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復興定期便

みやぎ 10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.30

　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）

東日本大震災により被害が生じた住宅（以下「被災住宅」という）の被災

時の所有者が、引上げ後の消費税率が摘用される期間に、新たに住宅を建

築・購入し、または被災住宅を補修し、その住宅に居住している場合に、

給付を受けることができる制度です。

　宮城県では、復旧・復興事業を実施する382地区海岸の

うち約７割の267地区海岸で工事着手済みとなっています。

防波堤災害復旧状況

問山元町町民生活課生活班　☎0223-37-1112

　山元町では、アパート等に住みたい新婚世帯・子育て世帯・町内で就業し転入される方を対象

に、民間賃貸住宅の家賃を助成します。

■対象となる世帯

新婚世帯 夫婦のいずれか一方が45歳未満である婚姻後５年を経過していない世帯

子育て世帯
子ども（出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子）を扶養し
ている世帯

新規転入町内
就業者

２年以上山元町外に居住し平成20年４月１日以降に転入した者で、かつ、町内で就
業する常用雇用労働者（パートタイム労働者、契約社員、派遣労働者等を除く。）又
は個人事業主（農業従事者、漁業従事者等を含む）である者をいう。

（注１）山元町に定住する意思があり、納付すべき市町村民税等の滞納がないこと。

（注２）申請日において本町に住所を有すること。

（注３）以前に当該補助事業による助成を受けていないこと。

■対象となる契約

　平成27年４月１日以降に民間賃貸住宅（アパート等）を賃貸借契約したもの。

（注）当該契約前から引き続いて当該住宅に居住していないこと。

■対象経費

　月３万円以上の民間賃貸住宅の家賃と当該民間賃貸住宅に付属する駐車場（１台分）の１月あ

たりの使用料を合算した額（共益費等を除く）。ただし、雇用主より住宅手当又はそれに相当す

る手当の支給を受けている場合は、算出した月額から当該支給額を控除した額とする。

■補助金額

　対象経費に２分の１を乗じて得た額又は２万円のいずれか低い額に賃貸月数を乗じた額（36カ

月を限度とする）。

　「生活復興支援資金」は、東日本震災により被災した低所得世帯の生活の復興を支援するため、

生活福祉資金貸付制度の一つとして、当面の生活に必要となる経費などの貸付けを行う制度です。

■対象世帯

　東日本大震災により被災した低所得世帯（震災により低所得世帯となった場合を含む）

■貸付内容等

貸付使途 貸付限度額 据置期間 償還期間

①�一時生活支
援費

生活の復興の際
に必要となる当
面の生活費

単身世帯月額
15万円以内
複数世帯月額
20万円以内（※
貸付期間は最大
６カ月以内）

最終貸付日から
２年以内 据置期間経過後20年以内

※�貸付金額に応じた目安
です。

・� �50万円以下…� 5年以内
・150万円以下…10年以内
・250万円以下…15年以内
・250万円超……20年以内

②生活再建費
住居の移転費、
家具等の購入に
必要な費用

80万円以内
貸付日（一時生
活支援費と併せ
て借り受けてい
る場合は、一時
生活支援費の最
終貸付日）から
２年以内

③住宅補修費
被災により住宅
補修等に必要な
費用（※1）

250万円以内

※１　�現在、被災元以外の市区町村又は他の都道府県へ避難されている場合は自宅のある被災元

の県（市区町村）での申込となります。

■注意事項

　詳しくは、お住まいの市区町村社会福祉協議会にお問い合わせください。

問各市区町村社会福祉協議会

　宮城県社会福祉協議会　☎022-225-8478

　県社会福祉課　☎022-211-2519

問住まいの復興給付金事務局コールセンター

☎0120-250-460（無料）　IP 電話等からのご利用　☎022-745-0420（有料）

ホームページ　http://fukko-kyufu.jp/

　宮城県内の復興の様子や復興に向けて取り組む方々の「いま」の姿を県内外の方々に知ってい

ただくため、復興に関する情報を集約して、発信する「みやぎ復興情報ポータルサイト」を７月

に開設しました。

　このポータルサイトでは、復興に関するお知らせや復興の

進捗状況、被災地での取材記事を掲載したブログなどで、様々

な情報を発信していきます。ぜひご覧ください。

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

南三陸町　寺浜海岸 （完成）

みやぎ復興情報ポータルサイトはこちらから

http://www.fukkomiyagi.jp/

問県震災復興推進課　　☎022-211-2408

制度の概要

被災住宅（東日本大震災により被害が生じた住宅）

り災証明書で「全壊または流出」「大規模半
壊」「半壊または床上浸水」「一部損壊または
床下浸水（※１）」の認定を受けた住宅

原子力災害による避難指示区域等
（※２）内にある住宅

※1�����建築・購入の場合は被災住宅を取り壊していることが必要。

※2�����避難指示区域、避難解除区域、特定避難勧奨地点（解除された地点を含む）のことをいう。

給付金受領

被災住宅を所有していた者
建築・購入した住宅
（再取得住宅）に居住

居住補修した
被災住宅に居住

「再取得住宅」とは、被災住宅に代わり、
建築・購入した新築住宅、または宅建業者
から購入した中古住宅のこと

制度の内容、申請対象等の詳しい情報はホームページでご確認頂くか、コールセンターまでお問

い合わせください。
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項目 着手・完了延長�／計画延長� 進捗率

防潮堤�
（復旧・復興工事）�

計画延長：244.0km

約74%

約23%�

完了延長：57.0km
（H28/5末現在）

着手延長：181.3km
（H28/5末現在）

74.3％�

23.4％�

50％�

50％�

100％

100％

（H28/5末現在）

名取海岸・岩沼海岸 （完成）
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７月１日　仙台空港民営化 （名取市） ６月15日　荒浜小学校で６年ぶりのプール開き
（亘理町）

６月18日　須江地区内陸型産業用地の工事完了
（石巻市）

６月30日　清水沢地区入居式 （塩竈市）

窓口名

（実施機関名）
相　談　内　容 受付時間・連絡先

沿
岸
地
域
就
職

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

・�石巻、塩竃，気仙沼に就職サポートセンターを設置

し、沿岸地域の求職者や高校生等について、きめ細

かな支援を行い、就職につなげるとともに、沿岸地

域の企業の人材確保を図ります。

・�本事業では、利用者の方に各サポートセンター

に登録していただくことにより、職業相談から

就職活動まで個別・継続的な支援を行います。

石巻サポートセンター
委託業者　株式会社インテリジェンス
☎0120-773-161

塩竃サポートセンター
委託業者　株式会社インテリジェンス
☎0120-013-250

気仙沼サポートセンター
委託業者　株式会社シグマテック
☎0120-215-488

窓口名

（実施機関名）
相　談　内　容 受付時間・連絡先

宮城県児童生徒の心

のサポート班による

教育相談

指導主事・臨床心理士・社会福祉士等の専門家

が電話相談や来所相談に応じます。

対象者：公立小・中・高等学校、特別支援学校

の児童生徒、保護者、教職員

平日：9:00～17:00まで

東部教育事務所内

☎0225-98-3341（直通）

子どもの人権110番

「いじめ」や体罰、不登校や親による虐待といっ

た、子どもをめぐる人権問題の相談に応じます。

対象者：子ども本人、保護者の他、子どもの人

権に関するものであればどなたでも

平日：8:30～17:15まで

☎0120-007-110

（全国共通・無料）

チャイルドライン

「友人などの人間関係」・「心の不安」などで困っ

ているときや、誰かと話したいときなど、子ど

もたちの相談に応じます。

対象者：18歳までの子ども本人

月～日曜日の16：00～21：00

☎0120-99-7777

mosi2kimochi@beach.ocn.ne.jp

（水曜18：00～23：00に返信します）

仕事の相談 子どもの相談

交　流　会　名 日　　　時 場　　　所 参�加�費 お申込み・お問い合わせ先

宮城もうまい！フェア� in� 大阪
10/8（土）～10（月・祝）11：00～18：00
10日のみ11：00～17：00

大阪　ららぽーと� EXPOCITY� 光の広場
（大阪府吹田市千里万博公園2-1）

無料
「宮城もうまい！フェア� in� 大阪」運営事務局
（高橋　雅）
☎022-265-1509

愛知県被災者情報交換会・相談会
「これからの暮らしをいっしょに考えよう」

10/12（水）10：30～14：30
10：00受付開始

岡崎市役所分館３階�大会議室
（愛知県岡崎市十王町2-3）

無料

愛知県被災者支援センター
☎052-954-6722　事前申込　10/10（月）まで

10/29（土）13：30～16：00
13：00受付開始

一宮市スポーツ文化センター�２階�第１会議室
（愛知県一宮市真清田1-2-30）

愛知県被災者支援センター
☎052-954-6722　事前申込　10/27（木）まで

いものこ会 10/19（水）10：00～14：00
一関文化伝承館
（岩手県一関市舞川字中里84-1）

500円
一関市社会福祉協議会（菊地・佐々木・千葉）
☎0191-23-6020　事前申込　10/12（水）まで

第２回宮城県避難者交流相談会（大阪）
10/29（土）10：00～16：00
12：30受付開始

大阪市総合生涯学習センター
（大阪市北区梅田1-2-2-500� 大阪駅前第２ビル５階）

無料
宮城県震災復興推進課
☎022-211-2408　事前申込　10/18（火）まで

宮城県避難者交流会・相談会（金沢市）
10/8（土）13：30～15：30
13：15受付開始

TKP金沢駅前カンファレンスセンター
（石川県金沢市広岡3-1-25� YSビル４階）

無料
みやぎ避難者帰郷支援センター（中部地区）
☎0120-553-833　事前申込　10/6（木）まで

宮城県避難者交流会・相談会（あわら市）
10/9（日）10：00～12：00
� 9：45受付開始

あわら市市民文化研修センター�研修室２
（福井県あわら市春宮2丁目14-1� 金津本陣IKOSSA3階）

無料
みやぎ避難者帰郷支援センター（中部地区）
☎0120-553-833　事前申込　10/6（木）まで

※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。

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。

10 ～ 11 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。）

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

※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。

地
域

イベント名 開催月日（曜日） 会　　場
お問い合わせ先

電話番号

亘
理
町

はらこめしスタンプ
ラリー

10/1（土）～11/30（水）
同スタンプラリーに参加する
飲食店

亘理町観光協会
☎0223-34-0513

塩
竈
市

しおがまさま� 神々
の月灯り

10/8（土）～9（日）
18:30～20:30�

志波彦神社･鹽竈神社内
塩釜市青年四団体連絡協議会
☎022-367-5111

亘
理
町

荒浜漁港水産まつり
10/8（土）
未定

荒浜漁港周辺
亘理町商工観光課
☎0223-34-0513

利
府
町

第26回
「十符の里－利府」
フェスティバル

10/9（日）
9:00～16:00

グランディ・21円形広場

「十符の里－利府」フェス
ティバル実行委員会事務
局（利府松島商工会）
☎022-356-2124

多
賀
城
市

史都多賀城
万葉まつり

10/9（日）
10：30～16：00

東北歴史博物館ほか

史都多賀城万葉まつり実
行委員会事務局（多賀城市
教育委員会生涯学習課内）
☎022-368-1141

仙
台
市

みやぎまるごとフェ
スティバル2016

10/15（土）～16（日）
10:00～16:00

宮城県庁1階フロア､県庁前駐
車場､勾当台公園､市民広場

みやぎまるごとフェス
ティバル実行委員会（宮
城県食産業振興課内）
☎022-211-2815

塩
竈
市

鹽竈神社
秋の門前市

10/16（日）
10：00～14：00�

鹽竈神社表坂下
塩竈市観光物産協会
☎022-364-1165

岩
沼
市

金蛇水神社秋季例祭
（金蛇水神社秋祭り）

10/16（日）
8:00～16:00

金蛇水神社
秋季例祭　金蛇水神社�
社務所
☎0223-22-2672

地
域

イベント名 開催月日（曜日） 会　　場
お問い合わせ先

電話番号

石
巻
市

いしのまき大漁まつり
10/16（日）
9:00～14:00

石巻市水産物地方卸売市場（石
巻売場　西棟）

石巻水産振興協議会
（石巻魚市場㈱内）
☎0225-23-8121

岩
沼
市

PARACUP� �SENDAI
2016リレーマラソン
at�千年希望の丘

10/23（日）
�10：00～15：00

千年希望の丘
PARACUP� SENDAI
☎080-4094-2649

東
松
島
市

奥松島縄文村まつり　　
10/23（日）
10:00～15:00

奥松島縄文村歴史資料館
奥松島縄文村歴史資料館
☎0225-88-3927

亘
理
町

わたりトコトン商人
（あきんど）まつり　

10/23（日）
10:00～14:00（予定）

亘理町五日町及び中町商店街
亘理山元商工会�亘理事務所
☎0223-34-3121

気
仙
沼
市

第32回気仙沼市産業
まつり

10/23（日）
9:00～15:00

気仙沼市魚市場
気仙沼市産業部商工課
☎0226-22-6600

南
三
陸
町

ひころの里秋まつり
10/23（日）
10：00～13：00

入谷ひころの里特設会場
ひころの里管理事務所
☎0226-46-4310

岩
沼
市

ハナトピア岩沼�秋の
収穫祭

10/29（土）
10:00～15:00

ハナトピア岩沼
ハナトピア岩沼
☎0223-23-4787


