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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～
宮城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.36

　宮城県内では、21市町において全部で15,950戸を整備する計画となっています。平成29年１月

31日現在では、12,915戸（81.0％）が完成し、入居が進んでいます。

石巻市新立野第２住宅

　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避難状況や今後

の意向等をお聞きし、これからの支援等に役立てるため、昨年８月頃に意向確認調査を実施しま

した。御協力くださった皆さま、ありがとうございました。

　主な調査結果は以下のとおりです。

調査対象 東日本大震災をきっかけに宮城県外へ避難された方　2,051世帯

調査方法 郵送により発送し、返信用封筒による回収等

調査期間 平成28年８月10日から平成28年11月28日まで

回 答  数 738世帯（回答率36.0％）

■回答世帯の属性

■主な調査結果

　①宮城県への帰郷意思

　     宮城県への帰郷意思については、「帰郷予定はない」（66.2％）の割合が、「帰郷予定がある」

（27.4％）を大きく上回っている。

　②帰郷後の住居（複数回答）

　　 宮城県に帰郷意向のある世帯に希望の住居形態を尋ねたところ、「災害公営住宅」（50.0％）

が最も多く、次いで「住宅の建設・購入」（27.8％）、「民間賃貸住宅」（16.7％）、「公営住宅」

（16.7％）となっている。

　

　転居したときに郵便局に「転居届」を出されている場合、郵便物の転送期間は届出から１年間

です。延長の手続きをしないまま転送期間を経過した場合、差出人へ返却されます。避難中の方々

には、被災元自治体等から重要なお知らせが届く場合がありますので、転送期間の延長を希望さ

れる方は、最寄りの郵便局窓口で再度手続きをお願いします。

■窓口届出の際に必要なもの
 ・ご本人（提出者）の運転免許証、各種健康保険証など本人確認ができるもの
 ・ 転居者の旧住所が確認できる運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードまたは住民票等、

官公庁が発行した住所の記載があるもの

　「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）

■貸付主体：社会福祉法人宮城県社会福祉協議会　

■貸付内容等

　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、家具等の購入費用）：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、災害援助資金などが優先されます。

　　※ ①・②の貸付の相談窓口・受付につきましては、現在居住している市区町村（県）の社会

福祉協議会となります。

　　　 ③の貸付の相談窓口・受付につきましては、補修予定の自宅のある被災元の市区町村（県）

の社会福祉協議会となります。

■連帯保証人：原則１人（連帯保証人を立てられない場合も可）

■貸付利子：無利子（連帯保証人が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）

　東日本大震災の津波により被災した世帯の方々が、市内で住宅を建設・購入した場合、取得経

費や資金借入に伴う利子相当額を補助します。

■対象となる方（以下の全てを満たす方）

　① 東日本大震災の津波により被災した世帯の方（ただし、土地区画整理事業、防災集団移転促

進事業などの復興事業対象者を除く）

　②全壊、大規模半壊の方及び半壊で住宅を解体した方

　③市内に自ら居住するための住宅を建設・購入した方

　④被災した住宅が持ち家であった方

　⑤市区町村民税、固定資産税、都市計画税を滞納していない方

■支援制度の内容

　①住宅取得（補助）

対象となる方 金融機関から資金を借り入れせずに住宅を取得した方

補助対象経費 住宅の取得に要した経費から被災者生活再建支援金加算支援金を控除した額

補 助 率 １／ 10

上 限 額 250万円

申 請 期 限 平成33年３月31日

　②住宅・土地取得（取得補助及び利子相当額補助）

対象となる方 金融機関から資金を借り入れて、住宅・土地を取得した方

補助対象経費

・住宅の取得に要した経費から被災者生活再建支援金加算支援金を控除した額
・ 住宅の取得のために金融機関から資金を借り入れた額から被災者生活再建支援

金加算支援金及び上記①補助額を控除した額の利子相当額
・土地の取得のために金融機関から資金を借り入れた利子相当額

補 助 率 住宅取得分のみ１／ 10

上 限 額
708万円（住宅取得補助250万円、住宅取得利子相当額補助194万円、土地取得利
子相当額補助264万円）

申 請 期 限 平成33年3月31日

石巻市の日和山より

問  ● 現在お住まいの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）

問塩竈市健康福祉部生活福祉課　☎022-364-1131

災害公営住宅の整備状況

完成戸数  12,915戸

進捗率  81.0％

50% 100%

▼災害公営住宅の整備の進捗率（Ｈ29/１/31現在）

整備計画  15,950戸

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。

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

earthquake/shintyoku.html
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有効回答数＝686

 有効回答数＝180
※複数回答のため合計が100％を超える。
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１月16日　雄勝診療所・雄勝歯科診療所　開所
（石巻市）� ※写真は石巻市提供

１月25日「仙台空港・松島／奥松島観光周遊バ
ス」の運航開始（松島町）� ※写真は松島町提供

１月　宿明戸住宅入居開始（気仙沼市）
� ※写真は気仙沼市提供

１月　宮野森小学校供用開始（東松島市）

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

東
松
島
市

滝山公園・滝山桜
まつり

4/16（日）
10：00～14：00

滝山公園
東松島市観光物産協会
☎0225-87-2322

大
河
原
町

おおがわら桜まつり
4/5（水）～4/20（木）
※日程変更の場合あり

白石川右岸河川敷公園
（大河原橋～末広橋間）

大河原町商工観光課
☎0224-53-2659

柴
田
町

しばた桜まつり
4/5（水）～23（日）
※ 桜の開花状況により変更

になる場合があります。

船岡城址公園・白石川堤・
太陽の村・陸上自衛隊船岡
駐屯地

しばた桜まつり実行委員会
☎0224-55-2123

塩
竈
市

鹽竈神社門前市
5/3（水・祝）
10:00～14:00

鹽竈神社の表坂入口
塩竈市観光物産協会 
☎022-364-1165

東
松
島
市

ＧＷ企画　縄文体
験・体感WEEK

5/3（水・祝）～5/7（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

南
三
陸
町

復活潮騒まつり
5/3（水・祝）～5（金・祝）
9：00～15：00

南三陸町寺浜
（神割崎駐車場）

復活潮騒まつり　代表　松野
☎0226-46-4986

石
巻
市

金華山黄金山神社
初巳大祭

5/6（土）～12（金）
初巳大祭本祭：
5/6（土）10：00
神輿渡御：
5/7（日）10：00
初巳大祭閉扉祭：
5/12（金）15：00

金華山黄金山神社
金華山黄金山神社社務所
☎0225-45-2301

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

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

石
巻
市

春のマンガッタン
祭り

5/3（水・祝）～5（金・祝）
10：00～15：00

中瀬公園
石ノ森萬画館
☎0225-96-5055

松
島
町

春編 松島
「五郎八姫物語」

5/6（土）～7（日）
10:00～16:00

天麟院（境内、本堂、御霊
屋）、水主町民家

いろは姫物語実行委員会
☎022-354-2340

南
三
陸
町

海のパノラマと
ツツジ散策

5/8（月）
10：15（南三陸ホテル観
洋発）～15：05（同ホテ
ル着）

集合場所／南三陸ホテル観
洋

南三陸ホテル観洋
☎0226-46-2442

岩
沼
市

金蛇水神社花まつり
5/8(月)～21(日)
8：30～16：30

金蛇水神社
金蛇水神社
☎0223-22-2672

仙
台
市

第27回仙台国際ハー
フマラソン大会

5/14（日）
開場：7：00～競技終了
12：45

仙台市陸上競技場
（スタート・フィニッシュ）

仙台国際ハーフマラソン大会
実行委員会
☎022-215-3203

※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 お申し込み・お問い合わせ先

交流サロン
毎週月～木曜日
10：00～16：00

松戸・東北交流サロン「黄色いハンカチ」事務所
（千葉県松戸市松戸1834-5小川ビル２階）

100円
東日本大震災復興支援松戸・東北交流サロン　黄色いハンカチ
☎047-710-5519

せいせき桜まつり交流サロン
4/2（日）
10：00～16：00

多摩市立健康センター３階、関戸・一ノ宮コミュニティセンター
第３会議室（東京都多摩市関戸4-19-5）

フリーチケットあり
第36回せいせき桜まつり実行委員会
☎070-6518-7061　　申込〆切　3/31（金）

お花見会
4/19（水）
14：00～16：00

一関市総合福祉センター２階中会議室
（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・千葉）
☎0191-23-6020　　 申込〆切　4/12（水）

東雲住宅交流サロン
毎週火・木曜日
13：00～16：00

国家公務員宿舎東雲住宅内集会室
（東京都江東区東雲1-9-9）

無料
江東ボランティアセンター
☎03-3645-4087　※事前にお問い合わせの上ご参加ください。

来らっせしらさぎ（定期サロン）
毎週金曜日
10：00～12：30

白鷺一丁目第３アパート第３会議室
（東京都中野区白鷺1-4）

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（専用電話）

町屋６丁目ミニサロン
毎月第４金曜日
13：30～15：30

都営町屋６丁目住宅第二集会室
（東京都荒川区町屋6-22-2）

無料
荒川区社会福祉協議会避難者支援担当
☎03-3802-2794　※初回のみ要事前申し込み

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。

「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。

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。

※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。

窓口名
（実施機関名）

相　談　内　容 受付時間・連絡先

ハローワーク地方就職支
援コーナー

（品川公共職業安定所）

ＵＩＪターンなどにより地方で働くことを
希望する方を支援するため、厚生労働省で
は、ハローワークの全国ネットワークを活
用した職業相談、職業紹介のほか、大都市
圏のハローワークに地方就職支援コーナー
を設置し、専門の相談員による職業相談、
職業紹介や情報提供を行っています。

平日8：30 ～ 17：15
（土日祝、年末年始は休み）
☎03-5419-8609（部門コード43＃）

ハローワーク地方就職支
援コーナー
（ハローワークプラザ難波）

平日 10：00～ 19：00
土曜日 10：00～ 18：00
日祝日 10：00～ 17：00
（年末年始は休み）
☎06-6214-9200

おしごとアドバイザー
（厚労省）

「就職活動って何から始めればいいの？」
「正社員になると何が変わるの？」「面接で
は退職理由をきちんと話すべきか？」など、
就職や転職の素朴な疑問から周囲に聞きづ
らい悩みまで、なんでも気軽に質問、相談
できる電話・メール窓口ができました。さ
あ、新しい道への第一歩を一緒に踏み出し
ませんか。

平日17：00～ 22：00
土日祝日10：00～ 17：00
☎0120-987-754

地方就職支援センター
（六本木ジョブパーク）

地方就職希望者について、雇用・生活関連
情報の提供と職業相談・職業紹介等を行っ
ています。 

☎03-3505-8609

窓口名
（実施機関名）

相　談　内　容 受付時間・連絡先

子どもの人権110番
（法務省）

いじめ、親から虐待されている、誰に相
談していいかが分からない…。もしもそ
んな苦しみを抱えていたら、一人で悩ま
ずに、私たちにお電話ください。

平日8：30～17：15
☎0120-007-110

チャイルドライン
（特定非営利活動法人：チャイル
ドライン支援センター）

18歳までの子どものための相談先です。
かかえている思いを誰かに話すことで少
しでも楽になるよう気持ちを受け止めま
す。自分のペースで話したいことだけ話
して下さい。

毎週 月～土16：00～21：00
☎0120-99-7777

24時間子どもSOSダイヤル
（文部科学省）

いじめで困ったり、自分や友人の安全に不
安があったりしたら、一人で悩まずいつで
も電話で相談して下さい。夜間・休日を含
めて24時間受けつけます。

24時間
☎0120-0-78310

就業相談 子どもの相談


