
6市報 いしのまき 平成27年（2015年）12月15日号

震災復興情報 お知らせ
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お知らせ
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。
と　き　12月22日（火）　※予約不要
　　　　①午前10時　②午後2時　
ところ　河北総合センター「ビッグバン」集いの部屋
対　象　賃貸住宅の所有者、管理者
　　　　※入居者募集説明会ではありません。
　　　　 復興住宅課（内線5557・5559）

お知らせ募集
復興公営住宅（退去住戸）入居者募集

　　　

　退去により空き室となった住戸の募集です。
■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
　・東日本大震災で自宅が全壊の方
　・東日本大震災で自宅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
　１２月２１日（月）～平成２８年１月７日（木）　
　午前９時～午後５時（土日・祝日・年末年始の休業日を除く）
　※申込数が募集戸数を超えた場合、抽選により仮当選者を決定します。
　※申込数が募集戸数に満たない場合または入居者が決定しなかった場合は、
　　随時募集〔先着〕とします。
■必要書類
　①申込書（押印が必要です）
　②り災証明書の写し
　③家屋の取り壊しを証明する書類の写し（り災判定が大規模半壊または半壊の方）
　④抽選にあたり優遇する事項を証明する書類
　※申込書一式はお返しできませんのでご了承ください。
■入居予定時期
　平成２８年２月～３月ごろ

問申・ 　
市役所3階　
事前登録相談窓口

（37番窓口）　
（内線3981～3983）
☎90-8041・
　90-8042
　午前9時～午後5時

名称 市営築山復興住宅（3-22号）
所在地 築山二丁目4-40

構造 鉄骨造 2階建て 
※エレベーターなし

戸数 1戸（2階）
間取り 1LDK（1人以上）

家賃月額 5,400～46,900円
供用開始日 平成27年4月1日

※募集情報等はホームページでもご覧いただけます。

■募集する住宅

問

お知らせ
交通規制のお知らせ（県道石巻女川線）

　　  　県道石巻女川線（都市計画道路門脇
流留線）において、道路改築工事のた
め、下記のとおり車線規制および交差
点の封鎖を実施します。
と　き　12月18日（金）～平成29年
　　　　 3月24日（金）（予定）　
ところ　 魚町地内外（日和大橋から
            国道398号交差点区間）
内　容　・終日片側1車線規制　
　　　　 ・交差点閉鎖（右記イメー
            ジ図の×印の交差点）

　　県東部土木事務所　☎94-8763
　　奥村・福田・遠藤建設工事共同企業体　
　　☎98-4622

問

〈交通規制イメージ図〉〈凡例〉 車道 歩道工事施工箇所
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お知らせ募集
中瀬公園基本計画（案）に対する意見募集

　　　　
　市では、中瀬全域を対象とした中瀬公園基本計画を策定するにあたり、皆さん
からのご意見を募集します。また、市民説明会を開催します。
意見募集（パブリックコメント）
　・閲覧場所　市役所４階情報公開コーナー、基盤整備課、各総合支所、各支所、
　  　　　　　ホームページ
　・提出方法　ご意見は、住所、年齢、性別、職業、電話番号を記載し、郵送、Ｆ
　　　　　　　ＡＸ、Ｅメールまたは持参のいずれかにより提出してください。
　　　　　　 ※意見提出の参考様式はホームページに掲載および閲覧場所に設
                    　 置しています。
　・募集期間　１２月１５日（火）～平成２８年１月１４日（木）
　　　　　 　午前8時30分～午後5時（土日・祝日・年末年始の休業日を除く）必着
　・提 出 先　 〒986-8501（住所不要） 基盤整備課
                　FAX 90-8046　  infraimp@city.ishinomaki.lg.jp
市民説明会　 
　と　き　１２月２３日（水・祝）午前１０時　※予約不要
　ところ　市役所４階庁議室　
　　　　　基盤整備課（内線５５１６）問

お知らせ
復興特区による税制優遇制度のお知らせ

　　　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。　

問申・ 　商工課（内線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月）

※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、即時償却と併せて12%の税額控除
※①～③は、各年度でいずれか1つの選択適用となり、④は併用できます。
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。
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お知らせ
宝くじ助成を活用しました

　　
　（財）自治総合センターの宝くじ社会貢献
広報事業（地域防災組織育成助成）を受け、
自主防災組織に必要な備品を配備しました。

助成団体名 配備内容
　　　三軒屋東自主防災会
　　　貞山一丁目自主防災会
　　　かほく福地防災会
　　　四家防災会

　発電機、リヤカー、テント、　
　工具等

問　　防災推進課（内線4173）

　認知症全般に関する相談にサポート医と保健師が対応します。
と　　き　平成28年1月5日（火）　　ところ　包括ケアセンター
対　　象　市内居住の本人、家族等　定　員　午前・午後各2件[先着]
申込期限　1月4日（月）　申込方法　電話または窓口で申し込みください
　 問申・ 　介護保険課（内線2437）

弁護士・社会福祉士による「移動無料相談会」
相談

 　 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）
  　　　 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

12月25日（金） 仮設開成第8団地集会所
（開成1-63） 午前10時～午後4時 弁護士

社会福祉士

「災害復興住宅融資」無料相談会
相談

 　 　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、土曜日は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）

要予約

と　き ところ
12月18日（金）・19日（土） 午前10時

～午後4時 　市役所5階市民サロン前
1月29日（金）・30日（土）

「住まいの復興給付金」申請相談会の開催
相談

 　 　「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％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％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
12月18日（金）・1月29日（金） 午前10時

～午後4時
　市役所3階36番窓口

12月19日（土）・1月30日（土） 　市役所5階市民サロン前

ノロウイルスによる感染性胃腸炎に気を付けましょう！

　ノロウイルスは例年、冬季に感染者数がピークとなる傾向があります。また今
年は、これまで検出例の少ない遺伝子型のノロウイルスが検出されており、流行
が拡大する可能性が指摘されています。
◇感染経路
　ノロウイルスに汚染された食品を食べたときや、発症
　した人の便やおう吐物からの感染が考えられます。
◇主な症状
　腹痛、おう吐、下痢等で、抵抗力が弱い乳幼児・高齢者
　の方が感染すると重症化することがあります。
◇予防方法
　①食事の前、トイレの後、おむつ交換後は、十分手洗い（※１）をする。
　②食品の洗浄・加熱や調理器具の洗浄・消毒を徹底する。
　　（中心部を85～90℃で90秒以上加熱する。また、調理後は調理器具をよく
　　洗い、熱湯をかけたり、塩素系漂白剤につける等、十分に消毒する）
　③おう吐物や便にウィルスがいますので、処理する際はマスク・手袋をして、　
　　飛び散らないように扱い、床等に付着した場合は次亜塩素酸ナトリウム液
　　（※２）で消毒を行う。（アルコール消毒はノロウイルスに対して効果があり
　　ません）
◇対処方法
　①早めに医師の診察を受けましょう。
　②おう吐や下痢等の症状がある場合は、水分を多めにとりましょう。
※1　手洗いの方法
　始めに流水で汚れを洗浄し、その後石けんを使用し、流水で洗い流します。特
　に、指先や指の間は洗い残しが生じやすいので注意して洗いましょう。乾燥に
　はペーパータオルの使用が望まれます。（手ふきタオルの共用は厳禁）
※2　次亜塩素酸ナトリウム液の作り方
　500mlのペットボトルに水道水を入れ、台所用塩素系漂白剤をキャップの６分
　目を2杯入れると出来上がりです。使用時に刺激臭が発生する場合がありま
　すので注意してください。
問　健康推進課（内線2413）

お知らせ

　

問

お知らせ
「1泊2日温泉婚活」参加者募集

　温泉と美味しい食を堪能して恋の出会いの旅を楽しみませんか?
と　　き　平成28年1月23日（土）・24日（日）
対　　象　おおむね50歳まで（独身に限る）、両日とも参加できる方
　　　　　※男性は市内在住の農業従事者（兼業農家を含む）
定　　員　男女各20人〔先着〕
申込方法　FAX、Eメールまたは電話で申し込みください。
申込期限　平成28年1月12日（火）
※詳細はホームページをご覧ください。

復興政策部（内線4205）　FAX22-4995
 reconst@city.ishinomaki.lg.jp

お知らせ募集

　　　

問申・

　上記ワクチンのいずれかを市の助成で接種し、接種後に下記の症状により医療
機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当てが支給
される場合があります。請求した日からさかのぼって５年以内に受けた医療行為
に限られますので、心当たりのある方は相談窓口へ至急お問い合わせください。
接種期間　平成２３年２月１日～平成２５年３月３１日の接種
症 状 例
●ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン：注射部位の痛み・赤み・腫れ・しこり・発
　熱、不機嫌な状態や食欲不振等
●子宮頸がんワクチン：注射部位の痛み・赤み・腫れ・かゆみ・出血・不快感・しこり
　・発熱・頭痛・腹痛・疲労感・めまい・関節痛・筋肉痛・吐き気・倦

けんたい

怠感等
（相談窓口）　（独法）医薬品医療機器総合機構　救済制度相談窓口
　　　　　　☎0120-１４９-９３１（フリーダイヤル）　☎０３-3５０６-９４１１（有料）
　　　　　　午前９時～午後５時（土日・祝日・年末年始を除く）
　　　　問　健康推進課（内線2413）
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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　年末年始の休業日　12月29日（火）～平成28年1月3日（日）
ホームページ　http://www.city.ishinomaki.lg.jp/ 次回発行は平成28年1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

戦没者等のご遺族の皆さまへ
～第10回特別弔慰金の請求を受け付けています～お知らせ

■対　　象　戦没者等の死亡当時の三親等内親族の中で１人
　　　　　　※ただし、遺族内で支給順位があり、平成27年４月１日において、
　　　　　　　遺族年金等の受給者がいない場合に限ります。
■支給内容　額面２５万円、５年償還の記名国債
■請求期限　平成３０年４月２日
■ご持参いただくもの
　・印かん、身分証明書
　・マイナンバー通知カード（平成２８年１月１日以降に請求する場合）
　・委任状や同意書等の提出が必要な場合もあります。詳しくはお問い合わ
　　せください。

問申・ 　福祉総務課（内線２４５９・２４５８） ・ 各総合支所保健福祉課

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。お子さん連れでも参加できます。
と　き　12月22日（火）　午後2時～4時
　　　　（受付開始午後1時40分）　※予約不要
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）
 　　 　 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）

イベント

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」

　「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　開催中～平成28年4月10日（日）　午前9時～午後5時
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
　　　　示観覧料含む）

問申・  　石ノ森萬画館　☎96-5055
　　　　 休館日　毎週火曜日（3月～11月は第3火曜日）※年末年始は開館
　  問　市観光課（内線3537）

要電話予約

在宅医療連携推進事業「鎌田 實講演会」
　「地域で命を支える～がんになっても脳卒中になっても、その人がその人らし
く生きるために～」
　在宅医療に対する正しい知識の普及と啓発を目的に、医師として地域医療
に携わり、そのかたわら東日本大震災の被災地支援にも取り組んでいる諏訪
中央病院名誉院長鎌田實氏を講師に迎え、講演会を開催します。
と　　き　平成28年1月29日(金)　午後2時開演(午後1時30分開場)
と こ ろ　石巻グランドホテル「天翔の間」
　　　　　※駐車台数には制限があります。また、利用の際は、有料となります。
定　　員　300人〔先着〕 
申込期限　平成28年1月22日（金）
　　　　　市立病院開成仮診療所　☎090-1063-5062

募集

臨時福祉給付金の申請はお済みですか？
お知らせ

　臨時福祉給付金の申請期限は、平成28年1月4日(月)です。申請がお済みで
ない方は早めに手続きをお願いします。

問申・  　臨時福祉給付金専用ダイヤル　☎90-8043・90-8044　
　　　 　午前8時30分～午後５時（土日・祝日を除く）

マイナンバー制度に便乗した詐欺に
ご注意ください！お知らせ

・マイナンバーの通知や利用手続で、国や自治体の職員が家族構成、資産や
　年金・保険の状況等を聞くことはありません。
・不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。不審   
　なメールは無視しましょう。
・万が一金銭を要求されても決して支払わないようにしましょう。
　不安に感じたら下記までご相談ください。
●消費者ホットライン　188番（いやや！）
●警察相談専用電話　　＃9110番　または最寄りの警察署まで

　その他、通知カード、個人番号カードに関することや、マイナンバー制度
全般については、下記までお問い合わせください。
●マイナンバー総合フリーダイヤル　☎0120-95-0178
問　通知カード、個人番号カード等に関すること
　　 市民課　☎90-4834
　　 マイナンバー制度全般に関すること
　　 総務課（内線4037）

　

ホームタンク等から灯油を小分けする際は
ご注意を！お知らせ

　一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから灯油等の油類が漏れ出
し、河川へ流出する事故が発生しています。
　ホームタンク等から灯油を小分けにする時は絶対にその場から離れな
い！目を離さない！
　皆さんのホームタンクや給油管は破損していませんか？もう一度点検
し、事故防止に努めましょう。
　流した油の回収や処理にかかった費用は、原因者の負担になります！
　一人ひとりが注意して豊かな自然を守りましょう。

問　北上川水系、江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会
　 　事務局　北上川下流河川事務所　☎95-0194
　 　市環境課（内線3369）

危な
い！

油流出を発見したら…
すぐに連絡を！問申・

イベント
「マンガッタンお正月2016」

　餅つき大会や凧揚げ、お正月特別ワークショップ、福袋販売等、楽しいイベ
ントが盛りだくさんです。
と　き　平成28年1月1日（金・祝）・2日（土）　午前9時～午後5時
 　　     石ノ森萬画館　☎96-5055
　　　   市観光課（内線3537）

問

問

ポリテクセンター宮城
「平成２８年３月入所公共職業訓練受講生募集」お知らせ

実習場 訓練期間 募集訓練科名 定員

名取実習場 平成28年3月4日（金）
　～9月1日（木）（6カ月）

ＣＡＤ・ＮＣオペレーション科 16人
テクニカルオペレーション科 15人
設備保全技術科 15人
溶接施工科 15人

多賀城実習場 平成28年3月3日（木）
　～9月30日（金）（7カ月） 電気設備技術科 20人

受 講 料　無料（テキスト代等は自己負担）
募集期間　12月16日（水）～平成28年1月22日（金）
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）へ申し込みください。
　　　　　 ポリテクセンター宮城　名取実習場訓練科　☎022-784-2820
　　　　　　　　　　　　　　      多賀城実習場訓練科　☎022-362-2425
　　　　　市商工課（内線3523）

問


