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復興定期便

みやぎ ４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

Vol.24

　宮城県では、東日本大震災をきっかけに、県外へ避難されている皆さまの現在の暮らしの様子
や今後の生活予定等をお聞きし、今度の支援等に反映できるようにするため、昨年９月にアンケー
ト調査を実施しました。
　回答にご協力いただきました皆さま、ありがとうございました。
　このたび、調査結果がまとまりましたので、主な結果をお知らせします。

＜調査の対象＞
　東日本大震災をきっかけに宮城県外へ避難された方　2,736世帯
＜回答の状況＞
　回答のあった世帯数　919世帯（回答率33.6％）
＜主な調査の結果＞

■�詳しくは、ホームページをご覧ください。
http ://www.pre f .m iyag i . j p/s i t e/
ej-earthquake/ni-zuchosa.html

　震災で保護者を亡くされた子どもたちが安定した生活を送り、希望する進路選択が実現できる
よう、支援金（未就学児支援金）または奨学金を給付しています。
■対象者
　宮城県内に住所を有した父母等が、東日本大震災により死亡（震災関連死を含む）又は行方不明と
なった22歳以下の方。
　※受給要件がありますので、詳しくは担当窓口へお問い合わせください。
■支援金・奨学金の種類

区　　　分 月　額　金 一　時　金�

就学前 1月につき 10,000 円 小学校入学時に� 100,000 円

小学校 1月につき 10,000 円 小学校卒業時に� 150,000 円

中学校 1月につき 10,000 円 中学校等卒業時に�200,000 円

高等学校 1月につき 20,000 円 高等学校卒業時に�600,000 円

大学・短期大学・専修学校等 1月につき 30,000 円
大学等入学時に� 360,000 円

（ただし、高等学校卒業時の一時金
に該当しない場合に給付）

■給付の方法
≪月額金≫�７月（４～９月分）と１月（10 ～３月）の年２回、申請者の指定する口座に振り込

みます。
≪一時金≫�未就学児（小学校入学）は３月、児童・生徒等（各校卒業）は６月、申請者の指定す

る口座に振り込みます。
■ご注意とお願い
�・�奨学金について、大学において医学、歯学、薬学等６年制の課程にある場合は、満24歳以下で
あった方が対象となります。

�・�給付の要件に該当しなくなった場合や、申請内容に虚偽等があり、不正に受給したと県が認め
たときは、給付の決定が取り消され、既に給付した支援金・奨学金の全部または一部を返還し
ていただく場合があります。

�・申請書等については、担当窓口までお問い合わせください。
■申請方法

　「生活復興支援資金」は、東日本震災により被災した低所得世帯の生活の復興を支援するため、

生活福祉資金貸付制度の一つとして、当面の生活に必要となる経費などの貸付けを行う制度です。

■対象世帯

　東日本大震災により被災した低所得世帯（震災により低所得世帯となった場合を含む）

■貸付内容等

貸付使途 貸付限度額 据置期間 償還期間

①�一時生活支
援費

生活の復興の際
に必要となる当
面の生活費

単身世帯月額
15 万円以内
複数世帯月額
20万円以内（※
貸付期間は最
大 6カ月以内）

最終貸付日から
２年以内

据置期間経過後20年以内
※�貸付金額に応じた目安
です。

・� 50万円以下� ５年以内
・150万円以下� 10年以内
・250万円以下� 15年以内
・250万円超� 20年以内

②生活再建費 住居の移転費、
家具什器等の購
入に必要な費用

80万円以内 貸付日（一時生活支援
費と併せて借り受けて
いる場合は、一時生活
支援費の最終貸付日）
から 2年以内③住宅補修費 被災により住宅

補修等に必要な
費用（※ 1）

250万円以内

※１　�現在、被災元以外の市区町村又は他の都道府県へ避難されている場合は自宅のある被災元の県（市

区町村）での申込となります。

　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。

　東日本大震災により宮城県外へ避難した皆さまへの連絡は、「全国避難

者情報システム」の登録情報により行っております。大切な情報を確実に

お届けするためにも、登録についてのご理解とご協力をお願いします。

　登録手続きは、現在お住まいの市町村役場でできます。また、避難先を

移動された場合や避難を終了された場合の登録もよろしくお願いします。

問現在お住まいの市町村役場（全国避難者情報システム担当）

■今後の生活予定
　全体の約半数の方が「現時点では決まってい
ない（未定）」とお答えでした。

■宮城県に戻る際に心配なこと
　多くの方々が、「生活資金」や「住まい」と
お答えになりました。

ご意見用紙で寄せられた質問にお答えします！

Ａ：�皆さんの在学（進学）先は宮城県内・外いずれでも構いません。

Ｑ：宮城県外の学校に進学しても、奨学金は受けられますか？

申請書の提出先（担当窓口）

未就学児
県保健福祉部子育て支援課
☎ 022-211-2633

宮城県外の小学校、中学校、高等学校、
大学、専修学校等に在籍している方

県教育庁総務課
☎ 022-211-3611

月　額　金

継　　続

申請期間
毎年度、
4/1～4月末

提出書類 現況届

一　時　金

新　　規

申請期間 随時

提出書類
申請書
添付書類

申請期間

〈未就学児（小学校入学時）〉
原則として前年度の1/4から
２月末日

〈児童、生徒等�（卒業又は修了
時）〉
3/1 から翌年度の４月末日

提出書類
申請書
添付書類

新たに給付を受けたい場合に申請が必要
なほか、毎年度、継続の手続きが必要です。

問各市区町村社会福祉協議会

　宮城県社会福祉協議会（☎022-225-8478）　

　県社会福祉課（☎022-211-2519）

　高齢者向け優良賃貸住宅は、緊急通報・安否確認システムの設置やバリアフリーなど、高齢者

の方が安心・安全に暮らせる居住環境を備えた民間の賃貸住宅を、公的住宅として認定した住宅

で、所得による家賃の減額などもあります。

　宮城県内には、仙台市が認定した住宅があり、随時、入居者の募集が行われています。

＜Ｑ＆Ａ＞

Ｑ：申込資格はありますか？

Ａ：主な申込資格は下記のとおりです。

①60歳以上の単身者、または同居する方が次のいずれかに

　該当する60歳以上の方

�・配偶者

�・60歳以上の親族

�・入居する60歳以上の方を介護する親族

�・入居者が扶養する18歳未満の方

②60歳以上の外国人登録をしている外国人の方

Ｑ：仙台市に住んでいなくても入居の申込はできますか？

Ａ：�申込の時点で仙台市に住んでいない方でも入居の申込は可能ですが、入居するに当たっては

仙台市への住民登録が必要となります。

募集情報は、「宮城県住宅供給公社」のホームページでもご覧いただけます。

ＵＲＬ　http://www.miyagi-jk.or.jp/chintai/kyc/

問仙台市認定の高齢者向け優良賃貸住宅の制度内容について

　仙台市都市整備局住環境整備課（☎�022-214-1269）

　※各住戸の間取や設備等の詳細は、各住宅の申込先へお問合わせください。

問入居者募集について

　宮城県住宅供給公社住宅管理部入居管理課（☎ 022-261-6164）
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12/25　災害公営住宅桂島地区（浦戸諸島）（Ⅱ期）完成式
（塩竈市）※

12/9　全地区で災害公営住宅が完成
（七ヶ浜町）

12/14　南三陸病院・総合ケアセンター南三陸 開院
（南三陸町）※

2/13　せんだい3.11メモリアル交流館がオープン
（仙台市若林区）※

※予定が変更になる場合があります。詳しくは問い合わせ先にご確認ください。

イベント名 日　　　時 場　　　所 参　加　費 申込み・問い合わせ先

お花見会

（主催：一関市社会福祉協議会）

4/20（水）

14：00～16：00

一関市総合福祉センター 4階和室

（岩手県一関市城内1-36）�
500円

一関市社会福祉協議会（菊地・佐々木）

☎0191-23-6020　要事前申込み

どんぐりの会

（主催：NPO法人かながわ避難者と共にあゆむ会）

4/14（木）・4/27（水）

10：00～13：00

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）
200円

NPO法人かながわ避難者と共にあゆむ会

☎045-312-1121（平日13：00 ～ 17：00）

サロン「来らっせしらさぎ」

（主催：中野区社会福祉協議会）

毎週金曜日

10：00～12：30

白鷺一丁目第３アパート第３集会室

（東京都中野区白鷺1-4）

※第１金曜日は巡回バスあり。事前予約制。

無料
中野区社会福祉協議会　中野ボランティアセンター

☎080-4455-7368

ふれあいサロン「足立区新田ふるさと会」

（主催：足立区社会福祉協議会）

第２・４火曜日

13：00～17：00

新田地域学習センター　教養室

（東京都足立区新田2-2-2）
無料（飲物持参）

足立区社会福祉協議会基幹地域包括支援センター地域福祉課

☎03-5681-3373　初参加の方は要事前申込み

湊・酒田の雛めぐり　酒田雛街道

（主催：酒田観光物産協会）

2/20（土）～4/3（火）

※�施設によって開催期間、開

館時間等が異なります。

本間美術館、旧鎧屋、酒田市立資料館等 施設によって異なります
酒田観光物産協会

☎0234-24-2233

●保健所、保健センターなど

　不眠、うつなど、こころの病気に関する不安や悩みのほか、家庭内暴力やひきこもり、不登校な

ど思春期の問題に関する相談、アルコール・薬物などの依存症に関する相談などを受け付けています。

医師などのこころの専門家に相談することもできます。

　お住まいの最寄りの保健所、保健センターの相談窓口にご相談ください。

●精神保健福祉センター

　こころの健康相談から精神医療に関わる相談、アルコール・薬物乱用、思春期・青年期の相談な

どに応じています。こころの病気に関する不安があるとき、医療が必要かどうかも相談できます。

近隣の医療機関などを紹介してもらうことも可能です。

窓口名（実施機関名） 相談内容 受付時間・連絡先

「いのちの電話」
フリーダイヤル
の日
（一般社団法人
日本いのちの電
話連盟）

�「いのちの電話」では、毎月10日にフリー
ダイヤル（無料）の電話相談を受け付け
ています。「いのちの電話」は、生活の
困難やこころの危機を抱えながら誰にも
相談できないで一人で悩んでいる人のた
めの相談電話です。

毎月10日の8：00 ～翌日8：00まで
☎ 0120-738-556

こころの健康相
談統一ダイヤル
（内閣府）

�「こころの健康相談統一ダイヤル」は、心
の悩みに関する公的な相談窓口です。全国
共通の電話番号に電話すれば、電話をかけ
た所在地の公的な相談機関に接続されます。

受付時間は地域により異なります。
☎�0570-064-556
（※PHS電話、ＩＰ電話、プリペイド式携帯電話、
列車公衆電話、海外からは接続できません。）

よりそいホット
ライン

（一般社団法人社
会的包摂サポー
トセンター）

専門の電話相談員が、住まい・仕事・お
金・人間関係・放射能に関するお悩みな
ど、どんな相談にも応じます。

岩手県・宮城県・福島県内にお住まいの方
毎日10：00 ～ 22：00　☎0120-279-226

岩手県・宮城県・福島県以外の地域にお住まいの方
毎日10：00 ～ 22：00　☎0120-279-338�

東日本大震災で宮城県外に避難された皆さまを対象とした交流会・イベント情報をお知らせします。

４～５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。

東日本大震災で避難された皆さまのお悩み等にお応えする相談窓口をご紹介します。

「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。）

身近にある地域の相談窓口 心の健康に関する相談

宮城県内の復興の様子をご紹介します。 ※写真提供　仙台市、南三陸町、ＵＲ都市機構

イベント名 開催月日（曜日） 会　　場
お問い合わせ先

電話番号

極上！三陸ワカメ
収穫体験2016

4/3（日）・4/10（日）・4/17（日）・4/24（日）
9:40 ～ 11:45

伊里前福幸商店街集合
�（南三陸町）

一般社団法人南三陸町観光協会
☎0226-47-2550

なとり春まつり 4/9（土）　9:30～14:00
名取市役所周辺広場
（名取市）

名取市商工会
☎022-382-3236

「萬画の国・いしのまき」
石ノ森萬画館第59回特別
企画展　この男がジブリ
を支えた。近藤喜文展

10/10（土）～4/10（日）
9：00～18：00�

石ノ森萬画館（石巻市）
石ノ森萬画館
☎0225-96-5055

マリンパル女川おさかな市
場　しらす（小女子）祭り

4/9（土）～10（日）
10：00～15：00

マリンパル女川（女川町）
マリンパル女川事業協同組合
☎0225-54-4714

加護坊桜まつり
4/8（金）～5/5（木・祝）
10:00～16:00

加護坊山自然公園（大崎市）
大崎市田尻総合支所地域振興課
☎0229-39-1115

しおがまさま
神々の花灯り

4/15（金）～16（土）
18:30～20:30�※雨（荒）天時は中止。

志波彦神社・鹽竈神社境内
（塩竈市）

塩釜市青年四団体連絡協議会
☎022-367-5111

東照宮春まつり 4/16（土）～17（日） 東照宮（仙台市） 東照宮　☎022-234-3247

齋理屋敷初夏の企
画展「端午の節句」　

4/12（火）～5/22（日）
9：30～17：00

蔵の郷土館　齋理屋敷
（丸森町）

丸森町蔵の郷土館齋理屋敷
☎0224-72-6636

河南鹿嶋ばやし
山車まつり

4/17（日）
8：30～16：00

石巻市河南広渕地区
（石巻市）

河南鹿嶋ばやし山車まつり事務局
木村寿人� ☎090-2881-1991

陸奥総社宮例大祭
4/17（日）
神輿渡御　10:00～15：00頃

陸奥総社宮､氏子地区
（多賀城市）

陸奥総社宮社務所
☎022-368-7272

第33回　河北新報気仙
沼つばきマラソン大会�

4/17（日）　9：00～
宮城県気仙沼市立大島小学
校、大島中学校（気仙沼市）

気仙沼つばきマラソン実行委員会
事務局（気仙沼市総合体育館内）
☎0226-21-3421

イベント名 開催月日（曜日） 会　　場
お問い合わせ先

電話番号

七の市
4/24（日）
8:00 ～ 10:00

七ヶ浜町役場前駐車場
（七ヶ浜町）

多賀城・七ヶ浜商工会
多賀城事務所
☎022-365-7830

鹽竈神社花まつり� 4/24（日）
志波彦神社・鹽竈神社
（塩竈市）

志波彦神社・鹽竈神社
☎022-367-1611

志津川湾ホタテま
つり福興市

4/24（日）
9：00～14：00（予定）

南三陸町役場前特設会場
（予定）（南三陸町）

南三陸福興市実行委員会事務局
☎090-7077-2550

朝日山計仙麻神社
神輿渡御

4/24（日）（予定）
8：00～15：00

石巻市北村字朝日山、朝日山計
仙麻神社及び周辺地域（石巻市）

石巻市役所河南総合支所地域振興課
☎0225-72-2114

GW企 画　 縄 文 体
験・体感WEEK

4/29（金）～5/8（日）
10：00～15：00

奥松島縄文村歴史資料館
（東松島市）

奥松島縄文村歴史資料館
☎0225-88-3927

春のマンガッタン
祭り

5/3（火・祝）～5（木・祝）
10：00～

中瀬公園（石巻市）
石ノ森萬画館
☎0225-96-5055

伊里前青空テント市 5/3（火・祝）～5（木・祝）
伊里前福幸商店街
（南三陸町）

伊里前福幸商店街
☎0226-3-2235

花山鉄砲まつり
5/5（木･祝）
行列13：00～14：00、
鉄砲披露（発砲）14：00

御獄神社～旧花山中学校校
庭（発砲会場）（栗原市）

花山農小村交流センター
☎0228-43-5111

米山チューリップ
まつり

4/24（日）～5/8（日）
9：00～16：00

道の駅米山（ふる里セン
ターY・Y）西隣（登米市）

道の駅米山
｢ふる里センターY・Y｣
☎0220-55-2747

菜の花まつり
5/1（日）～5/15（日）
9：00～17：00

三本木斉田地区　ひまわり
の丘（大崎市）

株式会社大崎市三本木振興公社
☎0229-52-6232

第58回全日本こけ
しコンクール・白石
市地場産品まつり

5/3（火・祝）～5（木・祝）
9：00～17：00（3日は審査品
の一般見学は10：00～）

白石市文化体育活動セン
ター（白石市）

全日本こけしコンクール事
務局（白石市商工観光課内）
☎0224-22-1321

※予定が変更になる場合があります。詳しくは問い合わせ先にご確認ください。


