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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～
宮城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.34

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

　県では、東日本大震災により自ら居住していた住宅に被害を受け、その被災した住宅にローン
を有する方が、新たな住宅ローンを組んで住宅を再建する場合の負担を軽減するため、５年間の
利子相当額を補助します。

■補助の対象要件（次の①～③のすべてに該当する方）
①�県内の自ら居住する住宅が東日本大震災により被災し、発災（平成23年３月11日）以前からそ
の被災した住宅に係る既存の住宅ローンを有している方

②�県内に自ら居住する住宅の再建のために、500万円以上の新たな住宅ローンを契約した方
③�新たな住宅ローンを契約した日の前月末時点で、①の被災した住宅に係る既存の住宅ローンが
500万円以上ある方

　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）

　東日本大震災（以下「震災」という。）により被災した個人および事業主が平成23年３月12日以降、

特別名勝松島地域内に景観に配慮した建築物を新築または増築した場合に助成します。

■対象要件

�・震災により被災した個人またはその同居親族が、居住用住宅を新築または増築した場合

�・震災により被災した事業主が、事業用施設を新築または増築した場合

※�震災によるり災証明書で、被災されている方であることを確認します（事業主の方は、事業

のり災証明書が必要）。

※�新築または増築した建物は、文化財保護法の規定による現状変更許可を受けた建築物である

ことを確認します。

※�市外からの転入者でも、震災によるり災証明書により被災されていることが確認できる方は、

助成の対象となります。

※被災した建築物に代わるものとして、新築又は増築した建築物に限ります。

※申請回数は住宅、事業用施設それぞれ１回です。

※被災した個人の同居親族とは、民法第725条に規定する親族となります。

■助成額

建築面積�×�年度ごとの単価�×� 1/3

現状変更終了日
が属する年度

Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度
Ｈ28年度

以降

住
　
宅

単　価 15,000 15,750 16,500 16,500 17,250 18,000

上限額 500,000 525,000 550,000 550,000 575,000 600,000

事
業
所

単　価 15,000 15,750 16,500 16,500 17,250 18,000

上限額 1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000

　詳しくは、下記窓口までお問い合わせください。

問東松島市生涯学習課文化財班　　☎0225-82-1111（内線3322）

■申請期間
　平成32年度末まで（予定）
　※平成29年度以降については、予算の成立をもって補助することになります。

■補助金額
　既存の住宅ローンにかかる５年間の利子相当額（元利均等毎月償還による算定額）【上限50万円】

問県住宅課　☎022-211-3256

「国の教育ローン」は、高校や大学等への入学時・在学中に係る費用を対象とした公的な融資制

度であります。

　日本政策金融公庫では、東日本大震災により被災された方を対象に、通常より低い利率や通常

のご返済期間より長くご利用いただける「災害特例措置」を実施しています。詳しい内容は、下

記連絡先までお問合せください。

■融資額

　お子さま１人あたり350万円以内

■利率

　�年1.81％（固定金利・保証料別）※母子家庭・父子家庭または世帯年収200万円（所得122万円）

以内の方は、年1.41％（固定金利・保証料別）

■返済期間

　�15年以内　※交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭または世帯年収200万円（所得122万円）以内

の方は、18年以内

■資金の用途

　入学金、授業料、受験費用、在学のためのアパート代、定期券代など

■返済方法

　毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）

■保証

（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

問教育ローンコールセンター　☎0570-008656
※つながらない場合は　　　　☎03-5321-8656
　受付時間：月～金　9:00 ～ 21:00、土　9:00 ～ 17:00

　県では、被災者の皆さまの生活を中心とした支援制度に関する概

要と問合せ先を掲載した「みやぎ被災者支援生活支援ガイドブッ

ク」を毎年発行しています。

　このたび、制度改正等を反映した平成29年１月版を発行しまし

た。県外に避難されている皆さまへは、２月から順次直接お届けし

ます。お手元に届かない方は、お手数ですが下記までご連絡くださ

い。

問県震災復興推進課　　☎022-211-2408

　宮城県内の12市町195地区で防災集団移転促進事業が計画されており、全地区で造成工事等に

着手しています。（※造成工事等に着手とは、工事請負契約の締結が完了した状態のことを示す。）

　また、住宅等建築工事可能地区数は、県全体で12市町183地区（全体の約94％）となっています。

（※住宅等建築工事可能とは、造成工事が完了、建築工事の準備が整った状態のことを示す。）

�

（H28/11末現在）

項　目 進　捗　率

工事着手　195 地区

建築可能　183 地区

防災集団移転促進事業

南三陸町志津川西団地（東工区） 南三陸町志津川東団地（西工区）
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10月29日　閖上復興住宅見学会（名取市）
� ※写真提供：名取市

10月30日　登米志津川「三滝堂IC ～志津川IC間」
開通

12月１日　夜間急患センターが移転オープン
（石巻市）� ※写真提供：石巻市

12月16日　スターダストページェント2016　
海ぼたる（女川町）� ※写真提供：女川町

窓　口　名

（実施機関名）
相　談　内　容 受付時間・連絡先

こころの健康相談統一

ダイヤル（厚生労働省）

各都道府県・政令指定都市が実施して

いる「心の健康電話相談」等の公的な

電話相談事業に全国共通の電話番号を

設定することにより、全国どこからで

も共通の電話番号に電話すれば、電話

をかけた所在地の公的な相談機関に接

続されます。

実施曜日・受付時間は都道府県により

異なります。

☎0570-064-556

いのちの電話フリーダ

イヤルの日

（一般社団法人日本いの

ちの電話連盟）

いのちの電話では、毎月10日にフリー

ダイヤル（無料）の電話相談を受け付

けています。生活の困難やこころの危

機等について、一人で悩まずお話しく

ださい。

毎月10日8:00 ～翌日8:00

☎0120-738-556

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）

どんなひとの、どんな悩みにもより

そって一緒に解決する方法を探しま

す。秘密は守ります。ひとりで抱え込

まず、お電話ください。

☎0120-279-338

岩手県・宮城県・福島県からかけられる

方は被災地専用ダイヤル

☎0120-279-226

窓　口　名

（実施機関名）
相　談　内　容 受付時間・連絡先

事業者向け二重債務などの
相談窓口
（宮城県産業振興相談セン
ター）

震災により大きな被害を受けた事業者を
対象に、支援施策の紹介や事業計画の策
定支援、二重債務問題への対応などを
行っています。中小企業者のほか小規模
事業者、農林水産・医療福祉事業者など
幅広く相談受け付けています。

【相談機関】
宮城県産業振興相談センター
☎022-722-3858
東日本大震災事業者再生支援機構
☎022-393-8550

【お問合せ】
県商工金融課　☎022-211-2744

中小企業電話相談ナビダイ
ヤル（中小企業庁）

震災の影響を受けた全国中小企業者の皆
さまからのご相談に対応します。どこに
相談したらいいのかわからない方はぜひ
ご活用ください。最寄りの経済産業局　
中小企業課につながります。

平日9：00～17：30
☎0570-064-350

事業資金相談ダイヤル（株
式会社日本政策金融公庫）

これから創業をお考えの方、創業して間
もない方、個人企業・小規模企業の方、
中小企業の方などの具体的な融資に関す
る相談に応じます。

平日9：00～19：00
☎0120-154-505

心のケア 中小企業支援

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

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

2/4（土）
10：30～14：30

川崎市男女共同参画センター（すくらむ21）
２階　第２交流室
（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、予約不要

宮城県避難者相談会� in� さっぽろテレビ塔
2/4（土）13：30～16：00
（受付開始　13：15）

さっぽろテレビ塔　２階会議室
（札幌市中央区大通西一丁目）

無料
みやぎ避難者帰郷支援センター（北海道地区）
（団体名：一般社団法人北海道広域避難アシスト協会）
☎0120-311-403

神奈川散歩カフェ（小田原宿コース）
2/11（土・祝）
10：00集合

集合場所：JR小田原駅改札前
開催予定場所：小田急箱根湯本駅

200円
かながわ避難者と共にあゆむ会（高坂）
☎090-2729-1246　当日受付

日帰り温泉交流会 2/15（水）11：00～15：00
厳美渓温泉いつくし園
（岩手県一関市厳美町字南滝ノ上15）

1,000円
一関市社会福祉協議会（菊地・佐々木）
☎0191-23-6020　事前申込〆切：1/31（火）

宮城県避難者相談会（広島市会場）
2/19（日）14：00～16：00
（受付開始　13：30）

コミュニティースペースたねまく広場
（広島市西区三篠町2-15-5ひろしま避難者の会アスチカ事務所）

無料
みやぎ避難者帰郷支援センター（西部地区）
（団体名：ひろしま避難者の会アスチカ）
☎0120-73-8124

黄色いハンカチの交流サロン
毎週火・水・木
10：00～16：00

千葉県松戸市松戸1834-5　小川ビル２F 100円
東日本大震災復興支援松戸・東北交流プロジェクト
「黄色いハンカチ」
☎047-710-5519

※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。

東日本大震災で避難された皆さまのお悩み等にお答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

２～３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。

※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

鹽竈神社節分祭 2/3（金）・5（日） 鹽竈神社
鹽竈神社

☎022-367-1611

仙
台
市

陸奥国分寺薬師堂節

分会(厄除　祈祷）

2/3（金）

（豆まき）15：00の祈

祷終了後

陸奥国分寺薬師堂
陸奥国分寺薬師堂

☎0120-089-430

南
三
陸
町

バードウォッチング

入門

2/5（日）

9:30～12：30

（9：00～受付）

宮城県志津川自然の家
宮城県志津川自然の家

☎0226-46-9044

仙
台
市

七日堂修正会・柴燈

大護摩供（火渡り修

行）

2/11（土・祝）

13：00～
陸奥国分寺薬師堂

陸奥国分寺薬師堂

☎0120-089-430

塩
竈
市

第17回塩釜甚句全国

大会

2/25（土）

9：00～18：00
壱番館５階遊ホール

塩釜甚句全国大会実行委員会

☎022-364-1165

南
三
陸
町

志津川湾牡蠣まつり

福興市

2/26（日）

9：00～13：30（予定）
志津川仮設魚市場

南三陸福興市実行委員会事務局

☎090-7077-2550

石
巻
市

石ノ森萬画館第63回

特別企画展　サイコ

パス原画展

12/23（金・祝）～2/12

（日）
石ノ森萬画館

石ノ森萬画館

☎0225-96-5055

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

塩竈� de� ひなめぐり

2017

2/26（日）～3/3（金）

10:00～16:00
旧亀井邸　他市内提携会場

塩竈 de ひなめぐり実行委員会

☎022-366-6711

南
三
陸
町

シルクフラワーフェ

スタ

3/4（土）～3/12（日）

9:30～15:00

南三陸町ひころの里

「シルク館」

南三陸町ひころの里管理事務所

☎0226-46-4310

七
ヶ
浜
町

笠岩堂の縁日 3/5（日） 鳳寿寺
鳳寿寺

☎022-365-0681

南
三
陸
町

極上！三陸ワカメ収

穫体験2017

3/5～4/16の日曜日

�9:30～11:30

集合場所：伊里前福興商店

街

（一社）南三陸町観光協会

☎0226-47-2550

岩
沼
市

竹駒神社初午大祭 3/8（水）～3/14（火） 竹駒神社
竹駒神社社務所

☎0223-22-2101

気
仙
沼
市

南
三
陸
町

南三陸・気仙沼復興

応援号運行（びゅう

バス・語り部バス）

3/26（日）までの日曜

日

仙台駅東口発南三陸町、気

仙沼市

びゅう予約センター

ナビダイヤル☎0570-04-8950

（携帯・PHS・IP 電話・ひか

り電話　☎03-3843-2001）


