
　

▲野蒜北部丘陵地区（東松島市）
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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～
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.42

　宮城県では、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、既存の

住宅ローンに係る５年間の利子相当額を補助しています。

■補助の対象要件

　次の①～③の全てに該当する方が対象となります。

　①�県内の自ら居住する住宅を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の被災住宅に係る既存の住宅ローンが

500万円以上ある方

　※�上記は補助要件を簡略化したものです。詳細は申請の手引き（ホームページに掲載）にてご

確認ください。

　※�住宅ローンは、新築・増築・補修・新築（中古）住宅購入・居住する住宅にかかる宅地購入

（補修）など、自ら居住する住宅のために借り入れたものが対象となります。

　※�住宅ローンは、住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）、民間金融機関、雇用・能力開発機構、

各種共済組合、その他事業者等（融資制度について明文規定のあるものに限る。）などから、

借り入れたものが対象となります。

　※複数借り入れている場合は、その合計額となります。

　※上記以外からの借入（例：近親者からの借入）は対象外となります。

■申請期間

　平成32年度末まで（予定）

　※平成30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。

　※補助申請は、新たな住宅ローンの契約時点から、原則３ヶ月以内に行ってください。

■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【上限50万円】

　（元利均等毎月償還による算定額）

■申請に必要な書類

　①補助申請書兼完了実績報告書（様式第１号）

　②り災証明書の写し（一部損壊・半壊・大規模半壊・全壊）

　③補助金振込先金融機関の通帳の写し（振込先口座番号等の確認用）

　④新たな住宅ローンの契約書の写し

　　※�住宅金融支援機構の「親孝行ローン」などを利用されている場合、当該利用状況のわかる

もの

　⑤既存の住宅ローンに係る金融機関等の融資残高証明書（様式第１－１号）

　　※事業所等からの借入の場合、当該事業所等の融資制度に関する規定の写し

　⑥補助金額算定表（様式第１－２号）

　⑦チェックリスト（様式第１－３号）

　※�『申請書類』・『申請の手引き』については、宮城県住宅課のホームページからダウンロード

できます。

■申請先

　〒980-8570

　宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

　宮城県　住宅課　企画調査班　宛て

　宮城県内の12市町村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。また、住宅等建築工事工事可能地区数は、県全体で12市町193地区（全体の

約99％）となっています。

※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。

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

戸別訪問による意向確認調査について

　宮城県では、東日本大震災により県外へ避難された皆様の“生活再建に関する今後の意向”を

確認する為に、これまで電話や郵送等を用いて意向確認調査を行ってまいりましたが、６割を超

える方から回答を得ることができず、依然として多くの方々の意向を把握できていない為、現在、

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。

　訪問を行う際には、戸別訪問のお知らせ（『意向確認のための戸別訪問について』）を事前に送

付しております。今後の意向を確認することができれば訪問することはございませんので、お知

らせが届きましたら、下記連絡先まで御連絡いただきますようお願いいたします。

■戸別訪問調査の対象となる方（以下の２つに該当する方）

　・�東日本大震災をきっかけに、宮城県から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）

■確認事項・回答例

　①宮城県への帰郷意思の有無

　　例）�避難先に定住することを決めた／帰郷する予定がある／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　など

　・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、当面（概ね３年以内）は帰郷しない・できない　など

■連絡先

　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）

防災集団移転促進事業

最新の「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

問宮城県　住宅課　企画調査班　　☎022-211-3256

　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）
　今年10月22日は「宮城県知事選挙及び宮城県議会議員補欠選挙（名取選挙区）」が行われます。

住民登録のある市区町村以外に避難されている方は避難先の市区町村選挙管理委員会で「不在者

投票」ができます。お早めに住民登録のある市区町村選管に投票用紙請求の手続きをしてくださ

い。詳しくは，下記のホームページを御覧ください。

※�不在者投票ができる場所や時間は、お手数ですが、事前に滞在先の市区町村選挙管理委員会に

確認してください。

問宮城県選挙管理委員会　　☎022-211-2343
　URL：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/senkyo/kijituzen-fuzaisya.html
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市営佐須浜復興住宅（石巻市） 市営野蒜ケ丘住宅（東松島市） ６月30日にオープンした『いしのまき元気市場』
（石巻市）

７月10日　国道398号線の新相川橋が開通
（石巻市）

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

司法書士無料相談所
10月19日（木）

18:00～20:00

【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

相続登記、家賃・敷金、借金、認知症などによる財産管理、土地や家の

名義、金銭の貸し借りなど、幅広い問題を面談にて相談できます。

（予約不要）

山形県司法書士総合相談センター

☎023-642-3434

カフェで会いましょう

毎週月曜日・

金曜日

10:00～16:00

生活クラブ生協みつわ台デポー内

（千葉県千葉市若葉区みつわ台3-14-5）

コーヒー、紅茶、

ジュースなど

１杯200円

被災された方や地域の方が喫茶を運営しており、地域住民との交流

の場になっています。

わかば「お茶っこ」しよう会

☎080-6501-7113

✉ochako@outlook.jp

気軽にお茶飲み交流会
10月29日（日）

10:00～15:00

東海市しあわせ村保健福祉センター３階和室

（愛知県東海市荒尾町西廻間2番地の1）
無料

宮城、岩手から避難されてきている方の交流会です。東北の郷土料

理「せんべい汁」や栗ごはんを皆で一緒に調理して食べる昼食交流

や、気軽にお話しするお茶飲み交流、専門家等への相談、温灸体験な

ど、多種多様なイベントを企画しています。

愛知県被災者支援センター

☎052-954-6722

✉mousikomi@aichi-shien.net

※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。

「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。

10 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。

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

気
仙
沼
市

・早馬神社神幸祭
・第13回唐桑早馬カキ祭

10/1（日）
9:00～14:00

・早馬神社境内
�（気仙沼市唐桑町宿浦75）
・宿浦漁港
�（気仙沼市唐桑町宿浦458-1）

　早馬神社にて行われる神幸祭では，神輿渡御、船祭、打囃子、奉納演奏などが行われ
ます。境内では、宿打囃子獅子舞保存会による奉納太鼓、奉納演芸が行われるほか、解
禁されたばかりの新鮮な唐桑産カキの無料試食・即売が行われる唐桑早馬カキ祭が開催
されます。

早馬神社社務所
☎0226-32-2321

気
仙
沼
市

第33回気仙沼市産業まつり
10/22（日）
9:00～15:00

気仙沼市魚市場
　気仙沼市魚市場を会場に開催される物産展。気仙沼市の地場産品を一堂に集め展示即
売が行われるほか、地場産品等が当たる抽選会も行われます。

気仙沼市産業部商工課
☎0226-22-6600

仙
台
市

第20回みちのくYOSAKOI
まつり

10/7（土）～10/8日（日）
9:00～20:00

仙台市民広場・勾当台公園・仙台駅
東口・泉区民広場・地下鉄駅旭ヶ丘
駅前広場・ＪＲ仙台駅西口ペディス
トリアンデッキ・ＪＲ長町駅西口広
場・定禅寺通り

　仙台の秋の風物詩として定着している「みちのく YOSAKOI まつり」。市内中心部を始
め全８カ所の会場で、踊りが披露されます。

みちのく YOSAKOI まつり
実行委員会事務局
☎022-268-2656

仙
台
市

みやぎまるごとフェスティ
バル2017

10/14（土）～15日（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

　18回目の開催を迎える『みやぎまるごとフェスティバル』。今年は、「伊達な匠と味との
出会い」をテーマに開催され、県内各地の特産品、農林水産物、加工品、工芸品などが多
数展示・販売されます。
　会場では宮城県の特産品が当たる「スタンプラリー」のほか、宮城県産の食材を使った
お振る舞いや、県警音楽隊によるコンサートなど、多数のイベントが用意されています。

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

石
巻
市

いしのまき大漁まつり
10/15（日）
9:00～14:00

石巻市水産物地方卸売市場西棟

　全国有数の水揚げを誇る石巻漁港で毎年開催されるお祭り。水産都市石巻ならではの
『新鮮・安全・安心』な魚介類と、高度な生産加工技術でつくられた水産加工品が謝恩価
格で販売されるほか、「模擬競り」、「鮮魚すくい取り」、「マグロの解体ショー＆試食会」
などのイベントも催されます。

いしのまき大漁まつり実行委
員会事務局
（石巻市役所産業部水産課内）
☎0225-95-1111�

塩
竈
市

第29回　塩竈の醍醐味
10/28（土）～10/29（日）
10:00～15:00

マリンゲート塩釜
（塩釜市港町1-4-1）

　生まぐろの解体ショー・スタンプラリーの抽選会などが行われるほか、海鮮炭火焼コー
ナー、物産展コーナーなど、塩竈の魅力が存分に味わえるイベントになっています。

マリンゲート塩釜事業振興会
☎022-361-1500

塩
竈
市

塩竈市菊祭

・鹽竈神社境内
　10/29（日）～11/12（日）
・マリンゲート塩釜
　11/1（水）～11/6（月）

・鹽竈神社境内
・マリンゲート塩釜

　塩竈市の菊愛好者「塩釜市菊花会」が、開催している菊の祭典 ｡ 鹽竈神社境内と一部
マリンゲート塩釜を会場に数多くの菊が展示されます。

塩釜市菊祭実行委員会
（塩竈市観光物産協会）
☎022-364-1165

大
崎
市

おおさき古川秋まつり
10/28（土）～10/29（日）
10:00～16:00

大崎市古川地域中心市街地商店街
（メイン会場：大崎市役所本庁舎第
二駐車場内）

　10月29日の日曜日は、中里後陳大名行列が商店街を練り歩きます。また、ハロウィン
パレードも行われます。
�　ステージイベントや古川商工会議所青年部による販売、大崎市内の特産品の販売もあ
ります。

大崎市古川地域イベント連絡
協議会事務局
（古川商工会議所内）
☎0229-24-0055�

※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。

仕事の相談

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窓口をご紹介します。

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

職場のトラブル相談

ダイヤル

社会保険労務士の先生が職場のトラブルに関す

る相談に電話で無料で応じます。

☎0570-07-4864（通話料有料）

受付時間：11：00～14：00（平日）

みやぎ移住サポート

センター

（東京サポートセン

ター）

・�UIJターンをお考えの方に、専門の相談員が

ご相談にのります。

・�県内の求人情報の提供をはじめ、キャリアカ

ウンセリングや県内企業でのインターンシッ

プも実施しております。

☎03-6734-1344

受付時間：10：00～18：00

（日曜、月曜、祝日、年末年始を除く）

※日曜は電話相談のみ対応


