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復興定期便

みやぎ ２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.22

みやぎの風景

　東日本大震災では、多くの方々が全国各地に避難されておりますが、県外に避難された

方々の所在地等の把握が課題となっています。

　県や避難元の市町等から、大切な情報を確実にお届けするためにも、「全国避難者情報シ

ステム」への登録をお願いします。

　登録は、現在避難している市町村の担当窓口で行うことができます。

　また、避難先が変更になった場合や、避難を終了した場合にも、避難先の市町村まで連

絡をお願いします。

※登録する際は、同封の登録用紙をご利用の上、現在お住まいの市町村へ提出してください。

【ＢＲＴ（バス高速輸送システム）と停車駅「志津川駅」（南三陸町）】
被災したＪＲ気仙沼線の仮復旧として運行され、市民や観光客の足として利用されています。

届いていますか。マイナンバー通知カード

　社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の開始に伴い、各世帯に
個人番号（マイナンバー）が記載された「通知カード」が送付されました。
　宮城県内に住民票の登録がある方への郵便局からの配達は既に終了してお
り、あて所不明や郵便局での保管期間が経過した場合の通知カードは、住民票
のある市区町村に返戻されています。返戻された通知カードは約３カ月間市区
町村で保管される予定です。
　まだお手元に通知カードが届いていない方は、住民票のある市区町村の住民
票・戸籍担当課まで至急ご連絡ください。

問：県市町村課行政第一班　　☎：022-211-2333

　仙台弁護士会では、宮城県内在住の方及び東日本大震災当時に宮城県内にお住まいだっ
た方を対象に、無料電話相談を行っています。
　震災に関連するご相談はもちろん、震災に関連しないご相談についても、弁護士が直接
相談に応じます。傷病をお持ちの方や、交通上のアクセスが困難な方には、出張相談も行っ
ております。詳しくは、下記までお問い合わせください。

相談日時：毎週月曜日10：00 ～ 19：00（祝日を除く）
対 象 者：現在又は東日本大震災時、宮城県内に在住の方
相談回数：同一の案件について３回まで
相 談 料：無料（※通話料金は相談者のご負担になります。予めご了承ください。）
☎：022-722-0737

　宮城県では、震災から５年目を迎えることを受け、復興まちづくりの状況を広くお知

らせするため、被災した沿岸市町の協力を得ながら、「みやぎの復興まちづくりパネル展」

を開催することといたしました。

　沿岸市町では、地域の特色を活かしたまちづくりに取り組んでおり、比較的津波被害が

小さかった地域では既に防災集団移転工事や災害公営住宅が完成している一方、被害の大

きかった地域では、復興まちづくり事業が最盛期を迎えております。

　これまで首都圏で開催し、多くの方に来ていただきましたが、この度、九州方面に避難

されている皆さまにもふるさと宮城の復旧・復興の状況をお知らせできるよう下記の場所

においてパネル展を開催いたしますので、是非お越しください。

■開 催 日：平成28年２月20日（土）から２月26日（金）まで

■開催時刻：９:00 ～ 18:00（※26日（金）は15:00まで）

■開催場所：福岡市役所行政棟１階ロビー（福岡市中央区天神１丁目）

問：県土木部復興まちづくり推進室　　☎：022-211-3207

ＵＲＬ： http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukumachi/panel-fukko.html

　１～２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

寒鱈まつり福興市
1/31（日）（予定）
9:00 ～ 14:00（予定）

ベイサイドアリーナ特設会場
（南三陸町）

南三陸福興市実行委員会
事務局
090-7077-2550

弥治郎こけし村の
雛の宴展

1/30（土）～3/3（木）
9:00 ～16:00

弥治郎こけし村（白石市）
弥治郎こけし村
0224-26-3993

齋理屋敷春の企画展
「齋理の雛まつり」

2/5（金）～3/27（日）
２月は9:30～16:30

（入館は16:00まで）､
３月は9:30～17:00

（入館は16:30まで）

蔵の郷土館 齋理屋敷
（丸森町）

丸森町蔵の郷土館齋理屋敷
0224-72-6636

米川の水かぶり
2/6（土）
10:30～12:00頃

登米市東和町米川五日町地区
（登米市）

登米市産業経済部商工観光課
0220-34-2734

つつみ人形実演展
示即売会

2/11（木）～14（日）
10:00～16:00

道の駅「村田」物産交流セ
ンター（村田町）

道の駅「村田」物産交流
センター
0224-83-5505

青根温泉雪あかり

2/13（ 土 ）15:00～
21:00頃（ロウソク
の燃え具合による）

（点灯式16:30～）

「青根温泉雪あかり」特設
会場（青根児童公園周辺）

（川崎町）

じゃっぽの湯
（青根温泉合同会社）
0224-87-2188

自然体験牡蠣三昧
11/10（火）～3/31（木）
※要事前予約

浦戸桂島（塩釜市）
一般社団法人浦戸夢の愛
ランド
090-4880-6896

※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。

　全国のハローワークでは、各地域の求人情報を紹介しています。
　また、求人情報はホームページでも閲覧が可能で、東日本大震災で被災された方を対象にした
求人情報なども閲覧することができます。
　詳しくは、「ハローワークインターネットサービス」のホームページをご覧ください。

ＵＲＬ　https://www.hellowork.go.jp/
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東京都庁（H27.12.23～27）での開催状況
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　宮城県では、県外に避難された皆さまが身近な地域で、今後の生活再建に向けた住まいや暮らし、帰郷に関す

るお悩みや不安を相談したり、宮城県内の復興関連情報を入手することができるように、各地に相談窓口を開設

しています。また、お電話により、皆さまの現在の状況についてお伺いしています。

　県外へ避難された皆さまが帰郷先でのお住まいを確保できるよう、下記窓口ではお住まいに関するさまざまな

相談に応じています。まずは、お気軽にご連絡ください。

対象となる方 問い合わせ先 相談できる内容 電話番号/メール 受付時間

仮設住宅から宮
城県内に転居さ
れる方

宮城県被災者転居支
援センター

物件探し、手続きの
サポート等

☎：022-796-9552
miyagi@personal-support.org

平日
9:00～18:00

宮城県内の賃貸
住宅に入居を希
望される方

宮城県住宅情報提供
コールセンター

物件情報や不動産事
業者の紹介、契約手
続きの相談等

☎：022-796-9501
10:00～17:00
（水・土・祝日・
年末年始を除く）

宮城県内で自立再
建される方

一般社団法人宮城県
建築士事業所協会（宮
城復興住宅マッチン
グサポート事業）

工務店の紹介
☎：022-797-8126
jimukyoku@miyajikyo.com

〈相談窓口等〉

地　　　区 連　絡　先　等

関東地方（東京都・神奈川県・
千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・
群馬県）

宮城県東京事務所（県外避難者支援員）
☎：03-5212-9045　〈月～金（祝祭日除く）　9:15 ～ 17:30〉

関西地方（大阪府・京都府・奈
良県・滋賀県・和歌山県・兵庫県）

宮城県大阪事務所（県外避難者支援員）
☎：06-6341-7905　〈月～金（祝祭日除く）　9:15 ～ 17:30〉

北海道地方（北海道）
みやぎ避難者帰郷支援センター（一般社団法人北海道広域避難アシスト協会）
☎：080-9618-3111　　Email：office@kouiki-assist.com
〈月～金（祝祭日除く）10:00 ～ 16:00〉

北陸・甲信越地方（新潟県・富
山県・石川県・福井県・山梨県・
長野県）

みやぎ避難者帰郷支援センター（一般社団法人 FLIP）
☎：070-6623-2051　　Email: miyagi@flip-lab.jp
〈月～金（祝祭日除く）10:00 ～ 16:00〉

東海地方（岐阜県・静岡県・愛
知県・三重県）

みやぎ避難者帰郷支援センター（特定非営利活動法人地域づくりサポートネット）
☎：053-458-3480　　Email：info@shizuoka-t.net
〈月～金（祝祭日除く）9:00 ～ 18:00〉

中国・四国地方（鳥取県・島根県・
岡山県・広島県・山口県・徳島県・
香川県・愛媛県・高知県）

みやぎ避難者帰郷支援センター（ひろしま避難者の会「アスチカ」）
☎：082-962-8124　Email：hiroshima.hinan@gmail.com
〈月・火・水・金（祝祭日除く）10:00 ～ 16:00、第２・４土曜日 /第１・３
日曜日12:00 ～ 15:00〉

九州・沖縄地方（福岡県・佐賀県・
長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・
鹿児島県・沖縄県）

みやぎ避難者帰郷支援センター（一般社団法人市民ネット）
☎：092-409-3891　　Email：info@snet-fukuoka.org
〈月～金（祝祭日除く）10:00 ～ 16:00〉

東北地方（青森県・岩手県・秋
田県・山形県・福島県）

宮城県震災復興・企画部震災復興推進課
☎：022-211-2408　〈月～金（祝祭日除く）8:30 ～ 17:15〉

「放射能情報サイトみやぎ」では、宮

城県内の放射線・放射能に関する情報

を正確に分かりやすくお伝えしていま

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

　・農林水産物の出荷規制

　・ 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/

「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。）

参加ご希望の方は、事前申し込みをお願いします。
問：愛知県被災者支援センター　　☎：052-954-6722

受　付：月曜から金曜の10：00 ～ 17：00

メール：mousikomi@aichi-shien.net

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さまへ

　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
見をいただき、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 内　　容 参加費 場　　所

２月17日（水）
11:00～15:00

日帰り温泉交流会 1,000円
厳美渓温泉いつくし園

（一関市厳美町字南滝ノ上15）

ＮＰＯ法人かながわ避難者と共にあゆむ会から　神奈川県に避難されている皆さまへ

　神奈川近郊に避難されている皆さまが気軽にお話できる「かながわ・あづまっぺお茶っこ会」
を開催します！軽食を用意してスタッフがお待ちしております。お気軽にご参加ください！

日　程 内　容 参加費 場　　　所

２月６日（土）
12:00～14:00

交流会 無料
かながわ県民センター 11階コラボスタジオ

（横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2、「横浜駅西口」より徒歩５分）

問：ＮＰＯ法人かながわ避難者と共にあゆむ会

☎：045-312-1121（内線4142）　受付時間：平日13:00 ～ 17:00

川崎市男女共同参画センターから　神奈川県に避難されている皆さまへ

　日頃より、電話による意向調査やアンケートにご協力いただきありがとうござい

ます。

　宮城県東京事務所では東日本の地域に避難されている方々へ電話をお掛けしてい

ます。避難された方の状況は、みなし仮設公営住宅（公営住宅〈主に集合住宅〉・

民間賃貸）に入居されている方、民間賃貸住宅を借りている方、持ち家の方、ご親

族宅に身を寄せている方、施設入居されている方など様々です。

　各県から避難されている方がまとまって入居している公営住宅のみなし仮設においては、宮城県

から避難されている入居者の割合は低い印象を受けます。最近では，電話でお話できた方や交流会

でお会いした方から、“自分以外の宮城県から避難してきた人はどう過ごしていて、今後の生活に

ついてどう計画を立てているの？”と質問を受けることが増えたように感じます。

　皆さまが十分に情報交換できる方法がないものか、日々考えています。

  宮城県東京事務所　県外避難者支援員　花上　桂子

　東日本大震災で避難して暮らす女性のための交流の場として、月１回「東日本大震災で避難
している女性のためのほっとサロン」を開催しています。これまでのこと、今のこと、これか
らのことなど相談できる場としてお気軽にご参加ください。

日　程 内　容 参加費 場　　所

２月17日（水）
10:30～14:30

交流会 無料
川崎市男女共同参画センター２階　第２交流室

（川崎市高津区溝口2-20-1、東急田園都市線「溝ノ口駅」
/JR南武線「武蔵溝ノ口駅」から徒歩10分）

問：川崎市男女共同参画センター　　☎：044-813-0808

秋田県へ避難されている皆さまへ

　秋田県は、秋田県内へ避難されている方々への支援の一環として「秋田県内避難者情報交換・

交流会」を開催します！お気軽にご参加ください！

日　程 内　　　容 参加費 場　　所

２月27日（土）
10:30～15:00

午　　前：被災県別分科会（宮城県ほか）
午　　後： 被災元市町村別交流会（昼食

を食べながら）
同時開催： 健康相談、定住相談、帰還相談、

就労相談など

無料

ただし弁当代は
500円

秋田県生涯学習
センター

（秋田市山王中島
町1-1）

問：秋田県企画振興部総合政策課　被災者受入支援室　　☎：018-860-4504

京都府避難者支援プラットフォームから　京都府に避難されている皆さまへ

　京都府避難者支援プラットフォームでは、京都府に避難されている方とその家族を対象に、
交流・相談会を開催します。関心のある催しだけの参加も可能です。お気軽にご参加ください。

日　程 ３月６日（日）　10:30 ～ 16:00（昼食付き）

場　所 聞法会館３階（京都市下京区堀川通花屋町上ル　西本願寺北隣）

参加費 無料

内　容

午前の部
行政（京都府・福島県・宮城県）担当者、専門家による各種相談・説
明会、キッズコーナー（白河だるま絵付け体験）等

午後の部
交流・相談カフェ・ぷらっと、ピアノ・バイオリン発表会、お菓子作
り・ちぎり絵体験、鍼灸マッサージ、リフレクソロジー、プロカメラ
マンによる写真撮影、スタンプラリー、カフェコーナー等

問：京都府災害支援対策本部　　☎：075-414-5930（平日9:00 ～ 17:00） 

FAX：075-414-4477　　メール：shienhonbu@pref.kyoto.lg.jp

愛知県被災者支援センターから　愛知県へ避難されている皆さまへ

　愛知県に避難されている皆さまが一堂に会し、ゆっくりとお話をしたり、行政や専門家に相
談をする交流会を開催します。今年度は特に相談コーナーを充実させ、皆さまがいま相談した
いことにできる限りお応えしたいと考えております。ぜひご参加ください。

日　程 内　　　容 参加費 場　　所

２月11日
（祝・木）
11:00～16:00

10：30　受付開始
11：00　開会
11：30　昼食（お弁当）
12：30　 茶話会、相談コーナー、リラッ

クスコーナー、こどもの広場
16：00　閉会
16：00 ～ 18：30　フリータイム

無料

名古屋国際会議場４号館白
鳥ホール他（愛知県名古屋
市熱田区熱田西町1-1、地
下鉄名港線「日比野駅」又
は名城線「西高蔵駅」から
徒歩５分）

問：放射線・放射能に関する相談窓口　　☎：022-211-2340

受付：8:30 ～ 17:15（平日のみ）

一関市社会福祉協議会発行のチラシには１月29日（金）までの申し込み期限となっており

ますが、こちらをご覧になり申し込まれる方は、２月３日（水）までに下記までお申し込

み願います。
問：一関市社会福祉協議会

☎：0191-23-6020（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


