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復興公営住宅の入居者募集
　今回は事前登録をされている皆さんに直接案内状を送付しませんので、入居を希望される方は事前登録相談窓口まで申し込みください。
対 　 　 象　以下のいずれかに該当し、現に住宅に困窮していることが明らかな方
　　　　　　①東日本大震災で自宅が全壊の方
　　　　　　②東日本大震災で自宅が大規模半壊または半壊で解体を余儀なくされた方
　　　　　　③被災地における市街地整備事業等の実施により移転が必要となった方
　　　　　　※申込数が募集戸数を超えた場合、抽選となります。
　　　　　　※市内で被災された方の入居を優先します。
募集要項の配布・申込先　市役所3階事前登録相談窓口（37番窓口）
　　　　　　　　　　　		※募集情報等はホームページでもご覧いただけます。　　
受 付 期 間　3月22日（火）～4月6日（水）必着　午前9時～午後5時（土日を除く）
　　　　　　※4月3日（日）は午前9時～午後1時まで受け付けします。
　　　　　　※申込数が募集戸数に満たない場合または入居者が決定しなかった場合は、4月21日（木）午前9時から随時募集〔先着〕とします。
必 要 書 類　①申込書（押印が必要です）
　　　　　　②り災証明書の写し（事前登録されている方は不要です）　　
　　　　　　③家屋の取り壊しを証明する書類の写し（り災判定が大規模半壊または半壊の方）
　　　　　　④抽選にあたり優遇する事項を証明する書類
そ  の  他　・募集する住戸の位置や間取り等については、事前登録相談窓口にお問い合わせください。
　　　　　　・中央第一復興住宅は駐車場の空きがありません。
　　　　　　・表の家賃月額は、平成28年度の家賃です。家賃は各世帯の収入状況等により、毎年度見直しされます。　
　　　　　　・家賃が「未定」の住戸は、入居時期にあわせて算定します。　　　　
　　　　　　・工事の進捗状況や入居資格審査によって、入居予定時期が変更となる場合があります。

問申 　市役所3階事前登録相談窓口（37番窓口）	（内線3981～3983）　専用ダイヤル☎90-8041・90-8042

住宅名
（仮称名）

水押一丁目
（水押一丁目）

中央第一
（中央一丁目南）

新渡波西
（新渡波西）

新渡波東
（新渡波Ｃ）

入居予定 平成28年5～6月 平成28年5～6月 平成28年5～6月 平成28年5～6月
所在地 水押一丁目4-36 中央一丁目2-20 渡波字新千刈160 渡波字新沼167

構造・階数 鉄骨造・2階建 鉄筋コンクリート造・6階建 木造（長屋） 木造（戸建）
間取り 1DK（LDKではありません） 3LDK 1LDK 3LDK

募集戸数 2戸 1戸 1戸 1戸

家賃月額 4,700～	
40,600円

8,700～	
75,500円

5,400～	
52,400円

9,900～	
85,600円

ペット共生 不可 不可 可 不可

住宅名
（仮称名）

新立野第一
（新蛇田Ａ）

新沼田第二
（新蛇田Ｄ）

新西前沼第一
（新蛇田南Ａ）

三ツ股第二
（三ツ股二丁目）

入居予定 平成28年5～6月 平成28年5～6月 平成28年5～6月 平成28年10～12月
所在地 蛇田字新立野165 蛇田字新沼田269 蛇田字新沼田36 未定

構造・階数 鉄筋コンクリート造・５階建 鉄筋コンクリート造・6階建 鉄筋コンクリート造・５階建 鉄筋コンクリート造・4～6階建
間取り 2LDK 2LDK 3LDK 4LDK 2LDK

募集戸数 2戸 1戸 1戸 1戸 2戸

家賃月額 8,200～	
70,800円

8,300～	
72,000円

9,700～	
84,100円

10,000～	
86,600円 未定

ペット共生 不可 不可 可 不可

住宅名 南中里一丁目【借上型】※
入居予定 平成28年5～6月
所在地 南中里一丁目3-9

構造・階数 鉄骨造・6階建
間取り 車いす1LDK

募集戸数 1戸

家賃月額 7,300～	
63,200円

ペット共生 不可

水押一丁目復興住宅新西前沼第一復興住宅 新渡波東復興住宅

※南中里一丁目【借上型】復興住宅
　・退去により空き室となった住戸の募集です。
　・復興公営住宅のうち、市が民間賃貸住宅のオーナーから20年間一括して借り上
　　げ、供給しているものです。建物の管理開始から20年後、入居者の方には他の公営
　　住宅へ移転または退去していただくこととなります。（平成46年1月31日まで）
　・家賃は、市が建設する復興公営住宅と同じ算定方法で市が徴収しますが、駐車場
　　および共益費は民間賃貸住宅のオーナーと入居される方との直接契約となります。

申し込みができる世帯

1DK
1人以上

1LDK
2LDK 2人以上
3LDK

4人以上
4LDK

車いす住戸
身体障害者手帳１～４級で、車
いすを常用し、自立した生活が
できる方を含む世帯
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震災復興情報 お知らせ
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●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
　・離婚・家庭内暴力・被災ローン減免制度・金銭貸借・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。

※予約者優先（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専門家による無料相談ができます。
　曜日により担当専門家が異なりますので、詳細は法テラス東松島にお問い
　合わせください。

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3966）

と　き ところ 相談時間 相談担当者

3月22日（火） 仮設開成第8団地集会所
（開成1-63） 午前10時～午後4時

弁護士
社会福祉士

3月29日（火） 仮設大森第3団地集会所
（大森字内田1-122） 午後1時40分～4時

● 「住まいの復興給付金」申請相談会
　「住まいの復興給付金」は、東日本大震災で被災した住宅（借家を除く）の所
有者が、平成26年4月の消費税率8％引き上げ以降に、住宅を建築・購入また
は補修(工事費が税抜100万円以上)し、その後居住する場合に、消費税増税分
相当最大約90万円(建築・購入時)の給付が受けられる制度です。
※以下の場合は申請対象外となります。ご注意ください。
　被災時に住宅を所有していなかった場合／賃貸にお住まいだった場合／消
　費税率５％で建築・購入または補修を行っている場合

相談内容　給付の可否、申請書の記入方法、必要書類、作成済み書類の確認等
　　　　　※会場では申請書の提出はできません。
　 問申・ 　住まいの復興給付金事務局コールセンター
　　　　　☎0120-250-460（フリーダイヤル）
　　　　　午前9時～午後5時（土日・祝日を含む）
　　		 問　市生活再建支援課（内線3955）

と　き ところ
　3月25日（金）・4月22日（金） 午前10時

～午後4時
　市役所3階36番窓口

　3月26日（土）・4月23日（土） 　市役所5階市民サロン前

相談あんない
相談

要予約

●「災害復興住宅融資」無料相談会
　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％）について、相談会を行っています。
　※土曜日は地元金融機関の住宅ローンに関する相談も可能な場合があります。

問申・ 　住宅金融支援機構お客様コールセンター
　　　　☎0120-086-353（フリーダイヤル）
　　　			午前9時～午後5時（祝日を除く）
　		問　市生活再建支援課（内線3955）

と　き ところ
3月25日（金）・26日（土）
4月22日（金）・23日（土） 午前10時～午後4時 	市役所５階市民サロン前

お知らせ
プレハブ仮設住宅から退去される皆さんへ

　プレハブ仮設住宅から引っ越しするときは、仮設住宅コールセンター（☎92-
5901）に連絡し、退去立ち会い（物品チェック等）を受け、仮設住宅返還届を提出
してください。
　住宅再建済の方や復興公営住宅その他の賃貸住宅等へ転居した方が、仮設
住宅返還届を提出せずに不正に利用し続けることは入居契約違反となり、仮設
住宅返還請求の対象となります。
　なお、雄勝、北上、牡鹿地区のプレハブ仮設住宅にお住まいの方が退去される
場合は、各総合支所保健福祉課へ連絡願います。
問　生活再建支援課(内線4761～4768)

問　市商工課（内線3526）
問申 　㈱テレワーク1000スタッフ	☎050-3552-7062

『石巻がんばっちゃテレワーカー』
お仕事説明会お知らせ

　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。
空いた時間を利用して働いてみませんか。
※子ども連れでも参加できます。

と　き ところ
　第2回	3月18日（金） 午後2時～4時

（受付開始	午後1時40分）
石巻中央公民館
3階第1講座室　第3回	4月7日（木）

平成２８年度石巻市総合防災訓練のお知らせ
お知らせ

　平成28年度の石巻市総合防災訓練は10月23日（日）午前に実施します。
　詳細については、今後、市報や全戸配布のチラシ等によりご案内します。
問　危機対策課（内線4168）

危険物・火薬類の一部の提出先が
変更となります！お知らせ

　これまで所轄する消防署・分署・出張所へ提出していた届け出・申請のうち、
一部を消防本部で行います。
　提出先が変わる届け出・申請については、石巻広域消防本部ホームページを
ご覧ください。
※なお、提出先が変更とならない届け出・申請は、従来通り各地区を担当する
消防署・分署・出張所に提出してください。

問申・ 　石巻広域消防本部　予防課☎９５‐７１６７
　　　　URL	http://isyoubou.jp/

ポリテクセンター宮城
「平成28年６月入所公共職業訓練受講生募集」

募集訓練科名（定員）

受 講 料 	 無料（テキスト代等は自己負担）
募集期間　3月16日（水）～4月7日（木）
申込方法　ハローワーク石巻へ申し込みください。
　　　問　ポリテクセンター宮城　
　　　　　名取実習場	訓練科　☎022-784-2820
　　　　　市商工課（内線3523）

実習場 訓練期間 相談時間 定員

名取実習場 	6月3日（金）～11月29日（火）	（6カ月）

CAD・NCオペレーション科 16人
機械設備メンテナンス科 15人

溶接施工科 15人

募集

ハローワーク石巻「マザーズコーナー」のご案内
お知らせ

　ハローワークでは、仕事と子育ての両立のための情報提供や担当者に
よる職業相談（要予約）等を行っています。子ども連れの利用も可能です
ので、ぜひご利用ください。
問　ハローワーク石巻「マザーズコーナー」
　　☎95-0158
　　市商工課（内線3523）
　　市子育て支援課（内線2516）
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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28年4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

　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
資制度です。（お子さん一人につき350万円以内・返済期間15年以内）
　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5028）

「国の教育ローン」のご案内
お知らせ

お知らせ
二種混合予防接種はお済みですか

　　　 　小学6年生（平成15年4月2日～平成16年4月1日生まれ）のお子さんに対
し、昨年6月に予診票を郵送しています。二種混合（ジフテリア・破傷風）予防
接種は、乳幼児期に接種した三種混合（百日せき・ジフテリア・破傷風）予防接
種の追加免疫を目的としています。
定期接種期間　11歳以上13歳の前日まで
＊上記期間を過ぎると自費になります。
＊三種混合を3回以上接種しているか母子手帳で確認の上、回数が満たない
　場合は医師または下記にご相談ください。また、予診票を紛失した方や転
　入の方は病院の予診票を使用するか、再発行希望の場合はお問い合わせく
　ださい。
　	問　健康推進課（内線2413）

お知らせ

在宅障害者等社会参加促進助成券
（タクシー・ガソリン共通助成券）

　　　 　心身に重度の障害のある在宅の障害者が通院や社会活動に参加するため
に、タクシーや自家用車を利用する場合、タクシーの利用料金や自動車燃料費
の一部を助成しています。
対　　象　身体障害者手帳1・2級および3級（肢体不自由・呼吸器機能障害・
　　　　　在宅酸素療法者）、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳1級のい
　　　　　ずれかを所持し、平成27年度市民税が本人非課税の方
申請方法　・平成27年度に交付を受けた方で、平成28年度も対象となる方に
　　　　　は、助成券を4月1日（金）に送付します。（申請不要）
　　　　　 ・平成27年度に交付を受けていない方で、平成28年度に対象と
　　　　　なる方には申請書を3月中旬に送付しますので、窓口で申し込み
　　　　　ください。
　 問申・ 　障害福祉課（内線2477～2479）・各総合支所保健福祉課

原動機付自転車、二輪車等
　

車　種　区　分 税額（年額）
現	行 改正後

原動機付自転車

50cc 以下 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー（50cc以下） 2,500円 3,700円

軽二輪（125cc超250cc以下）、ボートトレーラー等 2,400円 3,600円
小型二輪（250cc超） 4,000円 6,000円

小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
その他（フォークリフト等） 4,700円 5,900円

軽自動車
　 車　種　区　分 税額（年額）

①現	行 ②改正後 ③重課税率

四輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

四輪貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

三	輪 3,100円 3,900円 4,600円

　①現行…平成27年3月31日以前に初度検査（新規登録）を受けている車両
　　　　　で初度検査から13年を経過していない車両に適用されます。
　②改正後…平成27年4月1日以降に初度検査（新規登録）を受けている車両
　　　　　　に適用されます。
　③重課税率…初度検査（新規登録）から13年を経過した車両（自動車検査証
　　　　　　　の「初度検査」欄に平成14年以前の記載がある車両）に適用さ
　　　　　　　れます。
燃費性能に応じたグリーン化特例による軽減税率
　平成27年4月1日から平成28年3月31日までに初度検査を受けた車両のう
ち排出ガス性能および燃費性能が優れた環境負荷の小さい車両については、
平成28年度のみ税率が軽減される場合があります。

　

車　種　区　分

税額（年額）

①電気自動車等
（おおむね75％軽減）

※1

②ガソリン車・
ハイブリッド車

（おおむね50%軽減）
※2

③ガソリン車・
ハイブリッド車
（おおむね25%軽減）

※３

四輪乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 5,400円 8,100円

四輪貨物 営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円

三	輪 1,000円 2,000円 3,000円

※1　電気自動車・天然ガス軽自動車（平成21年排ガス規制NOx10％以上低減）
※２　乗用車：平成32年度燃費基準＋20％達成車
　　		貨　物：平成27年度燃費基準＋35％達成車
※３　乗用車：平成32年度燃費基準達成車
　　		貨　物：平成27年度燃費基準＋15％達成車
　各燃費基準については、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※課税基準日が毎年4月1日となっています。使用していない車の廃車手続きは
　早めにお願いします。
	問　市民税課（内線3101）

平成２８年度から軽自動車税が改正されます
お知らせ

お知らせ
ユースエール認定制度のご案内

　　　 　若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況等
が優良な中小企業を厚生労働大臣が「ユースエール認定企
業」として認定する制度が平成27年10月からスタートし
ました。
　認定企業になると企業のイメージアップに加え、就職面
接会への優先的な参加、関係助成金への加算、自社の商品や
広告等に認定マークを使用できる等のメリットがあります。

問申・ 　ハローワーク石巻　☎95-0158
　	 	問　市商工課（内線3523）

松島基地におけるＦ２戦闘機による
飛行教育の再開お知らせ

　松島基地に所属している第21飛行隊（F2戦闘機操縦課程部隊）は、東日本
大震災以降、青森県三沢基地で移動訓練を実施してきました。
　津波対策を含めた駐機場かさ上げ工事や格納庫建設工事が3月に完了する
見込みであることから、3月下旬から松島基地で飛行教育を再開します。
帰還規模　航空機（F2戦闘機）約10機　航空機（T4練習機）数機
　　　　　隊員約50人
　　		問　航空自衛隊　松島基地　基地対策班　☎82-2111
　　　　			市環境課（内線3369）

台湾南部地震支援
お知らせ

　台湾南部地震で甚大な被害を受けた台南市へ、台北
駐日経済文化代表処を通じ、見舞状と見舞金を送りま
した。
　2月17日（水）に市長から同処代表	沈	斯淳氏へ見舞
状と見舞金目録を手渡しました。
見舞金　石巻市　　300万円
　　　　石巻市議会　30万円
	問　総務課（内線4032）・議会事務局（内線6912）


