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10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 10月発行　みやぎ復興定期便　Vol.6

■ 宮城県のアンケート調査にご協力をお願いします
宮城県では、東日本大震災により被災し、宮城県外へ避難されている皆さまを対
象にしたアンケート調査を実施しています。
調査結果は、現在お住まいの自治体や宮城県内の市町村へ情報提供するとともに、
県外へ避難されている皆さまの将来の生活再建に向けた支援等を検討して参りま
すので、ご協力をお願い致します。
■調査の目的
・�避難先でお困りのことや悩み、必要な情報等を把握して、避難先自治体や避難元自治体と情報
を共有しながら、支援や情報提供を行います。
・�帰郷に必要な支援を把握して、避難元市町村及び民間支援団体等とともに、帰郷に向けた支援
を行います。

■お伺いすること
・避難されている皆さまの状況
・避難先でお困りのこと
・将来の生活のご予定
■回答の方法
アンケート用紙は、9月中旬に対象となる各世帯にお送りしたほか、
下記のホームページからパソコンや携帯電話でも回答できます。

■回答の期間
平成26年10月19日（日）まで
まだ提出されていない方はどうぞご提出ください。

■ しごと情報ネットのご案内
「しごと情報ネット」は、民間の職業紹介事業者やハローワークなどの参加機関か
ら提供される情報が検索できるサイトです。
震災被災者の方々を対象とした求人情報の検索も可能です。

■ みちのく未来基金のご案内
　公益財団法人みちのく未来基金では、東日本大震災で親御さんを亡くしたお子さ
んを対象に、高校卒業後の大学・短大・専門学校の入学金、授業料を給付しています。
■対象
次のいずれの要件も満たす者
①東日本大震災で両親またはどちらかの親を亡くした震災遺児であること。
②�高校新卒者もしくは高等学校に準ずる学校に在学するか高校卒業程度認定試験に合格し進学
を希望する者であること。
※�震災関連死により親を亡くした場合も対象となる場合がありますので下記までお問い合わせ
ください。

■給付内容
高校卒業後の大学・短大・専門学校における入学金・授業料の全額を給付（一人当たり年間上限
300万円）
※給付金は返済不要です。
※他の奨学金と併用して受給できます。
■申請方法など
下記お問い合わせ先にお電話いただくか、みちのく未来基金のWEBサイトにてご確認ください。
申請書類等も掲載しています。
※�平成23年から約25年間事業を継続する予定です。お子さんが小さくてまだ先の話でも、まず
はみちのく未来基金にご連絡ください。

■お問い合わせ先
みちのく未来基金　事務局　TEL：022-343-9996（平日9：00〜17：00）

■お問い合わせ先
【高等学校の入学者選抜・県外受験説明会、
県立中学校の入学者選抜、県立高等学校・中学校への転入学に関すること】
宮城県教育庁高校教育課　TEL：022-211-3624
【小学校・中学校（県立中学校を除く）への転入学に関すること】
宮城県教育庁義務教育課　TEL：022-211-3642

宮城県教育庁高校教育課ホームページ（県立中学校入学者選抜関係）
　http://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/kyo-h27senbatu.html

みやぎの風景（10月）

■ 宮城県内の学校への入学選抜試験や転入学について
■県立高等学校入学者選抜について
宮城県高校教育課のホームページにおいて、平成27年度県立高等学校入学者選抜関連情報を掲載
しております。
前期選抜は平成27年2月3日（火）、後期選抜は平成27年3月5日（木）の予定です。
入学者選抜要項につきましても10月中旬に下記ホームページで公開いたします。

 ・県外受験説明会のご案内
下記日程で県外受験説明会を開催致します。

日　程 時　間 会　場

第1回 平成26年12月1日（月） 13：00〜15：30 宮城県庁2階講堂（仙台市青葉区本町3丁目8番1号）

第2回 平成26年12月12日（金）13：00〜15：30 自治会館202・203会議室（仙台市上杉一丁目2番3号）

期　日 備　考

募集要項の配布 平成26年10月1日（水）〜
平成26年12月5日（金）

配布時間は9：00から16：00まで。
各県立中学校のほか、県庁総合案内・県高校
教育課・各教育事務所で配布しています。

県外からの
出願承認願の受付

平成26年11月4日（火）〜
平成26年11月28日（金）15：00

受付時間は9：00から16：00まで（土・日・祝
日を除く）。ただし、最終日は15：00まで（郵
送する場合も15：00必着）。

入学願書、
調査書等の受付

平成26年12月1日（月）〜
平成26年12月5日（金）15：00

受付時間は9：00から16：00まで（最終日は
15：00まで）。

適性検査 平成27年1月10日（土） 総合問題（60分）、作文（40分）、及び面接

対　象
宮城県内への一家転住を予定している方で、宮城県の公立高等学校の受験を希望される
生徒の保護者等が対象です（宮城県内在住の親戚や知人の方など、保護者以外の方でも参
加できます）。

内　容
公立高等学校の前期選抜、後期選抜、第二次募集の受験に必要な手続きなどの説明を行い、
願書等の必要書類を配布します。説明会終了後に、個別の相談も受け付けます。また、私立
高校入試についても簡単な説明を行います。

その他

・第1回と第2回の説明は同じ内容となりますので、いずれかにご参加ください。
・事前の参加申し込みは不要です。
・実際に出願で使用する書類に下書きをすることがありますので、必ず鉛筆をご準備ください。
・�ご来場には、一般公共交通機関のご利用をお願いします。なお、宮城県庁の駐車場は有料
ですので予めご了承ください。
・�参加人数により、個別の相談時にしばらくお待ち頂く場合がございます。あらかじめご
了承ください。

■アンケートに関するお問い合わせ先
　アンケート調査事務局　TEL：022-217-8171
　平日10：00〜17：00（12：00〜13：00を除く）
　（事務局設置期間：平成26年11月28日（金）まで）

■しごと情報ネット　http://www.job-net.jp/

■宮城県ホームページ「避難されている皆さまへ」
　http://www.pref.miyagi.jp/site/
　ej-earthquake/todokede.html

【鳴子峡（大崎市）】　変化に富んだ峡谷を紅葉が鮮やかに彩ります。

■県立中学校入学者選抜について（宮城県仙台二華中学校・宮城県古川黎明中学校）
宮城県高校教育課のホームページにおいて、平成27年度県立中学校入学者選抜関連情報を掲載し
ております。

 ・県外からの出願について
県外に住所を有する方が宮城県内の県立中学校に入学を希望される場合は、県外からの出願承認
願を出願予定の県立中学校長に提出し、承認を受ける必要があります。
詳しくは下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
■転入学について
【小中学校の場合】現在在学している小中学校へご相談ください。
【高等学校の場合】�転入を希望する学校の転入学考査を受験し、転入学を許可される必要があります。

希望する場合は現在在席している高等学校にお問い合わせください。

 ・選抜に関する日程

▲緑色の封筒で各世帯にお送りしております。

宮城県教育庁高校教育課ホームページ（高校入試関係）
　http://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/kyo-h27shinnyushi.html
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おはなしずんだカフェ ずんだカフェ

日　程 11月8日（土） 11月27日（木）

時　間 11：00〜15：00 11：00〜15：00

場　所 大原さん家
（東京都杉並区和田1-69-12）

大原さん家
（東京都杉並区和田1-69-12）

内　容

全国のNPO支援に駆け回る藤岡喜美子さん（日
本サードセクター経営者協会執行理事）をお招
きして、復興に果たすNPOの役割についてお話
しをお聞きします。
参加費：300円（軽食つき、県外避難者の方は無料）

参加費：300円（軽食つき、県外避
難者の方は無料）

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。）

■ 交流会情報

岩手県一関市社会福祉協議会からのお知らせ　一関市に避難されている皆さまへ

平成26年度　ふるさとお茶っこ交流会　開催予定表
一関市社会福祉協議会では「ふるさとお茶っこ交流会」の継続的な開催を通じ、参加者の意見
を頂き、行事を取り入れながら、今後も皆さまが気軽に集い、お茶を飲みながらおしゃべりする
など、笑顔を増やす交流会を目指し毎月開催しております。
今後、以下の日程で開催を予定しております。沢山の皆さまの参加をお待ちしています。
（事前にお申し込みをお願いします。）

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

首都圏に避難されている皆さまへ

■宮城県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や同じ故郷の方々
との懇親を予定しています。宮城県のお菓子をいただき
ながら、親交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。
地元のお米などのお土産も用意しております。

愛知県に避難されている皆さまへ

■「宮城・岩手避難者交流会」を開催します
下記の日程で、宮城県・岩手県から避難されている皆さまの交流会を開催いたします。
当日は避難元自治体の職員もお伺いし、復興状況などについてお知らせ致します。
地元のお米のお土産もございます。同じ故郷の方々と、地元の話題で親交を深めて頂ければと
思いますので、是非ご参加ください。

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
「ずんだカフェ」にお越しください

ずんだカフェは、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。
のびのび3Q体操、ハンドマッサージでリラックス。おい
しいコーヒーを飲みながらのんびりとしたひと時をお過ご
しください。
会場の「大原さん家」は、都内では珍しい庭付きのコミュニ
ティスペースで、昔懐かしい昭和のにおいのする民家。これ
からの季節はテラスも気持ちいいです。地域の方にも支え
られている「大原さん家」、ぜひ一度お越しください。

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）
横浜駅西口から徒歩5分。詳しくは同封のチラシをご覧ください。

内　容 ・県及び各市町からの復興状況の報告
・懇親

日　程 11月30日（日）
時　間 10：00〜15：00
場　所 東海市しあわせ村（愛知県東海市荒尾町西廻間2-1）

■お申し込み・お問い合わせ先
　一関市社会福祉協議会　TEL：0191-23-6020（平野・菊地・千葉）
　★詳しい内容は一関市社会福祉協議会のホームページでご覧いただけます。
　http://www.ichinoseki-shakyo.com/contents/saigaisien/saigaisien_index.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　メール：hokusetsu@hukusi.or.jp

■お問い合わせ　特定非営利法人コモンズ・ファーム
　TEL：070-6640-9114（担当：星野）　メール：qqak8wm9@yahoo.co.jp

■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

■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

■ 市町村からのお知らせ
■東松島市からのお知らせ
東松島市では、震災により市外に避難・一時転居している東松島市民の方向けに「市報ひがしま
つしま」を無料で郵送します。

■ 宮城県主催交流会のご案内（神奈川県） ■ 宮城・岩手避難者交流会のご案内（愛知県）

■お問い合わせ・お申し込み先
　東松島市総務課秘書広報班
　TEL：0225-82-1111　内線1212・1216　FAX：0225-82-8143
　Eメール：koho@city.higashimatsushima.miyagi.jp

対　　　象 東日本大震災の影響で、東松島市外（または宮城県外）に避難・一時転居してい
る市民の方。※震災時に東松島市内に居住していた市民の方が対象です。

内　　　容 月2回（毎月1日号・15日号）発行の市報を無料で郵送。
※一度申し込んでいただくと、継続して郵送します。

お申し込み 現在の避難・一時転居している先の郵便番号・住所・氏名・電話番号を、電話・
FAX・ハガキ・メールでのいずれかの方法で、下記宛まで申し込みください。

お　願　い
これまで市外へ避難・一時転居して市報の郵送を申し込みしていた方で、引っ
越しなどで郵送先に変更があったり、市報の郵送が不要となった場合は、必ず
電話・FAX・ハガキ・メールでのいずれかの方法で下記までご連絡ください。

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）

東京メトロ　丸ノ内線
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東高円寺駅

日　程 主な内容 参加費 会　場

11月12日（水）・お茶のみ交流・足湯でリラックスしよう 200円 一関市総合福祉センター
（岩手県一関市城内1-36）

12月10日（水）・お茶のみ交流・クリスマス会で楽しもう 300円 一関市総合福祉センター
（岩手県一関市城内1-36）

日　時 10月26日（日）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)

■ 宮城県のアンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」
「宮城ふるさとプラザ」は、宮城県の魅力あふれる特産
品や観光情報を総合的に発信する拠点施設（アンテナ
ショップ）です。
プラザの1階では、宮城のおすすめ商品の紹介・販売は
もちろん、企業がつくった新商品のテスト販売や、宮城
県内の企業や市町村が直接お客さまとふれあいながら
のイベント販売などを行っています。
2階では宮城の地酒や伝統工芸品のほか、宮城の四季
折々の観光・イベント情報をご案内するコーナーを設置
しており、復興状況に関する情報なども入手することも
できます。
ご来店を心よりお待ちしています。

■インターネットでのご注文について
　インターネットでのご注文は社団法人宮城県物産振興協会のページで承っております。
　【社団法人宮城県物産振興協会】
　http://www.miyagibussan.or.jp/　TEL：022-263-5050

所 在 地 東京都豊島区東池袋1丁目2番2号
東池ビル1・2階

電 話 03-5956-3511
営 業 日 年末年始を除く毎日
営業時間 11：00〜20：00
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■特産品販売コーナー（1階）■宮城のお米コーナー（1階）■宮城の地酒コーナー（2階）

水産加工品・農産加工品・菓子
類など宮城県各地の物産を一
堂に取りそろえています。

米どころ・宮城が誇る「ササニ
シキ」や「ひとめぼれ」が購入
できます。

「純米酒」を中心に宮城自慢の
「地酒」を各種取り扱っていま
す。


