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震災復興情報 お知らせ
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お知らせ

宮城県から「中小企業者向け事業復旧支援補助金」
のお知らせ

　　　震災で大きな被害を受けた中小企業者の施設（工場、店舗、観光施設等）お
よび設備の復旧に要する経費を補助します。
対　象
　施設・設備に一定の被害を受けた中小企業者で、県内で復旧する
①製造業を営む方　②商業サービス業を営む方　③観光業を営む方
補助率・補助限度額
①製造業　２分の１以内・100万円～1,000万円
②商業サービス業　全壊の場合は45パーセント以内・90万円～270万円
　大規模半壊の場合は35パーセント以内・70万円～210万円
③観光業　2分の1以内・100万円～1,000万円
※補助対象経費が200万円を下回った場合は補助の対象外となります。
※国県の震災関連の補助金および市の中小企業復旧支援事業補助金との重
　複はできません。
申請期間
　１０月１３日（火）～１１月１３日（金）

問申・ 　県東部地方振興事務所　☎95-1414	・	市商工課（内線3524）	

石巻駅周辺地区道路計画のお知らせ
お知らせお知らせ

　　

問　石巻駅周辺整備プロジェクト推進室（内線5636・5637）

　市では、東日本大震災を教訓に災害に強い街づくりを目指し、市
役所を中心に石巻駅前に「津波防災拠点」整備を進めており、併せて
右図のとおり道路整備を計画しています。
　「こ線橋（緑色）」については、新設する市立病院への緊急車両ルー
トとして計画していましたが、財源の問題や周辺状況の変化から、整
備しないこととしました。
　なお、石巻駅（鉄道線路）の南北間アクセスの向上対策として、次
の２事業を計画しています。
　　○「七窪蛇田線（赤色）」
　　　　	石巻バイパスと国道３９８号を、線路を越えて繋ぐ都市計
　　　　　画道路
　　○「（仮称）石巻駅南北間道路（青色）」　　　　	
　　　　　石巻駅前から小川町踏切までの市道を交互通行化

お知らせ募集
第１回石巻市創業ビジネスグランプリ

　　　市の地域資源を活かし、復興に資するようなビジネスモデルやビジネスアイ
デアを募集します。
募集内容
■一般部門
　地域資源の発掘とそのプロデュース手法を明らかに
　した、事業化されていないビジネスプラン
■学生部門
　地域資源を活用し、時代を先取りした、石巻の復興に
　つながるようなビジネスアイデア
副賞
■一般部門
　最優秀賞５０万円（１件）、優秀賞１５万円（２件）、奨励賞５万円（５件）
■学生部門
　大学生　最優秀賞３０万円（１件）、優秀賞５万円（３件）
　高校生以下　最優秀賞３万円相当の金品（１件）、優秀賞１万円相当の金品（２件）
応募方法
　ホームページから専用の応募用紙をダウンロードし、必要事項をご記入の上、
郵送、持参またはＥメールで提出してください。
募集期限
　１１月３０日（月）午後5時（当日消印有効）

問申・ 　産業推進課（内線３５４４）
　　　　〒986-8501（住所不要）　	 	isindstr@city.ishinomaki.lｇ.jp

お知らせ募集

「女性のための防災リーダー養成講座」
参加者募集

　　　災害時には女性の視点が欠かせません。地域防災の担い手となる人材を育
成するための講座を開催します。

と こ ろ　向陽地区コミュニティセンター
対 象 者　市内にお住まいで、地域で防災活動に取り組む意欲のある女性
　　　　			※全講座に参加できる方
定 　 員　３０人〔先着〕
申込方法　住所、氏名、年齢、電話番号をご記入の上、FAXまたはＥメール　　
　　　　　で申し込みください。電話でも申し込みできます。

要予約問申・ 　地域協働課（内線４２３３）　ＦＡＸ２２－４９９５
　　　　 	iscviact@city.ishinomaki.lg.jp

と　き 内　容
11月11日（水）

午後1時30分
　　　　～4時

防災・復興と男女共同参画
11月30日（月） 石巻市地域防災計画を知ろう

12月11日（金） 災害時、こんな時の対応は…
（ワークショップ）

お知らせ

　　

湊地区の復旧・復興事業の展示

　湊地区の復旧・復興事業を紹介するパネルを展
示しています。
と き　午前９時30分～午後５時（月・祝日休館）
ところ　総合福祉会館みなと荘２階図書室
　		　問　秘書広報課（内線4022）	

お知らせ

　　

防災集団移転団地 移転先宅地貸付料率の変更

 	防災集団移転促進事業において整備した移転先宅地の貸付料について、
新市街地は３０年間固定資産税評価額の１．４パーセントかつ初めの１０年間は
２００㎡までを全額免除、半島部は３０年間全額免除としており、３１年目以降に
ついては、固定資産税評価額に公有財産規則に基づく率（現行５．５パーセン
ト）を乗じた額としていました。
　この度、３１年目以降の貸付料率を公有財産規則に基づく率（現行５．５パー
セント）から１．４パーセントへ変更しましたので、お知らせします。

　問 		用地管理課(内線5463～5466）
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ＰＣＢを含有している電気機器を使用または
保管していないか点検してくださいお知らせ

　ＰＣＢを含む電気機器（トランス、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定
器等）を使用しているときはＰＣＢ特別措置法に基づき届け出が必要です。
　ＰＣＢ含有の有無は、機器メーカーや中間貯蔵・環境安全事業㈱（ＪＥＳ
ＣＯ）のホームページ（http://www.jesconet.co.jp/）で判別することが
できます。
　ＰＣＢを含有していることが判明した場合は、直ちに届け出を行うとと
もに、必ず適正に保管、処理する必要がありますのでご注意ください。
問　県東部保険福祉事務所（石巻保健所）　☎９５‐１４４７

 　 

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パーセント）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・年末年始を除く）
　		問　市生活再建支援課（内線3955）

と　き ところ
10月30日（金）・11月20日（金）・21日（土）午前10時

～午後4時
	市役所５階市民サロン前

10月31日（土） 開成ささえあい拠点センター

●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3966）

と　き ところ 相談時間 相談担当者

10月21日（水）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

10月27日（火） 仮設蛇田中央団地集会所
（向陽町四丁目7-1） 午後1時20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、昨年4月の消費税率8パーセント引き上げ以降に、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。
※以下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パーセントで建築・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
10月30日（金）・11月20日（金）

午前10時
～午後4時

　市役所3階36番窓口

10月31日（土） 　開成ささえあい拠点センター
11月21日（土） 　市役所5階市民サロン前

【石巻地区】結核・肺がん検診が終了します
お知らせ

　結核・肺がん検診が１１月２０日（金）で終了します。
まだ、受けていない方は、早めに受診しましょう。申し込みしていない方で、受診
を希望される方は、追加申し込みができますので、ご連絡ください。
問　健康推進課（内線2413～２４１５）

麻しん風しん予防接種（第２期）
お知らせ

　麻しん風しん予防接種（第２期）の予診票を３月下旬に送付しています。
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。
対 象　平成２１年４月２日～平成２２年４月１日生まれの方（就学前）
接種期限　平成２８年３月３１日（木）
※転入等で予診票がお手元に無い方は、お問い合わせください。
問　健康推進課（内線２４１4）

資産税課からのお知らせ
お知らせ

■「相続人代表者届」の提出
　納税義務者が亡くなった際は「相続人代表者届」を提出してください。また、相
続人代表者に変更があった場合は変更届を提出願います。
　この届け出は、翌年度以降の固定資産税納税通知書を受領していただく方を
決めていただくものですので、相続登記の手続きは別に行ってください。
■共有資産に対する代表者の変更を希望する場合
　土地または家屋を複数の方で共有されている場合は、代表の方へ納税通知書
を送付しています。代表者の変更を希望する場合は、「共有資産に対する代表者
変更申告書」を提出してください。
■「補充家屋名義変更届」添付書類
　未登記家屋の所有者に変更があった場合「補充家屋名義変更届」の提出が必
要ですが、相続により名義が変わった場合は、印鑑証明に加え、遺産分割協議書
（写し）、相続関係説明図、死亡者および相続人全員の出生から死亡までの戸籍
（写し）の添付が必要となります。
　各種届出用紙はホームページに掲載していますが、詳細については資産税課
へお問い合わせください。

問申・ 　資産税課（内線3117・3118・3124）
　　　　各総合支所市民生活課・各支所

身体の不自由な方の健診を実施します
お知らせ

要予約と　き　10月2７日（火）　受付時間	午後１時～１時３０分
ところ　市保健相談センター
対　象　車椅子、松葉杖で移動のできる方（付き添いの方
　　　　が必要）
※特定健診、結核・肺がん検診、前立腺がん検診および大
　腸がん検診が受診できます

問申・ 　健康推進課（内線２４１５）

みやぎジョブカフェ  合同適性試験・合同企業説明会
お知らせ

と　　き　11月20日（金）
　　　　　合 同 適 性 試 験　午前10時30分～午後0時30分、午後3時30分
　　　　　　　　　　　　　～5時20分（受付時間　各30分前～10分前）
　　　　　合同企業説明会　午後1時30分～4時30分
　　　　　　　　　　　　　（受付時間　午後1時～4時）
と こ ろ　アエル5階・28階(仙台市青葉区中央一丁目3-1)
参加企業　県内に本支店・営業所等がある企業約50社
対　　象　44歳以下の求職者および平成28年3月大学等卒業予定者
　　　　　※当日は学生証・運転免許証等の写真付きの身分証明書を持参し
　　　　　　てください。
　 問申・ 　みやぎジョブカフェ　☎022-745-0007
　　　問　市商工課（内線3523）
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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。

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27年11月1日の予定です。 
発行　石巻市総務部秘書広報課（内線4023・4025）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

石ノ森萬画館第59回特別企画展
「この男がジブリを支えた。 近藤喜文展」お知らせ

　「火垂るの墓」のキャラクターデザイン・作画監督を務め、「耳をすませば」
を監督した日本屈指のアニメーター、近藤喜文（1950-1998）が遺

のこ

した仕事
を、原画やイメージボード、スケッチ等を通して振り返ります。
と　き　10月10日（土）～平成28年4月10日（日）
料　金　大人800円/中高生500円/小学生200円/未就学児無料
　　　　（常設展観覧料含む）
　　問　石ノ森萬画館　☎96-5055
　　　　休館日　第3火曜日（12月～2月は毎週火曜日）※年末年始は開館
　　　　市観光課(内線3534)

石巻市畜産クラスター協議会を設立しました
お知らせ

　国で新たに創設した「畜産クラスター関連事業」に取り組むためには、畜産
クラスター協議会の構成員になる必要があります。希望される方は申し込み
ください。
事業概要および要件
・畜産クラスター計画を策定し、中心経営体に位置付けられた構成員が支援の
　対象となります。
・中心経営体は、法人（1戸1法人を含む）であること、もしくは事業実施年　
度内に法人化の見込みがあることが条件となります。
申込期限　11月30日（月）
　 問申・ 　農林課（内線3552）

石巻広域都市計画案の縦覧を行います
お知らせ

　市では、復興事業に伴う都市計画の案(市決定)の縦覧を次のとおり行います。
■縦覧内容
　①新蛇田地区計画の変更　　　②新蛇田南地区計画の変更
　③新渡波地区計画の変更　　　④新渡波西地区計画の変更
　⑤あけぼの北地区計画の変更　⑥須江地区計画の変更
■縦覧場所　都市計画課
■縦覧期間　10月5日（月）～19日（月）　午前8時30分～午後5時
　　　　　　(土日・祝日を除く)
※この案に対して意見のある方は、縦覧期間中、市長に意見書を提出できま　
　す。
問　都市計画課（内線5634）

テレワーク1000プロジェクトお仕事説明会
お知らせ

　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。
と　き　10月23日（金）　午後2時～4時
　　　　（受付開始　午後1時40分）
ところ　市観光物産情報センター「ロマン海遊21」2階（鋳銭場8-11）
　　問　被災地テレワーク就業支援協議会Telework1000プロジェクト
　　　　事務局（株式会社ライフネス内）　☎03-5304-5051
　　　　市商工課（内線3526）

お子さん連れでも
参加できます

ポリテクセンター宮城「公共職業訓練受講生募集」

　早期再就職に向けた職業訓練を実施しています。

訓練期間　平成28年1月5日（火）～6月29日（水）（6カ月）
受 講 料　無料（テキスト代等は自己負担）
募集期間　10月21日（水）～11月20日（金）
　　　　　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（多賀城実習場訓練科）　☎022-362-2454
　　　　　市商工課（内線3523）

募集

募集訓練科名（多賀城実習場） 定員
電気・情報通信工事科 15人
生産情報ネットワーク技術科 30人
住宅リフォーム科 15人
住宅建築工事科 15人
ビル設備サービス科 18人

平成27年度 かほく産業まつり

　地域物産販売、試食コーナー、鮭のつかみどり大会、ビンゴ大会等を予定
と　き　11月1日（日）　午前9時30分～午後3時　※雨天中止
ところ　情報プラザ、河北総合センター「ビッグバン」周辺
　　問　産業まつり実行委員会事務局（河北総合支所地域振興課）
　　　　☎62-2114　

イベント

ごみ出しルールをみんなで守ろう
お知らせ

　飲食店・商店等各種店舗や会社・工場・事務所等から出るごみは、集積所に
は出せません。
　事業ごみのうち、一般廃棄物に該当するごみは、市の施設に搬入するか、
市の許可を受けている収集運搬業者に処理を依頼してください。
問　廃棄物対策課（内線3375・3376）

第１０回かなんクロスカントリー大会参加者募集中

と　　き　12月6日（日）
　　　　　受　付　　午前7時40分～8時40分　遊楽館
　　　　　開会式　　午前9時　遊楽館アリーナ
　　　　　競技開始　午前9時50分
と  こ  ろ　遊楽館外周コース（北村字前山15-1）
種　　目　	①さくらコース　男子　　　	 2.1km
　　　　	　②さくらコース　女子　　　	 1.0km
　　　　　	③小学男子　　　　　　　　1.4km
　　　　　	④小学女子　　　　　　　　1.4km
　　　　　	⑤中学男子　　　　　　　　3.3km
　　　　	　⑥中学女子　　　　　　　　3.3km
　　　　	　⑦一般・高校女子　　　　　		3.3km
　　　	　　⑧壮年女子（40歳以上）　		　3.3km
　　　　	　⑨壮年男子（40歳以上）　		　4.6km
　　　　	　⑩一般・高校男子　　　　　		6.85km
出場制限 　小学生の参加は、4年生以上とします。
　　　　	　さくらコースの部の出場者は、以下の方とします。
　　　　　	・特別支援学校中学部および高等部に在籍する生徒
　　　　　・高等支援学校に在籍する生徒
　　　　　・中学校の特別支援学級に在籍する生徒
　　　　　※視覚障害の方は、必ず伴走者を付けること。
　　　　　※聴覚障害のみの方は、このコースへの参加はできません。
申込期限　11月1日（日）
参 加 料　さくらコースの部			　	500円（スポーツ保険含む）
　　　　　小・中学生	　　　　　	500円（スポーツ保険含む）
　　　　　高校・一般・壮年　　1,000円（スポーツ保険含む）
申込方法　参加料を添えて直接申し込みください。
受付時間　午前9時～午後5時（遊楽館の休館日を除く）
　 問申・ 　かなんクロスカントリー大会実行委員会事務局（遊楽館内河南公民館）
　　　　　☎86-3663（月曜休館、月曜が祝日の場合は翌日休館）

募集


