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４月24日に女川消防署庁舎災害復旧工事安
全祈願祭が行われました。来年４月からの運用
開始を目指し工事が進められ、女川町民の暮ら
しの安全・安心を守る消防署が再建されます。

※女川消防署
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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ポールウォーキングをはじめよう
６月11日・18日・25日
（木）
午前10時30分～11時30分
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため運動する機会が減ってい
る今、気軽にできる「ポールウォーキング」をはじめてみませんか？
上半身と下半身がねじれ合う回旋運動により、体脂肪燃焼とインナー
マッスル強化の効果もあります。
◆場

所

町民多目的運動場
（新しく人工芝に改修したところです）
（雨天時）
総合体育館 大体育室
◆対象者 町民および町内事業所勤務の方
（定員６名）
◆指導者 総合運動場 体育指導係
◆定 員 ６名
（先着順） ※1人１回とさせていただきます。
◆参加料 無料
◆準備物 マスク、運動できる服装と運動靴
（雨天時は室内用）
、タオル、帽子、水分補給のための
飲み物
◆申込み方法 総合体育館窓口に直接申し込み。もしくは、
下記申込み先に電話で申し込みください。
◆申込み期間 ６月２日
（火）
～10日
（水）
◆問合せ・申込み先 教育委員会生涯学習課体育振興係 ☎53-3151
（女川町総合運動場）

老壮大学

開催延期のお知らせ

次回は７月22日
（水）
「夏バテしない身体を作ろう」ラフター
ヨガ講座を第１回とし、あわせて開講式を行う予定です。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
６月24日
（水）
に開催予定の老壮大学「消費者講座」
は11月に延期します。
～今後開催するにあたっての大切なお願い～
・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
（寒くても、必ず空気を入れ替えます）
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。皆さんで協
力して感染防止に努めましょう。
◆問合せ先

教育委員会生涯学習課

☎54-3131内線423

宮城ヘルシー2020ふるさとスポーツ祭のお知らせ
９月13日
（日）に女川町で開催を予定していました「宮城ヘルシー2020ふるさとスポーツ祭
石巻地区大会」の中止が決定したことにともない、６月28日
（日）の町予選会は、ソフトボール
競技は中止、ペタンク競技は延期とします。
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令和３年４月１日採用

女 川 町 職 員 を 募集 します
◆試験区分・職種・採用予定人員・職務内容・受験資格
試験区分

上

級

(大学卒業
程度)

中

級

(短期大学
卒業程度)

職種

採用予定
人員

職

務

内

容

保健師として、技術的・専門的な業務に従事しますが、行政事務にも従
事し、施設勤務および災害発生時には深夜勤務になることもあります。

保健師

若干名

受験資格

平成３年４月２日以降に生まれ、保健師の資格を有する方または取得
する見込みの方。

保育業務に従事しますが、行政事務にも従事し、施設勤務および
災害発生時には深夜勤務になることもあります。
保育士

若干名

受験資格
平成３年４月２日以降に生まれ、保育士の資格を有する方または
採用の日までに取得する見込みの方。

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

◆試験日および場所 【１次試験】 ７月12日
（日）
午前10時～（受付９時～）
女川町役場
【２次試験】 ９月上旬ごろ ※試験日時、会場は第 1 次試験合格者に通知します。
◆試験の方法・内容 【１次試験】 教養試験（２時間）、性格特性検査（20分）
【２次試験】 作文試験（１時間）、人物試験（面接）、健康診断、資格調査
◆受付期間 ６月１日
（月）
～10日
（水）※平日の午前８時30分～午後５時15分

※郵便の場合は６月10日
（水）の午後５時15分までに届いたものを受け付けます。
「特定記録郵便」など、確実
な方法により、お申し込みください。

◆受験申込書請求先

〒986-2265

女川町女川一丁目１番地１

女川町役場総務課あて

※郵便での請求は、封筒の表に「職員採用統一試験申込書請求」と朱書きし、必ず120円切手を同封してください。

◆提出書類など
◆採用について
◆問合せ先

受験申込書１部、履歴書１通（郵便提出の場合のみ84円切手を同封のこと）
最終合格者は、任用候補者名簿に登録され、そのうちから採用者が決定されます
ので、最終合格者が全員採用されるとは限りません。ご注意ください。
役場総務課総務係 ☎54-3131内線211

●会計年度任用職員募集
６月１日（月）から募集要項と採用試験申
込書を配布します。
◆申込書配布・受付場所
役場２階総務課窓口
◆申 込み方法 指定の申込書（履歴書）
、健
康診断書
（１年以内に受診したもの）など
を添えて提出してください。詳しくは募
集要項をご覧ください。
◆受付期間 ６月１日
（月）
～12日
（金）
◆試験方法 １次試験 書類審査など
２次試験 面接試験
◆問合せ先 役場総務課総務係

☎54-3131内線212
3

募集内容
任

用

期

職

間

令和２年７月１日～10月31日

種

業務補助員（運転技術員）

勤

務

場

所

役場企画課

ほか

職

務

内

容

町民バス
（実証運行）の運転のほ
か、運行実績の整理、資料作成
等

募

集

人

数

１人

勤 務 時 間 等

週５日／１日（７時間45分）

給 料 月 額 等

143,800円

社会保険の適用

あり

必 要 技 能・ ・自動車運転免許（普通・中型）
資 格・ 要 件 等 ・パーソナルコンピュータ操作
（ワード、エクセル）

TEAM ONAGAWAのご紹介

うえ だ こうすけ

上田浩介

長期派遣職員

兵庫県西宮市から派遣
建設課
土木係
趣味：テニス（肘を痛め休憩中）

町では、全国の自治体や復興庁か
ら派遣された職員、任期付採用職員
が、町の復興のために活躍していま
す。これからもスピード感あふれる
復興に向け、チームおながわ一丸と
なって頑張ります！

西宮市で培ってきた知識、経験を活かして女
川町の復興、発展に寄与し、全力でお手伝い
させていただきます。また、1年間こちらで
生活するからには仕事だけでなく、自然豊か
な女川を全力で満喫します！！

なか せ だい ち

うち だ ゆう き

中瀬大地

内田優輝

兵庫県川西市から派遣
建設課
水道係
趣味：映画・ライブ鑑賞・読書
震災直後はボランティア、ここ数年は宮城県
を舞台とした作品のファンとして東北に関
わってきましたが、今回、職務として女川町
の復興支援に携わることになりました。自身
の経験と長所を活かせるよう、努めていきた
いと思います。
うめむら

梅村

兵庫県西宮市から派遣
建設課
下水道係
趣味：スノーボード・野球
４月から建設課の下水道係でお世話になって
おります。このご縁があったことを大変光栄
に思っております。女川町の復興・発展の一
助となるよう、尽力してまいります。よろし
くお願いします。

ひかる

にし だ てっぺい

光

西田鉄平

愛知県豊田市から派遣
建設課
下水道係
趣味：食べ（飲み）歩き・登山・旅行
４月から派遣職員として建設課下水道係でお
世話になります。女川町の海、山、町を全力
で味わって過ごしていきたいです。業務は浸
水対策等、下水道事業により皆さんの生活が
安心したものになるよう、精一杯頑張ります。

兵庫県西宮市から派遣
健康福祉課
福祉係
趣味：野球・ゴルフ
４月から健康福祉課の福祉業務に携わらせて
頂いております。女川町民の皆様によりよい
福祉サービスをご提供できるよう全力を尽く
します。よろしくお願いします。

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
掲載料

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

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
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女川町ふるさと応援寄附制度
【ふるさと納税】
「ふるさと納税」とは、ふるさと（自分が貢献したいと思う都道府県や市区町村）への寄附金のこ
とです。個人がこの寄附を行った場合、確定申告を行うことにより、2,000円を超える一定の額が、
住民税と所得税から控除されます。寄附先の“ふるさと”には定義はなく、出身地以外でも「お世話
になったふるさと」や「これから応援したいふるさと」など、各自が想う“ふるさと”を自由に選ぶ
ことができます。

〜令和元年度女川町ふるさと応援寄附金〜
寄附の件数と金額

337件 13,853,000円

みなさんからいただいた寄附は、寄附者の方がご指定になられた使途に見合った事業へ、幅広く
有効に活用させていただいています。令和元年度の実績については、下記の通りです。
なお、使途の指定がなかった寄附金については、おながわ秋刀魚収穫祭補助金として活用しました。

自然景観の
維持・再生事業
桜てんぐ巣病駆除委
託料、太陽光発電シ
ステム設置補助金

活気ある
まちづくり事業
（一社）女川町観光
協会補助金

文化・スポーツの
振興事業
つながる図書館用
図書購入費

●寄附をいただいた方を掲載しています
女川町公式ホームページにて、氏名と寄附額の公表に同
意された方を掲載しています。また、あわせて応援メッセー
ジも掲載していますので、ご覧ください。
◆女川町ふるさと応援寄附金ホームページ
http://www.town.onagawa.
miyagi.jp/11_21.html

復興・復旧
関連事業
崎山公園防護柵交
換工事、おながわ
冬のまつり補助金

感謝を込めて
返礼品として、女川町の
特産品等をお送りしています

●寄附をいただいた方からの

応援メッセージの一部をご紹介
震災後、旅行で二度お邪魔しました。その時見た、穏やかな
海からは想像できない街の様子。皆さんが安全に安心して暮ら
せる街へとさらに発展することを応援して僅かですが寄附させ
（大阪府 河田さん）
ていただきます。
町の皆さんの元気を応援します。さらに住みやすい街になり、
外からも多くの人が集まる街づくりに使ってください。震災直
後お会いした知人のお子さんがもう大学生です。これからも女
川育ちのお子さんが希望をもって成長されることを祈っていま
（神奈川県 安藤さん）
す。 
震災後に二度訪問させていただきました。津波の被害から力
強く復興されている街の姿にいつも勇気をもらいます。

（神奈川県 武井さん）

◆問合せ先
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町 で は、 寄 附
をいただいたみ
なさんへ返礼品
をお送りしてい
ます
（女川町外に
お住いの方に限ります）
。
寄附金額に応じて、活ホタテ・
ほやなどの海産物やオリジナル
ブランドあがいんおながわ商品
の詰合せ、各種体験メニューな
どを選ぶことができます。

役場総務課財政係

☎54-3131内線222

マイナンバーカードはお持ちですか？
マイナンバー（個人番号）カードは、プラスチック製で、氏名、住所、生年
月日、性別、本人の顔が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。
≪マイナンバーカードでできること≫
・本人確認の公的な身分証明書
（行政手続きでの本人確認に使用できます！）
・確定申告の電子申請にも使用できます！
・マイキーＩＤを設定すると秋頃国が実施する消費活性化策
（マイナポイントを活用した消費活性
化策）で、ポイント前払購入等で一人最大5,000円相当のプレミアムポイントが付与される権利が
得られます。
≪交付申請方法≫
通知カードや交付申請書から申請できます。住民登録係ではマイナンバーカードの申請のお手伝
いも行っておりますので、詳しくはお問い合わせください。


◆問合せ先

役場町民生活課住民登録係

☎54-3131内線153

●「マイナポイントを活用した消費活性化策」とは？
マイナンバーカードを持ったら、マイキーIDを設定しましょう！マイキーID設定窓口はこちら↓
女川町商工会
（担当：佐々木）
☎53-3310もしくは役場企画課企画調整係

☎54-3131内線242

女川商工会では、「マイナポイントを活用した消費活性化策」参加店舗も並行して募集していま
す（お問い合せは、上記商工会担当まで）
。

●マイナンバーカードをお持ちの方へ
スマートフォンのアプリケーションでもマイナポイントが予
約できます！詳しくは折込チラシをご覧ください。

◆マイキーくんのロゴ
の ア プ リ（マ イ ナ ポ
イント）です

６月の女川つながる図書館情報
今月の
め本
おすす

｢背中の蜘蛛」


誉田哲也

ついに、ここまできた――。
前人未到、孤高の警察小説が誕生し
た。東京・池袋の路上で男の死体が
発見された。目撃者もなく捜査は難
航、しかし「あること」がきっかけ
になり捜査が急転。
それから約半年後…

今月のおすすめ一般書

◆みやぎシニア事典／みやぎシルバーネット
◆パーキンソン病と暮らす／野﨑美穂子
◆タカラヅカの謎／森下信雄
◆嘘と正典／小川哲
◆デットライン／千葉雅也

今月のおすすめ絵本・児童書

◆ふたをぱかっ／新井洋行
◆りすのかぞえうた／さこももみ
◆無限×悪夢／土橋真二

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。
◆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。
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６月は環境月間です！

６月５日は「環境の日」です。これは、昭和47年６月５日からストッ
クホルムで開催された「国連人間環境会議」を記念して定められたもので、
日本では平成３年度からこの６月を「環境月間」としています。

▶▶▶不法投棄について

環境月間中は、不法投棄問題にも全国的な取り組みが行われています。
不法投棄は環境等の破壊にもつながるため、自然豊かな町を未来に継承
するためにもしてはいけません。最近、生活ごみや廃棄物の不法投棄が
後を絶たず、町では宮城県と協力しながら不法投棄巡回パトロール等を
実施しており、発見した場合にはただちに警察に通報し、捜査していた
だいています。不法投棄は法律で禁止され、罰則規定として個人は５年
以下の懲役または１千万円以下の罰金、法人では３億円以下の罰金とさ
れています。町民一体となって、「しない」
「させない」
「許さない」と
いう意識を持ち、不法投棄をなくしましょう。

◆不法投棄されたごみ

▶▶▶春のクリーン作戦について

昨年から「町民総ぐるみ」で春・秋クリーン作戦を実施しています。
各行政区のみなさまご協力をお願いします。

≪令和２年度

クリーン作戦設定日時≫

●春のクリーン作戦

６月７日（日）
午前６時～８時

※なお、当日雨天等により中止となった場合は、翌週
の日曜日（６月14日）
に実施いたします。

◆ご協力お願いします！

～新型コロナウイルス感染症対策は万全にしましょう～

作業は屋外ですが、人が密集することは避けましょう。
新型コロナウイルス感染症対策のためマスクをする方も多いと思われますが、熱がこもり
熱中症になりやすくなります。こまめな水分補給と体調が悪い時に無理はしないようにしま
しょう。
秋のクリーン作戦は10月４日（日）
午前６時～８時に実施予定です。


◆問合せ先

役場町民生活課環境係

☎54-3131内線164・165

まと ば

と

み

こ

的場 登 美 子
保護司

【敬称略】

7

藍綬褒章受章

４月 日付けで女川町社会福
祉協議会会長の的場登美子さん
が 藍 綬 褒 章 を 受 章 さ れ ま し た。
藍 綬 褒 章 は 会 社 経 営、 各 種 団 体
で の 活 動 な ど を 通 じ て、 産 業 の
振 興、 社 会 福 祉 の 増 進 な ど に 優
れた業績を挙げた方または国や
地方公共団体から依頼されて行
われる公共の事務に尽力された
方へ贈られます。
的 場 さ ん は、 保 護 司 と し て の
更 生 保 護 功 績 が 認 め ら れ、 受 章
さ れ ま し た。 誠 に お め で と う ご
ざいます。
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みんなで、
ごみの削減に務めましょう！
！
海と緑と魚の町 おながわ
豊かな自然を未来につなぐ

女川町は一般廃棄物処理基本計画を策定し、2031年まで
のごみ削減目標を設定しています。
基本計画の目標

（1 人 1 日当りのごみ排出量）

◆女川町一般廃棄物処理基本計画とは◆
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に策定が定めら
れた一般廃棄物処理における町の基本計画です。本計
画ではごみの一人当たりの排出目標を定め、本計画を
もとに毎年度策定する一般廃棄物処理実施計画により、
ごみの減量化・資源化、ごみの適正処理を進めています。

一人一日あたりのごみ輩出量

800

132g
減量が
必要

666

g/人・日

食品ロス（本来食べられるのに
廃棄されてしまう食べ物）を減
らすことでも、ごみ減量がで
き ま す。買 い 物 の と き、料 理
のとき思い出してください。

600

400

200

g/人・日

（第1次中間目標）

予想では対策を取ら
ないとごみ量はほと
んど減らない。

現状のごみ量

798

2021年目標

■1人1日当りのごみ排出量の推移予測
1000

2019年現在

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 年
減量対策

現状維持

ごみ減量、学びませんか？
出前講座の紹介

目標を定め計画する
ことでごみ量を抑制
できます。

女川町クリーンセンターでは、
ごみの減量化、ごみの分別などを
説明する出前講座を開催してい
ます。ぜひご利用ください。
正しいごみの知識を身につけ
て、持続的な循環型社会をつくっ
ていきましょう。
みんなで、
ごみの減量に努めましょう！
！
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ごみの詳細分類調査を
実施しました！！

【調査の概要】
令 和 元 年7 ～ 9月 に
かけて、女川町のごみの
内訳と“ごみ出し”の現状
を把握するため、町の中
心部と半島部を対象に、
可燃、不燃ごみの詳細な
分類調査を行いました。

■調査結果１－可燃ごみの内訳
布類
0.6％

その他
1.2％

木くず
8.0％

台所ごみ類
47.5％

■調査結果２－可燃ごみに混入する資源物割合

プラス
チック
10.7％

紙類
31.9％

木くず
0.4％

布類 その他
5.3％ 0.7％

ゴム・皮
1.3％

台所ごみ類
49.0％

町中心部

プラス
チック
17.5％

紙類
25.7％

半島部

紙製容器包装（菓子箱、包装紙など）
庭木の剪定枝・葉

■調査結果のまとめ

布類・衣類
雑誌（コピー用紙、ノートなど）

分類調査から分かったこと。

新聞・広告
ダンボール

可燃ごみにおいて、
★およそ半分が生ごみ。
★約２割が資源ごみ。

飲料用紙パック
牛乳パック
白色トレイ（発砲スチロール製）
ワンウィエビン
雑誌類（雑誌、本、カタログなど）
ペットボトル（硬質）
プラスチック容器（ペットボトル以外）

今後のごみ削減対策として、以下のような取り組みを検討する必要があります。
１）
生ごみの削減として食べ残し（食品ロス）や生ごみの水切りなどの取り組み
２）
ごみの適正な分別と排出の取り組み
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◆問合せ先

女川町クリーンセンター

☎53-3549

特別定額給付金に関するお知らせ
特別定額給付金は緊急事態宣言の下、全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬
意と感謝の気持ちを持ち、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。
◆支給対象者
基準日（令和２年４月27日）
に、市区町村の住民基本台帳に記録されている方
◆女川町感染症対策給付金について
女川町では、各家庭でも感染症対策として出費が増えている状況を踏まえ、１人につき２万円を
町独自の感染症対策給付金として特別定額給付金に上乗せして給付します。


※特別定額給付金の手続きを行った方へ自動的に上乗せします。追加の手続きは必要ありません。

◆給付金総額 12万円 ※国からの特別定額給付金(10万円)と女川町からの感染症対策給付金（２万円）の合計です
◆給付金の申請
（申請者は原則、世帯主）
（１）郵送申請方法
（２）オンライン申請方法
（マイナンバーカード所持者が利用可能）
◆受付期限 令和２年８月21日
（金）
※期限までに忘れずに申請してください
◆問合せ先 役場町民生活課生活支援係 ☎54-3131内線162～164
◆そ の 他 ≪注意！
！≫ 給付金を狙った詐欺が発生しています。役場職員がATMの操作をお願いす
ることや手数料の振り込みをお願いすることはありません。ご注意ください。

女川町感染症対策について

HP   http://www.town.onagawa.miyagi.jp/kansensyou_taisaku.html

総務省

HP   https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html

マイナポータルサイト

HP   https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form

☜

女川町HP

☜

総務省HP

☜

マイナポータルサイト

町税の徴収猶予の「特例制度について」
新型コロナウイルス感染症の影響により事業などに係る収入に相当の減少があった方は、１年間、
町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要です。延滞金もかかり
ません。
◆対象となる方
以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者
（個人法人の別、規模は問わず）
が対象です。
①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月以降の任意の期間
（１か月以上）にお
いて、事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20％以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
◆対象となる町税
令和２年２月１日から令和３年１月31日までが納期限の町県民税、法人町民税、固定資産税、
軽自動車税、国民健康保険税など
（証紙徴収の方法で納めるものを除く）
が対象になります。
◆申請方法
関係法令の施行から２か月後
（令和２年６月30日）または納期限
（納期限が延長された場合は延
長後の期限）のいずれか遅い日までに申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出し、
申請してください。
◆問合せ先 役場税務課納税係 ☎54-3131内線185・186
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Information

Information

今月のお 知らせ
“守りたい故郷があります” 募
集
自衛官等採用情報
●自衛官候補生
◆応募資格

18歳以上33歳未満の方

※受付は年間を通じて行っています。

●一般曹候補生

◆応募資格 18歳以上33歳未満
◆受付期間 ７月１日
（水）
～９月10日
（木）
◆試 験 日 １次試験：９月18日
（金）
～20日
（日）


※いずれか１日を指定されます。

●航空学生

◆応募資格
海：18歳以上23歳未満で高卒（見込含）また
は高専３年次修了
（見込含）
の方
空：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

町民バス
６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）
６月６日(土)、７日(日)、20日(土)、21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。

 ※詳しくは石巻地域事務所にお問い合わせください。

◆受付期間 ７月１日
（水）
～９月10日
（木）
◆試 験 日 １次試験：９月22日
（火）

●防衛大学校学生（一般）

◆応募資格 18歳以上21歳未満で高卒
（見込
含）または高専３年次修了
（見込含）
の方
◆受付期間 ７月１日
（水）
～10月22日
（木）
◆試 験 日 １次試験：11月７日(土)、８日(日)

●防衛医科大学校学生（医科・看護科）

◆応募資格 18歳以上21歳未満で高卒
（見込
含）または高専３年次修了
（見込含）
の方
◆受付期間
医 科：７月１日
（水）
～10月７日
（水）
看護科：７月１日
（水）
～10月１日
（木）
◆試 験 日
１次試験（医科） 10月24日
（土）
、25日
（日）
１次試験（看護科） 10月17日
（土）
●石巻地域事務所では、自衛隊の概要及び自衛
官採用に関する説明を毎日受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。また、応募
はインターネットでも受付を行っています。
＜自衛官募集ホームページ＞
HP http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/
◆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
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石巻高等技術専門校
学生を募集


募集

求職・転職を検討されている方へ

次の３つの過程で訓練生を募集しています。

●令和２年度短期過程「溶接科」

各種溶接法やガス切断ができ、鉄工製品の製
作ができる技能の習得を目指します。

●令和２年度離職者等再就職訓練
「IT基礎科
（第２回）
」

パソコンを活用した事務処理技能の習得を目
指します。

●令和２年度離職者等再就職訓練
「宅建準備科」

不動産売買や不動産賃貸契約等、不動産取引
に必要な知識の習得を目指します。
◆募集要項について
対象者・募集人数・募集期間・費用などは募
集課程により異なりますので、詳しくはお問い
合わせください。
◆選考場所・問合せ・申込み先
石巻高等技術専門校
（石巻市門脇字青葉西27-1）
☎22-1719


Information

今月のお 知らせ
被災者の安定的な
雇用の創出を支援します
宮城県では、東日本大震災で被災した方を雇
用する、県内沿岸部の中小企業者を対象として、
「宮城県事業復興型雇用創出助成金」を支給し、
雇入れの支援を行っています。
◆助成金額 労 働者１人当たり３年間で最大
120万円

（１事業所当たり総額２千万円が上限）
（水）
～７月９日
（木）
◆受付期間 ６月10日
※申請には一定の要件があります。詳しくは
宮城県雇用対策課のホームページをご覧い
ただくか、下記までお問い合わせください。

（受付は年間を通じて行っています。
）
◆問合せ先 宮城県雇用対策課

☎022-797-4661
HP https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/

koyou/jyosei-top.html

石巻地区広域行政事務組合
上級消防吏員（大学卒業）を募集
◆採用予定人員 １名程度
◆受 験資格 平成７年４月２日から平成11年
４月１日までに生まれ、学校教育法による大
学（短期大学を除く）
を卒業または令和３年３
月までに卒業見込みで、採用後、石巻市・東
松島市・女川町に居住できる方
◆試 験 日 ７月12日
（日）
◆申込受付期間 ５月26日
（火）

～６月12日
（金）


※当日消印有効

◆申込書の配布
○配布開始日 ５月26日
（火）
○石巻地区消防本部・消防署所・組合事務局
および石巻市役所・東松島市役所・女川町
役場・各総合支所・各支所で配布します。
※申 込書の郵送を希望する場合は、
「消防上
級試験申込書請求」と朱書きし、宛先を明
記した返信用封筒（A4判サイズの書類が入
る大きさに返信用切手〔140円〕貼付）を
必ず同封し、下記あてに請求してください。
◆申込書請求・問合せ先
石巻地区広域行政事務組合 消防本部総務課
人事教養係 （石巻市大橋一丁目１番地１）

☎95-7111

仙台国税局
募集
税務職員(高校卒業程度)を募集
仙台国税局では、税務のスペシャリストとし
て活躍するバイタリティーあふれる税務職員を
募集しています。国の財政を支える税務職員に、
あなたもチャレンジしてみませんか？
◆受験資格
１．令和２年４月１日において高校卒業後、
３年を経過しない方および令和３年３月
までに高校を卒業する見込みの方
２．人事院が１に掲げる方に準すると認める
もの
◆試 験 日 ９月６日(日)
◆申込受付期間 ６月22日(月)～７月１日（水）
◆申込方法 インターネット申込みのみ
HP https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html
◆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

令和２年度自動車税種別割は
納付しましたか？
令和２年度の自動車税種別割は納付しました
か？ 納期限は６月１日
（月）です。未納の方は、
早急に納付してください。納税についてのご相
談は、早めにご連絡ください。
◆問合せ先 宮城県東部県税事務所


（石巻市あゆみ野五丁目７番地）

○課税
（税額・減免）
に関すること

課税第一班☎95-1413
○納税相談に関すること

納税第一班☎95-1520
○納付方法・納税証明書に関すること

納税第二班 ☎98-3410

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！
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Information
最新の情報を配信！

Information
女川町公式ツイッター

https://twitter.com/TownOnagawa

"美しいふるさとを守るために"
公共下水道計画の説明会開催
汚水・雨水事業区域の
変更、浦宿第一雨水ポン
プ場の変更など、石巻広
域都市計画下水道の変更
についての説明会を行い
ます。
◆開催日時
６月19日（金）
午前10時～正午
◆会
場
◆女川町の
女川町役場３階小会議室
マンホールカード
◆問合せ先
役場建設課下水道係☎54-3131内線291
※新型コロナウイルス感染予防対策として個別
の説明とします。

不正改造は犯罪！
６月は「不正改造車排除教化月間」
自動車の中には、不正改造された車両があり、
国民生活の安全安心を脅かしていることが問題
になっています。不正改造は、改造を実施する
こと、改造された自動車を走行させることの両
方が法律により禁じられています。これに違反
すると整備命令の交付を受けたり、罰金などの
対象となることとなります。不正改造は絶対に
行わないようにしましょう。
詳しい情報はこちらから


HP www.tenken-seibi.com

◆迷惑黒煙・不正改造車を確認したら
迷惑黒煙・不正改造車情報提供窓口（国土交
通省東北運輸局宮城運輸支局検査整備保安部門）

☎022-235-2517

女川フューチャーセンターCamass

ぶどうを育て始めました！
緊急事態宣言が解除されましたが、厳しい状況が続きます。
Camassも休業期間の延長を継続していましたが、６月１日
（月）
から営業を再開することになりました。利用の際には、マスクの着
用や手指消毒などの感染症対策のご協力をお願いします。
そんなCamass前でぶどうを育てることになりました！女川でぶどうが育つのか、気候と
の相性を確かめる実験です。ぶどうの挿し木をくださったのは、創業本気プログラムの参加
者。これから女川でぶどう栽培をし、ワイナリーを建て、女川産ワインをつ
くりたいという夢を持っている方です。これからどんな風に育っていくのか
楽しみです！
◆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/

女川温泉ゆぽっぽ

〜自宅で免疫力アップ〜

新型コロナウイルス感染症対策は免疫力アップが重要です。免疫力アップのポ
イントの一つには入浴が挙げられます。
40℃から41℃のお風呂に10分程度入浴すると体温は１℃上昇し、１℃上昇すると免疫力は5～
6倍になると言われています。入浴剤も使用すると効果的です。女川温泉も「温まりの湯」と言わ
れ体温アップに最適です。
※現在は、利用者を石巻市、東松島市、女川町の２市１町管内の住民および管内勤務者に限定し、
利用時間の短縮をして営業しています。今後の新型コロナウイルス感染症の状
況により、変更する場合がありますので、下記問合せ先で確認してください。
◆問合せ先
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女川温泉ゆぽっぽ ☎50-2683
（ゴーフロヤサン）
HP http://onagawa-yupoppo.com/

●厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署から
労働保険のお知らせ
令和２年度 労働保険
（労災保険・雇用保険）
の年度更新期間は、

６月１日（月）～８月31日（月）です！

厚生労働省HP

最寄りの労働局・労働基準監督署・金融機関で申告・納付をお願いします。
年度更新申告書の書き方および申告・納付方法など詳しくは、年度更新申告書に同封しているパン
フレットをご参照ください。厚生労働省ホームページでもご覧いただけます。

●税務署での面接によるご相談は

事前予約をお願いします
無料人権相談
中止のお知らせ
一日行政相談
新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため、無料人権相談および一
日行政相談を中止します。
◆問合せ先
無料人権相談に関して
役場町民生活課生活支援係

☎54-313１内線163
一日行政相談に関して

役場総務課秘書広報係

☎54-313１内線213

税務署では、納税者の皆さまをお待たせしないよ
う、面接相談の事前予約をお願いしています。
面接相談を希望される方は、所轄の税務署へ電話
で相談日時を予約してください。予約の際、名前・
住所・相談内容をお伺いし、相談日にお持ちいただ
く書類などをお伝えします。
また、国税に関する一般的なご相談は、
「電話相
談センター」をご利用ください。電話相談センター
では、税務に精通した国税局の職員がお答えします。
◆問合せ先 石巻税務署 ☎22-4151
○面接相談の予約は、音声案内で２番
を選択
○電話相談センターの利用は、音声案
内で１番を選択

●女川町生活福祉巡回相談
市町村消費者行政推進事業

無料
法律相談
事前予約制

※相談日の１週間前までにご予約ください。

６月12日(金)※５日までに要予約
午前11時～午後４時
女川町役場１階 相談室１

住宅ローンの債務
整理や事業再建など、
悩みや心配ごとがあ
る方は、お気軽にご
相談ください。
※相談日当日、時間に余裕がある場合は当日でも
受付できる場合がありますので、お電話にてご
確認ください。

◆予約・問合せ先
役場産業振興課商工労働係
☎54-3131内線682

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 ６月３日、17日
（水）
（水）
○女川町勤労青少年センター ６月10日、24日

▶時間は午後１時～３時
○電話相談 月～金曜日 午前９時30分～午後４時
◆問合せ先



宮城県北部自立相談支援センター
☎0229-25-4517

●おらほの女川食堂
小・中学生 参加費無料（申込不要）
◆日

時

６月27日
（土）
午後２時30分～４時30分
※マスクを着用してきてください。
新型コロナウイルス感染症対策のため、延期・
中止になることがあります。
◆場
所 きらら女川
（シーパルピア女川内）
◆内
容 たこ焼きを作ろう！
◆問合せ先 「おらほの女川食堂」事務局

（NPO法人きらら女川）☎98-8062
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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
６月１日（月）～12日（金）※当日消印有効

（配布場所）役場町民生活課窓口または宮城県住宅供給公社東部支社
※申込用紙に記入し、宮城県住宅供給公社へ郵送でお申込みください。

◆問合せ先

●募集住宅

宮城県住宅供給公社東部支社 ☎21-5657
役場町民生活課住宅係 ☎54-3131内線171〜172

※それぞれの詳細な条件については、お問い合わせください。

住 宅 名

種類 戸数

浦宿第二住宅

集合 ２戸

２DK
（１戸）
、２LDK
（１戸）

H26

運動公園住宅

集合 ７戸

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

H26

災

出島住宅

戸建 ２戸

２DK
（２戸）

H26

害

桐ケ崎住宅

戸建 １戸

２DK
（１戸）

H28

公

指ケ浜住宅

戸建 １戸

３LDK
（１戸）

H28

営

大原住宅

集合 ４戸

３DK
（３戸）
、３LDK
（１戸）

H29

女川住宅

集合 ２戸

３DK
（１戸）
、３LDK
（１戸）

H29

荒立住宅

集合 ３戸

２DK
（１戸）
、３LDK
（２戸）

H29

宮ケ崎住宅

戸建 １戸

３LDK
（１戸）

H29

●申込資格

間取り

完成年度

※申込時点ですでに公営住宅に入居している方は申し込みできません。

①住宅に困っていることが明らかな方 ※短期滞在を目的としている等の場合は不可
②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町税等の滞納がない方

④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…一般入居者が２DKに入居した場合16,000円～50,000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）

●固定資産評価審査委員のご紹介
３月に行われた定例議会で、女川南区の平塚壽和さんと上二区の木村繁さんが固定審査評価委員
に選任されました。任期は平塚さんが４月１日から令和５年３月31日、木村さんが５月８日から
令和５年５月７日までとなります。

≪固定資産評価審査委員会とは≫

ひら つか ひさ かず

平塚壽和さん
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き むら

木村

しげる

繁さん

町に置く行政委員会の一つで、公正・中立で専門
的な立場から固定資産課税台帳に登録された価格に
関する納税者の不服の審査や決定、その他の事務な
どを行う委員会です。委員は、町民で町税の納税義
務がある方または固定資産の評価について学識経験
を有する方のうちから、町議会の同意を得て町長が
選任します。

町民生活課

町民生活課窓口からのお知らせ

住民登録
●住民票の写しを取得するには

住民票の写しとは、住民票の原本に記載されている内容を写し証
明したものです。これは、主に居住している証明などに使われます。
住民票の写しの種類には、世帯全員の住民票の写しである「住民
票謄本」と個人の住民票の写しである「住民票抄本」というものが
あります。また、住民票の写しには「氏名」
「生年月日」
「性別」
「住所」の４情報は必ず記載され
ますが、
「世帯主」「続柄」「本籍」「筆頭者」の欄を記載して証明することもできます。どの種類の
住民票が必要になるかは、提出先によって異なりますので、事前に確認のうえ、申請してください。

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、個人番号カード、住民基本台帳カード、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、年金手帳や診察券など２種類以上

②認印 ※スタンプ印、シャチハタ印不可
③代理人選任届
（委任状） ※本人または同一世帯の方以外が申請する場合に必要です。委任者、代理人、委任事
④手数料

項、
使用目的をはっきりと記載し、委任者の署名・押印により作成してください。

１通につき300円 ※ただし、住民票謄本は５人を超え１人増すごとに60円加算



◆問合せ先

役場町民生活課住民登録係

☎54-3131内線153

国民年金被保険者の方へ
●国民年金の届出について
国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の
方すべてが加入する制度です。届出は加入するときだけでは
なく、被保険者種別が変わったときにも必要となります。届
出を忘れると、将来受け取る老齢年金の年金額が少なくなっ
たり、受けられなくなったりする場合がありますので、必ず届出をしましょう。
また、納付が困難な場合は免除制度や学生納付特例制度などを申請することもできます。詳しく
は、お問い合わせください。
届出が必要なとき
会社を退職したとき

異動の内容

必要なもの

●印鑑
第２号被保険者（※２）

→第１号被保険者（※１） ●年金手帳
 ※第３号被保険者となる場合を除く ●資格喪失証明書

第３号被保険者のパート収入が増
第３号被保険者（※３）
えたとき・配偶者が退職したとき・
→第１号被保険者
離婚したとき

●印鑑
●年金手帳
●被扶養者の資格喪失証明書

※1 第1号被保険者…20歳以上60歳未満の農林漁業・自営業・学生などの方
※2 第2号被保険者…民間会社（厚生年金保険の適用を受けている事業所）
の会社員や公務員などの方
※3 第3号被保険者…第２号被保険者に扶養されている配偶者（20歳以上60歳未満）
で年収130万円未満の方

○20歳になった方
（厚生年金や共済年金加入者を除く）
には、日本年金機構から国民年金に加入した
ことをお知らせするため、届出は必要ありません。
◆問合せ先

石巻年金事務所国民年金課

☎22-5115

役場町民生活課国保年金係

☎54-3131内線152
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町 有 地 分 譲 ・ 貸 付 の ご 案 内
町では、新しく整備した町有宅地を分譲しています。募
集宅地位置、価格など、詳しくは企画課定住・土地利用係
までお問い合わせください。
※エリアによって事業用に限り土地の貸付も可能です

◆申込みできる方
以下の条件に該当しない個人および法人（町内・町外の方、被災の有無は問いません）
○不動産の売買契約締結について、法令上の制限を受けている方
○納付すべき税金などを滞納している方
○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に該当する方
●募集宅地は、女川町公式ホームページでも詳しくご覧いただけます。
HP http://www.town.onagawa.miyagi.jp/

 （ホーム ＞ くらしの情報 ＞ 住まい ＞ 女川町町有宅地の分譲、貸付について）
◆申込受付期間
６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

☎54-3131内線233・234

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下さい。
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

アルコール関
連問題等相談

その他の精神
保健福祉相談
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日

時

６月19日（金）
午前10時
 ～午後３時

６月25日（木）
午後２時

～５時

相談担当

会

場

石巻合同庁舎
２階
一般診察室
（精 神 保 健 福 祉
（石
巻市あゆ
士・東北会病院）
み野５-７）
斎藤

光央氏

伊藤健太郎氏
（精神科医・い
と う 心 療 クリ
ニック）

女川町
保健センター

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

母子・障害班

☎95-1431
◆問合せ・申込み先
役場健康福祉課
健康対策係
 ☎54-3131内線104

※提出いただけない場合は６月以降の児童
手当が支給停止となる場合もあります。

●６月は児童手当現況届
の提出月です

児童手当を受給している方は、引き続き手当の受
給資格を有するか確認するために、毎年６月１日の
世帯状況を町に届け出さなければいけません。期間
内にご提出ください。
◆提出期間
◆提出場所
◆必要書類

６月１日（月）～30日（火）
役場健康福祉課子育て支援係
①現況届（郵送予定）、②その他必要書
類…養育申立書・別居監護申立書・子
の属する世帯の住民票謄本など個別に
必要な書類
◆そ の 他 印鑑、マイナンバーカードを持参のこ
と。５月以降に転入された方、第１子
が生まれた方については手続きは不要
です。
◆問合せ先 役場健康福祉課子育て支援係

☎54-3131内線145

公務員の方へ

●「子育て世帯への臨時特別給付金」
のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子
育て世帯の生活を支援する取組みの１つとして、児
童手当を受給する世帯を対象に「子育て世帯への臨
時特別給付金」が支給されます。
公務員の方が給付金を受けるためには、申請が必
要となります。所属庁から配布される申請書に必要
事項を記入し、支給対象者であることの証明を受け
たうえで下記申請先へ申請をしてください。
公務員以外で支給対象となる方には５月中に通知
を送付しています。
◆支給対象者

 記の対象児童に係る令和２年４月
下
分（３月分含む）の児童手当受給者

※所得制限超過により特例給付として支給されている方は
対象外となります。

◆対象児童

令和２年４月分の児童手当が支給の対
象となる児童
（平成16年４月２日から令和２年３月
31日までに生まれた方）

※年齢到達等により同年３月分で手当の支給が終了した児
童
（新高校１年生）
も含みます。

◆給 付 額
◆申 請 先

対象児童１人につき１万円
令 和２年３月31日時点で住民票のあ
る市町村

※児童が４月から新高校１年生になっている場合は２月29
日時点で住民票のある市町村となります。

◆申請受付期間 ６月１日（月）～９月30日（水）
◆問合せ先・女川町申請先

役場健康福祉課子育て支援係

☎54-3131内線145

※申請先が町外の場合は受付期間が異なりますので、その市
町村にお問い合わせください。

女川町

子 育 て支援
センター
役場１階
☎24-9341

※問い合わせは
子育て支援センターまで。

◆開所日・時間
月～金曜日 午前９時～午後５時
◆休館日 土・日・祝祭日および年末年始
◆利用料 無料

～大事なお知らせ～

女川町子育て支援センターは、しばら
くの間、町内の方のみの利用とします。
また、以下のとおりにさせていただき
ます。
◦一度に利用できるのは５組程度
◦利用時のマスクの着用
◦利用時間はおおむね１時間以内
◦来館前の検温
◦来 館者が多い場合は利用制限すること
があります
◦発 熱時や体調のすぐれない方の利用は
控えてください
◦イ ベントについて、当面の間、開催は
見合わせます。

被災地におけるDV予防啓発講座

宮城県・女川町は「面前DVと子どもたち、
その回復とは～DVが子どもに与える影響、
その回復支援の試み」と題し、講座を開催し
ます。
無料で、どなたでも参加できます。託児も
ありますのでぜひいらしてください。
◆日
時 ６月29日（月）午前10時～正午
◆開催場所 女川町子育て支援センター
◆対 象 者 どなたでも参加できます
◆参 加 費 無料
◆託
児 有り
（申込時に申出てください）
◆申込み期限 ６月23日（火）まで
◆申込み方法 下記申込先に電話で申し込み
ください
◆講
師 NPO法人ハーティ仙台
代表理事 八幡 悦子 氏
◆問合せ・申込み先
 女川町子育て支援センター ☎24-9341
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役場健康福祉課からのお知らせ

保健だより

新型コロナウイルス感染症拡大防止

総合健診延期のお知らせ

令和２年度の「総合検診」は、多くの住民が集まる場となってしまうため県内で発生して
いる新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、延期します。
年度内での実施に向け調整中ですが、十分な日程を確保できない場合や、新型コロナウイ
ルス感染拡大が沈静化しない場合、やむを得ず中止する場合もあります。あらかじめご了承
ください。
◆問合せ先

役場健康福祉課健康対策係

咲かそうよ

笑顔の花を

☎54-3131内線104、131～133

歯みがきで

６月４日～10日は「歯と口の健康週間」です
歯周病をご存じですか？歯周病とは歯と歯ぐきの間に繁殖する細菌に感
染し、歯の周りに炎症が起きる感染症です。はじめは自覚症状がないまま
進行し、歯周病になると最終的に歯が抜け落ちたりするだけでなく、全身
に影響が及ぶことがあります。日本人の40歳以上の８割は歯周病であると
いわれています。
日々の生活習慣がこの病気になる危険性を高めることから、生活習慣病のひとつに数えられます。
高齢になっても自分の歯で元気に過ごせるよう、定期的な検査やメンテナンスを行いましょう。

夏の間に予防接種を受けましょう！
令和２年４月末に予診票を送付していますが、接種はお済みでしょうか？
期限を過ぎると接種費用の助成を受けることができません。再度ご確認をお願いします。
予防接種名

対象者の生年月日

麻しん・風しん（２期）

平成26年４月２日～

平成27年４月１日

令和３年３月31日
（水）まで

二種混合

平成20年４月２日～

平成21年４月１日

対象者が13歳になる誕生日の
前日まで
（標準的な接種期間は
小学校6年生の間）

●接 種 方 法

接種期間

事前に医療機関へ予約をしてください。
（女川町地域医療センターのほか県内医療機関において接種できます）
●持参する物 予診票、母子手帳
●そ の 他 予診票を紛失した場合は、役場健康福祉課窓口へお越しください。
●問 合 せ 先 役場健康福祉課健康対策係 ☎54-3131内線104
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◆このページに関する問合せ先
役場健康福祉課健康対策係
 ☎54-3131内線104、131～133

追加検診を行います

“胃がん検診”実施のお知らせ
４月に中止した胃がん検診を、追加検診として実施します。４月に受けられ
なかった方は、受診してください。
◆日
程 ６月22日
（月）
～24日
（水）
◆受付時間 午前７時30分～10時
◆会
場 女川町保健センター
◆検診料金・検査内容
対象年齢

検査内容

個人負担金

40歳～64歳

問診・バリウムによる
レントゲン検査

1,000円

65歳以上

無

料

対象年齢：
令和３年３月31日基準

●対象行政区
日

程

会

場

対象行政区

６月22日
（月）

午前７時30分～８時45分

横浦区/出島区/寺間区/江島区/女川南区

午前８時45分～10時

野々浜区/飯子浜区/塚浜区/小屋取区/大原南区

６月23日
（火）

午前７時30分～８時45分

浦宿二区

午前８時45分～10時

針浜区/黄金区/南区/小乗浜区/高白浜区/大石原区

午前７時30分～８時45分

旭が丘区

午前８時45分～10時

女川一区/女川二区/宮ケ崎区/桐ケ崎区/石浜区/
女川北区/清水区

６月24日
（水）

密閉、密集、密接の３密を避けるため、なるべく、記載された行政区の日にちで受診してください。
◆持ち物

そ

の

・胃がん検診受診票
（必要事項や問診を記入してください）
・検診料金
（おつりが出ないように準備をお願いします）
他

○申し込みをされた方には、４月に受診票を配付しています。申し込みをしていない方や、受診票
を失くした方も受診できます。６月18日
（木）まで役場健康福祉課健康対策係へご連絡ください。
受診票を発行します。
○会場では、アルコール消毒薬やマスクの準備を行いますので、
マスクの着用をお願いします。また、
人と人との間隔を十分確保するなど、感染防止対策を行います。
○64歳以下の方のうち、平成30年度町県民税が非課税世帯
（世帯全員が非課税の世帯）に属する方
と生活保護を受けている方は、検診料個人負担金が減免
（無料）になります。必要書類をお持ちの
うえ、事前に女川町役場健康福祉課健康対策係
（役場庁舎１階窓口３、４番）で手続きをしてくだ
さい。令和元年度に手続きをされた方も、令和２年度分の手続きが必要となります。
【手続きに必要なもの】 ・非課税世帯に属する方
・生活保護を受けている方

注意！！

→ 受診票・印鑑
→ 受診票・生活保護受給証明書

検診会場での課税情報確認・減免手続きはできません。事前に手続きをされて
いない場合は、料金の負担をお願いします。
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風しんを予防しよう！
令和４年３月末まで検査・予防接種無料

昭和37年４月２日～昭和54年４月1日生の男性は、これまで公的に予防接種を受ける機会がなく、
風しんへの抵抗力がない場合があり、風しんにかかるリスクがあります。男性が風しんに感染し妊娠
早期の女性にうつしてしまうと出生児が先天性風しん症候群や合併症を起こす恐れがあります。
対象者に無料クーポン券を発行しますので、検査と予防接種を受けましょう！

●今年度のクーポン券発行対象者：
令和２年度は、昭和37年４月２日から昭和47年４月１日生まれの男性

※昭和47年4月2日から昭和54年4月１日生まれの男性には令和元年度にすでにクーポン券を発行しています。
未検者でクーポン券を紛失した場合は、役場健康福祉課健康対策係にお問い合わせください。

●抗体検査・予防接種の流れ

ステップ
１

抗体検査を受ける
●持 参 す る 物
●検査できる場所

検査用クーポン券、保険証などの本人確認書類
医療機関、町の健診、会社の健診など

※抗体検査を実施するかどうかは各団体へお問い合わせください。

抗体検査の結果が届きます
（医療機関に受け取りに行くこともあります）

抗体あり

ステップ
２

風しんへの抵抗力が
あるので、予防接種
を受ける必要はあり
ません。

抗体なし

風しんへの抵抗力が
ないので、風しんに
かかるリスクがあり
ます。

予防接種を受ける
医療機関に電話予約をし、予防接種用クーポン券、保険証などの本人確認書
類、抗体検査結果通知を持って、受診、予防接種を受けてください。
※全国の本事業に賛同いただいた医療機関で受けられます。ご希望
の医療機関が対応できるかは医療機関に直接、電話で問合せるか、
右のＱＲコードから医療機関を検索してください。

◆問合せ先 役場健康福祉課健康対策係 ☎54-3131内線104

●女川町地域医療センターは、風しん抗体検査・予防接種を受ける
【要予約】 ことができます
風しん抗体検査または予防接種を希望される場合は必ず予約をしてから受診してください。

◆問合せ先
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女川町地域医療センター

☎53-5511

女川町地域医療センターからのお知らせ
病院や薬局で受け取れる治療の手助けとなる手帳を紹介します

〇〇手帳を上手に活用しましょう‼
『血圧手帳』

家庭で測定した血圧を記入することで、降圧剤の効き目や血圧
変動の大きさを知ることができ、さらに受診時に血圧記録を提供
することで治療の参考にもなります。
毎日、できるだけ同じ位の時間に１～２分安静にしてから測る
のがポイントです。
朝と晩に測るのが基本ですが、何より毎日きちんと記録する習
慣をつけることが大切です。
しっかりと情報・測定値を記入し医療施設で提示することでその機能が発揮されます。
使い方でわからない点がある場合は、病院・薬局で問い合わせてみましょう。

電話診療のご案内

当院の内科・外科・小児科を定期的に受診されていて、検査の必要がなく症状が落ち着い
ている患者さんが対象です。

電話受付時間：平日午後１時～２時（新型コロナウイルス感染症が落ち着くまでの期間）
『電話診療希望』とお伝えください。※内容によっては電話診療ができないこともあります。

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

６月の



外来診療科・診療日

診療受付時間が変更になりました

※心療内科・眼科は午後４時まで

乳児健診は午前11時、午後は４時まで

総合診療

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

●

−

6・20日

−

−

−

−

−

（午後４時まで）

■総合診療外来

・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。
・今野先生の小児科の土曜診察日は６月６・20日の予定です。
※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。

６月の巡回診療
出島集会所
午後１時30分～

1 0 日( 水 )
2 4 日( 水 )

江島集会所
午後１時30分～

1 7 日( 水 )

※巡回診療は予約制です。
外来受付までご連絡を。

健康教室について
次回開催は、現在調
整中です。
詳細が決まり次第お
知らせいたします。

職 員
募集中

・介護助手
・送迎運転手

勤務時間は相談に応じます。
※詳細については事務部までお問合せください。

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

いきいきと暮らし続けるために その③

介護認定を申請すると、様々な介護サービスを利用す
ることができるようになります。認定によって、受けら
れるサービスや回数が異なることがあります。

要介護認定とは？
要介護認定は、介護を必要とするレベルによって７段階
に分けられます。

非該当

要支援 ① ②

要介護 ① ② ③ ④ ⑤

【要支援】
現在は自立しているが、将来的に介護が必要にな
る可能性が高い状態の人。
【要介護】
現在介護サービスが必要な状態の人。

自宅で生活しながら
受けられるサービス

マスクを着用
してください。

お知らせ

★遊 びリテーション・ふまねっと
は、予定通り行いますが、状況
により変更の時は地区ごとにお
知らせします。
★物 忘れよろず相談所「ほっとカ
フェ」については、6月より新し
い形で始まります。
6月18日
（木）
午後１～３時

女川町たびの情報館ぷらっと

（女川町観光協会内きぼうの鐘向い）

訪問型サービス
・訪問介護
（ヘルパー）
・訪問入浴
・訪問看護
・訪問リハビリ
など

住環境を整える
・福祉用具レンタル
（ベッドや歩行器など）
・特定福祉用具の販売
（ポータブルトイレやシャワーチェアなど）
・住宅改修（手すりの設置など）
※福祉用具のレンタル・販売は、介護認定によって利用で
きるものが異なります。

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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通所型サービス
・通所介護
（デイサービス）
・通所リハビリ
（デイケア）

短期入所サービス
・ショートステイ

→短 期的に施設に入所し介護・療
養支援が受けられるサービス

サービス利用についてのご相談は、
お気軽に包括支援センターまでどうぞ

高齢者のための総合相談窓口です。住
み慣れた地域での暮らしを継続できるよ
う、社会福祉士、主任ケアマネジャー、
保健師の資格をもつ職員が、介護、介護
予防、権利擁護、介護認定、認知症、そ
の他ご心配なことなど、ご相談に応じます。

消費生活情報館
●意図しないリボ払いにご注意！
事例

クレジットカードを使うとき、レジで必ず「一括払い」と
告げ、レシートに一括と書かれていることを確認していた。
しかし、後から利用明細を見ると、心当たりのないリボ払い
の手数料を取られていた。一括払いと指定したはずなのに、
なぜリボ払いになったのだろうか。
※リボ払い（リボルビング払い）とは
クレジット支払い方法の１つ。利用金額や回数にかかわら
ず、あらかじめ決めた一定額を毎月支払っていく方法のこと。

＊アドバイス＊
●支払方法や規約をしっかり確認しましょう。
レジで一括払いを指定してもクレジットカードを申し込む際に、初期設定が「リボ払い」になって
いるカードもあるので、支払い方法や規約などをしっかり確認しましょう。
（リボ払いの説明では、年会費優遇やポイント付与など申込の特典が協調され、有利な点に目が向
きがちなので注意しましょう）
●リボ払いの仕組みを理解し、賢く利用しましょう。
リボ払いは、月々の支払額を一定額に押えることができる反面、支払期間が長期化し高額な手数料
が発生することがあります。気軽に利用を重ねると多重債務の一因にもなるので、注意が必要です。
リボ払いをすぐにやめたい場合は、一括返済などの繰り上げ返済についてクレジットカード会社に
問い合わせましょう。
●利用明細は必ず確認しましょう。
利用明細は毎月必ず確認し、少しでも不審なことがあったらカード会社に問い合わせることが大切
です。

●新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意！
～正確な情報をもとに冷静な対応を～

新型コロナウイルスの感染拡大に関連した相談が、全国で寄せられています。
事例としては、役所などの公的機関等などになりすまして、新型コロナウイルスを口実に、
「助成金があ
るので個人情報や口座番号を教えてほしい」などと個人情報を聞き出そうとする事例や、オレオレ詐欺の事
例などがあります。また、マスクの品薄に便乗して、
「マスクが購入できる」というSNSの書き込みや広告
で消費者の関心を引き、クレジットカード情報を盗む目的と思われる不審なサイトへ誘導するという悪質な
手口もあります。

＊アドバイス＊
●あやしい電話はすぐに切り、メールは無視してください
●SNSの書き込みや広告の内容はうのみにせず、不審な点はないか慎重に確認しましょう
●口座情報や暗証番号を教えたり、現金やキャッシュカードなどを渡さないでください
●公的機関が「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることや、ATMの操作を
お願いすることは絶対にありません

＊消費生活相談員からひとこと＊

不安で不便な生活が続きますがこんな時こそ、笑顔を忘れないで冷静な行動ができたらいいですね。

＊＊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）

（4月10日～5月14日）

施設名

測定値

一保所庭
（0.5m）

0.07

四保所庭（0.5m）

0.07

小学校校庭（0.5m）

0.07

中学校校庭（1.0m）

0.06

第二多目的運動場（1.0m）

0.05

役場庁舎前（1.0m）

空 間 放 射 線量の測定結果

東京電力㈱福島第一原子力
発電所事故に伴う放射性物質の
対応として宮城県から簡易型放
射 線 測 定 器 を 借 用 し、 学 校・ 保
育所の校
庭・ 所 庭、
女川町庁
舎前など
の空間放
射線量を
測定して
います。
第四保育所での計測

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。４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
19種 類184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！

放射線による身体への影響

Ｑ．放射線に被ばくした場合、身体へはどのようなリスクがあるのでしょうか？

Ａ．現在の調査や研究では、100ミリシーベルトを超える被ばくをした場合は、発がんのリ
スクが高まると言われています。
一方、100ミリシーベルト以下の
被ばくでの発がんリスクは証明さ
れていません。それは、右の図の
ように生活習慣などの要因による
発がんリスクもあるため、放射線
によるリスクが隠れてしまってい
る た め で す。 つ ま り、100ミ リ
シーベルト以下の被ばくが全くの
安全であるというわけではありま
せん。そのため、放射線防護の観
点からは低線量での被ばくでも影
響があると仮定し、厳しい規制値
を設けて管理しています。

お知らせ

放射線と生活習慣によってがんになる相対リスク

（対象：40〜69歳の日本人）

要

がんになるリスク
1.8倍
1.6倍
1.29倍
1.22倍
1.19倍
1.15～1.19倍
1.11～1.15倍
1.08倍
1.06倍

出典：原子力・エネルギー図面集2013

測定結果は、放射線・放射能に関するポータルサイト「放射能情報サイトみやぎ」
にも掲載しています。
◆このページに関する問合せ先
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因

1000～2000ミリシーベルトの放射線を受けた場合
喫煙・飲酒（毎日3合以上）
やせ過ぎ
肥満
200～500ミリシーベルトの放射線を受けた場合
運動不足
塩分の取り過ぎ
100～200ミリシーベルトの放射線を受けた場合
野菜不足

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
Vol.４

自宅にいる時間が増えるなか、皆さんはどんな過ごし方をされています
サッカー
がで
か？コバルトーレではホームページやＳＮＳでクラブの情報発信をしてい
ことに感 きる
ます。選手のプロフィールや個性、趣味がわかるページのほか、試合案内や
謝！
結果も掲載していますよ。ぜひ、自宅でチームを知る機会にしてくださいね。
今回は、入団７年目。仙台市出身で昨年、長女が生まれてパパになった嶺岸祐介選手の紹介です。
ピッチ上でのプレーをはじめ、サッカーに取り組む「熱い姿勢」でチームを牽引する嶺岸選手。入
団以来、ひたむきな姿勢とプレーを見せてくれる嶺岸選手には、阿部裕二監督も大きな信頼を寄せ
ています。チームを熱く引っ張る嶺岸選手が「サッカーができる感謝の思い」を語ってくれました。

熱い気持ちと感謝の思いでチームを支える

嶺岸 祐介
プロフィール

試合会場へ
応援に
来てください！

～みねぎし ゆうすけ～

⃝背 番 号：８
⃝ポジション：ミッドフィルダー、ディフェンダー
⃝生年月日：1989年5月23日
⃝出 身 地：宮城県仙台市
⃝血 液 型：O型
⃝勤 務 先：トヨタレンタリース仙台	 

―コバルトーレの入団の経緯は？
大学を卒業後、サッカーチームを持つ企業に就職して、２年程お世話になりました。上位を目指
しもっとサッカーに集中して取り組める環境を探していたところ、長年、仙台でサッカー指導をし
ている父親の教え子が、コバルトーレに所属していたことをきっかけに地元の宮城で活動するコバ
ルトーレへの入団を決めました。ゆくゆくは、サッカーで地元に恩返しをしたいと思っていました。
―職場での仕事内容は？
入団した平成26年からシーパルピア女川に取次店もある「トヨタレンタリース仙台」で勤務し
ています。レンタカーの準備や配車のほかに車両事故の代車を手配したり、店舗での接客対応もし
ます。レジャーやビジネス目的に限らず、
女川町の皆さんにも生活の中で利用していただいています。
―これからの目標は？
チームには、まだ若かったり、女川に来たばかりの選手もいます。人見知りの選手もいますが、
みんな地域の皆さんとの関わりを持ちたいと思っています。試合を通して、
それぞれの人柄やプレー
を伝えていきたいと思うので、応援に来て、選手との関わりの
機会にしていただけると嬉しいです！
今シーズンの目標はJFL昇格です。職場の皆さんの理解が
あって、良い環境でサッカーをやらせてもらっていることに感
謝しています。これも、先輩たちが作ってくれた信頼や町の
人たちとのつながりがあるからだと思っています。チームでは、
年長になってきているので、先輩たちに続いて町の人たちとの
つながりを大切にしていきたいです。
◆問合せ先
株式会社コバルトーレ☎ 54-3251

◆石巻市内で家族３人で暮らしています。
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！

地方分権や少子高齢化、財政悪化などに
よって、行政には的確な対応、効率化など
が求められています。様々な課題に対応し
つつ行政サービスを向上させていくため、
市町村の合併を推進することに期待がかけ
られました。そのため政府は「市町村の合
併特例に関する法律
（合併特例法）
」を定め、
市町村の支援体制を整備しました。合併し
た場合の財政支援として国は、平成17年
３月までに合併した市町村に対して、交付
税や補助金などの支援措置を行いました。

（参考：町広報紙 平成15年２月号）

女 川 町 誌

合併問題住民懇談会を開催

平成15年２月５日に開催された石巻地方首長・議
長による「第５回石巻広域合併調査研究会」で、女
川町は１市９町の大同合併に不参加を表明しました。
町ではこれまでの経過を説明しながら、合併問題全
般にわたって住民から意見を聞くため、同年２月25
日から３月15日まで、町内10会場において「合併問
題住民懇談会」を開催し、830人が参加。４月には
町の将来として合併問題をどう考えているのかを把
握するため、20歳以上の全町民を対象に「町民意識
調査」も実施しました。その調査結果では「しばらく
の間単独で、もしくは女川町１町単独」という意見が
６割を超える結果となりました。町民の多くは現時点
では現状維持を望んでいると思われました。

震災前の「女川町内の写真」を
探しています。

平成元年から平成22年までの女川町内写真を探し
ています。日常の風景や光景、出来事などの写真をお
持ちの方、町誌編さん室にご一報ください。人物の集
合写真は除きます。
▲結果、合併しないことを選択しました

◆問合せ先
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●お便り募集

◆18日。上一区老人会会長の星さんが手渡
しました㊤ 21日。恵プロジェクトの代
表の方から手渡しました㊦

☎53-3151内線14

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ＯＫ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Ｑｕｏカー
ド
（５００円分）をプレゼン
ト！

５月18日に上一区の老人会さんから、
21日に絆フレンズさんと恵プロジェクト
さんの共同で女川第一・第四保育所にマ
スクの寄贈がありました。マスクは手作
りで、保育所に通う良い子の皆さんのた
めにと制作してくれました。ありがとう
（佐藤）
ございました。

※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

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 。

平成15年

あの日あの時

◆応募方法 住
 所・氏名（ペンネーム）
・年齢・
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 〒986-2265
女川町女川一丁目１番地１
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 令和２年
４月30日現在
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6,319人
3,106人
3,213人
3,110世帯

（－18人）
（0人）
（－18人）
（－5世帯）

）
内は前月比

総 数
男 性
女 性
世帯数

自転車は車のなかま！
ルールを守って安全に運転しましょう。
自転車は、
「車のなかま」です。道路を走行するときは、
「車」として交通ルールやマナーを守り、
安全に走行しましょう。
また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心がけましょう。

交通ルールを守り、安全に暮らせる町「おながわ」を
みんなで目指しましょう。

⃝毎日安心して乗るために、損害賠償責任保険等に加入しましょう。

近年、自転車利用者が歩行者を死亡させ、高額な賠償金の支払いを命じる判決が出ています。
未成年が起こした事故については親権者に監督責任が追及される場合があります。補償内容
と保険料を確認し、ライフスタイルに合った保険に加入することをお勧めします。また、補
償有効期限の確認や自転車の点検・整備も忘れずに行いましょう。

⃝乗車用ヘルメットを着用しましょう。

自転車乗車中の乗車用ヘルメットを着用しない時の死傷者に占める死
者の割合は着用時に比べて２．５倍高くなっており、重大な事故につな
がりやすいことが確認されました。
幼児・児童に自転車を運転または同乗させるときは、ヘルメットの着
用を徹底してください。

⃝自転車運転者講習について知ろう。

交通の危険を生じさせるおそれのある一定の行為
（危険行為）を反復して
行った自転車の運転者に対し、自転車運転者講習を実施しています。
～対象となる危険行為～
自転車運転者が危険行為を繰り返す
① 信号無視
② 遮断踏切立ち入り
③ 指定場所一時不停止等
公安委員会から講習を受けるよう命令
④ 歩道通行時の通行方法違反
⑤ ブレーキ不良自転車運転
●講習の受講
⑥ 酒酔い運転
講 習 時 間 ３時間
⑦ その他の危険行為・違反など

⃝子どもの保護者の皆さんにお願い
①
②
③
④
⑤

講習手数料 6,000円
●受講命令に違反した場合
５万円以下の罰金

歩道を通るときは歩行者優先！
子供は歩道を通行できますが、歩行者優先は変わりません。
子供にはヘルメットをかぶらせましょう。
子供に、自転車ルールを教えてあげましょう。
その他の危険行為・違反など

広報

おながわ

６月号

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

女川町公式ホームページ

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