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震災復興情報 お知らせ
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　市では、公共工事により移転が必要とされる事業者を対象に、不動町地区（市
民会館等跡地）産業用地に移転を希望される事業者の募集を行っています。
※供用開始は平成29年1月の予定です。
対　　象　河川堤防や高盛土道路等、公共工事により移転が必要とされる事

業者で、建設業や製造業等、募集要項で定める業種
分譲（賃借）予定面積　3区画　約3,835㎡（約0.38ヘクタール）
申込方法　申込書を作成し、必要な書類を添付の上、産業推進課へ直接お持

ちください。（郵送での申し込みはできません）
・募集要項および申込書は、ホームページからダウンロードできます。
・詳細はホームページをご覧いただくか、問い合わせください。

問申・ 　産業推進課（内線3545～3547）

不動町地区産業用地３区画の事業者募集
募集

対　象　次の全ての要件に該当する方
　・東日本大震災時に市内の災害危険区域に居住していた方（防災集団移転促進
	 事業対象の方）
　・防災集団移転に関する事前登録をしていない方
	 ※上記要件に当てはまれば、市街地・半島部どちらの方でも申し込みができ
	 　ます。
募集する団地（全28団地）

※全て自力再建宅地の募集です。（土地は分譲または借地、建物は自己建築）
受付期間　１２月１日（木）～28日（水）
申込方法　石巻地区は集団移転推進課で、その他の地区は各団地のある総合

支所地域振興課で、各窓口にある申込用紙で申し込みください。
　　　　　※申込多数の場合は抽選となります。
　　　　　※決定については1月中旬までに申込者全員にお知らせします。
　 問申・ 　集団移転推進課（内線5482・5486）
　　　　　河北総合支所地域振興課　☎62-4821
　　　　　雄勝総合支所地域振興課　☎57-2115
　　　　　北上総合支所地域振興課　☎67-2111
　　　　　牡鹿総合支所地域振興課　☎45-2246

半島部防災集団移転促進事業
未登録宅地（空き区画）への移転希望者を再募集します募集

地　区 団　地
石巻地区 ①祝田、②佐須（造成中）、③荻浜、④鹿立浜、⑤福貴浦

牡鹿地区
⑥大原浜、⑦給分浜、⑧小渕浜（造成中）、⑨鮎川浜中学校前、黒崎（造成中）、
⑩泊浜、⑪谷川浜、祝浜、⑫大谷川浜、⑬鮫浦、⑭寄磯浜

雄勝地区 ⑮名振、⑯船越、⑰大須、⑱小島、⑲明神、⑳水浜、㉑分浜

北上地区
㉒相川（一部造成中）、㉓小泊（造成中）、㉔大室（造成中）、㉕小室、㉖白浜長塩
谷、㉗にっこり（一部造成中）

河北地区 ㉘河北（二子）団地（造成中）

　（仮称）二子団地復興住宅は、河北・雄勝・北上地区の防災集団移転先用地
に、自力での住宅再建が難しい方々を対象とし、整備を進めている復興公営住
宅です。被災前のコミュニティーに配慮し、同じ地区の方々が入居できる区域
を設定していますので、優先順位を設けています。
対　象
　防災集団移転促進事業対象の方で、まだ住宅再建をされていない方（市外
で被災された方は申し込みできません）
　※半島沿岸部の防災集団移転団地に事前登録をされている方は申し込みで
　きません。

優先順位
　申込数が募集戸数を超えた場合は、優先順位に基づき、仮当選者を決定しま
す。なお、同一優先順位の方で募集戸数を超えた場合は抽選により決定します。

【第一優先】
　河北・雄勝・北上地区のいずれかで被災し、各区域に該当する方

【第二優先】
　河北・雄勝・北上地区のいずれかで被災された方
受付期間　１２月1日（木）～２８日（水）
　　　　　午前9時～午後5時（土日・祝日を除く）

問申・ 　事前登録相談窓口（内線	3981～3983）
　　　　専用ダイヤル　☎90-8041、90-8042

（仮称）二子団地復興住宅の入居者募集
募集

※家賃月額は参考です。入
居時期が近づきました
ら、前年の所得に基づき、
あらためて算定します。

※募集情報は、ホームページ
でもご覧いただけます。

※詳細は事前登録相談窓口
まで問い合わせください。

募集する住宅
名称 （仮称）二子団地復興住宅

所在地 小船越字二子畑130-1ほか
（字名が変更となる場合があります）

構造 木造・平屋建（戸建）

間取り
1LDK 2LDK 3LDK
1人～ 2人～ 4人～

戸数 10戸 3戸 7戸

家賃月額 6,600円
～57,400円

7,800円
～67,300円

9,100円
～78,700円

入居時期 平成30年12月予定

被災した地区 （仮称）二子団地

河北河北

雄勝 雄勝

北上 北上

【第一優先イメージ】

団地の構成イメージ図（各区域の配置）

対　象　次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東日本大震災で住宅の「り災判定が全壊の方」
②東日本大震災で住宅の「り災判定が大規模半壊または半壊」で解体を余
儀なくされた方

受付開始日時　１１月２５日（金）　午前８時３０分〔先着〕
※ただし、受付開始時点において、各住宅の申込希望世帯が複数の場合は、仮
当選者をその場で抽選により決定します。

※市内で被災された方の入居を優先とします。
受付場所　雄勝総合支所地域振興課

雄勝地区復興公営住宅の入居者募集
募集

名称 市営水浜南復興住宅 市営原復興住宅
所在地 雄勝町水浜字水浜60-17 雄勝町雄勝字原8-24
構造 木造・戸建 木造・戸建
戸数 1戸 1戸

間取り 1LDK（1人以上） 2LDK（2人以上）
家賃月額 5,700円～49,100円 6,800円～58,800円
供用開始 平成28年3月30日 平成28年7月15日

問申・ 　雄勝総合支所地域振興課　☎57-2111

　市では、津波発生時に浸水域外への避難が遅れた市民の皆さんの安全を確
保するため、民間事業者等が設置する施設や公共施設を活用し、沿岸部に津波
一時避難場所の整備を進めています。
　新たに次の施設を石巻市津波避難ビルとして認定しましたのでお知らせし
ます。
　石巻市津波避難ビル第２５号　市営中央第三復興住宅（中央一丁目１４-５）
　石巻市津波避難ビル第２６号　市営大門町復興住宅１号棟、２号棟
　　　　　　　　　　　　　　（大門町二丁目４-１、４-１５）
　石巻市津波避難ビル第２７号　市営湊町復興住宅（湊町一丁目５-２９、５-３、５-２４）

石巻市津波避難ビル認定第２５・２６・２７号

市営湊町復興住宅市営中央第三復興住宅 市営大門町復興住宅
１号棟、２号棟

問　防災推進課（内線４１８０）

お知らせ

外周歩道と「地区の道」によって
歩いて楽しめるまちに

外周歩道
公園・広場
地区の道
集会所等
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　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。
　また、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）

要予約●「災害復興住宅融資」無料相談会

と　き ところ
11月25日（金）・26日（土）
12月16日（金）・17日（土） 午前10時～午後4時 市役所5階市民サロン前

●弁護士による「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
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3965）

と　き ところ 相談時間 相談担当者

11月22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

弁護士
11月24日（木） 仮設大橋団地集会所

（大橋一丁目1-3） 午後1時30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。
※次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
11月25日（金）・26日（土）
12月16日（金）・17日（土） 午前10時～午後4時 市役所5階市民サロン前

相談あんない
相談

平成28年（2016年）11月15日号

麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチン定期予防接種

　麻しん風しん混合ワクチン予防接種は、１歳と小学校就学前までに２回接
種します。まだ予防接種を受けていない方は、早めの接種をおすすめします。
■1期　対　　象　１歳児　　接種期限　2歳の誕生日の前日まで
■2期　対　　象　平成22年4月2日～平成23年4月1日生まれの方（就学前）
　　　　接種期限　平成29年3月31日（金）
※対象者には予診票を送付していますが、転入等で予診票がお手元に無い
方は、問い合わせください。
問　健康推進課（内線2414）

お知らせ

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人でも雇っ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。
　労働保険の加入手続きを行っていない事業主の方は、速やかに最寄りの
労働基準監督署または公共職業安定所にご相談ください。
問　石巻労働基準監督署　☎22-3365
　　石巻公共職業安定所（ハローワーク石巻）　☎95-0158
	 市商工課（内線3523）

お知らせ

１１月１２日(土)～25日（金）は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

　配偶者やパートナーからの暴力、性犯罪、ストーカー行為等、女性に対す
る暴力は、女性の人権を著しく侵害するものです。
　決して許されるものではないという意識を持ち、根絶に努めましょう。
問　地域協働課（内線4233・4234）

お知らせ

震災移転再建時に水道加入金が免除されます
　石巻地方広域水道企業団では、震災で住居等を移転再建する方の負担軽
減のため、特例措置として加入金を免除しています。
対　象
　給水区域内（石巻市・東松島市内）において、震災により住居等が被災した
方で、移転再建する際に、新たな給水装置を設置すると同時に被災した場所
の給水装置の廃止手続きをする方
※建売住宅や中古住宅等、すでに加入手続済の物件をご購入の場合は、免除
の対象外となります。

免除期限　平成33年3月31日
問　石巻地方広域水道企業団給水課　☎95-6707

お知らせ

復興公営住宅の事前登録はお済みですか
《市街地の復興公営住宅は、来年春ごろまでには全ての住宅の募集ができる 
  よう整備を進めています》
　入居を希望する方で、まだ事前登録の手続きがお済みでない方は、早めに
ご相談ください。
対　象
　次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東日本大震災で住宅の「り災判定が全壊」の方
②東日本大震災で住宅の「り災判定が大規模半壊または半壊」で解体を余
儀なくされた方
問申・ 　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

お知らせ

「石巻がんばっちゃテレワーカー」お仕事説明会

　11月は国が推奨する『テレワーク月間』です。
テレワークとは？
　テレワークとは、「tele	=	離れた所」と「work	=	働く」を合わせた造語で
す。パソコンとインターネットを使って時間や場所を有効に活用できるテ
レワークは、育児中の方、高齢者、障害者等、さまざまな方がそれぞれの生活
スタイルに合わせ柔軟な働き方ができること等から注目されています。

※上記日程で参加が難しい場合は、別途開催することも可能ですので問い
合わせください。
問申 	 ㈱テレワーク1000スタッフ	

　　　　☎25-6988
　　問　市商工課（内線3525）

収入に直結する
スキル研修

文字入力ができればOK
簡単な仕事

気軽に相談できる
常駐スタッフ

お知らせ

と　き ところ

11月24日（木）
午前10時～正午（受付開始　午前9時40分） 市観光物産情報センター

「ロマン海遊21」2階午後2時～4時　（受付開始　午後1時40分）

お子さん連れでも
参加できます

●住宅再建まるごと相談会
　住まいに関するさまざまなお悩みを解消します。どんな家を建てようか、今
後の生活設計はどうしようか、震災前のローンは減らせるのか等のお悩みに
答えます。
と　き　11月23日（水・祝）午前10時～午後4時
ところ　こもれびの降る丘	遊楽館
■セミナー　午前10時15分、午後1時（各45分程度）
　　住まいづくりに役立つ情報を、専門家が紹介します。
　・建築プランについて（東北住宅事業者交流会）
　・国や県の住宅再建補助制度（県、宮城復興局）
　・災害復興住宅融資・ローンの活用方法（住宅金融支援機構、七十七銀行）
　・被災ローン減免制度（仙台弁護士会）	
　・今後の生活設計について（日本FP協会）
■個別相談　午前10時～午後4時※予約者優先（当日相談も可）
　予約受付期間　11月7日（月）～21日（月）午前9時～午後5時（土日は除く）

問申 　東北財務局金融調整官　☎022-263-1111
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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。再生紙としてリサイクルできます。「ざつがみ類」として分別してください。

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12月1日の予定です。 
発行　石巻市総務部秘書広報課（内線4025・4784）FAX0225-23-4340 編集/印刷　（株）石巻日日新聞社 　

　　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

イベント

石巻地区青年文化祭
「Youth  Festa  in Ishinomaki」

と　き　１１月２７日（日）午前9時20分～午後1時
ところ　石巻中央公民館
内　容　ステージ発表、展示発表、体験ブース、食品販売ブース
	　	問　県東部教育事務所　☎９５‐１４１１
　　　　市生涯学習課(内線５０５３・５０５４)　直通☎２１‐６０７０

お知らせ

市立病院開成仮診療所の診療受付日時
変更のお知らせ

問　市立病院開成仮診療所　☎23‐3200

　11月7日（月）から診療受付日時が次のとおり変更となっています。
曜　日 診療受付時間

月・水・木曜日 午前8時30分～11時30分（午後休診）
火・金曜日 午前8時30分～11時30分

午後1時30分～4時30分

お知らせ
北上保健センター事務室が移転します

 北上保健センター事務室が、12月5日（月）から北上総合支所保健福祉課内
に移転します。
　なお、ホールおよび調理室等の施設については、これまでどおり利用可能です。
※移転後は、FAX番号が67-2141に変わります。
※住所および電話番号は変更ありません。
問　北上総合支所保健福祉課　☎67‐2113
　　	北上保健センター　☎67‐2301

市のホームページを携帯やスマホでも見られます

問　秘書広報課（内線4784）

※機種によってアプリが
　必要な場合があります。
※通信料金がかかります。

ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
用

携
帯
電
話
用

バーコードを読み取って簡単に接続！

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

　石巻赤十字病院敷地内に整備を進めていた夜間急患センターが12月1日
（木）にオープンすることとなりました。
と　　き　12月1日（木）午後6時
と こ ろ　蛇田字西道下71
　　　　　（石巻赤十字病院敷地内）
診療科目　内科・外科・小児科
診療時間
■夜間診療

■小児科休日当番　午前9時～午後5時（当番日は市報等をご覧ください）

お知らせ

〝新生〟夜間急患センターが12月1日（木）に
オープンします！

問　夜間急患センター　☎94‐5111

区分  　診療科目  内　科 外　科 小児科

月～金曜日 午後6時～翌朝7時 午後7時～10時
土曜日 午後6時～翌朝7時

日曜日・祝日 午後6時～翌朝6時（翌日が祝日の場合は翌朝7時まで）

お知らせ

三陸自動車道 河北インターチェンジ（IC）
終日閉鎖のお知らせ

　三陸自動車道4車線拡幅工事による仮IC撤去のため、河北ICの気仙沼方面出
入り口を終日閉鎖します。
期　間　11月24日（木）午後9時～12月16日（金）午前6時

※期間中は石巻女川ICまたは桃生豊里ICをご利用ください。
●三陸自動車道・国道45号の通行止め情報は、仙台河川国道事務所ホーム
　ページからもご覧になれます。
問　国土交通省　仙台河川国道事務所　三陸道維持出張所　☎96-7651
	 道路管理第一課　☎022-304-1814（ダイヤルイン）
	 仙台東国道維持出張所（監督官詰所）　☎022-308-4975
　　	URL	http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/douro/kisei/index.html

至仙台
方面

下り線

上り線

至気仙沼
方面

石巻女川
IC

桃生豊里
IC河北IC

終日閉鎖

通行可能 通行可能
石巻赤十字
病院

45 道の駅
上品の郷

イベント

クリスマス スペシャルワークショップ
「光のインテリア作り」

　宮城教育大学の協力により、ＬＥＤで光る本格的なイ
ルミネーション作りを開催します。
と　き　12月10日（土）　①午前10時30分　②午後1時　③午後3時
ところ　石ノ森萬画館3階研修室　　定　員　各回10人〔先着〕
申込受付開始　11月20日（日）

問申 　石ノ森萬画館　☎96‐5055
　		問　市観光課（内線3538）

要電話予約

仙台の白菜を使った
「キムチ フェスティバル」

　被災地復興支援の一環として、韓国の皆さんの協力
により、キムチフェスティバルを開催します。仙台の畑
で育てた新鮮な白菜と本場の伝統技術で作るキムチをお楽しみください。
と　き　１１月２２日（火）　午後2時～5時30分
ところ　河北総合センター「ビッグバン」　定　員　80人〔先着〕

問申 　地域振興課（内線4206）

要電話予約

イベント

　日仏の交流は400年前、ここ石巻市から始まりました。支倉常長のサン・ファ
ン・バウティスタ航海と宇宙船はやぶさの航海から、歴史と宇宙のロマンを感じ
てみませんか？
と　　き　12月4日(日) 午後1時～5時（開場　正午）
と こ ろ　河北総合センター「ビッグバン」
内　　容　第1部	支倉常長の日仏航海
　　　　　第2部	はやぶさの宇宙航海
申込方法　イベントホームページから、氏名、年齢、連
　　　　　絡先（Eメールアドレス）を入力の上、申し込
　　　　　みください。FAXでの申し込みも受け付け
　　　　　します。
定　　員　400人〔先着〕
主な講演予定者
　・濱田	直嗣（宮城県慶長使節船ミュージアム館長）
　・川口	淳一郎（JAXA（宇宙航空研究開発機構）宇宙科学研究所教授）
　・中村	智樹（東北大学教授）　・吉田	和哉（東北大学教授）
　・パトリック・ミッシェル（サントロペ・コートダジュール天文台教授）
　・ローラン・パブリディ（海洋芸術科学アカデミー博士）
問　ICT総合推進室（内線4252）
申　イベントホームページ　URL	http://ishinomaki2016.strikingly.com/
　　	FAX	022-398-5395

要予約

イベント

講演会「支倉常長の日仏航海とはやぶさの
宇宙航海～石巻から始まった400年～」

▲小惑星探査機はや
　ぶさ（宇宙航空研究
　開発機構より提供）

お知らせ
老人福祉センター「寿楽荘」が移転します

　旧市役所本庁舎跡地に移転新築を進めていた寿楽荘が11月26日（土）に開館
します。これに伴い、現在の寿楽荘は11月25日（金）をもって閉館となります。
　寿楽荘は、カラオケや麻雀等のサークル活動のほか、健康体操教室等の高齢
者の生きがいや健康づくりを推進する施設です。

問　福祉総務課（内線2881）
▲外観▲浴室


