
平成30年３月発行　みやぎ復興定期便　Vol.47

47
３月号

　毎月発行している『みやぎ復興定期便』には、

内容の充実を図るべく、“ご意見等記入用紙”を

同封しています。定期便に対するご意見やご感

想、今後知りたい情報などありましたら、同封さ

れている返信用封筒を用いてお気軽にお知らせく

ださい。

※ご意見等記入用紙の送付は一回限りです（一度

　送付された世帯には同封しておりません)。

※今年度については、平成30年３月31日までの消印

　であれば切手不要となります。

　間もなく申請期間が終了となります（※一部市町の加算支援金を除く）。

申請がお済みでない方は、お早めに！

　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。
　支給対象となる方で申請がお済みでない方は、被災当時お住まいだった市町村へ早めに
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。
※既に受給済みの方は申請できませんので、ご注意ください。

■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世帯。
　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 長期避難世帯に認定された世帯　など
※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。
※世帯人数が１人の場合、支給額は上記の４分の３となります。
※支援金は「基礎支援金」と「加算支援金」の合計額となります。
※基礎支援金のみの申請も可能です。
※加算支援金は、基礎支援金の支給を受けた方が対象となります。

■支給額

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

以下のホームページから、復興が進む被災地のライブ映像をご覧いただけます。

■南三陸町ライブカメラ（南三陸町志津川地区・戸倉地区）

　検索ワード『南三陸町ライブカメラ』
　ＵＲＬ『http://minamisanriku-live.com』

市町名 開始時間 開催場所 お問い合わせ先

仙台市 14:20
○新田東総合運動場宮城野体育館
※他に献花台を 6箇所設置予定

☎ 022-214-1145

石巻市 14:40 ○石巻市河北総合センター ☎ 0225-95-1111

塩竈市 14:30 ○塩釜ガス体育館 ☎ 022-355-5007

気仙沼市 14:30
○気仙沼市総合体育館ケー・ウェーブ 
※一般献花は 19 時まで 
※他に献花場を３箇所設置予定

☎ 0226-22-6600

名取市 14:30 ○名取市文化会館 ☎ 022-724-7140

多賀城市 14:30 ○多賀城市文化センター ☎ 022-368-1141

岩沼市 14:30 ○岩沼市民会館 ☎ 0223-22-1111

東松島市 14:30 ○東松島市民体育館 ☎ 0225-82-1111

亘理町 14:30 ○亘理町中央公民館 ☎ 0223-34-1111

山元町 14:45 ○山元町東日本大震災慰霊碑建立地 ☎ 0223-37-1111

七ヶ浜町 14:45 ○七ヶ浜国際村 ☎ 022-357-7437

女川町 14:00 ○女川町総合体育館 ☎ 0225-54-3131

南三陸町 14:30
○南三陸町総合体育館 
（ベイサイドアリーナ）

☎ 0226-29-6451

利府町

9:00

○利府町役場（献花台、記帳所のみ） ☎ 022-767-2112

宮城県

○宮城県行政庁舎（献花台、記帳所のみ） 
○大河原合同庁舎、大崎合同庁舎（献花台、記帳所のみ） 
○東京事務所、大阪事務所（記帳所のみ） 
※ふるさとプラザの記帳所は 11:00 ～ 17:00

☎ 022-211-2464

その他 グランディ・21 セキスイハイムスーパーアリーナ ☎ 022-356-1122

　平成30年３月11日（みやぎ鎮魂の日）に各地で開催される追悼式典の会場をお知らせし

ます。詳細については各市町へお問い合わせください。

３月11日（みやぎ鎮魂の日）に開催される東日本大震災追悼式典の会場

■女川町ライブカメラ（鷲神浜方面・観光交流エリア・メモリアル公園周辺）

　検索ワード『女川町復興状況定点写真』
　ＵＲＬ『http://www.town.onagawa.miyagi.jp/teiten.html』

■気仙沼市ライブカメラ（津谷川河口周辺）
　検索ワード『気仙沼市防災ライブカメラ』

■石巻市ライブカメラ（旧北上川）
　検索ワード『北上川下流河川事務所』
　ＵＲＬ『http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu』

△志津川地区（上の山高台から） △戸倉地区（旧戸倉中学校から）

△鷲神浜方面（地域医療センター下）　　    △観光交流エリア・メモリアル公園周辺

■申請期限

　基礎支援金：平成30年４月10日まで（県内全市町村）

　加算支援金：平成30年４月10日まで

　　　　　　（ただし、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、東松島

　　　　　　　市、七ヶ浜町、女川町、南三陸町は、平成31年４月10日まで）

　　　　　　※上記の市町でも基礎支援金は平成30年４月10日までに申請する必要があります。

基礎支援金（住宅の
「被害程度」に応じて
支給する支援金

支給金額

被害世帯 
（構成員が複数）

単数世帯 
（構成員が１人）

全壊 100 万円 75 万円

大規模半壊 50 万円 37.5 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 75 万円

長期避難 100 万円 75 万円

加算支援金（住宅の
「再建方法」に応じて
支給する支援金

支給金額

被害世帯 
（構成員が複数）

単数世帯 
（構成員が１人）

建設・購入 200 万円 150 万円

補修 100 万円 75 万円

賃貸 
（公営住宅を除く）

50 万円 37.5 万円

宮城県震災復興推進課　☎ 022-211-2408

　石巻市では、市内に空き家を所有している方や、今後、空き家を所有することが見込ま

れる方を対象に、無料の相談会を開催しています。

■日時

　平成30年３月25日（日）午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く）

■場所

　石巻中央公民館

■対象

　石巻市内にある空き家の所有者または管理者の方で管理や処分方法などにお困りの方

　※今後、空き家を所有することが見込まれる方も対象です。

■定員

　18名（事前予約制）

■相談員

　行政書士、建築士、土地家屋調査士等が個別の相談に応じます。

■申込み・お問い合わせ

　お申込やお問い合わせは下記連絡先までお電話ください。

※相談当日は、相続関係説明図、登記簿、建物の外観写真や図面などの資料を
お持ちいただくとスムーズにご相談いただけます。

宮城県行政書士会石巻支部　☎ 0225-95-3820
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「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下さい。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。）

交流会・イベント名 日時 場所 参加費 イベント内容
問い合わせ先 
電話番号

Smileサロン in 上高田
毎月第1木曜日 
(14:00～16:00） 
※祝日の場合は第2木曜日

上高田4丁目アパート3号棟１階集会室 
(東京都中野区上高田4丁目24-3)

無料
傾聴ボランティアのスタッフによるアットホームな雰囲
気でじっくりとお話ができるのが特徴のサロンです。 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

さぎろくはたけ３６５
毎週水曜日 
9:00～11:00

鷺六高齢者会館 
(東京都中野区鷺宮6-25-8)

無料
男性の参加者も多く、はたけ作りを通した交流が楽しめ
ます。

学習支援サロン
毎月第1･3火曜日 
17:00～18:30

白鷺一丁目第3アパート第3集会室 
(東京都中野区白鷺1-4)

１回300円
大学生の学習支援ボランティアによる幼稚園年長～小学
生を対象とした学習支援サロンです。

NPO法人こどもプロジェクト 
☎ 03-6280-8422

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

地
域 イベント名 開催月日 会　場 イベント内容

問い合わせ先 
 電話番号

丸
森
町

阿武隈ライン舟下り
「こたつ舟｣

12/1(金)～3/31(土)
丸森町観光交流センター 
(伊具郡丸森町下滝12)

古くは阿武隈川の舟運で栄えた丸森町。「阿武隈ライン舟下り」は、今もその名残りを
伝えていますが、冬期間は、こたつを乗せた「こたつ舟」が就航しており、事前に予約
をすることで、「寄せ鍋」や丸森地域ならではの「しし鍋」を味わうことができ、冬の
情緒を満喫することができます。

阿武隈ライン舟下り 
☎ 0224-72-2350

塩
釜
市

かき鍋クルーズ
1/6(土)～3/11(日)
までの金・土・祝日運航

マリンゲート塩釜 
(宮城県塩釜市港町1丁目4-1)

松島名物の「カキ」を堪能しながら湾内を周遊する『かき鍋クルーズ』。仙台味噌仕立
ての土手鍋に、ご飯は宮城のササニシキ！毎年人気の冬期限定クルーズです。

丸文松島汽船株式会社 
☎ 022-365-3611(代表) 

    toiawase@marubun-kisen.co

仙
台
市

第13回うれし楽し蔵ｄｅひ
なまつり 

3/1(木)～3/5(月) 
10:00～15:00

旧仙南堂薬店(大正期の蔵) 
メイン会場
旧丸木商店(江戸期：市内最古の蔵)

仙台市景観重要建造物指定の2つの蔵を会場に開催されるひな祭り。江戸の気品あふれ
るお雛様や技が光る創作雛、押し絵のつるし飾りなどが多数取り揃えられ、雅な花嫁の
れんの展示、手づくり口講座、おソトdeほっこりカフェ、まち歩きの募集、ひなの市な
ど、多種多様なイベントが開催されます。

粋々(いきいき)まちなか
プロジェクト(齊藤) 
☎ 080-5558-4351

南
三
陸
町

シルクフラワーフェスタ
3/3(土)～3/11(日) 
9:30～15:00

南三陸町ひころの里「シルク館」 
(本吉郡南三陸町入谷字桜沢438-1)

まゆ加工作品の展示・即売会が、ひころの里「シルク館」で開催されます。期間中は
入場無料で、「生糸引き出し」の実演が行われるほか、3月3日(土)には「ひなまつりお
茶っこ会」も開催されます。

南三陸町ひころの里管理事務所 
☎ 0226-46-4310

唐
桑
町

唐桑おさんけウォーク
３/４(日) 
10:00～13:30

気仙沼市唐桑町内の3つの神社を巡り
ます

気仙沼市東部に位置する唐桑町には、大小70にも及ぶ神社があり、昔から海の恵みと脅威
を受けて暮らしてきた人々は、この神社をいくつも巡り歩き、航海の安全と豊漁を祈る、
“お参詣（おさんけ）”を行ってきました。当日は神社をつなぐ「おさんけコース（3.5
㎞）」を、地域ガイドの案内でゆっくり巡ります。

唐桑町観光協会 
☎ 0226-32-3029

南
三
陸
町

極上！三陸ワカメ狩り体
験２０１８

３/４(日)～４/29(日)
までの日曜日
10:00～12:00

歌津泊浜漁港 
(南三陸町歌津泊浜101)

南三陸町の歌津産わかめは、気仙沼市の唐桑産、石巻市の十三浜産とともに並び評され、
品質面で高い評価を受けています。 
収穫体験では、船に乗船してわかめの収穫を体験出来るほか、わかめの詰め放題など、
今が旬のわかめを堪能できる企画が用意されています。

一般社団法人南三陸町観光協会 
☎ 0226-47-2550

登
米
市

東北風土マラソン＆
フェスティバル2018

・3/24(土)
　11:00～
・3/25(土)
　 8:15～

長沼フートピア公園 
(登米市迫町北方天形161-84)

東北の春フェス「東北風土マラソン＆フェスティバル」が、長沼フートピア公園をメイ
ン会場に開催されます。登米市を中心に東北各地のブランド食材を味わえる登米フード
フェスティバルをはじめ、前夜祭の東北FoodNight、東北6県の日本酒が集結する東北日
本酒フェスティバル、東北風土ツーリズム、キッズドリームパークなど多数のイベント
が催されます。

一般社団法人登米市観光物産協会 
☎ 0220-52-4648 
（平日10:00～17:00、または
    infotohokumarathon.com）

南
三
陸
町

志津川湾牡蠣・わかめまつ
り福興市

３/25(日) 
9:00～13:30

志津川仮設魚市場特設会場 
(南三陸町志津川字旭ケ浦8)

今年度最後の福興市は、牡蠣とワカメをテーマに開催されます。この時期、志津川湾の
牡蠣はより一層おいしくなり、会場では蒸し牡蠣や牡蠣鍋など様々な牡蠣料理が味わえ
るほか、わかめのしゃぶしゃぶなど、素材本来の味を楽しめるブースも出店されます。

南三陸福興市実行委員会事務局 
☎ 090-7077-2550

気
仙
沼
市

気仙沼つばきマラソン
4/15(日)
9:00～

気仙沼市立大島小学校・大島中学校 
(気仙沼市高井40)

“緑の真珠”と称される東北最大級の有人島、気仙沼市の大島を舞台に、「河北新報気仙
沼つばきマラソン」が開催されます。椿咲き誇る爽やかな海浜を駆け抜けるコース設定と
なっており、2018年は新たに3kmの種目が設定され、気軽に参加することができるように
なりました。会場ではマグロの兜焼きやワカメ汁の無料提供、椿油や水産加工品などの特
産品も販売されます。

気仙沼つばきマラソン実行委員会
事務局（気仙沼市総合体育館内） 
☎ 0226-21-342

※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

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

教育相談 心の相談

３月～４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。

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。

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。

宮城県内の復興の様子をご紹介します。

東松島市野蒜地区に新校舎「鳴瀬未来中学校」
が完成しました。      出典 : 復興庁ホームページ

12月2日気仙沼市にある「鹿折こども園」の開園式と
震災により閉館していた「鹿折児童館」の開館式が行
われました。　　　　　　　　　　　  出典 : 気仙沼市

20回目の開催を迎えた女川町の『スターダスト・
ページェント 海ぼたる』                           出典 : 女川町

雄勝湾を見下ろす高台に完成した石巻市の復興公
営住宅                                                           出典 : 石巻市

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

・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　パーソルテンプスタッフ株式会社
☎ 0120-773-161
受付時間 :10:00 ～ 18:00( 平日 )

塩竃サポートセンター
委託業者　パーソルテンプスタッフ株式会社
☎ 0120-013-250
受付時間 :10:00 ～ 18:00( 平日 )

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
受付時間 :9:00 ～ 17:00
( 土日・祝祭日・年末年始除く )


