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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～
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.38

１．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。

市町村名 仙台市、石巻市、気仙沼市、山元町、女川町、南三陸町

２．受診期間

　平成29年４月１日～平成30年３月31日まで

３．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。

４．受診の流れ

①�避難元の市町村（下記の問い合わせ先）に「健診を受診したい」という連絡をしてください。

（電話連絡可）

②市町村より以下のものが送付されます。

　ア：受診券　イ：健診実施機関リスト　ウ：昨年度の健診結果（昨年受けた方）

③�「健診実施機関リスト」（同封）を確認し、受診したい健診実施機関に健診の予約をしてく

ださい。

④予約当日、健診実施機関で健診を受診してください。（※持参物を忘れないでください！）

⑤後日、健診実施機関から健診結果が送付されます。

５．受診時に持って行くもの

　①受診券（同封のもの）

　②昨年度の健診結果（同封のもの）

　③保険証

６．受診上の注意

　◎受診前日・当日の食事、服薬などについては、受診する健診実施機関にお問い合わせください。

７．お問い合わせ先

　避難元の市町村へお問い合わせください。

市町村等名 担当課名
お問い合わせ先

電話番号 ＦＡＸ番号 電子メールアドレス

仙台市 保険年金課 022-214-8351 022-214-8195 fuk005160@city.sendai.jp

石巻市 保険年金課
0225-95-1111
（内線2333）

0225-95-4901 ishinspens@city.ishinomaki.lg.jp

気仙沼市 健康増進課 0226-21-1212 0226-21-1016 kenko@kesennuma.miyagi.jp

山元町 保健福祉課 0223-37-1113 0223-37-4144 hokenfukushi.k@town.miyagi-yamamoto.lg.jp

女川町 健康福祉課 0225-53-4990 0225-53-5248 kenshin@town.onagawa.miyagi.jp

南三陸町 町民税務課 0226-46-1373 0226-46-2671 iryou@town.minamisanriku.miyagi.jp

制度全般のお問い合わせ

宮城県 国保医療課 022-211-2565 022-211-2593 kokuhoi@pref.miyagi.lg.jp

　３月20日、現在整備が進められている三陸沿岸道路のうち、南三陸町の「志津川 IC ー南三陸

海岸 IC」の３km区間が開通し、また一歩、事業の進ちょくが見られました。�

戸別訪問による県外避難者世帯の意向確認調査について

　宮城県では昨年度、東日本大震災により県外へ避難された皆様の避難状況や今後の生活再建に

関する意向等を確認するために、電話や郵送等により意向確認調査を行いました。

　３割を越える世帯から回答をいただくことができましたが、７割弱の世帯につきましては、未

だに意向を確認できておりません。

　今年度は、そのような状況を踏まえ、意向を確認できていない世帯につきまして、本県職員が

直接ご自宅を訪問して意向確認を行う、戸別訪問調査を実施しております。

　皆様の帰郷を円滑に支援するためにも、意向確認調査は大変重要ですので、調査へのご協力を

お願いいたします。

　なお、訪問による調査は不要という方につきましては、下記の確認事項をご連絡いただければ、

原則として訪問いたしません。（行き違いにより訪問する場合もございますので、あらかじめご

了承ください。）

１．戸別訪問対象世帯（以下のすべてに該当する方）

　・�東日本大震災をきっかけに、宮城県外に避難された方で、全国避難者情報システム上、現在

も“避難中”となっている方

　・宮城県に対して、今後の生活再建に関する意向を回答していない方（未定を含む）

２．戸別訪問実施期間

　　平成29年４月から平成30年３月まで（１年間）

　　※�各地域への訪問予定時期につきましては、概ね次のとおりですが、当該時期はあくまでも

目安であり、訪問調査の進捗や気象条件等により変動する場合もございますので、あらか

じめご了承ください。

地　域 訪問時期 地　域 訪問時期

北海道地方 ８月～ 10月頃 近畿地方 随　時

東北地方 ４月～８月頃 中国地方 ９月～ 10月頃

関東地方 随　時 四国地方 11月～ 12月頃

北陸・甲信越地方 ６月～ 10月頃 九州地方 11月～１月頃

東海地方 ７月～９月頃 沖縄地方 11月～ 12月頃

３．確認事項・回答例

　①宮城県への帰郷意思の有無

　　例）�避難先に定住する／近々帰郷する／帰郷したいが当面は帰郷できないなど

　②帰郷時期

　・帰郷意思がある場合で、帰郷時期が決まっている場合

　　例）平成○○年○○月頃に○○○（住所・地名等）へ転居する予定

　・帰郷意思がある場合で、帰郷時期が決まっていない場合

　　　例）帰郷の意思はあるが、概ね〇〇年間は帰郷しない・できない

４．連絡先

　〒980-8570

　　宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

　　　宮城県震災復興・企画部　震災復興推進課　復興推進第二班

　　　☎022-211-2408（平日８:30 ～ 17:15）

　宮城県では、帰郷支援のほか、全国３ヶ所（東京都２ヶ所・仙台）に移住相談窓口を設置し、

宮城への移住を考えている方々をサポートしています。

■みやぎ暮らし相談センター（東京都）

　みやぎ暮らし相談センターでは、「くらし」に関するご相談を中心に、専門の移住相談員が、

皆さまのお悩みにお応えします。�

住　　所：東京都千代田区有楽町2-10-1�

　　　　　東京交通会館８階（ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター内）

電話番号：090-1559-4714（直通）、03-6273-4401（代表）�

メ� ー� ル：miyagi@furusatokaiki.net

受付時間：10�時�00�分～ 18�時�00�分�

お� 休� み：月曜日・火曜日・祝日・年末年始�

■みやぎ移住サポートセンター（東京都・仙台市）

　みやぎ移住サポートセンターでは、「しごと」に関するご相談を中心に、皆さまのお悩みに

お応えします。

【東京都】

住　　所：東京都千代田区大手町2-6-4�

電話番号：03-6734-1344�

受付時間：10時00分～ 18時00分�

お� 休� み：月曜日、祝日、年末年始（日曜は電話対応のみ対応可能）

【仙台市】 

住　　所：仙台市青葉区中央1-2-3仙台マークワンビル18階

電話番号：022-216-5001

メ� ー� ル：info@miyagi-ijuguide.jp

受付時間：９時00�分～ 17時00分

お�休� み：土曜日、日曜日、祝日、年末年始�

平成29年３月18日 開通式（提供：気仙沼市）

三陸沿岸道路 南三陸道路「志津川IC～南三陸海岸IC」開通（平成29年3月20日） 

▼三陸海岸道路の開通率（H29/3/20現在） ▼今後の開通予定

～東日本大震災で他地域に避難している住民の皆様～

お身体の調子はいかがですか？　健診を受けて、御自分の健康状態を確かめましょう！

　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御加入者の方が、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。

①～③を健診実施機関窓口に提示してください。
※ 健診の自己負担額は、受診券に記載されている金

額となります。
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３月30日　市営宿浦住宅が竣工
（提供：気仙沼市）

完成に近づく気仙沼大島大橋
（提供：気仙沼市）

竹浦災害公営住宅（女川町） 船岡城址公園から望む柴田町の桜
（提供：柴田町）

※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

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

今後の日程

6/3（土）、7/5（水）

8/2（水）、9/2（土）

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

(川崎市高津区溝口2丁目20番1号)
無料

川崎市男女共同参画センター（愛称：すくらむ21）

�☎044-813-0808

�FAX：044-813-0864

（受付時間9：00 ～ 21：30）

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

来らっせしらさぎ（定期サロン）
毎週金曜日

10:00～12：30
白鷺一丁目第３アパート第３会議室（東京都中野区白鷺1-4） 無料

中野区社会福祉協議会中野ボランティアセンター

☎080-4455-7368（専用電話）

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。

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。

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

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　　FAX：011-351-5557

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）

☎0120-755-455　　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」）

避難者生活全般や帰郷に関する相談

地
域

イベント名 開　催　月　日 会　　場 イ　ベ　ン　ト　内　容
お問い合わせ先

電話番号

仙
台
市

食肉まつり
6/3（土）
10:00～15:00

仙台市役所前市民広場特設
会場

以下の特設コーナーが用意され、大道芸やジャズバンドなども催されます。
・食肉卸売コーナー　　　　　　　　　　　　・豚ホルモン煮込み試食コーナー（500食分）
・黒毛和牛丸焼き・豚焼き等試食コーナー　　・地域物産店コーナー
・国産牛サイコロステーキ試食コーナー　　　・アトラクション

仙台中央食肉卸売市場株式
会社　総務課
☎022-258-6011

大
崎
市

星をみる会
6/10（土）
19：30～20：45
受付／19：00～20：00

大崎生涯学習センター
（パレットおおさき）

季節の星座や月、惑星、星雲星団、二重星など見やすい天体を観望する会です。
料金／無料

大崎生涯学習センター
（パレットおおさき）
☎0229-91-8611

仙
台
市

東北絆まつり

6/10（土）
10：00～20：00
6/11（日）
10：00～17：00

西公園、市民広場、勾当台
公園ほか

2011年から始まった東北六魂祭が東北６県を一巡し、今年から名前を変えて新たな祭として生まれ変わります。
・東北絆まつりパレード（東北６県を代表する祭りが参加）
・ステージイベント
・各種ブース展開
・体験型イベント

仙台市文化局東北連携推進室
☎022-214-8482
仙台商工会議所
☎022-265-8184

七
ヶ
浜
町

第23回みやぎ国際
トライアスロン仙
台ベイ七ヶ浜大会

7/2（日）
8：00～15：30（予定）
エントリー締切：6/16（金）

七ヶ浜町スリーエム湊浜海
浜緑地周辺

・�エイジ／エイジショート ( 一般・高校生選手権 ) ／リレー／東北学生選手権／パラトライアスロン (TRI2～6
に該当する選手 )

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

岩
沼
市

金蛇弁財天例祭　
七夕あじさい祭り

7/2（日）
8：30～16：30

金蛇水神社
年に一度、７月の第１日曜に弁財天御神像の御開帳が行われ、神事や巫女による舞奉納が執り行われます。境
内ではあじさいが見頃です。

金蛇水神社社務所
☎0223-22-2672

登
米
市

登米市�佐沼夏祭り
7/22（土）前夜祭
7/23（日）本祭

登米市迫町佐沼地区･迫川畔
花火大会会場
迫川河川敷

登米市佐沼夏祭りは登米地域最大の夏祭りとして開催されており、前夜祭では、商工会青年部主催による様々
な企画イベントが行われ多くの家族連れで賑わいます。本祭では、ちびっこみこしパレードや郷土芸能佐沼鹿
踊の他、第４回おいとこロックコンテスト東北大会や、登米市神輿祭り、手踊り・手曳き山車などが練り歩く
パレードが行われます。また、佐沼中央商店会（協）が主催する「よさこいフェスティバル」や、佐沼大通り商店
街（協）などによる協賛イベントが祭りを盛り上げます。フィナーレを飾る花火大会（７月23日）では、約3000発
の花火が夏の夜空を彩ります。

登米市佐沼夏祭り実行委員
会（登米中央商工会）
☎0220-22-3681

石
巻
市

金華山黄金山神社
龍 神 ま つ り・ 龍

（蛇）踊り奉納

7/29（土）～30（日）
奉納龍（蛇）踊りの時間
11：00～、13：00～

（両日とも）

金華山黄金山神社�金華山
特設場

全長20ｍ、重さ100kg の龍体は、銅鑼や太鼓、龍声ラッパを中心とする賑やかな鳴り物衆に盛り立てられ、玉
使いと十人の龍衆によって青空の下、特設祭場をところ狭しと舞い踊ります。龍体が波打ちながら縦横無尽に
動く様は迫力満点。玉使い、龍使い、お囃子の人達の衣装は、日本古来の風俗と中国様式の特色を取り入れた
金華山独特の物。観光と奉納神事一体の夏祭りです。

金華山黄金山神社
☎0225-45-2301
石巻市観光協会牡鹿事務所
☎0225-45-3456�

栗
原
市

2017くりこま山車
まつり

7/29（土）
14：30～21：00
7/30（日）�
9：00～17：15

栗原市栗駒岩ケ崎地区�馬
場通り、六日町通り

藩政時代の「新田の大早苗振り」が現在に伝わるもので、もともと領内住民の農事に対する慰安として行われて
いたものが、豊作を願う農民、商工人等領内が一つになり実施されるようになったまつりです。
宵祭は手踊りを始め、山車の夜間巡行など、賑やかなパレードが盛り沢山。本祭はおはやしの一斉演奏が行わ
れた後、山車が町内を巡行します。

栗原市栗駒総合支所市民サー
ビス課産業建設係
☎0228-45-2114

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。

※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。


