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〔市制度〕被災者住宅応急修理補助制度の工事完了
報告書等の提出お知らせ

　〔市制度〕被災者住宅応急修理補助制度の申し込みは3月29日で終了しまし
た。なお、本制度に係る「工事完了報告書」および「支払請求書」は、早めに提出
願います。
受付窓口　市役所3階　住宅応急修理受付窓口
申・問　建築指導課住宅応急修理担当（内線3941･3943）問申

　　　　　

「東日本大震災被災者住宅再建事業補助金」および「東日本
大震災被災者危険住宅移転事業補助金」の申請受付期間手続き

　市報5月15日号に掲載した「東日本大震災被災者住宅再建事業補助金」お
よび「東日本大震災被災者危険住宅移転事業補助金」の申請受付期間は、以下
のとおりですのでお知らせします。
平成25年5月29日～平成33年3月末日
※申請は予約制です。あらかじめ電話でお申し込みの上、申請してください。
問　生活再建支援課（内線3957）問

移転促進区域内の土地買取り手続きを開始します
手続き

　市では、被災跡地（移転促進区域）の土地買取り手続きを開始します。
　買取りに際し、面積を確定するため、仮境界の復元による地積測量を実施し
ます。
　なお、地区別の契約業者は以下のとおりです。
●地区別の測量業者

対象地区（災害危険区域） 測量業者名

中瀬、門脇町、南浜町、雲雀野町 株式会社オオバ
☎022-217-1433

門脇字、中屋敷、新館、三ツ股、築山、
大街道南、大街道東、双葉町、南光町

株式会社パスコ石巻事務所
☎0225-22-1351

北上総合支所管内、雄勝総合支所管
内（雄勝中心部の丁目地区を除く）

昭和株式会社石巻事務所
☎0225-92-7801

本庁地区半島部（万石橋以東）、牡鹿
総合支所管内（鮎川地区を除く）

朝日航洋株式会社東北空情支社
☎022-371-5768

　土地所有者の方が、面積確認書に示す仮境界、「仮面積（実測面積）の内容」
に同意された場合には、原則として立会いによる土地境界の確認を行わずに、
その面積を基本に、区域ごとに土地の買取りの手続きを行います。

※各地区ごとの測量開始区域については、随時公表します。
※本庁の湊、渡波地区（万石橋の西側）、河北・大川地区、牡鹿鮎川地区は国土
　調査終了、雄勝中心部の丁目地区は区画整理事業による測量精度が高く現
　地における誤差も少ないため、測量調査を省略し、登記面積で買取りしま
　す。買取り対象所有者の方々に対して資料（買取り依頼書等）を6月初旬に
　送付しています。
●今後の予定
　地区ごとの測量結果により、買取り希望者に対し、価格を提示し、土地売買
契約の交渉・締結を進めていきます。

（作業例）①測量調査→②面積に関する資料の提示→③同意により面積の確定 
　→④買取り希望の確認→⑤価格の提示→⑥契約→⑦所有権移転登記･代金
　支払い
※「買取り対象地区」の土地所有者宛てに、「測量等の開始のお知らせ」を6月
　初旬に郵送しています。通知が届いていない方は、お問い合わせください。

問　集団移転対策課（内線3991～3998）問

　

お知らせ
復興公営住宅についてよくある質問を紹介します

Ｑ　仮設住宅に入居していますが、復興公営住宅に入れますか
Ａ　仮設住宅に入居している方すべてが、復興公営住宅に入居できるとは限
　　りません。復興公営住宅の入居資格は全壊、または大規模半壊や半壊で解
　　体を余儀なくされた方、市街地整備事業等の実施により移転が必要と
　　なった方となっています。
　
Ｑ　アパートで被災し、仮設住宅に入居しました。そのアパートは、半壊で
　　したが解体されず他の方が住んでいます。復興公営住宅に申し込みで
　　きますか。
Ａ　入居者の都合によらずに退去したことを、大家さんから証明してもらえ
　　れば、申し込みできる場合もあります。まずは復興公営住宅相談窓口まで
　　ご相談ください。

Ｑ　生活再建支援金の加算支援金を利用して住宅を補修して住んでいますが、一
　　時的な補修のため今後は復興公営住宅を希望します。申し込みできますか。
Ａ　復興公営住宅は、住宅を失っている方への制度ですので、新築購入、補修
　　等で再建された方は申し込みができません。さまざまな事情により復興
　　公営住宅を希望される場合は、住宅を処分していただく等、条件がありま
　　すので復興公営住宅相談窓口までご相談ください。

Ｑ　ペットと一緒に震災を乗り越えましたが、復興公営住宅はペットと一緒
　　に入居できますか。
Ａ　既存の市営住宅では、騒音、臭気等トラブル防止の観点からペットの飼育
　　を禁止しています。しかし、ペットを飼っている方で復興公営住宅を希望
　　する方も多いことから、一部特定の団地（住棟）において、飼育可とする
　　ことを検討しています。特定団地（住棟）以
　　外の多くの団地では、これまで通り飼育禁
　　止となります。どこの団地をペット可とす
　　るか等、詳細については事前登録制度の開
　　始までに皆さんにお知らせします。また、
　　市街地は集合住宅となるため、室内飼育を
　　想定しており、ペットや近隣居住者が入居
　　後トラブルにより不快な思いをしないよ
　　うなルール作りが必要と考えています。
※復興公営住宅の家賃や整備計画等について、ホームページでもご案内して
　います。
問　復興公営住宅相談窓口　（内線5957～5959）
　　 URL　http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10186000/8343/
　　　　　 8343.html
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建築物等耐震対策助成事業
募集

①危険ブロック塀等除却事業
　通学路等の道路に面した高さ1メートル以上の危険なブロック塀等を除却等
　する場合、除却等費用の一部を助成します。　募集予定件数　40件
②木造住宅耐震診断助成事業
　昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法による3階建て以下の木造
　住宅の耐震診断を希望する場合、市で耐震診断士を派遣し、耐震診断および
　耐震改修計画作成費用の一部を支援します。なお、構造が丸太組工法および
　プレハブ工法の住宅や用途がアパート、長屋は対象外です。　
　募集予定件数　35件
③木造住宅耐震改修工事助成事業
　市の助成による耐震診断の実施後、耐震改修計画に基づき、耐震改修工事、
　または建て替え工事を実施する場合、補助金を交付します。なお、改修工
　事、または建て替え工事は平成26年1月31日までに完了することが必要
　です。　募集予定件数　10件
申込期間　12月13日（金）
　　　　　なお、募集予定件数を超えた場合には、申し込みを終了します。
問　建築指導課（内線5675）問

知っていますか？
「災害情報テレホンサービス」、「メール配信サービス」お知らせ

本庁地区：is1-entry@my.e-msg.jp
河北地区：is2-entry@my.e-msg.jp
雄勝地区：is3-entry@my.e-msg.jp
河南地区：is4-entry@my.e-msg.jp

桃生地区：is5-entry@my.e-msg.jp
北上地区：is6-entry@my.e-msg.jp
牡鹿地区：is7-entry@my.e-msg.jp

　市では、防災行政無線広報を補完することを目的として、「災害情報テレホン
サービス」「災害情報メール配信サービス」を行っています。
●災害テレホンサービス　防災無線の内容確認「緊急にコール!」
　☎0180-992-506
●災害情報メール配信サービス　登録アドレス　現在10,000人以上の方が登録
　しています。登録がまだの方もぜひ登録しましょう！　

※上のアドレスに空メールを送信してください。迷惑メール防止機能の設定を行って
　いる方は、e-msg.jpのドメインを受信する設定を行ってから登録してください。
※詳しくは、ホームページをご覧ください。登録ができない方は、サポートセン
　ター（☎0120-47-3712　午前9時～午後5時〔土日･祝日を除く〕）をご利用ください。
※火災情報は行っていません。（火災情報については消防情報☎0180-992-911
　をご利用ください）
問　防災対策課（内線4168）問

みみサポサロンのご案内
お知らせ

　聴覚障害をお持ちの方、ご家族、関係者の方々を対象に、みみサポサロンを
開催します。ちょっと一息、気軽におしゃべりをしませんか。個別の相談にも
応じます。市で配信中の災害情報メール登録も承ります。
と　き　7月3日（水）　午前10時30分～午後2時30分
ところ　市役所2階子育て支援課前
問　みやぎ被災聴覚障害者情報支援センター（みみサポみやぎ）
☎022-349-9605　FAX022-349-9606
Eメール　info@mimisuppo-miyagi.org
URL　http://www.mimisuppo-miyagi.org

問

「思い出の写真」デジタル公開出張展示会のお知らせ
お知らせ

会場名 展示日程
仮設にっこりサンパーク団地集会所 7月5日（金）～7日（日）
仮設蛇田西部第2団地談話室 7月13日（土）～15日（月）
桃生勤労青少年ホーム（桃生総合センター内） 7月19日（金）～21日（日）
仮設河北三反走団地集会所 7月26日（金）～28日（日）
大橋ささえあい拠点センター 8月9日（金）～11日（日）
仮設向陽団地集会所 8月16日（金）～18日（日）
遊楽館 8月23日（金）～25日（日）
石巻中央公民館 8月30日（金）～9月1日（日）

　震災に伴い、市が拾得した写真等を一人でも多くの方にお返ししたいとい
う思いから、各仮設住宅や公民館等を巡回し写真等の展示会を開催します。展
示内容は、パソコンによる写真データと一部の現物写真です。ご自分の写真等
が確認できれば返却できますのでぜひお越しください。
受付時間　午前9時30分～午後4時

※会場によってはパソコンが使えない場合もありますので、ご了承ください。
※写真等をお引き取りになる際は、保険証等の身分証明書を確認させていた
　だきますので、忘れずにお持ちください。
※9月・10月も実施します。日程が確定次第お知らせします。
問　「思い出の写真」デジタル公開センター　☎24-9364
※毎週月曜日および祝日の翌日は休館日となります。
問

「災害復興住宅融資」相談会（参加費無料）要予約
相談

　住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）では、震災により被害を受けられた方
が、住宅の再建・補修をするための融資（建設・購入の場合は当初5年間の金利
0％）について、相談会を行っています。
　なお、相談会への参加を希望する場合は、事前に予約をお願いします。
と　き　6月25日(火)、7月7日(日)・8日(月)・9日(火)・23日(火)
　　　　午前10時～午後4時
ところ　市役所5階市民サロン前
参加費　無料
申・問　住宅金融支援機構東北支店　☎ 022-227-5035
　　 　 午前9時～午後5時（土日・祝日を除く）

問申

日本政策金融公庫からのご案内
　～女性、若者／シニア起業家資金～

　日本政策金融公庫では、次の融資制度をご用意しています。
対　象　女性の方や、30歳未満または55歳以上の方であって、新たに事業を
　　　　始める方や事業開始後おおむね5年以内の方
融資限度額　7,200万円（うち運転資金4,800万円以内）
融資期間　○設備資金：15年以内（据置期間2年以内）
　　　　　○運転資金：5年以内（据置期間1年以内）
※「震災の影響により離職し、創業する方」または「被災地において創業する
　方」は、1,000万円を限度として利率を低減した内容のものがご相談できま 
　す。詳しくはお問い合わせください。
問　日本政策金融公庫石巻支店
　　☎94-1201　午前9時～午後5時（土日・祝日を除く）

お知らせ

テレワーク1000プロジェクト お仕事説明会開催
お知らせ

　市内に住んでいて仕事を探している皆さんに対して、お仕事説明会を開催
します。パソコンとインターネットがあればいつでも自宅で仕事ができます。
対　象　市内在住の方
と　き　6月27日（木）　午後2時～4時（受付 午後1時40分～）
ところ　河北総合センター「ビッグバン」1階「集いの部屋」
申・問　石巻在宅就業支援センター
　　　　☎ 080-0800-3384
　　　　Eメール　webmaster@i-zaitaku.com
　　　　URL　http://www.i-zaitaku.com/

問申

お子さん連れでも
参加できます！
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利用協講座「市民尺八基礎講座」
　～あなたも尺八で『ふるさと』が吹けるようになるお知らせ

　琴古流尺八の歴史、演奏法を学ぶことで、日本の古典芸能への造詣が深まります。
と　き　7月4日(木)・11日(木)・18日(木)・25日(木)
　　　　午後7時～9時
ところ　石巻中央公民館　1階　第1教養室　
受講料　無料　　　　
対　象　一般市民　
定　員　10人〔先着〕　　
申込期間　6月17日（月）～7月2日(火)
申込方法　電話でお申し込みください。
申・問　石巻中央公民館　☎22-2970申 問

「まちなか実験室」受託団体・企業等募集
募集

　市では、科学実験や自然観察、模擬発明、工作等の活動を通して、子どもた
ちに科学の不思議さやおもしろさを伝える講座を開設してもらえる各種団
体･企業を募集します。詳しい内容は、ホームページをご覧ください。
対　象　○委託する団体の資格要件
◦市内に事務所を有し科学実験等に関する講座開設ができる非営利団体･企
　業等であること。
◦規約等を持ち、総会や理事会等で団体の意思決定ができ、財産管理の方法が
　明確であること。
募集期間　7月1日（月）～19日（金）
申・問　生涯学習課（内線5054）問申

風しん予防接種費用を助成します
お知らせ

　現在、国内において風しんが流行しております。妊娠中の女性が風しんにか
かると、赤ちゃんに心疾患、難聴、白内障等の障害（先天性風疹症候群）が起こ
る可能性があります。
　市では、妊娠している方の風しんウイルスの感染を防ぎ、先天性風疹症候群
の発生を予防することを目的に、風しん予防接種費用を助成します。（抗体検
査に係る費用については助成対象外になります）
　風しんの流行は、7月から8月です。接種希望の方は、早めの接種をお勧めし
ます。
　対象、接種方法等は下記のとおりです。
対象　接種時に市内に住民登録があり、次に該当する人
　　　① 妊娠を予定または希望している19歳以上49歳以下の女性
　　　② ①の配偶者
　　　③ 妊娠している女性の配偶者
助成回数　1回　　助成対象ワクチン　風しんワクチン、麻しん風しん混合ワクチン

実施期間　平成26年3月31日まで
接種方法　1．石巻管内の風しん予防接種指定医療機関に、電話予約をしてく
　　　　　　ださい。
　　　　　2．予約日時に、健康保険証、運転免許証等の住所・年齢が確認でき
　　　　　　るものを持参の上、来院し、接種を受けてください。
※対象の方で、平成25年4月1日から5月31日までに、風しん予防接種または
　麻しん風しん予防接種を、自己負担で受けた方および一時避難等により指
　定医療機関以外で受けた方にも助成（上限あり）します。下記の書類をご持
　参の上、健康推進課または、各総合支所保健福祉課で助成申請手続きをして
　ください。
申請に必要な書類　◦予防接種費用助成申請書（窓口にあります）
　　　　　　　　　◦医療機関の領収書（予防接種名、支払金額のわかるもの）
　　　　　　　　　◦印鑑
　　　　　　　　　◦申請者の振込先預金通帳
※郵送で申請される場合は、健康推進課まで。風しん予防接種指定医療機関

医療機関名 所在地 電話番号
森消化器内科外科 新橋5番33号 23-2151
やまもと産婦人科 大街道北一丁目3番15号 93-7000
よしろう内科 住吉町一丁目8番46号 22-3277
木村医院 成田字小塚132番地1 62-3039
成田医院 相野谷字飯野川町122番地 62-3221
石巻市雄勝診療所 雄勝町大浜字小滝浜9番地16 58-3373
石巻ロイヤル病院 広渕字焼巻2番地 73-5888
鹿島記念病院 広渕字長山100番地 73-2420
簡野医院 鹿又字八幡前17番地4 74-2244
櫻井内科クリニック 広渕字町北70番地1 73-3811
佐々木医院 和渕字和渕町86番地 72-3122
紫桃内科医院 鹿又字伊勢前53番地2 75-2325
中川内科外科医院 前谷地字横須賀103番地7 72-2123
栗原医院 桃生町寺崎字舟場前23番地1 76-4170
ものうファミリークリニック 桃生町中津山字八木167番地4 76-4024
石巻市橋浦診療所 北上町橋浦字大須215番地 67-2051
石巻市立牡鹿病院 鮎川浜清崎山7番地 45-3185
石垣クリニック内科循環器科 東松島市矢本字大林14番地 83-7070
伊東胃腸科内科 東松島市赤井字鷲塚69番地8 82-6666
うつみレディスクリニック 東松島市赤井字八反谷地132番地6 84-2868
かしわや内科クリニック 東松島市小松字若葉7番地10 83-2003
加藤医院 東松島市矢本字関の内41番地 82-2030
ししど内科クリニック 東松島市赤井字南一223番地 83-8830
永沼ハートクリニック 東松島市赤井字川前一9番地1 82-6680
鳴瀬中央医院 東松島市牛網字新上江戸原81番地1 87-3853
ひかりサンテクリニック 東松島市矢本字上河戸293番地8 84-1333
真壁病院 東松島市矢本字鹿石前109番地4 82-7111
やもと内科クリニック 東松島市矢本字大溜325番地 98-3260
女川町地域医療センター 牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山51番地6 53-5511
※上記医療機関に予約をしてから接種してください。
 

医療機関名 所在地 電話番号
あいかわ小児クリニック 丸井戸三丁目4番10号 92-8805
相沢泌尿器科医院 門脇町一丁目5番18号 22-2901
あけぼのクリニック 蛇田字新埣寺220番地 98-3061
あべクリニック産科婦人科 大街道西二丁目1番80号 22-3322
阿部こどもクリニック

（男性は64歳以下まで） 千石町6番11号 22-1152

いしづか内科クリニック 蛇田字新大埣362番地 92-7311
石巻市立病院開成仮診療所 南境字新小堤25番地1 23-3200
いしのまき矢吹クリニック 大橋三丁目2番地7 21-6117
伊藤内科クリニック 中里二丁目12番1号 96-6372
駅前北きし内科クリニック 駅前北通り一丁目14番21号 95-3123
大街道じゅんクリニック 大街道北三丁目4番97号 92-1092
かづま内科クリニック 鹿妻南一丁目13番16号 96-7700
亀田内科皮膚科クリニック 大街道南五丁目4番31号 95-6118
川村産婦人科医院

（単独ワクチンは在庫ある場合のみ） 新橋1番65号 93-7600

久門医院 垂水町三丁目6番地1 97-4141
こばやし医院 蛇田字南経塚7番地3 22-0789
齋藤産婦人科医院 中央三丁目5番26号 22-0707
齋藤病院 山下町一丁目7番24号 96-3251
坂井内科胃腸科 中里三丁目1番11号 93-8228
佐久間眼科小児科医院 八幡町一丁目3番22号 92-7651
佐藤神経内科医院 大手町1番8号 22-5522

佐藤内科医院 茜平四丁目104番地
イオン石巻ショッピングセンター内 22-3020

東海林内科胃腸科 門脇字二番谷地13番地562 96-2823
高橋消化器内科 千石町2番5号 95-1621
田中小児科医院 千石町1番13号 22-1714
中浦内科医院 中浦一丁目2番111号 21-7551
古山内科・循環器科 元倉一丁目9番9-8号 23-0221
まだらめ内科医院 蛇田字東道下116番地1 24-9133
箕田内科クリニック 向陽町二丁目1番19号 96-5252 申・問　健康推進課（内線2413～2415）・各総合支所保健福祉課

　　　　〒986-8501　住所不要
問申


