
　

（女川町ずい道地区）

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。

https://www.pref.miyagi.jp/site/ej-

earthquake/shintyoku.html

（女川町西区）
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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～
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.44

　石巻市では、応急仮設住宅等（みなし仮設を含む。以下同じ）から石巻市内の復興公営住宅、

その他の公営住宅（以下「復興公営住宅等」という）や民間賃貸住宅等に転居する世帯に一律

10万円を交付することとしています。

■対象者

　半壊以上の判定を受けた被災者で、応急仮設住宅等に入居していた世帯のうち、応急仮設住宅

等から市内の復興公営住宅等、又は市内の民間賃貸住宅等に転居した世帯で、応急仮設住宅等の

退去（明渡し）の手続きが完了している世帯が対象となります。

〈ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象となりません〉

　・応急仮設住宅等における生活実態がない世帯

　・応急仮設住宅等から持ち家に転居した世帯

　・東日本大震災被災者住宅再建事業の補助金の交付又は交付決定を受けている世帯

　・東日本大震災被災者危険住宅移転事業の補助金の交付又は交付決定を受けている世帯

　・生活保護受給世帯

　・市税に滞納がある世帯（市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税）

　・暴力団員等がいる世帯

　・他の地方公共団体による同様の補助金の交付対象世帯

　・石巻市外へ移転した又は移転しようとする世帯

　・公共事業による公共用地の取得に伴い、動産移転補償がなされている世帯

　※�次のいずれかに該当し、既に10万円未満の交付決定を受けている場合には、その差額分につ

いて申請ができます。

　　イ．がけ地近接等危険住宅移転事業に係る補助金の交付対象世帯

　　ロ．防災集団移転促進事業に係る補助金の交付対象世帯

■補助金の金額

　10万円（１世帯につき１回限り）

　※�被災時住所が災害危険区域内の方で、がけ地近接等危険住宅移転事業または防災集団移転促

進事業の補助金の交付決定額が10万円未満の方については、その差額となります。

■申請について

　・原則として、世帯主が申請者となります。

　・申請する場合には、事前に電話連絡する必要があります。

■申請先

　石巻市福祉部生活再建支援課

　☎0225-95-1111（内線　4761・4765・4766）

　東京都では、都内に避難されているかた向けに、避難元の情報等を提供する「都内避難者情報

コーナー」を設置しています。

■場所

　東京都新宿区西新宿二丁目8-1

　都庁第一本庁舎３階　都民情報ルーム内

■開設時間

　平日午前９時から午後６時まで�

　（土・日・祝日及び年末年始を除く）�

■提供情報

　・避難者支援情報（都、都内区市町村、被災県、被災市町村等によるもの）�

　・被災県の地元新聞紙の閲覧（岩手日報、河北新報、福島民報、福島民友）�

　・東日本大震災復興支援のためのポスター・パネル等の展示

問東京都総務局復興支援対策部　都内避難者支援課

　転居したときに郵便局に「転居届」を出されている場合、郵便物の転送期間は届出から１年間

です。延長の手続きをしないまま転送期間を経過した場合、差出人へ返却されます。避難中の方々

には、被災元自治体等から重要なお知らせが届く場合がありますので、転送期間の延長を希望さ

れる方は、最寄りの郵便局窓口で再度手続きをお願いします。

■窓口届出の際に必要なもの
　・ご本人（提出者）の運転免許証、各種健康保険証など本人確認ができるもの
　・�転居者の旧住所が確認できる運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードまたは住民票

等、官公庁が発行した住所の記載があるもの

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

資制度です。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、世帯年収200万円（所得122万円）以内の方、または子ども３人以上の

世帯で世帯年収500万円（所得346万円）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、世帯年収200万円（所得122万円）以内の方、または子

ども３人以上の世帯で世帯年収500万円（所得346万円）以内の方は、18年以内

■使い道：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）

　宮城県内では、21市町において全部で16,093戸を整備する計画となっています。平成29年９月

30日現在では、14,718戸（約91.5％）が完成し、入居が進んでいます。

災害公営住宅の整備状況

完成戸数  14,718戸
進捗率  91.5％

50% 100%

整備計画  16,093戸

問教育ローンコールセンター　　☎0570-008656

　宮城県内の復興の様子や復興に向けて取り組む方々の「いま」の姿を県内外の方々に知ってい

ただくため、復興に関する情報を集約して発信する「みやぎ復興情報ポータルサイト」を開設し

ています。

　このポータルサイトでは、復興に関するお知らせや復興の進捗状況、被災地での取材記事を掲

載したブログなどで、様々な情報を発信していきます。ぜひご覧ください。

みやぎ復興情報ポータルサイトはこちらから

http://www.fukkomiyagi.jp/

問県震災復興推進課　　☎022-211-2408
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南三陸町の庁舎が完成（南三陸町） 塩釜市魚市場が完成（塩釜市） 笹山地区防災集団移転団地（七ヶ浜） 玉浦西地区防災集団移転団地（岩沼市）

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

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

お茶っこ会
毎月第１土曜日
12:00～14:00

かながわ県民活動センター
（神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2）

無料
お茶菓子と軽食を食べながらの懇談会とヨーガ
教室を毎月開催しています。

かながわ避難者と共にあゆむ会事務局
☎045-312-1121（内線4142）
※電話受付時間：平日13時～17時
✉ayumu.tomoni@gmail.com地域交流懇談会

12月�9日(土）
13:00～15:00

茅ヶ崎市男女共同参画推進センター「いこりあ」
（神奈川県茅ヶ崎市新栄町12-12）

無料
避難者同士が避難生活に関する諸問題を気軽に
話し合い、意見交換を行っています。また、弁護
士相談会も同時に開催しています。（事前申込制）12月10日(日）

13:00～15:00
相模原市南保健福祉センターあじさい会館
（神奈川県相模原市南区相模大野6-22-1）

お茶っこサロンなごや
12月23日（土）
10:30～
※受付は10:00～

東区住宅サービスセンター
（名古屋市東区泉2-28-5　高岳げんき館）

無料
名古屋に避難されている方同士が集まり、出会
い・交流や会話を楽しんでいただいております。
12月は、毎年好評の「餅つき」を行います。

東日本大震災被災者支援ボランティア
センターなごや
☎070-5587-7153（平日9:00～17:00）
✉shien-vc@nagoya-shakyo.or.jp

※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。

12 ～来年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。

※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。

就業相談

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

震災法テラスダイヤル
（法テラス）

・�オペレータが震災に関する
お問い合わせについて、法
制度の紹介や被災された方
の問題解決に役立つ相談窓
口等の情報を提供します

☎0120-078309（おなやみレスキュー）
相談日時：平日9：00～21：00
　　　　�土曜日9：00～17：00
＊�上記電話番号は震災関連専用のダイヤルとな

りますので、ご留意ください。

サポ弁！相談
（宮城県サポートセンター
支援事務所みやぎ被災者
支援サポート弁護士）

・�サポートセンター・被災者
支援NPOを支える無料法律
相談サービスです

・�右記の相談電話に「サポ弁！
の相談です」とお伝えくだ
さい

〈受付〉
☎022-265-8845（平日10:00～16:00）
FAX：022-227-4678（24時間受付可能）
〈お問い合わせ〉
宮城県サポートセンター支援事務所
〒980-0014
仙台市青葉区本町3-7-4　宮城県社会福祉会館3F
☎022-217-1617　FAX022-217-1601
E-mail:miyagisaposen@mbr.sphere.ne.jp

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

村
田
町

みやぎ特産市in村田�
12/2（土）・３（日）
10：00～14：00頃

道の駅「村田」物産交流センター
（柴田郡村田町村田北塩内41）

　道の駅「村田」物産交流センターで宮城県仙南地方の魅力ある特産品を一同に集
めた展示即売会が開催されます。身近なものからちょっと意外なものまで、多数
の品が出揃います。

道の駅「村田」物産交流センター
☎0224-83-5505

名
取
市

ゆりあげ港朝市「年末大
売出し」「初売り」

12/3（日）～12/31（日）
6：00～13：00
※初売りは1/7（日）

ゆりあげ港朝市
（名取市閖上5丁目23-20）

　早朝から採れたての野菜や新鮮な海の幸が並ぶ名取市ゆりあげの朝市。毎週日
曜日と祝日に開催され、生鮮食品を中心に約50店舗が並びます。12月は営業時間
が13時まで延長され、炭火焼きなどのイベントが充実しています。

ゆりあげ港朝市協同組合（メイプル館）
☎022-395-7211

石
巻
市

サン・ファン・イルミネー
ションツリー 2017

12/8（金）1/8（月・祝）
16：30～20：00

宮城県慶長使節船ミュージアム
（サン・ファン館）
（石巻市渡波字大森30番地2）

　冬の風物詩として定着する「サン・ファン・イルミネーションツリー」12月８
日から１月８日までの１ヶ月間は、サン・ファン・バウティスタの船体を約１万
球の電飾が幻想的に彩ります。

宮城県慶長使節船ミュージアム
（サン・ファン館）
☎0225-24-2210

仙
台
市

スターライト・ファンタ
ジー　サンタの森の物語

12/23（土・祝）
17：30～19：45

定禅寺通
（仙台市青葉区東二番丁通～晩翠通）

　仙台の冬の風物詩「SENDAI 光のページェント」期間中に行われるスターライ
ト・ファンタジー「サンタの森の物語」。たくさんの市民が、サンタクロースや
トナカイの格好で定禅寺通をパレードします。音楽演奏やダンスなどのブース演
技もあり、見どころいっぱいです。

SENDAI 光のページェント実行委員会
☎022-261-6515

南
三
陸
町

志津川湾おすばでまつり
福興市

12/29（金）
8：30～13：30

志津川仮設魚市場
（南三陸町志津川字旭ヶ浦8）

　震災前から年の瀬の一大イベントとして定着していた志津川湾おすばで祭り
が、昨年同様、今年も福興市と合わせて開催され、地元名産の海産物や農産品を
中心とした物産テント、飲食ブースが立ち並びます。物産テントでは新鮮な正月
用食材を安くお買い求めできます。

南三陸福興市実行委員会事務局
☎：090-7077-2550

石
巻
市

黄金山神社　初詣歳旦祭 1/1（月・祝）
金華山黄金山神社境内
（石巻市鮎川浜金華山5番地）

　元日の午前零時より新年を寿ぐ祭典。１月１日から７日迄の一週間は七朝祭祭
典期間として、大護摩祈祷を受けることができ、御本殿昇殿にて参拝できます。

金華山黄金山神社
☎0225-45-2301

岩
沼
市

金蛇水神社�歳旦祭・初詣
1/1（月）～1/14（日）
8:00～16：00

金蛇水神社
（岩沼市三色吉字水神7）

　古来より水神様をお祀りして ､ 商売繁盛・金運円満・厄除開運・海上安全の神
様として多くの方々の篤い信仰を集める金蛇水神社。新たなる一年の幸せを祈願
する人で賑わいます。

☎金蛇水神社
☎0223-22-2672

岩
沼
市

竹駒神社�初献膳祭　 1/11(木)
竹駒神社
（岩沼市稲荷町1-1）

　神棚に供えた餅を焼いて食べる「鏡開き」。この日を「初献膳」と称して竹駒神社
を参拝し、五穀豊穣・家内安全などを祈願します。

竹駒神社社務所
☎0223-22-2101

仙
台
市

大崎八幡宮　松焚祭
（どんと祭）

1/14（日）
16：00～

大崎八幡宮
（仙台市青葉区八幡4-6-1）

　県内最大規模を誇るどんと祭。正月に飾りつけた松飾り、注連縄（シメナワ）、
達磨（ダルマ）等を焼納し、その火にあたることで、商売繁盛・無病息災を祈りま
す。境内には様々な夜店が並び、毎年10万人の参詣客で賑わいます。

大崎八幡宮
☎022-234-3606

岩
沼
市

竹駒神社　松焚祭 1/14（日）
竹駒神社
（岩沼市稲荷町1-1）

　日本三稲荷の一つである竹駒神社で行われるどんと祭。境内では正月飾り等が
焚き上げられ、無病息災や家内安全、商売繁盛などを祈願します。

竹駒神社社務所
☎0223-22-2101

避難生活全般に関する法律相談

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10：00～18：00
（土日祝年末年始は休み）
☎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10：00～22：00
☎0120-987-754


