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復興定期便

みやぎ 12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.32

●県内の公共職業安定所別有効求人倍率
　平成28年８月の県内の有効求人倍率は1.49倍で、東日本大震災発生の翌月（平成23年４月は0.44倍）に
比較すると1.05ポイント高くなっています。� ※全体は季節調整値

安定所名 全　体　※ 仙　台 石　巻 塩　釜 気仙沼

Ｈ23年４月 0.44 0.5 0.28 0.27 0.19

Ｈ28年４月 1.49 1.62 1.78 0.93 1.96

県内の雇用情勢
　宮城県内の県営住宅への入居者を12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

　宮城県が管理する賃貸住宅で、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、大規模半壊、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

　12月１日（木）から宮城県住宅供給公社、県内各市役所（区役所）、各町村役場、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250円切手を貼付した返

信用封筒（角２判）を下記宛に郵送してください。

■申し込み

　12月１日（木）～ 12日（月）（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。

　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、以下の場合に該当する
方は、忘れずに登録手続きを行うようご協力願います。
　①避難を終了した方（定住、帰郷など）
　②避難先を移動した方（転居など）
　③未登録又は誤登録だった方
※登録手続きは、現在お住まいの市町村役場で可能です。

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）

問 公立高等学校について：県教育庁高校教育課教育指導班　☎022-211-3624

　私立高等学校について：県総務部私学文書課私立学校班　☎022-211-2268

　母子父子寡婦福祉資金貸付とは、ひとり親家庭及び寡婦の方の経済的自立や生活の安定・扶養

している児童の福祉増進を図るため、無利子又は低利で資金の貸し付けを行う制度です。

■対象

　①配偶者のいない者で20歳未満の児童を扶養している者（母子家庭の母、父子家庭の父）

　②寡婦（かつて母子家庭の母だった方）

　③父母のない児童

　④配偶者のない者が扶養する児童

　⑤40歳以上の配偶者のいない女子であって児童を扶養していない方

　⑥母子・父子福祉団体

■貸付の種類（限度額）

　・生活資金（月額10万3,000円：一般）

　・住宅資金（200万円：特別枠）

　・転宅資金（26万円）

　・技能習得（月額６万8,000円：一般）

　・修学（修学先・学年により異なる）

　・修業（月額６万8,000円）

　・就職支度（10万円：一般）

　・就学支度（就学先により異なる）

　・医療介護（医療34万円）

　・結婚（30万円）　　など

■貸付申請にあたって

①修学資金、修業資金、就職支度資金（子の就職費用）、就学支度資金の貸付は無利子となります。

　�上記貸付金を借りる場合は、お子さんが連帯借受人（借主と同様に返済義務有り）となり、お

子さん本人が借りる場合は、連帯保証人を必要とします。（償還能力のある母又は父を連帯保

証人とすることができます。）

②�①以外の貸付金については、連帯保証人を立てる場合は無利子となります。連帯保証人を立て

なくても借りることができますが、その場合は年利1.0％の有利子となります。

　貸付には一定の条件があります。申請しても要望に添えない場合があります。お早めにご相談

ください。

　以下の日程で県外受験説明会を開催いたします。県外から本県の公立高校への出願を希望され
る場合、説明会にご出席ください。
　日時：平成28年12月12日（月）13:00～15:30
　場所：宮城県庁２階講堂（宮城県仙台市青葉区本町3-8-1）
■対象
　宮城県内への一家転住を予定している方で、宮城県の公立高等学校の受験を検討している生徒
の保護者等が対象です。参加については、宮城県内在住の親戚や知人の方など、保護者以外の方
でも構いません。
■内容
　公立高等学校の前期選抜、後期選抜及び第二次募集の受験に必要な手続きなどの説明を行い、
願書等の関係書類を配付します。説明会終了後に、個別の相談も受け付けます。また、私立高校
入試についても簡単な説明を行います。
■その他
・事前の参加申込みは不要です。
・実際に出願で使用する書類に下書きをすることがありますので、必ず鉛筆をご準備ください。
・�ご来場には、公共交通機関のご利用をお願いします。なお、宮城県庁の駐車場は有料ですの
で、その旨をご了承ください。

・�参加人数によっては、個別の相談時にしばらくお待ちいただくこともありますので、予めご了
承ください。

問 お住まいの都道府県庁や市役所各区役所（政令指定都市の場合）

●県内の求人・求職のバランス（常用的フルタイム・パートタイム）
　事務的職業では、有効求人数に対し、有効求職者数が大きく上回っています。逆に、サービスの職業、
専門的・技術的職業では有効求人数に対して人が集まりにくい状況になっており、求職者の希望と求人状
況にミスマッチが見られます。

　南三陸町では、少子化対策の一環として、子育て世帯における経済的負担の軽減を図ることを
目的に、南三陸町子育て世帯応援券（商品券）を支給します。

■子育て世帯応援券とは
　南三陸商店街連合会が発行する商品券（１枚：500円券）で、町内の連合会加盟店舗で利用できます。
■支給対象児童
　①平成28年４月２日以降に生まれたお子さん
　②小学校入学予定児童（年齢満６歳に達し、もしくは達する子ども）
■支給対象者（応援券を受給できる方）
　支給対象児童の保護者
　※�保護者とは、南三陸町に住民票を置き、支給対象児童と同一の世帯に属する者であって、子

どもの親権を行う者、子どもの未成年後見人である者その他当該子どもを現に監護する者を
いいます。

■応援券の支給額
①子どもが生まれたとき
　・第１子　　　� 30,000円分の応援券
　・第２子　　　� 50,000円分の応援券
　・第３子以降　100,000円分の応援券
②小学校入学予定児童
　・一律　10,000円分の応援券

問 南三陸町保健福祉課こども家庭係　　☎0226-46-1402

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

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
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９月30日　鹿折地区高齢者相談室を開設
（気仙沼市）

９月１日　市立病院が開院 （石巻市） ９月24日　あおい地区でまちびらき（東松島市） 10月５日　リオ五輪バドミントンの高松ペアに
県民栄誉賞を授与（仙台市）� ※所属：日本ユニシス

窓口名

（実施機関名）
相　談　内　容 受付時間・連絡先

医療なんでも相談窓口

宮城県内の医療機関に関する相談を受け付けて
います。行政機関に設置している窓口として病
気の診断や医療行為の適否については対応でき
ませんが、相談窓口を整理し相談者が自主的に
解決できるよう助言したり、他の相談窓口を紹
介するなど情報提供を行っています。

平日8：30～17：15
（12：00～13：00を除く）
（土・日・祝日・年末年始を除く）
☎022-211-3456

みやぎのお医者さん
ガイド

宮城県内の病院・医科診療所・歯科診療所及び
助産所を探すのにお役立てください。

http://medinf.mmic.or.jp/

窓口名

（実施機関名）
相　談　内　容 受付時間・連絡先

ハローワーク地方就職支援コーナー
品川公共職業安定所

ＵＩＪターンなどにより地方で働く
ことを希望する方を支援するため、
厚生労働省では、ハローワークの全
国ネットワークを活用した職業相
談、職業紹介のほか、大都市圏のハ
ローワークに地方就職支援コーナー
を設置し、専門の相談員による職業
相談、職業紹介や情報提供を行って
います。

平日8：30～17：15
（土日祝、年末年始は休み）
☎03-5419-8609
（部門コード43＃）

ハローワーク地方就職支援コーナー
ハローワークプラザ難波

平日�10：00～19：00
土曜日�10：00～18：00
日祝日�10：00～17：00
（年末年始は休み）
☎06-6214-9200

おしごとアドバイザー（厚労省）

「就職活動って何から始めればいい
の？」「正社員になると何が変わる
の？」「面接では退職理由をきちんと
話すべきか？」など、就職や転職の素
朴な疑問から周囲に聞きづらい悩み
まで、なんでも気軽に質問、相談でき
る電話・メール窓口ができました。さ
あ、新しい道への第一歩を一緒に踏み
出しませんか。

平日17：00～22：00
土日祝日10：00～17：00
☎0120-987-754

医療相談 就業相談

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

宮城県避難者交流会・相談会

12/3（土）13：30～15：30
（13：15～受付開始）

名古屋サミットホテル　会議室Ｂ
（愛知県名古屋市中村区椿町5-5）

無料
みやぎ避難者帰郷支援センター中部地区
（団体名：ＮＰＯ法人地域づくりサポートネット）
☎0120-553-83312/4（日）13：30～15：30

（13：15～受付開始）
復幸レストラン女川すえひろ
（岐阜県高山市国府町金桶64-1（特選館あじか内））

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

12/7（水）10：30～14：30
川崎市男女共同参画センター（すくらむ21）
（神奈川県川崎市高津区溝口2-20-1）

無料
川崎市男女共同参画センター
☎044-813-0808

2016神奈川散歩カフェ
（大磯宿コース）

12/10（土）
10：00～12：00

集合場所：JR大磯駅改札前
解散予定場所：ＪＲ国府津駅

200円
NPO法人神奈川県歩け歩け協会（高坂）
☎090-2729-124

「縁�joy・東北」2016 12/17（土）10：00～15：00
千葉市きぼーる１階アトリウム
（千葉県千葉市中央4-5-1）

無料
特定非営利活動法人　ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
☎043-303-1688
Eメール　npo-ciub@par.odn.ne.jp

クリスマス会（パン作り） 12/21（水）13：00～16：00
一関保健センター
（岩手県一関市山目字前田13-1）

500円
一関市社会福祉協議会（菊地・佐々木・千葉）
☎0191-23-6020　申込み〆切：12/9

※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。

12 ～１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

塩
竈
市

しおがま蔵出し新酒

まつり
12/1（木）～ 12/31（土）

塩竈市内みやぎ寿司海道

加盟店舗

しおがま新酒まつり実行委員会

☎022-364-1165

塩
竈
市

鹽竈神社嘉津良比祭 12/1（木）10:00～ 志波彦神社・鹽竈神社
志波彦神社・鹽竈神社

☎022-367-1611

気
仙
沼
市

市制施行10周年

第31回リアス牡蠣ま

つり唐桑　「唐桑ごっ

つぉーフェア」

12/4（日）

メイン会場：

10:00～14:00

海産物直売会場：

9:00～13:00

メイン会場：気仙沼市唐

桑小学校校庭

直売会場：宿（しゅく）・

舞根（もうね）漁港

唐桑町観光協会

☎0226-32-3029

名
取
市

ゆりあげ港朝市

「年末大売出し」

12/4(日)～31（土）の日

曜・祝日
名取市ゆりあげ港朝市

ゆりあげ港朝市共同組合

（メイプル館）

☎022-395-7211

女
川
町

スターダスト・ペー

ジェント

海ぼたる2016

12/4（日）～1/6（金）

16:30～22:30
女川駅前広場

スターダストページェント

海ぼたる2016実行委員会

（女川町役場仮設庁舎内）

☎0225-54-3131

仙
台
市

2016� SENDAI

光のページェント

12/9（金）～12/31（土）

17：30～（終了時刻は曜

日等により異なる）

定禅寺通

（東二番丁通～仙台市民

会館前）

SENDAI光のページェント

実行委員会

☎022-261-6515

七
ヶ
浜
町

毘沙門堂のお歳とり
12/13（火）

16:00～20:00
多聞山毘沙門堂

葦航寺（いこうじ）

☎022-357-3614

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

気
仙
沼
市

あわびまつり
12/17（土）9:00～（あわ

びがなくなり次第終了）
道の駅「大谷海岸」

本吉町産業振興公社

☎0226-44-3180

石
巻
市

にっこり歳の市
12/23（金・祝）

10：00～14：30
石巻市立北上中学校体育館

石巻市北上総合支所地域振興課

☎0225-67-2114

南
三
陸
町

歌津あわび祭り

12/23（金・祝）

開始時間調整中

無くなり次第終了

伊里前福幸商店街
伊里前福幸商店街

☎0226-36-2235

七
ヶ
浜
町

七の市
12/25（日）

9：00～12：00
�漁協七ヶ浜支所駐車場

多賀城・七ヶ浜商工会　七ヶ

浜事務所

☎022-357-3912

南
三
陸
町

志津川湾おすばでま

つり福興市

12/29（木）

8：30～13：30

志津川仮設魚市場特設会

場（予定）

南三陸福興市実行委員会事務局

☎090-7077-2550

石
巻
市

金華山黄金山神社　

大祓式・除夜式

12/31(土)

17：00～17：30頃まで
金華山黄金山神社境内�

金華山黄金山神社社務所

☎�0225-45-2301

松
島
町

瑞巌寺の除夜の鐘・

火鈴様
12/31（土）～1/1（日） 瑞巌寺

瑞巌寺

☎022-354-2023

窓口名

（実施機関名）
相　談　内　容 受付時間・連絡先

よりそいホットライン
（一般社団法人社会
的包括サポートセン
ター）

専門の電話相談員が、住まい・
仕事・人間関係・お金・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・福島県内にお住まいの方
毎日10：00～22：00
☎0120-279-226

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

心の相談


