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復興定期便

みやぎ ９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.29

　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）

　宮城県内の県営住宅への入居者を９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

　宮城県が管理する賃貸住宅で、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。

■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・広さなど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

　９月１日（木）から宮城県住宅供給公社、県内各市役所（区役所）、各町村役場、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250円切手を貼付した返

信用封筒（角２判）を下記宛に郵送してください。

■申し込み

　９月１日（木）～ 12日（月）（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。

　鉄道の復旧工事が着々と進んでおり、運休区間は１区間・約8.4㎞を残すところとなりました。

　ＪＲ常磐線は浜吉田駅～駒ヶ嶺間を内陸に移設して復旧工事が進められており、浜吉田駅～

相馬駅間は平成28年12月末までに運行再開の予定です。

鉄道の進捗状況

問女川町生活支援課支援係　☎0225-54-3131（内線163・164）

　女川町では人口減少を抑制し、地域の活性化を図るため、町内に新築・中古住宅を取得（土地

を含む）したり、既存住宅の建替えを行う方に補助金を交付します。

■補助要件

　町内に住所がある方、又は女川町に移住される方で、次の要件をすべて満たす場合に対象とな

ります。

　・�平成23年４月１日以降に、定住の意思をもって女川町内に新築・中古住宅（土地を含む）を

取得、又は建替えにより新たに住宅を取得した方。（町内に住所がある東日本大震災被災者

については、平成23年３月12日以降に取得した方）

　・補助金交付後、10年以上継続して補助対象住宅に居住すること。

　・申請日の属する年度の前５年度において住民税等の滞納がないこと（世帯全員）

■補助金額

項　目 条　　件 金　　額

新築住宅取得

新たに土地を購入し、住宅を新築した場合 300万円

住宅のみを新築（購入）した場合 225万円

住宅を建替え（新築）した場合 225万円

中古住宅取得 中古住宅（土地含む）を取得した場合 150万円

　併用住宅（店舗や事務所などと一体の住宅）も補助対象となります。

■申請期限

　平成32年度まで（平成33年３月末までの間の住宅取得分）

■注意事項

・補助金の交付は、補助対象物件の取得につき１回の交付であり、かつ１人１回の申請です。

・家屋のみ取得した方で、補助金受領後に土地を取得しても追加交付はできません。

・土地のみの取得の場合は、建物を取得した時点での申請となります。

・公共事業による建物補償（再築補償）で取得した住宅の場合は、補助金の対象外となります。

・災害公営住宅（戸建住宅の払い下げ）の場合は対象外です。

・�虚偽の申請や不正な手段で補助を受けた場合や、正当な理由がないまま10年未満で転出した

り、物件の所有権を移転した場合には、補助金を返還していただくことがあります。

　宮城県では、県外に避難されている皆さまの生活再建や帰郷のための支援に役立てることを目

的として、意向確認調査を実施しています。

　ご返信がお済みでない方は、ご記入後に同封の返信用封筒にて早めのご返信をお願いします。

※�意向確認調査票は８月中旬頃に郵便でお届けしています。お手元に届いていない場合は、下記

までご連絡ください。

問意向確認調査事務局　☎0120-940443

　受付時間：平日10:00 ～ 17:00（土・日・祝祭日及び12:00 ～ 13:00の時間帯を除きます。）

問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　☎022-211-325

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

　以下のＵＲＬから、被災地のライブ映像をご覧いただけます。

■南三陸町（志津川・歌津）

　http://minamisanriku-live.com/

■気仙沼市（津谷川河口（小泉大橋）付近・日門漁港付近）

　http://www.city.kesennuma.lg.jp/www/contents/1254878604948/index.html

■宮城県庁

　http://www.pref.miyagi.jp/kankou/library/livecamera.htm#

■ＮＴＴ東日本　ＢＢっといー東北（宮城県内各地）

　http://www.ntt-east.co.jp/miyagi/livecamera/

▼鉄道（県内在来線）の復旧率 (H28/ ６ /30 現在）

復旧率　約98％

50% 100%

運休区間：１区間、約8.4㎞

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
ＪＲ新山下駅の真新しいホームと線路
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５月 28 日　千年希望の丘植樹祭（岩沼市）
 ※写真は岩沼市提供

６月１日　切通地区住宅 D 工区で入居開始（気
仙沼市） ※写真は気仙沼市提供

５月 14 日　閖上復興公営集合住宅（Ⅰ期）着工
（名取市） ※写真は名取市提供

６月４日　復興まちづくり情報交流館雄勝館が
オープン（石巻市） ※写真は石巻市提供

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

仙
台
市

大崎八幡宮例
大祭

9/10（土）～11（日） 大崎八幡宮
大崎八幡宮
☎022-234-3606

石
巻
市

ものうふれあい
祭2016� はねこ
踊りフェスティ
バル�in�桃生

9/10（土）12：00～
（一部イベントは10：00～）
花火　20：00～20：45

桃生植立山公園
ものうふれあい祭実行
委員会事務局
☎0225-76-2111

仙
台
市

第26回定禅寺
ス ト リ ー ト
ジャズフェス
テバル�in�仙台

9/10（土）～11（日）
ストリート演奏
11：00～18：00（予定）
ナイトステージ
18：00～20：00（予定）

仙台市中心部（仙台市青葉区一番
町、宮城野区榴ヶ岡ほか）（予定）

（公社）定禅寺ストリートジャ
ズフェステバル実行委員会
☎022-722-7382

仙
台
市

東北の「へそ」
三県交流まつり

9/13（火）～14（水） 勾当台公園市民広場
宮城県北部地方振興事務所
☎0229-91-0763

松
島
町

「月の松島」in
観瀾亭

9/15（木）～16（金）
18：00～20：00予定
＊約1時間ごとの入れ替え制
（第1回18：00～第2回19：00～）

観瀾亭
観瀾亭
☎022-353-3355

石
巻
市

気
仙
沼
市

女
川
町

南
三
陸
町

ツ ー ル・ ド・
東北2016

9/17（土）～18（日）
17（土）10：00～17：30
18（日）� 5：30～17：30

宮城県三陸沿岸2市２町（石巻市、
気仙沼市、女川町、南三陸町）

河北新報企画事業部
☎022-211-1332

仙
台
市

萩まつり
9/17（土）～25（日）
9：00～16：45（入園は16：00まで）

仙台市野草園
仙台市野草園
☎022-222-2324

仙
台
市

第11回杜の都の
ビール祭り「仙
台オクトーバー
フェスト2016」

9/17（土）～25（日）
11：00～21：00

錦町公園
仙台オクトーバーフェ
ストプロジェクト
☎022-714-8324

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

宮城県避難者相談会�in�函館
9/3（土）
13：00～16：00

函館市地域交流まちづくりセンター
（函館市末広町４番19号）

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　要事前申込み

宮城県避難者相談会�in�札幌
9/11（日）・9/12（月）
11：00～14：00

札幌駅前ビジネススペース
（札幌市中央区北５条西６丁目1-23　第２北海道通信ビル２F）

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　要事前申込み

愛知県被災者情報交換会・相談会
「これからの暮らしをいっしょに考えよう」

9/16（金）
13：30～16：00

愛知県社会福祉会館　５階第１研修室、第２研修室
（名古屋市東区白壁１丁目50番地）

無料
愛知県被災者支援センター
☎052-954-6722　事前申込　9/14（水）まで

9/24（土）
10：30～14：30

東海市しあわせ村保健福祉センター　３階視聴覚室
（東海市荒尾町西廻間２番地の１）

無料
愛知県被災者支援センター
☎052-954-6722　事前申込　9/22（木）まで

お茶のみ交流・講話
9/21(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

第２回宮城県避難者交流相談会（大阪）
10/29（土）
13：00～16：00

大阪市立総合生涯学習センター
（大阪市北区梅田1-2-2-500大阪駅前第2ビル5階）

無料
宮城県庁震災復興推進課
☎022-211-2408　事前申込　10/18（火）まで

※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。

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。

９～ 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。

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。

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

南
三
陸
町

入谷八幡神社
例祭

9/18(日)　9:00～12:00 八幡神社
南三陸町入谷公民館
☎0226-46-5103

名
取
市

うまいもん名取
2016in仙台空港

9/18（日）～19（月・祝） 仙台空港
名取市観光物産協会
☎022-382-6526

岩
沼
市

竹駒神社
秋季大祭

9/24（土）～25（日）終日 竹駒神社
竹駒神社
☎0223-22-2101

石
巻
市

金華山黄金山
神社例大祭

9/25（日）11：00～ 金華山黄金山神社
金華山黄金山神社
☎0225-45-2301

南
三
陸
町

志津川湾タコま
つり福興市（仮）

9/25（日）
9：00～13：30（予定）

仮設魚市場
福興市実行委員会
☎090-7077-2550

塩
竈
市

第32回塩釜市
芸術文化祭

10/1（土）～2（日） 塩釜市民交流センター　遊ホール
塩釜市芸術文化協会事
務局（塩釜市公民館内）
☎022-365-3341

石
巻
市

神鹿角切り行事

10/2（日）
＊�雨天中止の場合は、

10/9（日）に順延
11：00～、13：30頃～の2回

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

仙
台
市

第19回みちの
くYOSAKOIま
つり

10/8（土）～9（日）
9：00～20：00
（会場毎に異なります）

〈ステージ会場〉
市民広場・勾当台公園・元鍛冶丁
公園・泉区民広場地下鉄旭ケ丘駅・
長町駅西口広場他
〈パレード会場〉
定禅寺通

みちのくYOSAKOIまつ
り実行委員会事務局
☎022-268-2656

窓口名 （実施機関名） 相　談　内　容 受付時間・連絡先

高齢者の無料電話相談
（仙台弁護士会）

・�高齢者の皆様が抱える法律上の悩み・トラブルについて
ご本人やその家族・支援者等を対象として仙台弁護士会
の弁護士が無料で電話相談にのります（１つの悩み事に
つき１回限定30分程度）

＊別途電話料金がかかります
・�相続、遺言、離婚、後見、介護、虐待、借金、契約をめ

ぐるトラブルなど、お気軽にご相談下さい

☎022-224-6155
相談日時：
平日9：30～16：00

東日本大震災被災者対
象無料電話法律相談

（仙台弁護士会）

・弁護士が電話で無料相談に応じます（通話料は相談者負担）
・�現在又は東日本大震災時、宮城県内に在住の方を対象と

します
・相談回数は同一案件について３回までです

☎022-722-0737
相談日時：毎週月曜日
10：00～19：00
（祝日を除く）

窓口名 （実施機関名） 相　談　内　容 受付時間・連絡先

震災法テラスダイヤル
（法テラス）

・�オペレータが震災に関
するお問い合わせにつ
いて、法制度の紹介や
被災された方の問題解
決に役立つ相談窓口等
の情報を提供します

☎0120-078309（おなやみレスキュー）
相談日時：平日9：00～21：00
　　　　�土曜日9：00～17：00
＊�上記電話番号は震災関連専用のダイヤルとなりますの

で、ご留意ください

サポ弁！相談
（宮城県サポートセン
ター支援事務所
みやぎ被災者支援サ
ポート弁護士）

・�サポートセンター・
被災者支援NPOを
支える無料法律相談
サービスです

・�右記の相談電話に「サ
ポ弁！の相談です」
とお伝えください

・�必要に応じて出張面
談にも対応します

〈受付〉
☎022-265-8845
相談日時：平日午前10：00～午後4：00
（青葉法律事務所内）FAX：022-227-4678（24時間受付可能）
〈お問い合わせ〉宮城県サポートセンター支援事務所
〒980-0014仙台市青葉区本町3-7-4
（宮城県社会福祉会館3F）
☎022-217-1617　FAX022-217-1601
E-mail:miyagisaposen@mbr.sphere.ne.jp


