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震災復興情報 お知らせ
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既存借上型復興公営住宅制度説明会

　市では、東日本大震災で住宅を失った方への早期住宅供給を目的とした
既存借上型復興公営住宅制度に係る説明会を実施します。
　既存借上型復興公営住宅制度とは、市が民間事業者から賃貸住宅を住戸
単位で借り上げ、復興公営住宅として活用するものです。
と　き　9月29日（木）　午前10時　※予約不要
ところ　河北総合センター「ビッグバン」集いの部屋
対　象　釜大街道・中心地区にある賃貸住宅の所有者または管理者
　　　　※入居者募集説明会ではありません。
問　復興住宅課（内線5549・5559）

お知らせ

　市では、復興特区による税制優遇制度の相談、申請を受け付けています。
　対象となる法人・個人事業者の方は、法人税や所得税、地方税免除等の特
例を受けることができますので、ぜひご活用ください。
※特例を受けるためには、市または県からの指定および事業実施状況の認

定が必要です。特区の認定日以降で前年度以前に取得した対象資産は、指
定後に確定した分の地方税のみ免除を受けられます。

お知らせ
復興特区による税制優遇制度のお知らせ

問申・ 　商工課（内線3524・3526）

復
興
特
区
の
種
類

特区の名称（認定日） 対象区域 対象業種

石巻まちなか再生特区
（平成24年3月23日）

中央、中瀬、立町、千石町、鋳銭
場、穀町、日和が丘一丁目の一
部、住吉町一丁目の一部

医療業、商業、宿泊業、飲食
業、ICT関連産業、新エネル
ギー関連産業等

愛ランド特区
（平成24年7月27日）

※平成24年9月28日変更

田代、渡波、荻浜、雄勝、北上、
牡鹿の各地区の一部

商業、宿泊業、飲食業、新エ
ネルギー関連産業等

ものづくり特区
（平成24年2月9日）
※平成26年2月28日、

　平成27年4月27日変更

用途地域における「工業専用
地域」、「工業地域」、「準工業地
域」のうち既存居住地域を除
く地域等の一部

自動車や高度電子機械、食
料品等の製造関連産業

IT特区
（平成24年6月12日）

中央、門脇町、羽黒町、山下、大
街道、湊、中里、開成、蛇田の各
地区の一部

情報サービス関連産業

農業特区
（平成24年9月28日）

渡波、稲井、蛇田、河北、河南、
北上、牡鹿の各地区の一部

農業に関連する食料品製
造業、宿泊業、飲食業等

税
制
特
例
の
内
容

① 新規立地法人優遇税制
 　新設の法人が指定後5年間法人税の課税を繰延
② 新規取得設備の特別償却または税額控除
 　新規取得等した建物・機械等について、特別償却または税額控除
③ 被災雇用者給与の特別控除
　 被災雇用者等に対する給与等支給額の10%を、税額の20%を限度に5年間税額控除
④ 研究開発設備の特別償却と税額控除
 　開発・研究を目的とする新規取得資産について、特別償却と併せて税額控除
⑤ 地方税の特例
　 ①、②、④の特例を受けた場合、固定資産税等の減免を最大5年間受けられます。
※①～③は、各年度でいずれか1つの選択適用となります。④は併用することができ
　ます。

復興公営住宅入居者募集

対　　象
　第１優先
　・市内の防災集団移転対象者のうち、まだ再建していない方
　第２優先
　 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

・東日本大震災で住宅の「り災判定が全壊の方」
・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
・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

※市内で被災された方の入居を優先します。
受付期間　9月21日（水）～10月3日（月）
入居予定時期　11月～12月

問申・ 　雄勝総合支所地域振興課　☎57-2111

募集

募集する住宅
名称 市営原復興住宅

所在地 雄勝町雄勝字原8-24
構造 木造　戸建
戸数 1戸

間取り 2LDK（2人以上）
家賃月額 6,800円～58,800円
供用開始 平成28年7月15日（金）

平成２８年度石巻市総合防災訓練のお知らせ
　大規模地震災害を想定した防災訓練を１０月２３日（日）午前に実施します。

（ステージ１）地震による津波・土砂災害等からの避難訓練　午前９時～１０時
（ステージ２）地域の自主的な災害応急対策訓練　午前１０時から
　詳細は、10月上旬に全戸配布するチラシ等をご覧ください。
問　危機対策課（内線４１５９）

お知らせ

企業立地のための支援制度
　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、増設ま
たは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。

問申・ 　産業推進課（内線３５４８）

お知らせ

石巻広域都市計画（案）の縦覧
　復興事業に伴う都市計画（案）の縦覧を行います。
縦覧内容
①　門脇流留線の変更、濡仏線の廃止（県決定）
②　石巻南浜津波復興祈念公園の変更（県決定）
③　大街道石巻港線の変更（市決定）
④　南浜町東公園の廃止（市決定）
⑤　聖人堀緑地の廃止（市決定）
縦覧場所　市都市計画課

※①②については、県都市計画課（県庁9階）でも縦覧できます。
縦覧期間　9月16日（金）～30日（金）　午前8時30分～午後5時
　　　　　（土日・祝日を除く）
※なお、この案に対して意見のある方は、縦覧期間中、県決定分については県

知事に、市決定分については市長に意見書を提出できます。
問　市都市計画課（内線5634）
　　 県都市計画課　☎022-211-3134

お知らせ

みんなで投票 未来石巻市2016政策コンテスト

　若者が「石巻市の30年後のビジョンおよび10年後の重点施策・予算案」と
いうテーマのもと、市の未来像について考え、「若者らしい、斬新かつ現実性を
備えた政策提案」をコンテスト形式で競い合う未来石巻市政策コンテスト決勝
大会を開催します。
　来場した皆さんの投票により優秀賞を決定します。皆さんから選ばれた政
策について市長と若者が語り合う「全員参加型」のイベントです。多くの方々
のご来場をお待ちしています。（入場無料）
　発表に向けた活動の様子は、ホームページをご覧ください。

問　復興政策課（内線4217）

お知らせ

と　き ところ 内　容
9月25日（日）
午後1時～4時15分

（開場 午後0時30分）

石巻専修大学
森口記念館

第1部 若者による政策発表、来場
　　　 者による投票
第2部 市長と若者の討論会

防災ラジオ販売会の日程変更
お知らせ

　8月30日（火）に予定していた桃生総合支所での防災ラジオ販売会は、台風10
号の影響により9月16日（金）午前10時30分～午後3時30分に変更します。
問　危機対策課（内線4158）
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●社会保険労務士会による無料相談会
　労働者の皆さんや事業主の方からの相談に社会保険労務士が応じます。
と　き　10月7日（金）　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」（JR石巻駅前）
　  問　社会保険労務士 佐々木 和人事務所　☎93-1015
　　　　市商工課（内線3523）

●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3965）

と　き ところ 相談時間 相談担当者

9月27日（火） 仮設開成第8団地集会所
（開成1-63） 午後1時30分～4時 弁護士

社会福祉士

● 「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
  9月23日（金）・24日（土）
10月28日（金）・29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

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。
　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）

と　き ところ
  9月23日（金）・24日（土）
10月28日（金）・29日（土） 午前10時～午後4時 市役所5階市民サロン前
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石巻市ファミリー・サポート・サービス
協力会員・両方会員養成講座開催

　子育てを地域で相互援助するファミリー・サポート事業における協力会員
（子どもの預かりができる方）、両方会員（預けること、預かることができる
方）向けに講習会を開催します。
と　　き　9月28日（水）　午前9時30分（3時間程度）
と こ ろ　市子どもセンター「らいつ」2階　room4
対　　象　市内在住で20歳以上の心身ともに健康な方で、子育てに理解が

あり、自宅で子どもを預かることができる方
定　　員　10人程度〔先着〕
申込方法　電話で申し込みください。
申込期限　定員に達するまで
　 問申・ 　石巻市ファミリーサポートセンター事務局　☎23-7407
　　　　　（火・水・金曜日 午前9時30分～午後6時、土曜日 午後1時～6時）
　　　　　市子育て支援課（内線2553）

募集

ハローワーク石巻「マザーズコーナー」のご案内

　ハローワーク石巻では、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。
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）

お知らせ

お子さん連れでも
利用できます

石巻地域若者サポートステーションからの
お知らせ

　就労・進学等の社会的および職業的自立に向けた各種支援を行っています。
受付時間　午前10時～午後6時（土日・祝日を除く）
対　　象　15歳～39歳の求職者およびその家族
料　　金　無料（支援プログラムは一部有料）
　 問申 　石巻地域若者サポートステーション
　　　　　（西山町6-39カムロ第2ビル2階）　☎90-3671
　　　問　市商工課（内線3523）

お知らせ

要電話予約

募集 ポリテクセンター宮城「公共職業訓練受講生募集」

訓練期間　１２月１日（木）～平成２９年５月３０日（火）（６カ月）
受 講 料　無料（ただし、テキスト代等は自己負担）
募集期間　9月２0日（火）～10月１3日（木）
申込方法　居住地を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）から申し込みく
　　　　　ださい。
 問　ポリテクセンター宮城訓練課（名取実習場）　☎０２２-784-2820
 市商工課（内線３５２３）

早期再就職に向けた職業訓練を実施しています。
実習所 募集訓練科名 定員

名取実習所
ＣＡＤ・ＮＣオペレーション科 16人

溶接施工科 15人
機械設備メンテナンス科 15人

シルバー人材センター入会説明会
と　き　9月２1日（水）・２8日（水）　午前9時
入会時に必要なもの
　年会費（3,000円）、印かん、健康保険証、七十七銀行の通帳
　詳しくはシルバー人材センターへ直接お問い合わせください。

問申・ 　（公社）石巻市シルバー人材センター（南中里三丁目14-3）
　　　　☎94-3683　
　　問　市商工課（内線３５２３）

お知らせ

問　市商工課（内線3525）
問申 　㈱テレワーク1000スタッフ　☎0120-661-089（フリーダイヤル）

『石巻がんばっちゃテレワーカー』お仕事説明会
お知らせ

※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お問い合わせください。

　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。

回 と　き ところ
第18回

９月20日（火）
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階第19回 午後2時～4時　（受付開始 午後1時40分）

お子さん連れでも
利用できます
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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10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 　

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

要電話予約

イベント
おがつ店こ屋街５周年記念ホタテまつり

　「おがつ店こ屋街５周年記念」と「おがつホタテまつり」
同時開催！
と　き　１０月１日(土)　午前９時～午後2時
※１０月２日（日）の予定でしたが、１日（土）に変更と
　なりました。
ところ　おがつ店こ屋街
 　問　おがつ復興市実行委員会
　　　 （石巻かほく商工会）　☎62-3161
　　　　市雄勝総合支所地域振興課　☎57-2111

「石巻にございん！みつけよう恋の幸
  婚活パーティー」参加者募集

　市主催の婚活イベントを実施します。生涯のパートナーと出会えるチャン
ス到来!秋の実りとともにあなたの心も豊かに!!素敵な出会いを探してみま
せんか？
と　　き　11月12日（土）　午後4時～7時30分（予定）
と  こ  ろ　飛翔閣（山下町一丁目19-6）
対　　象　・30歳～50歳で独身の方　※平成28年12月31日時点
　　　　　・男性の方は市内在住の方　　
 　　　　  ・男性の方は10月29日（土）開催予定の事前セミナーに参加いた
　　　　　 だける方
　　　　　・女性の方は居住地を問いません。
　　　　　・女性の方はイベント当日開催予定の事前セミナーに必ず参加い
　　　　　  ただける方
※事前セミナーおよびイベントの詳細については、参加者に直接お知らせします。
※事前セミナーのみの参加も可能です。
定　　員　男女各20人〔抽選〕
料　　金　男性5,000円　女性3,000円
　　　　　※交通費・宿泊費は自己負担となります。
申込方法　FAXまたは電話で申し込みください。
※申込用紙は窓口（地域振興課または各総合支所地域振興課）およびホーム
　ページにあります。
※事前セミナーのみ参加希望の方は、電話で申し込みください。
申込期限　男性　10月14日（金）午後5時／女性　10月31日（月）午後5時
　 問申 　地域振興課（内線4245）　FAX22-4995

募集

認知症サポーター養成開放講座
　認知症に関する基本的な理解と対応についての講座です。受講者には、オ
レンジリング（認知症サポーターの証）を配布します。
と　　き　9月29日（木）　午後2時～3時30分
と  こ  ろ　市役所１階 いしのま☆キッチン
対　　象　市内居住の方
定　　員　30人程度〔先着〕
料　　金　無料　※ただしワンドリンクオーダー（自己負担）が必要です。
申込方法　電話または窓口で申し込みください。
申込期限　9月28日（水）　午後5時
　 問申 　介護保険課（内線2437）

募集

要予約

宝くじ助成で地域づくり
お知らせ

　このたび、(一財)自治総合センターから、本年度コミュニティ助成を受け、住
み良い地域づくり活動に必要な備品を整備しました。
　助成を受けた団体と事業の内容は次のとおりです。

※宝くじ助成を希望する団体は、問い合わせください。
問申 　地域協働課（内線４２３２）・各総合支所地域振興課

助成団体名 整備内容
中里第一町内会 会議用テーブル、椅子、テレビ、カラオケ、複写機等
旭町恒心会 会議用テーブル、椅子、エアコン、テント、複写機等

中里第一町内会 旭町恒心会

この宝くじの収益金は市町村の
明るく住みよいまちづくりに
使われます。 
発 売 期 間　9月26日（月）～10月14日（金）
抽　選　日　10月21日（金）
支払開始日　10月26日（水）
1枚300円

（公財）宮城県市町村振興協会　☎022-221-9204
市総務課（内線4034）

問

お知らせ

10月1日（土）からＢ型肝炎定期予防接種が
始まります

対　　象　平成28年4月1日（金）以降に生まれた1歳未満の方
接種期間　10月1日（土）～1歳の誕生日の前日までに3回接種

※10月1日（土）以前に任意でB型肝炎予防接種を受けている
場合は、任意接種の回数を含めて3回です。（費用還付無し）

※1歳を過ぎると定期接種の対象外（有料）となりますので、
3回目の接種日を考慮し、スケジュールに余裕をもって早
めに接種を開始してください。

通　　知　4月～7月生まれの方には9月下旬ごろに送付します。8月生まれ以
降のお子さんには、生後2カ月になる月の上旬に他の予診票と一緒
に送付します。
指定医療機関に予約の上、接種してください。

※母子感染予防のために抗HBs人免疫グロブリンと併用してB型肝炎ワクチン
の接種を受ける場合は健康保険が適用されるため、定期接種の対象外とな
ります。
問　健康推進課（内線2413）

標準的な接種期間 生後2カ月から生後9カ月未満で3回接種

間　隔
2回目 1回目の接種から27日以上の間隔をあける

3回目 1回目の接種から139日以上の間隔をあける

回数および間隔

〈接種間隔の例〉
1回目：10月1日（土）　2回目：10月29日（土）　3回目：2月18日（土）

市政教室の参加者募集
募集

と　　き　10月26日（水）　午前9時30分～午後4時
見  学  先　○魚町三丁目津波避難タワー　○石巻魚市場
　　　　　○河北（二子）団地(車窓から見学)　○道の駅「上品の郷」（昼食各自）
　　　　　○石巻浄化センター　○㈱白謙蒲鉾門脇工場
集合場所　①市観光物産情報センター「ロマン海遊21」　午前9時30分
　　　　　②総合運動公園内バス駐車場（南境）　午前9時45分
定　　員　17人〔先着〕　※初めての方優先
参  加  費　無料（昼食は各自負担）
受付開始　9月20日（火）　午前8時30分（土日・祝日を除く）
注意事項　・車でおいでの際は、総合運動公園内駐車場をご利用ください。
　　　　　・悪天候等により、コース内容等が変更または中止になる場合があります。

問申・ 　秘書広報課（内線4022・4024）

上品の郷（復興事業の
進捗状況等展示） 石巻魚市場 津波避難タワー


