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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

Vol.27

　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）

　東日本大震災により被災され、住家が全壊、全焼又は流失するなどして居住する住家がない世

帯の方々へ、災害救助法に基づき応急仮設住宅を供与しているところです。

　宮城県では、応急仮設住宅の供与期間の７年目延長について、下記９市町の災害公営住宅整備

等の進捗等、地域の復興状況や市町の意向を踏まえ、平成28年３月14日付けで国と協議をしてい

たところ、５月10日付けで同意が得られました。

　これを受けて、５月11日付けで以下のとおり決定しました。

　平成28年４月30日現在、計画戸数15,919戸数に対して、着手戸数は14,790戸数（約93％）、ま

た完成戸数は9,943戸数（約63％）です。

災害公営住宅整備状況

問松島町企画調整課　☎022-354-5702（直通）

▲女川町石浜地区

問県震災援護室

　☎022-211-3257（受付時間　平日9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：30）

▲気仙沼市切通地区 （Ｂ工区）

　今回の震災により被災された方の復興の支援と定住促進を図るため、町内に住宅を取得する方
に対し、松島町復興支援定住促進事業補助金を交付します。
■対象者
　次の要件を全て満たす方
（１）�町民で今回の震災により住宅が半壊以上の被害を受けた方、又は町外から松島町に転入する方
（２）�平成23年３月11日以後に定住（５年以上住民登録される方）を目的として町内に新築住宅

又は中古住宅を取得する方
（３）�補助金の交付を受けようとする年度の前年度に、納付すべき町税等の滞納のない方（転入

者にあっては従前住所地において市町村税等の滞納のない方）
※�平成23年３月11日を基準日とし、転入者の方に当たってはそれより前にすでに転入されてい
た方、町民の方でも、基準日より前にすでに住宅の取得（契約締結など）をされていた方は
対象とはなりません。

■用語の意味
（１）定住
　町の住民基本台帳に記載され、又は外国人登録原票に登録され、かつ、その生活基盤を専ら
町内におき、自ら所有する住宅に町の住民として５年以上居住すること。

（２）住宅
　　町内で、人の住む為の家屋で自ら居住するために所有する住宅。
（３）新築住宅の取得
　自分が住むための住宅を新築し、又は新規に建築された住宅を購入すること。（アパートな
ど賃貸物件は除きます）

（４）中古住宅の取得
　過去に住居に使用されたことがある住宅を、自分が住むために購入すること。（アパートな
ど賃貸物件は除きます）

（５）土地取得
　（３）（４）に規定する住宅の敷地の土地の取得をいい、相続、譲与、その他対価を伴わない
事由による土地の取得は含まない。

（６）転入者
　申請日現在町外に居住し、かつ、町内に定住する意志をもつ方。（ただし、平成23年３月11日
以降に新築住宅、中古住宅の取得にかかる契約を行い、既に転入されている方も対象となります。）

（７）町内建築業者
　本社、営業所、などが町内にある建設業法（昭和24年法律第100号）に基づく許可を受けた
法人若しくは個人又はこれ以外のもので町長が認めるもの

■対象経費
　新築住宅取得又は中古住宅取得に要した費用（土地取得費、設計費、外構工事費及び改修費を含む。）
■補助金の額
（１）町外建築業者を利用した場合
　　住宅取得価格の10％で限度額は50万円（中古住宅は25万円）。
（２）町内建築業者を利用した場合
　・住宅取得価格の10％で限度額は100万円
　・中古住宅を取得し50万円以上の改修を行った場合は、住宅取得価格の10％で限度額が75万円
※�町内建築業者でも、下請施工がある場合は、費用の２分の１以上が町内建設業者による場合
に限ります。また、元請けが町外建築業者でも、費用の２分の１以上を町内建築業者が行う
場合は適用します。

■事業の期間
　平成23年７月１日～平成31年３月31日（３月11日以降の契約にも適用）
■補助金の申請
　詳しくは担当窓口までお問い合わせください。

毎月更新の「復興の進捗状況」は、県

ホームページでご覧いただけます。

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

earthquake/shintyoku.html

完成戸数  9,943戸
進捗率 約63％

50% 100%

▼災害公営住宅の整備の進捗率

整備計画  15,919戸

■一律延長を認めた市町：３市町

　石巻市、名取市、女川町

※上記３市町で被災し、応急仮設住宅を供与されている方が対象となります。

※�災害救助法に基づき延長対象は、被災時に居住していた市町村を基準として判断され

ます。

■特定延長を認めた市町：６市町

　塩竈市、気仙沼市、多賀城市（継続）、東松島市、山元町（継続）、南三陸町

※�上記６市町で被災し、応急仮設住宅を供与されており、かつ下記〈要件１、２〉のい

ずれかを満たす方が対象となります。

〈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（ただし、多賀

城市及び山元町で被災された方は除きます。）

※�特定延長適用の具体的手続きについては、被災時に居住していた市町から送られた案

内をご確認ください。

※�災害救助法に基づき延長対象は、被災時に居住していた市町村を基準として判断され

ます。

※参考

【６年間で供与終了する市町：３市町】

　仙台市、亘理町、七ヶ浜町（※全て特定延長）

【５年間で供与終了する市：２市】

　岩沼市、大崎市

【４年間で供与終了している市町村：18市町村】

白石市、角田市、登米市、栗原市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、松島町、利

府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、加美町、涌谷町及び美里町

【３年間で供与終了している町：３町】

　七ヶ宿町、川崎町及び色麻町

供与期間延長に関する手続きについて

■プレハブ仮設住宅について

　入居契約については、災害救助法の適用による期間延長は自動更新としています。

■民間賃貸借上げ住宅について

　貸主、借主（宮城県）、及び入居者の３者間で、新たな契約を締結することとなります。

　なお、再契約手続きの詳細については、決まり次第お知らせします。

■供与終了に関する手続きについて

　供与が終了する３市町で被災した入居者の方及び特定延長を必要とする６市町で被災し、特定

延長の対象とならなかった入居者の方については、６年間で供与が終了となることを県、市をは

じめとした関係機関からお知らせすることとしております。

　なお、供与終了に関する手続きの詳細については、決まり次第お知らせします。

　今年７月に「参議院議員通常選挙」が行われます。住民登録のある市区町

村以外に避難されている方は避難先の市区町村選挙管理委員会で「不在者投

票」ができます。お早めに住民登録のある市区町村選管に投票用紙請求の手

続きをしてください。詳しくは、下記のホームページを御覧ください。

※�不在者投票ができる場所や時間は、お手数ですが、事前に避難先の市区町

村選挙管理委員会に確認してください。

問県選挙管理委員会

☎022-211-2343

URL　http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/senkyo/kijituzen-fuzaisya.html
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４月27日　女川駅前に舞うこいのぼり（女川町） ５月19日　Ｇ７仙台財務大臣・中央銀行総裁会議
のレセプション（仙台市）

４月　志津川西（第２街区）地区災害公営住宅が着
工（南三陸町）

４月15日　水産物地方卸売市場牡鹿製氷冷蔵庫が
完成（石巻市）

地域 イベント名 開催月日（曜日） 会　　場
お問い合わせ先

電話番号

川崎町

2016みちのく川崎花
火フェスタ
第７回「手筒花火と
打ち上げ花火の饗宴」

7/30（土）
15：00～21：00（予定）

ボートピア川崎特設会場
みちのく川崎花火フェスタ実行
委員会（川崎町観光協会内）
☎0224-84-6681

南三陸町
第59回志津川湾
夏まつり復興市

7/30（土）
12：00～21：00（予定）

南三陸町内
復興市実行委員会
☎090-7077－2550

栗原市
2016
くりこま山車まつり

7/30（土）～31（日）
宵祭：30（土）
14：30～21：00（予定）
本祭：31（日）
9：00～17：15（予定）

栗原市栗駒岩ケ崎地区馬場
通り、六日町通り

栗原市栗駒総合支所
市民サービス課産業建設係
☎0228-45-2114

七ヶ浜町 七の市
7/31（日）
8：00～10：00

漁協七ヶ浜支所前駐車場
多賀城・七ヶ浜商工会七ヶ浜
事務所
☎022-357-3912

石巻市 石巻川開き祭り
7/31（日）～8/1（月）
花火：1（月）
19：30～21：00（予定）

花火打ち上げ：中瀬公園
石巻川開祭実行委員会
（石巻商工会議所内）
☎0225-22-0145

名取市
第31回
なとり夏まつり

8/6（土）15：00～21：00 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
☎022-382-6526

多賀城市
多賀城市民夏祭り

「ザ・祭りin多賀城」
8/6（土）10：00～20：30
花火：19：45～（予定）

陸上自衛隊多賀城駐屯地
グラウンド

多賀城市民夏祭り実行委員会
事務局
☎022-365-7830

気仙沼市 気仙沼みなとまつり
8/6（土）16：30～20：00
8/7（日）11：00～20：30

気仙沼市田中前大通り他
気仙沼みなとまつり委員会
☎0226-22-4600

仙台市 仙台七夕まつり 8/6（土）～８（月）
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

※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。

交　流　会　名 日　　　時 場　　　所 参 加 費 お申込み・お問い合わせ先

お茶のみ交流・復興局による相談会
（一関市社会福祉協議会）

7/20（水）
14:00～16:00

一関市総合福祉センター
（岩手県一関市城内1-36）

200円
一関市社会福祉協議会（菊地・佐々木・千葉）
☎0191-23-6020　要事前申込み

宮城県避難者交流相談会
（宮城県）

8/20（土）13：00～16：00（12：30～受付）
中野サンプラザ
（東京都中野区4-1-1）

無　料
宮城県震災復興推進課
☎022-211-2408、8/10（水）申込締切

宮城県避難者相談会in旭川
（みやぎ避難者帰郷支援センター（北海道））

7/23（土）13:30～15：30（13：15～受付）
旭川市民文化会館第1会議室
（旭川市7条通9丁目）

無　料
みやぎ避難者帰郷支援センター（北海道）
（団体名：一般社団法人北海道広域避難アシスト協会）
☎0120-311-403、7/20（水）申込締切

宮城県避難者相談会
（みやぎ避難者帰郷支援センター（西部））

7/9（土）14：00～16：00（13：30～受付）
ふくおか市民ネットワーク箱崎事務所
（福岡市東区箱崎1丁目20-1）

無　料
みやぎ避難者帰郷支援センター（西部）
（団体名：ひろしま避難者の会「アスチカ」）
☎0120-73-8124、7/7（木）申込締切

宮城県避難者交流会・相談会（浜松会場）
（みやぎ避難者帰郷支援センター（中部））

8/6（土）14：00～16：30（13：30～受付）
えんてつビル貸会議室
（浜松市中区旭町12-1遠鉄百貨店新館9階）

無　料
みやぎ避難者帰郷支援センター（中部）
（団体名：NPO法人地域づくりサポートネット）
☎0120-553-833、8/1（月）申込締切

お問い合わせ先 相談できる内容 受付時間・連絡先

子どもに関する相談

被災した子どもの養育

や心のケアに関する電

話相談に応じています。

県中央児童相談所

☎022-784-3583

月曜～金曜

（祝日・休日・年末

年始を除く）

８：30～17：15

県北部児童相談所

☎0229-22-0030

県東部児童相談所

☎0225-95-1121

県東部児童相談所気仙沼支所

☎0226-21-1020

［仙台市にお住まいの方］

仙台市児童相談所

☎022-219-5111

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。

７～８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。

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。）

宮城県内の復興の様子をご紹介します。 ※写真提供　ＵＲ都市機構

※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。

お問い合わせ先 相談できる内容 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

☎0120-783-556

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

地域 イベント名 開催月日（曜日） 会　　場
お問い合わせ先

電話番号

登米市
第10回
夏の山唄全国大会

7/10（日）
開会行事：9：30～、予選会：
9：45～、決戦大会：15：45～

登米市米山体育館
夏の山唄全国大会事務局（今野）
☎090-2849-3103

塩竈市 鹽竈神社例祭 7/10（日）10:00～ 志波彦神社・鹽竈神社
志波彦神社・鹽竈神社
☎022-367-1611

大崎市
古川祇園八坂神社
例大祭

7/13（水）～15（金） 祇園八坂神社
祇園八坂神社
☎0229-24-1977

川崎町 夏フェア2016 7/16（土）～8/21（日） 国営みちのく杜の湖畔公園
みちのく公園管理センター
☎0224-84-5991

塩竈市
第69回
塩竈みなと祭

7/17（日）～18（月・祝）
前夜祭・花火：17（日）
20：00～20：50（予定）
＊荒天時　7/23（土）に順延
本祭：18（月）
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
（塩釜市観光交流課内）
☎022-364-1165

栗原市
第39回
みちのく神楽大会

7/17（日）
8：30～16：30

栗原市築館体育センター
栗原市築館神楽保存研究会
☎0228-22-1602

登米市 佐沼夏まつり
7/23（土）～24（日）
前夜祭：23（土）
本祭・花火大会：24（日）

前夜祭：中江中央公園
本祭：一市八日町通り、上
舟丁通り、小金通り
花火大会：迫川河川敷

佐沼夏祭り奉賛会
（登米中央商工会）
☎0220-22-3681

柴田町
ザ・フェスティバル
inしばた

まつり：7/23（土）
15：00～21：00
花火大会：19：30～（予定）

陸上自衛隊船岡駐屯地

ザ・フェステバルinしばた
実行委員会事務局

（柴田町商工会）
☎0224-54-2207

石巻市
金華山黄金山神社
龍神まつり・龍（蛇）
踊り奉納

7/30（土）～31（日）
奉納龍（蛇）踊り：
11：00～、13：00～

金華山黄金山神社
金華山特設場　

金華山黄金山神社
☎0225-45-2301

仙台市
夏まつり
仙台すずめ踊り

7/30（土）10:30～20:00（予定）
7/31（日）10:00～20:00（予定）

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
☎022-267-1040

※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。


