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震災復興情報 お知らせ
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お知らせ
石巻市津波避難ビル認定第22・23・24号

　　市では、津波発生時に浸水域外への避難が遅れた市民の皆さんの安全を確
保するため、民間事業者等が設置する施設や公共施設を活用し、沿岸部に津波
一時避難場所の整備を進めています。
　新たに次の施設を石巻市津波避難ビルとして認定しましたのでお知らせします。
　石巻市津波避難ビル第22号　市営筒場復興住宅（湊字筒場73）
　石巻市津波避難ビル第23号　市営新沼復興住宅（渡波字新沼182-1）
　石巻市津波避難ビル第24号　協業組合石巻廃棄物処理センター事務所
　　　　　　　　　　　　　　（門脇字明神1-37）

市営筒場復興住宅 市営新沼復興住宅

協業組合石巻廃棄物処理センター事務所

問　防災推進課（内線4180）

お知らせ 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。
　対象となる法人・個人事業者の方は、法人税や所得税、地方税減免等の特例
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、地方税
　のみ免除を受けられます。

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、特別償却と併せて税額控除
※①～③は、各年度でいずれか1つの選択適用となります。④は併用することができ
　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。

　市では、民間賃貸住宅を活用した既存借上型復興公営住宅の入居者募集を
予定しています。
　事前登録に申し込みいただいた方のうち、住宅が決まっていない方に今月
下旬ごろ、入居者募集のご案内を送付します。

既存借上型復興公営住宅とは？
　市が民間事業者から賃貸住宅を住戸単位で一定期間借り上げて供給するも
のです。
　家賃は、市が建設する復興公営住宅と同じ算定方法で決定し市が徴収しま
すが、駐車場および共益費等は民間事業者と入居される方との直接契約とな
ります。
※現在、みなし仮設住宅として借り上げている住戸を、そのまま復興公営住宅
　として借り上げるものではありません。

■募集期間
　5月10日（火）～31日（火）　午前9時～午後5時（土日を除く）
■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
　・東日本大震災で住宅の「り災判定が全壊」の方
　・東日本大震災で住宅の「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
　・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。
■その他
　復興公営住宅へ入居を希望される方は、事前登録の手続きが必要です。
　また、申込方法や入居資格等については、事前登録相談窓口までお問い合わ
せください。
　なお、資格審査において申込者や同居予定者が次に該当する方は、入居資格
がないと判断され、入居できませんのでご注意ください。
　①市町村民税、固定資産税および軽自動車税を滞納している方
　②過去に入居していた公営住宅において家賃等を滞納している方
　③過去５年以内に迷惑行為等で公営住宅を退去させられた方
　④暴力団員である方
　⑤被災した住居以外の住居や借家等を所有していたり、新たに建設・購入し
　　た場合や被災した住居を補修し再建された方
　⑥賃貸住宅等に入居し、住宅再建された方
　⑦夫婦で別居等、家族を不自然に分割または合併している方

問申・ 　市役所本庁舎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

既存借上型復興公営住宅入居者募集のお知らせ
（民間賃貸住宅を活用した復興公営住宅です）

お知らせ

三陸自動車道
河北IC　終日閉鎖のお知らせ

　三陸自動車道　4車線拡幅工事のため、河北ICの気仙沼方面出入り口を工
事のため終日閉鎖します。
期　間　5月11日（水）午後9時～7月31日（日）午前6時

※期間中は石巻女川ICまたは桃生豊里ICをご利用ください。
●三陸自動車道・国道45号の通行止め情報は、仙台河川国道事務所ホーム
　ページからもご覧になれます。
問　国土交通省　仙台河川国道事務所　三陸道維持出張所　☎96-7651
 道路管理第一課　☎022-304-1814（ダイヤルイン）
 仙台東国道維持出張所（監督官詰所）　☎022-308-4975
　　 URL http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/douro/kisei/index.html

至仙台
下り線

上り線
至気仙沼石巻女川

IC
桃生豊里

IC河北IC

終日閉鎖

通行可能 通行可能
石巻赤十字

病院

45 道の駅
上品の郷
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●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

4月20日（水） 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

4月27日（水） 仮設渡波第2団地集会所
（渡波字沖六勺1-2） 午後1時～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、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
　4月22日（金）

午前10時
～午後4時

　市役所3階36番窓口
　4月23日（土）
　5月27日（金）・28日（土） 　市役所5階市民サロン前

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％）について、相談会を行っています。
※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（祝日を除く）
　  問　市生活再建支援課（内線3955）

と　き ところ
4月22日（金）・23日（土）
5月27日（金）・28日（土） 午前10時～午後4時  市役所５階市民サロン前

問　健康推進課（内線2413）

日本脳炎予防接種（２期）
お知らせ

　対象者へ予診票を送付しますので、期間内に接種してください。
対　象　◆９歳になる方
　　　　　送付時期 9歳の誕生日の月末
　　　　　接種期間 9歳～13歳の前日まで
　　　　◆高校3年生（平成10年4月2日～平成11年4月1日生まれ）
　　　　　送付時期 4月上旬
　　　　　接種期間 到着～20歳の前日まで
　3月以降に転入した方や1期（初回接種２回、追加接種１回）が終了していな
い方は、お問い合わせください。

介護保険料（仮算定）納入通知書をお届けします
お知らせ

　平成２８年４月１日現在の世帯の状況および平成26年分の所得（平成２７
年分の所得が未確定のため）に基づき介護保険料を計算
し、４月中旬に平成28年度納入通知書をお送りします。
※年金から天引きされている方を除きます。
問　介護保険課（内線2443～2445）
 各総合支所保健福祉課

介護予防サロン活動へ助成します
お知らせ

　市では、集会所等を利用して高齢者等を対象に体操や趣味の活動等の交流の
場を提供する個人や団体に補助金を助成します。

【通所型サービス支援事業】
対　　象　要支援者等　　回　　数　週１回以上
助成金額　１人あたり１回１，０００円（上限月額５万円）

【地域介護予防支援事業】
対　　象　６５歳以上の高齢者等　　回　　数　月２回以上
助成金額　１回あたり１，０００円（上限月額１万円）
※それぞれ１回あたり２時間程度、６カ月以上継続で参加者が５人以上であ
　ることが条件です。
※詳細はホームページをご覧になるか、またはお問い合わせください。
問　介護保険課（内線2437）

奨学金返還支援事業助成金
　市では、医療・介護分野の専門職の人材確保と市へのU・I・Jターン等、地元
就職の促進を図るため、奨学金の返還額の一部を助成します。
対　　象　次の要件を全て満たす方
　　　　　・市内に住所があり、申請年度の3月31日まで継続して市内に居住
　　　　　 する方
　　　　　・奨学金の貸与を受けて大学、短期大学、専修学校専門課程に進学 
　　　　　 した方
　　　　　・看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、
　　　　　 介護福祉士、精神保健福祉士の資格を有する方
　　　　　・平成28年4月1日以降に、市内に事業所を有する事業主に正規雇
　　　　　 用され、市内の事業所で保有資格に基づく業務に従事する方で、
　　　　　 申請年度の3月31日まで継続して当該事業所に勤務する方 
　　　　　 （国および地方公共団体の職員を除く）
　　　　　・月賦、半年賦、年賦で奨学金の返還を行っている方、または申請年
　　　　　 度内に月賦、半年賦、年賦で奨学金の返還を開始する方
　　　　　・奨学金の返還に滞納がない方
　　　　　・市税の滞納がない方
　　　　　・暴力団員等でない方
対象となる奨学金
　　　　　・日本学生支援機構奨学金　・石巻市奨学金
　　　　　・その他市長が認める奨学金
助成金額　申請年度内に返還した奨学金返還額（上限20万円）
　　　　　※市内居住期間または市内事業所での就労期間が１年に満たない
　　　　　　場合は、その期間に応じて案分した額となります。
助成期間　最長３年間
申込方法　交付申請書類に必要事項を記入の上、郵送または持参してください。
申込期間　6月1日（水）～30日（木）
※10月にも申請を受け付けします。
※詳細は、お問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

問申・ 　　包括ケア推進室　☎９８-５５１８　〒986-0031 南境字新小堤25-1

募集

4月18日「よい歯デー」歯科健康テレホン相談
相談

受付日時　4月18日（月）　午前10時～午後4時
相談先電話番号　☎022-265-1667（県保険医協会内）
※電話で相談を受け、3日以内に歯科医師がお答えします。
問　県保険医協会　☎022-265-1667・市健康推進課（内線2417）
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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28年5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

職種 採用予定人員 受験資格 職務内容 申込用紙（試験要項）の配布

保育士 20人程度 昭和42年4月2日から平成8年4月1日まで
に生まれた方で、保育士資格を有する方 市立保育所の業務

●配布場所
　石巻市　総務部人事課
　　　　　各総合支所・各支所

※郵送を希望する場合は、封筒の表
　に「試験申込書請求」と朱書し、
　あて先を明記した返信用封筒（Ａ
　4サイズが入る大きさ・140円切
　手貼付）を必ず同封し、下記宛て
　請求してください。

●請求・問い合わせ先
　石巻市総務部人事課
　〒986-8501(住所不要)
　☎95-1111（内線4065）

給食調理員
（学校給食センター・保育所調
理員）

17人程度

昭和36年4月2日以降に生まれた中学校卒
業以上の方で、普通自動車運転免許を取得
している方または平成28年7月31日までに
免許を取得する見込みの方

給食調理等労務作業

労務職（工手） 1人程度 公立幼稚園および小中学校施
設に関わる修繕・修理業務等

労務職（土木作業員） 2人程度 道路修繕業務等

※任期付職員の任期は、平成28年8月1日～平成31年3月31日です。ただし、市の状況等により、変更・更新することがあります。
●試  験  日　 6月5日（日）　●要項配布　4月15日（金）から配布
●申込期間　4月15日（金）～5月13日（金）（当日消印有効）　※詳細は試験要項をご覧ください。　●申込方法　郵送で申し込みください。

平成28年度採用 石巻市任期付職員（保育士・給食調理員・労務職員）募集
募集

（一社）石巻青年会議所
「来て！見て!学ぼう！夢のちから」のご案内お知らせ

　（一社）石巻青年会議所では、ひとづくり、まちづくりに取り組んでおり、公開例
会において「来て！見て！学ぼう！夢のちから」と題して、青少年と子どもの夢を支え
る保護者の意識を醸成することを目的として講演会を開催します。
内　　容　【第一部】元ブルーインパルス　パイロットによる講演
　　　　　【第二部】夢に向かってはばたこう！ワークショップ
と　　き　4月30日（土）　午後3時～5時（受付開始　午後2時）
と  こ  ろ　東松島市コミュニティーセンター（東松島市矢本大溜1-1）
対　　象　石巻市・東松島市・女川町在住の小学4～6年生とその保護者
定　　員　120人〔先着〕
申込方法　教育委員会・PTA連合会を通じて各学校に配布する申込書で申し
　　　　　込みください。
　 問申 　（一社）石巻青年会議所
　　　　　☎95-1013　FAX95-1023
　　 問　市商工課（内線3524）

　問　健康推進課（内線2418）

愛の献血中止のお知らせ
お知らせ

　4月29日（金・祝）イオンモール石巻で予定していた献血は、都合により中止と
なりました。

お知らせ
石巻駅前第２駐輪場立体化工事のお知らせ

　石巻駅前第２駐輪場を立体駐輪場にするための工事を4月から7月中旬ま
で行います。
　工事期間中、第2駐輪場は使えませんので、周辺の公共駐輪場をご利用くだ
さい。

　問　石巻駅周辺整備プロジェクト推進室（内線5636）

第1駐輪場

第2駐輪場

●観光物産
　情報センター

●駅前トイレ

●市役所

至国道398号

至中里

JR石巻駅

第4 第5

●交番

NHKBSプレミアム「にっぽん縦断こころ旅」
お手紙募集募集

問申・ 　〒150-8001（住所不要）「こころ旅」係
　　      ＮＨＫふれあいセンター　☎０５７０-０６６-０６６
　  問　市観光課（内線3534）

　「にっぽん縦断　こころ旅」は視聴者から寄せられるお便りをもとに、旅人が地
元の人々とふれあいながら旅を続けていく番組です。
　番組では石巻のこころの風景とエピソードを募集しています。
応 募 締 切　5月2日（月）必着
応 募 方 法　はがき・封書または番組ホーページから応募してください。
放送予定日（宮城県）　６月６日（月）～１０日（金）

問　市商工課（内線3525）
問申 　㈱テレワーク1000スタッフ ☎050-3552-7062

『石巻がんばっちゃテレワーカー』
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。※子ども連れでも参加できます。

と　き ところ
　第4回 4月20日（水） 午後2時～4時

（受付開始 午後1時40分）
石巻中央公民館
3階第1講座室　第5回 5月12日（木）

●エスタ


