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復興定期便

みやぎ ７月号 ～みやぎ復興定期便をお届けします～
県外へ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

　県では、下記①②の市町で被災された方のプレハブ仮設住宅および民間賃貸借上住

宅など応急仮設住宅の入居期間について、延長する手続きを進めています。

【対象被災市町①＝要件なし／延長期間＝１年間】

　石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、東松島市、女川町、南三陸町

【対象被災市町②＝要件あり／延長期間＝平成29年３月31日まで】

　仙台市、多賀城市、亘理町、山元町、七ヶ浜町

　②の市町で被災され、次の要件のいずれかを満たし、入居期間の延長を希望される

方は、届け出などが必要になる場合がありますので、被災時にお住まいの市町から送

られた案内をご確認ください。

【要件１】�災害公営住宅への入居や防災集団移転など、公共事業による自宅の再建先

は決まっているが、工期などの関係から現在決められている入居期間内に

応急仮設住宅を退去できない方

【要件２】�公共事業以外で、自宅の再建（再建先・再建時期）は決まっているが、工

期などの関係から現在決められている入居期間内に応急仮設住宅を退去で

きない方
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みやぎの風景

日　時 場　　所 内　　容

７月12日（日）
13:00～15:00

（12:30受付開始）

大阪府立男女共同参画・青少
年センター（ドーンセンター）
パフォーマンススペース
大阪市中央区大手前1-3-49

�・県や市町の復興状況等の説明
�・交流会
�・各種相談会（住宅再建相談会�他）
※内容は今後変更になる場合があります。

日　時 場　　所 内　　容

７月20日（月）
13:00～15:00

（12:30受付開始）

豊島区民センター
第３～５会議室
東京都豊島区東池袋1-20-10

�・県や市町の復興状況等の説明
�・交流会
�・各種相談会（住宅再建相談会�他）
�・㈱ファンケルによるハンドマッサージ
※内容は今後変更になる場合があります。

　県主催の避難者交流会を開催します。

　県職員のほか、宮城県内の市町の職員なども参加し、復興状況や支援制度などについ

て説明します。疑問点や不安に思っていることなどについて、直接お尋ねいただける機

会です。同じ故郷の方々と久しぶりに会って、なつかしい故郷の話などで親交を深めて

いただければと思います。県産品のお土産もご用意しておりますので、お気軽にご参加

ください！

■お申し込み・お問い合わせ：県震災復興推進課

　同封の案内チラシ裏面の申込用紙に必要事項をご記入の上、下記番号までファックス

送信いただくか、メールまたは電話で必要事項をお知らせください。

　電　話：0�2�2�� �2�1�1�� �2�4�0�8　　　ＦＡＸ：0�2�2�� �2�1�1�� �2�4�9�3

　メール：fukusuif2@pref.miyagi.jp

■お問い合わせ

　県震災援護室　電　話：0�2�2�� �2�1�1�� �3�2�5�7

　全国にお住まいの被災された方や、震災をきっかけに移住された方のために、被災

者支援専用ダイヤルを設置しています。電話相談の専門員がお待ちしています。秘密

も守りますので、ひとりで抱え込まずにお電話ください。

　・24時間　通話料無料

　・携帯電話、ＰＨＳ、公衆電話からもつながります。

　相談はこちらに！　電話番号：0 1 2 0    2 7 9    3 3 8

　※通話による聞き取りが難しい方はファクシミリでの御相談も応じています。

　　Ｆ�Ａ�Ｘ：0�3�� �3�8�6�8�� �3�8�1�1

【塩竈みなと祭（塩竈市）】
志波彦神社と鹽竈神社のお神輿を奉安した「龍鳳丸」「鳳凰丸」が松島湾を巡幸する。
今年は７月19日㈰～ 20日㈪に開催されます。

　県では、東日本大震災により被災し、宮城県外へ避難している被災者の皆さまへ復

興の進捗状況や各種支援制度に関する情報提供や相談などの支援を行う「県外避難者

支援員」を、県東京事務所及び県大阪事務所に配置しています。どうぞご利用ください。

■主な活動内容

　交流会や交流サロン等での情報提供・相談、電話相談、戸別訪問等

県東京事務所 県大阪事務所

配　置　数 ３人 ２人

事務所の場所
東京都千代田区平河町二丁目６－３
都道府県会館12階

大阪府大阪市北区梅田一丁目３－１
大阪駅前第一ビル９階

電話番号 ０３－５２１２－９０４５ ０６－６３４１－７９０５

主な活動エリア
東京都、神奈川県、埼玉県、

千葉県

大阪府、京都府、兵庫県、

滋賀県、奈良県、和歌山県

■お問い合わせ

　県震災復興推進課　電　話：0�2�2�� �2�1�1�� �2�4�0�8

　宮城県内で住宅用太陽光発電システムを普及させるため、太陽光発電システムを設置する

県民に対して、予算の範囲内で補助を実施します。

■補助対象者

　下記の要件を全て満たす方

　　●次の(1)又は(2)に該当すること

　　　(1)　宮城県内に住所を有する個人

　　　　　※�生計同一者が居住する建物の所有者も含みますので、単身赴任者も対象となります。

　　　(2)　宮城県内に本拠を置く法人（設置する建物に条件あり）

　　　　　※個人事業主も含みます。

　　●全ての県税に未納が無いこと

　　●電力会社と電力受給契約を結んでいること

　　●電力受給開始日が平成27年１月１日から平成27年12月31日までの間であること

　　●「みやぎｅ行動�（eco� do!）� 宣言」�の登録を行うこと

■対象システムを設置する建物

　宮城県内において、申請者本人が住居として使用しているもの

　※�補助事業者と生計を同一にする方が住居として使用しているもの、並びに申請者及び生

計同一者が店舗、事務所等との兼用で使用しているものを含みます。

　※�賃貸共同住宅については、その所有者である賃貸人自らが居住する住戸で電力受給契約

を結ぶ場合は対象となります。

■対象システム

　●　宮城県内に設置されるもの

　●　対象システムにより発電した電気が、住居部分で消費されているもの

　●　�電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第６条第１項の

規定により、10kW未満の太陽光発電設備の認定を受けていること

■補助金額　１件あたり　６万円（定額）　　　　　■補助予定件数　�4�,�6�0�0�件

■申請窓口（受付事務受託機関）

　公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク（MELON）

〒981－0933　仙台市青葉区柏木１丁目２－45　フォレスト仙台ビル５Ｆ

　電　話：０８０－２８１１－３５１０／０８０－８２１４－１２８６

　ホームページ：http://www.melon.or.jp/melon/index.htm

■窓口開設期間�

　平成27年５月18日(月) ～平成28年２月29日(月)

　平日９：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：30

　（土・日・祝祭日と、８月12日(水) ～ 16日(日)・12月29日(火) ～１月３日(日)は除く）
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　７月～８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。

イベント名 開催月日（曜日） 会　　場 お問い合わせ先

金蛇弁財天例祭
七夕あじさい祭り

7/6（月）
8:30 ～ 16:30 金蛇水神社 金蛇水神社社務所

0223-22-2672

古川祗園八坂神社
例大祭 7/13(月)～15(水) 大崎市古川中島町 祇園八坂神社

0229-24-1977

第68回
塩竈みなと祭

7/19（日）～20（月）
19日20：00～20：30
20日10：00～19：00

【前夜祭・花火】
マリンゲート塩釜周辺

【本祭】塩竈市内各所

塩竈みなと祭協賛会
022-361-0851

夏まつり
仙台すずめ踊り

7/25（土）～26（日）
25日11:00～20:00
26日10:00～20:00

JR仙台駅東口�宮城野通り
「夏まつり仙台すずめ踊り」
実行委員会･事務局
022-299-2366

金華山
龍神まつり・
龍（蛇）踊り奉納

7/25（土）～26（日） 石巻市鮎川浜
金華山黄金山神社

金華山黄金山神社
0225-45-2301

第49回
志津川湾夏まつり
福興市（花火大会）

7/25（土）
13:00～21:00（予定）南三陸町内 福興市実行委員会

090-7077-2550

石巻川開き祭り
花火大会

7/31（金）～8/1（土）
31日8:00～（花火20:00～）
1日9:00～（花火19:30～）

石巻市中心市街地など
石巻川開祭実行委員会

（石巻商工会議所内）
0225－22－0145

気仙沼
みなとまつり 8/1（土）～2（日）

気仙沼市田中前大通り
三日町・八日町・南町・港町
地区および気仙沼湾内海上

気仙沼みなとまつり委員会
（気仙沼商工会議所内）
0226-22-4600

第30回
なとり夏まつり

8/1（土）
15:00～21:00（予定）下増田小学校グラウンド なとり夏まつり実行委員会事務局

022-384-2111

2015古川まつり
8/2（日）～4（火）
2日(花火)19:00～
3・4日10:00～20:00

古川江合橋下流河川敷周辺
（２日）､古川地域中心商店
街など各所（３・４日）

大崎市古川地域イベント連絡協
議会事務局（古川商工会議所）
0229-24-0055

第14回登米市
長沼はすまつり 8/1(土)～31(月） 兵粮山公園 登米市観光物産協会

0220-52-4648

ひまわりまつり
（大崎市）

8/1（土）～16（日）
9:00～17:00

大崎市三本木斉田地区
「ひまわりの丘」

㈱大崎市三本木振興公社
0229-52-6232

仙台七夕まつり 8/6（木）～8（土） JR仙台駅前から中心部
および周辺商店街

仙台七夕まつり協賛会
（仙台商工会議所内）
022-265-8185

マリンパル女川・
いか祭り

8/8（土）～9（日）
10:00～15:00 マリンパル女川おさかな市場 マリンパル女川事業協同組合

0225-54-4714

和渕夏まつり 8/15（土） 和渕水辺の楽校 河南桃生商工会
0225-72-3586

「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」でお知らせ下さい。（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。）

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27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

日　程 主な内容 参加費 会　　場

７月15日（水）
14:00～16:00

心と身体の
健康講話

200円 一関市総合福祉センター　４階和室

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
　電　話：0�1�9�1�－�2�3�－�6�0�2�0（菊地・佐々木・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

神奈川県へ避難されている皆さまへ　交流会のお知らせ

県央・川崎・相模原地区で交流会を開催します！

日　程 主な内容 持ち物 参加費 会　　場

７月18日（土）
10:00～12:00

（9:30～受付）

・ちぎり絵
・お茶飲み
� �交流会

・新聞紙
（色の部分）
・お手ふき

200円
相模原市南区地域福祉ラウンジ

（相模原市南区相模大野3-2-2）
小田急線相模大野駅から徒歩５分

※予定が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせ先にご確認ください。

南三陸町　災害公営入谷住宅 塩竈市　災害公営住宅（錦町）

現在、県内各地で災害公営住宅の建設が進められています。すでに完成した災害公営住宅をご紹介します。

▼塩竈市伊保石地区１期
整備戸数31戸、平成26年２月１日入居開始

▼整備戸数51戸、
　平成26年８月１日
　入居開始

　県では、東日本大震災により県外へ避難された方々が安心して避難生活を送るとと

もに、早期帰郷の実現を促進するため、支援活動を行っている団体等に助成を行います。

　今年度は、全国から応募のあった17団体を採択しました。活動内容など詳細につい

ては、各団体へ直接お問い合わせください。

№ 事業者名 活動地域 内　　容
問い合わせ先�

（電話、ホームページ）

1

特定非営利活動法人
災害支援団体ネット
ワーク（市民キャビ
ネット災害支援部会）

埼玉県を中心
とする首都圏

�・支援物資の無料配布
�・戸別訪問の実施
�・交流会・交流サロンの実施

メール：
m.matsuo@tba.t-com.ne.jp
http://citycabinet.npgo.net/

2
特定非営利活動法人
NPOプラザ・ねこねっと

茨城県

�・�戸別訪問の実施（健康相談、
外出サポート、野外活動、
弁護士等による出張相談）

�・ブログ、メールよる情報提供
�・相談窓口の設置

メール：
npo.neco@nifty.com
https://sites.google.com/
site/npoplazaneconet/

3 みちのくまほろば会
西東京市市内
及び都心・近郊

�・バスツアー
�・�交流サロン（お茶のみサロン、

手芸教室、書道教室、着付け
教室、英会話教室、ＩＴ教室）

�・�避難先地域住民とお茶会、男
性避難者を講師とする勉強会

�・低学年児童向け学習支援教室

メール：
michinokumahoroba＠gmail.com
http://michinokumahoroba.
jimdo.com/

4
特定非営利活動法人
復興支援奥州ネット

岩手県奥州市

�・�避難者交流会の開催（民謡
舞踊、手芸、お茶サロン）

�・�保健師による健康相談会と
スポーツ大会

�・パソコン個別指導
�・温泉交流会、小旅行

電話：0197-23-8011
http://www.hopeplaza-
oshu.com/

5
気仙沼ボランティア
ネットワーク聖敬会

東京都

�・個別傾聴活動、電話相談
�・�交流サロンやワークショップの開催
�・定期的な広報紙の発行
�・交流拠点の常設

メール：
k-misanga@seikei-kai.net
http://seikei-kai.net/index.html

6
にっしんふるさと
交流会実行委員会

愛知県日進市 �・交流会の開催
電話：0561-73-4885
メール：
info@nisshin-shakyo.or.jp

7
特定非営利活動法人
　和

京都府
�・�戸別訪問、事業所内面談に
よる相談

電話：075-354-7135
http://www.fucco-nagomi.com/

8
特定非営利活動法
人医療ネットワー
ク支援センター

東京都

�・�みやぎ避難者交流会（著名人
による講演、交流会、県の情
報コーナー設置、県・市町職
員による相談コーナー設置）

電話：03-6438-2852�
http://www.medical-bank.org/

9
特定非営利活動法人
全日本企業福祉協会

大阪府、兵庫
県、和歌山県、
滋賀県、京都
府、奈良県

�・ニーズ調査訪問
�・避難者への情報収集
�・�カウンセラーを同行した訪
問カウンセリング

メール：info@hukusi.or.jp
http://www.hukusi.or.jp/
miyagi.html

10
一般社団法人
市民ネット

福岡県、佐賀県、
長崎県、大分県、
熊本県、宮崎県、
鹿児島県

�・定期交流相談会
�・戸別訪問

電話：092-409-3891
http://snet-fukuoka.org/

11
NPO法人
臨床心理オフィス
Beサポート

静岡県

�・�防災教育会（消火訓練、簡
易救急法実技講習、防災食
避難食講習、炊き出し訓練、
テント張り、情報交換会等）

電話：055-925-1701
http://be2011.jimdo.com/

12
一般社団法人
みんなの手

京都府、
大阪府

�・ワークショップやイベント
�・�避難者交流会（芋煮会、餅つき大会）
�・�ニュースレターやイベント情報の送付
�・�宮城県在住者を招待してお話会・交流会
�・大阪⇔宮城のバス運行

電話：075-632-9352
http://www.minnanote.com/

13
おいでんプロジェクト
in�愛知実行委員会

愛知県

�・戸別訪問
�・相談窓口開設
�・�被災者と地域住民が交流す
るための講座開催

メール：
oiden.aichi@gmail.com
http://oiden-aichi.jimdo.com/

14 緑水の森支援活動

山形県、東京
都、埼玉県、神
奈川県、千葉
県、茨城県、栃
木県、京都府、
大阪府、岡山
県、沖縄県

�・�カウンセリング（訪問・電話・
メール・SNS等による）

�・�セラピープログラム、ソーシャ
ルケースワーキング（アロマテ
ラピー、香術セラピー、ハンド
マッサージ、表現ワーク等）

電話：023-600-6764
http://blogs.yahoo.co.jp/
tetsnory

15

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

宮城県仙台市、
全国

�・�県外避難状況の現地調査および避
難者や支援者からのヒアリング

�・�情報紙発行と情報のフィードバック
�・�県外避難者支援従事者対象の研修交流会

電話：022-727-8730
http://www.clc-japan.com/

16

特定非営利活動法人
姫路発中高生のた
めの東日本災害ボ
ランティア

兵庫県
�・�神戸ルミナリエでブース出
展・交流会

電話：090-8651-4562
http://himejihatu-volun.holy.jp/

17
東日本大震災県外
避難者西日本連絡
会まるっと西日本

大阪府

�・情報提供と相談窓口の開設
�・�電話相談。必要に応じて弁
護士等専門家へ橋渡し

�・�支援情報紙の企画制作、編集発行、配布

メール：
maruttonishi@gmail.com
http://maruttonishi.jimdo.com/

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：公益社団法人神奈川県社会福祉士会
　電　話：0�4�5�－�3�1�7�－�2�0�4�5
お電話の際、「どんぐりの会の申込みです」とお伝えください。


