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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を使用しています。

 住民基本台帳による石巻市の人口と世帯数　 石巻市で被災されたとする死者数および行方不明者数
　　　（8月末現在）

平成25年8月末現在 人口　151,122人　　世帯数　59,348世帯 直接死3,264人　関連死246人　行方不明者445人

平成24年8月末現在 人口　152,289人　　世帯数　58,771世帯　
※直接死とは　津波や家屋倒壊等が原因で亡くなった方
※関連死とは　直接死以外でこの震災が原因で亡くなり、
　　　　　　　災害弔慰金支給審査会等で認定された方

　　　　        

おたふくかぜ・水痘予防接種の助成を行います
　10月1日（火）から任意の予防接種「おたふくかぜワクチン」および「水

みずぼうそう
痘ワクチン」

の接種費用の全額助成を開始します。
対 象 者　石巻市に住民登録がある1歳以上6歳以下（小学校就学前の3月31日まで）の方
助成回数　それぞれ1回
接種方法　1.石巻管内の指定医療機関に、電話予約をしてください。
　　　　　2.予約日時に、健康保険証等の住所・年齢が確認できるものを持参の上、来
　　　　　　院し、接種を受けてください。
　なお、里帰りや震災による一時避難等により、指定医療機関以外で接種した場合にも
助成（上限あり）します。詳しくはお問い合わせください。

問申申 健康推進課（内線2415）

石巻市子どもセンター職員を募集！
　平成26年1月に開設する石巻市子どもセンターで働く職員を募集します。
申込期間　10月1日（火）～（土日・祝日を除く）
　　　　　午前9時～午後5時
　　　　　※採用人数に達し次第、申し込みを締め切ります。
申込方法　履歴書（写真添付）を記載し、市役所2階子育て支援課窓口へ持参
対　　象　次のいずれかの資格をお持ちの方を募集しています。
　　　　　　○保育士資格　　　○幼稚園教諭資格　○学校教員資格
　　　　　　○社会福祉士資格　○児童厚生員資格
採用時期　面接を実施し、採用が決定次第採用します。
問　子育て支援課（内線2522）

　　　　        

市政教室の参加者募集
と　　き　第12回　10月10日（木）　　　第13回　10月31日（木）
　　　　　いずれも午前10時～午後4時
見 学 先　○雄勝地区復旧状況見学　○道の駅「上品の郷」（昼食各自）
　　　　　○災害廃棄物処理施設（選別施設・仮設炉）見学　○津波避難ビル見学
定　　員　各日20人〔先着〕　参 加 費　無料（昼食は各自負担）
申込方法　10月1日（火）午前8時30分から電話で事前にお申し込みください。
集合場所　①市役所5階市民サロン　　 　　　 　　 　午前10時
　　　　　②石巻市総合運動公園内バス駐車場（南境） 午前10時15分
　　　　　※予約の際、どの場所から乗車するか申し出ください。
注意事項　①お車でおいでの際は、総合運動公園内駐車場をご利用ください。
　　　　　②悪天候等により、コース内容等の変更、または中止になる場合があります。

問申申 　秘書広報課（内線4022・4023）

　　　　        

インフルエンザ予防接種　

指定医療機関 電話番号
あいかわ小児クリニック 92-8805
相沢泌尿器科医院 22-2901
あけぼのクリニック 98-3061
あべクリニック産科婦人科 22-3322
あらい脳神経外科クリニック 98-3671
池田整形外科医院 23-2111
いしづか内科クリニック 92-7311
石巻クリニック（※） 22-8822
石巻港湾病院 94-9195
石巻市田代診療所 98-2005
石巻市立病院開成仮診療所 23-3200
石巻診療所 23-0125
石巻赤十字病院（※） 21-7220
石巻ときわクリニック 24-8412
いしのまき矢吹クリニック 21-6117
いとう心療クリニック 98-3201
伊藤内科クリニック 96-6372
駅前北きし内科クリニック 95-3123
大街道じゅんクリニック 92-1092
かづま内科クリニック 96-7700
上石内科クリニック 22-2602
亀田内科皮膚科クリニック 95-6118
川村産婦人科医院 93-7600
かわらだ内科胃大腸クリニック 21-5335
久門医院 97-4141
こだまホスピタル 22-5431
こばやし医院 22-0789
小林耳鼻咽喉科医院 95-9537
齋藤産婦人科医院 22-0707
齋藤病院 96-3251
坂井内科胃腸科 93-8228
佐久間眼科小児科医院 92-7651
佐藤整形外科医院（※） 95-1755
佐藤神経内科医院 22-5522
佐藤内科医院 22-3020
佐藤・みみ・はな・のどクリニック 22-3387
東海林内科胃腸科 96-2823
しらゆりクリニック 22-3717
診療所　在宅医療 98-6255
高橋消化器内科 95-1621
たてだ医院 22-2741
田中小児科医院 22-1714
中浦内科医院 21-7551
中嶋外科医院 22-5676
中山こどもクリニック 95-4121
二宮外科 22-0202

指定医療機関 電話番号
野沢医院 95-7165
古山内科・循環器科 23-0221
まだらめ内科医院 24-9133
丸中外科胃腸科医院 96-8431
三浦泌尿器科医院 95-1961
箕田内科クリニック 96-5252
森消化器内科外科 23-2151
やまもと産婦人科 93-7000
祐ホームクリニック石巻 050-3777-2177
よしろう内科 22-3277
六郷耳鼻咽喉科 22-5012
渡辺耳鼻咽喉科医院 93-1131
木村医院 62-3039
舘田耳鼻咽喉科医院 62-3036
成田医院 62-3221
石巻市雄勝診療所 58-3373
石巻ロイヤル病院 73-5888
鹿島記念病院 73-2420
簡野医院 74-2244
櫻井内科クリニック 73-3811
佐々木医院 72-3122
紫桃内科医院 75-2325
中川内科外科医院 72-2123
伊藤医院 76-2224
栗原医院 76-4170
ものうファミリークリニック 76-4024
石巻市橋浦診療所 67-2051
網小医院 49-2033
石巻市寄磯診療所 48-2111
石巻市立牡鹿病院 45-3185
石垣クリニック内科循環器科 83-7070
伊東胃腸科内科 82-6666
うつみレディスクリニック 84-2868
かしわや内科クリニック 83-2003
加藤医院 82-2030
ししど内科クリニック 83-8830
仙石病院（※） 83-2111
永沼ハートクリニック 82-6680
鳴瀬中央医院 87-3853
ひかりサンテクリニック 84-1333
藤野整形外科 83-2121
真壁病院 82-7111
みやぎ東部循環器科 82-9930
やもと内科クリニック 98-3260
わたなべ整形外科 84-2323
女川町地域医療センター 53-5511

平成25年度インフルエンザ予防接種指定医療機関

（※）の医療機関はかかりつけの方のみとなります。
　　年齢制限がある場合もありますので、医療機関への予約の際にご確認ください。

●高齢者インフルエンザ予防接種
　10月1日（火）から公費負担による予防接種を行います。
対　象　①65歳以上の方
　　　　②60歳以上64歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能に自己の日常生活活動
　　　　　が極度に制限される程度の障害を有する等の方
場　所　下記の指定医療機関（個別通知はしませんので、予約をしてから接種してください）
自己負担金　1,000円　　自己負担金が免除される方　生活保護世帯の方
※事前に健康推進課または各総合支所保健福祉課に、生活保護受給証明書と印鑑をお
　持ちいただき、免除証明書の交付を受けてください。

問申申 　健康推進課（内線2413）

10月6日（日）・20日（日）　午前9時～午後1時　市役所2階市民課
住民票・戸籍証明書・印鑑証明書の発行、印鑑登録、住所異動届等

※税証明書、電子証明書、住基カードの発行、住基カードを使用した転入届、
臨時運行許可（仮ナンバー）申請、原動機付自転車の廃止・登録はできません。

10月20日（日）　午前9時～午後1時　市役所3階納税課
税金の納付や相談に関すること

今月の税金　納期限　10月31日（木）　○市県民税　第3期　○国民健康保険税　第7期
○後期高齢者医療保険料　第4期　○介護保険料　第4期

今月の休日開庁のお知らせ

12市報 いしのまき 


