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12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
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みやぎの風景（12月）

■ みやぎ発　復興企業だより
■「みやぎ発　復興企業だより」を発行しました

県では、複数の中小企業者等で構成される中小企業等グループが、県の認定を受けた復興事業計
画に基づく共同事業の実施に要する経費を一部補助する「グループ補助金」制度を活用し、被災地
域の復旧復興に取り組んでいます。今回、事業成果の発信や復旧を目指す他グループ等の意欲向上
を目指すことを目的に、共同事業に意欲的に取り組むグループ事例等を紹介した広報誌を作成し
ましたので、ご覧ください。

【光のページェント（仙台市）】
冬の夜空をファンタジックに彩ります。今年は12月12日（金）〜31日（水）まで開催されます。

■お問い合わせ　宮城県企業復興支援室
　022-211-2765　※企業復興支援室のホームページでも公開します。
　http：//www.pref.miyagi.jp/soshiki/kifuku/

関西地方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

下記の日程で、宮城県から避難されている皆さまを対象に「第5回宮城県避難者交流会」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。
地元のお菓子や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。

同時開催

■お問い合わせ
　宮城県震災復興推進課　TEL：022-211-2408　FAX：022-211-2493
　メール：fukusuif2@pref.miyagi.jp

■ 宮城県主催交流会のご案内（大阪府）

日　程 1月31日（土）
時　間 13：00〜15：00
場　所 大阪市立総合生涯学習センター（大阪市北区梅田1-2-2-500 大阪駅前第2ビル5F）
主　催 宮城県震災復興推進課

参加申し込み 電話・FAX・メールのいずれかで下記までお申し込みください。
（申し込み締切／1月23日（金）まで）

■ 「みやぎ復興住宅モデルプラン」のご紹介
県では、県内の住宅関係団体等で「みやぎ復興住宅整備推進会議」を組織し、住宅再建を推進する

とともに先進的で魅力あるみやぎの住宅・まちづくりのために知恵を絞っています。今回、その会
議メンバーの工務店や設計会社が、被災した方々の一日も早い住宅再建に役立てられるよう「みや
ぎ復興住宅モデルプラン」を提案しました。

モデルプランは被災者向けに計画、もしくは建築した戸建て住宅で、県内に建築するものです。平屋・
少人数向け住宅、二階建て住宅、二世帯向け住宅の3タイプあり、35の企業（もしくはグループ）によ
り71案が提案されました。詳しくは、住宅課ホームページでも公開しています。是非ご覧ください。

http：//www.pref.miyagi.jp/site/miyagi-sumai/

二重の住宅ローンを抱えることになった方への補助制度のお知らせ
宮城県は、東日本大震災により自ら居住していた住宅に被害を受け、その被災した住宅にロー

ンを有する方が、新たな住宅ローンを組んで住宅を再建する場合の負担を軽減するため、5年間
の利子相当額を補助します。

■補助期間・補助金額
申請期間：平成27年度末まで
補助金額：既存の住宅ローンにかかる5年間の利子相当額
　　　　 （元利均等毎月償還による算定額）【上限50万円】

■対象要件：次の①〜③の全てに該当する方
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
②　①の被災住宅に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

■ 二重ローン対策

■お問い合わせ先
　宮城県住宅課　TEL：022-211-3256
　http：//www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/2juuro-n-hojo.html

■ みやぎジョブカフェ
  「合同企業説明会＆合同適性試験、
　業種別企業説明会」を開催します

みやぎジョブカフェでは、若年求職者（39歳以下の求職者）及び平成27年3月卒業
予定者（大学院・大学・短大・高専・専修学校）を対象に「合同企業説明会＆合同適性試験」
及び「業種別企業説明会」を開催します。

■内容
①合同適性試験＆合同企業説明会
　…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、採用募集に応募できます。
②業種別企業説明会
　…業種や職種を限定した企業説明会です。

■日時・場所
①合同適性試験…事前予約可。運転免許証等身分証明書持参のこと
　1月19日（月）10：30〜12：30及び15：30〜17：20　アエル6階セミナールーム（2）
　1月24日（土）10：00〜11：30　東北電子専門学校201教室
　合同企業説明会
　1月19日（月）13：30〜16：30　アエル5階多目的ホール
②業種別企業説明会
　1月26日（月）事務職／2月2日（月）介護・福祉職／2月23日（月）営業・販売職
　13：00〜16：00　アエル6階セミナールーム（2）

■お問い合わせ	　
　みやぎジョブカフェ　TEL：①…022-745-0007　②…022-217-3462

■ 市町村からのお知らせ
■災害公営住宅のモデルハウスを公開しています【気仙沼市】

気仙沼市の木造戸建て・長屋住宅を建設する「気仙沼地域住宅生産者ネットワーク」が、災害公営
住宅のモデルハウスを建築し、一般公開を行っています。

このモデルハウスは、10月2日に「震災被災者生活支援センター」として開所されたもので、今後、
住宅再建に関する情報提供や金融支援策の相談会なども行われる予定です。

■お問い合わせ先
　一般社団法人気仙沼地域住宅生産者ネットワーク
　TEL：0226-25-8091　

見学可能時間 10：00〜16：00（不定休）
場　　所 気仙沼市切通84
建物概要 災害公営住宅モデルハウス80㎡タイプ（木造平屋建　延床面積76.59㎡）

・住宅再建相談会（住宅金融支援機構）
住宅金融支援機構による住宅再建に係る資金計画やシミュレーションなど、ご相談にお答えします。
・法律相談（大阪府弁護士会）
弁護士が東日本大震災にかかわる相談全般に無料で応じます。家や車のローン・借金の問題、
就職先の問題、労働に関すること、相続に関することなど、何でもご相談ください。
・学習サポート（NPO法人全日本企業福祉協会チームおせっかい）
大学生が、お子さんの学習をサポートします。学校の授業の補習や苦手教科など何でも相談ください。

（ご希望の場合は、参加申込書にお子さんのお名前・学年（または年齢）をご記入ください。）
・こころのなやみ相談（一般社団法人日本産業カウンセラー協会）
「よく眠れない」「将来に不安がある」などこころのなやみ、くらしの悩みなどお気軽にご相談ください。
・支援に関する相談（東日本大震災県外避難者西日本連絡会（まるっと西日本））
住宅・各地の交流会ほか支援情報の説明や、関西で受けられる支援のご相談にお答えします。
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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。）

平成27年　成人式開催日程
県内各地では、下記の日程で成人式が開催されます。新成人やご家族の皆さん、ぜひこの機会

に地元に足を運んでみてください！

■ 宮城県内の成人式日程一覧■ 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様へ

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
　★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

日　程 主な内容 参加費 会　場

1月14日（水）・新年会で書き初めをしよう 500円 一関市総合福祉センター
（岩手県一関市城内1-36）

2月11日
（水・祝）

・日帰り温泉交流会で心と身体を
 リフレッシュしよう 1,000円 厳美渓温泉いつくし園

ずんだカフェ おはなしずんだカフェ

日　程 1月27日（火） 1月31日（土）

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

参加費：300円（軽食つき、県外避難
者の方は無料）

震災後に一般社団法人「手づくりマルシェ」
を立ち上げ、被災地で様々なイベント開催、
ジャムやシフォンケーキ販売などを行う
斉藤幸子さんをお呼びしてお話をお聞き
します。参加費：300円（軽食つき、県外避
難者の方は無料）

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。 

丸の内線東高円寺から徒歩7分ほどの住宅地に
建つ「大原さんち」で月に2回コミュニティ・カフェ
を行っています。 

体操で体をほぐし、プロのハンドマッサージで心
からリラックス。ランチも大勢で食卓を囲むと楽
しいですよ。 

会場の「大原さん家」は、都内では珍しい庭付き一
軒家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。絵
本やおもちゃもあるので、お子様づれでご参加く
ださい。 

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

東京メトロ　丸ノ内線
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市　町 日　時 場　所 問い合わせ

仙台市
1月11日（日）
14：00～15：30

（開場13：00）
仙台市体育館

教育委員会生涯学習課
生涯学習係
TEL：022-214-8887

石巻市

1月5日（月）14：00～
（受付13：00～）

桃生地区
（桃生公民館文化ホール）

教育委員会生涯学習課
TEL：0225-95-1111

（内線：生涯学習担当5054、
文化財担当5056）

1月11日（日）11：00～
（受付10：00～）

河南地区（遊楽館かなんホール）
北上地区（北上中学校体育館）

1月11日（日）14：00～
（受付13：00～）

石巻地区（石巻専修大学体育館）
河北地区（河北総合センター
文化交流ホール）
雄勝地区（雄勝総合支所仮庁
舎2階会議室）
牡鹿地区（牡鹿中学校体育館）

塩竈市 1月11日（日）
13：30～ 塩釜ガス体育館 教育委員会教育部生涯学習課

TEL：022-362-2556
気仙沼市 1月11日（日）10：30～

（受付9:30～10：20） 気仙沼市民会館 大ホール 教育委員会事務局生涯学習課生涯学習係
TEL：0226-22-3442（直通）

名取市 1月11日（日）11：00～
（受付10：00～） 名取市文化会館大ホール 教育委員会生涯学習課生涯学習係

TEL：022-384-2111（内線633）
多賀城市 1月11日（日）

11：00～12：00
多賀城市文化センター

（大ホール）
教育委員会生涯学習課
TEL：022-368-1141（内線541～544）

岩沼市 1月11日（日）13：30～
（受付12：30～） 岩沼市民会館大ホール

生涯学習課
TEL：0223-22-1111

（内線572・573）

東松島市 1月11日（日）13：00～
（受付12：30～）

東松島市
コミュニティセンター

生涯学習課社会教育班
TEL：0225-82-1111

（内線3201）
亘理町 1月11日（日）13：30～

（受付13：00～） 亘理町中央公民会館 教育委員会生涯学習課
TEL：0223-34-1111

山元町 1月11日（日）14：00～
（受付13：00～） 山元町中央公民館大ホール 教育委員会生涯学習課

TEL：0223-37-5116

松島町 1月11日（日）10：00～ 松島町中央公民館
松島町文化観光交流館

（旧中央公民館）
TEL：022-353-3030

七ヶ浜町 1月11日（日）10：30～
（受付10：00～） 七ヶ浜国際村 七ヶ浜町中央公民館

TEL：022-357-3302
利府町 1月11日（日）10：00～ 利府町総合体育館 生涯学習課生涯学習振興班

TEL：022-767-2125
女川町 1月11日（日）13：30～

（受付13：00～） ホテルはなゆび 教育委員会生涯学習課
TEL：0225-53-2295

南三陸町 1月11日（日）13：30～ 南三陸町総合体育館「ベイサイ
ドアリーナ」文化交流ホール

志津川公民館
TEL：0226-46-5103

■ 常設サロン
北海道に避難されている皆さまへ

一般社団法人北海道広域避難アシスト協会からのご案内
第3回起業勉強会を開催します
東日本大震災により北海道に避難されている方を対象に、起業勉強会を開催します。道内の起

業支援アドバイザーをお迎えし、起業に不可欠なノウハウ等についてお話を伺います。起業をご
検討されている方はもちろん、資格や経験、趣味を活かしたい方など、多くの皆さまの参加をお
待ちしております。お子様同伴の方もお気軽にご参加ください。

参加ご希望の方は、①参加者氏名・年齢②住所③電話番号④避難元を記載し、下記問い合わせ
先までお申し込みください。

お問い合わせ：	一般社団法人北海道広域避難アシスト協会
	 TEL&FAX：011-826-4098（平日9：00〜18：00、担当：阿部）
	 メール：office@kouiki-assist.com
	 （※参加申込みの方は、件名に【起業勉強会参加申し込み】と
	 ご記入ください。）

日　程 1月16日（金）

時　間 13：00～15：00

場　所 サロン・ド・からから
（札幌市豊平区月寒西1条7丁目1-11アシスト協会内　交流の場）

内　容
畑原理恵さん（北海道女性起業家rimrim有限責任事業組合組合員、一般社団法人
フィールドフィールズ代表）をお招きして、夢を「カタチ」にするためのノウハウ
を学びます。参加費無料

■ ご意見用紙にお答えします！
■みやぎ復興定期便に同封している「ご意見用紙」にたくさんのご意見・ご感想をお寄

せいただき、ありがとうございました。その中からいくつかの質問にお答えします。
Q.復興情報をメールで配信していますか？
A.県では被災者生活支援情報、被災地からのレポート、復興イベントなどの復興関連情報を掲載し

た「みやぎ復興プレス（メールマガジン版）」を毎月11日に配信しています。
また、毎週金曜日に配信する「メルマガ・みやぎ」では、県政トピックスをはじめ、宮城県知事コラム、県
内のイベント・観光情報などをお届けしています。いずれも登録・配信は無料。登録は各ホームページから。

［みやぎ復興プレス　メールマガジン版］http：//www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/pressm.html
［メルマガ・みやぎ］http：//www.pref.miyagi.jp/site/mailmaga/

Q．宮城県産品を県外で買いたいのですが。
A.宮城県物産振興協会のホームページから宮城の海産品、農産品、醸造品、お菓子、民・工芸品など

を注文できます。また、約40種類の宮城県産品の中からお好きな商品を選べるギフトカタログを
ご用意しており、ご予算に応じて3コース（3,000円コース・5,000円コース・10,000円コース）
からお選びいただけます。カタログ本体の無料送付サービスも行っておりますので、ご希望の方
は下記までご連絡ください。なお、首都圏にお住まいの皆さまは、宮城県のアンテナショップ「宮
城ふるさとプラザ」が東京・池袋にありますので、どうぞご利用ください。

お問い合わせ先： 宮城ふるさとプラザ
	 東京都豊島区東池袋1丁目2番2号　東池ビル1･2階　TEL：03-5956-3511
	 宮城県物産振興協会　TEL：022-263-5050　
	 URL：http：//www.miyagibussan.or.jp/shop/

■ 仮設住宅の適正利用について
応急仮設住宅（民間借上住宅等を含む）は、災害救助法に基づいて一時的に居住の安定を図ることを目

的としています。避難による居住以外の用途での使用は認められませんので、適正なご利用をお願いします。
■適正と認められない使用例

●週末や休暇期間中のみの利用
●複数の応急仮設住宅の供与を受けること
●その他、居住以外の利用（倉庫・商業用など）
また、応急仮設住宅を退去される場合には、避難先自治体への届出など、事前の手続きを必ず行っ

ていただくようお願いします。


