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　宮城県内の県営住宅への入居者を12月に募集します。
　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、住宅にお困りの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）。県営住宅の定期入居募集は、年４回（６月・９月・12月・３月）
の各上旬に行います。今回募集する住宅の詳細は12月１日に公表します。詳しくは下記窓口
までお問い合わせください。
■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。
■緩和される対象者（①または②）
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（①または②）
①�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】）

②都市計画事業等の施行者、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
①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。
②県営住宅への入居は、応募多数の場合抽選となります。
③�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。

④�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、低所得の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
　12月１日（火）から宮城県住宅供給公社、宮城県内の各市役所（区役所）、各町役場、各
ハローワークなどで配布します。郵送での受け取りを希望される方は、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　入居管理課　宛
■申し込み
　12月１日（火）～ 12日（土）（消印有効）に、募集案内に同封の申込用紙に必要事項を記
入し、上記公社へ郵送。

復興定期便

みやぎ 12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
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みやぎの風景

お問い合わせ
宮城県住宅供給公社　入居管理課　☎：022-224-0014
24時間テレホンサービス　☎：022-213-1861　　県住宅課　☎：022-211-3252

むすび丸

■東日本大震災心の相談電話

　臨床心理士が以下の悩み・問題に関する相談に応じます。

　・被災者の方々の被災に伴う精神的な悩み・問題に関すること

　・支援活動に関係する方々の精神的なサポートに関すること

　・ＰＴＳＤに関する啓発的支援

　・原発損壊に伴う各種不安に対する啓発的支援

■いのちの電話ダイヤル

　不安な気持ち、つらいこと、話してみませんか。

■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。

お問い合わせ：一般社団法人日本臨床心理士会　　 ☎：03-3813-9990

受付時間：毎週月・水・金曜日の9:00 ～ 12:00（祝日除く）、

　　　　　毎週月～金曜日の19:00 ～ 21:00（祝日除く）

お問い合わせ：仙台いのちの電話　　☎：022-718-4343　　受付時間：年中無休24時間対応

※ 毎月10日（8:00 ～翌朝8:00）は、自殺予防いのちの電話を実施しています。

　☎：0120-738-556（フリーダイヤル）

お問い合わせ：よりそいホットライン　　受付時間：24時間無料

　☎：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）

　被災した市町から、県外を含む他の市町村に避難した場合は、避難先・避難元の両方の

市町村へご連絡ください。また、その後さらに避難先を移動された場合や、避難を終了さ

れた場合についても、避難先・避難元の両市町村への連絡をお願いいたします。

　震災により被災し、り災証明書などの発行を受けている低所得世帯の方を対象として、
当面の生活に必要となる経費などの貸し付けを行います。
内容：①一時生活支援費（当面の生活費）月20万円以内（単身世帯は15万円以内）×６カ月以内
　　　②生活再建費（住居の移転費、家具などの購入費）80万円以内
　　　③住宅補修費250万円以内（被災者生活再建支援制度による支援金などが優先されます。）
連帯保証人：原則１人（連帯保証人を立てられない場合でも貸し付け可能）
貸付利子：無利子（連帯保証人を立てられない場合は年1.5％）
据え置き期間：最終貸し付けの日から２年以内でその間は無利子（世帯状況に応じて設定）
償還期間：据え置き期間経過後20年以内（金額に応じて設定）
※�既に発注、購入済みの場合や、年金受給のみの世帯などは、貸し付けの対象とならない
場合がありますので、詳しくは、お住まいの市区町村社会福祉協議会にお問い合わせく
ださい。

お問い合わせ
宮城県社会福祉協議会　　　☎：022-225-8478
http://www.miyagi-sfk.net/system/loan/node_5560
県社会福祉課　　　　　　　☎：022-211-2519

 

【みやぎ蔵王の樹氷（蔵王町）】
樹氷は、針葉樹林のアオモリ
トドマツなどに過冷却水滴が
凍りついてできるよ。

　県では、国の交付金を活用し、インターネットの特設サイトなどで県産食品を最大３割

引で販売する「宮城ふるさと割」事業を行っています。

　本事業は割引財源がなくなり次第、販売終了となります。

１　おいしい宮城の食品を、期間限定で、最大30％オフ！

　次の７つのインターネットサイトで、おいしい宮城の食品が、最大３割引で購入できま

す。

　◆販売期間：平成27年７月17日～平成28年２月末

※�各サイトへのアクセスは、宮城ふるさと割ポータルサイト「みやぎの、ふるさとものが

たり」から。

※詳しい購入方法は、各サイトで御確認ください。

２　宮城のアンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」で宮城の食品をお得に購入！

　①「宮城ふるさとプラザ」で使える３割増し商品券を販売中！

　　�　東京池袋の「宮城ふるさとプラザ」では、大変お得な３割増商品券を販売中です。

店内で使える13,000円分の商品券を10,000円で購入することができます（お１人様３

セットまで。売り切れ次第終了）。店内の牛タンコーナーでも利用できます。有効期

限は、来年２月29日まで。

　②宮城の逸品が詰まった２コースのカタログギフトを３割引にて販売中！

　�　「味や技の、旨いもの。カタログギフト」は、受け取った方がお好きな商品を選べる、

宮城の「味」や「技」がギュッと詰まった名産品・特産品のカタログギフトです。ご予

算に応じて、5,000円と10,000円の２コースがあり、来年２月29日までの期間中、３割引

でご購入いただけます（売り切れ次第終了）。

　③「宮城ふるさとプラザ」のネットショップでも県産品を３割引にて販売中！

　�　「味や技の、旨いもの。カタログギフト」掲載商品は、インターネットでも購入できます。

皆さまおなじみの牛タン、笹かまぼこをはじめ、お米、銘菓など、豊かな自然が育んだ

お薦めの商品を、来年２月29日までの期間中、３割引にてお得にご購入いただけます。

詳細は、宮城ふるさと割ポータルサイト「みやぎの、ふるさとものがたり」

（http://miyagi-furusatowari.jp/）をご覧ください！

�「みやぎの、ふるさとものがたり」で検索！

Yahoo!ショッピング／楽天市場 宮城ふるさと割／うまい！三陸 気仙沼お魚いちば／
一般社団法人 石巻元気復興センター／希望の環公式オンラインショップ「いい直売
ネット」／イマトク！みやぎ旬鮮市場／マチモール 宮城ふるさとマーケット
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　10月10日（土）に第３回宮城県避難者交流会が、かながわ県民ホールで行われました。

　初めて参加された方も多く、神奈川県にお住まいの方だけでなく、遠く、埼玉県や千葉県

から参加された方もいらっしゃいました。普段はなかなかできない同郷の方たちとのお話に、

初参加の方たちも打ち解け、和やかな雰囲気で話も弾み笑顔が見られました。（具体的に市

町職員に相談をする方も見受けられました。）ひととき宮城に思いをはせており、参加され

た皆さまの故郷への思いを強く感じました。

　同時に、県外避難者支援員による電話意向調査事業のことを思い起こしました。今年度、

電話による｢今後の意向確認｣を実施していますが、最近、特殊詐欺（オレオレ詐欺）や個人情報漏洩が社会

問題化していることもあり、電話に出ていただけない方も多いのですが、調査にお答えいただいた方は、す

でに宮城県に帰郷している方や今後帰郷予定の方、避難先に定住される方など様々いらっしゃいます。電話

を通して、ふるさとへの思い、皆様の持っている力、そして様々な工夫をお聞かせいただいております。今

後も電話や訪問などでお話をさせていただく機会もあろうかと思いますのでよろしくお願いいたします。

� 宮城県東京事務所　県外避難者支援員　松丸美弥子

岩手県一関市社会福祉協議会から　一関市に避難されている皆さまへ

11月30日（月）まで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　　☎：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

意見をいただき、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

12月16日（水）
14:00～16:00

クリスマス会 500円 一関市総合福祉センター４階和室

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

�「ふるさとコミュニティ inかながわ」を開催します！お気軽にご参加ください。

日　程 場　　所 参加費

12月12日（土）
10:00～15:00

波止場会館（横浜市中区海岸通1-1、みなとみらい線「日本大通り駅」
より徒歩５分、ＪＲ/横浜市営地下鉄「関内駅」より徒歩15分）

無料

川崎市男女共同参画センターから　神奈川県に避難されている皆さまへ

　東日本大震災で避難して暮らす女性のための交流の場として、「東日本大震災で避難して

いる女性のためのほっとサロン」を毎月１回開催しています。これまでのこと、今のこと、

これからのことなどを相談できる場としてお気軽にご参加ください。予定が変更になる場合

もございますので、心配な方は下記問い合わせ先までお気軽にお電話ください。

日　程 内　容 参加費 場　　所

12月16日（水）
10:30～14:30

交流会 無料
川崎市男女共同参画センター２階　第２交流室（川崎市
高津区溝口2-20-1、東急線「溝の口駅」・ＪＲ南武線「武
蔵溝ノ口駅」から徒歩10分）

お問い合わせ：ＮＰＯ法人かながわ避難者と共にあゆむ会

☎：045-312-1121（内線4142）　受付時間：平日13:00 ～ 17:00

「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。）

お問い合わせ：川崎市男女共同参画センター　　☎：044-813-0808

　宮城県では、県外に避難された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。また、お電話により、皆さまの現在の状況についてお伺いしています。

　どうぞお気軽にご相談ください。

お問い合わせ：県震災復興推進課　　☎：022-211-2408

　下記窓口ではお住まいに関するさまざまな相談に応じています。まずは、お気軽にご連絡ください。

問い合わせ先 相談できる内容 ☎番号/メール 受付時間

宮城県被災者転居支援
センター

新たなお住まいが未定の方を対象に物
件探し、手続きのサポート等

022-796-9552
miyagi@personal-support.org

平日
9:00～18:00

宮城県住宅情報提供
コールセンター

宮城県内の賃貸住宅の物件情報や不動
産事業者の紹介、契約手続きの相談等

022-796-9501
10:00～17:00

（水・土・祝日・
年末年始を除く）

宮城県建築士事業所協
会（宮城復興住宅マッ
チングサポート事業）

宮城県内の工務店の紹介
022-797-8126
jimukyoku@miyajikyo.com

　12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

しおがま・がんばっ
ページェント☆

11/28（土）～ 1/3（日）
ＪＲ仙石線本塩釜駅
神社参道口前広場
（塩竈市）

しおがま・がんばっペー
ジェント☆実行委員会
022-364-1165

宮城県慶長使節船
ミュージアム
平成27年度企画展
～伊達の黒船をつくった人々～

11/1（日）～1/25（月）
9:30～16:30

（最終入館16:00）

宮城県慶長使節船ミュージアム
「企画展示室」（石巻市）

宮城県慶長使節船ミュージアム
0225-24-2210

上下堤新そば祭り
12/6（日）
10:00～12:30（予定）

上下堤農村創作センター
（東松島市）

東松島市観光物産協会
0225-87-2322

サン・ファン・イルミ
ネーションツリー2015

12/11（金）～31日（木）
16:30～20:00

宮城県慶長使節船ミュージアム
「ドック棟」（石巻市）

宮城県慶長使節船ミュージアム
（サン・ファン館）
0225-24-2210

ウィンター・スパイラ
ル・サウンドデイズ

12/13（日） 七ヶ浜国際村（七ヶ浜町）
七ヶ浜国際村
022-357-5931

あわびまつり
12/19（土）9:00～
※あわびがなくなり次第終了

道の駅「大谷海岸」
（気仙沼市）

本吉町産業振興公社
0226-44-3180

蕪栗沼２万羽の雁
を観る会

12/19（土）～20（日）
� 1/30（土）～31（日）

集合場所：公園の中の宿「ロ
マン館」（大崎市田尻）

一般社団法人みやぎ大崎観光公社
0229-25-9620

みやぎ蔵王の
樹氷めぐり

12/12（土)～3/13（日)
土･日･祝日が11:00、
13:30、15:30出 発、平
日が11:00、15:00出発

みやぎ蔵王すみかわスノー
パーク（蔵王町）

みやぎ蔵王すみかわスノーパーク
（予約専用ダイヤル）
0224-85-3055

冬の企画展
｢齋理の歳迎え｣

12/15(火)～1/24(日) 齋理屋敷（丸森町）
丸森町蔵の郷土館齋理屋敷
0224-72-6636

志津川湾おすばで
まつり福興市

12/29（火）
8:30～13:30

ベイサイドアリーナ特設会場
（予定）（南三陸町志津川）

南三陸福興市実行委員会事務局
090-7077-2550

しおがま蔵出し
新酒まつり

12/1（火）～31（木） 塩竈市内みやぎ寿司海道加盟店舗
しおがま新酒まつり実行委員会
022-364-1165

2015� SENDAI
光のページェント

12/6（日）～31（木）
17:30～23:00

（31日は24:00消灯）

定禅寺通
（東二番丁通～市民会館前）
（仙台市青葉区）

SENDAI光のページェント
実行委員会
022-261-6515

※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。

〈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：06-6341-7905　　〈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〉

　東日本大震災により被災した児童生徒の以下の入学選抜手数料、入学金及び寄宿舎料が免除とな

ります。

　・平成27年度中に実施される入学者選抜に係る手数料

　・�平成28年度中の入学（美田園高等学校二期入学者選抜に限る）、転入学、編入学、復校又は転籍

に係る入学者選抜手数料

　・平成28年度分の入学金及び寄宿舎料

■免除の対象となる方

　東日本大震災により、以下のいずれかに該当することとなった方及びその方と生計を一にし、生

活の基盤を確保できないため生活が困難になった方が免除の対象となります。

　・住居の全壊又は半壊　　　・住居の全焼又は半焼

　・住居の流出　　　　　　　・世帯の収入の著しい減少

■免除の手続き

　免除申請書に、上記に該当することを確認できる書類を添えて、入学者選抜手数料については受

験（受検）する学校長に、入学金及び寄宿舎料については生徒が在籍する学校長に提出してください。

詳しくは，下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■申請書類の提出時期

　・入学者選抜手数料………入学願書出願時

　・入学金……………………入学手続き時

　・寄宿舎料…………………入寮する月の末日まで

お問い合わせ：県教育庁高校教育課管理運営班

☎：022-211-3711　メール：ka-unn@pref.miyagi.jp


