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臨時福祉給付金　支給要件

復興定期便

みやぎ ８月号 ～みやぎ復興定期便をお届けします～
県外へ避難されている皆さまへ
宮城県内の復興の動きや各種支援等の情報など、帰郷にお役立ていた
だく情報をお届けします。
これまでお届けした内容は下記ホームページからご覧いただけます。
http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/teikibin.html

Vol.16

平成27年度県内公立高校オープンキャンパス一覧表

　県内の公立高校のオープンキャンパスの日程をお知らせします。詳細は各学校へ直接お問い合わ
せください。また、以下に掲載した学校以外にも開催を予定している学校がありますので、ホームペー
ジ（http://www.pref.miyagi.jp/site/subjigyou/oc2015.html）でご覧ください。

学校名 実施日時 内容 申込み期間 問い合わせ先

気仙沼
（定）

9/4（金）
17:30～20:50
1/13（水）
17:30～20:50

授業参観、給食体験（実費）、施
設設備見学、部活動見学、学校
説明

〆切：各実施日
前日の21:00

（電話の場合は
13:00 ～ 21:00）

0226-22-7134

気仙沼西
10/10（土）
12:30 ～ 15:20

スライドによる説明、校舎内見
学（部活動・講習等）、在校生と
の座談会

8/24 ～ 9/4 0226-24-1414

石巻
8/5（水）
9:00～11:30

全体説明、部活動見学 7/24 ～ 7/31 0225-93-8022

石巻北・
飯野川校

  9/2（水）～4（金）
10/1（木）～2（金）
11/5（木）～6（金）
12/2（水）～4（金）

学校公開（要望があれば個別相
談に応じる）

申込み不要 0225-62-3065

水産
9/12（土）
9:00～11:50

学校紹介、施設・設備見学 〆切：8/28 0225-24-0404

多賀城
10/10（土）
9：30～11：30

概要説明、研修視察報告、体験プ
ログラム（検討中）、相談会

申込み不要 022-366-1225

貞山

10/6（火）
16：00～17：00
11/4（水）
16：00～17：00
12/2（水）
16：00～17：00

学校の概要説明、カリキュラム
の説明、本年度の募集について、
個別相談

申込み不要 022-362-5331

仙台工業
（定）

随時受付
16:15～18:15

校舎、施設、給食、授業見学、
学校の概要説明、個別相談

随時 022-237-5341

宮二工業
11/9（月）
17:00～19:30

給食の体験、学校概要の説明、
授業見学（随時電話で受け付け、
個別相談に応じる）

10/26 ～ 11/2 022-221-5659

仙台二
11/7（土）
  9:00～12:30

学校説明、施設見学、部活動見学 10/6 ～ 10/30 022-221-5626

宮城一
10/24（土）
10:00～11:50

本校の概要説明、生徒の活動紹
介、部活動見学

〆切：10/16 022-227-3211

泉館山
8/4（火）
  9:30～12:00、
12:30～15:00

学校紹介スライド上映、生徒会
による学校紹介、質疑応答、吹
奏楽部のアトラクション※会場
は日立システムズホール（仙台
市青年文化センター）

事前申込み不要 022-378-0975

宮城野
9/12（土）
10：00～15：00

授業・校舎内見学、学校・学科
の説明、学校生活の説明、入学
者選抜について、サークル活動
公開

8/18 ～ 9/4 022-254-7211

柴田
10/4（日）
9：00～13：00

学校説明（体育科の説明が中心）、
部活動体験

9/1 ～ 9/25 0224-56-3801

美田園 8/2（日）
学校の概要説明、入学手続きの
説明、入学事務手続きの説明、
学校見学、個別相談

申込み不要 022-293-6739

お知らせします。２つの給付金。

◯支給対象者

平成27年度分の住民税が課税されていない方が対象です。ただし、

・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
・生活保護の受給者である場合 など ｝は除きます。
◯支給額　1 人につき 6,000 円

表１【住民税が課税されない所得水準の目安（非課税限度額）】
（給与所得者） （公的年金等受給者）

区　分
非課税限度額※

（給与収入ベース）
区　分

非課税限度額※
（年金収入ベース）

単身 100万円
単身

65歳以上 155万円

夫婦 156万円 65歳未満 105万円

夫婦子１人 205.7万円
夫婦

65歳以上 211万円

夫婦子２人 255.7万円 65歳未満 171.3万円

※生活保護基準の１級地（東京都23区等）における非課税限度額。

■制度に関するお問い合わせ：厚生労働省専用ダイヤル　0 5 7 0    0 3 7    1 9 2

　受付時間　平日９：00～18：00

各市町村ごとの申請受付の予定時期は、以下のホームページでご覧いただけます。

◆厚生労働省「２つの給付金」ホームページ　　http://www.2kyufu.jp

平成27年６月分の児童手当を受給する方

ただし、特例給付（児童手当の所得制限限度額以上の方に、児童１人当たり月額5,000円を支給
しているもの）を受給する方は、対象となりません。
※平成26年の所得が児童手当の所得制限限度額未満（表２の限度額目安未満）の方が対象
※ 児童手当の認定請求を失念する等して、平成27年６月分の児童手当の対象となる児童分の支給
が受けられない方も支給対象となり得るので、平成27年５月31日時点で住民票のある市町村の
窓口にご相談ください。

※生活保護を受給している方、臨時福祉給付金の支給対象となる方も対象となります。

◯支給対象者

支給対象者の平成27年６月分の児童手当の対象となる児童
※ 平成27年６月１日以降に生まれたお子さんや平成12年４月１日以前に生まれたお子さんは対象外です。

◯対象児童

◯支給額　対象児童１人につき 3,000 円

表２　【児童手当の所得制限限度額（給与収入ベース）】
区　　分

（扶養親族等の数）

子１人
（１人）

夫婦子１人
（２人）

夫婦子２人
（３人）

夫婦子３人
（４人）

夫婦子４人
（５人）

限度額目安
（給与収入ベース）

875.6万円 917.8万円 960万円 1002.1万円 1042.1万円

所得制限限度額は全国共通ですが、給与収入ベースの限度額目安については、市町村によって控除額
８万円を引く前の金額で表示している場合もあります。

子育て世帯臨時特例給付金　支給要件

「臨時福祉給付金（簡素な給付措置）」や「子育て世帯臨時特例給付金」の

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”にご注意ください。

臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金 に関して

● 市町村や厚生労働省などがＡＴＭ（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いするこ
とは、絶対にありません。

●ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
● 市町村や厚生労働省などが、「臨時福祉給付金（簡素な給付措置）」や「子育て世帯臨時特例給付金」
を支給するために、手数料の振込を求めること等は絶対にありません。

市町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村
や警察署（または警察相談窓口電話（#9110））にご連絡ください

■お問い合わせ
　　対象者①の方　　県新産業振興課（0 2 2    2 1 1    2 7 2 2）
　　対象者②の方　　県 観 光 課（0 2 2    2 1 1    2 8 2 3）
　　対象者③の方　　県商工経営支援課（0 2 2    2 1 1    2 7 4 6）

　震災で大きな被害を受けた中小企業者の施設（工場、観光施設、店舗など）及び設備の復旧に
要する経費を補助します。
■対象者
　施設・設備に甚大な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観光業を営む方　　③商業・サービス業などを営む方
■対象経費
　施設・設備の復旧に要する経費
■補助率・補助限度額

対象者 対象者①と② 対象者③のうち、全壊の場合 対象者③のうち、大規模半壊の場合

補助率 ２分の１以内 45％以内 35％以内

補助
限度額

上限 1000万円 270万円 210万円

下限 100万円 90万円 70万円

　県が運営する放射線・放射能に関するポータルサイト「放射能情報サイトみやぎ」では、最新
の測定結果のほか、過去の測定結果を確認できます。

○掲載内容
　・市町村ごとの放射線・放射能の測定結果
　・水道水・農林水産物などの放射性物質測定結果
　・放射線・放射能に関するＱ＆Ａ　など

放射能情報サイトみやぎ
　http://www.r-info-miyagi.jp/r-info/

■お問い合わせ
　放射線・放射能に関する相談窓口
　電　　話：0 2 2    2 1 1    2 3 4 0
　受付時間：午前８時30分から午後５時15分まで（平日のみ）

【気仙沼みなとまつり（気仙沼市）】
航海の安全と大漁を祝う気
仙沼地方最大のまつり。海
上では、勇壮な虎舞いや大
漁唄い上げ、突ん棒漁が再
現される。

みやぎの風景
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「ご意見等記入用紙」と「返信用封筒」を同封しています
ので、ご意見やご感想などをお寄せ下さい。みやぎ復興定
期便の充実に向けて活用させていただきます。また、今後
の送付を希望しない場合は、「ご意見等記入用紙」でお知ら
せ下さい。（発行スケジュールの都合により、不要のご連絡
を頂いた方にも１～２号程度続けて送付される場合があり
ます。あらかじめご了承ください。）

石巻市　黄金浜第二住宅

毎週日曜日 12：54 からＴＢＳテレビ

　県では、平成27年度から「テレビ番組等による沿岸部観光復興情報等発信事業」を開始し、観光

資源・イベントや食材・物産などの魅力をＰＲするテレビ番組を首都圏で放映します！

放 送 局

放 送 期 間 毎週日曜日ひる０時54分から１時00分まで
（番組本編２分＋インフォマーシャル30秒＝実放送時間２分30秒）
平成27年６月14日 （日）～平成27年９月27日 （日） （全15回）
（紹介地　第１回：女川町、第２回：石巻市、
　第３回：岩沼市、第４回：気仙沼市）

番 組 名 「中村雅俊が行く　伊達な海道探訪
　～みやぎでのふれあいを求めて～」

出 演 者 ○番組本編（２分）
　俳優・歌手　中村雅俊（なかむらまさとし）さん
　※宮城県女川町出身・みやぎ絆大使
　ナレーション／ＴＢＳアナウンサー　佐藤渚（さとうなぎさ）さん
　※宮城県仙台市出身
○インフォマーシャル（30秒）
　宮城県知事など

番 組 内 容

○宮城県沿岸部の観光資源や食材・物産などの魅力を美しい映像により発信する「宮城県提供番組」です。
○ 中村雅俊さんが実際に宮城県沿岸部の各地を訪れ、視聴者に自分がまるで実際に宮城県を訪れている
かのような気持ちにさせます。

○ 「ここでしかできない出会い」「ここでしか食べられないグルメ」を通じて「実際に宮城へ行きたい！」
という欲求を呼び起こします。

○耳の不自由な方にも楽しんでいただける「字幕放送」対応です。
○宮城の旬なセールス情報を毎回出演者（宮城県知事など）が発信します。

【番組撮影風景】 【インフォマーシャル】

【ＪＲ仙石線特集】

土曜日あさ９時25分から10時30分までそ の 他

○ ＴＢＳテレビ内に番組ホームページを開設し、毎回の放送内容をまとめた「ガイドブック」をダウン
ロードできるようにしました。ストリーミング配信もやっています！

○ＴＢＳラジオ（ＡＭ局・関東１都６県）で告知を行います。
○ 今後、日本テレビ系「ぶらり途中下車の旅」など全国放送を含む人気４番組内で宮城県沿岸部の情報
を提供していきます。

お問い合わせ 県観光課（電話：0 2 2    2 1 1    2 8 2 3）

岩手県一関市社会福祉協議会から　一関市に避難されている皆様へ

事前にお申し込みをお願いします。
★お申し込み・お問い合わせ：一関市社会福祉協議会
　電　話：0 1 9 1 － 2 3 － 6 0 2 0（菊地・佐々木・千葉）
★詳しい内容は一関市社会福祉協議会のホームページでご覧いただけます。
　http://www.ichinoseki-shakyo.com/contents/saigaisien/saigaisien_index.html

首都圏で交流会を開催します！　参加費は無料です。お気軽にご参加ください！
　一関市社会福祉協議会では「ふるさとお茶っこ交流会」の継続的な開催を通じ、参加者の意
見を頂き、行事を取り入れながら、今後も皆さまが気軽に集い、お茶を飲みながらおしゃべり
するなど、笑顔を増やす交流会を目指し毎月開催しております。
　今後、以下の日程で開催を予定しております。沢山の皆さまの参加をお待ちしています。

日　程 主な内容 参加費 会　　場

８月19日（水）
14:00～16:00

「一関をもっと知ろう」
語り部が一関にまつわる民話と歴史について語ります。

200円
一関市総合福祉センター
４階和室

ＮＰＯ法人災害支援団体ネットワークから　首都圏に避難されている皆さまへ

大交流会を開催します！

日　程 主な内容 会　　場

８月１日（土）
12:00～15:00

食事交流会
・ ほや等三陸海鮮物をお
楽しみいただけます

埼玉NPOハウス
（埼玉県さいたま市北区日進町２－544－1）

８月６日（水）・７日（木）
15:00～20:00

大宮日進七夕まつり
・ 宮城県避難者テントを
設置します

さいたま市日進小学校
（さいたま市北区日進町２－911）

９月26日（土）
12:00～15:00

食事交流会（敬老会）
・ ほや等三陸海鮮物をお
楽しみいただけます

埼玉NPOハウス
（埼玉県さいたま市北区日進町２－544－1）

ＮＰＯ法人災害支援団体ネットワークでは、訪問相談も行っています。宮城県出身者によ
る訪問で、久しぶりに方言でお話しください。訪問を希望される方は以下までご連絡くだ
さい。（相談料　無料）
　お問い合わせ：0 4 8 － 7 2 9 － 6 1 5 1

避難サポートひょうごから　兵庫県に避難されている皆様へ

　避難サポートひょうごでは、お茶を飲みながら交流したり、いろいろなコーナーを自由に移
動しながら楽しく過ごせる大交流会を開催します。東日本大震災で被災し、兵庫県・近畿地方
に避難されている方々ならどなたでも参加いただけます。参加費も無料です。お気軽にお越し
ください！

日　程 内　　容 会　　場

９月５日（水）
13:00～16:00

どの時間帯でも
入退室自由です。

・癒やしの音楽会（音楽療法士会）
・なんでも相談コーナー
・アロマコーナー　　・手芸コーナー
・健康相談コーナー　・居酒屋コーナー
・オリジナル名刺作成コーナー

木口記念会館
（兵庫県芦屋市呉川町14－10）

★お申し込み・お問い合わせ：認定ＮＰＯ法人市民活動センター神戸
　電　話：0 7 8 － 3 6 7 － 3 3 3 6

涌谷町　中江南地区

▼６階建て共同住宅　92戸 ▼整備戸数　12戸

テレビ

　８月～９月に開催される、宮城県内のイベント情報をお知らせします。

イベント名 開催月日（曜日） 会　　場
お問い合わせ先

電話番号

おがつ夏まつり 8/14（金） 石巻市雄勝地区
実行委員会

（石巻かほく商工会雄勝支所）
0225-57-3077

いわぬま復興
夏まつり 8/22（土） 岩沼市役所前広場及び二木

大通り
岩沼市商工会
0223-22-2526

気仙沼大島夏祭り 8/13（木） 浦の浜周辺 気仙沼大島観光協会
0226-28-3000

しちがはま町民
夏まつり 8/8（土） 七ヶ浜町町営野球場

七ヶ浜町民夏まつり実行委員会
（七ヶ浜町生涯学習課内）
022-357-3302

多賀城市民夏祭り 8/22（土） 陸上自衛隊多賀城駐屯地
グランド

多賀城市民夏祭り実行委員会事務局
022-365-7830

鳴瀬流灯花火大会 8/16（日） 国道45号線鳴瀬大橋上流
左岸河川敷

東松島市観光物産協会
0225-87-2322

東松島夏まつり 8/22（土）
東松島市商工会前・蔵しっ
くぱーく周辺・県道247号
線前

東松島夏祭り実行委員会・事務局
（東松島市商工会内）
0225-82-2088

松島流灯会
海の盆 8/15（土）～16（日） 松島海岸中央広場周辺、

五大堂周辺、瑞巌寺周辺
松島流灯会 海の盆事務局
022-354-2618

歌津復興夏まつり 8/2（日）
12：00～20：30 伊里前福幸商店街特設会場 歌津復興夏祭り実行委員会

0226-36-2235

わたりふるさと
夏祭り 8/15(土)  鳥の海周辺 亘理町観光協会

0223-34-0513

本吉マンボウサン
バ大会

8/22（土）
16:00～20:00

気仙沼市本吉町津谷商店街
表通り

本吉マンボウサンバ大会実行委員会
（本吉唐桑商工会）
0226-42-2028

八幡川かがり
火まつり福興市

8/29（土）
13:30～21:00 さんさん商店街周辺（予定）福興市実行委員会

090-7077-2550

第61回全国こけし祭り・
第25回鳴子漆器展 9/5（土）～9/6（日） 大崎市鳴子温泉街（温泉神

社・鳴子小学校体育館）
大崎市鳴子総合支所地域振興課
0229-82-2026

※予定が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせ先にご確認ください。

　宮城県から関西に避難されている方々の帰省バスを運行します。
　大阪府⇔宮城県間のサービスエリアに立ち寄りながら故郷までの帰省バスツアーを楽しんでい
ただきたいと思います。
　ご参加の方には宮城県のお土産を差し上げます。宮城県からの便は避難者のだけでなく宮城県
在住者の方（ご家族・ご親戚等・一般の方）にもご利用いただけます。お盆に帰省される際にぜ
ひご利用ください。

①京都市営山科団地→大阪駅→京都駅→仙台駅
８月８日（土）京都市営山科団地　7:00  発  →  大阪駅　8:00  発  →  京都駅八条口発　9:00  →
★★北陸道・東北自動車道経由★★★  →  仙台駅東口バスプール　20:30  着
②仙台駅→京都駅→大阪駅→京都市営山科団地
８月９日（日）仙台駅東口バスプール　7:30  発  →  京都駅八条口ターミナル　20:30  着  →
大阪駅　21:30  →  京都市営山科団地　22:30  着
③京都市営山科団地→大阪駅→京都駅→仙台駅　
８月15日（土）京都市営山科団地　7:00  発  →  大阪駅　8:00  発  →  京都駅八条口発　9:00  →
★★北陸道・東北自動車道経由★★★  →  仙台駅東口バスプール　20:30  着
④仙台駅→京都駅→大阪駅→京都市営山科団地
８月16日（日）仙台駅東口バスプール　７:30  発  →  京都駅八条口ターミナル　20:30  着  →
大阪駅　21:30  →  京都市営山科団地　22:30  着

参加費：片道  2,000円 （宮城県の海産物・1,000円相当のお土産付き　１家族につきおひとつ）

お申込に関して
・ お申込みは、往復乗車される方を優先して受け付けさせていただきます。2015年７月１日申込
開始です。　

・往復でご利用の場合は①～④のどの組み合わせでも結構です。

帰省号乗車の注意事項・その他
・出発時間の10分前までに集合場所までお集まり下さい。
・道路状況により到着時間が前後する場合があります。
・保険はバス会社が負担いたします。
・バス会社：明星観光バス　http://www.myojyo.net/service/bus.html
・１台のバスに47名乗車可能です。応募者が多い場合は先着順で受け付けさせていただきます。
・大人の方、お子様も共通の料金になります。お席の必要の無いお子様は無料です。
・途中２～ 3時間おきに、休憩を入れます。

お申込は、みんなの手までメールもしくは郵送でお願いします。
メールアドレス　minnanote123@gmail.com
住所　612－8082　京都市伏見区両替町４－319　みんなの手
お問い合わせ　075-632-9362   （みんなの手オフィス）・9352（みんなのカフェ）
　　　　　　　070-5656-5621（西山）


