
平成27年10月発行　みやぎ復興定期便　Vol.18

復興定期便

みやぎ 10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

■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、ご協力をお願いいたします。

■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ています。調査票に回

答をご記入の上、同封の返信用封筒に入れ、切手を貼らずにそのままポストへ投函

ください。

 ・ パソコンや携帯電話からも回答できます。詳しくは下記のホームページをご覧くだ

さい。

　http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/todokede.html（県ホームページ）

■回答期限

 ・ 平成27年10月18日（日）。まだ提出されていない方は、お早めにご提出ください。

■その他

　アンケート用紙は９月中旬に各世帯にお送りしていますが、お手元に届いていない

方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
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むすび丸

アンケートに関するお問い合わせ：アンケート調査事務局

電話：0800-800-9750（フリーアクセス）※通話料はかかりません。

受付：平日10:00 ～ 17:00（12:00 ～ 13:00を除く。）

※土曜・日曜・祝祭日は受け付けておりません。

　�本調査は、宮城県（震災復興推進課）が株式会社アイシーエスに委託して実

施しております。

　宮城県では、下記のとおり避難者交流会を開催します。

　交流会では、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。参加者

の状況に応じて宮城県内の市町の職員も参加します。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！

日　時 場　　所 内　　容

10月10日（土）

13:30～15:30

（13:00受付開始）

かながわ県民センター　ホール

（横浜市神奈川区鶴屋2-24-2）

・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。

日　時 場　　所 内　　容

11月1日（日）

13:00～15:00

（12:30受付開始）

大阪市立総合生涯学習センター

第一研修室

（ 大阪市北区梅田1-2-2-500大阪駅

前第2ビル5階）

・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。

■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：022-211-2408　　　�FAX：022-211-2493

　メール：fukusuif2@pref.miyagi.jp

　日本国内に住むすべての人と世帯を対象に、国勢調査が実施されます。調査はふだんお

住まいの場所で行います。10月１日現在の状況を回答してください。

　９月20日までにインターネットで回答されなかった世帯には、紙の調査票をお住まいの

市区町村の調査員がお配りします。紙の調査票は、調査員に直接提出いただくか、一部の

地域を除き郵送でも提出いただけますので、下記の期間内に調査票を提出してください。

調査票配布期間：９月26日（土）～30日（水）

調査票提出期間：10月１日（木）～７日（水）

　調査員は、「国勢調査員証」（写真付き）及び腕章を身につけています。また、金銭を求

めたり、銀行口座やクレジットカードの番号などをお聞きすることはありませんので、統

計調査を装った「かたり調査」にくれぐれもご注意ください。

お問い合わせ：国勢調査コールセンター（10月31日まで設置）

　　電話：0570-07-2015（ＩＰ電話の場合は、03-4330-2015）

　　受付時間：8:00 ～ 21:00（土日祝日でもご利用になれます）

　　ホームページ：　http://kokusei2015.stat.go.jp/（国勢調査2015キャンペーンサイト）

お問い合わせ：県市町村課行政第一班（電話：022-211-2333）

10月からマイナンバーが通知されます！

　社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の開始に伴い、平成27年10月５日以

降、個人番号が記載された「通知カード」が各世帯に送付されます。

　通知カードは、「住民票の住所」に送付されますので、東日本大震災の被災者で宮城県

内に住民票を置いたまま他の市町村に避難されている方は、現在お住まいの住所には届き

ません。そのため、現在お住まいの住所へ送るための申請が必要です。

　まだ手続きをされていない方は、住民票のある市区町村の住民票・戸籍担当課へお問い

合わせください。

　詳細は、総務省のホームページでもご確認いただけます。

 （ＵＲＬ：http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/）

電話：0120-279-226（宮城県、福島県、岩手県にお住まいの方）

　　　0120-279-338（宮城県、福島県、岩手県以外にお住まいの方）

■東日本大震災の被災者対象無料電話相談（仙台弁護士会）

　東日本大震災時、宮城県内にお住まいだった方や、現在宮城県内にお住まいの方を対象

に無料電話相談を実施しています。

　相談内容については、震災に関連するものはもちろん、震災に関連しないものもすべて

相談が可能です。ちょっとした不安や疑問でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

■よりそいホットライン

　仕事の悩み、心の悩みなどどんな悩みにも寄り添って、一緒に解決方法を探します。（24

時間無料）

電話：022-722-0737

　　相談日時：毎週月曜日10：00 ～ 19：00（祝日を除く）

　　相談料：無料　※通話料は相談者のご負担になります。

【円通院（松島町）】
伊達光宗公の菩提寺
で、厨子にはキリシ
タン文化の影響が
残っています。
11/1 ～ 30　松島紅
葉ライトアップが開
催されます。
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　７月20日に【宮城県避難者交流会】が池袋で開催されました。池袋駅東口からすぐの所に

は、宮城県のアンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」（７/17、10周年を迎えリニューア

ルオープン）があり、今回の交流会の開催場所は、「宮城ふるさとプラザ」の近くというこ

とで、参加者の皆さまは迷われること無く来場して下さいました。

　交流会で初めてお目に掛かったご夫妻は、「交流会等には、今まで参加したことなかった

けれど、今日は来て良かった」と笑顔で、短い時間でしたがお話を伺うことが出来ました。

　後日、その方からお礼状を頂きました。そこには、「震災から５年目で、ようやく生きて

いく望みが生じました。一生掛けて築いたものが、一瞬のうちに壊され流されていくこと。親しき友、知人

が、みんな亡くなってしまった。この悔しさが、いつまでも残っていた。今回の交流会では、自由に語り合い、

自分をさらけ出して楽しく過ごしました。交流会に参加でき満足しています」と。貴重なお話を伺い、一緒

に泣き笑いしながら、避難者の皆さま方から勇気・元気を頂いております。

　お礼を申し上げたいのは我々の方なのです。今後共よろしくお願い致します。

  宮城県東京事務所　県外避難者支援員　山本　早苗

一関市社会福祉協議会から　ふるさとお茶っこ交流会

事前にお申し込みをお願いします。
お問い合わせ：一関市社会福祉協議会
電　話：0191-23-6020（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

　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

10月21日（水）
10:00～14:00

いものこ会 500円
磐井川河川敷（予定）
※ 会場が変更になる場合があります。９月下旬～ 10月上旬に
お届け予定のお茶っこ交流会チラシをご確認ください。

NPO法人かながわ避難者と共にあゆむ会から　神奈川県に避難されている皆さまへ

②神奈川散歩カフェ「川崎ばら苑見学」

日　程 主な内容 参加費 場　　所

10月24日（土）
10:00

避難されている方々の親睦と健康
づくりを兼ねて神奈川県の名所旧
跡を歩いて巡ります。歩行距離は
７～８㎞、昼頃に解散予定です。

200円
集合：ＪＲ南武線・小田急線「登
戸駅」
解散予定：ＪＲ南武線「宿河原駅」

①かながわ・あづまっぺお茶っこ会のご案内

日　程 内　　容 参加費 場　　所

10月３日（土）
12:30～15:00

神奈川近郊に避難されている皆
様が気楽にお話しできる「お茶っ
こ」を開催します。軽食を準備
しスタッフがお待ちしています。

無 料
かながわ県民センター 11階コラボ
スタジオ（横浜市神奈川区鶴屋町
2-24-2、横浜駅西口より徒歩5分）

どんぐりの会から　神奈川県に避難されている皆さまへ

　どんぐりの会では、東日本大震災の影響で避難している同士が集まって気兼ねなくおしゃべ
りしながら、趣味のものづくりを楽しんでいます。ご都合のよい時間におこしください。

日　程 参加対象 参加費 場　　所

10月８日（木）
10月28日（水）
10:00～14:00

東日本大震災の影響
で避難されている方

200円
かながわ県民センター 15階（横浜市神奈川
区鶴屋町2－24－2、横浜駅西口より徒歩5分）

お問い合わせ：特定非営利活動法人かながわ避難者と共にあゆむ会
電　話：045-312-1121（内線� 4142）、受付時間：平日13:00 ～ 17:00

お申し込み・お問い合わせ：どんぐりの会　（小園：080-5058-7310、大橋：090-4551-1109）

医療ネットワーク支援センターから　首都圏に避難されている皆さまへ

　宮城県から県外に避難されている皆さまが集う交流会を開催いたします。初めての方もお気
軽に参加いただける、楽しいトークと交流の機会です。ぜひお誘い合わせの上、お越しください。

日　程 主な内容 参加費 場　　所

10月17日（土）
13:30～15:30

（開場13：00）

第１部：大島花子さ
んによるスペシャル
トーク＆ライブ
第２部：交流会

無 料

ミノトール２（東京都新宿区新宿5-11-4　龍
生堂ビルB1、都営新宿線・東京メトロ丸の内
線・副都心線「新宿三丁目」下車、C7番出口
より徒歩1～ 2分）

お申し込み・お問い合わせ：特定非営利活動法人医療ネットワーク支援センター
電　話：03-6438-2852
受付日時：月～金の10:30 ～ 18:30
定員50名（１世帯２名まで）先着順です。定員になり次第、受付終了となります。

「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。）

　10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

電話番号

第９回
「利府梨まつり」

10/4（日）
9:00 ～ 14:00

（梨がなくなり次第終了）

イオンモール利府西口外
特設会場
（利府町利府字新屋田前22）

利府梨まつり実行委員会
（利府町観光協会）
022-356-3678

仙 台 ク ラ シ ッ ク
フェスティバル2015

10/2（金）～4（日）
日立システムズホール仙台
（青年文化センター）他

せんくら事務局
022-727-1872

気仙沼市長杯
第31回 本 吉 サ ー
フィンコンテスト

10/4日（日）
6：00～エントリー確認
6：30～開会式

気仙沼市本吉町小泉海岸
（波の状況により登米沢・大
谷海岸へ移動あり）

かぶとむし  Surf  Shop
0226-42-2983

神鹿角切り行事 10/4(日)11：00～
金華山黄金山神社境内
鹿山角切場

金華山黄金山神社社務所
0225-45-2301

第18回みちのく
YOSAKOIまつり

10/10（土）～11（日）
両日９:00～20：00

市民広場・勾当台公園・元鍛
冶丁公園・泉区民広場・地下
鉄旭ヶ丘駅・長町駅西口広場

みちのくYOSAKOIまつり
実行委員会事務局
022-268-2656

荒浜漁港水産まつり 10/10（土） 荒浜漁港周辺
亘理町商工観光課
0223-34-0513

マリンパル女川　おさ
かな市場　ほたて祭り

10/10（土）～11（日）
両日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

古川秋まつり 
10/10（土）～11（日）
10:00～16:00（イベン
トにより異なる）

大崎市古川地域中心市街地商店街
大崎市古川地域イベント連絡
協議会事務局
0229-24-0055

第25回
塩竈の醍醐味

10/17（土）～18（日）
9：00～15：00

マリンゲート塩釜
マリンゲート塩釜事業振興会
022-361-1500

奥松島縄文村まつり
10/18（日）
10:00～15:00

奥松島縄文村歴史資料館
奥松島縄文村歴史資料館
0225-88-3927

いしのまき
大漁まつり

10/18（日）
9：00～14：00

石巻市水産物地方卸売市場
（石巻売場　西棟）

石巻水産振興協議会
（石巻魚市場㈱内）
0225-23-8121

※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。

　東北財務局では、借金を抱えてお悩みの方々からの相談に応じています。
　相談者の抱える借金の状況等をお聞きするとともに、必要に応じ弁護士・司法書士などの専
門家に引継ぎを行っています。相談は無料で、祝日・年末年始を除く平日に受け付けています。
お気軽に御相談ください。

都道
府県

相談窓口 住　　所 受　　付 電話番号

宮城
東北財務局金
融監督第三課

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1
仙台合同庁舎4階

月～金
  9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:00（原則として）

022-266-5703（直通）
022-263-1111

（内線3080）

青森
青森財務事務
所理財課

青森県青森市新町
2-4-25
青森合同庁舎3階

月～金
  8:30 ～ 12:00
13:00 ～ 16:30（原則として）

017-774-6488（直通）

岩手
盛岡財務事務
所理財課

岩手県盛岡市内丸
7-25
盛岡合同庁舎4階

月～金
  8:30 ～ 12:00
13:00 ～ 16:30（原則として）

019-622-1637（直通）

秋田
秋田財務事務
所理財課

秋田県秋田市山王
7-1-4
秋田第2合同庁舎3階

月～金
  8:30 ～ 12:00
13:00 ～ 16:30（原則として）

018-862-4196（直通）

山形
山形財務事務
所理財課

山形県山形市緑町
2-15-3  1階

月～金
  8:30 ～ 12:00
13:00 ～ 16:30（原則として）

023-641-5201（直通）

福島
福島財務事務
所理財課

福島県福島市松木
町13-2  1階

月～金
  8:30 ～ 12:00
13:00 ～ 16:30（原則として）

024-533-0064（直通）

北海道財務局でも多重債務相談を受け付けています。

都道
府県

相談窓口 住　　所 受　　付 電話番号

北海道 北海道財務局
北海道札幌市北区北
8条西2丁目札幌第1
合同庁舎11階北側

月～金
  9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:00（原則として）

011-807-5144
（借金相談専用）

　宮城県では、避難者の皆さまが身近な地域で、今後の生活再建に向けた住まいや暮らし、帰郷に関するお悩み

や不安を相談したり、宮城県内の復興関連情報を入手することができるように、各地に相談窓口を開設しています。

　どうぞお気軽にご相談ください。

〈相談窓口等〉

地　　　区 連　絡　先　等

関東地方（東京都・神奈川県・
千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・
群馬県）

宮城県東京事務所（県外避難者支援員）
電話：03-5212-9045　　〈月～金（祝祭日除く）　9:15 ～ 17:30〉

関西地方（大阪府・京都府・奈
良県・滋賀県・和歌山県・兵庫県）

宮城県大阪事務所（県外避難者支援員）
電話：06-6341-7906　　〈月～金（祝祭日除く）　9:15 ～ 17:30〉

北海道地方（北海道）
みやぎ避難者帰郷支援センター（一般社団法人北海道広域避難アシスト協会）
電話：080-9618-3111　　Email：office@kouiki-assist.com
〈月～金（祝祭日除く）10:00 ～ 16:00〉

北陸・甲信越地方（新潟県・富
山県・石川県・福井県・山梨県・
長野県）

みやぎ避難者帰郷支援センター（一般社団法人FLIP）
電話：070-6623-2051　　Email：miyagi@flip-lab.jp
〈月～金（祝祭日除く）10:00 ～ 16:00〉

東海地方（岐阜県・静岡県・愛
知県・三重県）

みやぎ避難者帰郷支援センター（特定非営利活動法人地域づくりサポートネット）
電話：053-458-3480　　Email：info@shizuoka-t.net
〈月～金（祝祭日除く）9:00 ～ 18:00〉

中国・四国地方（鳥取県・島根県・
岡山県・広島県・山口県・徳島県・
香川県・愛媛県・高知県）

みやぎ避難者帰郷支援センター（ひろしま避難者の会「アスチカ」）
電話：082-962-8124　　Email：hiroshima.hinan@gmail.com
〈月・火・水・金（祝祭日除く）10:00 ～ 16:00、第2・4土曜日 /第1・3日曜
日12:00 ～ 15:00〉

九州・沖縄地方（福岡県・佐賀県・
長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・
鹿児島県・沖縄県）

みやぎ避難者帰郷支援センター（一般社団法人市民ネット）
電話：092-409-3891　　Email：info@snet-fukuoka.org
〈月～金（祝祭日除く）10:00 ～ 16:00〉

東北地方（青森県・岩手県・秋
田県・山形県・福島県）

宮城県震災復興・企画部震災復興推進課
電話：022-211-2408　　〈月～金（祝祭日除く）8:30 ～ 17:15〉


