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復興定期便

みやぎ ５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.37

　県内34地区で土地区画整理事業を計画しており、平成29年２月28日現在、97.1％にあたる33地

区で工事に着手しています。また、23地区（67.6％）で住宅等の建築工事が可能となりました。

志津川中央地区（南三陸町）

　対象市町で被災し、応急仮設住宅（プレハブ・民間賃貸借上住宅など）にお住まいの方のうち、

下記に該当する方の供与期間を最長で平成31年３月31日まで延長する手続きを進めています。

　延長を希望される方は、届け出が必要ですので、被災地にお住まいの市町から送られる案内を

ご確認ください。

【要件】

①�災害公営住宅や防災集団移転など、公共事業による自宅の再建先は決まっているが、工期など

により退去できない方

②�公共事業以外で自宅の再建（再建先・再建時期）は決まっているが、工期などにより退去でき

ない方

【対象市町】

　石巻市、名取市、女川町、気仙沼市※、東松島市※、南三陸町※（※要件①に該当の方のみ）

　

　東日本大震災により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金

を支給しています。本制度に基づく支援金には「被害程度」に応じて支給される「基礎支援金」と、

「再建方法」に応じて支給される「加算支援金」の２つがあります。

　いずれも、申請期限は平成30年４月10日までとなっています。このうち、「基礎支援金」の申

請期限は、原則として期限の満了後は延長されない予定となっています。支給対象となる方で、

申請がお済みでない方は、被災当時お住まいの市町村において、期限まで早めに申請してくださ

い。（郵送による申請も可能です。送付先や必要書類等は、被災当時お住まいだった市町村の担

当課までお問い合わせください。）

■支援金の支給対象となる世帯

　生活の本拠として居住していた住宅が東日本大震災により被害を受けた世帯であって、以下の

いずれかに該当するもの。

①「全壊」のり
・

災証明を受けた世帯

②「大規模半壊」のり
・

災証明を受けた世帯

③�「半壊」のり
・

災証明を受け、その住宅を倒壊の恐れなどやむを得ない理由で解体した世帯。

または、敷地被害を市町村が認めた世帯で、その住宅を倒壊の恐れなどやむを得ない理由で

解体した世帯

④長期避難世帯に認定された世帯

※�被災当時に生活の本拠として居住していた住宅が対象となりますので、空き家、別荘、他人

に貸していた物件などは対象になりません。

■支給額

支　　給　　額 申請期間

基礎支援金

全壊 100万円

平成30年４月10日まで

（�申請期限満了後は延長さ

れない予定）

大規模半壊 50万円

解体（半壊又は敷地被害でやむ
を得ず解体した場合）

100万円

長期避難 100万円

加算支援金

建設・購入 200万円

平成30年４月10日まで補修 100万円

賃借（公営住宅を除く） 50万円

※世帯人数が１人の場合、支給額は上記の４分の３。

※支援金は「基礎支援金」と「加算支援金」の合計額となります。

■申請期限

　平成30年４月10日まで

　東松島市では、定住化促進を図るために、現在、市外に居住し、東松島市内に住宅を取得しよ

うとする方（空き家バンクを通じての購入も対象です）に、予算の範囲内で「東松島市定住化促

進事業補助金」を交付しています。

■対象となる方

　現在、東松島市外に居住し、平成28年４月１日以降に東松島市内に住宅を取得する予定で、東

松島市の住民基本台帳に登録し、生活の根拠を東松島市に置く予定の方。

※�現在、市外に居住していて、親元（東松島市内）に二世帯住宅などに建て替えする方も対象

となります。

■対象とならない方

　東日本大震災時に東松島市に居住し、被災した転入予定者であって、東松島市からの被災者支

援措置（防災集団移転促進事業による土地の取得を含む）を受けている方及び東松島市の被災者

支援措置を受けることが可能な方。（詳しくは下記までお問い合わせください。）

■補助金額

　住宅取得の形態（新築、中古、市内業者の利用等）により25万円～最大100万円を補助されます。

区　　分 支　給　金　額

市内業者を利用しない場合
住宅取得に要した費用の10％もしくは新築又は改築の場合は50万円の
いずれか低い方。中古住宅取得は25万円を限度として交付されます。

市内業者を利用した場合
住宅取得に要した費用の10％もしくは新築又は改築の場合は100万円の
いずれか低い方。中古住宅取得は50万円を限度として交付されます。

※店舗併用の住宅の場合、居住部分が２分の１以上であるものに限ります。
※共有名義の場合は、持分の割合で算出します。

■その他

　当該年度予算に達した場合は、受付を終了する場合があります。

　申請者御本人（及びご家族の方）以外の方が代理で申請する場合は委任状（任意様式）を添付

願います。

小泊・大室地区（石巻市）

問東松島市復興政策課地域振興班　☎0225-82-1111　（内線1233／1234）

復興まちづくり事業の整備状況（平成29年２月28日現在）

問県震災援護室　☎022-211-3257

問被災当時に居住していた市町村担当課又は県消防課　☎022-211-2372

　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）
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１月27日　新名取市図書館起工式（名取市） ２月25日　北上川河口部の堤防完成（石巻市）
国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所撮影

２月26日　大原住宅入居式（女川町） ３月３日　さんさん商店街が移転オープン（南
三陸町）

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

丸
森
町

丸森いち

5/13（土）～14（日）

13日：9：00～17：00

14日：9：00～16：00

丸森まちづくりセンター周辺
丸森町商工会

☎0224-72-1230

東
松
島
市

春のわくわくウォー

キング

5/14（日）

9：00～12：30

宮城県松島自然の家

（旧宮戸小学校前）

宮城県松島自然の家

☎0225-90-4323

蔵
王
町

「満喫！蔵王の春」
5/20（土）～21（日）

10：00頃受付
宮城県蔵王自然の家

宮城県蔵王自然の家

☎0224-34-2101

仙
台
市

仙台・青葉まつり 5/20（土）～21（日）

仙台市役所前市民広場、勾

当台公園、一番町買物公園、

定禅寺通、東二番丁通ほか

仙台・青葉まつり協賛会事務局

☎022-223-8441

川
崎
町

ポピーまつり2017
5/27（土）～6/18（日）

9：30～17：00

国営みちのく杜の湖畔公園

園内各所

みちのく公園管理センター

☎0224-84-5991

気
仙
沼
市

第30回気仙沼天旗

まつり

5/28（日）

10：00～13：30（予定）

（強風、大雨時は中止）

気仙沼市波路上地内

第30回気仙沼天旗まつり実行

委員会

☎0226-22-4560

石
巻
市

伊達政宗生誕450年

記念「第24回サン・

ファン祭り」

5/28（日）
宮城県慶長使節船ミュージ

アム（サン・ファン館）

サン・ファン祭り実行委員会

事務局（サン・ファン館内）

☎0225-24-2210

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。

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

村
田
町

MFJ全日本モトク

ロス選手権シリー

ズ第４戦SUGO大会

6/3（土）予選

6/4（日）決勝

スポーツランドSUGOイン

ターナショナルモトクロス

コース

スポーツランドSUGO

☎0224-83-3111

石
巻
市

雄勝ローズファク

トリーガーデン

薔薇お楽しみ会

6/4（日）

11：00～15：00

雄勝ローズファクトリー

ガーデン

雄勝ローズファクトリーガーデン

☎090-9037-4593

登
米
市

キリシタンの里ま

つり

6/4（日）

10：00～14：00
綱木農村公園・三経塚

登米市産業経済部商業観光課

☎0220-34-2734

涌
谷
町

第42回涌谷町釣り公

園へら鮒釣り大会

6/18（日）受付開始5：00、開

会式5：30（のち～競技開始）、

検量12：30～13：00まで

涌谷町釣り公園

涌谷町観光物産協会（涌谷町ま

ちづくり推進課商工観光班内）

☎0229-43-2119

気
仙
沼
市

気仙沼朝市 毎週日曜日5：00～8：00 イオン気仙沼店駐車場
気仙沼朝市運営委員会（内海様宅）

☎0226-22-5427

石
巻
市

石巻ふれあい朝市

4月～12月の第１・３日

曜日（※10月は第１日

曜のみ）7：00～各店舗

売切れ次第終了

ロマン海遊21前

（JR石巻駅前）

石巻市ふれあい朝市運営委員会

（一般社団法人石巻観光協会）

☎0225-93-6448

※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。

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

司法書士無料相談所
5/18（木）

9：00～17：00

【山形会場】

�山形県司法書士会館（山形県山形市小白川町1-16-26）

【東根会場】

�東根市さくらんぼタントクルセンター（山形県東根市中央1-5-1）

【寒河江会場】

�フローラ・SAGAE（山形県寒河江市本町2-8-3）

無　料
山形県司法書士会総合相談センター

☎023-642-3434（予約不要）

お茶飲み交流
毎週水曜日

14：00～16：00
新宿けやき園（東京都新宿区百人町4-5-1） 無　料

新宿区社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター

☎03-5273-9191

ほっと安心カフェ

毎月第１・３木曜、

第１土曜、第４水曜

13：00～15：00

都営百人町４丁目第２・４・５アパート各集会室

第１・３木曜：14号棟前、第１土曜：16号棟前、第４水曜：10号棟前

（東京都新宿区百人町４丁目）

200円
新宿区高齢者支援課高齢者相談第二係

☎03-5273-4594

足立区新田ふるさと会
第２・４火曜

13：00～17：00

新田地域学習センター第１学習室

（東京都足立区新田2-2-2）
無　料

足立区社会福祉協議会地域福祉部地域福祉課

基幹地域包括支援センター内

☎03-6807-2460

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。

「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。

５～６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。

窓口名
（実施機関名）

相　談　内　容 受付時間・連絡先

心の健康相談

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、電話を掛けた所在地の

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

（一般社団法人日本いの

ちの電話連盟）

　「いのちの電話」は、様々な困難や危機に

あって、自殺をも考えておられる方の相談電

話です。どうぞおひとりで抱えず、その苦

しいお気持ちを私たちに聞かせてください。

　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。

�・ナビダイヤル

　10：00～22：00

　☎0570-783-556

�・フリーダイヤル

　毎月10日の8：00～翌日8：00

　☎0120-783-556

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）

　どんな人の、どんな悩みにも、寄り添っ

て一緒に解決する方法を探します。秘密は

守ります。一人で抱え込まず、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へ

→☎0120-279-226

窓口名
（実施機関名）

相　談　内　容 受付時間・連絡先

住宅金融支援機構お客様コールセ

ンター

（住宅金融支援機構）

　被災した住宅の補修・再建資金に対し、

住宅金融支援機構が低利で実施している

災害復興住宅融資等の御相談に応じます。

被災された方専用のダイヤルです。

9：00～17：00

（祝日、年末年始を除く）

☎0120-086-353

宮城県応急仮設住宅入居者住宅情

報提供コールセンター

（宮城県震災援護室）

　応急仮設住宅入居者の新たな住まいの

確保に向けて、転居先となる民間賃貸住

宅物件情報の紹介や賃貸住宅の契約手続

きに関する電話相談を受け付けています。

10：00～17：00

（水・土曜・祝日・年末年始を

除く）

☎022-796-9501

宮城県内の公営住宅（県営住宅）

の相談（宮城県住宅供給公社）

　住宅でお困りの方に対し、公営住宅（県

営住宅）の募集を行っています。募集要件

等で不明な点があればお問い合わせくだ

さい。

☎022-224-0014

心の相談 住宅の相談


