
みやぎ

復興定期便
Vol.5

9月号 〜みやぎ復興定期便をお届けします〜
県外に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

みやぎ

復興定期便

平成 26年 9月発行　みやぎ復興定期便　Vol.5

■ みやぎジョブカフェ
  「合同適性試験＆合同企業説明会」を開催します。

県内への就職を支援する取り組みとして「合同適性試験＆合同企業説明会」を開催
します。適性試験参加者は後日、説明会参加企業に必要書類を提出し、採用募集に応
募することができます。なお、複数企業に応募することが可能です。

■内容
①合同適性試験（事前予約可）　②合同企業説明会

■対象
平成27年3月大学等卒業予定者（既卒3年までの方を含む）、若年求職者（39歳以下）
※当日は学生証・運転免許証などをご持参ください。

■日時・場所
9月24日（水）	①10：30〜12：30、16：50〜18：30　アエル6階セミナールーム（2）
	 ②13：00〜16：00　アエル5階多目的ホール

■ 心の健康相談のご案内
■宮城県精神保健福祉センター　こころの相談電話
精神保健福祉センターは、精神保健福祉に関する総合的な技術中核機関として、保健所と同様の
相談と診療を行っています。心の健康に関する相談を受けるための専門の相談員と専用電話が配
置されています。
震災後の心の不調や、眠れない・気分が落ち込む・いらいらするなど、心の悩みについてのご相談
を受け付けています。匿名での相談も可能です。

■一般社団法人日本臨床心理士会　電話相談
被災に伴う精神的な悩み・問題に関することなど、心の健康に関するご相談を臨床心理士がお受
けしています。

■ 宮城県低炭素型水ライフスタイル導入支援事業について
　宮城県では、節湯・節水機器と低炭素社会対応型浄化槽を新たに住宅に導入する
県民の方に6万円を補助します。
東日本大震災の経験は、水とエネルギーの大切さを実感するものでした。毎日何気なく使ってい
るお湯は、家庭で消費されるエネルギーの4割、二酸化炭素排出量の2割を占めています。また、東
日本大震災で全損した浄化槽は3.8％であり、浄化槽が災害に強い汚水処理システムであることも
わかりました。そこで県は、地球にやさしい水ライフスタイルを始める県民の方を応援します。

■申込期間
平成26年6月16日（月）から11月28日（金）まで
補助対象や申込方法などの詳細は、宮城県のホームページでご確認ください。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/lifestyle.html

■お問い合わせ
宮城県環境生活部循環型社会推進課施設班
TEL：022-211-2648　E-mail：junkans@pref.miyagi.jp

■ 放射能情報サイトみやぎ
　県が運営する放射線・放射能に関するポータルサイト「放射能情報サイトみやぎ」
では、最新の測定結果はもとより、過去の測定結果なども閲覧できます。
■掲載内容
・市町村ごとの放射線・放射能の測定結果
・水道水・農林水産物などの放射性物質測定結果
・放射線・放射能に関するQ＆A	など

■お問い合わせ
放射線・放射能に関する相談窓口　TEL：022-211-2341
受付時間：8：30〜17：15まで（平日のみ）

放射能情報サイトみやぎ　http://www.r-info-miyagi.jp/r-info/

■お問い合わせ
　宮城県住宅供給公社 公営住宅課　TEL：022-224-0014

みやぎの風景（9月）

■ 県営住宅の入居者資格緩和について
　東日本大震災において被災された方は、県営住宅（※災害公営住宅とは異なります）
への入居者資格が緩和されています。
■県営住宅とは
宮城県が建設した賃貸住宅で、住宅にお困りで所得が低い方に入居の募集を行っているものです（災
害公営住宅とは異なります）。県営住宅の定期募集は、年4回（6月・9月・12月・3月）の各上旬に行います。

■緩和内容
①収入状況に関わらず応募できます。
県営住宅は本来、月額所得が15万8千円以下であることが応募の条件ですが、それ以上の所得が
ある方でも応募が可能です。

②単身で応募できます（ただし単身可能住宅に限る）。
県営住宅は本来、同居する親族がいることが条件ですが（高齢者・障害者等除く）、単身の方でも
応募が可能です。

■対象者
①東日本大震災によって住宅を失った方（民間賃貸住宅を含む）
②東日本大震災の被災地域で都市計画事業等の実施に伴い移転が必要となった方

■必要な書類
・	住宅被災市町村が発行する住宅の滅失を証する書類
	（り災証明書【全壊、大規模半壊、半壊】、住宅の解体（予定）証明書【大規模半壊、半壊の方】）
・事業の施工者、認定者もしくは地方公共団体が発行する移転の必要性を証する書類

■注意事項
※	県営住宅入居後は、災害公営住宅への入居申し込みができなくなります。
※	県営住宅への入居は、応募多数の場合抽選となります。
※	高額所得者に該当する方が入居した場合、入居から5年以上経過した時点で高額所得認定され住
宅を明け渡していただくことになります。
※	県営住宅は家賃が発生します。世帯の所得状況と立地条件・広さにより決定されます。なお、収入
が著しく低い方には家賃の減額制度があります。

■申し込み用紙等の配布について
宮城県住宅供給公社及び県内各市町村役場窓口等で配布しています。郵送での受け取りを希望さ
れる方は、申し込み受付期間内にあらかじめ240円切手を貼付した返信用封筒を下記宛に郵送し
てください。
宛先： 〒980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目1番20号 ふるさとビル1階
 宮城県住宅供給公社 公営住宅課 宛

■今後の定期募集について
平成26年度は、今後下記2回の募集を予定しています。
（募集期間は予定です。変更がある場合もありますので、詳しくは募集期間の前月末にお問い合わ
せください。）

募集月 申し込み受付期間
（最終日までの消印有効）

申し込み用紙等
配布開始 入居可能日

平成26年12月 平成26年12月1日〜12月12日 平成26年12月1日 平成27年1月末
平成27年3月 平成27年3月2日〜3月12日 平成27年3月2日 平成27年4月末

■お問い合わせ	　みやぎジョブカフェ　TEL：022-745-0007

　宮城県精神保健福祉センター　こころの相談電話　TEL：0229-23-0302
　実施期間：平日のみ（年末年始を除く）9：00〜17：00まで

　一般社団法人日本臨床心理士会　電話相談　TEL：03-3813-9990
　実施期間： 毎週月・水・金曜日（祝日を除く）　9：00〜12：00まで
 毎週月〜金曜日（祝日を除く）　19：00〜21：00まで

■ 月刊「地域支え合い情報」のご紹介
■特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンターからのご案内
「月刊地域支え合い情報」は、地域支援の実践事例や活動のヒントを紹介するとともに、被災者の
孤立防止や生活復興、地域のまちづくりに役立てていただくことを目的に発行しています。
9月号では、7月5日（土）に東京都（中野サンプラザ）で開催された宮城県避難者交流会の模様が
掲載されています。
宮城の現在の情報も掲載されておりますので、是非ご覧ください。
バックナンバーはこちらから読むことが出来ます。
http://www.clc-japan.com/sasaeai_j/index.html
※避難者の方には、今年度は無料で送付させて頂きます。詳しくは下記までお問い合わせ下さい。

■お問い合わせ
　特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター
　仙台市青葉区木町16-30　シンエイ木町ビル1階
　TEL：022-727-8730　FAX：022-727-8737

■ 市町村からの
   お知らせ

■丸森町からのお知らせ
丸森町では、新婚や子育て世帯な
ど若者世帯の町内定住を促進し、町
の活性化を図るため「しあわせ実感・
丸森いきいき定住促進事業」による
補助金交付制度を創設しました。丸
森町でマイホームを取得する新婚・
子育て世帯に、一定の要件のもとで
補助金を交付します。詳細は同封の
チラシをご覧下さい。

■お問い合わせ先
　丸森町企画財政課
　TEL：0224-72-3024 【マリンパル女川おさかな市場　さんま祭り（女川町）】

9月から10月にかけて、「さんま」のイベントが各地で開催されます。
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日　時 9月25日（木）11：00〜15：00

場　所 大原さん家（東京都杉並区和田1-69-12）

参加費 300円：軽食つき（県外避難の方は無料）

日　時 10月16日（木）11：00〜15：00

場　所 大原さん家（東京都杉並区和田1-69-12）

参加費 300円：軽食つき（県外避難の方は無料）

日　時 10月18日（土）・19日（日）10：00〜16：00

場　所 代々木公園（東京都渋谷区代々木神園町、神南二丁目）

参加費 無料

日　時 10月25日（土）11：00〜15：00

場　所 大原さん家（東京都杉並区和田1-69-12）

参加費 300円：軽食つき（県外避難の方は無料）

■第5回ずんだカフェ

■第6回ずんだカフェ「炭火で焼いた宮城のさんまを食べよう！！」
宮城県から新鮮なさんまを取り寄せて炭火でジュージュー。お楽しみに！！

■第7回ずんだカフェ『参加しよう、行動しよう、集まれば大きな力
　−みんなで守ろう！わたしたちのまち−　第10回NPOまつり2014』
ずんだカフェをテントで開催します。
災害救助犬のデモンストレーションや乗馬体験、食べ物の屋台もたくさん出店するおまつりです。
ぜひお越しください。

■第8回ずんだカフェ『おはなしずんだカフェ』
南三陸で被災、津波ですべてを失ってその後事業を起こされた阿部民子さんをお呼びします。
震災当時の話、起業された話、そして今の宮城の話をじっくりお聞きします。

ご意見をお寄せください
「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。（発送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。）

■ 交流会のお知らせ
山形県に避難されている皆さまへ

山形避難者相談・交流会のお知らせ
東日本大震災により、山形県内に避難されている方々を対象とした相談・交流会を開催します。
同郷の方々との交流の輪を広げてみませんか。情報提供や相談コーナーもございます。ぜひご
参加ください。

関西地方に避難されている皆さまへ

特定非営利活動法人　全日本企業福祉協会からのご案内
宮城県避難者支援学習サポートのお知らせ
東日本大震災で避難され、関西に住んでいる子どもたちの成長を応援します。
下記日程で、学習サポート・避難者支援情報提供などを行います。ご希望の方は、お子様のお名
前・学年を下記お申し込み先までメールで御連絡をお願い致します。

■大阪地区学習サポート
子どもの学習サポートのほか、ふるさとへハガキを送るイベントを開催します。

千葉県に避難されている皆さまへ

■千葉を楽しむバス旅行「野田市むらさきの街を楽しむ」のお知らせ
野田市は、千葉県最北部の醤油の城下町です。しょうゆの生産量は、今も昔も日本一！街中の
あちらこちらでしょうゆの香りが漂います。
当日は無添加化粧品でおなじみの「ファンケル」の化粧品の最新工場を見学します（うれしい
お土産付！）。昼食の「紙ふうせん」は、旬の食材・素材を生かし、地場野菜・米・肉類・卵・調味料に
こだわりをもって安心できるものを提供している旬菜厨房です。
参加を希望される方は、事前に下記までお申し込みください。

秋田県に避難されている皆さまへ

第6回秋田県内避難者情報交換・交流会のご案内
東日本大震災により被災され、秋田県内に避難している皆さまを対象とした交流会を開催致
します。ふるさとの復興にかかる情報提供や、健康・就労ほか様々な相談会も開催いたします。ぜ
ひご参加ください。

東京都に避難されている皆さまへ

特定非営利活動法人コモンズ・ファームからのご案内
復興支援・ずんだカフェ2014開催のお知らせ
宮城県から東京都内に避難されている方と都内在住者との交流の場です。

※参加を希望される方は下記までお申し込みください。

米沢会場 山形会場

開催日時 平成26年9月20日（土）
10：30〜15：00

平成26年11月8日（土）
10：30〜15：30

場　所 置賜総合文化センター
（山形県米沢市金池3丁目1-14）

山形テルサ
（山形県山形市双葉町1丁目2-3）

内　容
・被災元県からの説明会
・出身地域ごとの交流会
・相談ブースの設置（健康、医療、住まい、支援情報など）
ほか、イベントや託児もあります。

参加費 無料（事前にお申し込みください）

日　時 9月20日（土）10：00〜12：00
場　所 大阪大学人間科学科東館（大阪府吹田市山田丘1-2）

日　程 平成26年10月21日（火）
参加費 大人1,000円／人（昼食代）
定　員 千葉駅集合40名、松戸駅集合20名

当日スケジュール
（予定）

8：00 千葉駅前出発
9：30 松戸市民劇場前出発
10：30 ファンケル工場見学（最新の化粧品工場）
12：00 昼食：紙ふうせん（良い食のこだわり店）
13：30 観光：ものしり醤油館　他
17：00頃 松戸着
18：00頃 千葉着

日　時 平成26年9月28日（日）10：30〜15：00
場　所 秋田県生涯学習センター（秋田市山王中島町1-1）

内　容
・被災県別分科会
・避難元市町村別テーブル懇談
・健康や就労等に関する相談

■お問い合わせ・お申し込み先
　山形県環境エネルギー部 危機管理・くらし安心局　危機管理課 復興・避難者支援室
　TEL：023-630-3100　FAX：023-625-1625
　E-mail：lifeline1@pref.yamagata.jp
　http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/020072/fukkou/hinansha.html

■お申し込み先
　特定非営利活動法人　全日本企業福祉協会　チームおせっかい学習サポート係
　E-mail：hokusetsu@hukusi.or.jp

■お問い合わせ・お申し込み先
　NPO法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
　TEL：043-303-1688　FAX：043-303-1689

■お問い合わせ・お申し込み先
　秋田県企画振興部総合政策課　被災者受入支援室
　TEL：018-860-4504／4505　FAX：018-860-4520

■お問い合わせ・お申し込み先
　特定非営利活動法人コモンズ・ファーム
　TEL：070-6640-9114　E-mail：qqak8wm9@yahoo.co.jp

■ NPO法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブからのご案内

■お申し込み・お問い合わせ
　宮城県震災復興・企画部震災復興推進課　TEL：022-211-2408
　宮城県東京事務所（県外避難者支援員）　TEL：03-5212-9045

■ 宮城県主催　避難者交流会を開催します
東日本大震災により被災し、宮城県から関東
地域に避難されている方々を対象に「宮城県避
難者交流会」を開催致します。
避難元自治体からの復興状況等の報告のほか、
参加者同士の交流を予定しています。同じ故郷
の方々と、ふるさとのお菓子をいただきながら、
ふるさとの話題で交流を深めていただければ
と思いますので、ぜひご参加ください。

日　時 平成26年10月25日（土）13：00〜15：00

場　所 TKP横浜ビジネスセンター　ホール6B
（神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-30-8　SYビル6階）

内　容
・県及び各市町からの復興状況の報告
・参加者同士の交流
・住宅相談

第1回　宮城県避難者交流会の様子（平成26年7月5日・東京）


