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１

復 興 特 集

９年ぶりの復活「けせんぬま岩井崎荒磯まつり」開催！

東日本大震災により中断していた「けせんぬま岩井崎荒磯まつり」が11月23日に

気仙沼市の階上地区で開催され、市内外から約8,000人が訪れました。

会場となったＪＦみやぎわかめ流通センター特設会場には、地元の漁協や農協、

水産加工業者など約３０店舗が出店し、新鮮なホタテやアワビ、カキなどが格安で

販売されたほか，恒例だった「マグロの解体ショー」も行われ、さばかれた

約60キロのメバチマグロと、焼きガキ3,000個が来場者に無料で

振る舞われました。

あいにくの小雨模様にもかかわらず、会場は多くの家族連れ

で賑わい、来場者は、新鮮な海の幸を堪能しながら再開を喜びました。

マグロの解体ショー 脂がのったマグロのお振舞い

メインステージは震災遺構をバックに 小雨混じるも会場は大賑わい

餅まきのようす

２

県内イベント情報

みやぎの冬を彩るイルミネーションを一挙にご紹介します。

開催期間及び日時は変更になる場合がありますので、お越しの際は事前にご確認ください。

県内のイルミネーション情報

イベント名 地域 開催期間 場所

ONE-LINE
気仙沼イルミネーション

気仙沼市
12/7(土)～翌1/13(月・祝)

17:00～22:00
気仙沼市内各所

（海の市、迎、八日町エリアほか）

サン・ファン・
イルミネーション2019

石巻市
11/8(金)～翌1/5(日)

日没（16:30頃～20:30頃）
サン・ファン館

石ノ森章太郎ふるさと記念館
2019 光のページェント

石巻市
12/1(日)～12/25(水)

17:00～22:00
石ノ森章太郎ふるさと記念館

スターダスト・ページェント
2019海ぼたる

女川町
11/23(土・祝)～翌3/1(日)

16:30～21:30
JR石巻線女川駅前広場

悠久の詩都の灯2019 多賀城市
11/23(土・祝)～翌1/12(日)

17:00～24:00
JR多賀城駅前広場

2019SENDAI
光のページェント

仙台市

12/6(金)～12/31(火)
※日～木は17:30～22:00
※金、土、22日、24日は
～23:00

※31日は～24:00

定禅寺通り

仙台泉プレミアム・アウトレット
ウィンターイルミネーション

仙台市
11/8(金)～翌2/19(水)

日没～営業終了
仙台泉プレミアム・アウトレット

国営みちのく杜の湖畔公園
冬のイルミネーション2019

川崎町
11/30～12/15の土・日
12/21(土)～12/25(水)

16:30～21:00
国営みちのく杜の湖畔公園

しばたファンタジー
イルミネーション2019

柴田町
12/1(日)～12/30(月)

16:30～21:00
船岡城址公園

おおがわら桜
イルミネーション

大河原町
12/6(金)～翌1/13(月・祝)

17:00～22:00
白石川右岸桜堤

（尾形橋-末広橋間）

七ヶ宿ダム
冬のイルミネーション

七ヶ宿町
12/2(月)～翌3/31(火)

9:00～12:00、13:00～17:00
七ヶ宿ダム管理事務所

2019コダナリエ 山元町
12/8(日)～翌1/11(土)

17:00～21:00
小平農村公園

サン・ファン館 SENDAI光のページェント(昨年撮影)



４３

2019年を振り返る

② 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ（気仙沼）

気仙沼市の観光と地域交流の複合施設で、軽運動場や音楽ス

タジオ、研修室のほか、誰でも自由に使えるラウンジスペース

などがあります。

【営業時間】

9：00～21：00

【住 所】

気仙沼市南町海岸１番11号

【問い合わせ先】

☎ 0226-25-8591

～新たに完成した宮城の魅力～

① 野杜海（気仙沼）

気仙沼大島の旧フェリー乗り場付近に整備された民間の商業

施設。一部店舗が先行オープンを迎えました。地元の食材を生

かした料理店や新鮮な魚介が買える鮮魚店などがあります。

【住 所】

気仙沼市浦の浜

※営業時間、問い合わせ先

等は店舗により異なります

ので、店舗毎のホームペー

ジをご確認ください。

③ みしおね横町（気仙沼）

沖縄料理やラーメン、メキシコ料理やインドネシア料理、

バーなど、多彩な飲食店から銭湯まで揃ったトレーラー型の店

舗が立ち並ぶ賑やかな横町です。

【住 所】

気仙沼市魚市場前4-7

※営業時間、問い合わせ先

等は店舗により異なります

ので、店舗毎のホームペー

ジをご確認ください。

⑦ やまもと夢いちごの郷（山元町）

町特産のいちご・りんご・ホッキ貝や旬の野菜、新鮮な魚介

類、山元ブランド認証品を中心とする加工品など、町の魅力が

詰まった直売所です。JR坂元駅の目の前にあり、アクセスも

バッチリ！いちご狩りの受付・農園案内もしています。

【営業時間】

冬季（11月～５月）

9：30～17：00

【住 所】

亘理郡山元町坂元字荒井

183-1

【問い合わせ先】

☎ 0223-38-1888

⑥ 道の駅かくだ（角田市）

市の特産品である米、豆、梅を使った加工品の販売のほか、

本格窯焼ピザが味わえるフードコートなどもあります。

【営業時間】

9：00～18：30

※フードコートは

11：00～17：30

【住 所】

角田市枝野字北島81-1

【問い合わせ先】

☎ 0224-61-2850

④ ホエールタウンおしか（石巻）

牡鹿半島の観光拠点施設、観光物産交流施設cottuと牡鹿半島

ビジターセンターがオープン。牡鹿の食文化「鯨」を食べられ

る飲食店や鯨肉・鯨歯工芸などの土産店があります。来春には

おしかホエールランドも開館し、グランドオープンが予定され

ています。

【営業時間】

・観光物産交流施設cottu 8：30 ～17：00

・牡鹿半島ビジターセンター 9：00 ～16：30

【住 所】

石巻市鮎川浜南43-1

【問い合わせ先】

☎ 0225-24-6644

（観光物産交流施設cottu）

⑤ かわまちてらす閖上（名取市）

木造平屋建て３棟が連なる商業施設で、名取川の堤防沿いに

建設されました。物販や飲食店など27店舗がオープンしていま

す。

【住 所】

名取市閖上１丁目

※営業時間、問い合わせ先等

は店舗により異なりますので

ホームページをご確認くだ

さい。

①

の ど か

②
③

④

⑤

⑥
⑦
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各種支援情報②

小・中学生保護者への就学援助制度

経済的理由により就学が困難な小・中学生の保護者の方は、学校教育法の規定に基づき就学援助（学用品

費・給食費など）を受けることができます。なお、東日本大震災により被災し、就学困難となった児童生徒の

保護者を対象とした就学支援制度も実施されています。

※申請方法など詳しくは、お住まいの市町村教育委員会等にお問い合わせください。

【問い合わせ先】

県教育庁義務教育課 ☎ 022-211-3641

自治体 区 分
次回募集の
日程(予定)

問い合わせ先

宮城県 県営住宅 12/1～12/12 宮城県住宅供給公社入居管理課 ☎ 022-224-0014

石巻市
復興公営住宅

12/1～12/12 宮城県住宅供給公社東部支社 ☎ 0225-21-5657
市営住宅

気仙沼市
災害公営住宅 12/1～12/12

※被災者枠については

随時募集

建築・公営住宅課住宅管理・企画係 ☎ 0226-22-3454

市営住宅 宮城県住宅供給公社東部支社 ☎ 0225-21-5657

仙台市 市営住宅 12/6～12/16 仙台市建設公社募集課 ☎ 022-214-3604

南三陸町

災害公営住宅
（被災者枠）

12/2～12/13 建設課公営住宅管理係 ☎ 0226-46-1377

災害公営住宅
（一般枠）

12/2～12/13 宮城県住宅供給公社東部支社 ☎ 0225-21-5657

東松島市
災害公営住宅

（一般募集）

・市営住宅

12/1～12/12
※被災者枠については

随時募集

宮城県住宅供給公社東部支社 ☎ 0225-21-5657

女川町
災害公営住宅

12/2～12/12 宮城県住宅供給公社東部支社 ☎ 0225-21-5657
町営住宅

多賀城市 市営住宅 12/1～12/12 宮城県住宅供給公社入居管理課 ☎ 022-224-0014

山元町
復興公営住宅

12/1～12/12 宮城県住宅供給公社入居管理課 ☎ 022-224-0014
町営住宅

名取市

復興公営住宅
（臨時募集）

（一般募集） 12/1～12/12
※市営住宅のみ募集

宮城県住宅供給公社入居管理課 ☎ 022-224-0014

市営住宅
（一般募集）

塩竈市 市営住宅 12/1～12/12 宮城県住宅供給公社入居管理課 ☎ 022-224-0014

岩沼市 市営住宅 未定 宮城県住宅供給公社入居管理課 ☎ 022-224-0014

亘理町 町営住宅 12/2～12/12 宮城県住宅供給公社入居管理課 ☎ 022-224-0014

公営住宅の募集情報

各種支援情報①

被災者生活再建支援制度

震災により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害

を受けた世帯に支援金が支給されます。

【対象者】

基礎支援金を受給した方

※既に加算支援金を受給された方は申請できません。

【対象市町】

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

【支給額】

建設・購入２００万円、補修１００万円、

賃貸（公営住宅は除く）50万円

※世帯の人数が１人の場合、支給額が４分の３となります。

【申請期限】

令和２年４月10日まで

※基礎支援金および対象市町以外の加算支援金の申請期間

は終了しました。

【申請窓口】

基礎支援金を申請した市町の被災者支援担当課など

【問い合わせ先】

各市町村被災者支援担当課・県消防課

☎ 022-211-2372

住宅再建支援事業
（二重ローン対策）

次の条件全てを満たす方を対象に、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）を補助します。

【条件】

①震災により自ら居住していた住宅

（県内に限る）に被害を受けた方

②①の被災した住宅に５００万円以上

の既存住宅ローンを有する方

（新たな住宅ローンを契約した前

月末時点）

③新たに５００万円以上の住宅ローン

を組んで県内に住宅を再建する方

【問い合わせ先】

県住宅課 ☎ 022-211-3256

自動車税種別割・自動車税環境性能割などの非課税措置

震災により被災した自動車の所有者であった方が、被災自動車を抹消登録などして代替自動車を取得する

場合、被災自動車１台につき代替自動車１台の自動車税種別割・自動車税環境性能割（または軽自動車税環

境性能割）が非課税となる税制措置を実施しています。この措置の自動車の取得期限は、いずれも令和３年

３月31日までです。

なお、自動車税種別割は代替自動車を取得した年度とその次の年度が非課税となります。

（例・令和元年度に取得した場合は令和２年度まで）

【問い合わせ】

県税務課 ☎ 022-211-2326

不動産取得税の減免

震災により滅失･損壊した家屋･敷地の所有者などが、これらに代わるものと認められる家屋･土地を令和

３年３月31日までの間に取得した場合には、震災により滅失･損壊した家屋の床面積相当分･被災家屋の敷地

の面積相当分を差し引いて課税されます。

【問い合わせ先】

県税務課 ☎ 022-211-2324
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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、以下に該当する方は、忘れずに登録変更手続

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

※登録変更の手続きは、現在お住まいの市区町村役場で可能です。

７

全国避難者情報システムの登録について

宮城県からのおしらせ

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

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。

なお、現在『みやぎ復興定期便』が“転送”で届いている方につきましても、いずれ転送期間が過ぎて定期

便が届かなくなりますので、下記の問い合わせ先へ住所変更の旨お伝えください。

【問い合わせ先】

県震災復興推進課 ☎ 022-211-2408

郵便の転送期間延長の手続きについて

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。

毎月発行している広報紙『NOW IS.』の取材の様子を映し

たメイキング動画のほか、仙台市出身の女優、岩田華怜さん

のブログに加え、今年から“みやぎ絆大使”に任命された俳優

の黒羽麻璃央さんの復興に関するブログも掲載していますの

で、ぜひご覧ください。

【問い合わせ先】

県震災復興推進課 ☎ 022-211-2408

復興に関する情報をWEBサイトで発信しています！

みやぎ復興定期便について
＜発行＞本紙では、宮城県内の復興の様子や各種支援等、

帰郷にお役立ていただける情報等を掲載しています。

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。

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

earthquake/teikibin.html

宮城県震災復興・企画部

震災復興推進課復興推進第二班

〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8-1

TEL:022-211-2408 FAX：022-211-2493

https://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/teikibin.html

