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に
点検し、10年を目安に交換する。
○火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具や衣
類、カーテンなどは、防炎品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、
使い方を確認しておく。
○お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を
※消防署や役場が消火器や警報
常に確保し、備えておく。
器の点検販売を委託すること
○防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐる
はありません。
みの防火対策を行う。
◆問合せ先 女川消防署 ☎54-2119

で

11月の女川つながる図書館情報
注

目

の

本

今月のおすすめ一般書

農林水産省職員直伝！日本の美味しい知恵

「食材のトリセツ」 取材協力農林水産省
「チーズは虫歯予防になる」
「リンゴのテカテカはワッ
クスではなく栄養成分が染み出た証拠」などなど！食
材についての役立つ知識を収集。目からウロコの情報
を厳選し紹介しています。

◆他者の靴を履く／ブレンディみかこ
◆赤い日本／櫻井よしこ
◆母／青木さやか
◆ブランド／吉田修一
◆仮面家族／悠木シュン

今月のおすすめ絵本・児童書

◆10代のための資格・検定／大泉書店編集部
◆いちにちだじゃれ／ふくべあきひろ
◆妖怪の子預かります／廣嶋玲子

図書館では利用者の皆さまの健康と安全を考え、感染症拡大の予防に努めています。ご不便をお
かけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
◆開館時間
◆休 館 日

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

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

本年４月30日までにマイナンバーカードの申請をした方へ
～マイナポイントの申請期限は12月までです～
令和３年４月30日までにマイナンバーカードの交付申請した方を対象に、電子マネーカードや
QRコード決済でチャージ、または買い物のご利用金額25％分のマイナポイント
（最大5千円分）を
付与するキャンペーンが行われています。
（マイナポイントの
ずいぶん前の
申請期限は、本年12月末まで延長になりました）
カードもいい
のかしら。

大丈夫ですよ。
今年の４月30日
以 前 か をお 確
かめください。
日中お越しにな
れない方は、夜
間を予約してご
来庁ください。

【夜間も申請できます！】
役場では、開庁時間にお越しになれない方のために、予約
制で、マイナポイント、健康保険証利用の申込み
（マイナンバー
カード必要)とマイナンバーカード申請の支援を行います
（交
付申請書が必要です）
。
夜間延長時間は午後５時15分～７時ですので、支援をご希
望の方は当日の午後４時までに問合せ先までお電話ください。
◆問合せ先

役場企画課情報推進係
担当 木村・中野

☎54-3131内線242

生ごみ処理容器補助金制度のご案内
家庭等から排出される、生ごみの減量化を図る目的で「生ごみ処理容器」を設置する方に次のと
おり補助をします。
交 付 条 件

○女川町内に住所または事業所を有し、家庭等から排出される生ごみの処理のために活用
すること。
○町内に所在する販売業者等から処理容器を購入すること。
○１世帯および１事業者に対し１基。ただし、
簡易式容器については１世帯２個までとします。

補助金の額

電気式の場合
簡易式の場合

購入金額の1/2の額で、限度額25,000円
購入金額の1/2の額で、限度額 3,000円

「生ごみ処理容器」で減量化したものは、家庭菜園等で有機肥料として使えます。
◆問合せ先 役場町民生活課環境係 ☎54-3131内線164・165
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町営住宅

入居者を募集しています

●案内書(申込書)配布・受付期間・配布場所＆申込み先・申込み方法
11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 ☎85-0296
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

間取り

完成年度

ペット

尾田峯住宅

集合 ２戸 2DK
（1戸）
、2LDK
（1戸）

Ｈ13

×

浦宿第一住宅

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

Ｈ25 （1戸）

出島住宅

戸建 ２戸 2DK
（2戸）

Ｈ26

〇

災

指ケ浜住宅

戸建 １戸 3LDK
（1戸）

Ｈ28

〇

害

大原住宅

集合 ２戸 3DK
（2戸）

Ｈ28

×

公

女川住宅

集合 １戸 3LDK
（1戸）

Ｈ29

〇

営

桜ヶ丘東住宅

集合 １戸

Ｈ29

×

尾浦住宅

戸建 ２戸 2LDK
（1戸）
、３LDK
（１戸）

Ｈ29

〇

荒立住宅

集合 ２戸 3LDK
（2戸）

Ｈ29 （１戸）

横浦住宅

戸建

Ｈ29

〇

H15

×

既存
公営

特公賃 浦宿万石浦住宅

●申込資格

1戸

一部〇

2DK
（1戸）

一部〇

3DK
（1戸）

集合 １戸 3LDK
（1戸）

※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
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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～

令和４年度

女川町奨学生を募集します

町内に２年以上居住している健康な高校生・大学生などで、本町教育委員会の定める学力基準を
満たし、かつ、経済的な理由で就学が困難な状態の方に対し奨学金を貸与しています。
◆受付期間

11月１日
（月）
～30日
（火）
※申込要項、採用願は教育委員会教育総務課で配付しています。
※令和４年２月ころに２回目の募集を行
う予定です。
●高等学校
15,000円
●高等専門学校 ※第１～３学年
◆対 象 者 町 内に２年以上居住している健康な高校
以内
●専修学校高等課程
生・大学生などで、本町教育委員会の定
める学力基準を満たし、かつ、経済的な
●高等専門学校 ※第４・５学年
50,000円
理由で就学が困難な状態の方
●専修学校専門課程
以内
●大学（短期大学、大学院含む）
◆採用基準 申込要項に記載の基準
◆貸付金額 右の表のとおり
◆申込方法 教育総務課に備付の採用願に必要事項を記入し、成績証明書、世帯員全員分の所得証
明書、住民票謄本、合格通知書を添付して、期間内に奨学生予定者本人が提出。
◆そ の 他 奨学金貸与を希望する方は、申込前に下記担当までご相談ください。
新型コロナウイルス感染症対策の影響により家計が急変した学生の方で、奨学金貸与
を希望される方についても随時受付しています。
◆問合せ先 教育委員会教育総務課学務係 ☎54-3133

「宮城一斉滞納整理強化月間」です

11月と12月は

皆さんが納めている税金は、教育、社会福祉、道路や河川などの公共施設の整備や維持管理、
警察、消防など行政サービスに必要な、私たちの暮らしを支える大切な財源です。
滞納している税金を放置することは、多くの納期限内に納税した方との間の税負担の公平を欠く
こととなってしまいます。このため、県と県内市町村は11月と12月の２か月間を「宮城一斉滞納整
理強化月間」として、滞納者に対する徴収対策
（文書催告や、勤務先・取引先などへの財産調査、
自宅などの捜索、預貯金・給与・不動産などの差し押さえ、自動車のタイヤロック）
を強化します。
税金は納期限までに、必ず納めましょう。
◆問合せ先

役場税務課納税係
宮城県東部県税事務所
（県税）
宮城県税務課

☎54-3131内線185・186
☎95-1250
（納税第一班）
☎022-211-2326

給湯器・太陽光発電システム設置補助

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

②太陽光発電システム設置補助

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


※所有の町内事業所への設置にも交付（上限500,000円）

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


◆問合せ先 役場町民生活課環境係

※①の補助金は「みやぎ環境交付金」を
活用して補助を行っています。

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

☎54-3131内線164・165
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■ 住宅関連支援制度のご案内

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
負担軽減を図っています。
◆申請窓口

役場企画課定住・土地利用係☎54-3131内線233・234

■ 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。

町 有 地 分 譲 ・ 貸 付 の ご 案 内
町で整備した町有宅地を分譲・貸付しています。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。
●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 ＞ 町有地分譲・貸付のご案内）

◆申込受付期間 11月１日
（月）
～15日
（月） 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
月１日
３年９
令和 ターオープン
ン
新セ

☎54-3131内線233・234

みやぎ結婚支援センター

AIマッチングシステムで、パートナー探しをお手伝いします
個別の出会いの場を提供します
●会員登録制のパートナー紹介を実施
●お相手検索やお見合い申込み、交際のお返事
をご自身のスマホやPC等からいつでも可能
●価値観診断テストに基づき、相性が良いと思
われるお相手をＡＩがご紹介
●センター相談員が会員の活動状況にあわせて
婚活をサポート
◆対 象 者

◆登 録 料


◆登録期間
◆登録方法
7

 0歳から49歳までの宮城県内に
2
在住、在勤または近い将来宮城県
に移住をお考えの方
11,000円
（税込み）
※月会費・成婚料なし

２年間有効
ホームページからお申し込み

イベントでもパートナーを
お探しいただけます

をご利用
ください

●オンラインや対面による婚活イベントも実施
●イベント情報はホームページに掲載
●会員以外の方もご参加可能
●下記ホームページからお申し込みできますの
で、ぜひご応募ください。

ホームページはコチラ

HP https://www.miya-mari.net

みやぎ結婚支援センター
仙台市青葉区中央2丁目11-19仙南ビル5階
営業時間／午前11時～午後7時
定休日／火曜日・水曜日・年末年始
問

（祝日の場合は営業，翌平日を定休日とします）

※宮城県が委託で設置したセンターです。

ＴＥＬ／022-797-3083

女川原子力発電所等町民団体見学会 【参加者募集】
町では、原子力発電所や原子力災害発生時の広域避難先を実際に見学していただき、
原子力発電および広域避難に関する知識を深めていただくことを目的に、関係施設を視察・
見学される町民団体を募集します。
◆募集団体
◆参加資格

３団体
１団体５名以上20名以内の団体で、参加者は町内に在住または勤務している
方とします。
◆内
容 次のいずれかからお選びください。
①安全対策の概要説明および女川原子力発電所構内の見学
②広域避難の概要説明および広域避難ルート
（栗原市など）
、避難施設の視察
◆日
程 見学先施設と調整のうえ、決定します。
◆参 加 費 無料 ※昼食が必要な場合は、町で準備します。集合場所から見学先までは、バスを用
意しますが、集合場所までは各自でお集まりください。

◆持 ち 物

内容が①の場合のみ、顔写真付きの身分証明書

（顔写真付きの身分証明書は、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートのいずれか）

◆そ の 他

 学会終了後は、アンケートにご協力ください。見学会には町職員が随行し
見
ます。
新型コロナウイルスの感染状況により、申込み後においても事業を中止とす
る場合があります。
◆申込み・問合せ先 役場企画課原子力対策係
☎54-3131内線253

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

日時

相談担当

会場

思春期・
引きこもり相談

11月11日（木） 畠山 幸博
午後１時～５時 （精神保健福祉士）

その他の精神保健福祉
相談

11月18日（木） 伊藤 健太郎
午後２時～５時 （精神科医・いとう心療クリニック）

アルコール関連問題等
相談

11月19日（金） 斎藤 光央
石巻合同庁舎2階
午前10時
（精神保健福祉士・東北会病院） 一般診察室
(石巻市あゆみ野５-７)

～午後３時

◆問合せ・申込み先

石巻合同庁舎2階
一般診察室

(石巻市あゆみ野５-７)

石巻保健所
（東部保健福祉事務所）
母子・障害班☎95-1431
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Information

今月のお 知らせ
税務署からのお知らせ
「税を考える週間」
11月11日（木）～17日
（水）は「税を考える
週間」です。テーマは「くらしを支える税」で、
下記日程では、税のPRコーナーなどのイベン
トや「税の絵はがきコンクール」選考会を行い
ます。
◆日
時 11月13日
（土）
午前10時30分～
◆場
所 イオンモール石巻 海の広場
◆主催（共催） 公益社団法人石巻法人会 女性
部会（石巻地区租税教育推進協
議会・石巻間税会・石巻税務署）
◆問合せ先 公益社団法人石巻法人会事務局
☎93-6704

困りごとはありませんか？
くらしのなんでも相談会
士業・専門家が連携し、生活に関連する悩み
を解決するためのワンストップの相談会を開
催します。
（参加予定専門家：税理士、行政書士、
土地家屋調査士、建築士、解体工事業者、宅地
建物取引士）
◆日

時

11月26日
（金）
午前10時～午後４時
◆場
所 イオンモール石巻１階 緑の広場
◆相 談 料 無料
◆問合せ先 宮城県行政書士会事務局
☎022-261-6768

おらほの女川食堂
小・中学生は参加費無料（申込不要）
◆日

11月27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 楽
 しくたこ焼きを作ろう！
◆問合せ先 「おらほの女川食堂」事務局




時

（NPO法人きらら女川）

☎98-8062

※新型コロナウイルス感染症対策のためマスク
の着用をお願いします。また感染状況により
中止する場合があります。
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町民バス
11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）
11月６日
（土）
、７日
（日）
、20日
（土）
、21日
（日）
◆運
賃
無料 ※試験運行中のため

“守りたい故郷があります”
自衛官等採用情報


※詳しくはお問い合わせください。

●自衛官候補生
◆応募資格
◆受付期間

18歳以上33歳未満の方
年間を通して行っています

●陸上自衛隊高等工科学校生徒（推薦・一般）

◆応募資格
○推薦…男子で中卒（見込含）17歳未満の成績
優秀かつ生徒会活動等に顕著な実績
を修め、学校長が推薦できる方
○一般…男子で中卒（見込含）17歳未満の方
◆受付期間
○推薦…11月１日
（月）
～12月３日
（金）
○一般…11月１日
（月）
～

令和４年１月14日
（金）
◆試 験 日
○推薦…令和４年１月８日
（土）
～11日
（火）
○一般…令和４年１月22日
（土）
、23日
（日）


※いずれも１日を指定されます。

●貸費学生
◆応募資格


大学の理学部・工学部などの３・
４年次等

※詳細は石巻地域事務所にお問い合わせください。

◆受付期間
◆試 験 日

令和４年１月14日
（金）
令和４年１月29日
（土）

◆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

Information

今月のお 知らせ
石巻広域消防本部からのお知らせ
各種講習のご案内 受講料無料
●第２回上級救命講習
（一般公募）
◆講習日時
◆受講対象
◆定
員
◆申込期間
◆申込方法

11月21日
（日）
午前８時30分～午後５時30分
16歳以上
先着20名
11月１日
（月）
～11日
（木）
平日午前８時30分～午後５時
各 消防署または石巻消防ホーム
ページから申込用紙を取得して各
消防署へ申込みください。

※第２回上級救命講習の再講習の方は、受講申請時
および講習当日に修了証を持参してください。

●患者等搬送乗務員定期講習


◆講習日時

◆受講対象

◆定
員
◆申込期間
◆申込方法

（２年毎の再講習該当者）
１回目：11月24日
（水）
２回目：11月25日
（木）
いずれも午前９時～正午
平成30年11月に定期講習または
12月に基礎講習を受講し適任証
の交付を受けている方
（昨年有効
期限が１年延長となった方）
各回10名
11月１日
（月）
～11日
（木）
平日午前９時～午後５時
石巻広域消防本部警防課および石
巻消防ホームページから申込用紙
を取得して石巻消防本部警防課に
申込みください。

≪共通事項≫
◆講習場所 石巻広域消防本部２階会議室


◆そ の 他

（石巻市大橋1丁目1-1）

 型コロナウイルス感染症感染拡
新
大状況により中止にする場合があ
ります。

◆問合せ先
石巻広域消防本部警防課 ☎95-7433
石巻広域消防ホームページ
（ HP http://isyoubou.jp/）

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！

女川町企業立地優遇制度
があります
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
事業所で事業を開始する日の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

サン・ファン館
11月のイベント情報
●特別展
ＴＥＮ
「牡鹿半島・海と浜のトリビア１０」

牡鹿半島の歴史や民俗、特に海に関するト
ピックを１０の「トリビア」に分け、現地で収
集された貴重な資料とともに紹介します。
◆開催期間 12月20日
（月）
まで

※好評により期間延長
◆場
所 サン・ファン館企画展示室

●サン・ファン・バウティスタパーク
冬のイルミネーション

サン・ファンパークが色とりどりのイルミ
ネーションに彩られ、冬の憩いの場となります。
◆日

時

11月１日
（月）
～１月31日
（月）
午後４時30分ごろ～８時30分ごろ

●
「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

コンクールの全応募作品を展示します。テー
マに沿って描かれた力作が並びます。
◆開催期間 11月27日
（土）

～令和４年１月16日（日）
所 サン・ファン館
◆場
※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
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無料人権相談

一日行政相談

時…12月６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165

時…12月６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

◆日

●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 11月17日（水）
○女川町勤労青少年センター

11月10日、24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

全国一斉

◆日

●裁判員制度についてのお知らせ
名簿記載通知が発送されます
裁判員制度は、スタートから10年以上が経過し、
令和２年12月までに約10万人の方が裁判員・補充
裁判員として裁判に参加されています。
令和４年１月１日時点で20歳以上の方で、令和
４年の裁判員候補者名簿に登録された方には、11
月中旬に名簿に登載されたことの通知
（名簿記載通
知）が送られます。この通知は、令和４年２月頃か
ら約１年間の間に裁判員に選ばれる可能性があるこ
とを事前に伝え、あらかじめ心づもりをしていただ
くためのものです。この段階では裁判員候補者に選
ばれたわけではありませんので、すぐに裁判所に行
く必要はありません。
詳しくはウェブサイトをご覧ください。
◆裁判員制度について
https://www.saibanin.courts.go.jp/

「女性の人権ホットライン」強化月間
仙台法務局および宮城県人権擁護委員連合会では、11
月12日(金)から18日(木)までの７日間を全国一斉「女性
の人権ホットライン」強化週間と定め、時間を延長して
相談電話を開設します。
夫やパートナーからの暴力やストーカー行為、職場で
のセクシュアル・ハラスメント、家族間での問題など、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。

◆開設時間

・11月12日
（金）
、15日
（月）
～18日
（木）
・11月13日
（土）
、14日
（日）

◆相談先電話番号
◆事前の問合せ先
11

午前８時30分～午後７時
午前10時～午後５時

０５７０－０７０－８１０（ナビダイヤル）

相談は無料で、予約は不要です。秘密は固く守ります。
仙台法務局人権擁護部 ☎022-225-5743

経済産業省
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

８月分…2021年９月１日から10月31日
（日）
まで
９月分…2021年10月１日から11月30日
（火）
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

宮城県時短要請等関連事業者支援金
（４～５月分 および ８～９月分）

県では、緊急事態措置・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た事業者で、国の支援制度
の対象にならない事業者に対し、支援金を給付しています。
◆対 象 者

売上が前年または前々年の同月比で30％以上50%未満減少している事業者

◆給 付 額

法人20万円、個人事業者10万円

※休業や営業時間短縮の要請を受けた飲食店と直接の取引がない場合でも、外出の自粛
による直接的な影響を受けたなどの要件を満たせば、業種を問わず対象となります。

◆申請期限

令和３年11月30日
（火）
（当日消印有効）
※ただし、予算上限に達する見込みとなった場合、受付を終了する場合があります。

◆申請方法

必要書類を準備・記入の上、下記へ郵送ください。
〒980-8790 仙台中央郵便局 私書箱第16号
宮城県時短要請等関連事業者支援金事務局 あて

◆問合せ先

宮城県時短要請等関連事業者支援金事務局
URL https://miyagi-jitan-sien.jp/
☎050-3821-4180
（平日午前９時から午後５時まで）
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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 !
女川町内から出たごみ（家庭や事業所から出された一般廃棄物）の量と、それを処理するためにか
かる経費についてお知らせします。ごみに対する知識・理解を深め、ごみの分別や減量化、再資源
化につとめましょう。

町内から排出されたごみの量と処理内訳
※令和２年度実績。不法投棄や海岸への漂着ごみ等の回収分は含みません。

●町内から出たごみの量

●女川町分のごみを燃やした量

2,840 トン

1,765トン

２㌧の収集車で1,420台分

２㌧の収集車で883台分

町民１人１日あたり約1.2㌔のごみを
出したことになります。
※コンビニ袋のごみ、約４袋分


●資源として再利用した量

297 トン

※町内から出たごみの約62.1％

●埋め立てたごみの量

312トン

※町内から出たごみの約10.5％

※町内から出たごみの約11.0％

町内から排出されたごみを処理するためにかかった経費
※令和２年度の決算額で、不法投棄や海岸漂着物処理等の費用は含みません。

●ごみ処理に
かかった総経費

1億6,926万円

●ごみ１トンあたりの経費

６万円

●１世帯あたりの負担額

5万5,000円

●町民１人あたりの負担額

2万7,000円

ごみを処理するにはたくさんのお金がかかります。また、燃やせるごみは、石巻広域クリーンセ
ンターへ運んだ量（重さ）で女川町分の負担金が決まりますので、できるだけごみを減らす工夫を心
がけましょう。
例えば、食材は使い切り、毎日の食事は残さず食べ、生ごみは十分に水を切って捨てましょう。
カレンダーや包み紙・菓子箱などの紙類は、資源物として分別しましょう。
◆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

見本
見本
◆使用有効期間 １１月１日
（月）
～令和４年１月３1日
（月）
◆そ
の
他
商品券の配達完了には１～２週間程度かかります。郵便局の不在通知などのお問い合わ
せは、直接郵便局あてにご連絡いただき、郵便局から商品券のお受け取りをお願いしま
す（役場では商品券の配達・保管を行いません）
。
◆発
行 役場産業振興課商工労働係 ☎54-3131内線681・682
◆問 合 せ 先 女川町商工会 ☎53-3310

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

女川町旭が丘二丁目38-2

☎ 090-7937-1043

代表 木村 太悦

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
【令和3年 高校入試合格実績】
●石巻高校
２名
●石巻工業高校
●宮城水産高校 １名
●女川高等学園

２名
１名

ご不明な点はお電話にて お気軽にご相談ください。
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女川町経済活性化商品券事業
女川町コロナ対策商品券事業 について
新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ町内の消費活動の活性化を目的として、
女川町内のすべての町民に商品券を配布し、町内消費活動の活性化を図ります。配布した商品
券は、女川町内の当該商品券取扱加盟店でご利用ください。

◆配 布 対 象 者

・令和３年９月末時点本町に住民登録をしている方
・令和３年９月末時点の全世帯
・令和３年12月31日までに出生届を提出し、住民登録を受けた新生児

◆配 布 商 品 券
【交付型】 町民１人5,000円分＋１世帯5,000円分
（それぞれ1,000円×５枚）
。
利用案内および商品券をゆうパックまたは簡易書留で郵送します。
【割増型】 10割増商品券を販売します
（5,000円分の商品券を2,500円で販売）
。
・購入上限は、１人１セットで購入券を交付型商品券に同封します。
・割増型商品券の販売は、10月30日～11月14日
（日）で、先行して町民に販売
し、販売状況により購入上限を検討のうえ、一般へも販売します。
・販売場所は女川町まちなか交流館です。
（11月９日
（火）
は休館日）
・販売時間は平日午前10時～午後６時
（休日は、午後4時まで）
・詳細は商工会からのチラシにて確認してください。
◆利用可能店舗

 川町内の当該商品券取扱加盟店で使用できますが、交付型と割増型で利用
女
可能店舗が異なります。

【交付型】県外に店舗を展開する全国チェーン店以外で利用可能
※ただし、地元資本によるフランチャイズ店、ボランタリーチェーン店は利用可能。
【割増型】全ての加盟店で利用可能
対象店舗の一覧は、商品券と一緒に同封して郵送します。また、女川町公式ウェブサイト
でもご確認できます。

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！

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
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☎0225-53-2739
080-2824-6214

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

女川町国民健康保険では、国保被保険者の健康に対する関心を高めていただ
きながら、国保事業の健全な運営を目的とするため、
次のとおり「健康優良世帯」
に対して記念品を贈呈しています。

記念品

●国民健康保険優良世帯への記念品贈呈について

「健康優良世帯」とは？
①令和２年３月から令和３年２月までの間、国保被保険者の受診履歴がなく、
令和３年９月30日までに納期の到来している国民健康保険税を完納している世帯。
②無受診期間は、被保険者数１人世帯においては連続２ヶ年以上、２人以上の世帯においては、
１ヶ年以上としています。
③令和３年９月30日現在において、国民健康保険資格を有している世帯。
なお、今年度の「健康優良世帯」は８世帯でした。医療費の増加は、みなさんが負担する国民健
康保険税にも影響します。年に１回は健康診断を受検し、ご自身の健康チェックを行いましょう。


◆問合せ先

役場町民生活課国保年金係

☎54-3131内線152

国民年金加入者の方へ
●「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます


～年末調整・確定申告まで大切に保管してください～

国民年金保険料は、所得税法および地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた
場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、令和３年１月〜12月に納められた保険料の全額です。過去の年度分や追
納された保険料も含まれます。また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者やご家族
（お子さんなど）
分の国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も併せて控除が受けられます。
この社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料
を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。そのため、令和３年１月１日〜９月30
日の間に国民年金保険料を納付した方には、11月以降に日本年金機構から「社会保険料
（国民年金
保険料）控除証明書」が送付されますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書
を添付してください（令和３年10月１日〜12月31日の間に、今年初めて国民年金保険料を納めた
方へは、翌年の２月以降に送られます）
。

▶▶▶11月は「ねんきん月間」

〈11（いい）月30（みらい）日は「年金の日」
です〉
厚生労働省では、「国民お一人おひとりに、ねんきんネット
等を活用しながら、老後の生活設計に思いを巡らせていただく
日」として、11月30日を「年金の日」としました。この機会
に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の年金記録と年金受給見込額を確認
し、未来の生活設計について考えてみましょう。
「 ね ん き ん ネ ッ ト 」 に つ い て は、 日 本 年 金 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ（ HP http://www.
nenkin.go.jp）
でご確認いただくか、石巻年金事務所へ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
石巻年金事務所 ☎22-5115
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住民登録
●戸籍謄本等証明書を取得するには
戸籍は本籍地の市区町村で交付されます。このため本籍が女川町にある人だけが申請でき、他市
区町村に本籍がある人は女川町では交付申請ができません。
交付申請をするときは、次の点に注意してください。

注

意

点

①本籍・筆頭者は正確に記入してください。戸籍の筆頭者とは、戸籍の一番初めに記載されている
人を言います。すでに筆頭者が亡くなっていても、変わりません。
②謄本（全部のもの）と抄本（個人のもの）がありますので、あらかじめ提出先に確認のうえ、申請し
てください。
③親子（直系）以外の戸籍を申請する場合は、使用目的も記入した本人からの委任状が必要です。例
えば、子が結婚して新しい戸籍ができた場合、親が子の戸籍謄本
（全部のもの）は申請できますが、
子の配偶者の戸籍抄本
（個人のもの）
は委任状を必要とします。
④戸籍には、このほかに除籍・改製原戸籍がありますが、申請は原則直系の方に限られます。親族
でも委任状が必要となります。

申請に必要なもの
①本人確認書類（窓口においでになる方の分）
運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、パスポートなど
※上記のものをお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳など２種類以上
②親子（直系）以外の方が申請する場合、委任状


◆問合せ先 役場町民生活課住民登録係

☎54-3131内線153

生活支援
●宝くじの助成金で女川町浦宿二区会の地区交流活動の推進
今年度、一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事
業として、女川町浦宿二区会が地区行事に活用する備品を購入し、地
域交流活動の推進を図っています。
この事業は、宝くじの受託事業収入を財源として実施しているコミュ
ニティ助成事業を活用し、住民が自主的に実施するコミュニティ活動
の充実と促進を図ること、また地域社会の健全な発展と住民福祉向上
に寄与する目的で実施されているものです。
今回購入した備品は、夏祭りや地区清掃活動などの行事で活用される予定です。

◆三方幕㊧発電機㊨

 ント２式、三方幕２式、加重プレート６個、折りたたみ椅子30脚、会議用テーブル
◆購入備品 テ
10個、ベンチ３台、発電機１台、サイクロン掃除機１台、テレビ１台、テレビスタン
ド１台、ガーデンパラソル１個、ガーデンテーブル１個、ガーデンチェア１セット
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◆問合せ先 役場町民生活課生活支援係

☎54-3131内線165

健康福祉課からのお知らせ

保健だより

健康づくり講演会

あなたの血圧大丈夫？高血圧の最新情報！
ご自分の健康状態を知っていただくため、
「あなたの血圧大丈夫？高血圧の最新情報！」と題し
て健康づくり講演会を開催します。
◆日
◆会
◆講

時
場
師

11月30日
（火）
午後１時50分～３時 ※午後１時30分から受付開始
女川町生涯学習センターホール
医師 伊藤貞嘉先生
（東北大学名誉教授、公立刈田綜合病院特別管理者）
高血圧・腎臓学が専門で、最近ではNHK番組「きょうの健康」など多数のメディアに
も出演されています。
◆感染症対策 マスク着用での参加をお願いします。体調が悪い、体温が37.5℃以上の場合は欠席
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132

ウエルネスプログラム参加者募集
幼児、小・中学生の保護者向け

ご家庭の状況に合わせた食生活改善のためのヒントやお子さんの年齢に沿った健康的な食生活を
学べる保護者向けのプログラムです。
◆期
間 11月25日
（木）
～12月25日
（土）
◆参加条件 ①幼児、小・中学生の保護者
②「LINE」によるコミュニケーションが可能な方
◆講
師 管理栄養士・ウエルネスコーチ 鶴田 麻里子
◆費
用 無料
（約３万円分）
◆募集定員 ５名
（定員に達し次第締め切り）
◆申込期限 11月18日
（木）
◆申込み・問合せ先 NPO法人 Local Life Design 原田 ☎080-3774-0602
Mail haradannao0602@gmail.com

健診などで自分の体を把握していますか
「セルフメディケーション」について

セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当
てすること」です。
セルフメディケーションを行うには、健診などで自分のからだの状態を定期的に把握することや、
病気や薬についての正しい知識を身につけることなどが必要です。また、普段から適度な運動、栄
養バランスのよい食事、十分な睡眠を心がけ、日頃から健康を意識しましょう。あわせて、軽い体
調不良の際には、薬局・ドラックストアなどで市販されているOTC医薬品を上手に使って自分自
身で健康の維持や病気の予防・治療をすることもセルフメディケーションの一つです。
これら、セルフメディケーションを行うことによって、健康の維持、生活習慣病等の予防や改善・
重症化予防、健康寿命の延伸を目指すこととなり、結果的に医療費の増加を防ぐことにつながります。
しかし、健診結果で数値がよくない場合はそのままにせず、適切に医療機関を受診したり、分か
らない時は、自己判断せず医師や薬剤師など専門家の指導を受けながらセルフメディケーションを
行いましょう。


※OTC医薬品とは…薬局やドラックストアなどで処方箋なしに購入できる医薬品のこと
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「フードバンク」をご存じですか？
食べ物を無駄にしない仕組み

●フードバンクとは？

日本における「食品ロス」は年間600万トンと言われています。そのうち約276万トンが、ご
家庭から生じています。そういった食料を、無駄なく活用する取り組みが「フードバンク」です。
何らかの理由で余った食品を企業や住民の方から寄贈を受け、
「食」の支援を必要としている世
帯や福祉関連の施設・団体などへ無償でお渡しする活動が、全国的に広がっています。
さらにフードバンク活動には、「フードドライブ」というものがあり、ご家庭に眠っているい
ただきものや、買いすぎてしまった食品を持ち寄り、フードバンク団体へ提供する社会貢献活動
があります。

●フードバンクの実施場所

現在女川町社会協議福祉会でフードバンクいしのまきと協働により地域福祉センター内に
「フードドライブ」コーナーを設け、取り組んでいます。
そこで、期間限定で女川町役場庁舎内に「フードドライブ」コーナーを設け、そこへ食品等を
入れるボックスを設置しておりますので、ぜひ皆さんもご家庭に眠っているいただきものや、買
いすぎてしまった食品などがありましたら、ご協力をお願いいたします。
（月）
～11月15日
（月） ※午前8時30分～午後５時 土日祝除く
◆設置期間 11月１日
◆設置場所 役場庁舎内１階 総合案内前

【提供していただきたい食品 （例）】

◦穀類（お米・麺類・小麦粉など） ◦保存食品
◦調味料
（みそ・しょうゆ）
◦飲料類や菓子類
◦インスタント食品やレトルト食品 ◦粉ミルク・離乳食
◦のり・お茶漬け・ふりかけ類
◦贈答品
（お中元・お歳暮など）

【受付できないもの （例）】

◦開封された状態のもの ◦アルコール類 ◦賞味期限まで１か月以内のもの
◦自家製品（漬物など） 冷凍・冷蔵を要するものについてはお問合せ下さい。

このフードバンク活動には、地域の企業・町民のみなさまの協力が不可欠です。
ご協力をお願いいたします。
◆問合せ先

広告
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◦一般社団法人フードバンクいしのまき ☎98-5996
石巻市駅前北通り４丁目10－26－3
Mail ishinomaki.fb@gmail.com
◦社会福祉法人 女川町社会福祉協議会 ☎53-4333
女川町鷲神浜字堀切山107-17
（女川町地域福祉センター内）

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！

第６回

◦防災、災害時の避難要支援者への支援、
感染症対策への取組みを強化します◦
近年、全国的にも台風や地震などの自然災害が増加
しており、計画的で緊急的な体制の検討が課題になっ
ています。
また、世界的な新型コロナウイルス感染症のまん延
により、日常生活の変化を余儀なくされる状況が続い
ています。
本町でも、国や県、近隣市町とも連携した取組みと
して、感染症対策の周知啓発や健康づくり支援、また
高齢者や障害者に必要なサービスが安定的に提供され
るよう支援策を講じています。

本計画での取組み
＜感染症対策や災害対策の更なる充実＞
感染症対策の充実

町民への啓発、介護事業所との協力を図り、県や周辺市町と連携し対応体制の
充実を図ります。

災害時要支援者
支援体制の構築

女川町防災計画に基づき災害時要支援者名簿を整備し、併せて要援護者個別支
援計画の作成を進め地域と共有する仕組みづくりを検討します。名簿は暫時更
新され、地域で災害時要支援者が速やかに避難できる体制を構築します。

福祉避難所
受入体制整備の検討

災害時に重度要介護高齢者等に対応できるよう、協定を締結した福祉施設と災
害時における福祉避難所運営及び緊急入所の受け入れ体制を構築するとともに、
一般避難所の福祉避難スペースで応急的な対応ができるよう検討します。

＜緊急時や防犯への支援＞
緊急通報システム
設置事業

65歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢夫婦世帯等を対象に緊急通報装置を貸与
することで速やかな安否確認ができるようにし、緊急時には通報管理センター
が協力員や役場と連絡をとり、迅速かつ適切な対応を図ります。

防犯・防災・
交通安全対策の推進

関係機関と連携を深め、防犯・防災体制の整備に努めます。また、民生委員を
中心とした地域見守り活動、行政区における自主防災組織づくりを支援します。
65歳以上のひとり暮らし世帯及び65歳以上のみの世帯を対象に、万一の際に

救急医療情報キット 迅速な救命活動に役立つよう、健康不安を抱えている方に救急医療情報キット
（㊦写真）を配布します。利用者は病歴、緊急連絡先等の情報を記入した用紙を
の配布
キットに入れ、冷蔵庫といった目につきやすい場所に保管します。

◆救急医療情報キット
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令和３年度
宮城県8020よい歯コンクール結果
保健衛生思想の向上を目指し健やかに食する
歯科保健の大切さを広く県民に啓発するととも
に、80歳で自分の歯を20本以上保とうという
8020運動推進の一環として実施された本コン
クールで本町から２名が見事入賞されました。
おめでとうございます！
来年度もコンクールを実施予定のため、ぜひ
ご参加ください。
▪公益財団法人8020推進財団理事長賞
橋本 光子さん
▪8020賞
佐藤 孝子さん

歯のなんでも電話相談
コロナ禍の中で、お口や歯の状態で不
安ごとや、日常での歯に関する疑問や家
族の口腔ケア方法、また歯科医師・歯科
衛生士・歯科技工士の職業に関する質問
まで電話で相談を受け付けます。
◆日

時

11月27日
（土）
午前10時～午後４時

◆主
催
「保険でより良い歯科医療を」
宮城の会

◆電話番号 ☎022-265-1667
(問合せ先)
宮城県保険医協会内

女川町

子 育 て支援 センター
11月の行事予定
※問い合わせ、予約は
子育て支援センターまで。

役場１階
☎24-9341

◆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

●土曜開館

日 時 11月６日（土）午前９時～11時30分
内 容 自由遊び
持ち物 飲み物

●子育てセミナー・子どもの発達について

日 時 11月17日（水）午前10時30分～
内 容 子供の発達や愛着について臨床心理士のお話を聞いてみませんか
講 師 臨床心理士 佐々木清美氏
予 約 要 ７組程度
申込み期間 11月９日（火）～15日（月）
持ち物 飲み物

●出張子育て支援センター「遊びにおいでよ」

日 時 11月24日（水）午前10時30分～
内 容 身長・体重測定や栄養相談をしたり親子で楽しく遊びましょう
会 場 女川町勤労青少年センター
予 約 要 ７組程度
申込み期間 11月16日（火）～22日（月）
持ち物 飲み物
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女川町地域医療センターからのお知らせ
医療放射線被ばくについて
1895年11月にレントゲン博士がエックス線を発見してから120年以上が経過し、現代医学では
病気の診断から治療まで放射線利用が必要不可欠となっています。
診療のために放射線を使う場合、患者様への利益の大きさが放射線のリスクの大きさを上回る
場合のみ認められることが大原則です。
（医療放射線被ばくの正当化といいます）

利益とは．
．．

★画像診断・・・・病気を見つけ、病気の状態を知る
★放射線治療・・・放射線を用いて、がん細胞を死滅させる

被ばく線量の最適化

医療で使用する放射線は、被ばく線量をできるだけ少なくし、
診療に適切な線量の管理を行っています。

病気の早期発見・早期治療のために

検査の目的についてきちんと説明を受け、納得したうえで検
査を受けましょう。

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

11月の

外来診療科・診療日
総合診療

※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

小児科

診
療
科

午前

午後

午前

午後

月

●

●

●

火

●

●

水

●

木

心療
内科

眼科

整形
外科

皮膚科

午前

午前

11月の巡回診療

※予約制

出島集会所

５日㈮・1 7 日 ㈬

江島集会所

1 0 日㈬

予約制です。
外来受付までご連絡ください。

午後

午後

●

−

−

−

−

イブニング外来について

●

●

※●

−

−

−

−

●

●

−

−

−

−

日時：11月５・19日
（金）
受付：午後４時30分～６時30分

●

●

●

●

−

※●

●

−

金

●

●

●

●

−

−

−

●

土

●

−

●

−

−

−

−

−

（午後４時まで）

■総合診療外来

・今月の土曜診療日は11月13日・27日です。
（第１・３土曜日は休診）

・小児科医師による診察は水曜日のみ、受付時間は午後４時までとな
ります。乳児健診の方は水曜日にお越しください。
水曜日以外は総合診療及び内科医師の診察となります。
・当面の間、水曜日午後の総合診療は休診となります。

※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。

予防接種（インフルエンザ含む）の
受付は午後6時まで

老人保健施設だより
家業が忙しい時期だけや、
寒い時期だけなど、短期間で
のご利用もできます。
ご相談などがありましたら、
お気軽にご連絡ください。
〔担当〕支援相談員 及川・鶴岡

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

地域包括支援センターだより
今月の

テーマ

高齢者への虐待が年々増えており、令和元年度に家
族や親族による虐待と判断されたケースは、全国で1
万6千件を超えています。

高齢者虐待とは…
●身体的虐待
つねる、なぐる、蹴る、ベッドに縛り付けるなど

●心理的虐待
暴言や無視、子ども扱いする、恥をかかせるなど

●介護放棄（ネグレクト）
劣悪な環境で放置する、十分な食事を与えないなど

●経済的虐待
本人のお金を無断で使う、必要なお金を使わせないなど

●性的虐待

11月の介護予防
地域遊びリテーション
地

区

高齢者虐待は、ささいなことが積み重なって
問題が深刻化する傾向があります。

石

浜

１日
（月）午前９時30分

上

１

１日
（月）午後１時30分

大

沢

８日
（月）午後１時３0分

介護を一人で抱え込み気持ちに余裕がなくなったり、誰
にも相談できず孤立してしまったりすることで、虐待に
つながることがあります。

◎虐 待を未然に防ぐには、普段か
ら地域で声をかけあい、高齢者
とその家族が孤立しないように見守ることが大切です。
◎
「虐待の可能性がある」
「何かおかしい」と思ったら、
役場または地域包括支援センターにご連絡ください。

回

第３

日

場 所
内 容
講 師
対 象
申込み

11月17日（水）
午前10時～11時30分
地域福祉センター
「認知症の対応について」
デイサービスふらっとおながわ 職員
在宅で介護をされている方
11月15日（月）までご連絡ください。
地域包括支援センター☎53-2272
※感染予防のため定員15名とさせていただきます。

Information インフォメーション

女川町地域包括支援センター
☎53-2272

（地域福祉センター1階、
地域医療センター向かい）
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時

女川北

９日
（火）午前９時30分

浦宿２

10日
（水）午後１時30分

★ミニ体力測定

上

２

11日
（木）午後１時00分

小

乗

15日
（月）午前９時30分

★ミニ体力測定

針

浜

15日
（月）午後１時30分

女川南

22日
（月）午前９時30分

西

30日
（火）午後１時30分

ふれあいサロン
地

家族介護者交流会のお知らせ
時

日

区

浦宿３
清 水

日

時

10日
（水）午前９時30分
16日
（火）午後１時30分

もの忘れよろず相談所

ほっとカフェ開店日のお知らせ
日
場

時：11月18日
（木）
午後１時30分～３時
所：うたごえ喫茶そらおと
（女川駅前商店街内）

参加費：100円

★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）

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。

・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。
・マスクの着用をお願いします。

本人の嫌がる性的な行為をするなど

高齢者虐待を防ぐには…



※感染状況により、
変更あり。

消費生活情報館
●アナログ回線に戻す契約のはずがサポート契約に！？
事例

大手通信会社のサポートセンターを名乗る事業者か
ら「アナログ回線に戻さないか」と電話があった。今
は誰もインターネットを使っていないので、ちょうど
いいと思い契約した。しかしその後、毎月サポート料
金として約３千円引き落とされていることが分かり、
確認すると１年縛りでサポート契約をしているとのこ
とだった。解約を申し出ると、今解約するとキャンセ
ル料が発生すると言われた。

＊アドバイス＊
●大手通信会社の名前を出していても、実際は関係のない事業者が勧誘をしているケースがあります。
勧誘を受けた事業者名をしっかり確認しましょう。
●知らないうちに、回線の切り替えには、必要のないサービスの契約を結んでいるケースもあります。
勧誘を受けた際は、費用やサービス内容、解約条件などをよく確認し、必要ないと思ったらきっぱ
り断りましょう。
●光回線をアナログ回線に戻す場合には、現在の契約先や回線事業者に問い合わせましょう。

●圧力鍋の使用に注意！
ふたや内容物が飛ぶことも！
圧力鍋は調理に便利な一方で、正しく使わないと、思わぬ事故
が起きることがあります。必ず取扱説明書に従って使いましょう。

事例

約15年前に購入した圧力鍋で豆を煮ていたところ、突
然大きな音とともにふたとおもりが飛び、顔と頭を縫
うけがをした。圧力鍋のふたの手入れが不十分だった
可能性がある。

＊アドバイス＊
●蒸気口など圧力調整部分が詰まった状態で使うと、ふたが飛んだり内容物が噴き出したりすること
があります。使用前は、異物が詰まっていないか、ふたがしっかり閉まるかなどを確認しましょう。
使用後の手入れもしっかり行いましょう。
●亀裂などの劣化がみられるパッキンは使わず、新しいものと交換してください。
●豆類などの皮のある食品やカレー・シチューなどの粘性の高い食品は、圧力調整部分に詰まる可能
性があります。取扱説明書などで分量や調理方法を確認してください。
●圧力鍋を購入する際は、国が定めた安全基準に適合していることを示すＰＳＣマークや、電気圧力
鍋の場合は、合わせてＰＳＥマークの表示があるか確認しましょう。

＊消費生活相談員からひとこと＊

秋も深まり、暖房が恋しい季節になってきました。石油ファンヒーターなどは点検して、古い石油
は使わないようにしましょう。安全に気持ちよく使いたいですね。

＊＊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）

（９月10日～10月14日）

施設名

測定値

しおかぜ保育所所庭（0.5m）

0.04

第四保育所所庭（0.5m）

0.05

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）

空 間 放 射 線量率の測定結 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 の 校 庭、
保育所の
所 庭、 女
川町庁舎
前などの
空間放射
線量率を
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。９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
31種類75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

※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。



を行っています

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

放射線に関する正しい知識を身に付けよう！

空間放射線ってどうやって測るの？

町では女川町庁舎や学校などの空間放射線量を測定していますが、この空間放射線量はどの
ようにして測定しているのでしょうか？
測定に使うのは「Radi PA-1000」という簡易型放射線測定器です。これは電源を入れるだ
けで簡単に空間の放射線量を測定できる便利な機械です。
測定方法は…
②線量を測定する場所
③表示される数値を読
①電源を入れる
に測定器を固定する
み取る

という簡単な操作です。ただし、
１回だけの測定では正しい値かどうか分かりません。そのため、
１分おきに５回測定し、その平均値を測定結果としています。

お知らせ

測定結果は、放射線・放射能に関するポータルサイト「みやぎ原子力情報ステー
ション」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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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

JFL昇格
へ！

Vol.22

いよいよ11月12日にJFL昇格を懸けた戦いである全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2021
が開幕します。大会は、１次ラウンドで出場１２チームを４チームずつ３グループに分けリーグ戦
を行い、各グループ１位の３チームと各グループ２位の中で、成績最上位チームの計４チームが決
勝ラウンドに進出します。決勝ラウンドでは４チームによるリーグ戦を行います。その上位2チー
ムがJFLの最終順位によって、JFL下位２チームとの入替戦に臨みます。険しい道のりですが、JFL
昇格のために戦い抜きます！試合はYouTubeを使った中継が行われる予定です。
■ 全国地域チャンピオンズリーグ２０２１への意気込み
コロナ禍で無観客試合が続いて皆
さまの前でプレーすることができ
ていませんが、スポンサーさま、
サポーターの皆さま、就業先、色々
な方々からの支援、サポートがあ
り自分たちはサッカーができてい
ます。全国地域CLでは感謝の気
持ちを忘れずしっかり一戦一戦
勝って良い報告をします。必
ずJFLに昇格しますのでこれ
からも応援よろしくお願いし
ます！

いつも応援していただき
あ り が と う ご ざ い ま す。
皆さまからの応援のおか
げで無事に全国地域CL出
場を決めることができま
した。JFL昇格のために
も、 も う 一 度 皆 さ ま
の力をお借りしたい
のでこれからもご
声援をよろしくお
願いします！

DF ６番 山内晴貴選手 鹿児島県出身 29歳

GK41番 野坂浩亮選手 北海道出身 26歳

攻撃的な守備が持ち味の副キャプテン。
攻撃の起点となる鋭いパスでチャンスをつくる。
趣味はネットショッピング。最近、新しいス
ニーカーとスパイクを購入。

最後列からチームを鼓舞する副キャプテン。
的確なコーチングとセービングでゴールを守る。
最近、Netflixで韓国ドラマのイカゲームを視
聴している。

■ 全国地域チャンピオンズリーグ２０２１日程
１次ラウンド

2021年11月12日（金）～11月14日（日）

決勝ラウンド

2021年11月24日（水）～11月28日（日）



※決勝ラウンド試合日

11月24日（水）、11月26日（金）、11月28日（日）

■ 大会会場
１次ラウンド

いわぎんスタジアム（岩手県）、朝日ガスエナジー東員スタジアム（三重県）
広島県総合グランド（広島県）

決勝ラウンド

３か所

味の素フィールド西が丘（東京都）

※新型コロナウイルスの感染状況などにより各大会の予定が変更される
場合があります。最新の情報はクラブHP、SNSからご確認ください。

(株)コバルトーレ ☎ 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！
わたしたちのふるさと〝女川〟の
歴史を綴った「女川町誌」が昭和35
年に発刊され、その後、
「続編」を
平成３年に刊行、わたしたちの祖先
の暮らしぶりや、町の出来事などが
詳しく紹介されています。しかし続
編が刊行されてから既に30年の歳月
が経過し、その間、私たちの生活や
町の様子も、震災の影響や復興事業
の進捗により以前と大きく変わりま
した。そこで平成29年に編さん準備
委員会を設置、翌４月には委員６名
による編さん委員会として本格的な
編さん作業に取り掛かりました。

新町誌の名称は「女川町誌 第３編」
新町誌は、既刊２巻をそれぞれ第１編、第２編とみなし、
第３編としました。委員会では編さんにあたり、歴史の「史」
を踏まえた「地域誌」、「町民誌」、「生活誌」を念頭に次の基
本方針を策定（抜粋）、本町の現代史30年の編さんが始まり
ました。
⑴ 既刊以降における本町の発展の歴史を整理・記述すると
共にこれまでの町内外の諸研究、刊行物、行政資料等を
参考に各分野における最新の成果を盛り込み編さんする。
⑵ 先人の経験と知恵を生かし、未来を展望できるメッセー
ジ性のあるものを目指す。
⑶ 研究者の参加も求め、学術的に高い水準を目指しつつ、広
き理解を図るため、平易な文章で読みやすい編さんにする。
⑷ 広く町民に親しまれ、まちづくりや生涯学習などで活用
されるものを目指す。
⑸ 行政史に陥ることなく、社会、経済、町民の各種活動な
ど広い分野を盛り込み編さんする。
⑹ 女川町の地域的、歴史的、文化的な特性に配慮する。

探しています

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 。

ふるさと女川の30年

令和４年の刊行を目指し

女 川 町 誌

昭和60年代から平成22年までの町内写真を探しています。
ご一報を！

来月号から目次や構成等を紹介します

◆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

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

９月末には女川港で待望の
“秋”刀魚
（サンマ）
の水揚げが始
まりました。やっとこれが無いと“秋”は始まらない！と思
ったのも束の間、もうそこには冬の気配がしています。
さて、今月11月23日
（火・祝）
には陸上自衛隊東北方
面音楽隊の演奏会が予定されています。広報と一緒にチ
ラシを配付していますので、ぜひチェックしてみてくだ
さいね。
（佐藤）
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6,170人
3,036人
3,134人
3,044世帯

（−１人）
（０人）
（−１人）
（−４世帯）

）内は前月比

総 数
男 性
女 性
世帯数
◆今年
 のサンマはどうなの
かな

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
にお問い合わせください。

女川町の人口 令和３年
９月30日現在

女川町の記念碑（女川振興会）
旧女川中学校校庭の奥まったところに石碑が建っているのを、見たことがある方も多いと思います。
石碑には「記念碑」と刻まれています。この石碑は大正14年に設立された「女川振興会」の設立から
解散までの事柄や、裏面には振興会に賛同した当時の女川の皆さんのお名前が刻まれています。
女川湾は古くは江戸時代の頃から、その地形を認められ、港を整備すればとても良い港になるとさ
れてきましたが、資金の面などの都合がつかず築港の実現には至っていませんでした。
明治の終わり頃に、女川小学校の校長をしていた「佐久間千万太氏」の長男「佐久間忠雄氏」は自
分の知り合いで、東京で磯村合名会社を経営していた「磯村音助氏」に女川湾の優れた所や、これか
ら立派な港が出来れば女川がどれだけ発展していくのかを説き、女川湾築港の協力を願い、また「須
田金太郎氏」に磯村氏を紹介し、両者を引き合わせました。その後、沢山の人々の協力を得て、「女川
振興会」を設立、大規模な築港の工事が行われたのです。
（埋立整理地 約3万坪 海底を深くする掘削
在の約８億）
町誌より）

約２千坪

岸壁延長

約４５０メートル

総費用

貮拾五万円（現

「女川振興会」とは

大正14年設立（その前年女川振興組合として発足）
女川村
（当時）の須田金太郎氏や、村会議員有志並びに村当局と、磯村合名会社社長「磯村音助氏」理事「磯村
利水氏」とを中心に、女川湾の築港に功績を遺した団体です。

現在の記念碑
（旧女川中学校校庭）
昭和６年建立当時の写真

記念碑の碑文
「抑女川湾の地勢たるや牡鹿半島の頸部に
位し、峯巒屏のごとく其の三方を囲み、一
面遠く開けて直に外洋に通じ、湾内ひろく
水平力にして最も大船巨船の碇泊に適
す・・・・」
裏面のお名前の中には、皆さんの知って
いる方々の名前も刻まれているのではない
でしょうか。

広報

おながわ

11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213

女川町公式ウェブサイト

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