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復興定期便

みやぎ ６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.26

　東日本大震災により宮城県外へ避難した皆さまへの連絡は、「全国避難者情報システム」の登

録情報により行っております。大切な情報を確実にお届けするためにも、登録についてのご理解

とご協力をお願いします。

　登録手続きは、現在お住まいの市町村役場でできます。また、避難先を移動された場合や避難

を終了された場合の登録もよろしくお願いします。

問 現在お住まいの市町村役場（全国避難者情報システム担当）

　県では、以下の条件の全てを満たす方を対象に、既存の住宅ローンにかかる５年間の利子相当

額（上限50万円）を補助します。

■条　　件

（１）震災により自ら居住していた住宅（県内に限る）に被害を受けた方

（２）�（１）の被災した住宅に500万円以上の既存住宅ローンを有する方（新たな住宅ローンを契

約した前月末時点）

（３）県内で新たに500万円以上の住宅ローンを組んで住宅を再建する方

　宮城県の一部の市町村では、東日本大震災により他地域に避難している国民健康保険及び後期

高齢者医療制度に加入されている方が、避難先でも「特定健診」・「後期高齢者健診」を受けるこ

とができます。

■対象者

　国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入されている方のうち、東日本大震災発生時に以下

の市町村にお住まいだった方で、住民票を異動せずに他地域に避難されている方。

　仙台市、石巻市、気仙沼市、東松島市、山元町、女川町、南三陸町

■受診期間

　平成28年４月１日（金）～平成29年３月31日（金）まで

■検査内容

　特定健診の基本項目に沿った血圧測定、尿検査及び血液検査等

　　※詳細な健診項目（心電図、眼底検査、貧血検査）は医師が必要と認めた時に行います。

　　※市町村が独自に追加している項目やがん検診等は除かれます。

お問合せ先やご相談は、同封のチラシ裏面に記載の避難元市町村へご連絡ください。

　平成27年12月から平成28年２月（震災後）の仙台空港の国内線と国際線を合わせた乗降客数

は、平成22年12月から平成23年２月（震災前）と比較すると14％増の約65万8000人になりました。

　同じ期間で比較した場合、国際線の震災後は震災前より50％減の約３万4000人に減少しまし

たが、国内線は逆に23％増の約62万5000人に増加しました。

毎月更新の「復興の進捗状況」は、県

ホームページでご覧いただけます。

http://www.pref.miyagi.jp/site/

ej-earthquake/shintyoku.html

仙台空港乗降客数

　宮城県内の県営住宅への入居者を６月に募集します。

　東日本大震災において被災された方は、県営住宅（※災害公営住宅とは異なります）への入居

者資格が緩和されています。

■県営住宅とは

　宮城県が建設した賃貸住宅で、住宅にお困りの方に入居の募集を行っているものです（災害公

営住宅とは異なります）。県営住宅の定期入居募集は、年４回（６月・９月・12月・３月）の各

上旬に行います。

■緩和内容

　①収入状況に関わらず応募できます。

　�　県営住宅は本来、月額所得が15万８千円以下であることが応募の条件ですが、それ以上の

所得がある方でも応募が可能です。

　②単身で応募できます（ただし単身可能住宅に限る）

　�　県営住宅は本来、同居する親族がいることが条件ですが（高齢者・障害者等除く）、単身

の方でも応募が可能です。

■緩和される対象者（①または②）

　①東日本大震災によって住宅を失った方（民間賃貸住宅を含む）

　②東日本大震災の被災地域で都市計画事業等の実施に伴い移転が必要となった方

■必要な書類（①または②）

　①住宅被災市町村が発行する住宅の滅失を証する書類　

　　（り災証明書【全壊・大規半・半壊】、住宅の解体（予定）証明書【大規模半壊、半壊の方】）

　②都市計画事業等の施行者、認定者もしくは地方公共団体が発行する移転の必要性を証する書類

■注意事項

　①県営住宅入居後は、災害公営住宅への入居申し込みができなくなります。

　②県営住宅への入居は、応募多数の場合抽選となります。

　③�高額所得者に該当する方が入居した場合、入居から５年以上経過した時点で高額所得認定さ

れ住宅を明け渡していただくことになります。

　④�県営住宅は家賃が発生します。世帯の所得状況と立地条件・広さにより決定されます。なお、

低所得の方には家賃の減額制度があります。

■申し込み用紙等の配布について

　６月１日（水）から宮城県住宅供給公社、県内各市役所（区役所）、各町役場、各ハローワー

クなどで配布します。郵送での受け取りを希望される方は、あらかじめ240円切手を貼付した返

信用封筒を下記宛に郵送してください。

■申し込み

　６月１日（水）～12日（日）（消印有効）に、募集案内に同封の申込用紙に必要事項を記入し、上

記公社へ郵送してください。

問 県国保医療課　☎022-211-2565

宛先：〒980-0011　仙台市青葉区上杉一丁目１番20号ふるさとビル１階

　　　　　　　　　宮城県住宅供給公社　入居管理課　宛

問 宮城県住宅供給公社　入居管理課（☎022-224-0014）

　24時間テレホンサービス（☎022-213-1861）

　県住宅課（☎022-211-3252） 

問 県住宅課　☎022-211-3256

　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）および設備の復旧

に要する費用を補助します。

■対　　象

　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

（１）（２）２分の１以内・上限1000万円ー下限100万円

（３）�全壊の場合／ 45％以内・上限270万円ー下限90万円、大規模半壊の場合／ 35％以内・上限

210万円ー下限70万円

■申し込み

　６月６日（月）～７月８日（金）

問 （１）県新産業振興課　☎022-211-2722

　 （２）県観光課 　☎022-211-2823

　 （３）県商工金融課　☎022-211-2746

仙台空港とグアム国際空港との
姉妹空港提携の覚書を更新
（平成28年２月12日）
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３月21日　多賀城市図書館開館 ３月19日　常磐自動車道「鳥の海スマートＩＣ」開通 ３月26日　つばめの杜大橋開通式（山元町） ４月１日　大型客船「ぱしふぃっくびぃなす」が
寄港（石巻市）

※予定が変更になる場合があります。詳しくは問い合わせ先にご確認ください。

イベント名 日　　　時 場　　　所 参 加 費 お申込み・お問い合わせ先

お茶飲み交流・料理を作って食べよう
（主催：一関市社会福祉協議会）

6/15（水）
10：00～14：00

一関保健センター
（一関市山目字前田13-1）�

500円
一関市社会福祉協議会（菊地・佐々木）
☎0191-23-6020　要事前申込み

2016� 神奈川散歩カフェ
（主管：NPO法人神奈川県歩け歩け協会）

6/11（土）JR川崎駅改札10時集合
解散：JR鶴見駅12時頃・小雨決行

コース名：川崎宿 200円
NPO法人神奈川県歩け歩け協会
☎090-2729-1246（高坂）　事前予約不要

前進座85周年特別公演「怒る富士」
（主催：前進座「怒る富士」上演100人委員会）

7/2（土）
14：00開演

米沢市市民文化会館
Ｓ席� 6,000円
Ａ席� 5,000円
（全席指定）

前進座「怒る富士」上演100人委員会
☎090-2277-1121（松本）

水元公園と柴又「バスツアー」
（主催：わかば「お茶っこ」しよう会）

6/10（金）JR千葉駅9：00出発
　　　　�JR千葉駅16：00帰着

水元公園と柴又・帝釈天 2,500円
わかば「お茶っこ」しよう会
☎080-6501-7113
常磐線金町駅からの参加もＯＫ

山形県避難者相談・交流会
（主催：避難者相談・交流会実行委員会）

6/18（土）
10：45～15：00

山形ビッグウイング
（山形国際交流プラザ）

無　料
山形県環境エネルギー部危機管理・くらし安心局危
機管理課復興・避難者支援室
☎023-630-3100

お問い合わせ先 相談できる内容 受付時間・連絡先

みやぎ避難者

帰郷支援センター

生活再建や帰郷に向けた情

報収集や相談援助等の支援

を受けることができます。

○北海道地区

☎0120-311-403

メール：jyoho@kouiki-assist.com

〈月～金（祝祭日除く）10：00～17：00〉

（運営団体�一般社団法人北海道広域避難アシスト協会）

○中部地区（甲信越・北陸・東海）

☎0120-553-833

メール：miyagi-shien@shizuoka-t.net

〈月～金（祝祭日除く）10：00～17：00〉

（運営団体� NPO法人地域づくりサポートネット）

○西部地区（中国・四国・九州・沖縄）

☎0120-738-124

メール：miyagi.hinan.hir@gmail.com

〈月・火・水・金（祝祭日除く）10：00～16：00〉

（運営団体�ひろしま避難者の会�「アスチカ」）

東日本大震災で宮城県外に避難された皆さまを対象とした交流会・イベント情報をお知らせします。

６～７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。

東日本大震災で避難された皆さまのお悩み等にお応えする相談窓口をご紹介します。

「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ください。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」でお知らせください。（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。）

避難者生活全般や帰郷に関する相談

宮城県内の復興の様子をご紹介します。 ※写真提供　ＵＲ都市機構

イベント名 開催月日（曜日） 会　　場
お問い合わせ先

電話番号

マリンパル女川おさかな
市場　銀鮭・かつお祭り

6/11（土）～12（日）
10：00～15：00

マリンパル女川（女川町）
マリンパル女川事業協同組合
☎0225-54-4714

万葉の森自然観察会
6/12（日）・7/17（日）・7/24（日）
10：00～12：00

昭和万葉の森（大衡村）
昭和万葉の森管理事務所
☎022-345-4623

碧水園能楽堂特別公
演「能・狂言鑑賞会」
「鞍馬天狗�白頭」

6/18（土）
14：00～16：30（13：30開場）

白石市古典芸能伝承の館
「碧水園」能楽堂（白石市）

白石市古典芸能伝承の館
「碧水園」
☎0224-25-7949

食肉まつり 6/18（土）　10：00～15：00
市役所前市民広場特設会場
（仙台市）

仙台市中央食肉卸売市場株
式会社�総務課
☎022-258-6011

おおさき
食楽まつり2016

6/18（土）～19（日）
10：30～15：00

鳴子峡レストハウス特設会場
（大崎市）

食楽まつり実行委員会事務
局（担当：矢内）
☎090-2956-9900

多賀城跡
あやめまつり

6/18（土）～7/2（土）
10:00～16:00

多賀城跡あやめ園
（多賀城市）

多賀城跡あやめまつり実行委員
会（多賀城市役所商工観光課内）
☎022-368-1141

第18回うめ～梅ま
つり�in�かくだ

6/19（日）（予定）
9：30～15：00

角田市中央広場（角田市）
角田市観光物産協会
☎0224-61-1192

第58回志津川湾銀
ざけまつり福興市

6/26（日）9：00～14：00
志津川仮設魚市場跡地
（南三陸町）

福興市実行委員会
☎090-7077-2550

第25回河北レガッ
タ2000

7/1（金）開会式等、2（土）～3
（日）レース9：00～15：00

アイエス総合ポートランド
（登米市）

登米市教育委員会教育部生
涯学習課
☎0220-34-2698

イベント名 開催月日（曜日） 会　　場
お問い合わせ先

電話番号

雄勝ローズガーデ
ン�ラベンダー祭

7/3（日）10：30～15：00
雄勝ローズファクトリー
ガーデン（石巻市）

雄勝ローズファクトリー
ガーデン
☎0225-23-2551

金蛇弁財天例祭
七夕あじさい祭り

7/3（日）8：30～16：30 金蛇水神社（岩沼市）
金蛇水神社社務所
☎0223-22-2672

石ノ森萬画館第60
回特別企画展
東村アキコ原画展

4/23（土）～7/3（日）
9:00～18:00

石ノ森萬画館（石巻市）
石ノ森萬画館
☎0225-96-5055

ヨット＆マリン
6/25（土）～26（日）（1泊2日）
25（土）16:00～、26（日）16:00

宮城県志津川自然の家
（南三陸町）

宮城県志津川自然の家
☎0226-46-9044

全日本ロードレース選
手権シリーズ第５戦�
SUGO�スーパーバイク
120マイル耐久レース

6/25（土）予選・26（日）決勝
スポーツランドSUGO
インターナショナルレーシ
ングコース（村田町）

スポーツランドSUGO
�☎0224-83-3111

第22回みやぎ国際
トライアスロン仙
台ベイ七ヶ浜大会

7/3（日）8：00～14：00
七ヶ浜町スリーエム湊浜海
浜緑地周辺（七ヶ浜町）

みやぎ国際トライアスロン
仙台ベイ七ヶ浜大会事務局
☎022-796-7372、
　090-2888-8778

マリンパル女川おさ
かな市場　うに祭り

7/9（土）～10（日）
10：00～15：00

マリンパル女川おさかな市場
（女川町）

マリンパル女川事業協同組合
☎0225-54-4714

鹽竈神社例祭 7/10（日）
志波彦神社・鹽竈神社
（塩竈市）

志波彦神社・鹽竈神社
☎022-367-1611

せんだい・あきう　
七夕展

7/16（土）～8/8（月）
9：00～17：00（8日は15：00まで）

秋保・里センター（仙台市）
秋保・里センター
☎022-304-9151

※予定が変更になる場合があります。詳しくは問い合わせ先にご確認ください。

お問い合わせ先 相談できる内容 受付時間・連絡先

宮城県東京事務所

県外避難者支援員

県外避難者支援員が関東地方にお住まいの避

難者の皆さまが抱える避難先でのお悩みや、

帰郷に関する相談に応じます。

月～金（祝祭日除く）

9:15～17:30

☎03-5212-9045

宮城県大阪事務所

県外避難者支援員

県外避難者支援員が関西地方にお住まいの避

難者の皆さまが抱える避難先でのお悩みや、

帰郷に関する相談に応じます。

月～金（祝祭日除く）

9:15～17:30

☎06-6341-7905

よりそいホットライン

（一般社団法人社会的包摂

サポートセンター）

専門の電話相談員が、住まい・仕事・お金・

人間関係・放射能に関するお悩みなど、どん

な相談にも応じます。

岩手県・宮城県・福島県以外の

地域にお住まいの方

毎日10：00～22：00

☎0120-279-338


