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防災「合言葉」受賞作品

石巻市イメージキャラクター

《佳作》
　　　　語り継ごう　あの日(3.11)見たこと　感じたこと

蛇田中学校1年　森
もりた
田　めぐみ

平成27年度石巻市学校防災推進会議問　学校安全推進課（内線5082）問

取り戻そう、ふるさと石巻

いしのまき
2.15

平成29年2月15日号 
No.209（2月15日発行）

ＦＥＢ.2017

　北上町の長
ちょうせんじ

泉寺で１月29日（日）、文化財防火訓練が行われました。地域の財産と歴史を守る
ため、北上地区消防団や地元住民等約70人が参加し、訓練を通じて防災の意識を高めました。
　訓練は「文化財防火デー」（１月26日）にあわせて市教育委員会が毎年市内各地を持ち回りで
行っています。今年の訓練は長泉寺本堂の周辺から出火したという想定で始まり、消防署員・消
防団員が手順等を確認しながら消火活動を進めました。また、住民の方々もバケツリレーによる
消火訓練を行い、有事に備えてチームワークの大切さを再確認しました。参加した住民は「訓練
はとても重要です。これからも火の用心を心掛けます」と話していました。

Ｐ2 --------------- 地域包括ケアシステムって
なあに?

Ｐ3 --------------- 明日へと響け 復興のつち音
Ｐ4・5 ----------- 石巻市の復興まちづくり
Ｐ6～8 ---------  震災復興情報・お知らせ

主な内容

皆で守ろう
地域の歴史と財産

北上・長泉寺で
文化財防火訓練
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◆広渕地区館一耕塾の皆さん （27人）
◆河北ゆうゆう大学の皆さん （４６人）
◆北村地区老人クラブの皆さん（48人）
他２団体、総勢１６０人の方々が講座を受けて
います。

地域のコミュニティ
医療・看護

保健・福祉・
生活支援・予防

住まいと住まい方
（仮設住宅、復興公営住宅、自宅等）

本人・家族の選択と心構え

共 助

互 助

自 助

公 助

公的支援 行政
（地域包括支援センター等）

皆さんに
役立つ内容・情報
が盛りだくさん！！

「地域包括ケアシステムって なあに？」
出前講座をはじめました　

◆自分の地域で講座を受けてみたいけど、どんな話をする
　のか試しに聞いてみたい
◆団体に所属していないから、聞くチャンスがないわ・・・　
～こんなことを思っている皆さん、ぜひご参加ください♪～
と　　き　３月９日（木）　午後1時30分～２時30分
と こ ろ　包括ケアセンター １階（総合運動公園内）
対　　象　どなたでも参加できます。
定　　員　50人程度
申込方法　電話で申し込みください。
　 問申・ 　包括ケアセンター　☎98-5518

実際に講座を受けた皆さんの
声を聴いてみました

　話すこと、運動することが健康にいいと分か
りました。地域コミュニティが基本だということ
も。これからもお話を活用させていただきます。

　介護は目の前の問題として迫っているのに、
知らないことが多いと感じています。少し知っ
ているだけで安心感が違うと思いました。出前講座の内容をちょっとご紹介

　「人生の最期は家で迎えたい」という方が多くいま
す。市では、医療や介護が必要になっても、住み慣れ
たところで安心して暮らせるよう、地域と専門職（医療
や看護、介護等の機関等）、行政が連携し、高齢者の生
活を支える仕組みの構築に力を入れています。

　出前講座では、この４つの“助”のうち、特に市民の皆さんに関わりの深い
「自助」と「互助」を中心にお話しします。「最期まで住み慣れたところで安心
して暮らす」ために元気なうちにできること、地域での助け合い、介護や医療
が必要になった時のための備え等を具体的にお伝えします。

自分の地域・団体で出前講座を受けてみたい方！
申し込み・問い合わせはこちら

包括ケアセンター　☎98-5518
※各公民館からも申し込みできます。      　
各総合支所保健福祉課
河北 ☎62-2117  雄勝 ☎57-2113  河南 ☎72-2112  桃生 ☎76-2111
北上 ☎67-2113  牡鹿 ☎45-2113

問申・

開催日程や時間等、お気軽に
ご相談ください♪

受講者大募集中!!!!
講座「地域包括ケアシステムってなあに？」

「地域包括ケアシステムを
構成する４つの“助”」

健康のこと

地域の助け合い

介護のこと
皆さんの関心の高い３つ
の内容が地域包括ケアの
要素なんです！

家族、友人、グループ、
地域等で助け合うこと
例：友人の家でお茶飲み

をする。
近所の人の買い物を
頼まれる。
町内会で活動する。

制度化された相互扶助のこと
例：介護保険、医療保険

自分のことを自分ですること
例：できるだけ長く健康で過

ごせるよう、介護予防に取
り組む。
健（検）診を受ける。

公的サービスのこと
例：生活保護、虐待対応、

人権擁護

　この言葉、耳にする人も多いと
思います。
「私にも関係あるの？」

　このような疑問をまとめた内容
となっています。

地域包括ケア
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　「包括ケア」という言葉は最近よ
く耳にしますが、実際どのようなこ
とをどういう方法で行っていくの
か、知りたいと思い参加しました。

なぜ、講座に参加してみよう
と思ったのでしょうか？

昨年11月の新講座開設から
こんな方々が講座を受けています

地域包括ケアのイメージ図

介護・
リハビリ
テーション
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このコーナーでは、石巻の復興や復旧の様子
を紹介します

　震災により著しく人口が減少している半島沿岸部では、総合支所を核としたエリアに、行政、商工、観光機能を集約したコンパクトシティ
化を進めています。
　今回は、雄勝、北上、牡鹿地域で進めている拠点エリア整備の進捗状況等をお知らせします。

雄勝・北上・牡鹿地域
復興事業の状況

　雄勝地域では、伊勢畑地区を早期
事業化エリアとして、住宅地、総合支
所、公民館、警察、消防、商業、体育施
設等を配置する計画で整備を進めて
います。
　住宅地については、平成27年8月
から造成工事を開始し、本年6月の
宅地供給開始を目指し整備を進めて
います。

平成28年12月

平成27年9月

復興の進捗状況等については、ホームページからもご覧になれます。
URL http://www.city.ishinomaki.lg.jp/d0110/d0080/index.html

金華山休けい所の復旧

　金華山では、震災により被災した施設に代わる新し
い休けい所の建設工事が行われています。
　新しい施設は、鉄骨造平屋建てで、延床面積約360㎡
です。今春の開設を目指し整備を進めています。

「金華山休けい所」建設中

北上地区フィールドミュージアム

　北上地域は、環境省によって南三陸町戸倉地区や登
米市津山地区とともに「フィールドミュージアム」として
位置付けられ、十三浜に自然体験プログラム等の提供
を行う施設「川のビジターセンター」が整備されます。
　また、市では、同施設の隣に、北上地域の観光の拠点
となる「北上観光物産交流センター」の整備を予定して
います。同センターは平成29年内のオープンを目指して
います。

「川のビジターセンター」、
「北上観光物産交流センター」建設予定
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　北上地域では、にっこりサンパーク
とその周辺に、住宅地、総合支所、公
民館、警察、消防、学校施設等を配
置する計画で整備を進めています。
　住宅地については、平成28年3月
から宅地の供給を開始しています。

平成28年12月

平成27年7月

平成28年12月

平成27年9月

雄勝地域

北上地域

　1月16日（月）、小島地区に
整備を進めていた雄勝診療
所および雄勝歯科診療所が
開所しました。
　雄勝地域では、市立雄勝病院等が震災によって全
壊となったため、これまでは仮設の診療所により診療
が行われていました。
　両診療所の開所により、被災した市立医療機関の
全てが復旧しました。

「雄勝診療所」、
「雄勝歯科診療所」開所

市立医療機関の全てが復旧

平成28年12月

平成27年9月

　牡鹿地域では、鮎川浜地
区に、捕鯨文化の展示施設、
商業施設、旅客船関連施設
等を集約し、牡鹿地域の観
光の拠点とする計画で整備
を進めています。

平成28年11月

牡鹿地域

平成29年1月
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石巻市の まちづくり
復 興 （第53回）

このコーナーは、市の今後の復興まちづくりに関する情報をお知らせします。
今回は半島部の被災低平地の整備について紹介します。

満潮時水位を踏まえたかさ上げ
排水施設整備

 
道路の整備

長渡浜

鮎川浜

小渕浜
給分浜

大原浜

狐埼浜

牧浜
小積浜

寄磯浜
前網浜

荻浜

月浦

桃浦
蛤浜

折浜
佐須

波板

分浜

唐桑

大浜
船隠

荒船越
名振

尾崎
長面

釜谷

追波

北上地域
１２地区

雄勝地域
１９地区

河北地域
４地区

女川町

石巻地域
１７地区

牡鹿地域
１５地区

月浜

小室

小泊

大指
小指

小滝

立神・長塩谷

針岡

立浜
船戸

伊勢畑（硯浜）

大泊

前田

十八成浜

網地浜

仁斗田

福貴浦

小網倉浜地区の様子

水浜地区の様子

白浜地区の様子

谷川浜地区の様子

鹿立浜
竹浜

小網倉浜 ・清水田浜 泊浜

谷川浜

大谷川浜

鮫浦侍浜
小竹浜

祝田

明神

味噌作

水浜

小島

熊沢

桑浜 羽坂

上雄勝

白浜
大室

相川

釜谷崎

かさ上げを行い、道路を整備かさ上げを行い、道路を整備

かさ上げが完了した土地かさ上げが完了した土地

かさ上げを行い、集団移転先団地へつながる道路
を整備中
かさ上げを行い、集団移転先団地へつながる道路
を整備中

かさ上げを行い、水産関係用地として整備かさ上げを行い、水産関係用地として整備

かさ上げした土地（右側）、今後整備予定の水路かさ上げした土地（右側）、今後整備予定の水路

半島部　　　　　　 のまちづくり半島部　　　　　　 のまちづくり半島部　　　　　　 のまちづくり低 平 地 整備位置および工事着手状況図（1月末時点）

まちづくりのステップ　～住民の方々との意見交換の流れ～

半島部における低平地整備事業の概要

　市では、津波によって被災した半島集落の低平地について、住民の方々に意見をいただきな
がら、排水不良の解消を主とした計画を作成しています。
　今年度から、計画・設計や用地取得等が完了した地区から随時工事に着手しています。

　被災した集落では、住宅被害に
加え、地盤沈下による排水不良
（雨水が溜まる、海水の逆流等）
が生じています。

　整備にあたっては市が低平地内の防潮堤や道路
計画といった周辺の事業との関係を踏まえた上で
各集落の住民の方々と意見交換しながら計画を作
成します。（「まちづくりのステップ」へ）
　整備した土地は、水産関係用地として供用する
ほか、農業・漁業・商業等の基盤として活用してい
ただくこととしています。なお、市が活用する予定
のない市有地については今後貸し付けや売り払い
を行う予定です。

　住宅地は防災集団移転促進事
業により高台に移転しています。

　市が、排水対策と公共施設整備の素案を
作成します。

高台へ移転

素案作成周

辺
の

事
業

と
の
関
係
把

握

懇談会

設計報告会

工事説明会

設計等

　

住民の方々との
意見交換

STEP１

工事着手

STEP４

STEP２ STEP３

総地区数：６７地区
工事着工済地区数：２８地区

問  漁業集落整備課（内線 3594）

工事着工済地区
整備予定地区

　設計等と並行して
3回程度、住民の方々
との意見交換を行い
ます。

　設計前に素案
に対する意見を
いただきます。

　設計後に内容
を説明し、意見
をいただきます。

　工事前に、最
終的な説明を行
います。

　懇談会の意見を踏
まえ、設計を進めます。

　残された土地（低平地）を、防災集団移転促進事業
で生じた残土を活用してかさ上げし、さらに排水路や
道路の整備を行います。　

平成29年（2017年）2月15日号平成29年（2017年）2月15日号
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震災復興情報 お知らせ

皆
さ
ん
に
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え
た
い
情
報 手続き

必
要
な
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は
お
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困
り
事
は

気
軽
に
相
談
を 募集

内
容
を
確
認
の

上
、応
募
を

イベント

お
楽
し
み

い
っ
ぱ
い

　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

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り延べ
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。

手続き
復興公営住宅の事前登録受付を終了します

　復興公営住宅の事前登録受付を３月２４日（金）で終了します。
　期限までに事前登録されない場合、復興公営住宅に入居できなくなります
ので、入居をご希望の方はお早めに事前登録をお願いします。
　なお、詳しい入居資格や手続方法等については、問い合わせください。
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
　・東日本大震災で居住していた住宅のり災判定が「全壊」の方
　・東日本大震災で居住していた住宅のり災判定が「大規模半壊または半壊」で

解体を余儀なくされた方
　・東日本大震災発生時、賃貸住宅に居住し災害を起因とする住宅の損傷を契

機として、自己都合によらずに退去せざるを得なかった方（申請の際に賃貸
人等からの証明が必要となりますが、証明を受けることが困難な方は、ご相
談ください）
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

復興公営住宅の最終入居確認書を提出してください

　応急仮設住宅にお住まいの方に復興公営住宅最終入居確認書をお送りして
います。まだ提出されていない方は、期限までに必ず提出してください。（入居
を希望されない方も提出をお願いします）
提出期限　２月１７日（金）
　復興公営住宅への入居を希望される方は、確認書の提出とは別に必ず事前
登録をしてください。
登録期限　3月24日（金）
※復興公営住宅または防災集団移転団地の事前登録済みの方等にはお送りし

ていません。
※詳しい入居資格や手続方法等については、問い合わせください。
　 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

お知らせ

　県道石巻港線において、中央二丁目地区土地区画整理事業に伴う道路改築
工事のため交通規制を実施します。
と　き　3月（2週間程度）（予定）　
ところ　中央二丁目地内（羽黒下広小路線交差点～橋通り交差点区間）
　　　　※下記概要図の×印の区間
内　容　車両通行止
　　　　※中里バイパス方面、中瀬、湊方面へは国道398号へ迂回をお願いします。

交通規制のお知らせ（県道石巻港線）

問　市街地再開発整備課（内線5446）
　　 遠藤興業㈱　☎95-8333

お知らせ

石
巻
駅
方
面

至
中
瀬
・
湊

至南浜

石巻商工
信用組合

至中里
バイパス

滝川

石巻ガス

国道398号

橋通り 内海橋

羽黒下広小路線

旧観慶丸商店

ア
イ
ト
ピ
ア
通
り

県
道
石
巻
港
線

港
湾
道
路

旧
北
上
川

半島部防災集団移転促進事業
未登録宅地（空き区画）への移転希望者の再募集募集

　半島部防災集団移転促進事業において、未登録宅地（空き区画）が生じてい
る団地があるため、次の要領で移転希望者を再募集します。
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

※全て自立再建宅地の募集となります（土地は分譲または借地、建物は自己建築）。
受付期間　2月20日（月）～３月17日（金）
　　　　　午前9時～午後5時（土日を除く）
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。
　 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

地　区 団　地
石巻地区 祝田、佐須、荻浜、鹿立浜、福貴浦

牡鹿地区 大原浜、給分浜、小渕浜（一部造成中）、鮎川浜中学校前、黒崎（造
成中）、泊浜、谷川祝浜、大谷川浜、鮫浦、寄磯浜

雄勝地区 名振、船越、大須、小島、明神、水浜、分浜
北上地区 相川（一部造成中）、小泊、大室、小室、白浜長塩谷、にっこり
河北地区 河北団地（造成中）
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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）

●「災害復興住宅融資」無料相談会

と　き ところ
2月24日（金）・25日（土）

3月24日（金） 午前10時～午後4時
市役所5階市民サロン前

3月25日（土） 市役所3階36番窓口

●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

2月21日（火） 仮設大橋団地集会所
（大橋一丁目1-3） 午後1時30分～4時 弁護士

社会福祉士

2月28日（火） 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40分～4時 弁護士

● 「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
2月24日（金）・25日（土）

午前10時～午後4時
市役所5階市民サロン前

3月24日（金）・25日（土） 市役所3階36番窓口

相談あんない
相談

　ファミリーサポートの会員の皆さんが集い、子育てについて語り合う交流会
を開催します。手作りおやつや手作りおもちゃ作りを企画しています。ぜひ、ご
参加ください。
と　　き　３月７日（火）　午前１０時～正午（２時間程度）
と こ ろ　市子どもセンター「らいつ」ギャラリー
対　　象　ファミリーサポート会員およびファミリーサポート事業に興味のある方
定　　員　２０人程度
申込期限　定員に達するまで（お子さん連れも大歓迎！）
　 問申・ 　石巻市ファミリーサポート事務局　☎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）

要電話予約

第1回 石巻市ファミリーサポート交流会
お知らせ

要予約

被災地におけるＤＶ予防啓発講座
「ママたちのための講座～子育て、女性の健康の
ヒント、幼児期からの非暴力教育とは～」

　絵本の読み聞かせポイントから子育てのヒントを学び、子どもに及ぼすDV
の影響や女性の心身の健康について考えてみませんか。
※昨年11月22日に開催予定だった講座と同内容です。
と　　き　3月1日（水）　午前10時～正午
と こ ろ　向陽地区コミュニティセンター
定　　員　50人〔先着〕
講　　師　NPO法人ハーティ仙台　八幡 悦子
申込方法　電話、ＦＡＸまたはＥメールで申し込みください。
　 問申・ 　地域協働課（内線4234）　FAX22-4995
　　　　　  iscviact＠city.ishinomaki.lg.jp

お知らせ

防災集団移転団地の一部の字の区域の変更

　防災集団移転団地の一部の字の区域を１月２６日（木）から次のとおり変更しました。

お知らせ

問　集団移転推進課（内線5482・5486）
　　 地域協働課（内線4238）

変更前の町字名 変更後の町名
（いずれも新町）

小船越字二子畑の一部、小船越字二子南下の一部 二子一丁目

小船越字二子南下の一部 二子二丁目

小船越字二子畑の一部、小船越字二子南下の一部 二子三丁目

ボランティア「子連れママ応援団」募集

　本庁地区の乳幼児健診で、お母さんが安心して参加
できるよう子どもの遊び相手をしていただくボラン
ティア「子連れママ応援団」を募集しています。興味の
ある方は、ぜひ問い合わせください。
申込期限　3月3日（金）
　 問申・ 　健康推進課（内線2422）

募集

要電話予約

「石巻がんばっちゃテレワーカー」お仕事説明会

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可能になることや、都会でも地方でも同じように働く
ことが可能になることから注目されています。
仕事内容
　◎ライティング　◎テープ起こし　◎在宅コール　◎WEB制作
等の仕事をご用意しています。
　例1）ライティングの仕事
　　　 目安　週20時間、月3万円程度
　例2）WEB制作の仕事
　　　 目安　週40時間、月15万円程度
説明会

※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） 

お知らせ

と　き ところ

2月22日（水）
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

▲説明会 ▲個別サポートあり

平成29年（2017年）2月15日号
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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29年3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 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

お知らせ

石巻市長選挙および石巻市議会議員補欠選挙
立候補予定者説明会

　４月２３日（日）執行の石巻市長選挙および石巻市議会議員補欠選挙の立候
補予定者説明会を、次のとおり開催します。
と　き　３月１５日（水）　午後１時３０分（受付開始　午後１時）
ところ　河北総合センター「ビッグバン」集いの部屋
出席者　各立候補予定者につき２人以内
　　問　 選挙管理委員会事務局（内線５８２３・５８２４）

お知らせ
トランポリン教室開催

と　　き　3月4日（土）　午前9時30分～10時30分（年長クラス）
　　　　　　　　　　 　午前10時45分～11時45分（小学生クラス）
と こ ろ　総合体育館アリーナ
定　　員　各クラス30人〔先着〕
料　　金　一般500円（スポーツ保険料含む）
　　　　　いしのまき総合スポーツクラブ会員300円
申込期限　2月28日（火）
　 問申 　総合体育館　☎95-8998

　東日本大震災の時、ボランティアで来てく
れた方々の中で、その後、石巻に拠点を移し
暮らしている写真家の方々が撮り続けてき
た“石巻の姿”を展示します。この６年間を振
り返り、これからの生活の糧になるような写
真を見つけてみませんか。
参画アーティスト　平井慶祐／渡邊裕紀
　　　　　　　　 鈴木省一／古里裕美
と　き　２月２３日（木）～３月１２日（日）
　　　　午前９時～午後５時
　　　　※３月１日（水）からは午後６時まで
ところ　石ノ森萬画館
料　金　大人800円、中高生500円、
　　　　小学生200円
　　問　 石ノ森萬画館　☎96-5055
　　　　市観光課（内線3538）

イベント

石ノ森萬画館第64回特別企画展
「つづく展～石巻に根っこの生えた写真家たち～」

平成28年度離職者等再就職訓練「経理基礎科（第4回）」学生募集
訓練期間　3月17日（金）～6月16日（金）　午前9時～午後3時50分 
と  こ  ろ　JMTC石巻教室（蛇田字新下沼70-8）
内　　容　パソコンを活用した事務処理技能と簿記会計知識の習得
対　　象　ハローワークの受講指示、受講推薦または支援指示を受けられる方
定　　員　15人（応募が少ない場合は訓練を中止することがあります）
料　　金　約13,000円（テキスト代）
申込方法　ハローワークの職業相談窓口で相談の上、申し込みください。
申込期限　3月6日（月）
面接選考　3月8日（水）（県立石巻高等技術専門校で行います）
技能ふれあい祭り
と　　 き　2月25日(土)　午前9時30分～午後１時
と  こ  ろ　県立石巻高等技術専門校（門脇字青葉西27-1）
内　　容　無料マイカー点検コーナー（自動車整備科）
　　　　　金属・木工製品の販売（金属加工科・木工科）
　　　　　・学生が丹精こめて作りあげた製品です。
　　　　　・申込多数の場合、抽選となります。
　　　　　（申込期限 正午、抽選開始 午後0時30分)
　　　　　体験コーナー（自動車整備科、金属加工科、木工科）
　　　　　・燃料電池自動車の展示 （自動車整備科）
　　　　　・ねじ加工体験（金属加工科）
　　　　　・木工製品の製作体験（木工科）
　　　　　※子どもたちが楽しめるコーナーもあります。
　 問申 　県立石巻高等技術専門校　☎22-1719

お知らせ
石巻高等技術専門校からのお知らせ

作品はお持ち帰りできます。

お知らせ
災害時の避難に関する用語の名称変更

　避難情報および避難先の名称の変更についてお知らせします。
避難情報の名称変更（平成28年12月26日（月）運用開始）

避難先の名称変更（平成29年1月16日（月）運用開始）
・津波からの緊急避難場所の名称変更

・一定期間避難生活を送る場となる避難所の名称変更

問　危機対策課（内線4152）

（変更後）

避難指示（緊急）

避難勧告

避難準備・高齢者等避難開始

（変更前）

避難準備情報

避難指示

避難勧告

（変更前）

緊急一時避難所

（変更後）

津波避難ビル

（変更前）

避難生活避難所

（変更後）

避難所

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)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、すでに加入手続き済み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

お知らせ

「リアルワールドゲームも目指す未来」
ポケモンＧＯ製作者講演

　昨年爆発的ヒットをしたスマートフォン向けゲー
ムアプリ「ポケモンＧＯ」。その制作会社ナイアン
ティックからゲストを招いて、リアルとバーチャルを
融合させたゲームの今後の未来等についてお話い
ただきます。たった１つのゲームが大きなイノベー
ションを起こしている現実とは。この機会にぜひ足
をお運びください。
と　き　２月２５日（土）　午後３時～５時
ところ　市子どもセンター「らいつ」
定　員　４０人〔先着〕　※申込不要
　　問　 地域振興課（内線4244・4245）

「ポケモンGO」制作会社
ナイアンティック

須賀 健人


