
　

平成29年８月発行　みやぎ復興定期便　Vol.40

復興定期便

みやぎ ８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.40

　宮城県内各地の自治体では、防災集団移転促進事業を着々と進め、順次宅地の引渡しを行って

いるところですが、以下の２つの自治体では追加の募集を行っています。

■女川町

○追加募集している防災集団移転促進団地

地区名 空き宅地数 地区名 空き宅地数

御前浜地区 ３宅地 小屋取地区 １宅地

竹浦地区 ３宅地 寺間地区 １宅地

塚浜地区 １宅地

○お申し込みについて

　上記の地区の空き宅地について、次に掲げる方で宅地の購入を希望される方は、直接下記の担

当課までお問い合わせください。

　・女川町の自立再建団地に土地を購入し、住宅を建築して居住を希望する方

　※防災集団移転対象者以外の方への土地の引渡しは、国との事務手続き完了後となります。

問 女川町　復興推進課　防災集団移転係　☎0225-54-3131（内線262、263）

■気仙沼市

○追加募集している防災集団移転促進団地

募集地区名 区画数 募集地区名 区画数 募集地区名 区画数 募集地区名 区画数

大沢Ａ地区 ２ 梶ヶ浦地区 ４ 津谷大沢地区 １ 面瀬地区 １

舞根２区地区 １ 小々汐地区 １ 大谷第２（前浜）地区 １

小泉町地区 18 大谷地区 ２ 鹿折北地区 11

只越地区 ２ 鮪立地区 １ 九条地区 １

※区画面積・借地料・分譲価格は区画によって異なります。（募集区画数は６月26日現在）

○お申し込みについて

　震災発生時（平成23年３月11日時点）に市内の災害危険区域内に居住していた方（補助金など

を受け、住宅再建されている方は除きます）。また、上記対象者以外の方への募集も行って参り

ますので、詳しくは下記までご連絡ください。

問 住宅支援課宅地引渡相談窓口　☎0226-22-6600（内線593、594）

●県内の公共職業安定所別有効求人倍率
　平成29年４月の県内の有効求人倍率は1.54倍で、東日本大震災発生の翌月（平成23年４月は0.44
倍）と比較すると1.1ポイント高くなっています。

　宮城県では、東日本大震災により被災し、県外へ避難されている方々が、生活再建や帰郷に向

けた情報収集や相談援助等の支援が受けられるように、全国３ヶ所に相談窓口（みやぎ避難者帰

郷支援センター）を設置しています。

　昨年度に引き続き、今年度も下記の日程で無料相談会を実施しますので、開催月の前月に送付

される定期便をご確認いただき、お気軽にご参加ください。

　なお、当日相談会にご参加できない方につきましても、電話やメールでの相談は随時受け付け

ておりますので、お気軽にご相談ください。

■北海道地区（主催：一般社団法人北海道広域避難アシスト協会）

　・日程（開催場所）

　　９月９日（北海道旭川市）

　　12月２日（北海道札幌市）

　・お問い合わせ

　 〈月～金（祝祭日除く）10時～ 17時〉

　　☎0120-311-403（フリーダイヤル）　✉ info@kouiki-assist.com

■中部地区（主催：NPO法人地域づくりサポートネット）

　・日程（開催場所）

　　８月27日（愛知県名古屋市）

　　10月29日（福井県あわら市）

　　１月下旬（静岡県浜松市）

　・お問い合わせ

　 〈月～金（祝祭日除く）10時～ 17時〉

　　☎0120-755-455（フリーダイヤル）　✉ info@shizuoka-t.net

■西部地区（主催：ひろしま避難者の会アスチカ）

　・日程（開催場所）

　　９月24日（広島県広島市）

　　11月11日（沖縄県那覇市）

　・お問い合わせ

　 〈月・火・水・金（祝祭日除く）10時～ 16時〉

　　☎0120-738-124（フリーダイヤル）✉miyagi.hinan.hir@gmail.com 

宮城県内の雇用情勢

　次の自治体は、災害公営住宅の入居に際して補助金を交付することとしています（あくまでも

概要になりますので、詳細については各自治体の担当課まで直接お問い合わせください）。

■塩竈市

　・交付要件（以下の全てに該当する方が補助の対象となります。）

　　①災害公営住宅の入居許可者

　　② 被災者生活再建支援金の基礎支援金を受給している方（被災当時属していた世帯の世帯主

（代表者）が受給している場合も含む。）

　　③ ②のうち、被災者生活再建支援金の加算支援金又は防災集団移転促進事業等の復興事業に

よる移転費用の補助を受けていない方。ただし、災害公営等への入居（転居、手続等）が

完了していない場合は、支給を受けることができません。

　・補助金額

　　１世帯あたり20万円

　・申請期限

　　平成30年３月末まで

問 塩竈市建設部定住促進課　　　　☎022-364-1126
　塩竈市健康福祉部生活福祉課　　☎022-364-1131

■多賀城市

　・交付要件

　　 東日本大震災による住宅被災程度が全壊またはみなし全壊（半壊または大規模半壊で当該被

災住宅を解体）で、多賀城市内の災害公営住宅へ入居する方。

　・補助金額（一戸当たりの入居予定人数によって補助金額が決定されます。）

　　１人30万円　２人35万円　３人40万円　４人45万円　５人以上50万円

　・申請期限

　　平成30年３月31日まで

問 多賀城市保健福祉部生活支援課支援調整係　　☎022-368-1141（内線：132～133）

■南三陸町

　・交付要件

　　南三陸町の災害公営住宅に入居される方

　　※申請及び交付決定より前に引っ越しを完了された方は事業の対象外となります。

　・補助金額

　　上限80万２千円

問 南三陸町保健福祉課 被災者支援係　　☎0226-29-6451

　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、以下の場合に該当する

方は、忘れずに登録手続きを行うようご協力願います。

　①避難を終了した方（定住、帰郷など）

　②避難先を移動した方（転居など）

　③未登録又は誤登録だった方

※登録手続きは、現在お住まいの市町村役場で可能です。

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）

県内の公共職業安定所別有効求人倍率� ※全体は季節調整値

安定所名 全体※ 仙台 石巻 塩竈 気仙沼

Ｈ23年４月 0.44 0.50 0.28 0.27 0.19

Ｈ29年４月 1.54 1.55 1.78 0.83 1.65

雇用情勢（Ｈ29年４月）

  【資料出典：宮城労働局】

有効求職者数※　　　　　　約４万人

  【震災直前（Ｈ23.3）：約５万４千人】

  　【ピーク時（Ｈ23.6）：約７万７千人】

※ 有効求職者：震災による失業者、震災以外の

理由による失業者、震災前からの失業者等

宮城県　合同就職面接会の開催

　震災で離職・廃業された方や既卒未就職者等を

対象とした合同就職面接会

（平成29年度は４回開催する予定）

●宮城県内の求人・求職のバランス
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鹿折南住宅（気仙沼市） かさ上げ工事の進む志津川市街地（南三陸町） 整備進む商港岸壁の防波堤（気仙沼市） 5月30日　女川町地方卸売市場の竣工式（女川町）

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

司法書士無料相談所
8月17日（木） 
18:00～20:00

【山形会場】山形県司法書士会館（山形県山形市小白川町1-16-26）
【東根会場】東根市さくらんぼタントクルセンター（山形県東根市中央1-5-1）
【寒河江会場】フローラ･SAGAE（山形県寒河江市本町2-8-3）

無料
山形県司法書士総合相談センター
☎023-642-3434（予約不要）

ふるさとお茶っこ交流会
8月23日（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
☎0191-23-6020
※ 参加の場合には事前に電話連絡する必要があります。
(準備のため）

交流サロンよろっと
毎週平日・第1、3土曜日
9:30～16:00

新発田市地域交流センターきやり館２階
（新潟県新発田市中央町3-13-3）

無料
新発田市 市民まちづくり支援課

（新発田市中央町3-3-3 ヨリネスしばた6階）
☎0254-22-3030

お茶飲み交流
毎週水曜日
14:00～16:00

新宿けやき園（東京都新宿区百人町4-5-1） 無料
新宿区社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター
☎03-5273-9191

※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。

東日本大震災により被災し、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。

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。

地
域

イベント名 開　催　月　日 会　　場 イ　ベ　ン　ト　内　容
お問い合わせ先

電話番号

大
崎
市

第71回おおさき
古川まつり

8/2（水）
19:00～花火大会
8/3（木）～8/4（金）
10:00～21:00

大崎市古川地域中心商店街
　２日の夜にはおおさき花火大会が開催され、３日 ･ ４日は七夕の吹き流しの中をまつ
り太鼓やみこしの行列が練り歩き、特設ステージの「おまつり広場」では各種イベントが
開催されます。

大崎市古川地域イベント連絡協議会
事務局（古川商工会議所）
☎0229-24-0055

多
賀
城

市 ザ・祭りin多賀城
8/5（土）
10:00～20:30
※花火は19:45～

陸上自衛隊多賀城駐屯地グランド
 「ふるさと創生」を推進していきたいという発想から生まれたお祭り。盆踊り・縁日・ス
テージコンサート・よさこい・花火大会・フリーマーケットなど、多数のイベントが催
されます。

多賀城市民夏祭り実行委員会事務局
（多賀城・七ヶ浜商工会内）
☎022-365-7830

名
取
市

第32回なとり夏
まつり

8/5（土）
14:00～21:00
※花火は19:45～20:40

下増田小学校グラウンド
（仙台空港アククセス線美田園よ
り徒歩10分）

　東日本大震災で亡くなった多くの方々の鎮魂と復興への願いを込め、4000発の花火が
打ち上げられます。たくさんの屋台が出店するほか、日中はさまざまなイベントが催さ
れます。 

なとり夏まつり行委員会事務局
☎022-382-6526

気
仙
沼
市

気仙沼みなとま
つり（花火大会）

8/5（土）
16:30～20:00
8/6（日）
11:00～20:30

8/5（土）気仙沼市田中前大通り
8/6（日）気仙沼市内

　航海の安全と大漁を祈願する気仙沼地方最大級の夏祭り。２日目の夕方からは、約600
基の和太鼓を一斉に演奏する「打ちばやし大競演」が行われ、約2,400発もの花火が会場か
ら打ち上げられます。

気仙沼みなとまつり委員会
（気仙沼商工会議所内）
☎0226-22-4600

仙
台
市

仙台七夕まつり
8/5（土）～8/8（火）
※花火打ち上げは8/5（土）
19:00～20:30

JR仙台駅前から中心部および周
辺商店街

　風流を好んだ仙台藩祖 ･ 伊達政宗公が奨励した行事ともいわれる仙台伝統のお祭り。
初日の夜には約１万6000発もの花火が打ち上げられます。

【七夕まつり】
　仙台七夕まつり協賛会（仙台商工会議所内）
　☎022-265-8185
【花火】
　公益社団法人　仙台青年会議所
　☎022-222-9788

仙
台
市

瑞鳳殿七夕ナイト
8/6（日）～8/8（火）
篠笛の演奏18:00～18:50
森のコンサート19:00～21:00

瑞鳳殿（伊達政宗公霊屋、経ヶ峯
歴史公園内）

　せんだい七夕まつりの３日間は、瑞鳳殿の敷地内も七夕飾りで彩られます。夜には観
覧時間が延長され、ライトアップされた幻想的な瑞鳳殿が見られます。また、藩政時代
からの杉林に囲まれたステージでは、「森のコンサート」が行われます。

仙台藩祖伊達政宗公霊屋　瑞鳳殿
☎022-262-6250
✉ zuihoden@zuihoden.com

石
巻
市

牡鹿鯨まつり
8/6（日）
10:00～20:30

石巻市鮎川浜（旧公民館跡地）
　捕鯨の町 ･ 牡鹿の文化を伝承するお祭りで、七福神舞、金華山龍（蛇）踊りや鯨肉の炭
火焼無料試食コーナー、鯨のアイデア料理・鯨肉の販売など、さまざまなイベントが行
われます。

（一社）石巻観光協会牡鹿事務所
☎0225-45-3456

仙
台
市

2017秋保温泉夏
まつり

8/12（土）～8/13（日） 秋保・里センター
　夏の恒例イベント！「せんこう花火大会」や「かき氷早食い選手権大会」、伊達武将隊に
よる演舞、大抽選会など、暑い夏を満喫できるイベントが多数開催されます。

秋保温泉夏祭り実行委員会
（秋保温泉旅館組合事務局）
☎022-398-2251

※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。

就業相談

京都ジョブパーク 受付時間・連絡先

　京都ジョブパークでは「震災関連就職支援等特別窓口」
を開設し、東日本大震災や熊本地震の影響により京都府へ
避難された方の状況に応じ、個別に就職先を開拓するなど
してお仕事をご紹介しています。ご利用の際には、館内の
保育ルームもご利用いただけます。（無料・2日前までに要
予約）
　○相談の一例
　　・ 京都府内での正規雇用や当面の間の臨時的な雇用の相談 
　　・京都府内での就職を希望しているご家族に関する相談

【利用時間】
　9時～19時（月曜～金曜）、
　9時～17時（土曜）
　（日曜、祝日、年末年始はお休みです。）

【お問い合わせ】
　京都ジョブパーク　総合受付・相談
　〒601-8047
　京都市南区東九条下殿田町70
　（新町通九条下ル）京都テルサ西館3階
　☎075-682-8915（パーク行こ）
　✉ info@kyoto-jobpark.jp

東京仕事センター 受付時間・連絡先

　東日本大震災（長野県北部の地震を含む。）で被災さ
れた方を対象に、カウンセリングから職業紹介、就職
後の相談まで継続的な就職支援を行っています。
　○対象者
　　 東日本大震災により被災された方で、東京都内で

の就職を希望される方

【利用時間】
　平日:9～20時、土曜日:9～17時 
　（日曜日・祝日・年末年始は除く）

【お問い合わせ】
　東京しごとセンター
　東京都千代田区飯田橋3丁目10番3号
　☎03-5211-3312

東日本大震災により被災し、宮城県外に避難された皆さまのお悩み等にお答えする窓口をご紹介します。


