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10 月 は、 女 川
小学校、女川第一
保育所、女川第四
保育所の運動会が
行われました。写
真は第四保育所４
歳児のバルーン
「君の瞳に恋して
る 」。 有 名 な 曲 に
乗せて布の一枚が
色々な形に変わり
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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◆よーい、ドンッ！
勢い良く駆け出します

練習の成果を、保護者の皆さ
んに披露しました。
女川小学校の運動会の結
果は、白組の勝ち。来年こそ
はと意気込む赤組でした。

◆総合体育館での第四
保育所４、５歳児の
ダイナミック琉球㊧
第一保育所でも親子
力を合わせて競技し
ました㊨

≪固定資産評価審査委員会とは≫
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。委員は町の住民で、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。

いしもりようえつ

９月に行われた定例議会で、女川南区の石森洋悦さんが固定資産評
価審査委員に選任されました。任期は10月１日から令和５年９月30日
までとなります。

!!

◆石森洋悦さん

◆固定資産評価審査委員のご紹介

食欲の秋、読書の秋、運動の秋

○○の秋とよく言われま
すが、今回のフォトレポート
は 運 動 の 秋！ 月 ２ 日 に 女
川 小 学 校、 ３ 日 に 第 一 保 育
所、４日は第四保育所の運動
会が行われました。どの運動
会も感染症対策を行い、第四
保育所だけは対策のため、密
を避けた女川町総合体育館
に場所を変更して開催しま
した。天気に恵まれ、児童た
ち は 精 一 杯 自 分 の 力 を 出 し、

◆新しい校舎をバックに一生懸命に走ります㊤
みんなで力を合わせて大玉運び㊦

女川小学校、
保育所で
運動会 開催！

Photo
Report
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タウン・ギャラリー

寄付金贈呈がありました！

アサヒグループホールディングス株式会社様から

◆地域コミュニティの活性化に使用します

10月21日にアサヒグループホールディングス株
式会社様から寄付金が贈呈されました。今回で７
回目、200万円の寄付金をいただき、合計1,700万
円の寄付金を震災後継続的にいただいています。
この寄付金は、地域の人と人とのつながりや、
伝統文化の継承など、地域の方が中心となって活
動することに対しての支援としていただいており、
女川温泉ゆぽっぽの足湯の建設費や各行政区で行
われるお祭り、懇親会などの事業で活用されてい
ます。

祝・長寿！いつまでもお元気で
令和２年度女川町敬老会

９月20日、令和２年度女川町敬老会を２部構成
で女川町総合体育館にて開催しました。今年度77
歳以上になる1,258名（男性467名、女性791名）が
対象となりました。長寿のみなさんを代表して、午
前の部は髙橋孝信さん、午後の部は菅野テル子さ
んが須田町長から敬老祝金を受け取りました。当
日は、女川町民舞連のみなさんが民謡・舞踊を披
露し、お祝いの場を盛り上げました。ご長寿のみ
なさん、これからも健康で長生きしてください！

◆民謡や舞踊に大きな拍手が起こりました

女川町地区対抗ペタンク大会2020
日頃の練習の成果を発揮！

◆優 勝 上一区Ｂチーム
準優勝 浦宿二区Ａチーム
第３位 女川南区Ａチーム、清水区Ｂチーム

「宮城ヘルシーふるさとスポーツ祭石巻地区大会」
が中止となり、町の予選会を開催することができま
せんでしたが、予選会の代替え大会として９月27日
に旧女川中学校の校庭で「女川町地区対抗ペタンク
大会2020」を開催しました。15地区から43チーム
総勢164名が参加し、熱戦が繰り広げられました。
決勝トーナメントに入ると雨が降り出し、グラウ
ンドコンディションが悪くなっていく中でも、選手
の皆さんは物ともせず好プレーを連発。最後までゲ
ームを消化することができました。

防犯意識をポスターで普及
防犯ポスターコンクール入賞者表彰

防犯意識の普及・高揚を目的に行った「令和２
年度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、10月７日に表彰式が行
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）
準特選：佐 藤 唯 衣 さん（３年）
●小学校上学年の部（４年～６年生）
入 選：佐 藤 愛 寿 さん（５年）
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◆賞状を手に入賞したみなさん
（女川町庁舎）
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観覧
無料
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内

女川町民文化祭

11月８日
（日）
～14日（土）午前９時～午後８時 ※最終日14日は正午まで
開催場所 女川町生涯学習センター
展示
内容

町民みなさんの作品を展示しますので、
ぜひご来場ください！

◆問合せ先
時

11月８日
（日）

●絵画・書道・手工芸作品・写真・盆栽など

※新型コロナ感染症対策のため、今年度の文化祭は展示のみの
開催とし、ステージ発表の部は中止とさせていただきます。
来場の際はマスク着用・検温・手指消毒をお願いします。

体験教室に
ぜひ参加して
 い
くださ

主な
催し

ベ

午前９時～

生涯学習課生涯学習係

間

開会式

内

☎54-3131内線423
容

体験料
―

午前10時～正午

陶芸

1000円

９日
（月） 午前10時～正午

粘土

1000円

10日
（火）

午前10時～正午

ポールウォーキング

午後５時30分～７時30分

陶芸

1000円

午前10時～正午

ゆめ玉

1000円

アロマオイルキャンドル

2000円

午後５時30分～７時30分
11日
（水） ①午前10時～正午
②午後１時〜３時
③午後５時〜６時

無料

健康チェックコーナー

無料

12日
（木） 午前10時～正午

ポールウォーキング

無料

14日
（土） 正午～

閉会式

―

協働教育プラットフォーム事業

お母さん学級

～より健康で、より毎日を楽しく～

①「親子でおもいっきり身体遊び」～運動公園満喫タイム～
◆日
時
◆場
所
◆講
師
◆募集人数
◆そ の 他

11月11日
（水）
午前10時15分～11時30分
女川町総合運動場
（雨天時、総合体育館）
女川町教育委員会生涯学習課職員
親子 10組 申込み先着順
動きやすい服装で、飲み物、タオル、マスクをお持ちください。

②「親子でヨガあそび」
◆日
時
◆場
所
◆講
師
◆募集人数
◆そ の 他

11月18日
（水）
午前10時15分～11時15分
女川町子育て支援センター
ヨーガインストラクター 阿部和美さん
親子 ５組 申込み先着順
動きやすい服装で、タオル、マスクをお持ちください。

◆申込方法 子育て支援センター
（☎24-9341）
に直接か電話で申込みしてください。
◆申込み・問合せ先 女川町教育委員会生涯学習課 担当：加納 ☎54-3131内線422
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ＮＨＫ仙台放送局・女川町

内

主催

「民謡をたずねて」
公開収録
ＮＨＫ仙台放送局と女川町では、「民謡をたずねて」の公開収録を行います。この番組では、
日本を代表する民謡歌手が地元をはじめ全国各地の民謡の魅力をたっぷりと紹介します。
◆開催予定日時 令和３年１月16日
（土）
◆場
所 女川町生涯学習センターホール
※今後公表される番組内容や観覧応募に関する情報は、ＮＨＫ仙台放送局のホームページ
（11月中旬頃に情報を掲載する予定です。
）
または「広報おながわ」12月号をご覧ください。
◆問 合 せ 先 ＮＨＫ仙台放送局 ☎022-211-1001
（午前９時～午後６時）
女川町教育委員会生涯学習課 ☎54-3131内線423

女川駅前商業エリア（災害危険区域内）の店舗・事業者が対象

津波避難訓練を行います

12月４日（金）午後２時～

女川駅前商業エリアなど（災害危険区域内）の店舗・事業者の方を対象に、女川産業区津波避難訓
練を行います。駅前の店舗や事業者が、白山神社まで徒歩で避難する訓練で、女川南区内を通過し
ますので、本当の災害と間違えないようお願いいたします。

女川産業区とは…

災害危険区域内の事業者の相互連携などを図り、防災・減災や地域経済活性化などに取り組むた
め、平成３０年９月に設立した組織です。
女川産業区 区長 高橋正典
（事務局 女川町商工会）
◆避難訓練名称 女川産業区 津波避難訓練
（産業区内事業者を対象とした訓練）
◆訓 練 日 時 12月４日
（金）
午後２時00分 避難開始
（駅前商業エリアから徒歩避難）
午後２時30分 白山神社へ避難完了
午後３時00分 訓練終了となり解散
◆留 意 事 項 駅前商業エリア周辺にて、役場広報車でサイレンや呼びかけを行いますが、住宅
地内では行いません。また、雨天でも訓練は行います。
◆問 合 せ 先 事務局 女川町商工会 担当：遠藤・磯部 ☎53-3310
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合同企業説明会
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11月20日（金）午後２時～３時30分
開催場所 女川町まちなか交流館

〇企業の人事担当者と相談できるコーナー…
お仕事の内容や職場環境などについて、直接お話を聞くことができます。
〇ハローワークなんでも相談ブース…
履歴書の書き方やお仕事の探し方などを相談できます。
◆開催日時 11月20日
（金） 午後２時～３時30分
◆開催場所 女川町まちなか交流館
◆主
催 女川町 石巻サポートセンター ハローワーク石巻
◆参加予定企業 約８社
（求人勤務地が主に町内にある企業が参加します）
◆参加対象者 お住まいの地域を問わず、女川地域での就職を希望する方はどなたでもご参加
できます。入退場も自由
（受付あり）
ですので、お気軽にご参加ください。
◆そ の 他 年齢は不問、参加費無料、服装自由です。

◆問合せ先

※合同企業説明会参加は、ハローワークの求職活動としてカウントされます。ご利用の際に
は登録が必要となります。
※面接ではありませんので、履歴書は不要です。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止または定員を制限する場合があります。あ
らかじめご了承ください。

石巻サポートセンター

☎0120-543-542

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間
～大企業と下請など中小企業者は共存共栄！適正なコスト負担を
ともなわない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう！～
大企業・親事業者による長時間労働の削減などの取り組みが、下請など中小事業者に対する適正
なコスト負担をともなわない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合
があります。
大企業・親事業者と下請等中小事業者は共存共栄という認識の下、適正なコスト負担を伴わない
短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう。
詳しくは、
「しわ寄せ」防止特設サイトご覧いただくか、宮城労働局雇用環境・均等室にお問い
合わせください。
◆問合せ先

厚生労働省宮城労働局雇用環境・均等室

☎022-299-8834

令和３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高校生・大学生などで学術優秀にして健康であり、経済的な理由で就
学が困難な状態の方を対象として奨学生を募集します。また、今般の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は随時受付しています。
◆受付期間 11月２日(月)～30日(月)
◆対 象 者 町
 内に２年以上居住している高校生・大
●高等学校
15,000円
●高等専門学校 ※第１～３学年
学生などで学術優秀にして健康であり、経
以内
●専修学校高等課程
済的な理由で就学が困難な状態の方
◆採用基準 申込要項に記載の基準
●高等専門学校 ※第４・５学年
50,000円
◆貸付金額 右の表のとおり
●専修学校専門課程
以内
●大学（短期大学、大学院含む）
◆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。
※申込要項、採用願は10月１日
（木）
から配布。
◆そ の 他 奨学金貸与を希望される方は、申込前に下記担当までご相談ください。
◆問合せ先 教育委員会教育総務課学務係 ☎54-3133
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●宮城県からのお知らせ

宮城県多重債務無料相談会
債務整理や生活再建などを支援するため、多重債務等に関する無料法律相談会を開催します。
あわせて、借金などが原因で心の健康に不安
（よく眠れないなど）がある方を対象に「心の健康相
談」も行いますので、遠慮なくご相談ください。
◆相談会日程・場所・内容など
開催日

会場

定員
（個人）

11月27日（金）

県

庁

12名

11月28日（土）

県

庁

12名

11月29日（日）

県

庁

12名

相談会の内容

•相談会は午前９時30分から午後4時30分まで
•相談時間は1人あたり原則1時間30分とします
（心の健康相談は別途）
※希望する方は「心の健康相談」も受けられます。

◆相談会内容

①消費生活相談員等による面談
（30分）
②弁護士又は司法書士による法律相談
（30分）
③消費生活相談員等による事後相談等
（30分）
◆申込み方法 事 前予約制です。11月1日
（日）～20日
（金）
（事業者は令和２年11月2日
（月）～）に
下記申込み先へ電話で予約してください。
※予約受付期間終了後も、定員に達していない場合は、引き続き予約を受け付けます。
◆問合せ先 （個 人 の 方）宮城県消費生活センター
☎022-261-5164
予約受付時間 午前９時～午後５時
（事業者の方）東北財務局金融監督第三課 ☎022-266-5703
予約受付時間 午前９時～正午、午後１時～５時

（土日は受付を行っていません）

「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

●税務署からのお知らせ
年末調整等説明会および青色申告決算説明会開催中止

のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止および参加される皆さまの安全を考え、例年実施
していました年末調整等説明会および青色申告決算説明会は、開催を中止するこ
ととしました。
なお、年末調整や決算のしかたに関する各種情報につきましては、国税庁ホー
ムページをご確認いただくとともにWeb-TAX-TVの「年末調整のしかた」をご覧
ください。
（https://www.nta.go.jp/）

◆問合せ先
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石巻税務署 ☎22-4151
（代表）
音声ガイダンスで「1」を選択後、相談内容の番号を選択してください。

11月９日（

月）から1

●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≫

その火事を

防ぐあなたに

5日（日）ま

で

金メダル

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

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。
○ガスコンロなどから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
近所の協力体制をつくる。
※消防署や役場が消火器や警報器の点検販売を委託
することはありません。

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。
◆問合せ先

女川消防署

☎54-2119

秋のクリーン作戦
ご参加ありがとうございました！
10月 ４ 日 に 町 民 総 ぐ る み で 行 っ た 秋 の ク リ ー
ン作戦は、約1,900人の参加者にご参加いただき、
13.4ｔの刈草や不燃ごみを回収することができま
した。
◆問合せ先

役場町民生活課環境係
☎54-3131内線164

子どもたちの帰宅コールの時刻が変わります
10月１日から令和３年３月31日(水)まで、子どもたちの帰宅コールの時刻が変わります。
「帰宅・
安全指導放送」を下記のように流しますので、子どもたちへの声がけをお願いします。
◆放送時間 午後４時30分ごろ
◆アナウンス 女川小学校放送委員会

10～12月
１～３月

◆Ｂ Ｇ Ｍ 「♪ふるさとの潮風」
作曲・作成 元女川第六小学校教諭

鈴木悠真さん
（６年）
青木恒清さん
（６年）
佐々木淳先生
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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
※令和元年度実績、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

2,570 トン

2,103トン

２㌧の収集車で1,285台分
町民１人１日あたり約1.1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

324 トン

２㌧の収集車で1,052台分
※町内から出たごみの約81.8％

●埋め立てたごみの量

143トン

※町内から出たごみの約12.6％

※町内から出たごみの約5.6％

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
※令和元年度決算額で、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

1億5,075万円

●ごみ１トンあたりの経費

5万9,000円

●１世帯あたりの負担額

4万9,000円

●町民１人あたりの負担額

2万4,000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

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
（水）～17日
（火）は「税を考える
週間」です。今年のテーマは「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14日
（土）
午後１時～
◆場
所 イオンモール石巻１階 緑の広場
◆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

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１日(日)、７日(土)、８日(日)、
21日(土)、22日(日)
◆運
賃 乗車１回200円 ※高校生以下無料

お得な回数券を販売しています！

困り事ありませんか？
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：弁護士、税理士、
行政書士、土地家屋調査士、解体工事業者、社
会保険労務士、公証人、宅地建物取引士、社会
福祉士）
◆日

時

◆場
所
◆相 談 料
◆そ の 他
◆問合せ先

11月28日
（土）
午前10時～午後４時
イオンモール石巻１階 緑の広場
無料
相談は原則、予約制です。
宮城県行政書士会
☎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

時

11月28日
（土）
午後２時30分から４時30分
◆場
所 きらら女川（シーパルピア女川内）
◆内
容 ホ
 ットプレートでクッキー作りを
しよう！
◆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
※感染症対策のため、中止になる場合もありま
す。また、当日は熱を測ったうえで、マスク
をしての参加をお願いします。

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。

総合体育館
トレーニング講習会
女川町総合体育館のトレーニングコーナーを
利用するためにはトレーニング講習会
（①初心者
コース）
を受講し、女川町総合体育館登録証を受
ける必要があります。登録証を持つ方にもワン
ステップ上のコースを用意しています。ぜひご
参加ください。
◆内
容
①初心者コース…器具の使い方説明と体験
②経験者コース
（①をすでに受けた方向け）
…筋トレのメリット
（運動・健康・美容）の
講義やトレーニング方法実践
◆講習日時
①毎月第３水曜日 午後７時～８時
②毎月第４水曜日 午後７時～８時15分
◆定
員 ①、②ともに10名
◆申込方法 講
 習日前日までに電話か窓口で申
込み。※当日の申し込みはできま
せん。
◆参 加 費 500円
◆持 ち 物 運
 動できる服装、室内用運動靴、
大きめのタオル、着替え
◆問合せ・申込み先

女川町総合運動場 ☎53-3151
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Information
最新の情報を配信！

女川町公式ツイッター

https://twitter.com/TownOnagawa

“守りたい故郷があります” 募集
自衛官等採用情報

困っていませんか
多重債務相談窓口



※詳しくはお問い合わせください。

●陸・海・空自衛官候補生

◆応募資格 18歳以上33歳未満の方
◆受付期間 11月13日
（金）
締切
（土）
および22日
（日）
◆試 験 日 11月21日
※いずれか１日を指定されます

●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
（日）
～30日
（月）
○一般…11月１日
（日）

～令和３年１月６日
（水）
◆試 験 日
○推薦…令和３年１月10日
（日）
および11日
（月）
※いずれか１日を指定されます
○一般…令和３年１月23日
（土）

日本クレジットカウンセリング協会では、ク
レジットや消費者ローンを利用し、複数の債権
者に対して返済が困難になった方
（多重債務者）
やその恐れのある方に対して、消費者保護の立
場から無料で公正・中立なカウンセリングを
行って、生活の立て直しをはかるため、家計の
見直しや債務の整理、生活再建のお手伝いをし
ています。
借金の解決方法がわからず困っているときに
は、まず「多重債務ほっとライン」にお電話く
ださい。相談は無料で、秘密は厳守します。
◆相 談 先

公益財団法人
日本クレジットカウンセリング協会

☎0570-031640
受付時間 午前10時～午後０時40分
午後２時～４時40分
土日祝日と年末年始を除く月～金曜日

労働保険の加入手続きは
お済みですか？

●貸費学生
◆応募資格

 学の理・工学部等の３・４年次
大
等
◆受付期間 令和３年１月15日
（金）
◆試 験 日 令和３年１月30日
（土）
＜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

新型コロナウイルス感染症に関する
東北財務局相談ダイヤル
新型コロナウイルスに関連する金融機関の窓
口のご照会や、お取引に関してのお問い合わせ、
ご相談を電話やファクスにより受付けています。
◆相 談 先
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東北財務局
☎0120-917-993
午前９時～正午、午後１時～５時
FAX：022-261-1796

11月は労働保険適用促進強化期間です

労働者
（アルバイトを含む）
を１人でも雇用し
ている事業主は、
労働保険
（労災保険・雇用保険）
に加入する義務があります。


※農林水産の一部の事業は除きます

労働保険への加入が未手続きの場合は、すみ
やかに宮城労働局労働保険徴収課までご相談く
ださい。なお、最寄りの労働基準監督署、また
は公共職業安定所
（ハローワーク）
でも相談でき
ます。
◆問合せ先
厚生労働省労働基準監督局保険徴収課
☎03-5253-1111内線5156
宮城労働局労働保険徴収課
☎022-299-8842

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！

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
「Onagawa Now!」放送中！

石巻高等技術専門校
学生を募集

サン・ファン館
11月のイベント情報！
サン・ファン・バウティスタ出帆記念祭
サン・ファン・バウティスタ号の出帆と慶長
使節の帰国４００年を記念して、サン・ファン
館を無料開館し、館内でさまざまな文化イベン
トを開催します。
◆開催期間
11月１日
（日）
～３日
（火・祝）

慶長遣欧使節帰国４００年記念
「サン・ファン号を未来へつなぐコン
クール」応募作品展

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１日
（日）

～令和３年１月17日
（日）
◆主催（共催） 公益財団法人慶長遣欧使節船協
会（河北新報社 三陸河北新報
社
（石巻かほく）
）

サン・ファン・イルミネーション
２０２０-The Final-

今年度が見納めの「サン・ファン・バウティ
スタ」イルミネーション。船・パーク合わせて
約４万個の電球が彩る風景をお楽しみください。
※夜間開館中を除き、イルミネーションの観
覧はサン・ファンパーク及び展望棟上部か
らのみとなり、点灯時間中のサン・ファン
館への入館はできません。
◆開催日時 11月６日
（金）

～令和３年１月24日
（日）
午後４時30分頃～８時30分頃
◆問合せ先 サン・ファン館企画広報課

※火曜休館 ☎24-2210

募集

●令和２年度離職者等再就職訓練
「介護職員初任者研修科」
◆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
◆訓練内容 介護従事者としての職業倫理と基
本的態度を養い、介護サービスに
必要な知識技能の習得と就職活動
に必要な知識の習得
◆訓練場所 JMTC佐沼教室


◆募集人数
◆訓練期間

◆募集期間
◆面接選考
◆面接場所
◆費
用


（登米市迫町佐沼字中江1-9-1）

15名
令和３年１月13日
（水）
～４月12日（月）
11月４日
（水）
～12月８日
（火）
12月23日
（水）
石巻高等技術専門校
授業料は無料
※テキスト代として約13,000円

●令和３年度普通課程一般一次募集
◆対 象 者

高 等学校を卒業（見込み）もしくは
同等以上の学力のある方
◆応募対象科 自動車整備科、金属加工科、木工
科
◆応募書類 入 学願書、成績（卒業）を証明する
書 類、 返 信 用 封 筒 ２ 通（そ れ ぞ れ
84円切手を貼付）
※入学願書は第２希望の有無によって
２種類あり、ホームページに掲載し
ています。

◆入学者選抜手数料

◆募集期間
◆選考方法

2,200円

※入学願書提出時に宮城県収入証紙で
納入してください。
※東 日本大震災及び令和元年度台風
19号で被災された方は、手数料の
減免申請が可能です。事前にご相談
ください。

11月９日
（月）
～11月27日
（金）
12月11日
（金）に学力考査と面接
を実施
◆選考場所 石巻高等技術専門校
◆申込み先 お住まいの地域を担当する公共職
業安定所
（ハローワーク）
◆そ の 他 詳
 しくは問合せ先にご連絡ください。

◆問合せ先 宮城県立石巻高等技術専門校

☎22-1719（石巻市門脇字青葉西27-1）
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無料人権相談
時…12月３日（木）
午前10時～午後３時
◆会
場…女川町生涯学習センター
研修室
◆内
容…人権侵害
（いじめ、虐待、ＤＶなど）
◆相 談 員…女川町人権擁護委員
◆問合せ先…役場町民生活課生活支援係
☎54-3131内線164
◆日

一日行政相談
時…12月３日（木）
午前10時～午後３時
◆会
場…女川町生涯学習センター
研修室
◆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

※相 談会は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、変更や中止の場合があります

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。

11月13日(金)※６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
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●土地の境界問題に関する無料相談会

土地の筆界
（境界）をめぐる紛争解決の方法につい
て、法務局職員と土地家屋調査士が無料で相談に応
じます。料金は無料で、秘密は厳守します。事前予
約制なので、電話で申し込みしてください。
◆日
時 毎月第３木曜日（祝日の場合は変更します）
午後１時30分～４時30分※１時間単位です
◆会
場 宮城県土地家屋調査士会館内
◆予約方法

（仙台市青葉区二日町18番３号）

前週の金曜日までに電話で申し込んで
ください。
◆問合せ・予約先 仙 台法務局民事行政部不動産登
記部門地図整備・筆界特定室
☎022-225-5752
（平日午前９時～午後５時）

●裁判員候補者名簿記載通知について

令和３年の裁判員候補者名簿に登録された方に11
月中旬に名簿に登載されたことの通知が送られます。
この通知は、令和３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るもので
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。
◆裁判員制度について
https://www.saibanin.courts.go.jp/

●女性の健康相談を女性医師が
お受けします

思春期や更年期にともなう身体的・精神的不調、
育児、家庭や職場でのストレスなど女性が抱える
様々な悩みの相談を女性医師がお受けします。
◆相 談 日 11月21日
（土） 午後２時～４時
◆会
場 塩竃市民交流センター
◆予約専用電話 宮城県女医会女性の健康相談室

☎090-5840-1993
受付時間 月～金曜日 午前９時～午後５時
※不在の場合は、留守番電話にお名前とご自分の電話番号を
録音してください。折り返し相談の日時のご連絡をします。

●女川町生活福祉巡回相談
健康、負債、仕事、人間関係、引きこもりなど、あ
なたが抱える心配ごとや不安なことを専門の支援員が
一緒に考え、解決・改善へのお手伝いをします。相談
者の要望・状況により出張相談や支援なども行います。
※新 型コロナウイルス感染拡大防止のため、巡回相談を
中止する場合があります。

≪巡回相談スケジュール≫
○女川町まちなか交流館
11月 ４日、18日
（水）
○女川町勤労青少年センター 11月11日、25日
（水）

▶時間は午後１時～３時
○電話相談 月～金曜日 午前９時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

11月の女川つながる図書館情報
今月のおすすめ一般書

10月27日（火）〜11月９日（月）は

◆不良／北野武
◆あしたの華姫／畠中恵
◆家が呼ぶ・物件ホラー傑作集/朝宮運河編集
◆藤井聡太強さの本質/書籍編集部
◆すみっコぐらしの刺しゅう図案集/ブティック社

「秋の読書週間」です

新型コロナウイルス感染症対策の
ためイベントが限られていますが、
本とふれ合う楽しい時間となるよ
うな読書週間をお届けします。

今月のおすすめ絵本・児童書

◆あおいアヒル／リリア
◆アラルエン戦記／ジョン・フラナガン
◆拝み屋怪談幽魂の蔵／郷内心瞳

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

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、ご相談のある方は申
込み先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

思 春 期・ 引 き
こもり相談
その他の精神保
健福祉相談

日時

相談担当

問合せ・申込み先・会場

11月20日（金） 斎藤 光央 氏
◆問合せ・申込み先
午前10時～
（精神保健福祉士・
東部保健福祉事務所 母子・障害班

午後３時 東北会病院）

☎95-1431
◆会場 石巻合同庁舎２階一般診察室
11月19日（木） 畠山 幸博 氏

(石巻市あゆみ野５-７)
午後１時～５時 （精神保健福祉士）
11月４日（水） 門間 好道 氏
午後２時～５時 （精神科医・こだま
ホスピタル）

広告

《成人式撮影ご予約承ります》
成人式当日は大変混雑しますので気に入った写真を残したい方は、
ぜひ他の日に余裕をもって撮影することをお勧めします。

○七五三衣装撮影時無料
○ヘアメイクも承りますので、ご相談ください。
あなたの心が 語りかける様な 自然なポーズで撮影いたします。

有限会社

石巻市東中里２－９－22

TEL 0225－93－2190
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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２日（月）～12日（木）※当日消印有効

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

◆問合せ先

●募集住宅

※それぞれの詳細な条件については、お問い合わせください。

種類 戸数
間取り
集合 2戸 2DK
（1戸）
、2LDK
（1戸）
集合 2戸 2DK
（1戸）
、2LDK
（1戸）
集合 2戸 1DK
（1戸）
、2DK
（1戸）
集合 7戸 2DK
（1戸）
、3DK
（1戸）
、3LDK
（4戸）
、4LDK
（1戸）
戸建 2戸 2DK
（2戸）
戸建 1戸 2DK
（1戸）
戸建 1戸 2DK
（1戸）
戸建 1戸 3LDK
（1戸）
集合 1戸 2DK
（1戸）
集合 5戸 2DK
（1戸）
、3DK
（2戸）
、3LDK
（2戸）
戸建 1戸 3DK
（1戸）
集合 8戸 2DK
（6戸）
、3DK
（1戸）
、3LDK
（1戸）
戸建 1戸 ３LDK
（１戸）
集合 1戸 2DK
（1戸）
集合 ２戸 3LDK
（2戸）
戸建 1戸 3LDK
（1戸）
集合 1戸 3LDK
（1戸）

災

住 宅 名
尾田峯住宅
既存
浦宿第一住宅
公営
浦宿第二住宅
運動公園住宅
出島住宅
桐ケ崎住宅
石浜住宅
指ケ浜住宅
堀切西住宅
大原住宅
清水住宅
女川住宅
尾浦住宅
桜ヶ丘東
荒立住宅
宮ケ崎住宅
特公賃 浦宿万石浦住宅
害
公
営

●申込資格

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
完成年度
Ｈ13
Ｈ24
Ｈ27
Ｈ25
Ｈ26
Ｈ27
Ｈ28
Ｈ28
Ｈ28
Ｈ28
Ｈ29
Ｈ29
Ｈ29
Ｈ29
Ｈ29
Ｈ29
H15

※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
（同居者一人につき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）
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

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した
中小事業者等に対する令和３年度分の固定資産税の軽減について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋およ
び償却資産について、令和３年度分の固定資産税の課税標準を、事業収入の減少割合に応じてゼロまたは
２分の１とする特例措置を受けることができます。

◆特例の対象となる事業者の要件など

事業収入の減少割合

適用される特例率

30％以上50％未満
減少している方

２分の１

50％以上
減少している方

ゼロ

（１） 令 和 ２ 年 ２ 月 ～10月 の 任 意 の 連 続 す る
３ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比
べて、右表のようになっていること。

（２）以下のいずれかの条件に該当する法人または個人
①資本金の額もしくは出資金の額が１億円以下であり、かつ、次に掲げる事由のいずれにも該当しない法人
◦同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の２分の１以上を所有されている法人
◦２以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の３分の２以上を所有されている法人
②資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
③常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

◆特例の対象となる資産
（１）
事業用家屋
※個人の所有する居住用の家屋は対象外です。併用住宅など、事業用と居住用が一体となっている
家屋については、事業専用割合に応じた部分が特例の対象となります。
（２）
償却資産

◆提出書類
（１）特例申告書（女川町公式ホームページからダウンロードできます）
裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、必ず当該機関の確認を受けてくだ
さい。なお、当該機関の確認を受けていない申告書は受付できません。
（２）特例対象資産一覧（女川町公式ホームページからダウンロードできます）
事業用家屋について特例を受ける場合は、特例対象資産一覧に記入し提出してください。償却資
産については、令和３年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。
（３）収入が減少したことを証する書類の写し
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより特例の適用要件を満た
す場合は、猶予の金額や期間などを確認できる書類を添付してください。
※賃料を猶予した場合の減免要件などは国土交通省ホームページをご覧ください。

（４）特例対象家屋の事業用割合を示す書類
青色決算申告書の写しなど。新たに取得し、まだ青色申告決算書などで確認できない家屋につい
ては、見取図など事業用部分に係る床面積が分かる書類を添付してください。

◆申告方法
（１）特例申告書について必要事項を記入し、関係書類を添えて認定経営革新等支援機関等（※）による
確認を受けてください。確認を受けていない申告書については受付できません。ご注意ください。
（２）当該機関による確認を受けた後、特例申告書および関係書類一式を役場税務課へ提出してください。
（３）提出期限は令和３年２月１日
（月）までです。期限を過ぎた場合、特例措置を受けることができ
ませんので、必ず期限内に提出してください。
（※）認定経営革新等支援機関等とは…認定経営革新等支援機関等は、税務・財務等の専門的知識を有し、
一定の実務経験を持つ者として国が認定した機関（税理士、公認会計士、金融機関など）のほか、今回の
特例においては、商工会議所や商工会なども含まれます。認定経営革新等支援機関は、中小企業庁ホー
ムページおよび金融庁ホームページで確認できます。
◆問合せ先

役場税務課固定資産係

☎54-3131内線182・183
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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
◆配 布 商 品 券
◆使用有効期間
◆配 布 方 法
◆利用可能店舗

◆そ

の

令和２年９月末時点で本町に住民登録をしている方
１人あたり１万円
（１，
０００円×10枚）
令和２年11月１日
（日）
から令和３年１月31日
（日）
まで
利用案内及び商品券を簡易書留にて郵送
女川町内の当該商品券取扱加盟店
※対象店舗の一覧は、商品券と一緒に同封して郵送いたします。また、女
川町役場ホームページでもご確認できます。
他 商品券の配達完了には１～２週間程度かかります。あらかじめご理解をお
願います。なお、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・保管を行っていません）

見本

見本

◆発
行
◆問合せ先
17

役場産業振興課商工労働係 ☎54-3131内線681・682
女川町商工会 ☎53-3310

空き家、空き地の情報を
登録できます！
町内の空き家・空き地の有効活用により、定住促進による地域の活性化を図ることを目的として、
「女川町空き家等活用情報提供事業」を行っています。
一戸建ての空き家や宅地利用できる土地などをお持ちの方が、本事業へ空き家・空き地の情報を
登録することで、町のウェブサイトなどを通じて、利用したい方へ情報提供ができるようになりま
す。詳しくは、企画課定住・土地利用係にご連絡いただくか、女川町公式ウェブサイトをご確認く
ださい。

女川町公式ウェブサイト（空き家について）

http://www.town.onagawa.miyagi.jp/onagawa_akiya.html
■令和２年９月末時点の登録数
◆問合せ先

空き家：２件
空き地：６件
役場企画課土地利用係 ☎54-3131内線234

■現在登録のある空き地を一部掲載します
（利用の希望がある場合はご連絡ください）
※ご連絡いただいた時点ですでに契約が成立している場合があります。ご了承ください。
地 番

女川町清水一丁目16－３

面 積

436.40㎡

地 目

宅地

水 道

公営水道、下水道整備済

価 格

7,720,000円
（売却のみ）

地 番

女川町女川二丁目10－６
10－７

面 積

計424.49㎡

地 目

宅地
※商業地域内のため、事業用地と
なります。

水 道

公営水道、下水道整備済

価 格

所有者と相談
（賃貸のみ）

■この他にも物件を掲載しています。ぜひ女川町公式ウェブサイトをご覧ください。
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国勢調査への御協力
ありがとうございました！
！
令和２年国勢調査は、町民皆さま並びに団体などの御協力により、無事に調査を終了する
ことができました。
調査にご協力いただきましたすべての皆さまに厚くお礼を申し上げます。
今回の調査の結果は、来年に人口の速報集計が公表される予定です。その後、順次詳しい
統計結果が公表され、これからのまちづくりや福祉、防災対策などの大切な資料として様々
な分野で活用されていきます。
今後とも、統計調査へのご理解とご協力をお願いし、調査のお礼といたします。
令和２年国勢調査女川町実施本部 本部長
（町長） 須田 善明
担当：役場企画課統計係 ☎54-3131内線571




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
11月２日
（月）
～13日
（金）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

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
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女川町旭が丘二丁目38-2

〇 小学生
（１～６年生／１時間）
…1,000円
指導教科 国・算・社・理・英の５科目
〇 中学生
（１～３年生／１時間）
…1,250円
指導教科 数・社・英の３科目
ご不明な点はお電話にて
お気軽にご相談ください。
☎ 090-7937-1043
代表 木村 太悦

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平成31年３月から令和２年２月までの間、国保被保険者の受診履歴がなく、
令和２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２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。
④前年度において、特定健康診査を受診している世帯。
なお、今年度の「健康優良世帯」は10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・153

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２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２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２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153
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

令和

令和

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、個人番号カード、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認印（シャチハタ印不可）
③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
全国一斉

「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(木)から18日(水)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
（木）
、13日
（金）
、16日
（月）
～18日
（水）
午前８時30分～午後７時
・11月14日
（土）
、15日
（日）
午前10時～午後５時

◆相談先電話番号
◆事前の問合せ先
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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

役場健康福祉課からのお知らせ

保健だより

健康経営実践事業所表彰


女川町健康プロジェクト事業

健康プロジェクト事業の一環として、町内事業所を
対象に健康経営推進事業を展開しています。また、協
会けんぽみやぎ支部では、
「健康経営」の普及促進を
目的として、「職場健康づくり宣言」登録事業を行い、
町では、認定を受けた事業所を表彰しています。
令和元年11月に開催した表彰式では、５事業所を表
彰しました。
職場の健康づくりのお問い合わせは役場健康福祉課
にお気軽にご連絡ください！
◆問合せ先


役場健康福祉課健康対策係

●令和元年度健康経営
実践事業所表彰事業所

☎54-3131
内線132

田中建設株式会社
株式会社アイローカル
株式会社セッショナブル
株式会社エルファロ
株式会社鮮冷


※認定日順

健康経営とは、従業員の健康を重要な経営資源ととらえ、健康増進に積極的に取り組むことです。

今日のご飯は何にしますか？

食育・健康レシピをご活用ください。
広報おながわで紹介した旬の食材を使った料理や郷土料理などのレシピを女川
町公式ウェブサイト
（右：QRコード）
に掲載しています。
※食育料理レシピ集については、追加メニューを随時配布しています。今まで
の配布レシピが欲しい方は、健康福祉課健康対策係にお問い合わせください。
◆問合せ先

役場健康福祉課健康対策係

☎54-3131内線133

上記のほかにも石巻管内の栄養士がつくった“野菜たっぷりで、体に優しい味つけで、地元の食
材を使ったレシピ”を以下のウェブサイト・SNSなどで紹介しています！

◆運営

宮城県東部保健福祉事務所
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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

歯のお手入れはできていますか？

歯と口のケアから始める健康維持
80歳で20本の歯があるとQOL
（※）
が維持できると言われています！
普段何気なく使っている歯ですが、歯は食事をするだけでなく、正しい発音や表情の豊かさにも
影響します。自分の歯が20本未満になると、上手く食べることができない、滑舌が悪くなる、表
情が乏しくなるなど、QOLが大きく下がります。このため、
「80歳で20本以上の自分の歯を保つ」
ことが生涯に渡るQOLの維持・向上に欠かせません。20本以上の歯があれば、食生活にほぼ満足
することができると言われています。
「生涯、
自分の歯で食べる楽しみを味わえるように」と「8020
（ハチマルニイマル）
運動」を日本歯科医師会が啓発しています。
また、最近では口の機能低下も注目されています。加齢による筋力低下で噛む、飲み込む機能が
落ちると、むせるなどの問題が生じます。口の機能低下により食欲が落ち、栄養状態が悪くなり、
さらに筋力が低下する悪循環に陥ります。口の機能低下はからだ全体に影響を与え、QOLの低下
につながります。口の機能を維持することが、健康寿命を延ばすために重要です。
（※QOL…Quality of lifeの略で、日本語にすると「生活の質」。社会的に見た個人の生活の質や、人生に対す
る満足度を指します。
）

◦自宅でできる歯と口のセルフケア◦

【ブラッシング】
適切な歯ブラシを使って毎食きれいに磨く。歯ブラシは鉛筆を持つように、やさしく磨こう。
【歯間ブラシやフロスの使用】
歯ブラシだけでは取り除けない歯垢を取り除き、歯石を予防します。
【よく噛んで食べる】
よく噛むと唾液が分泌し、消化を助けます。唾液は口の中の雑菌や汚れを洗い流すはたらきがあ
ります。
【＋α 歯科健診を定期的に受診しよう】
自分ではできない口腔状態のチェックや専門的なケアを行ってもらいましょう。

宮城県高次脳機能障害者支援事業

高次脳機能障害家族相談
「いい歯デー」

高次脳機能障害者を支えるご家族が、ご本人
の障害や接し方を理解し、心の負担を軽くする
歯科健康テレホン相談
ことを目的に家族相談を開催します。
専門の相談員が個別に対応します。相談内容
の秘密は厳守します。安心してご相談ください。
歯のこと、お口のことで気になっていること
事前申込み制で、相談料は無料です。
はありませんか？電話で気軽に歯医者さんに相
談してください。
◆日
時 11月13日
（金）
午前10時～正午
※相談時間はお一人１時間程度
◆会
場 宮城県リハビリテーション支援セ
ンター
◆申込み方法 10日（火）までに電話で申込みく
ださい。
◆連 絡 先 宮
 城県リハビリテーション支援セン
ター リハビリテーション支援班
☎022-784-3588
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◆日

時

11月９日
（月）
午前10時～午後４時

◆相談方法
①上記の時間に電話でおおまかな相談内容を
お伝えください。②３日以内に歯科医師が
電話でお答えします。
◆連 絡 先 宮城県保険医協会内
☎022-265-1667

女川町

障害者の相談窓口


センター

相談受け付けます

各種障害者手帳を所持されている方や発達
障害、難病の方に関する、サービス、就労、
成年後見などの相談を下記の施設で受けてい
ます。
①石巻市・女川町基幹相談支援センター
☎24-8355
くるみ
②障害児（者）
相談支援事業所
☎93-2924
ふりーすぺーす“kai”
③ひまわりデイサービスセンター障がい者
相談支援室
☎84-2518
障害者手帳の取得などに関する相談は、役
場健康福祉課福祉係で相談を受けています。
◆問合せ先

子 育 て支援

役場健康福祉課健康対策係
☎54-3131内線131

役場１階
☎24-9341

※各イベントの予約や、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

11月の行事予定
※開催場所はすべて女川町子育て支援センター

●七五三お宮まいりをしよう
日

時

育児支援
ホームヘルプサービス

内

容



予

約

子育てのお手伝い

育児ストレスや産後うつで育児に不安があ
るなどのご家庭にホームヘルパーを派遣し、
安心して子育てできるようお手伝いします。
◆利用時間
①１回の利用時間は、１時間単位で、２時
間以内
②１日の利用回数は、２回以内
③１月の利用日数は、14日以内
◆利用料金
・生活保護世帯………無料
・町民税非課税世帯…無料
・町民税課税世帯……１時間あたり100円
・所得税課税世帯……１時間あたり600円
◆サービス内容
・乳児を養育する者に対する家事などの援助
・調理、衣類の洗濯
・補修、住居などの掃除や整理整頓
・生活必需品の買い物など
◆利用方法
利用を希望される方は、子育て世代包括支
援センターまで申し込みください。利用内
容など確認のうえ利用決定となります。
◆問合せ先 女川町子育て世代包括支援セン
ター
（子育て支援センター内） ☎24-9341

持ち物

11月13日（金）
午前11時～
散 歩 を 楽 し み
ながら七五三
お宮参りをし
よう
要 ５組程度
※締切 11月10日（火）
飲み物

●ママカフェ
日

時

内

容

対象者
予 約

11月20日（金）
午前10時30分～
お 茶を飲みながら子育てについ
てのトークを楽しもう
３～６か月児を子育て中の方
要 10組程度

３〜４か月児健診の時に
ご案内します。
人数に満たなければ、当
日参加も可能ですが事前
に申し込みください。
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子育て支援センターにフェンスが設置
されました！
トリートップ様寄贈
株式会社トリートップ様から、
子育て支援センターの外庭のフェ
ンスと、新型コロナウイルス感染
症 な ど の 感 染 対 策 用 の 防 護 服、
1,250着を寄贈いただきました。
外庭はセンターを利用する子ども
たちが砂場遊びや、プランターで
育てた野菜の収穫、夏はプール遊
びなど元気いっぱいに遊びまわり
ます。安心して見守ることができ
ます。ありがとうございました。

体罰によらない子育てを広げよう！
児童福祉法が改正され、令和２年４月より保護者が「しつけ」と称して体罰を加えることが禁止
されました。しつけとは、社会を生きていくために必要なことを教えることであり、体罰や暴言で
子どもの恐怖心をあおり、従わせることではありません。虐待を受けたと思われる子どもを見つけ
たときや、ご自身が出産や子育てに悩んだときには、町や児童相談所へご相談ください。

児童虐待の定義は・・・
身体的虐待

殴る、ける、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、
おぼれさせる など

性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体に
する など

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に
放置する、重い病気になっても病院に連れていかない など

心理的虐待

言葉によるおどし、無視、兄弟間での差別的扱い、子どもの目の前で
家族に対して暴力
（ドメスティックバイオレンス：DV）
をふるう など

虐待かもと思ったら・・・児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９
（いちはやく）
（通話無料）
」
へ
判断つかないときこそ相談を！虐待であるという確証や証拠は必要ありません。
また、通告者が責任を問われることはありません。通告者の秘密は守られます。
◆問合せ先

25

役場健康福祉課子育て支援係 ☎54-3131内線145
東部児童相談所 ☎95-1121

女川町地域医療センターからのお知らせ
骨塩定量検査のすすめ

あなたの

骨の主成分は、カルシウムやタンパク質などで、毎日部分的な破壊(骨吸
収)と再生(骨形成)をバランスよく繰り返し丈夫な状態を保っています。こ
のバランス(骨代謝)が崩れると骨の中の骨塩量が減少し、もろくなるため、
わずかな衝撃で骨折しやすくなります。この状態が『骨粗しょう症』です。

骨

は大丈夫？

骨粗しょう症の原因

骨粗しょう症になると
骨折しやすい部位について

加齢に加え、偏食や極端なダイエット、喫煙や運動
不足など。
また、特に女性の場合は閉経により女性ホルモン(エ
ストロゲン)の分泌が急激に減少するため骨量が減少し
やすくなります。

肩

背中

骨量の減少が進むと…

特に背骨の骨折(脊椎圧迫骨折)や脚の付け根の骨折
(大腿骨近位部骨折)の可能性が高く、それにより歩け
なくなり寝たきりになる可能性があります。
また骨がもろくなること自体が寿命を縮めるとも言
われています。
骨折リスクを確認するためにも、今現在の自分の骨
量を知ることが大切です。

足のつけ根

手首

※定期的に骨密度をチェックし骨折予防に心掛けましょう。

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

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・予防接種は午前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

●

−

14・28日

−

−

−

−

−

（午後４時まで）

11月の巡回診療
出島集会所
午後１時30分～

1 1 日( 水 )
2 5 日( 水 )

江島集会所
午後１時30分～

1 8 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。

■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11月14・28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。

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⑧

加齢にともなう筋力低下や怪我などで歩行や立ち上が
りなどが大変になっても、福祉用具を活用することで、
安全に楽に生活を送ることができるようになります。

福祉用具をご活用ください
介護保険では、福祉用具をレンタルした
り購入できるサービスがあります。
例）入浴時、身体を洗う時や浴槽をまたぐのが
大変…
⇒シャワーチェアや浴槽の出入りを楽にす
る手すり・浴槽台の使用（購入）
例）夜間トイレまで行くのが大変…
⇒ポ ータブルトイレの使用
（購入）
例） 布団からの起き上がりや立
ち上がりが大変…
⇒介護用ベッドの使用（レンタル）

11月の
介護予防
地

※介護保険では要介護２以上の方が対象ですが軽度
認定者の方にも安価で自費レンタルしている業者
もあります。

★そ の他にも様々な福祉用具がありますので、
ご相談下さい。
★包括支援センターにも一部展示していますの
で、お気軽にお立ち寄り下さい。

第２回
家族介護者交流会開催のお知らせ
在宅介護する中で、お薬でお悩みのことや心配
なことはありませんか？ためになるお話を聞いた
り、日頃の悩みをみんなで話したりしませんか？
●日 時 11月25日
（水）
午前10時～11時30分
●場 所 地域福祉センター１階
●内 容 「在宅介護と薬について」
・薬の正しい飲み方や上手な利用法
・サプリメントの上手な利用法
・かかりつけ薬局との
上手なお付き合いの方法
●講 師 石巻薬剤師会 会営女川薬局
沼倉廣幸氏
●対 象 在宅で介護をされている方
●申込み 11月20日（金）までご連絡ください。


※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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区

石 浜
上 一
小 乗
大 沢
女川北
浦宿三
浦宿二
上 二
針 浜
清 水
西
女川南

地域遊びリテーション
ふまねっと
２日(月)
２日(月)
９日(月)
９日(月)
10日(火)
11日(水)
11日(水)
12日(木)
16日(月)
17日(火)
24日(火)
30日(月)

日

時

午前９時30分
午後１時30分
午前９時30分
午後１時30分
午前９時30分
午前９時30分
午後１時30分
午後１時
午後１時30分
午後１時30分
午後１時30分
午前９時30分

地域遊びリテーション
・ふまねっと
※マスクの着用をお願いします

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19日
（木）
午後１時～３時
所：女川町たびの情報館ぷらっと

（女川町観光協会）

参加費：無料
★認知症の人やご家族、認知症について知
りたい方、どなたでもお気軽にどうぞ。


（入退室自由）

上記事業は、手指消毒や換気など感染予防対策を徹
底した上で実施します。
お越しの際はマスクの着用をお願いします。

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
●光回線の勧誘トラブルにご注意！
事例

現在、契約中の大手通信事業者Ａを名乗る者から電話
があり、
［光コラボの案内です。今より千円ほど安くなり
ます］と勧誘された。Ａ社のプラン変更だと思い手続き
をしたら、別会社への契約になっていた。

＊アドバイス＊
●
「安くなる」と勧誘されても他のオプションサービスとセット契約だった場合、今の料金より高く
なることがあります。
●勧誘を受けたときには、事業者名やサービス名、月額料金やオプションサービス、解約料金などを
確認しましょう。
●勧誘されてもすぐに返事をせず、現在の契約内容と勧誘された契約内容などを十分に比較・検討し、
必用がなければきっぱり断りましょう。
●光回線の契約は、電気通信事業法の「初期契約解除制度」の対象です。契約書面が届いた日を初日
とした８日以内に書面で申し出れば、解約料の負担なく契約解除できます。
ただし、事務手数料や工事費、すでに利用したサービスの料金は支払う必要があります。

●インターネット通販のトラブルに気をつけて！

新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の実践例に通信販売の利用が示されています。
今後インターネット通販のトラブルの増加が考えられます。通信販売を利用するときは事前に条件な
どを十分確認しましょう。
事例
１

高校生の娘がダイエット青汁を定期購入とは認識せず申し込み、解約しようとしたら高額な
料金を請求された

事例 「新しい生活様式」実践のため、初めてインターネット通販を利用したが、２週間たっても
商品が届かない
２
事例
３

格安で販売されていた有名ブランドの時計を申し込んだら、写真と異なる偽物が届いた

＊アドバイス＊
●通信販売にクーリング・オフ制度はありません。事前に返品・解約の条件や販売事業者の連絡先を
確認しましょう
●お金や個人情報の搾取等を目的とした詐欺的な通販サイトもあります。少しでも怪しいと思ったら
利用しないようにしましょう
●
「お試し」のはずが、高額な料金を請求されたという相談が寄せられています。注文前に定期購入
の契約になっていないか確認しましょう
●未成年者のインターネットトラブルは家族など周りの保護者が目を配って防ぎましょう

＊消費生活相談員からひとこと＊

暖房が恋しい季節になりましたね。昨シーズンしまうときにきちんとお手入れしていると思
いますが、石油ストーブなど使い始める時は、もう一度点検して安全に使えるようにしましょう。

＊＊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11日～10月９日）

施設名

測定値

一保所庭
（0.5m）

0.06

四保所庭（0.5m）

0.06

新小中学校校庭
（0.5m）

0.0４

新小中学校校庭
（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。
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
27種類96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

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。

※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。

放射線に関する正しい知識を身に付けよう！

空間放射線量の基準値ってどうやって決めたの？

空間放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト
（以下μSv）を超えると、その地域は除染など
の対象地域となります。では0.23μSvという数字はどうやって定められたのでしょうか？
考え方のポイントは…

追加被ばく線量は１ミリシーベルト
（以下１mSv）
以下にする
１日のうち８時間は屋外、16時間は屋内で過ごすと仮定する
屋内で過ごす場合、遮へい（放射線を遮る）効果がある（屋外での線量に0.4をかける）
の３つです。
以上の３つを考慮して年間1ｍSvを超えない線量を計算すると毎時0.19μSvとなります。
そこに自然界にもともと存在する放射線
（1時間あたり0.04μSv）を加えた、0.23μSvが空間
放射線量の基準値となっています。
１日あたりの線量
（0.19μSv×8時間）
{
+
（0.19μSv×0.4
（遮へい効果）
×16時間）
}×365日＝0.99864ｍSv
屋外での線量

お知らせ
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屋内での線量

1mSv以下

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
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

今シーズ
ありがと ンも応援
うござい
ました

Vol.10

コバルトーレ女川は10月11日、東北社会人サッカーリーグ１部の今シーズン全９試合を終えまし
た。結果は６勝３分け、順位は３位でした。新型コロナウイルスの影響でリーグ戦の試合数は半分と
なったなかで、目標に掲げた上位リーグ、JFL
（日本フットボールリーグ）
への昇格は叶いませんでし
た。そして、今シーズンは、無観客試合での開催となったことからライブ中継を通してサポーターの
皆さんに試合の様子を観戦していただきました。また、10月11日の最終戦は制限付きの有観客試合
として開催し、クラブ会員、スポンサーの皆さんを中心に第二多目的運動場で応援していただくこと
ができました。今回は、阿部裕二監督が今シーズンを振り返りました。

■ 2020年度 東北社会人サッカーリーグ１部 試合結果
節
10
11
12
13
14
15
16
17
18

試合日
7月12日
7月19日
10月11日
８月30日
９月６日
９月13日
９月20日
９月27日
10月４日

勝敗
引き分け
勝ち
勝ち
勝ち
勝ち
勝ち
引き分け
勝ち
引き分け

スコア
２−２
４−０
２ー０
６−０
５−１
４−１
２−２
６−１
０－０

対戦チーム
FC.SENDAI.UNIV
大宮サッカークラブ
盛岡ゼブラ
猿田興業
FCプリメーロ
FCガンジュ岩手
富士クラブ2003
日本製鉄釜石
ブランデュー弘前FC

試合会場
仙台大学サッカー場
石巻フットボール場
女川運動公園第2多目的運動場
石巻フットボール場
鳥見山公園多目的広場
岩手県営運動公園
女川運動公園第2多目的運動場
南三陸町平成の森林間広場
弘前市運動公園球技場

■ 阿部裕二監督から女川町の皆さんへ感謝の言葉
女川町やサポーター、スポンサー企業の皆さんには今シーズンも応援いただき、誠にありがとう
ございました。試合数が少なく、
もどかしい思いで始まったシーズンでしたが、
選手たちは良く頑張っ
てくれました。しかし、私の力不足もあり、勝てる試合を引き分け、リーグ戦３位という結果でした。
無観客での試合は私のサッカー人生で、はじめての経験でした。そんな中「試合会場で応援して
いただく」ということは、選手やチームを運営する私たちにとって、本当に幸せなことだということ
を深く実感するシーズンでもありました。今年は会場で試合をご覧いただく機会が限られましたが、
来年も選手の背中を後押しする声援をいただきながら、再びJFL昇格を目指して戦いたいと思います。
短いシーズンとなりましたが、多くの応援、ありがとうございました。
◆問い合わせ （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！
昭和14年に建築された駅が、10月から
開催される仙台・宮城デスティネーション
キャンペーンに合わせ改装されました。建
築当時の大正ロマンを感じさせる黒と白を
モチーフとした建物になり、駅の建物のい
たるところにさんまとうみねこのデザイン
が施され、カーテンは鹿鳴館をイメージし
たそうです。駅の待合室は町民と駅に降り
立った人たちの交流の場として活用できる
スペースとして新しくなり、ホームの案内
板もリニューアルされました。

女 川 町 誌

女川駅の変遷

女川町に初めて鉄道が敷設されたのは大正12年４
月のことでした。当時は金華山軌道会社によって営
業された金華山の軌道でした。軌道は石巻町湊
（当時）
を起点とし、渡波を経て万石浦の北岸を迂回し女川
村鷲神
（当時）に達するものでした。昭和４年11月、
私設宮城電気鉄道、当時の仙石線が仙台－塩釜から
石巻まで全通し、さらに昭和14年10月に至り、国有
鉄道の石巻線を石巻から女川まで延長し女川線とし
て本格的な輸送路が完成しました。当時、浦宿には
まだ駅
（停留所）がなく、昭和31年２月の開設を待つ
ことになります。
（女川町誌から引用）

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 。

平成20年

あの日あの時

▲昭和14年10月７日開通式の駅前
▲式 典 に は 多 く の 町 民 が 参 加、
駅を見学しました。

◆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

（

総 数
男 性
女 性
世帯数
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◆絶景
 です

右の写真は、黒森山第３展
望台からの町中心部の眺めで
す。これを撮影したのは私で
はなく一緒に上っていた方。私はというと運動不足
がたたって貧血でダウン…頂上へたどり着くことな
く１時間近く休んでから下山しました。
次の登山の機会のためにも運動することを強く思
った筆者なのでした。

（佐藤）

編 集 後 記

6,263人
3,075人
3,188人
3,084世帯

（－２人）
（２人）
（－４人）
（－１世帯）

）内は前月比

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
にお問い合わせしていただくようお願いします。

女川町の人口 令和２年
９月30日現在

入場無料

身分証明書をご提示頂きます

2020.11.15 SUN 女川町総合体育館

第１部 OPEN10:00 START10:30
第２部 OPEN13:00 START13:30

第１部

第２部

女川町観光大使

山口ひろみ

原田悠里

BiSH

EMPiRE
and more…?

主
催
主
管
出演協力
運営協力
協
賛

女川町
おながわ四季のまつり実行委員会
北島音楽事務所 ㈱ WACK
㈱ドワンゴ 石巻 BLUE RESISTANCE
サッポロビール㈱

新型コロナ感染症拡大防止対策
自宅を出るときからのご協力のお願い

体温チェック

無理せず自宅療養

消毒・洗浄

手を洗おう

マスク着用

この催しは政府および宮城県のガイドラインなどに基づいた感染対
策を行い実施します。皆様のご理解とご協力をお願いします。

■ 入場資格

町民と町内企業に就労している方

★ご本人確認ができるものを必ずご持参ください。入場ゲートにて確認します。
※入場するための必要事項など詳しくは、広報紙と一緒に配布したチラシをご覧ください。
他の出演者や時間の詳細は、町公式ウェブサイトと Twitter でお知らせします。
◆問合せ先

広報

おながわ

役場産業振興課観光係

☎54-3131 内線 681

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212・213

女川町公式ホームページ

HP http://www.town.onagawa.miyagi.jp/
32

