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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3965）

と　き ところ 相談時間 相談担当者

6月21日（火） 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

6月28日（火） 仮設開成第8団地集会所
（開成1-63） 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
6月24日（金）・25日（土）

午前10時～午後4時 市役所3階36番窓口
7月29日（金）・30日（土）

 　 

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。
　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（祝日を除く）
　  問　市生活再建支援課（内線3955）

と　き ところ
6月24日（金）・7月29日（金）

午前10時～午後4時
市役所5階市民サロン前

6月25日（土）・7月30日（土） 市役所3階36番窓口

マイナンバーカード（個人番号カード（顔写真
付き））の申請をされた方へお知らせ

●全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間
　仙台法務局では、6月27日（月）～7月3日（日）を全国一斉「子どもの人権
110番」強化週間と定め、時間を延長して相談電話を開設します。
と　　き　6月27日（月）～7月1日（金）　午前8時30分～午後7時
　　　　　7月2日（土）・3日（日）　 午前10時～午後5時
相談内容　いじめ、体罰、児童虐待、子どもをめぐる問題等
　　　　　☎0120-007-110（フリーダイヤル）
　  　問　仙台法務局人権擁護部　☎・FAX  022-225-5743

　平成28年1月から全国で個人番号カードの交付が始まりましたが、交付申
請の当初に申し込みが殺到したことや、「カード管理システム」に不具合が
発生したことから、個人番号カードの受け取りが全国的に
遅くなっている状況です。
　現在、市では「個人番号カード交付通知書（はがき）」の
送付までの期間が、申請されてからおおむね5～6カ月程
度必要な状況となっています。
　まだ「個人番号カード交付通知書（はがき）」が届いてい
ない方は、今しばらくお待ちいただきますよう、ご理解を
お願いいたします。
＜マイナンバーカード（個人番号カード）の受取手順＞

※システムの関係で当日交付できない場合がありますので、あらかじめご
　了承ください。
※交付は市内の住民登録地（市民課・各総合支所・各支所）で行っています。
　（交付状況はそれぞれの部署によって異なっています）
　マイナンバー（社会保障・税番号）制度について、詳しくは内閣官房ホーム
ページ（URL http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/）または
市ホームページでご確認ください。
問　市民課（内線2313）

①個人番号カードをお渡しする準備が整った方に対して、交付通知書
　（はがき）をご自宅（住民登録地）へお送りします。

②交付は予約制としています。
　交付通知書（はがき）に記載された交付場所へ、事前に予約を行って
　ください。

③予約された日に、必要書類（交付通知書・通知カード・本人確認書類等）
　を持参し、予約した交付場所へご本人がお越しください。

④交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定していただき、カードをお
　渡しします。（交付には30分程度かかります）

川開き祭りに露店を出店される皆さんへ
お知らせ

　平成２５年8月15日に京都府福知山市の花火大会で多数の死傷者を出す火
災が発生したことを受け、川開き祭り実行委員会でも、より一層安全なお祭り
の実行に努めていきたいと考えています。
　露店を出店する予定のある方は、石巻消防署予防係へあらかじめ必要書類
を提出の上、火災予防に努めていただく必要があります。

〈露店からの出火防止について〉
①対象火気器具等は安全な場所に設置する
　・対象火気器具等（ガソリン、灯油、ＬＰＧ、炭等を使用する器具や発電機）は、
　　建物や可燃物から離して設置し、常に周囲の整理整頓に努める。
②対象火気器具等は安全に使用する
　・対象火気器具等は転倒や落下する恐れのないように使用する。
　・機器の接続等は確実に行い、劣化の進んだ物等は使用しない。
　・発電機や燃料の取り扱いには十分に注意する。
③必ず消火準備をする
　・火災の発生に備え、対象火気器具等の近くに消火器を備える。

※詳しくは石巻消防署予防係までご連絡ください。
問申 　石巻消防署　☎９５-７１１２

　　　　川開き祭り実行委員会火災予防部（市役所内）（内線４２５２）

火災が発生したら、初期消火と119番通報を！！

事業主の皆さんへ
　来年3月新規高卒予定者を対象とした求人の受け付けが、6月20日（月）から
始まります。地元就職を希望する高校生の早期求人申し込みをお願いします。

問申 　ハローワーク石巻　☎95-0158
　　　  市商工課（内線3523）

お知らせ
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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。再生紙としてリサイクルできます。「ざつがみ類」として分別してください。

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7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

第２４回参議院議員通常選挙
お知らせ

　7月10日(日)は第24回参議院議員通常選挙の投票日です。皆さんの貴重な
一票を生かすよう忘れずに投票しましょう。
投票時間　午前7時～午後8時（一部の投票所を除く）
投票できる方（主な要件）
　○年齢要件　平成10年7月11日以前に生まれた方
　○住所要件　平成28年3月21日以前に石巻市に転入届を出された方で引
　　　　　　　き続き住所を有する方
期日前投票
　投票日当日に投票できない方は、期日前投票をすることができます。
　①市役所5階市民サロン、各総合支所、渡波支所、蛇田公民館
　　6月23日（木）～7月9日（土）　午前8時30分～午後8時
　②稲井支所、荻浜支所
　　6月23日（木）～7月9日（土）　午前8時30分～午後5時
　③イオンモール石巻　1階催事場（緑の広場）
　　7月1日（金）～7月3日（日）　午前9時30分～午後7時
　④次の仮設団地内に巡回による期日前投票所を設けます。
　　仮設旭化成団地集会所　7月4日（月）、仮設大森第3団地集会所　7月5日（火）、
　　仮設大橋団地東集会所　7月6日（水）、仮設南境第4団地集会所　7月7日（木）、
　　仮設開成第11団地北集会所　7月8日（金）
　※開設日時等の詳細は、ホームページや全戸配布の選挙啓発チラシをご覧
　　ください。
　※入場券が届いている方は、持参してください。
問　選挙管理委員会事務局（内線5822～5824）

平成28年10月1日採用 石巻市職員（夜間急患センター）募集
募集

職 種 採用予定人員 受験資格 職務内容 申込用紙（試験要項）等の配布

看護師 4人程度 看護師の資格を有する方
石巻市夜間急患センター勤務

（月12回程度の夜勤あり）

●配布場所
　○仮設石巻市夜間急患センター
　※郵送を希望する場合は、封筒の表に「看護師試験申込書請求」と朱
　書きし、宛先を明記した返信用封筒（A4サイズが入る大きさ・140円切
　手貼付）を必ず同封し、下記宛てに請求してください。
●請求・問い合わせ先
　○石巻市夜間急患センター
　　〒986-0833　石巻市日和が丘一丁目2番11号　☎94-5111

●試  験  日　7月24日（日）　●要項配布　6月15日（水）から配布
●申込期間　6月15日（水）～7月6日（水）（当日消印有効）　●申込方法　郵送で申し込みください。　※詳細は試験要項をご覧ください。

男女共同参画週間（6月23日（木）～29日（水））
ユッキー先生による講演会　参加者募集

　平成28年度男女共同参画週間のキャッチフレーズは「意識をカイカク。
男女でサンカク。社会をヘンカク。」です。自己肯定感を高め、性別にとらわ
れずイキイキと暮らす方法をお伝えします。
と　　き　6月28日（火）　午後6時30分
と こ ろ　市役所4階庁議室（庁舎立体駐車場をご利用ください）
講　　師　ドリームフィールド代表　阿部 侑生
テ ー マ　「今日から“自分軸で生きる”意識へのカイカクが始まる!!」
定　　員　70人〔先着〕
申込方法　電話、FAXまたはEメールで申し込みください。
　 問申・ 　地域協働課（内線4234）・FAX 22-4995
　　　 　iscviact@city.ishinomaki.lg.jp

募集

要予約

石ノ森萬画館第60回特別企画展
「東村アキコ原画展」お知らせ

　少女漫画誌に限らず、少年誌や青年誌と多岐にわたり活躍する東村ア
キコ氏。昨年映画化された代表作「海月姫」や2015年マンガ大賞受賞の 

「かくかくしかじか」等の原画展示を中心に作家と作品の魅力に迫ります。
と  き　7月3日（日）まで　午前9時～午後6時
ところ　石ノ森萬画館企画展示室
　 問　石ノ森萬画館　☎96-5055
 市観光課（内線3536）

市政教室の参加者募集

と　き 7月14日（木） 7月15日（金）
午前9時30分～午後4時15分 午前9時50分～午後4時

見学先

○石巻魚市場
○復興まちづくり情報交流館中央館
　（昼食各自）
○復興まちづくり情報交流館牡鹿館
○おしかのれん街
○牡鹿魚市場

○石巻魚市場
○復興まちづくり情報交流館中央館
　（昼食各自）
○復興まちづくり情報交流館雄勝館
○おがつ店こ屋街
○市指定文化財天雄寺観音堂

集合
場所

①市役所５階市民サロン
　午前９時３０分
②総合運動公園内バス駐車場（南境）
　午前９時５０分

①市役所５階市民サロン
　午前９時５０分
②総合運動公園内バス駐車場（南境）
　午前１０時１０分

募集

定　　員　17人〔先着〕　※新規申し込みの方優先
参 加 費　無料（昼食は各自負担）
申込受付開始　6月20日（月）午前8時30分（土日を除く）
注意事項　･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。

･悪天候等により、コース内容等が変更または中止になる場合が
あります。

　 問申・ 　秘書広報課（内線4022・4023）

要電話予約
ツール・ド・東北2016
運営ボランティア（クルー）募集募集

　日本全国から集まるライダーを共に迎え、ツール・ド・東北2016を一緒に盛
り上げましょう。
と　　 き　９月１７日（土）・１８日（日）
と  こ  ろ　石巻専修大学やコース、
　　　　　エイドステーション等
内　　容　参加者案内、交通誘導、
　　　　　エイドステーションの運営等
対　　象　15歳以上の方（業務により、中学生
　　　　　（要保護者同伴）の参加も可能）
定　　員　約８００人
申込方法　ツール・ド・東北２０１６公式サイトから申し込みください。
申込期限　６月３０日（木）
※クルーとして参加いただいた方は、来年のツール・ド・東北でライダーの優
　先出走権を得ることができます。

問申・ 　ツール・ド・東北事務局　☎ 0570-099-820
　　　　　ツール・ド・東北２０１６公式サイト
　　　　　URL http://tourdetohoku.yahoo.co.jp
　  問　市観光課（内線3532）


