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お待たせしました、新生活へ期待膨らむテープカット。
荒立・大道地区の災害公営住宅「町営荒立住宅」が完成
し、１月28日に入居式を行いました。これで、集合住宅タ
イプの災害公営住宅 全６地区・計561戸の整備がすべて完
了、残す戸建タイプ
（宮ケ崎地区）も３月末に完成予定です。
震災からの住環境再生も大きな節目を迎えましたね。新たな
コミュニティで素敵な暮らしを、そして笑顔を。
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本町では、昭和 年に水
産加工会社が捕鯨事業所を
設立、年間２００～３００
頭を港に水揚げしていまし
た。
個体数の減少等により昭
和 年に捕鯨は終了しまし
たが、平成７年から海洋資
源の有効活用と鯨の食文化
の普及を目的に、日本鯨類
研究所が行う鯨類捕獲調査
の副産物である鯨肉を町で
購入して広く頒布。
同時に、
鯨肉を使った給食の提供も
始まりました。
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◆審査 員 も 甲 乙 つ け 難 い 絶
品ぞろいでした

1月31日、第42回宮城県水産加工品品評会が昨年に引き
続き、女川町まちなか交流館で開催されました。
最も優秀な出品財には農林水産大臣賞が授与されるとあ
って、県内65社と３高校が209品を出品。味やパッケージ
デザイン等を審査し、町内では㈱鮮冷「たこのやわらか煮」
と㈱髙政「揚げかまぼこ たかまさ」が共に県水産加工業協
同組合連合会長賞、㈲片倉商店「宮城県産「へそほや 無添加」」
が県水産物流通対策協議会長賞を受賞しました。

くじら

１月 日、今年も第一・
第四保育所、女川小・中学
校でイワシクジラの肉
（計
約 ㌔）を 使 用 し た 給 食 が
提供されました。
須田町長と村上教育長が
視察した女川小学校４年１
組では、町の捕鯨について
の歴史を学んだ後、鯨の竜
田揚げと笹かまの入った女
川サラダをほお張りまし
た。児童たちには「美味し
い！」と好評で、すぐさま
おかわりに走る姿が見られ
ました。

鯨の
竜田揚げ

わって
学 ぼう女
、 川 の
鯨文化
◆山中栄養職員が女川の鯨文化を説明㊤少し甘め
に味付けし、ゴマがふられた竜田揚げ㊦
◆はやる気持ちを抑え、まずは配膳準備㊤クジ
ラの旨味が口に広がり、思わずにっこり㊦

昭和40年代の鯨解体作業

第42回宮城県水産加工品品評会

◆味やデザインを審査
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写真は昭和40年ごろ、日本水
産㈱に水揚げされた鯨を解体する
様子。鯨産業が最も盛んだった時
代で、食用以外でも、脂肪から燃
料用油、歯やヒゲはパイプや靴ベ
ラなどの工芸品として加工されま
した。

町立保育所、女川小・中学校で鯨肉給食を提供

味
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タウン・ギャラリー

町のスポーツ振興に多大な功績

体育協会・スポーツ少年団本部合同表彰式

■女川町


≪スポーツ勲功賞≫庄司大和

※船越義珍杯第14回少年世界空手道選手権大会3位

■女川町体育協会
≪栄誉賞≫青山京子（グラウンド・ゴルフ協会）
■女川町スポーツ少年団本部
≪体育功労賞≫須田静（女川柔道）≪栄誉賞≫横
山航汰（門脇Ｂクラブ）、青山真大・阿部航成（女川Ｂ
クラブ） ≪勲功賞≫三ツ橋雅和・内村有生七・髙
橋莉生（女川柔道）、岩川樹・佐藤陽太郎（柔道スポ少
出身）、
女川中学校男子柔道部 ≪奨励賞≫安藤
華穂・千葉彩花・木村音愛・日野玲緒菜（女川Ｆ
Ａ）、須田寿海（女川柔道）、野村拓海・鈴木翔大
（女
川ビクトリーレッズ） 

（以上敬称略）

指ケ浜区＆大原南区

指ケ浜区と大原南区では、東松島市の合同
会社コミュと三浦家具の協力により、ベンチ
製作を通じて地域住民の交流が図られました。
１月20日は大原南区で災害公営住宅の花
壇近くに園芸用品を入れる収納付きベンチを、
２月３日は指ケ浜区でいのちの石碑横に海と
桜を望むＬ字型ベンチを製作。ともに両区の
住民が自分たちで形や使い方を話し合いまし
た。三浦家具は、ハマテラスのテーブルセッ
トの製作に携わり、今回も女川の役に立てれ
ばとの思いで実現に至りました。想いの詰ま
った新しいベンチで井戸端会議はいかが？
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からだ動かし、
リフレッシュ

健康プロジェクト ワークショップ

健康プロジェクトでは、毎日忙しく働く方
を対象に「からだを上手に使おう」というテ
ーマのワークショップを1月22日に女川町
まちなか交流館で開催しました。
100日プロジェクト参加者など体を動か
すことに興味のある方が集まり、講師の青島
大輔氏（鍼灸師・アスレティックトレーナー）が「歩
く」ことと合わせて行う効果的なエクササイ
ズや日常生活に取り入れやすいストレッチな
どを紹介。普段、意識することの少ない部分
を伸ばし、ほぐすことで、みなさん、心もか
らだもリラックスしながら取り組みました。
◆ 万 一 の 事 態 に 備 え、救 急
講話を熱心に聞きました

◆ ゆ っ た り 座 れ る、憩 い の
ベンチ（指ケ浜区）

憩いのベンチ製作で交流深める

◆ 仕事の合間のストレッチ
で、疲れもすっきり

◆ 受 賞 者 の み な さ ん（ 女 川
町 ま ち な か 交 流 館、 １ 月
日）
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救急隊も子育てを応援！

女川消防署

女川消防署では、働く父母を支える子育て
サポート救急隊がスタートしています。１月
22日・24日には、第一・第四保育所で保護
者のみなさんを対象に、お子さんに多いけが
や病気時に慌てないで行動するための対処法、
ケガを未然に防ぐ救急講話を実施しました。
救急隊は、緊急時だけのものではありませ
ん。同救急隊ではお子さんのケガや病気対処
法などの情報を今後も発信していきますので、
場所・人数・時間にかかわらず、要望があれ
ば気軽に下記までご連絡ください。
 ◆連絡先 女川消防署救急係 ☎54-2119

３．式辞（女川町長）
４．追悼のことば
（女川町議会議長ほか）
５．ご遺族代表のことば
６．黙祷
７．国主催追悼式映像放映
８．献花（代表・一般）
９．閉式
※無宗教・献花方式により執り行います。
※誠に恐れ入りますが、香典・供物等につ
いては、ご遠慮申し上げます。
※会場内は季節的な寒さが予想されますの
で、防寒対策をお願いします。
※会場には外履きで入場いただけますので、
上履きは不要です。
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東 日 本 大 震 災 で 亡 く な ら れ た 方 々 を 偲 び、
哀 悼 の 意 を 捧 げ、 本 町 の 復 興 へ の 決 意 を 共 に
するため、
「女川町追悼式」を次のとおり開催
いたしますので、謹んでご案内申し上げます。

１．開式
２．国歌斉唱

■日
時 平成 年３月 日（日）午後２時から
■会
場 女川町総合体育館 大体育室
■参 集 者 震災で亡くなられた町民のご遺族の
ほか参列を希望される方
■案
内 来場者が多数見込まれるため、改め
て ご 遺 族・ ご 来 賓 へ の ご 案 内 は い た
し ま せ ん の で、 ご 了 承 く だ さ い（広
報おながわおよび町ホームページの
みでの周知とさせていただきます）
。

次第（予定）

●シャトルバスについて
女川駅前バスターミナルから会場までのシャトルバスを運
行しますので、ご利用ください。

女川町追悼式のご案内

東日本大震災から７年

◆運行時間 約15分間隔で運行します。
式典会場行き(女川駅前発) 午後１時発～２時発まで
女川駅前行き(式典会場発) 式典終了後～３時50分発まで
◆そ の 他 交通状況などにより、運行時間が多少遅延する
場合がありますので、ご了承ください。また、定員に限り
がありますので、満席の場合は次発便をご利用ください。

▲昨年の式典の様子

臨時駐車場のお知らせ

追 悼 式 当 日 は 混 雑 緩 和 の た め、
関係各位のご厚意により、左図の
場所に臨時駐車場を設けています。
会場までのシャトルバスが運行し
ていますので、併せてご利用くだ
さい。

※当日 は 係 員 を 配 置 し ま す の で、 案 内
に従ってください。
※周辺道路は駐車禁止です。

※宮城県では、東日本大震災の犠牲者に対する追悼の意を表し、記憶を風化させることなく後世に
伝え、震災からの復興を誓う日として、３月11日をみやぎ鎮魂の日と条例で定めています。
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●平成30年度 タクシー料金・ガソリン費の一部を助成
町では、重度の障害がある方と介護保険の要介護・要支援認定を受けている方に対して通院等の
外出を支援するため、
タクシー料金（初乗り運賃相当額）またはガソリン費の一部を助成しています。
助成一覧

タクシー券

該当障害区分（対象者）

助成の内容

身体障害者手帳１～３級

年間最大48枚まで

人工透析治療者

年間最大96枚まで

療育手帳

年間最大48枚まで

精神保健福祉手帳

年間最大48枚まで

要支援１・２・要介護１

年間最大24枚まで

要介護２～５

年間最大48枚まで

要介護認定者

年間24枚まで（30分の利用料金の
９割）および回送料金

タクシー券

（リフト付き車両用等）

ガソリン費

※タクシー券との併用不可

身体障害者手帳１～３級、療育手 ガソリン（軽油も可）１リッターあた
帳、精神保健福祉手帳
り50円助成（月最大40リッターまで）

◆受
付 ３月26日
（月）
から随時受付
（土・日・祝日除く） 役場健康福祉課窓口
◆必要なもの 【障害者手帳を所持している方】：障害者手帳、印鑑

※ガソリン費助成を選択される方は、①車検証および運転者の運転免許証の写し（本人
または同居の親族名義のもの）、②振込用口座が確認できるものも持参してください。

【要支援・要介護認定を受けている方】
：介護保険被保険者証、印鑑

●障害者使用自動車ガソリン費

助成事業

平成29年11月～平成30年２月分
◆対 象 者 ガソリン費助成の認定を受けられ
ている方
◆必要なもの ガソリン（軽油も可）のレシート
（領収証）
、印鑑、障害者手帳
◆受付期間 ３月15日
（木）
まで
◆受付場所 役場健康福祉課福祉係窓口
◆申込み・問合せ先

役場健康福祉課

●在宅酸素濃縮器利用助成事業
平成29年11月～平成30年２月分
◆対 象 者 在宅酸素濃縮器利用助成事業の認
定を受けられている方
◆必要なもの 東北電力の検針票または電気料
金を支払ったことが確認できる
もの、印鑑、障害者手帳
（木）
まで
◆受付期間 ３月15日
◆受付場所 役場健康福祉課福祉係窓口

☎54-3131

納期限・振替納税について

福祉係内線131、長寿介護係内線139



石巻税務署からのお知らせ

平成29年分確定申告における申告所得税等の納期限等は、次のとおりです。
納期限

振替日

（振替納税をご利用の場合）

申告所得税および復興特別所得税

３月15日（木）

４月20日（金）

消費税および地方消費税
（個人事業者）

４月２日（月）

４月25日（水）

贈与税

３月15日（木）

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

石巻税務署

☎22-4151（代表）※音声案内に従い「２番」をプッシュ。

女川町臨時職員募集
各募集とも、任用期間は

４月１日～９月30日

応募される方は、写真貼付した履歴書（必要な資格証書の写し１部も）を各申込み先へ提出してください。
業務内容

勤務時間

●原子力対策臨時事務補助員

勤務先


役場
仮設庁舎
企画課



応急仮設住宅、災害公
営住宅の維持管理およ
び入居者支援業務に係
る事務補助等



●クリーンセンター臨時技術業務補助員
施設において建設機械 月～金（週５日）
、
によるごみの埋立作業 午前８時30分～
等
午後５時15分

給食調理・給食配送と
施設管理・学校事務等

クリーン
センター

7,400円

１名

火葬場と
クリーン
センター

１名

役場
仮設庁舎
税務課

１名

無

8.500円

有

9,900円

7,400円



町民生活課施設係

教育総務課
町誌
編さん室

１名

[全日勤] 午前８時30分～
午後５時15分
[半日勤]
午前８時30分～12時30分
午後５時15分～９時15分

総合
運動場

全日勤
３名
半日勤
２名


日勤
１名
夜勤
２名



土・日祝日出勤あり(週５日)、
午前８時30分～午後５時15分

教育総務課

１名

３月８日
(木)
※土日除く
☎54-3133

職種により自動車運転免許
３月８日

（普通・中型）
(木)
※職種により勤務時間前後 ※土日除く
☎53-3151内線16

Word・Excel
（文書編集・表計算等）

３月８日
(木)
※土日除く

◆申込み・問合せ先 生涯学習課体育振興係

☎53-3151

7,400円

全日勤
7,400円
半日勤
3,816円

無

有

○全日勤は自動車運転免許

（普通・中型）
○土日祝日を含み夜間勤務
が可能な方
○Word・Excel

日勤
7,400円
夜勤
3,816円

有

生涯学習課生涯学習係

7,400円

有

３月９日
(金)
※月除く
☎53-2295

○自動車運転免許
３月９日

（普通・中型）
(金)
○土日祝日を含み夜間勤務
※月除く
が可能な方

◆申込み・問合せ先 生涯学習課生涯学習係
総合
体育館

３月８日
(木)
※土日除く

☎54-3131内線141

Word・Excel
（文書編集・表計算等）

無

◆申込み・問合せ先

[日勤] 午前８時30分～
午後５時15分(月平均21日) 勤労青少年
[夜勤] 午後５時15分～
センター
９時15分（月平均21日）

☎53-3549

☎54-3131内線114

自動車運転免許
(普通・中型)

有

有※

３月８日
(木)
※土日除く

自動車運転免許（普通・中 ３月８日
型）と車両系建設機械運転
(木)
技能講習修了証
※土日除く

◆申込み・問合せ先 教育総務課町誌編さん室



●勤労青少年センター臨時業務補助員

①
7,400円
②
3,560円

３月８日
(木)
※土日除く

☎54-3131内線165

自動車運転免許
（普通・中型）

有

３月９日
(金)
※土日除く

☎54-3131内線111

心身ともに健康で、パソコ
ン操作のできる方

◆申込み・問合せ先

月～金（週５日）
、
給食調理場
①午前７時30分～
女川
若干名

午後４時15分
小・中学校
②午前８時30分～

12時30分

●生涯学習課臨時事務補助員

町民生活課住民登録係

申込期限

☎54-3131内線223

Word・Excel
（文書編集・表計算等）

無

◆申込み・問合せ先



●総合運動場臨時業務補助員

生涯学習
事務補助
（文化財等）

7,400円

企画課原子力対策係

◆申込み・問合せ先 税務課税務係

町誌編さんのための資 月～金（週５日）、
料収集・資料整理など 午前８時30分
の事務補助等

～午後５時15分

施設管理業務

２名



●教育総務課臨時事務補助員

施設管理業務

7,400円

特記事項（必要な資格等）

◆申込み・問合せ先 町民生活課環境係

住民税等の賦課（課税）
、徴 月～金（週５日）、
収業務等事務補助と証明書発 午前８時30分～
行等の窓口事務補助業務
 午後５時15分

●学校等臨時業務員

１名





火葬業務と施設管理補
午前８時30分～
助、クリーンセンター
午後５時15分
でのごみ処理等業務

●税務課臨時事務補助員

資格の
有無

◆申込み・問合せ先 町民生活課住宅係

役場
月～金（週５日）
、
仮設庁舎
午前８時30分～

午後５時15分 町民生活課

●火葬場臨時業務補助員

１名

◆申込み・問合せ先

役場
住民票等の証明書発行 月～金（週５日）
、
仮設庁舎
に伴う申請受付および 午前８時30分～

午後５時15分 町民生活課
発行業務の事務補助

●町民生活課臨時事務補助員

日額

◆申込み・問合せ先

企画課所掌の原子力対 月～金（週５日）
、
策資料収集整理などの 午前８時30分～
事務補助等
午後５時15分

●町民生活課臨時事務補助員

募集
人数

☎53-2295

３月９日
○自動車運転免許

（普通・中型）
(金)
○Word・Excel
※月除く
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●女川町臨時職員募集
●移動図書館臨時事務補助員
移動図書館車
両での本貸出
業務



◆申込み・問合せ先 生涯学習課生涯学習係

火～日（月平均17日）
、
午前８時30分～午後５時15分

●つながる図書館臨時事務補助員
町の絵本館で
の本の貸出業
務

町の絵本館で
の管理運営等
事務

勤労青少年
センター

月～金（週５日）
、
介護保険に係る要介護
①午前８時30分～午
認定調査業務および行
後 ５ 時15分、 ② 午 前
政事務補助業務
10時～午後４時

勤労青少年
センター



●女川町保健センター臨時栄養士

保健
センター

１名

有

7,400円

生涯学習課生涯学習係

○司書資格
○Word・Excel
○自動車運転免許

（普通・中型）
※開館時間により、午前９
時30分～午後６時15分

健康福祉課長寿介護係

有

無

9,900円

有



7,122円

有

２名

7,400円

無

健康福祉課福祉係



9,200円

有

２名

6,900円

無



２名

保健センター

無



8,500円

◆申込み・問合せ先

月～金（週５日）
、
子育て支援 計４名
午前８時30分～
センター
※
午後５時15分

6,900円

有

３月7日
(水)
※土日除く
☎53-4990

☎53-4990

保健センター

☎53-4990

Word・Excel
（文書編集・表計算等）

３月７日
(水)
※土日除く

☎54-3131内線132

保育士、幼稚園・小学校・ ３月７日
養護教諭免許 ※行事等に
(水)
より、勤務時間の変動あり ※土日除く
☎54-3131内線132

※行事等により勤務時間の
変動あり

３月７日
(水)
※土日除く

☎54-3131内線132

※行事等により勤務時間の
変動あり

３月７日
(水)
※土日除く

☎54-3131内線132

保育士、幼稚園教諭免許等
３月７日
※臨時指導員と臨時指導補
(水)
助員合わせて計４名
※土日除く

健康福祉課子育て支援係
無

３月９日
(金)
※月除く

管理栄養士か栄養士資格
３月７日
※給食、おやつを提供する
(水)
ための献立、栄養計算、栄
※土日除く
養指導、アレルギー対応等

◆申込み・問合せ先 健康福祉課子育て支援係

月～金（週５日）
、
子育て支援 計４名
午前８時30分～
センター
※
午後５時15分

●子育て支援センター臨時指導補助員

5,340円

☎53-2295

３月７日
(水)
※土日除く

保健師資格

◆申込み・問合せ先 健康福祉課子育て支援係

月～金（週５日）
、
町立第一・
午前８時30分〜
四保育所
午後３時30分


３月９日
(金)
※月除く

☎54-3131内線133

保健センター

◆申込み・問合せ先 健康福祉課子育て支援係



●子育て支援センター臨時指導員

３名

☎53-2295

☎54-3131内線137

Word・Excel
（文書編集・表計算等）

◆申込み・問合せ先 健康福祉課子育て支援係

月～金（週５日）
、
町立第一・
午前８時30分〜
午後５時15分 四保育所


３月９日
(金)
※月除く

介護支援専門員、介護福祉
士、社会福祉士、保健師、 ３月７日
(水)
看護師、准看護師のいずれ
か ※１年以上の実務経験 ※土日除く
と自動車運転免許が必要

◆申込み・問合せ先

保育所施設管理業務、 月～金（週５日）
、
町立第一・
給食調理業務、通所支 午前８時30分〜
四保育所
午後５時15分

援業務

児童の保育業務補助等

１名

１名

（週５日）
、
特定健診・がん検診等の健康 月～金
保健
診査事務、母子健診・予防接 午前８時30分
～
センター
種等の健康対策、健康づくり
午後５時15分
等保健活動の事務補助業務

児童の保育業務等

自動車運転免許（普通・中型）
※開館時間により、午前９
時30分～午後６時15分

◆申込み・問合せ先



給食調理業務

①
9,900円
②時給
1,277円



●女川町保健センター臨時事務補助員

●保育所臨時調理補助員

有

生涯学習課生涯学習係

◆申込み・問合せ先

保健
センター

●保育所臨時業務補助員

7,400円



保 育 所 給 食 管 理(※)、 月～金（週５日）
、
母子保健事業、特定健 午前８時30分～
診等の栄養指導事業

午後３時30分

入所児童の保育業務

6,900円

◆申込み・問合せ先

月～金（週５日）
、
午前８時30分～

午後５時15分

●保育所臨時保育士

１名

役場
①②
仮設庁舎
各１名
健康福祉課

月～金（週５日）、
役場
障害福祉に係る事務お
午前８時30分～
仮設庁舎
よび台帳整備事務補助

午後５時15分 健康福祉課

母子保健事業、特定健
診、健康増進事業業務

２名

◆申込み・問合せ先

●女川町保健センター臨時保健師

自動車運転免許
（普通・中型）

有

◆申込み・問合せ先



●健康福祉課臨時事務補助員

6,900円

◆申込み・問合せ先



火～日（月平均15日）
、午前８
時30分～午後５時15分
（※）

●介護保険認定業務補助員

３名



火～日（月平均13日）
、午前８
時30分～午後５時15分
（※）

●女川町図書室臨時事務補助員

勤労青少年
センター

☎53-2295

☎54-3131内線132

要育児経験
３月７日
※臨時指導員と臨時指導補
(水)
助員合わせて計４名
※土日除く

➡８面へつづく
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●女川町臨時職員募集
●放課後児童クラブ臨時指導員

◆申込み・問合せ先

月～金、午後１時30分～５時30分
4,384円
放課後児童
※土 と長期休業期間中は午前８時
計４名 長期休業
クラブ（女
30分～午後５時30分の時間内で
※
期間中
川小学校内）
７時間45分を超えない勤務
8,500円

●放課後児童クラブ臨時指導補助員
児童の
保育業務
補助

健康福祉課子育て支援係



◆申込み・問合せ先

3,560円
月～金、午後１時30分～５時30分 放課後児童
計４名 長期休業
※土 と長期休業期間中は午前８時
クラブ（女
30分～午後５時30分の時間内で
※
期間中
川小学校内）
７時間45分を超えない勤務
6,900円

有

●総合案内窓口業務補助員 

◆申込み・問合せ先

月～金（週５日のうち、 役場
各種窓口・制度に係る
２～３日）
、午前８時
仮設庁舎
総合案内業務
30分～午後５時15分
総務課

２名

●総務課臨時事務員 

●復興推進課臨時事務補助員

役場
仮設庁舎
総務課



●復興推進課用地取得補助員



役場
仮設庁舎
復興推進課

☎54-3131内線214・215

Word・Excel
（文書編集・表計算等）

２名

7,400円

１名

１名



復興推進課復興調整係
無

7,400円

7,400円

無

役場
仮設庁舎
建設課

※水曜・土曜のみ午後６時まで開館しています。

５・12・19・26日

幼少期に遠州峰生の名家に
引き取られた耀子は、寂しい
境遇にあっても、屋敷の大人
たちや自分を導いてくれる言
葉、小さな友情に支えられて
子ども時代を生き抜いてきた。
時が経ち、時代の流れの中で
凋落した遠藤家。常夏荘
はもはや見る影もなく
なってしまったが…。

３月７日
(水)
※土日除く

３月 の
女川 つながる図書館情報

開館時間／午前９時～午後５時

30

☎54-3131内線252

ベストセラー
「なでし子物語」待望の続編

☎54-3181

☎54-3131内線292

Word・Excel
（文書編集・表計算等）

伊吹 有喜著

大人気シリーズ最新版！

■ねこのピートだいすきなおやすみえほん
■チュウチュウ通りのゆかいななかまたち
■いそげ！きゅうきゅうしゃ

の
今月 め
す
おす 籍
書

無



■駅伝王者青学 光と影 佐藤俊著
■夫の後始末 曾野綾子著
■恋のゴンドラ 東野圭吾著
■薬に頼らず血圧を下げる方法

7,400円

３月７日
(水)
※土日除く

○自動車運転免許
３月７日

(普通・中型）
(水)
○Word・Excel程度
※土日除く

地の星

新着一般書・絵本

１名

３月７日
(水)
※土日除く

☎54-3131内線261

要用地取得交渉経験

◆申込み・問合せ先 建設課庶務係

月～金（週５日）
、
建設課所掌事務に係る
午前８時30分～
事務補助等
午後５時15分

３月８日
(木)
※土日除く

☎54-3131内線292

Word・Excel
（文書編集・表計算等）

復興推進課復興調整係
有

☎54-3131内線213

Word・Excel
（文書編集・表計算等）

復興推進課防災集団移転係

◆申込み・問合せ先

月～金（週５日）
、
役場
住宅建築で発生する土
午前８時30分～
仮設庁舎
砂の受入れ管理等補助
午後５時15分 復興推進課

無

３月８日
(木)
※土日除く

日



女川町勤労青少年センター2階

7,400円

◆申込み・問合せ先

用地取得に係る地権者 月～金（週５日）
、
交渉補助と記録作成
午前９時～午後４時

●復興推進課臨時業務補助員

１名

◆申込み・問合せ先

月～金（週５日）
、
役場
復興推進課所掌事務に
午前８時30分～
仮設庁舎
係る事務補助等
午後５時15分 復興推進課

◆３月の休館日

総務課総務係

無

☎54-3131内線132

３月７日
要育児経験
(水)
※臨時指導員と臨時指導補
助員合わせて計４名
※土日除く

◆申込み・問合せ先 総務課財政係

ふるさと納税に係る事 月～金（週５日）
務処理等の財政関係事 午前８時30分～
務補助

午後５時15分

●建設課臨時事務補助員

6,900円

３月７日
保育士、幼稚園教諭免許等
(水)
※臨時指導員と臨時指導補
助員合わせて計４名
※土日除く

健康福祉課子育て支援係
無

☎54-3131内線132

各募集とも、任用期間は４月１日～９月

児童の
保育業務
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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・申込方法
３月１日（木）～12日（月）※当日消印有効

役場町民生活課窓口または宮城県住宅供給公社東部管理事務所

※申込用紙に記入し、役場町民生活課へ持参、または宮城県住宅供給公社へ郵送でお申し込みください。



◆問合せ先

●募集住宅

宮城県住宅供給公社東部管理事務所 ☎21-5657
役場町民生活課住宅係 ☎54-3131内線166

※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。

戸数

浦宿第一住宅

２戸

２階２LDK
（１戸）
、２階３DK
（１戸）

尾田峯住宅

１戸

１階２LDK
（１戸）

H13

運動公園住宅

６戸

２DK
（３戸）
、３DK
（１戸）
、３LDK
（１戸）
、４LDK
（１戸）

H26

出島住宅

１戸

２DK
（平屋）

H26

指ケ浜住宅

１戸

３LDK
（２階建）

H28

大原住宅

７戸

３DK
（６戸）
、２DK
（１戸）

H29

女川住宅

17戸

２DK
（３戸）
、２LDK
（７戸）
、３DK
（６戸）
、３LDK
（１戸）

H29

桜ケ丘東住宅

３戸

３DK
（３戸）

H29

荒立住宅

９戸

２LDK
（１戸）
、３DK
（４戸）
、３LDK
（４戸）

H29

宮ケ崎住宅
４戸
 （Ⅰ・Ⅱ期）

３DK
（１戸）、３LDK
（２戸）
、４DK
（１戸）

H29

宮ケ崎住宅
３戸

（Ⅲ期）

東日本大震災による被災者のみの受付となります。

（一般募集は４月からの予定）

H29

災

住 宅 名

害
公
営

●申込資格

間取り

完成年度
H23～24

※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月額所得が15万８千円以下の方

※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189万６千円を超える場合は不可。

③町税等の滞納がない方

④暴力団員等でない方

●災害公営住宅の一般入居が可能となりました
≪注意事項≫

東日本大震災による家賃減免措置等は適用外です。

●単身者の入居が可能となりました
≪注意事項≫

間取りは２DK以下に限定されます。

※家賃の目安…一般入居者が２DKに入居した場合16,000円～31,000円程度。
（入居する住宅や入居者の収入額に応じて異なります）

プレハブ仮設住宅

平成30年３月末で供与期間が終了します

被災時に女川町にお住まいだった方の応急仮設住宅の供与期間は７年をもって終了すること
が決定しています。原則、平成30年３月末をもって、供与期間は終了となりますので、期限ま
でに仮設住宅の返還をお願いします。すでに再建済みで、仮設住宅を返還していない方は至急
ご連絡ください。また、住宅の完成時期等の理由により退去が４月以降になる方は、下記まで
あらかじめご連絡のうえ、ご相談ください。
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◆問合せ先

役場町民生活課住宅係

☎54-3131内線164～167

2018.3

40
一人ひとりの想いが分かり、会場全体が応援ムードに！

まち活フォーラム2018

～ここでつながるおながわの輪～

を開催しました

２月４日 女川町まちなか交流館
活動者の相互理解やお悩み解決などを目的に、町内で取り組むま
ちづくり活動の発表・交流会「まち活フォーラム」を開催しました。
発表者のストーリーに耳を傾け、それぞれ関わりの深い方がコメン
テーターとなり、応援メッセージを伝えました。

参加者30名

震災前のようにたくさんの桜が咲く町にしたい

【基調発表】女川桜守りの会 藤中郁生さん
●津 波で幹だけ残って流されてしまった桜に、
翌月3輪の花が咲いたのを見つけ、「何とか生
かしてあげたい」と思ったのがきっかけです。
●伐採するしかなかった幹から桜地蔵を掘りだ
し、レンガみちの脇に安置しています。
●「トンネルを抜けたら桜のまち」をスローガ
ンに、10万本の桜計画を立てています。
課題…次の世代に伝えていく仕組み

コメント

○矢竹拓さん（女川町社会福祉協議会）
駅ができた後、線路沿いに桜並木を作ろうとたくさんの住民
が集まってきました。作業中、電車に向かって手を振る姿を見
たとき、涙が出る思いでした。住民の心をまとめる活動をいか
に自分ごとと捉えるか、だと思います。
○末祐介さん（女川町復興まちづくりコーディネーターJV）
行政でない人たちが独立独歩で進める活動を、いかに町の宝
として引き継いでいくか、みんなで考えていきたいです。

コーディネーター

遠藤ちえさん

 （地域社会デザインラボ代表）

いろいろな活動を通して、
女川町全体が楽しく、にぎ
やかになっていくと思いま
す。自分で創造し、地域の
方と一緒に楽しむ町民にな
ってほしいです。

女川らしい風景をみんなで創りたい

植物を通じ、家族のようにつながりたい

●活 動の秘訣は、「来るものは拒ま
ず、去るものは追わず、戻るもの
には温かく」です。
●昨春から始めてまだ１年経ってい
ませんが、これからも公園を楽し
みたいです。
課題…町内の他地区にも広げたい、鹿対策



あ～らだての小みち

木村繁子さん

佐藤伶奈さん

●みんな震災で生き残った仲間。今、
町に住もうとする人にも女川を好
きになってほしいから、住みやす
いか、便利か、楽しいかをいつも
考えます。地域が協力し、誇りを
持てる町にしたいです。
コメント

コメント

○末祐介さん
自分の手で作業し、働きかけていくというこ
とが、その場所を気にするきっかけになります。
ぜひ、広げていってほしいです。他地区と競い
合っていけるといいですね！

ハーブガーデンプロジェクト・ファミリア

○佐藤敏郎さん（元女川第一中学校教員）
まったく動かない水面にも、小さな石がポン
と入れば、その水紋は広がるような気がします。
意識を変えることは簡単ではないけれど、難し
くもないのかも…ね！
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地域のコミュニティや
居場所を作っています！

支援でなく応援し合いたい





女川町子育て応援サークル

大原北区ふれあいカフェ

坂本礼子さん

●年 金生活者も気軽に立ち寄れ
る料金でお迎えしています。
●ノ ートを付けて、お客さんの
見守りもしています。
課題…他地区にも集いの場所を、
若い方も話相手に…

参加者の方
に、 使 い 心 地
な ど、 ア ン ケ
ートへ協力し
ていただきま
した。

●前 任から声を掛けられ、始め
ようとした矢先、震災が起き
ました。亡くなった友人の遺
志を継ぎ、活動しています。
●保 育所のお着替え箱や託児付
ヨガ教室でママを応援中！

○矢竹拓さん
社協の託児ボランティアは、
多世代交流にもなっています
よ。みんなで応援できる仕組
み作り、アイデア出しを考え
たいです！

スターダスト・ページェント
「海ぼたる」

中嶋憲治さん



●想 いを大切に、みなさんの募
金で20年間続けています。震
災 後、 ツ リ ー を も ら い 受 け、
途絶えず継続中です。
課題…次 世代への引き継ぎ、電
飾の保管場所
コメント

出島のみなさんが作った
出島の椿油

澤田洋美さん

コメント

コメント

○佐藤敏郎さん
元あったコミュニティが変
わらざるを得ない事情のある
新しい住宅での日常生活にお
いて、とても大切な取り組み
です。

マザーズリング

冬の女川を明るく照らしたい

○阿部喜英さん
世話人みなさんの想いが結
実した「海ぼたる」活動は、
決して当たり前のことではあ
りません。なんらかの形で関
わりたいです。

【総括として】

〇阿部喜英さん（女川町観光協会会長／女川町まちづくり推進協議会委員）

無理をして疲弊してしまったのでは本末転倒になってしまうので、無理
せず、まず自分たちが一番楽しむことで、それが周りに伝わり、活動が広
がっていくといいと思います。地域への情報発信は、とても大切ですよ。

〇須田善明町長 人が来るから、町の表情やにぎわいになります。人が行
き交うことで、温かいものとして感じることができます。復興のハード部
分が終わりに近づき、大切になっている“まち活”に、誰もがプレイヤーと
して参加できる町を目指していきます。

障がいを持つ人が活躍できる場所を作ろうと、震災前から女川で活動しています

気軽に足を運んでもらえる駅前商店街に
NPO法人きらら女川（シーパルピア女川） 松原千晶さん

インタ
ビュー
「きらら女川」では、女川の名物パン「さんまパン」や惣菜パン、20種類以上
ある「おからかりんとう」やパイ、わかめも販売しています。お食事もできる集
いの場所となっているほか、障害を持つ方の就労支援も行っています。
≪女川版子ども食堂「おらほの女川食堂」プロジェクト≫
●月３回土曜日午後２時30分～４時30分 3月3日・17日・31日
きっかけは、小銭を握りしめて食事をしに来た子どもがいたことです。子ども
たちが気軽に来ることができれば、周りのおじいちゃん・おばあちゃんや家族も
身近で楽しい場所になると考え、駅前商店街へ地域のみなさんにもっと足を運ん
でもらえるよう、始めました。
≪実は365日開店しています≫
女川は、観光客を多く受け入れる町としても発展してきています。店舗が駅寄りにあるのでお客さ
んの声もよく聞こえ、
「せっかく美味しい食事を…と来たのに、お店が閉まっていて残念だ」との意
見が印象的でした。いつ来ても楽しめる町にと、365日休みなく開店しています。

「新しい町で、なにか始めてみたい！」という方、気軽にご相談ください！
まち活チームがお伺いし、活動の成功に向け、ていねいにサポートします！

◆問合せ先 女川町まちづくり推進協議会事務局
（役場復興推進課復興調整係）

☎54-3131内線291 メールアドレス：fukko7@town.onagawa.lg.jp
まち活＠おながわ
○まち活フェイスブック
で検索
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Information

今月のお 知らせ
人事院からのお知らせ
国家公務員採用試験
試験名

申込受付期間（インターネット） １次試験日

総合職

３ 月30日
（金）午 前 ９ 時

４月29日
（日）

一般職

４月６日（金）午前９時～

６月17日
（日）

一般職

６ 月18日
（月）午 前 ９ 時
～27日（水）受信有効

９月２日
（日）

（院卒者
～４月９日（月）受信有効
・大卒程度）

（水）受信有効
（大卒程度） 18日
（高卒者）

町民バス
３月の運休日

募集

申込方法や受験資格等の詳細は、人事院ホー
ムページ、または下記までお問い合わせください。
◆問合せ先 人事院東北事務局第二課試験係

☎022-221-2022
HP http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

町民バスは、月～金曜日まで
のほか、第２・第４土曜日とそ
の翌日の日曜日も運行していま
す。また、
祝日も運行しますが、
運休日と重なっ
た場合には運休となります。運休日
（運行しな
い日）は下記のとおりですので、ご利用の際は
お間違えのないようご注意ください。
◆運休日
（運行しない日）
３月３日(土)、４日(日)、
17日(土)、18日(日)、31日（土）
◆運



◆主


催

※雨天時は女川町まちなか交流館

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。

お子さんの教育資金を「国の教育ローン」
（日
本政策金融公庫）がサポートします。高校、大
学等への入学時・在学中にかかる費用を対象と
した公的な融資制度です。
◆融 資 額 お子さん１人あたり350万円以内
◆金
利 年1.76％ 固定金利

※「母子家庭」、
「父子家庭」、
「世帯年収200万円
（所
得122万円）以内の方」または「子ども３人以上
の世帯かつ世帯年収500万円
（所得346万円）以
内の方」は年1.36％（平成29年12月13日現在）
。

女川仏教会

保福寺（八巻） ☎090-2994-9796

おらほの女川食堂
小・中学生に100円で食事提供
◆日

◆場
◆料

教育資金を国の教育ローン
（日本政策金融公庫）
がサポート

（永清寺、
渓秀院、照源寺、
保福寺、
萬蔵寺、妙照寺)

◆問合せ先

時
所
金

３月３日、17日、31日
（土）
午後２時30分～４時30分
きらら女川（シーパルピア女川内）
食事１食あたり100円の自己負担

※ご利用には、行政区で配布したチケットが必要で
す。小・中学生のお子さんがいるご家庭でチケッ
トをお持ちでない方はお問い合わせください。

◆問 合せ先 「おらほの女川食堂」プロジェクト
チーム事務局（NPO法人きらら女川）☎98-8062

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！

東日本大震災
海頭供養法要のお知らせ
≪主催者から≫
あの震災より丸７年の歳月が過ぎようとして
います。忘るまじ、皆で肩を寄せ合い暖を取っ
たこと、大切な人を探し西へ東へ歩き回ったこ
とを。彼岸の中日、今年もどんなに寒かろうが
法要を行います。それが故人への礼儀だと思い
ます。どなたでもご参列いただけますので、一
緒に女川湾に向かって手を合わせましょう。
◆日
時 ３月21日
（水）
午後２時～
◆場
所 女川駅前広場

賃

◆返済期間

15年以内

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

◆使用用途 入
 学金、授業料、教科書代、アパ
ート・マンションの敷金･家賃など
◆返済方法 毎月元利均等返済


◆保


※ボーナス時増額返済も可能。

証 （公財）教育資金融資保証基金

※連帯保証人による保証も可能。

◆問合せ先 教育ローンコールセンター
☎0570-008656（ナビダイヤル）☎03-5321-8656


HP

国の教育ローン で検索
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最新の情報を配信！

女川町公式ツイッター

https://twitter.com/TownOnagawa

“守りたい故郷があります” 募集
自衛官等採用情報

3.11メモリアルネットワーク
第１回伝承シンポジウムを開催

●陸・海・空自衛官候補生（男子）
◆応募資格

広島・兵庫・中越で長年伝承に携わってきた
方を講師としてお招きし、東日本大震災の被災
地で震災伝承に取り組む実践者とともに、震災
の経験と教訓を地域を超え、世代を超えて伝え
続けるための知恵を出し合い、これからについ
て共に考え、学び合います。

18歳以上27歳未満の方

※受付は年間を通じて行っています。

●予備自衛官補

◆応募資格
○一般…18歳以上34歳未満の方
○技能…18歳以上で、国家免許資格等を有す
る方 ※資格による年齢の上限あり
◆受付期間 ４月６日
（金）
まで
◆試 験 日 ４月14日
（土）
～18日
（水）
◆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

テーマ「伝える力 地域を超えて 世代を超えて」
◆日
時 ３月９日
（金）

午後１時～４時40分
◆場
所 石巻専修大学５号館5301教室
◆入 場 料 無料
◆問合せ先 3.11メモリアルネットワーク事務局
☎090-9407-3125 Mail info@311mn.org

公開シンポジウム
震災と海 変わりゆく海の環境と養殖

視覚障害者情報交流会
のお知らせ

宮城水産復興連携協議会では公開シンポジウ
ム「震災と海～変わりゆく海の環境と養殖」を
開催します。無料で、
ご自由に観覧いただけます。
◆日
時 ３月17日
（土）
午後１時30分～５時
◆場
所 女川魚市場 ２階大研修室


※駐車場は3階屋上駐車場をご利用ください。

◆特別講演 長面浦におけるカキ養殖の取り組み
◆成果報告 ○宮城県の復興を加速する新しい
高品質カキ養殖とブランド化のための実証研
究 ○女川湾のホタテガイ養殖 ○東日本大
震災後の宮城県沿岸におけるキタムラサキウ
ニの分布および発生状況について ○ギンザ
ケ養殖業の安定化、省コスト・効率化のため
の取り組み ○新たな養殖種「ダルス」につ
いて ○女川湾の海洋調査の活用法
◆問合せ先 東北大学マリンサイエンス
復興支援室 ☎90-3969

納 税
だより
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宮城県視覚障害者情報センターでは、視覚障
害者情報交流会を開催します。音で教えてくれ
る時計、体温計、体重計、血圧計、台所用品な
ど、見えない・見えにくい方にも便利な機器や
用具をご紹介します。申込不要、来場自由です
ので、お気軽にお越しください。
◆日
時 ３月21日
（水・祝）

午前10時～午後３時
◆場
所 女川町まちなか交流館 会議室B
◆内
容
①視覚障害者向け福祉用具等の紹介・体験
②懇談会 ③情報機器よろず相談

 ※相談内容・希望時間帯についての予約が必要です。

◆対

目の見えない・見えにくい方、そ
のご家族、支援者等
◆参 加 費 無料
◆問合せ先 宮城県視覚障害者情報センター

☎022-234-4047

２月28日に納期を迎えるもの
税 目 等
期 別

固定資産税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料

4 期
10 期
8 期
9 期

象

４月２日に納期を迎えるもの
税 目 等
期 別

後期高齢者医療保険料

9

期

※税金等は、納期内に納付（入）してください。
※納付書等を紛失した場合は、役場税務課（☎54-3131内線143）までご連絡ください。

Information
TBC東北放送ラジオ（宮城県 AM1260KHz） 毎週日曜日午後11時～11時30分
「佐藤敏郎のOnagawa Now! 大人のたまり場」放送中！

東北一斉 B型肝炎訴訟
無料電話相談会 ※通話料はかかります。
◆日
◆内
◆対

時 ３月19日
（月）
午前10時～午後７時
容 B型肝炎被害対策東北弁護団が、
B型肝炎訴訟について、弁護士に
よる無料相談を行います。
象 B型肝炎患者またはそのご家族



※患者が亡くなっている場合は、その相続人。



※予約不要。当日、直接お電話ください。

◆相談電話番号 ☎022-721-8063

◆無料電話相談会についての問合せ先
B型肝炎訴訟東北弁護団事務局

（小野寺友宏法律事務所） ☎0120-76-0152

自動車・軽自動車の
各種手続きはお早めに！

石巻高等技術専門校
学生を募集

募集

石巻高等技術専門校では、平成29年度離職
者等再就職訓練として「経理基礎科
（第２回）」
の学生を募集します。
◆訓練内容 パ
 ソコンを活用した事務処理技能
と簿記会計知識の習得
◆対 象 者 ハローワークの受講指示、受講推
薦または支援指示を受けられる方
◆募集人数 15人
◆訓練場所 ＪＭＴＣ石巻教室


（石巻市蛇田字新下沼70-8）

◆訓練期間 ３月27日
（火）
～６月26日
（火）
◆募集期間 ３月13日
（火）
まで
◆面接選考 ３月15日
（木）
◆費
用 授業料は無料
※テキスト代として約15,000円

◆問合せ・学生募集の申込み先・選考場所
 宮城県立石巻高等技術専門校 ☎22-1719

毎年３月は、自動車の登録、検査、名義変更、

（石巻市門脇字青葉西27-1）
廃車などの各種手続き・申請が集中し、大変混
雑します。特に週末や中旬以降に集中するため、
長時間お待ちいただく場合があります。これら
「国税専門官採用試験」
募集
の手続きはお早めにお済ませください。
（大学卒業程度）
のお知らせ
◆問合せ先
○軽自動車…軽自動車検査協会宮城主管事務所
仙台国税局ではバイタリティーあふれる職員

☎050-3816-1830
（国家公務員）
を募集しています。国税専門官は
○自動車…東北運輸局宮城運輸支局
国の財政を支える重要な仕事を担い、税務署等
登録関係☎050-5540-2011
で調査・徴収・検査や指導などを行う税務のス
検査関係☎022-235-2517
（
「２」をプッシュ）
ペシャリストです。

職場のトラブル解決を
労働局がお手伝いします
個々の労働者と事業主間のトラブル
（個別労
働関係紛争）が増えています。宮城労働局では、
個別労働関係紛争を未然に防止し、また、紛争
の迅速な解決を促進することを目的として、次
の３つの制度を実施しています。
○総合労働相談コーナーでの情報提供・相談
○宮城労働局長による助言・指導
○紛争調整委員会によるあっせん
いずれの制度も無料で、労使いずれもご利用
いただけます。
◆問合せ先 石巻総合労働相談コーナー

（石巻労働基準監督署内） ☎22-3365

◆受験資格
○昭和63年４月２日から平成９年４月１日生
まれの方
○次に掲げる平成９年４月２日以降生まれの方
①大学を卒業した方および平成31年３月までに
大学を卒業する見込みの方
②人事院が①と同等の資格があると認める方

◆申込受付期間
３月30日
（金）
～４月11日
（水）
◆申込方法 インターネット申し込み
≪国家公務員試験採用情報NAVI≫
HP http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm
◆第１次試験日 ６月10日
（日）
◆問合せ先 仙台国税局人事第二課試験研修係

☎022-263-1111内線3236

人事院東北事務局 ☎022-221-2022
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無料人権相談
時…４月５日（木）
午前10時～午後３時
◆会
場…女川町役場仮設庁舎
1階相談室
◆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163
◆日

一日行政相談
時…４月５日（木）
午前10時～午後３時
◆会
場…女川町役場仮設庁舎
1階相談室
◆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 行政相談員
◆問合せ先…役場総務課秘書広報係
☎54-3131内線213
◆日

●災害援護資金貸付について

町では、東日本大震災により被害を受けた方の生
活再建資金として貸し付けを行っており、本制度で貸
し付けを受けた方の償還が開始しています。
返済や貸し付けに関するご相談は、下記までお問い
合わせください。
◆問合せ先 役場町民生活課生活支援係

☎54-3131内線161～163

●性暴力被害相談支援センター宮城

宮城県では、性暴力被害者支援の拠点として「性
暴力被害相談支援センター宮城」を設置し、相談や
医療機関の付き添い、受信費用等の助成を実施して
います。
こ こ ろ フォロー
◆連 絡 先 ☎0120-556-460（けやきホットライン）
◆受付時間 〇月～金 午前10時～午後８時
〇土
午前10時～午後４時


※祝日、休日、年末年始を除く

●暮らしとこころの相談会

法テラス東松島



主催：仙台弁護士会
こころの相談も含めた、専門家による総合的無料
相談です。お一人で悩まず、ご相談ください。

≪例えば≫

借金、離婚、家庭内暴力、いじめ、
パワハラ、セクハラ、解雇、生活困窮、介護、ひ
きこもり、人間関係、ストレス、眠れないなど

市町村消費者行政推進事業

無料
法律相談
事前予約制

※各相談日の１週間前までにご予約ください。

３月 ９日(金) ※２日までに要予約
23日(金) ※16日まで要予約

午前11時～午後４時
女川町役場仮設庁舎 １階相談室
毎月第２・第４金曜日を法律相談の日と
しています。
住宅ローンの債務整理や事業再建など、
悩みや心配ごとがある方は、お気軽にご相
談ください。
※相談日当日、時間に余裕がある場合は当日でも
受付できる場合がありますので、お電話にてご
確認ください。

◆予約・問合せ先
役場産業振興課商工労働係
☎54-3131内線249
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◆日

時

◆場

所



３月10日
（土）
、25日
（日）
午前10時～午後４時
法テラス東松島

（東松島市矢本字大溜1-1

◆相談担当

コミュニティセンター西側）

弁護士・社会福祉士・精神保健福祉士

 ※事前予約の方が優先（当日空きがあれば当時相談も可能）

◆予約・問合せ先 法テラス東松島

☎050-3383-0009
（平日午前９時～午後５時）

●女川町生活福祉巡回相談

ひありんく

宮城県北部自立相談支援セン
タ ー「 ひ あ り ん く 」 で は、 生
活福祉巡回相談を行っていま
す。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。
≪巡回相談スケジュール≫
３月７日
（水）
○女川町まちなか交流館
○女川町勤労青少年センター ３月14・28日
（水）

▶時間はともに午後１時～午後３時
◆問合せ先 宮城県北部自立相談支援センター

ひありんく ☎0229-25-5581

町民生活課

町民生活課窓口からのお知らせ

国民健康保険・後期高齢者医療保険
●～高額医療・高額介護合算制度について～

医療保険と介護保険の両方の給付を受けている世帯の負担を軽減する制度です。
医療保険の被保険者と介護保険の受給者がいる世帯で、１年間（毎年８月１日から翌年７月
31日）の医療費と介護保険サービスの自己負担額を合計し、所得状況に応じた自己負担限度
額を超えた場合に、申請によりその超えた金額が支給されます（自己負担限度額については、
役場町民生活課へお問い合わせください）
。
該当する方には、申請書を送付済みです。申請書が送付された場合には役場町民生活課（②
番窓口）で手続きを行ってください。

【注意点】

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

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

○健康保険が使える場合


一部負担金のみを支払うことで施術が受けられるもの
（健康保険から柔道整復師へ費用の一部が療養費として支払われます）
▶ねんざ、打撲、挫傷（肉離れ）など
▶骨折・脱臼（応急手当を除き、医師の同意が必要です）

×健康保険が使えない場合

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

接骨院・整骨院にかかる際の注意点

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


◆問合せ先

役場町民生活課国保年金係

☎54-3131内線118・119
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住民登録
●代理人選任届（委任状）の書き方について
住民票や戸籍を取得する際に、代理人に依頼する場合は代理人選任届（委任状）が必要です。同届
の様式は窓口でも準備していますが、便箋等の用紙にご自身で作成していただくことも可能です。た
だし、内容に不備があると受け付けできないこともありますので、
下記を参考に作成してください。
代理人選任届（委任状）
住
所 女川町女川浜字大原316番地 ※住民票の住所
氏
名 女 川 太 郎
※〇の欄には「世帯全員分の住民票の写し」や「戸
生年月日 昭和□□年□□月□□日
籍抄本」など、必要な証明書の種類を記入。
上記の者に○○○○の申請受領の権限を委任します。
※△の欄には「免許の取得」や「勤務先へ提出」など、
使用目的は△△△△です。
目的や提出先を記入。
平成□□年□□月□□日
委任者 住
所 女川町女川浜字女川136番地 ※住民票の住所
氏
名 牡 鹿 花 子
㊞ ※シャチハタ不可
生年月日 大正□□年□□月□□日

代理人

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



◆問合せ先

役場町民生活課住民登録係

☎54-3131内線120・121

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

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間
（10年）を満たしていない場合や、40年
（480月）の納付
済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合など、下記の条件にあてはまる方は60歳
以降でも国民年金に任意加入することができます。


※受給資格期間は平成29年８月より10年に変更となりました。

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


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

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

国民年金の免除期間・納付猶予期間の追納について

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

◆問合せ先
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役場町民生活課国保年金係 ☎54-3131内線118・119
石巻年金事務所 ☎22-5117

保健センターからのお知らせ

保健だより

簡単！美味しい！キレイに！ 不足しがちな野菜について学びましょう

「野菜のひみつ」セミナーを開催します
ウエルネスデザイナーが楽しく解説♪
野菜メニューの簡単調理体験＆試食もあります
お肌のトラブル、便秘、高血
圧、イライラ…。これらの症状
は、もしかすると野菜不足のせ
いかもしれません。野菜とから
だの関係を知って、不調を改善
し、心もからだもキレイにしま
せんか？
健康プロジェクトの一環とし
て開催するこのセミナー「野菜
のひみつ」では、野菜を十分に摂れているかのセルフチェッ
クや、簡単・手軽な野菜メニューの調理体験＆試食などをご
用意。みなさん、ぜひご参加ください。

健康プロジェクト

健康プロジェク
トのロゴができ
ました！

◆日
時 ３月17日
（土）
午前10時30分～正午
◆場
所 女川町まちなか交流館ホール
◆講
師 ウエルネスデザイナー 斉藤緑里さん
◆参 加 費 無料
◆申込方法 ３月９日（金）までに女川町保健センター
（☎534990）
までお申し込みください。
●お子さまも喜ぶ野菜メニューのレシ
ピや時短のコツなどもご紹介します。
●託児もご用意していますので、お気
軽に、ご家族でお越しください。

①アルコール関連
相談会
アルコール依存症など、アル
コールに関連する問題を抱える
方やご家族を対象に専門相談会
を開催します。 ※事前予約制

②思春期・引きこもり
相談会
引きこもりや不登校、家庭内
暴力などで困っている方やご家
族を対象に専門相談会を開催し
※事前予約制
ます。

◆講師を務める斉藤さん。楽
しく野菜についての理解を
深めましょう

精神保健福祉
相談会
毎日をいきいきと過ごすにた
め、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
族を対象に専門相談会を開催し
※事前予約制
ます。

◆日
時 ３月16日（金）
◆日
時 ３月６日
（火）

午前10時～午後２時 
午後２時～６時 ◆日時・担当医
３月８日
（木）
午後２時～
◆相談担当
◆相談担当
伊藤医師（いとう心療クリニック）
精神保健福祉士 斎藤光央氏
臨床心理士 樋口広思氏
（火）
午前10時～午後３時
◆①②の場所 東部保健福祉事務所（石巻合同庁舎） ２階相談室（新庁舎） ３月20日

（石巻市蛇田字新沼田12番地４街区１画地）
原田医師（みやぎ心のケアセンター）
◆①②の予約・問合せ先
◆場所・申込み・問合せ先
東部保健福祉事務所母子・障害班 ☎95-1431
女川町保健センター
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鼻がムズムズ、目がかゆいあなたに

花粉症 早めの対策で症状を和らげましょう
これからの時期、鼻がムズ
ムズする、目がかゆいといっ
た花粉症の症状に悩まされる
方も多いのではないでしょう
か。
花粉は年間を通して飛散し、
アレルギー症状を引き起こし
ます。鼻水・鼻づまり・くしゃ
み・目のかゆみなどが代表的
な症状です。花粉症が起こるメカニズムとして、体内に
花粉（アレルゲン）が入ってきたとき、それを排除しよ
うとする「免疫反応」により、それぞれの症状が起き
ます。風邪と症状が似ていることから、風邪だと思い
込んで症状を悪化させてしまうケースもあるので、お
かしいなと感じたら早めに医療機関を受診しましょう。
今年の花粉量は昨年の２倍とも言われているので、早
めの対策を心がけたいですね！

麻しん・風しん
（２期）

高齢者肺炎球菌

 成23年４月２日～
◆対 象 者 平

平成24年４月１日生まれの児童

※対象者のうち、未接種の方には２月に予診票を郵
送済み。

※過去に接種したことがある方は対象外。対象者の
うち、未接種の方には２月に予診票を郵送済み。

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

女川町保健センター

◆問合せ先

Information インフォメーション

女川町保健センター
☎53-4990

（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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◆対 象 者
今年度、65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・
90歳・95歳・100歳となる方

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

※女川町地域医療センターや県内医療機関で接種可。

◆問合せ先

●花粉情報をこまめにチェックする
●外出を控える
花粉の飛散が多い日は注意が必
要。１日の中で飛散量が多いと言
われている午後１時～３時も、な
るべく控えましょう。
●家の中に花粉を入れない
帰宅時は玄関でなるべく花粉を
落とし、室内に持ち込まない工夫
と努力を。
●帰宅後は洗顔やうがいを
顔や体についた花粉を洗い流し
ます。毎日の習慣に！

予防接種のお知らせ

予防接種のお知らせ

◆接種期限
◆接種費用
◆接種方法

今から始めよう

花粉症対策

※女川町地域医療センターや県内医療機関で接種可。

女川町保健センター

健康や保健に関する窓口です。母子手
帳の交付、各種健診、身体・栄養・ここ
ろの健康相談、保健指導、予防接種およ
びさまざまな健康づくりのお手伝いを
行っています。保健師・管理栄養士・精
神保健福祉士・臨床心理士などの職員
がいますので、気軽にご相談ください。

女川町

子 育 て支援
センター

任期満了に伴う
土地区画整理審議会
委員選挙のお知らせ

地域福祉センター１階
☎24-9341
※各イベントの予約、問い合わせ
等は子育て支援センターまで。

石巻広域都市計画事業女川町被災市街地復興
土地区画整理事業（中心部地区）では、土地区画
整理法に基づき土地区画整理審議会を設置して
います。
現在の審議会委員の任期が平成30年６月６
日をもって満了となるため、審議会委員の選挙
（改選）を行います。詳細については、別途対象
地区の地権者のみなさんへお知らせします。

子育てに関す
る相談や地域の
子育て関連の情
報 提 供、 子 育 て
サークルへの支
援や各種子育て
支援の講習会な
どを実施してい
ます。

◆選挙期日の公告 ３月７日
（水）
（木）
～18日
（水）
◆選挙人名簿の縦覧 ４月５日
※平 成30年3月27日
（選挙人名簿作成の基準日）現
在の宅地所有者および借地権者の方だけが、選挙
権者および被選挙権者になることができます。

◆開設日および開設時間について
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

◆審議会委員の立候補の受付
５月１日（火）
～11日
（金）
◆審議会委員の候補者の公告 ５月23日
（水）
◆選挙期日（投票日） ６月３日
（日）



※各種健診日は時間帯で休館の場合あり

◆利用料

無料

※材料費等負担の場合あり

※立候補者が定数に満たない場合、投票は行いません。

◆当選人の公告

６月７日
（木）

３月の行事予定

土地区画整理審議会の役割

●乳幼児子育てセミナー

土地区画整理審議会
は、 土 地 区 画 整 理 法 で
定 め ら れ た 事 項（ 主 に
換地に関すること）に
ついて、適正かつ公平に実施されるための
諮問機関として設置されます。
◆問合せ先


日
場
内

持ち物

●宮内庁からのお知らせ

平成31年歌会始のお題

および詠進歌の詠進要領

※封筒に「詠進歌」と書き添えてください。

◆そ の他 詠進歌は、お題を詠み込んだ
自作の短歌で一人一首とし、未発表の
ものに限ります。その他、書式等は宮
内庁ホームページでご確認ください。
HP http://www.kunaicho.go.jp/

３月20日（火）午前10時～
女川町子育て支援センター
子育てに関する相談をすること
ができます。
母子手帳 ※予約不要

●おがったすか!?

役場復興推進課土地区画整理係
☎54-3131内線235・236

◆平成31年歌会始のお題 「光」
◆詠進の期間 ９月30日まで
◆郵便の宛先 〒100-8111 宮内庁

時
所
容

日

時

場
内
予

所
容
約

３月23日（金）
午前10時30分～
女川町子育て支援センター
どれだけ成長したかな？
要/先着10組

≪３月の休館日のお知らせ≫
▶１日（木）６ヶ月児育児健診


※午後１時から利用可



※午前11時まで利用可

▶２日（金）１歳６ヶ月児健診
▶８日（木）２歳児歯科健診


※午前11時まで利用可
※休館日は健診が終わり次第、利用できる場合
もあります。詳しくはお問い合わせください。
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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

地域で元気に暮らすために⑫

認知症や物忘れなどについて悩んでいる方や不
安に感じている方はいませんか？ 気軽に立ち寄っ
て、話ができる場所があります。

もの忘れよろず相談所

「ほっとカフェ」

に来てみませんか？

出島
区

木村 とり子 さん

※このコーナーは、地域で元気にお過ごしの高
齢者の方をご紹介します。
※毎 日元気に生活されているご自身のことや
お知り合いの方を、ぜひご紹介ください。

※どちらも午前10時～正午

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）

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。

31

日取材

在宅介護や健康づくり、介護保険
のことなど、お気軽にご相談ください。
●３月26日（月）午前10時～正午
女川温泉ゆぽっぽ ２階休憩室



※１月

まちなか相談会のご案内

災害公営住宅で一人暮らしを続けてい
るとり子さん。島の方たちはみなさんお
元気ですが、80歳を超えていても若い世
代のお母さんたちと一緒に活動する姿が
印象的です。「世代に関係なく、自分から
交流して、エネルギーをもらって、そし
て自分でできることを提供することが生
きがいかな」と話します。女川音頭を歌
う姿は力強く、とてもかっこいいです。
世代を超えて交流することで、普段と
は違ったさまざまな話や体験ができ、お
互いによい刺激にもなりますね。

３月は司法書士をお呼びして、財産管理や相
続の仕方等について学びます。
◆テーマ 自分の財産の守り方と相続の仕方
◆講 師 司法書士 高澤哲也氏
【１号店】３月 ７ 日
（水）
（金）
【２号店】３月16日
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84

歳）

▶▶▶3月の開店日のお知らせ

ん

いきいきさ

（

※どちらにご参加いただいてもかまいません。
※参加費100円
（お茶代）
。

今月の



物忘れなど年齢とともに出てくるさまざまな症
状について相談したり、学んだり、リフレッシュ
するなど、ゆったりと過ごせる場所です。お気軽
にお越しください！
【１号店】
◆日
時 第１水曜日 午前10時～正午
◆場
所 特別養護老人ホームおながわ内
カフェ「みん」
【２号店】
◆日
時 第3金曜日 午前10時～正午
◆場
所 運動公園住宅コミュニティプラザ

消費生活情報館
●架空請求にご注意！

新聞やテレビのニュースなどでご存知かと思いますが、１月に石巻で20代の
女性が架空請求の詐欺被害に遭い、950万円をだまし取られた事件があったと石
巻署から発表がありました。身に覚えのない請求があった場合は、現金などを送
る前に家族や友人等に相談するなどして、絶対に一人で対応しないでください。

事例

昨年の12月に、20代女性の携帯電話に法律事務所の職員を名乗る男から「動画サ
イトの未納料金があり、裁判の手続きを進めている。解約手続きのために50万円を
現金書留で送ってほしい。９割は返金する」という内容の電話がかかってきました。
女性は、男の話を信じ込み、お金を送りました。その後も５回にわたり現金を請求さ
れ、12月中に計950万円をだましとられたということです。１月に入ってさらに現
金を送るように電話がかかってきたため、家族に相談したところ詐欺ではないかと指
摘され、だまされていたことに気づいたそうです。

＊アドバイス＊
●身に覚えがない請求があった場合は、現金などを送る前に家族や友人、公的機関などに相談
して、絶対に一人で対応しないようにしましょう。
●ハガキやＳＮＳを使っての架空請求もあります。覚えがなければ無視しましょう。
●安易に連絡すると、電話番号など新たな個人情報を知られてしまいます。

●スマホ操作は、大人が付き添いましょう！

お子さんやお孫さんが、大人のスマートフォンなどを使って、動画を見たりゲームをするという
ことがよくあると思います。子どもは大人が想像する以上にスマートフォンなどを簡単に操作して
しまうことがあり、ネットトラブルに巻き込まれないよう注意が必要です。子どもが利用する場合
は、必ず大人が付き添うようにしましょう。

事例

５歳の息子を寝かせるため、スマホで動画を見せていた。別室で家
事をしていたところ、息子が何か話しているので、驚いて行ってみると、
アダルトサイトの請求画面が表示されていた。スマホの画面に表示さ
れた広告をクリックしたらしい。請求画面には「１年で30万円」とあり、
退会しようと電話やメールをしてしまった。伝わってしまった個人情報が心配だ。

＊アドバイス＊
●上記は「ワンクリック請求」の事例です。アダルトサイトの請求画面が出ても、慌てて相手
に連絡したり、お金を支払ったりしてはいけません。
●１回のクリックで契約は成立しません。お金を振り込む必要はないので無視しましょう。

＊消費生活相談員からひとこと＊

３月は、進級や進学、就職などを控え、商品を購入する機会も多くなります。できるだけ情
報を得て、家族と話し合い、計画的に納得した買い物ができるようにしたいですね。

★困ったときは、町の消費生活相談員にご相談ください★
役場産業振興課消費生活相談員デスク

☎54-3131内線249
22

◎測定結果（単位:ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時）

（１月15日～２月９日)

施設名

測定値

一保所庭（0.5m）

欠測

四保所庭（0.5m）

欠測

小学校校庭（0.5m）

0.07

中学校校庭（1.0m）

0.07

第二多目的運動場（1.0m）

0.04

役場仮設庁舎前（1.0m）

0.06

空 間 放 射 線量の測定結果

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

第２多目的運動場での計測

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

水産物の
放射能測定結果

町では、女川魚市場に水揚げされた水
産物について、宮城県から支給された簡
易測定器および東北大学から提供された
連続個別非破壊放射能システム等を使用
し、放射能を測定しています。１月１日～
31日までの測定結果は、下記のとおり。
◆検体数・測定結果
26種類88検体、すべてにおいて、厚
生労働省が定める一般食品の基準値
100ベクレル／㎏を下回りました。
（検体すべて測定下限値以下・不検出）

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

食材等の放射能簡易測定


を行っています

町では、町民が自家消費用に生産・採
取した野菜、山菜、魚などの食材の放射
能簡易測定を行っています。
詳細は、役場企画課原子力対策係（☎
54-3131内線222・223）
まで。

放射線に関する正しい知識を身に付けよう！

体や食品にもともとある放射性物質

先月号では、原子力発電所の事故とは関係なく空気や大地に放射性物質があることを勉強し
ました。空気中や大地に放射性物質があるということは、それをもとに成長する植物や動物、
つまり私たちが普段口にしている食べ物の中にも放射性物質が含まれていることになります。
食べ物に含まれる放射性物質は主にカリウム40というものです。1kgあたりの放射能は、例
えば干しシイタケで700ベクレル、ほうれん草で200ベクレル、牛肉で100ベクレルなどです。
そのような放射性物質を含んだ食べ物を食べているわけですから、私たち人間の体にも常に放
射性物質が存在しているこ
●食品中のカリウム 40（放射性物質）の量 ●体内の放射性物質の量
とになります。
（日本/１kgあたり）
人間の体内には体重60kg
の 人 で 約7,000ベ ク レ ル の
干しこんぶ2,000 干ししいたけ700 ポテトチップス 400
放射能があると言われてい
ますが、このカリウムは筋
カリウム40
4,000ベクレル
生わかめ200 ほうれん草200 魚100
牛肉100
炭素14
2,500ベクレル
肉や神経の機能を正常に保
ルビジウム87
500ベクレル
鉛210・ボロニウム210
20ベクレル
つ働きがあるため、人間に
は欠かせない成分となって
牛乳50
食パン30
米 30
ビール10
（体重60kgの日本人の場合）
（単位：ベクレル）
います。

お知らせ
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測定結果は、女川町公式ホームページや放射線・放射能に関するポータルサイ
ト「放射能情報サイトみやぎ」にも掲載しています。

女川町地域医療センターからのお知らせ
●イージー健診について
診察なしで、気になる項目のみをピンポイントで測定できます。検査項目は以下の
項目を用意しています。気軽に健康チェックをしてみませんか？
検査内容

検査項目

料

金

①血糖

血糖、HbA1C

500円

②コレステロール

中性脂肪、HDL、LDL

500円

③肝機能

AST、ALT、γ-GTP

500円

④痛風

尿酸

500円

⑤貧血

鉄、UIBC、フェリチン、赤血球、ヘモグロビンヘ
マトクリット、血小板数、白血球数

500円

⑥尿

尿蛋白、尿糖、尿潜血

500円

⑦リウマチ

RF

500円

⑧大腸がん

便中ヘモグロビン2回法

500円

⑨肝炎

HBs抗原、HCV抗体

1,000円

⑩前立腺

T-PSA

1,000円

おすすめセット（①～④） ①～④の検査項目すべて

1,000円

※検査のみの実施です。結果をご覧いただき、気になるところがあれば、医療機関を受診するこ
とをおすすめします。
※検査の状況により、少々お時間をいただく場合がありますのでご了承ください。
※その他、一般健診・生活習慣病予防健診・ドック項目検査・特定健診・電離健診・各特殊健診
等も行なっています。予約が必要ですので、健診担当までお問い合わせください。

３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
※整形外科は午前８時30分～11時

小児科

心療
内科

眼科

午後

午後

整形
外科

皮膚科

午前

午前

診
療
科

午前

午後

午前

午後

月

●

●

●

●

−

−

−

−

火

●

●

●

●

●

−

−

−

水

●

●

●

●

−

−

−

−

木

●

●

●

●

−

●

−

−

金

●

●

●

●

−

−

●

●

土

●

−

３・17日

−

−

−

−

−

（午後４時まで）

３月の巡回診療
出島集会所
午後１時30分～

７日( 水 )
2 8 日( 水 )

江島診療所
午後１時30分～

1 4 日( 水 )

※巡回診療は予約制です。
外来受付までご連絡を。

今月の健康教室

３月22日（木）

午後２時～

「糖尿病

初心にかえって」

講
師：看護師 阿部恵美子
問合せ先・担当
■総合診療外来
外 来：阿部恵美子
内科･外科･整形外科･小児科､ その他､ 科を問わずご相談ください。
栄養室：横田 三夏
※今野先生の小児科の土曜診察日は３月３日・17日の予定ですが、都
木村 るり
合により変更の場合もありますので、お問い合わせください。

■職員募集中！ ※詳細は、事務部までお問い合わせください。
○理学療法士 ○作業福祉士 ○介護福祉士

●お知らせ…都合により３月 日（木）
は眼科休診。

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～ ５時

29

※どなたでも参加できます。予約は
上記担当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
24

町誌の魅力をお届けします！

やまばなし
よも

女 川 町 誌

◀平成 年 ６ 月 の 内
山遺跡見学会の様
子。縄文時代の食
糧貯蔵穴などが見
つかりました

町誌続編では女川町の埋蔵文化財を遺
跡ごとに紹介しています。所在地、概要、
時期・型式名、人工遺物、保管の項目に
まとめられ、石器の写真、土器の図など
もあり、資料化に努めています。
現在、町内各所で復興工事が進む中、
文化財保護法に基づいて、遺跡の記録保
存のための発掘調査も行われています。
もしかすると、新資料が出てくるかもし
れませんね。
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●新資料

四方山話
（女川町誌続編P528より）

昭和四十年代後半に、女川町御前浜の県道
で道路測量中に大量の古銭が発見された。山
ぎわの高さ二〇㍍の岩盤のくぼみに埋もれて
いたという。現在、東北歴史資料館で整理中
であるが、約一万枚はありそうである。古銭
を銭名と初鋳年代で分類してみると、日本の
ものは奈良時代の神功開宝（じんこうかいほう）と
平安時代の富寿神宝（ふじゅしんぽう）がそれぞれ
一枚ずつあるだけで、他の総てが中国銭である。
（中略）こうした埋蔵銭は県内で一五か所で発見
され、備蓄あるいは一時保管のために埋蔵さ
れたものと考えられているが具体的なことは
わからない。しかし、中世における貨幣流通
を示す資料として重要である。

▶▶▶「おながわ町民カレンダー」を探しています

女 川 町 誌 は 電 子 書 籍 化 し、 町 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ で 無 料
公開中です。続きはホームページでご覧ください！

埋蔵文化財

平成元年からの町の行事やゴミの収集日が記載してある「おながわ町民カレンダー」を探し
ています。お持ちの方や所在をご存知の方は、町誌編さん室までご連絡ください。
町誌には町域に関する資料収集が欠かせません。みなさんからの情報をお待ちしています。

◆問合せ先

50

●お便り募集
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☎53-3151内線16

広報おながわでは、お便
りを募集しています。
紙面で紹介したい身近な
出 来 事 や 心 温 ま る 話 題、 ご
意 見・ ご 感 想、 川 柳、 写 真
やイラストなどなんでもＯ
Ｋです。
み な さ ん か ら の ご 応 募、
お待ちしています！
◆字数
～２００字程度
◆写 真・イラスト タイトル
◆プレゼント 抽選で毎月
１ 名 の 方 へ、特 製 Ｑ ｕ ｏ
カード
（５ ０ ０ 円 分）を プ
レゼント！

広報２月号の冬花火の表紙に反響が大
き く、
「 ど う や っ て 撮 っ た の？」「 場 所
は？」と何度も聞かれました。単刀直入
に言うと、夜の山道なのでおすすめしま
せんし、それなりの装備とスキルが必要
です。当日の風向きは80枚中75枚に煙
が写り込む悪条件で、最後の最後の１枚
がアレ。花火写真としては三流ですが、
増えゆく町の明かりが華を添えました。
さて、下の写真は町の復興を支える役
場復興推進
課のみなさ
ん。 実 は、
その多くが
復興支援を
目的に各県
市町や復興
庁からの派遣、町任期付採用職員として
働いています。任期が終わっても女川を
忘れまいと、駅舎の前で想い出フォトを
撮りました。
“写真のチカラ”って、な
んだか素晴らしいですね。 
（卓）

※プレゼントの当選は賞品の発
送をもってかえさせていただ
きます。

編 集 後 記

教育総務課町誌編さん室

◆応募方法 住
 所・氏名（ペンネーム）
・年齢・性別・
電話番号を明記し、郵送かメールで
お送りください。
◆応 募 先 〒986-2261
女川町女川浜字大原316
女川町役場総務課秘書広報係
Mail kouhou@town.onagawa.lg.jp


女川町の人口
総 数
男 性
女 性
世帯数

6,613人
3,263人
3,350人
3,143世帯

平成30年
１月31日現在

（－24人）
（－12人）
（－12人） （
）
内
（－11世帯） は前月比
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女川町復幸祭2018
●津波伝承

女川復幸男

３月24日（土） 午後３時32分スタート

●復幸祭

３月25日（日）午前９時45分～午後４時 女川駅前商業エリア

▶ステージイベント まちなか交流館裏駐車場

▶食イベント

▶体験コーナー

▶キッズコーナー

女 川 潮 騒 太 鼓 轟 会・ 女 川 実 業 団・ 女 川 ダ ン
ススクール・庄司恵子・樋口了一・古澤剛・
GANG PARADE・新生アイドル研究会BiS・
水曜どうでしょう 藤村・嬉野ディレクター
シーパルピア女川
スペインタイル絵付け・モイストポプリ作り・
似顔絵・オリジナルクレヨン作りetc

まちなか交流館周辺
○ONAGA-１（ワン）フェスタ開催！
町内外飲食店による女川食材を使用した
メニュー披露イベント
○飲食・物産店ブースも多数出店予定

シーパルピア女川
縁日コーナー・エコブロックで遊ぼう！・
マカプゥふわふわドーム（雨天中止）etc

◆問合せ先 女川町復幸祭2018事務局（担当：今野） ☎24-8118

●女川消防署からのお知らせ

HP onagawa-fes.info

※ イ ベ ン ト 内 容 は 変 更 さ れ る 場 合 が あ り ま す。
最新情報は、復幸祭ＨＰをご覧ください。

「津波がきたら高台へ逃げる」という津波避難の基本を100年伝え続けるために毎年行ってい
る坂道競争です。女川駅付近から高台へ一斉に駆け上がり、
トップでゴールした方は
「女川復幸男」
として翌日の復幸祭開会式にて「希望の鐘」を鳴らしていただきます。

３月１日（木）か

ら７日
（水）まで

春の火災予防運動を実施します

≪全国統一防火標語≫

火の用心

ことばを形に

習慣に

石巻地区消防本部管内での原因別出火状況の上位は、たばこ、たき火、電気機器、ストー
ブと、いずれも火気取り扱いの不注意により発生しています。火気の取り扱いには十分に
注意を払い、今後も火の用心にご協力をお願いします。

住宅防火 いのちを守る ７つのポイント
■３つの習慣
○寝たばこは絶対やめる。○ストーブは燃えやすい物
から離れた位置で使用する。○ガスコンロ等のそばを
離れる時は必ず火を消す。
■４つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、
防炎品を使用する。 ○火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器等を設置する。 ○お年寄りや身体の不自
由な人を守るために、隣近所の協力体制を作る。

住宅用火災警報器

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
古くなると電子部品の
寿命や電池切れなどで、火災を感知
しなくなることがあるため、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。

◆問合せ先

広報

おながわ

女川消防署

☎54-2119

３月号

（仮設庁舎）
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