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　『高齢者向け優良賃貸住宅』とは、バリアフリーや緊急通報システム・安否確認システ

ムなど、高齢者の方が安心して暮らせる環境を備えた民間の賃貸住宅で、宮城県内には仙

台市と石巻市に認定された住宅があります。

　自治体が公的住宅として認定するので、所得に応じて家賃の一部が減額されるなど、通

常よりも軽い負担で入居することが出来ます（所得金額によっては家賃の減額を受けられ

ない場合があります)。

■入居要件について

（１）仙台市の場合

　次の①、②のどちらかに該当する方が対象となります。

　　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歳以上の住民基本台帳登録をしている外国人の方

（２）石巻市の場合

　次の①、②のどちらかに該当する方が対象となります。

　　①単身高齢者世帯

　　②高齢者＋同居人（配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている60歳未

　　　満親族/特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者）

　　※「高齢者」とは、60歳以上の者または要介護認定若しくは要支援認定を受けている者

■募集時期について

　定期的な募集は行われていません。住戸が空き次第、随時行われています。

■申込について

　申込みは各団地を管理する管理業務者（不動産会社等）に直接行います。管理業務者が

分からない場合には、自治体の担当窓口にお問い合わせください。

※県外にお住まいでも入居の申込は可能ですが、入居する場合には当該自治体への住民登

　録が必要となります。

■サービス・サポートについて

　別途料金を負担することにより、以下のサービス・サポートを受けることが出来る物件

もあります。(物件により対応しているサービス・サポートは異なります。)

　　①緊急時対応サービス

　　　急病・事故等に備えて、各住戸のトイレ・浴室・寝室には、通報装置が設置されて

　　　います。通報を受けた管理者・警備会社等は、電話や訪問等を行って安否を確認し、

　　　必要に応じて消防署や警察署等に連絡を行います。

　　②安否確認システムについて

　　　各住戸の生活活動がある場所に設置されたセンサー等により、入居者に異常がある

　　　と思われる場合に、上記①と同じ対応を行います。

　　③生活援助員（LSA:ライフサポートアドバイザー）によるサポートについて

　　　生活相談、安否の確認、一時的な家事の援助、緊急時の対応など、暮らしのサポー

　　　トが受けられます。

■認定期間について

　認定期間は建物ができてから20年です。20年を過ぎると家賃補助の適用はなくなりま

す。

　宮城県では、応急仮設住宅入居者や県外に避難されている皆さま向けに、宮城県内のア

パートやマンション等の賃貸住宅に関する情報を提供する避難者専用のコールセンターを

開設しています。

　コールセンターでは、宮城県内の賃貸住宅の物件情報や不動産事業者の紹介、契約手続

きなどのご相談をお受けしています。どうぞお気軽にご相談ください。

※事前に下記のような希望条件等を書き出してから電話いただくと、スムーズに物件をご

案内できます。

　・どこの町に住みたいですか？（町名・最寄り駅など）

　・自分が無理なく支払われるお家賃は？

　・建物の種類は？（マンション・アパート・貸家）

　・お部屋のタイプ・広さは？（何人で住む予定ですか？）

　・駐車場は必要ですか？（台数は？）

　・建物の設備で必要なものは？（ガス・給湯・シャワー・エアコン等）

　・周辺環境で必要なものは？（スーパー・病院・保育園・学校等）

　・お部屋の階数は？（２階以上希望・１階でも可）

　・その他気になることはありますか？

農地の復旧状況

　東日本大震災で被害のあった農地：約13,000haのうち、全体の約97％にあたる

12,578haが復旧し、耕作が可能となりました。

項目

農　地
(除塩含む)

復旧対象面積：
約13,000ha
※年度別復旧計画

進捗率

50％ 100％

96.8％

参考

着手面積：
約12,895ha(H29/10末現在)

完成面積：
約12,578ha(H29/10末現在)

▲海水による塩害のあった名取市の水田（名取市下増田）

H23
H24
H25
H26

5,780ha
5,220ha
700ha
590ha

H27
H28
H29
H30

340ha
210ha
150ha
10ha

完成

50％ 100％

99.2％着手

約97％

約99％

宮城県住宅情報提供コールセンター

☎ 022-796-9501〈10:00 ～ 17:00〉

定 休 日：水曜・土曜・祝日・年末年始（12/29 ～ 1/3まで）

※日曜日も受付しておりますので、お気軽にご相談ください。

　県では、被災者の皆さまの生活を中心とした支援制度に関する概要と問い合わせ先を掲
載した「みやぎ被災者生活支援ガイドブック」を毎年発行しています。このたび、制度改
正等を反映した平成30年１月版を発行しました。県外に避難されている皆さまへは、２月
から順次直接お届けしています。お手元に届かない方は、お手数ですが下記のお問合せ先
までご連絡ください。

　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

仙台市認定の高齢者向け優良賃貸住宅について

仙台市都市整備局住宅政策課住宅政策係　☎ 022-214-1269

石巻市認定の高齢者向け優良賃貸住宅について
建設部住宅管理課　☎ 0225-95-1111（代表）

※各住戸の間取や設備等の詳細は、各団地を管理する管理授業者へお問合わせ
　ください。

宮城県震災復興推進課　(☎ 022-211-2408)
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交流会・イベント名 日時 場所 参加費 イベント内容
問い合わせ先
電話番号

かながわ散歩カフェ
２月３日(土)
３月３日(土）

鎌倉33観音コース
鶴岡八幡宮他

200円
(保険代として）

神奈川散歩カフェは避難者同士の交流と健康づくりを目指してボ
ランティアで企画運営されています。 かながわ避難者と共にあゆむ会　事務局

☎ 045-312-1121(内線4142）
※電話受付時間：平日13時～17時
　ayumu.tomoni@gmail.com地域交流懇談会 ２月18日(日）

横浜市青葉区
「ふれあいあおば」

無料
神奈川県内で比較的多く避難者が在住されている地域を選定し、
交流懇談会・相談会を実施しています。
神奈川弁護士会の協力により弁護士相談会も同時に開催します。

カフェで会いましょう
毎週月曜日･金曜日
10:00～16:00

生活クラブ生協みつわ台デポー内
（千葉県千葉市若葉区
　　　　　　　みつわ台3-14-5）

コーヒー、紅茶、
ジュースなど

1杯200円

被災された方や地域の方が喫茶を運営しており、地域住民との交
流の場になっています。

わかば「お茶っこ」しよう会

☎ 080-6501-7113
　ochako@outlook.jp

学習支援サロン
毎月第１･３火曜日
17:00～18:30

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）

１回300円
大学生の学習支援ボランティアによる幼稚園年長～小学生を対象
とした学習支援サロンです。

NPO法人こどもプロジェクト

☎ 03-6280-8422

Smileサロンin上高田

毎月第１木曜日
(14:00～16:00）
※祝日の場合は第２
木曜日

上高田4丁目アパート３号棟
１階集会室

無料
傾聴ボランティアのスタッフによるアットホームな雰囲気でじっ
くりとお話ができるのが特徴のサロンです。

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

地
域 イベント名 開催月日 会　場 イベント内容

問い合わせ先
 電話番号

蔵
王
町

こけしびなまつり 
２月１日(木)～
３月21日(水・祝)

みやぎ蔵王こけし館
　こけし発祥の地のひとつである蔵王町の遠刈田地区には、“こけし雛”と呼ばれる雛
人形があります。みやぎ蔵王こけし館では、２月から３月中旬にかけての期間『こけし
びなまつり』が開催され、こけし雛の展示即売会が行われます。

みやぎ蔵王こけし館：
遠刈田伝統こけし木地玩具業協同組合 
☎ 0224-34-2385

仙
台
市 

勝負の神・秋保神社
「節分祭」

２月３日(土) 秋保神社境内
　秋保神社境内において、福豆や当たり豆などの様々な福物がまかれるほか、“凧作り
教室”や“もちつき大会”などのイベントが開催されます。

秋保神社
☎ 022-399-2208

塩
竃
市

鹽竈神社節分祭 ２月３日(土)・４日(日) 鹽竈神社
　鹽竈神社の節分祭追儺式（ついなしき）は、毎年２月３日と間近の日曜日に行われ、各

地から選ばれた年男と年女がお揃いの裃姿で豆を撒き、一年間の除災招福を祈願します。
鹽竈神社 
☎ 022-367-1611

大
崎
市

第47回田尻クロス
カントリー大会

２月４日(日) 大崎市田尻総合体育館
　今年で47回目の開催を迎えるマラソン大会。ファミリー対象の2,500mから一般男子対
象の10,000mまで10種目あり、市内・市外から多くの方が参加します。

大崎市田尻総合体育館 
☎ 0229-39-3001

登
米
市

とよま凧あげ大会 ２月４日(土)
北上川右岸堤防
(登米市登米町
寺池三日町裏～中町裏)

　今年で55回目の開催を迎える歴史ある大会。雄大な北上川の登米大橋付近の会場か
ら、毎年たくさんの手作り凧があげられます。

登米市登米公民館 
☎ 0220-52-2316

加
美
町

2018 やくらいクロス
カントリースキー大会ｉｎ宮城 

２月12日(月・祝)
やくらいガーデン内
特設会場

　加美町のやくらい山麓に広がる幻想的な雪景色をクロスカントリースキーやウォーキ
ングをしながら楽しむことができます。クロスカントリースキーのコースは２km、４km、
８kmの３コースがあり、ウォーキングは２kmのコースがあります。

やくらいｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ大会
実行委員会事務局
(加美町教育委員会体育振興室内)
☎ 0229-69-5113

大
崎
市

第12回大崎市スノー
フェスティバルｉｎオニコウベ

２月17日(土)・18日(日) オニコウベスキー場

　大崎市のオニコウベスキー場で毎年開催されているスノーフェスティバル。前夜祭で
は、たいまつ滑走やミニ花火大会、コンサートなどのイベントが催され、スノーフェス
ティバル当日は全日本スコップ雪投げ選手権や、そりすべりタイムレース、宝探しなど
楽しいイベントが多数開催されます。

オニコウベスキー場
☎ 0229-86-2111

南
三
陸
町 

志津川湾牡蠣まつり福興市 ２月25日(日) 志津川仮設魚市場
　旬を迎える南三陸産の牡蠣をテーマにした復興市。志津川湾で育てられた栄養豊富な牡
蠣が格安で販売さるほか、牡蠣使った料理のブースも出店される予定です。 

南三陸福興市実行委員会事務局
☎ 090-7077-2550

※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。

「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。）

●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。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。

●地域包括支援センター

　介護保険に関する相談や申請、様々な社会資源の紹介、高齢者の見守りや心身の状態に応じた支援を
行うなど、高齢者の総合的な相談窓口として全国の市町村に設置されています。

窓　口　名
（実施機関名）

相　談　内　容 受付時間・連絡先

事業者向け二重債
務などの相談窓口
（宮城県産業振興相
談センター） 

震災により大きな被害を受けた事業者を対象に、
支援施策の紹介や事業計画の策定支援、二重債
務問題への対応などを行っています。中小企業
者のほか小規模事業者、農林水産・医療福祉事
業者など幅広く相談受け付けています。

【相談機関】
宮城県産業復興相談センター
☎ 022-722-3858
東日本大震災事業者再生支援機構
☎ 022-393-8550

【お問合せ】
県商工金融課　☎ 022-211-2744

中小企業電話相談
ナビダイヤル
（中小企業庁）

震災の影響を受けた全国中小企業者の皆さまか
らのご相談に対応します。どこに相談したらい
いのかわからない方はぜひご活用ください。最
寄りの経済産業局中小企業課につながります。

平日 9:00 ～ 17:30
☎ 0570-064-350

事業資金相談ダイ
ヤル（株式会社日
本政策金融公庫）

これから創業をお考えの方、創業して間もない
方、個人企業・小規模企業の方、中小企業の方
などの具体的な融資に関する相談に応じます。

平日 9:00 ～ 19:00
☎ 0120-154-505

宮城県内の復興の様子をご紹介します。

国営みちのく杜の湖畔公園のクリスマスイルミネーション
（川崎町）

小平農村公園で開催されたイルミネーション
イベント コダナリエ（山元町）

光のページェント（仙台市）

身近にある地域の相談窓口 中小企業支援

２月～３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答えする窓口をご紹介します。

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。


