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　市中心部の旧北上川をまたぐ国道398号の新しい内海
橋が9月10日、開通しました。県が東日本大震災の災害復
旧事業として、旧内海橋のやや上流側に架設しました。
長さ202㍍、上下各1車線、両側歩道の構造で、明治15年
（1882年）開設の初代から数えて4代目になります。当日
の開通式典ではテープカットや渡り初めを兼ねた見学会
を行い、生まれ変わった石巻のシンボルを祝いました。

石巻市イメージキャラクター

生まれ変わったシンボル
4代目 新内海橋が開通
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昭和38年頃 昭和42年頃 平成10年頃 平成14年４月西内海橋 西内海橋 東内海橋

渡波稲井線

渡波稲井トンネル

「内海橋」の由来

橋、トンネルの名称決定

　国道398号と県道稲井沢田線を結ぶ幹線道路で、南北の避難路および緊急輸送路としての役
割を持たせ、渡波および魚町地区と三陸自動車道とが短時間でアクセス可能となり、物流強化や
企業再建へ寄与するとともに、市民が安心・安全に暮らすことができるようになります。

石巻かわみなと大橋
　湊地区と南浜地区を結ぶ幹線道路の新しい橋で、湊地区
の産業ゾーンにおける物流の活性化や一層の交通の円滑化
が図られ、災害時にも安定した物資輸送路を確保します。

　慶応元年（1865年）、旧北上川左岸の水沼村（現稲井）に住む内
うつ
海
み
五
ご
郎
ろう
兵
べ
衛
え
氏

が、父親の病気のために医師を呼びに右岸側の市街地に向かおうとしました。
しかし、北上川の増水のため渡し船が欠航し、そのまま父親は亡くなってしま
いました。悲しみにくれた内海氏は、「北上川に橋をかけよう」と決意したと伝

わっています。その後内海氏は自分の財産をつぎこみ、明治15年（1882年）に
木造の橋が完成。当時の県令（いまの県知事）が内海氏の功績をたたえ内海橋
と名付けました。
（※参考文献：みやぎの先人集「未来への架け橋」/宮城県教育委員会）

渡波稲井線

旧
北
上
川

万
石
浦

西中瀬橋

石ノ森萬画館

至  仙台・石巻市役所

至  女川・牡鹿

内海橋
旧北上川

東中瀬橋（※工事中）

石巻かわみなと大橋

石巻かわみなと大橋

令和2年9月時点

令和2年7月時点 令和2年7月時点

　皆さんに親しみを持ってご利用いただけるよう、各橋とトンネルの名称を募
集したところ、計303点のご応募をいただきました。
　（仮称）鎮守大橋は、石巻市渡波在住の阿部光枝さんにご応募いただいた「石
巻かわみなと大橋」に決定しました。本名称は、旧北上川河口部が江戸時代から
舟運の発展により「川湊」として発展してきた歴史から、川とまちのつながりの
大切さを後世に伝えたいとの思いから命名されました。
　（仮称）西内海橋と（仮称）東内海橋は、渡波在住の平塚賢治郎さんにご応募
いただいた「西中瀬橋」と「東中瀬橋」に決定しました。本名称は、新しい内海橋

が上流に架け替えられたことから、旧名称との区別化を図り、「中瀬」という名
称を橋に名付けたい思いから東西にそれぞれ命名されました。
　渡波地区と稲井地区を結ぶトンネルは、門脇町在住の高橋興治さんにご応
募いただいた「渡波稲井トンネル」に決定しました。本名称は、渡波地区と稲井
地区を結ぶトンネルであること、また、今後の両地域の発展を願い、災害時には
避難道路として両地域を結ぶ重要な道路となることから命名されました。

□問　都市計画課（内線5623）
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　ささえあいセンターは、皆さんが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、地域包括ケアを推進する施設です。
　下記の事業を目的とした行事などにご利用いただけますが、事前に申請が必要なため、まずはご相談ください。

と　　き 内　　容 と　こ　ろ 定　員

11月５日（木）

午前10時～11時

石巻市が目指す地域包括ケア
～互助活動ってなに？①

ささえあいセンター２階
ミーティングルーム
およびラウンジ

18人程度
12月３日（木） 石巻市が目指す地域包括ケア

～互助活動ってなに？②
令和3年
２月４日（木）

いつか来るその日のために・・
～始めよう！自分たちのための終活～

令和3年
３月４日（木）

地域の力を合わせよう！
地域包括ケアと地域共生社会に向けて

ささえあいセンターを中心に展開する五つの事業

医療・介護連携推進

医療・介護サービスな
どの円滑な連携推進お
よび人材育成のための
事業

複合的な生活課題に対
応する包括的な相談支
援事業

地域住民が相互に支え
合う意識の醸成など、
支え合う地域づくりの
ための事業

地域で共生する社会の
理解促進など、交流や
学びを通じた次世代育
成のための事業

親子の交流の場や気軽
に相談できる場の提供
などによる子育て支援
のための事業

相談支援支え合う地域づくり 次世代育成子育て支援

まきあーとテラス（複合文化施設）のプレイベント事業について
　まきあーとテラスのオープンを市内外に広く周知することを目的に、開館前
のプレイベント事業を実施します。
　この他にも、まきあーとテラスの魅力を発信する事業を予定しています。

●宵の秋コンサート（ロビーコンサート）

　開放的な空間で、気軽に芸術に親しめるコンサートを開催します。
①杉元  太　ピアノ
　と　き　10月24日（土）　午後6時30分開演
②仙台フィルメンバーによる弦楽四重奏
　と　き　11月3日（火・祝）　午後6時30分開演
　ところ　①、②ともに遊楽館コモレビフォーラム
※入場には整理券が必要です。

●宮川彬良×ぱんだウインドオーケストラ

　宮川彬良（アキラさん）と中高生吹奏楽部員からの
絶大な人気を誇る「ぱんだウインドオーケストラ」と
の初共演コンサートです。	 	 	 	
	 	
と　き　12月20日（日）　午後2時開演
ところ　河北総合センター「ビッグバン」アリーナ
料　金　前売り　一般	2,000円　学生	1,000円

□問　（公財）石巻市芸術文化振興財団　☎62-1120

「まきあーとテラス」

愛称の意味　石巻の「まき」と芸術を意味する「アート」を組み合せた「マキアー
ト」をやわらかさと親しみやすいイメージを持ってもらえるよう
に、ひらがなで「まきあーと」と表記し、施設が「テラス」でつなが
る、石巻の芸術に光を「照らす」という意味が込められています。

受 賞 者

　5月から6月にかけて募集した「複合文化施設」の愛称募集に対して、379件の応募をいただき、施設のイメージや
親しみやすさから、愛称を「まきあーとテラス」に決定しました。

皆さんに地域包括ケアシステムについて広く知っていただくために、「ほっとぉ～る市民講座」を実施しています。
各開催日の前日までに電話で申し込みください。

□申 ・□問 　ささえあいセンター　☎25-6099

□申 　ささえあいセンター　☎25-6099
□問 　包括ケア推進室（内線2573）

ささえあいセンター

愛称名 受賞者 住　　所 職　業
まきあーと 塩浜智子さん　 宮城県多賀城市 音楽講師
アートテラス 浜口直樹さん 神奈川県横須賀市 看護師

ほっとぉ～る市民講座

複合文化施設の
愛称決定
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豊富な図書やパソコン機器を備える「メディアセンター」＝北
上小学校

教室前には廊下と連結した広いフロアを備える＝北上小学校

総合支所、公民館、図書館分館などが配置された複合施設市内２カ所目の幼保連携型認定こども園となる北上こども園

海を眺めながらゆったりできる屋外飲食スペース＝ cottu 鯨の生態や牡鹿の自然を学べるセミナーも好評＝ビジターセ
ンター

鯨料理が味わえる飲食店などが並ぶ館内＝ cottu牡鹿半島の四季折々の姿や人々の暮らしを紹介する展示＝ビ
ジターセンター

大型展示水槽なども備える直売所＝観光物産交流館雄勝石を使った工芸品などが並ぶ販売ギャラリー＝硯伝統産
業会館

雄勝湾が見渡せる「硯上の里おがつ」

全長16.9㍍もあるマッコウクジラの骨格標本は必見＝ホエールランド 91人の児童が元気に学ぶ北上小学校

住民生活支える施設が充実

　東日本大震災で大きな被害を受けた沿岸部の再生を目指し、市が北上、雄勝、牡鹿の３地
域で進めてきた「地区拠点エリア整備事業」がほぼ完了し、各地区の観光や産業振興、安全安
心な住民生活など、新たなまちづくりの核施設として、大きな役目を担っています。

沿岸部再生へ
エリア拠点始動
沿岸部再生へ
エリア拠点始動

　北上町十三浜の海抜約 30㍍の高台に、震災の津波で被災した北上総合支所
などの複合施設、北上小学校、北上こども園などが整備され、教育、福祉、子
育てや住民の安全、安心な生活を支える拠点になっています。
　今年３月に完成した北上小学校には、校舎とは別棟の多目的教室があり、各
種会議のほか、今後は隣接する北上中学校や北上こども園との交流の場として
も活用します。校舎１階には図書室やパソコン学習の場となる「メディアセン
ター」を設け、子どもたちの学習意欲をもり立てています。
　今年４月開園の北上こども園は、市内で２カ所目の幼保連携型認定こども園。
豊かな自然と恵まれた環境の中、園児たちが伸び伸びと過ごしています。
　複合施設には北上総合支所と北上公民館、市図書館北上分館、北上地区放課
後児童クラブがあります。震災で被災した図書館分館は今年５月、９年２カ月
ぶりに再開し、広々としたラウンジで、地区住民が読書を楽しんでいます。
□問 　北上総合支所地域振興課　☎ 67-2111

【北上にっこり地区拠点エリア】【牡鹿地域拠点エリア】

　牡鹿地域の拠点エリア「ホエールタウンおしか」には、昨年10月開業の「観光
物産交流施設c

こ っ つ
ottu」「牡鹿半島ビジターセンター」と、今年7月に開館した「おし

かホエールランド」があります。
　cottuには、鯨料理をはじめとする地元の新鮮な海の幸を味わえる飲食店や
鯨肉や鯨歯工芸品の販売店があり、金華山、網地島、田代島へ行く離島航路のチ
ケットも購入できます。
　ビジターセンターは牡鹿半島の自然や、自然と共に生きる人々の暮らしなど
を紹介する施設です。半島の季節ごとの見所なども情報発信し、自然を生かした
企画展やクラフト体験、セミナーなども開催。何度でも訪れたくなります。
　おしかホエールランドは、鯨の生態や牡鹿の鯨文化を楽しく学べる施設です。
マッコウクジラとコククジラの骨格標本が人気を呼んでいるほか、捕鯨が華や
かな時代にタイムスリップできる映像や資料なども見ることができます。
□問 　牡鹿総合支所地域振興課　☎45-2111

牡鹿半島の自然と食を堪能

　自然景観豊かな雄勝湾が見渡せる雄勝地区中心部の高台に整備された拠点エ
リア「硯

けんじょう
上の里おがつ」。その中核施設となる「雄勝硯

すずり
伝統産業会館」と「雄

勝観光物産交流館」が今年５月にオープンしました。雄勝地区の伝統産業に触
れながら、豊かな海の幸と観光情報などを全国に発信する施設として、観光客
や地元住民ら、多くの来場者でにぎわっています。
　硯伝統産業会館は、国内唯一の硯展示施設で、名産の雄勝石で作った硯や工
芸品の販売ギャラリーがあります。常設の展示室では、雄勝硯の制作工程や硯
産業の歴史、震災からの復興の歩みなどを紹介しています。
　観光物産交流館は、季節ごとに変わる旬の新鮮な海産物や水産加工品をそろ
えた直売所があり、飲食ゾーンにはすし店、カフェや雑貨・日用品を取り扱う
お店などが並びます。雄勝湾が眼下に広がる広々としたデッキも備え、爽やか
な海風を浴びながら、おいしい料理や飲み物などを味わうことができます。
□問 　雄勝総合支所地域振興課　☎ 57-2111　

伝統文化、旬の海産物を満喫

【雄勝中心部地区拠点エリア】
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開設準備品の紹介。従来の避難所運営備品に加え新型コロナ対策用品も必要

ブルーシートを床に張り、ソーシャルディスタンス確保の
イメージを確認 簡易テントの組み立てや使用方法の説明を受ける手指消毒方法の確認

津波情報 気象情報 避難情報
自治体からの
緊急情報

コロナ対策用品も含む開設準備品を解説

登録方法は、お手持ちのスマートフォンや携帯電話から

３密避け安全な避難所運営を
市、地域、学校が一体で開設訓練万石浦地区

　新型コロナウイルスの感染防止策に対応した避難所開設準備手順
を学ぶ訓練が７月28日、万石浦中学校体育館で開かれました。万石
浦小学校区地域防災連絡会、万石浦小・中学校の関係者と市内の防災
士ら約50人が参加。市危機対策課職員が、新型コロナウイルス対策
を盛り込んで本年度改定した市の避難所開設マニュアルに基づき、
①ソーシャルディスタンスの確保②消毒方法の確認③簡易テント、
パーテーション（間仕切り）の設置方法などの手順を、実技を交えて
指導しました。市健康推進課の担当者は感染予防策について講話し、
手洗い、消毒とともに十分な睡眠などの健康管理の大切さを説明し
ました。
　コロナ禍では、３密を避けるため、可能な限り多くの避難所を開設
する必要があり、これまでの行政主導の避難所設置手法では対応が
困難となる状況も考えられるため、市、地域、学校の３者一体で避難
所運営を行うモデルケースを構築しようと訓練を実施しました。市
は、地域の要望などを踏まえ、同様の訓練を市内各地で開催していく
方針で、その成果を災害時の避難所運営に役立てていきます。
□問　危機対策課（内線4157）

文
字
デ
ー
タ
だ
か
ら

こ
ん
な
に
情
報
量
が
多
い
ん
で
す
！

サンプル画面

☎ 0180-992-506

防災無線の放送内容を電話で確認できます！
電話で確認したい方へ

災害情報テレホンサービス

＞＞登録している方、大変増えてます！＜＜
避難情報をしっかりキャッチ

災害メール
LINE
に対応

を登録しよう！

●防災無線の音声が聞こえにくい
●聞き逃してしまった  など…

防災情報は音声から文字へ暴風雨により…
●文字だから、聞き逃しなくしっかり

確認
　※避難所開設、冠水情報など
●大雨警報などの気象警報も配信
●新型コロナウイルス感染防止対策情

報や災害に関する手続きも配信

これからは…これまでは…

登録方法は、お手持ちのスマートフォンからメール登録 LINE登録
公 式 ア カ ウ ン ト

石巻市

t-ishinomaki@sg-p.jp 「石巻市」 を
友だち登録

空メールを送信
送信後、ご案内メールが届きますので案内に従い登録してください。
届かない場合は「@sg-p.jp」からのメールを受信できるようメール
の設定変更が必要です。

↑ＱＲコードは
こちらからどうぞ

↑ＱＲコードは
こちらからどうぞ

■問 　危機対策課（内線4316）
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釜大街道線（工事中）釜大街道線（工事中）

国道45号線国道45号線
国道398号線国道398号線

門脇流留線（
高盛土道路　

工事中）

門脇流留線（
高盛土道路　

工事中）
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釜大街道線（開通区間）釜大街道線（開通区間） 釜大街道線（工事中）釜大街道線（工事中）

今回完成箇所

開通区間（約 1.8km）
工事中
国道
今回完成箇所（148m）

終日通行止め

慰霊碑建立の意向確認にご協力を
石巻南浜津波復興祈念公園

 慰霊碑の刻銘対象者
　⑴　震災当時、市内に住所を有し、震災の犠牲者となられた方

　ご遺族の皆さまへ意向確認の通知を10月上旬に送付しています。内
容を確認し、期日までに返送してください。

　⑵　震災当時、市以外に住所を有し、市内で震災の犠牲者となられた方
　ホームページから「慰霊碑刻銘依頼書」を取得し、必要書類を添付の
上、窓口に提出してください。
※⑴に該当する方のご遺族で通知が届いていない場合やご不明な点があ
る場合は、問い合わせください。

 受付期限 ： 11月16日（月）
□申 ・□問　〒986-8501（住所不要）
　　　　震災伝承推進室（内線4253）

　市は、国、県、市が一体となって整備を進めている石巻南浜津波復興祈念公園内に、令和２年
度内の完成を目指し、東日本大震災で犠牲となられた多くの方々を追悼するとともに、震災の
記憶を永く伝承することで二度と犠牲者を出さないために慰霊碑を建立します。
　この慰霊碑には、東日本大震災で犠牲となられた方のお名前を刻むこととしており、ご遺族
の皆さまの意向確認を行っています。

釜大街道線一部供用開始
　都市計画道路「釜大街道線」のうち、交
差点工事の完了に伴い新たな区間の通行
を開始しました。残りの区間も、早期完成
を目指し工事を進めています。今後とも
ご理解とご協力をお願いします。

□問　都市計画課（内線5624） □問　都市計画課（内線5624）

　市道八幡町一 ・ 大門町四丁目線道路整備工事に伴い、一
部区間の通行止めによる交通規制を行っています。ご理解
とご協力をお願いします。

※規制期限は作業の都合上、変更することがあります。
規制付近を通行の際は、看板 ・ 誘導員の案内に従うよう
お願いします。

規制期限　12月28日（月）
規制内容　終日通行止め

交通規制のお知らせ

開通区間
中屋敷一丁目～大街道南二丁目

石巻南浜津波復興祈念公園

位置図

石巻市慰霊碑建立場所

国土地理院　電子国土Webを使用し作成

国土地理院　電子国土Webを使用し作成
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※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。

QRコードを読み取って簡単に接続！

□問   秘書広報課（内線4784）

市のホーム
ページを携帯
やスマホでも
見られます

携
帯
電
話
用
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用

ごみだしアプリ

 ○申請する方全員　※⑴～⑶の所定様式は窓口に設置
⑴　東日本大震災被災者住宅再建事業補助金交付申請書（所定様式） 
⑵　個人情報確認等同意書（所定様式）
⑶　市区町村税などの完納証明書等（所定様式）
⑷　再建した住宅に居住している全員が記載された住民票（住民票謄本）
⑸　り災証明書
⑹　費用を負担した方の住民票（費用を負担した方が再建した住宅に居住していない場
合に限る）

⑺　費用を負担した方と被災住宅に居住していた方との関係が分かる戸籍謄本（費用を
負担した方が再建した住宅に居住していない場合に限る）

⑻　申請する方の預金通帳の写し
⑼　手続きする方の身分証明書の写し
⑽　住宅の建設もしくは購入または被災住宅の補修に係る契約書、内訳書、請求書および
領収書の写し（利子補給補助の場合は領収書の添付を省略可）

⑾　住宅用地の購入に係る契約書および領収書の写し（利子補給補助の場合は領収書の
添付を省略可）

⑿　申請する方の印鑑（認印可、シャチハタ不可）

⑴　東日本大震災により全壊、大規模半壊または半壊のり災判定を受けた住宅、または東
日本大震災の発生時（平成23年３月11日）に災害危険区域にある住宅に自己または
親族が居住していた方

⑵　市内（災害危険区域で被災された方にあっては市外でも可。ただし、復興公営住宅入
居後は市内のみ可）で被災住宅に代わる住宅の建設もしくは購入した方、または被災
住宅の補修した方で再建した住宅に居住する方 

⑶　防災集団移転促進事業、がけ地近接等危険住宅移転事業の対象とならない方、または
これらの事業の補助金額が本事業の補助金額に満たない方

⑷　市税など（市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税）に滞納がない方
⑸　暴力団員などでない方
※他市町村で被災し、本市に転入する方（詳しくは問い合わせください）

※津波浸水区域：「平成23年度固定資産税および都市計画税の課税免除指定区域」

※上限額に満たない場合、78万円を限度に移転費用などを補助
※取得費用補助および補修費用補助の場合、生活再建支援金（加算支援金）などを
控除した額

 ○利子補給補助を申請する場合
 ・ 金銭消費貸借契約書の写し（特約を組んでいる場合は併せて特約書の写し）
 ・ 返済予定明細表の写し
 ・ 再建した住宅および購入した土地の登記事項証明書（借入状況が確認できない場合は
住宅ローンの返済が確認できる預金通帳の写し）

 ○取得費用補助を申請する場合
 ・ 再建した住宅および購入した土地の登記事項証明書
　（未登記の場合は建築確認検査済証）

 ○移転費用補助を申請する場合
 ・ 再建した住宅への引っ越し代金および登記費用などの領収書の写し

 ○かさ上げ費用補助を申請する場合
 ・ かさ上げ工事にかかわる設計図書（位置図、平面図、かさ上げ前後の断面図、構造図など）
 ・ 現況写真（かさ上げ工事後の状況などが分かるもの）
 ・ かさ上げ工事の契約書、内訳書および領収書の写し

東日本大震災により被災した住宅の早期復興のため、住宅を再建する方に住宅再建費用などの一部を補助します。

以下をご覧
ください

 ・ 住宅ローンに対する助成　　　最大722.7万円（利子補給）
 ・ 引越し費用などに対する助成　最大  80.2万円（費用補給）

【
概
要
】

問い合わせ
ください

かさ上げ工事の補助対象について
⑴宅地のかさ上げ工事 ⑶かさ上げに伴う擁壁工事

⑵高基礎工事 ⑷曳家または揚家工事

宅地の盛土工事を
行った場合

宅地の盛土工事に
伴い、擁壁を築造
した場合

地盤面から50㌢
以上の高さの基礎
を築造した場合

現地盤より
50㌢以上
の高さの基
礎を築造し
たとき

現地盤 現地盤

現地盤

既存地盤

既存の基礎より高
く基礎を立ち揚げ
る曳家または揚家
工事を行った場合

 ３．申請書類

 １．対象者.（以下の全てに該当する方）

 ２．補助金の額

スタート（再建方法が建設・購入または補修の方）

市の独自支援制度

国の支援制度

①被災者住宅再建事業

防災集団移転
促進事業補助金

②がけ地近接など

がけ地近接等
危険住宅移転事業補助金

東日本大震災で被災しましたか？
はい いいえ

建設または購入
利子補給補助 取得費用補助
上限額444万円 上限額250万円

補修
利子補給補助 補修費用補助
上限額150万円 上限額100万円

利子補給補助 取得費用補助
上限額544万円 上限額350万円

かさ上げ費用補助　※津波浸水区域内
上限額100万円

被災した住宅は災害危険区域外ですか？
はい、区域外です いいえ、区域内です

住宅を再建したときに住宅再建資金を借り入れしましたか？
いいえ、借り入れていません はい、借り入れました

再建した住宅を契約したのはいつですか？
平成23年3月12日～平成24年11月30日
（震災翌日～災害危険区域指定日前）

平成24年11月30日以降
（災害危険区域指定日後）

再建した場所は市内ですか？
はい いいえ

り災判定は半壊以上
（全壊・大規模半壊・半壊）ですか？
はい いいえ

補助金の申請を忘れていませんか？

①東日本大震災被災者住宅再建事業補助金

〈住宅再建における補助対象判定〉

補助対象外

補助対象外

□申  ・□問  　生活再建支援課（内線4761）


