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震災復興情報 お知らせ
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お知らせ

　
　震災により直接被害を受けた中小企業者を支援するため、被災した施設等の

復旧に要する経費の一部を補助します。

※今回募集から、不動産業を営む方の所有するアパート、貸事務所等の復旧も

　補助対象となります。

対　　象

①震災時市内で事業を営んでいた方（個人事業者にあっては、震災時に市内に

　居住していた方）で、市内で事業を再開または継続する方

　※対象とならない業種もあります。

②施設が大規模半壊以上の被害を受けた方

③市税および国民健康保険税に未納がない方

④施設等の復旧に係る国・県等の補助金を受けていない方

⑤来年3月31日（火）までに復旧を完了し、実績報告を提出できる方（すでに復旧

　を終えている場合も可）

　※すでに同制度を利用している方は、対象外となります。

補助金額等　施設等の復旧に要した経費（税抜で20万円以上）の2分の1以内　

　　　　　　（限度額100万円）

受付期間  　 10月20日（月）～11月7日（金）

問申・ 　商工課（内線3523・3524）

平成26年度中小企業復旧支援事業補助金
（第2回）

お知らせ

　
　局地的な集中豪雨に伴う土砂災害が多発しています。土砂災害から身を守る
ためには、あらかじめ危険箇所を確認しておくことが重要です。大雨等の気象情
報を確認し、危険と思われるときは、早めの避難を心がけましょう。
　また、土砂災害の備えに関する情報は、県および市のホームページで確認で
きます。
県ホームページ
　http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sabomizusi/dosya.html
市ホームページ
　http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10106000/8765/20140929
   155035.html
問　危機対策課（内線4155・4168）

土砂災害に備えましょう

　　　 

お知らせ募集
桜植樹を通じた貞山運河復興へのご支援募集

　県では、東日本大震災で被災した貞山運河をはじめとする運河群の復旧を

行うとともに、復興と鎮魂のシンボルとして桜を植樹しています。

　植樹に当たり、以下について募集していますので、皆さんのご支援・ご協力

をお願いします。

募集内容

①桜植樹ボランティア（毎年3月頃に植樹）

②寄附金

③苗木や資機材の寄附

④桜回廊サポーター（植樹した桜の育成や管理）

　詳しくは、ホームページをご覧ください。

　URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/ki-teizan-sakura.html

問　県河川課　☎022-211-3172・3173

お知らせ

　

9月11日（木）の大雨（土砂災害・浸水害）による
り災証明書・被災証明書を発行しています

受付時間　午前8時30分～午後4時30分　  
　　　　   （土日・祝日を除く） 
受付場所　市役所5階市民サロン、各総合支
　　　　　所地域振興課、各支所（蛇田支所  
　　　　　を除く） 
申請に必要なもの　本人確認書類（運転免許証や健康保険証等）、 委任状（本人
　　　　　　　　　または同居家族以外の方が申請する場合）、印かん
問　危機対策課（内線4155・4168）

お知らせ

　

企業立地等促進条例助成制度

お知らせ

　

大雨災害ごみの回収受付

　9月11日（木）の大雨（土砂災害・浸水害）に伴う災害廃棄物回収の申し込みを
電話で受け付けています。
申込期限　10月31日（金）

問申・ 　廃棄物対策課（内線3375・3376）

お知らせ

　
　自衛隊では、災害対応能力の向上を目的として、大規模な災害対応訓練を実
施します。実際の災害と間違わないようにご注意ください。
と　き　11月6日（木）～9日（日）
ところ　東北地方太平洋沿岸
内　容　網地島・田代島住民の避難および物資輸送、新北上川（飯野川橋付近）
　　　　への橋梁架設、津波避難ビル（魚町）からの救出、海上での捜索活動等
問　危機対策課（内線415４・4156）

みちのくアラート2014の実施

「国の教育ローン」のご案内
お知らせ

　　　 　高校・大学等に入学・在学するお子さんのいる家庭を対象とした公的な融
資制度（お子さん一人につき350万円以内・返済期間は15年以内）です。日本
政策金融公庫では、現在、特定被災区域にお住まいの方で、り災証明書等を受
けている方を対象として、金利引き下げ等の災害特例措置を実施していま
す。詳しくはご相談ください。

問申・ 　教育ローンコールセンター　☎0570-008656
　　　　日本政策金融公庫石巻支店　☎94-1201

　  問　市学校教育課（内線5025）

市では、産業振興と雇用の拡大を図るため、市内に事業所等を新設、増設およ
び移設した企業に助成金を交付します。
　助成金を受けるためには、業種や設備投資額、雇用人数等、一定の要件があ
るほか、操業開始の３０日前までに申請が必要です。
　詳細はホームページをご覧ください。
問　産業推進課（内線３５４４・３５４８）
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各種虐待の防止講演会
お知らせ

　11月は児童虐待防止に向けた強化月間です。児童以外の虐待も深刻な問題

であり、社会全体で虐待防止に取り組むため、講演会を開催します。

と　き　11月6日(木)　午後１時～4時

ところ　河北総合センター「ビッグバン」 文化交流ホール

内　容　児童・高齢者・障害者虐待の現状と対応について(2部構成)

講　師　精神科医 佐竹 直子 氏

            仙台オンブズネット「エール」 小湊 純一 氏

定　員　400人（要電話予約）

問申・ 　虐待防止センター（内線2542）

　　　 

欠陥住宅被害防止講演会
お知らせ

　住宅を取得したものの、欠陥トラブルによる相談が増加しています。被害を
防止するため、講演会を開催します。
と　き　11月15日(土)　午後１時30分～4時
ところ　河北総合センター「ビッグバン」 つどいの部屋
内　容　欠陥住宅問題の現状・実例、住宅取得前に準備・勉強すべきこと等
講　師　仙台弁護士会 弁護士、欠陥住宅とうほくネット 一級建築士
定　員　80人（要電話予約）　
予約受付開始日　10月15日(水)

問申・ 　市民相談センター（内線2542）

相談あんない
相談

　

●弁護士・社会福祉士による「移動無料相談会」
弁護士による相談内容

　・被災ローン減免制度・金銭貸借・離婚・家庭内暴力・解雇・パワハラ・未払賃金

　・建築トラブル・不動産トラブル・交通事故・損害賠償・生活困窮・近隣トラブル等

社会福祉士による相談内容

　・生活困窮・介護・物忘れが気になる・人間関係・ストレス・眠れない等

　 ひとりで悩まず専門家へご相談ください。上記以外の相談も可能です。

※事前予約の方が優先（当日相談も可）

※専門家との個別面談

※移動相談会のほか、法テラス東松島でも無料相談ができます。

問申・ 　法テラス東松島　☎ 050-3383-0009　
　　  　 午前9時～午後5時（土日・祝日を除く）

     問　市生活再建支援課（内線3965）

と　き ところ 相談時間 相談担当者

10月21日（火） 仮設大橋団地集会所
（大橋1-1-2） 午前10時～午後4時

弁護士
社会福祉士

10月29日（水） 仮設桃生中津山団地集会所
（桃生町中津山字八木48-1） 午後1時～4時

●「災害復興住宅融資」無料相談会（要予約）
　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
パーセント）について、相談会を行っています。
と　き　10月24日(金)・25日(土)
　　　　11月21日（金）・22日（土）　
　　　　午前10時～午後4時
ところ　市役所5階市民サロン前

問申・ 　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　市生活再建支援課（内線3953）

●行政書士会無料相談会
と　き　10月20日（月）　午前10時～午後3時

ところ　市観光物産情報センター「ロマン海遊21」2階（JR石巻駅前）

相談内容　①建設業・産業廃棄物処分業・自動車運送業関連の許可申請手続き

     　　　 ②法人の設立・変更に関する手続き（登記を除く）

　　　　　③遺産分割協議書・相続の相談手続き

　　　　　④外国人の資格取得許可・更新許可の申請手続き

問申・ 　県行政書士会石巻支部　☎22-8471

●被災従前地買取りのための司法書士の無料相談窓口（要予約）
　防災集団移転促進事業の被災従前地買い取り事業に伴い、相続関係、権利関

係等について、司法書士による無料相談窓口を開設しています。

と　　き　毎週木曜日　午前10時～午後5時

　　　　　毎週日曜日　午後1時～5時　※相談日が祝日の場合も実施

と こ ろ　石巻司法書士相談センター（鋳銭場5-9いせんばプラザ102）

相談内容　相続関係、抵当権、その他権利関係等

予約受付　司法書士相談窓口予約コールセンター

　　　　　（内線5541・5542）　☎98-8986

　　　　　午前9時～正午・午後1時～5時（土日・祝日を除く）

問　用地課（内線5535・5536）

●震災困りごと無料相談会

問申・ 　県行政書士会ふるさと再生支援事業特別委員会
　 　 　 ☎022-261-6768

と　き ところ
10月26日（日）

午前10時～午後3時 河北総合センター「ビッグバン」（成田字小塚裏畑54）

11月2日（日）
午前10時～午後3時

仮設大橋団地集会所（大橋1-1-2）
仮設城内団地集会所（桃生町城内字東嶺164）
仮設桃生中津山団地集会所（桃生町中津山字八木48-1）
仮設前山団地集会所（北村字前山4-10）
仮設旭化成団地集会所（須江字関ノ入13-2）

●東北財務局・債務相談
　返しきれない借金で悩んでいませんか?
　専門相談員が借金返済に関する相談に応じます。また、必要に応じて弁護
士・司法書士等の専門家に引き継ぎを行いますので、まずはお電話ください。
受　付　午前9時～午後5時（土日・祝日・年末年始を除く）

問申・ 　東北財務局 金融監督第三課 多重債務相談窓口　☎022-266-5703
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古紙パルプ配合の再生紙と環境に優しい植物油インキを使用しています。

石巻市役所　〒986-8501　宮城県石巻市穀町14-1　　☎0225-95-1111　　FAX 0225-22-4995
開庁時間　午前8時30分～午後5時
ホームページ　http://www.city.ishinomaki.lg.jp/ 次回発行は平成26年11月1日の予定です。 
発行　石巻市総務部秘書広報課（内線4023・4025）FAX0225-23-4340 編集/印刷　（株）石巻日日新聞社 　

市役所☎95-1111　河北総合支所☎62-2111　雄勝総合支所☎57-2111　河南総合支所☎72-2111　桃生総合支所☎76-2111
北上総合支所☎67-2111　牡鹿総合支所☎45-2111　渡波支所☎24-0151　稲井支所☎95-2171　荻浜支所☎90-2111　蛇田支所☎95-1442電話番号案内

　　表記の見方　申 申し込み　問 問い合わせ　　〔先着〕 先着順　〔抽選〕申し込み多数のときは抽選　　　Ｅメール申 問

重要文化財『石井閘門』見学会開催！
お知らせ募集

　　　 
と　き　10月22日(水)
　　　　1回目 開始時間　午前10時30分～11時
　　　　2回目 開始時間　午後1時30分～2時
※当日は歩きやすい服装で開始時間までに石井閘門北側広場へお集まりくだ
　さい。
内　容　・石井閘門の補修内容説明　・ゲートの開閉状況見学
定　員　各30人〔先着〕 要電話予約

問申・ 　北上川下流河川事務所管理課　☎95-0194

　　　 
と　き　10月26日（日）　午前9時30分～午後3時　※雨天中止
ところ　情報プラザおよび河北総合センター周辺
内　容　ビンゴ大会、地域物産販売、試食コーナー、鮭のつかみどり大会等
問　かほく産業まつり実行委員会事務局（河北総合支所地域振興課）　☎62-2114

平成26年度 かほく産業まつりイベント

お知らせ

　　　 
と　き　10月23日（木）・30日（木）
　　　　就職支援セミナー　午前10時～11時50分（各日 定員10人）
　　　　就職相談　午後1時、午後2時、午後3時（各時間 定員2人）
ところ　ハローワーク石巻・立町臨時庁舎（立町1-4-15石巻ビルディング）
対　象　39歳以下の求職者および転職を考えている在職者等

問申・ 　みやぎジョブカフェ　☎022-217-3562
　　問　市商工課（内線3523）

みやぎジョブカフェ
就職支援セミナー＆就職相談会（要予約）

お知らせ

　　　 と　き　10月24日（金）・11月10日（月）
　　　　午後2時～4時（受付開始 午後1時40分）
ところ　石巻ビルディング6階「ハローワーク石巻・臨時庁舎・会議室」
　　　　（立町1-4-15）

問申・ 　石巻在宅就業支援センター　☎080-0800-3384
　　問　市商工課（内線3525）

テレワーク1000プロジェクト お仕事説明会

平成27年度放課後児童クラブ
利用児童募集！募集

　来年4月1日から放課後児童クラブの利用を希望する児童を募集します。

申込期間　11月4日（火）～12月10日（水）　午後1時～5時（土日・祝日除く）

申請書配布場所

・各放課後児童クラブ室　・対象小学校職員室

・子育て支援課　　　　　・河北、河南、桃生、牡鹿総合支所保健福祉課

※なお、対象小学校の就学時前健診日に募集チラシを配布する予定です。

申込方法　放課後児童クラブ利用申請書に必要事項を記入し、各放課後児童

　　　　　クラブに提出してください。

対　　象　放課後児童クラブが開設されている小学校に在学する1年生から

　　　　　4年生までの児童のうち、保護者等が仕事等により、放課後に家庭

　　　　　で面倒をみることができない児童　

〈石巻地区〉
児童クラブ名 対象小学校児童 開設場所 定員数

向陽地区 向陽小学校 同小学校敷地内専用教室 70人

向陽地区第二 蛇田小学校・向陽小学校・石巻支援
学校 かもめ学園敷地内専用教室 70人

渡波地区 渡波小学校 同小学校内余裕教室 70人
石巻地区 石巻小学校 石巻市中央児童館内 50人
中里地区 中里小学校 同小学校内 70人
鹿妻地区第一 鹿妻小学校 同小学校敷地内専用教室 50人
鹿妻地区第二 鹿妻小学校 同小学校敷地内専用教室 55人
大街道地区 大街道小学校 同小学校内余裕教室 70人
釜地区第一 釜小学校 同小学校隣地専用教室 70人
釜地区第二 釜小学校 同小学校敷地内専用教室 50人
蛇田地区第一 蛇田小学校 同小学校敷地内専用教室 70人
蛇田地区第二 蛇田小学校 同小学校敷地内専用教室 50人
開北地区第一 開北小学校 同小学校敷地内専用教室 55人
開北地区第二 開北小学校 同小学校内余裕教室 40人
山下地区 山下小学校 同小学校内余裕教室 40人
住吉地区 住吉小学校 同小学校内余裕教室 40人
貞山地区 貞山小学校 同小学校内余裕教室 40人
万石浦地区第一 万石浦小学校 同小学校敷地内専用教室 55人
万石浦地区第二 万石浦小学校 同小学校内余裕教室 40人
湊地区 湊小学校 総合福祉会館みなと荘 40人
稲井地区 稲井小学校 稲井幼稚園余裕教室 40人

〈河北地区〉
児童クラブ名 対象小学校児童 開設場所 定員数

飯野川第一地区 （仮称）飯野川小学校
雄勝小学校 小学校余裕教室 40人

大谷地地区 大谷地小学校 同小学校内余裕教室 40人

〈河南地区〉
児童クラブ名 対象小学校児童 開設場所 定員数

広渕地区 広渕小学校 小学校余裕教室 50人
須江地区 須江小学校 須江農村定住センター 70人
北村地区 北村小学校 北村農村交流センター 40人
前谷地地区 前谷地小学校 小学校余裕教室 30人
和渕地区 和渕小学校 小学校余裕教室 10人
鹿又地区 鹿又小学校 小学校敷地内専用室 30人

〈桃生地区〉
児童クラブ名 対象小学校児童 開設場所 定員数

桃生地区第一 中津山第一小学校 せんだんの杜ものうなかつやま 24人
桃生地区第二 中津山第二小学校・桃生小学校 桃生保健センター 36人

〈牡鹿地区〉
児童クラブ名 対象小学校児童 開設場所 定員数

牡鹿地区 鮎川小学校 牡鹿保健福祉センター 40人 宮城県最低賃金が改正されます
お知らせ

　　　 時間額　710円　　　　 効力発効日　10月16日（木）　
問　宮城労働局賃金室　☎022-299-8841
　　 石巻労働基準監督署　☎22-3365
       市商工課（内線3523）

問　子育て支援課（内線2523）
　　河北総合支所保健福祉課　☎62-2116（内線152）
　　河南総合支所保健福祉課　☎72-2111（内線263）
　　桃生総合支所保健福祉課　☎76-2111（内線251）
　　牡鹿総合支所保健福祉課　☎45-2113（内線604）

　　　 と　き　11月2日（日）　午前10時～正午
ところ　ホーマックスーパーデポ石巻蛇田店駐車場（恵み野3-4-40）
内　容　ちびっこレスキュー体験、各種消防車両展示等
問　石巻消防署　☎95-7112

いしのまき消防フェスティバルイベント


