富山県に避難して来られた皆さまへ
＜富山県からのお知らせ(その５)＞
－宮城県の情報①－
平成２３年４月１５日
富山県では、県内に避難して来られた皆さんに、出身自治体から提供を受けた
各種被災者支援措置に関する情報を提供いたします。
関係自治体と連携して、これからも皆さんのお役に立つような情報をこのよう
な形で定期的にご紹介し、県外から避難して来られた皆さんの支援を行っていき
ます。
また、皆さんのふるさとが１日も早く復興することをお祈りしております。

【宮城県からのお知らせ】
１

市町村への連絡のお願い

避難前に居住していた市町村に、皆様の所在地、連絡先などの通知がお済みでない方
は至急連絡をお願いします。
【市町村連絡先一覧】
市町村名

所在地

電話

仙台市

〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目 7 番 1 号

022-261-1111

(宮城野区)

〒983-8601 仙台市宮城野区五輪二丁目 12 番 35 号

022-291-2111

(泉区)

〒981-3189 仙台市泉区泉中央二丁目 1 番地 1

022-372-3111

石巻市

〒986-8501 石巻市穀町 14 番 1 号

0225-95-1111

気仙沼市

〒988-8501 気仙沼市八日町一丁目 1 番 1 号

0226-22-6600

多賀城市

〒985-8531 多賀城市中央二丁目 1 番 1 号

022-368-1141

山元町

〒989-2292 亘理郡山元町浅生原字作田山 32 番地

0223-37-1111

２

住宅に関する情報について

避難している皆様の住宅対策として、県内において、災害救助法（応急仮設住宅・民間
賃貸住宅・プレハブ住宅等）の３つを実施します。実施主体は市町村において実施されま
すので、詳しくは市町村窓口にお問い合わせください。
なお、県の窓口は下記の番号にお願いします。
○ 保健福祉総務課：０２２－２１１－２５１３
【受付時間：８時３０分から１７時１５分まで】
市町村名

担当部局

電話

仙台市

応急仮設住宅等コールセンター

0120-055-150

石巻市

建築課・福祉総務課

0225-95-1111

気仙沼市

保健福祉部 社会福祉事務所

0226-22-6600

多賀城市

総務部管財課

022-368-1141 内線 461

山元町

まちづくり整備課

0223-37-1111

内線 293､294

090-8786-5942

３

教育について

小中学校の転入学に関するご相談は、入学予定または在籍している学校を所管
している市町村教育委員会で対応しておりますので、ご相談ください。
また、高等学校については、入学予定または在籍している県立学校にご相談ください。
市町村名

４

担当部局

電話

仙台市

教育委員会学事課

022-214-8860（直通）

石巻市

教育総務課学事グループ

0225-95-1111 内線 5018

気仙沼市

教育委員会学校教育課

0226-22-3441

多賀城市

教育委員会

022-368-1141 内線 522

山元町

教育委員会

0223-37-5115

災害義援金について
未定。分かり次第お知らせいたします。

５

生活福祉資金について
生活福祉資金（緊急小口資金）の特例貸付制度のご案内です。
○ 貸付限度額：１世帯につき１回限り原則１０万円以内
（条件により２０万円以内。）
避難している市町村の社会福祉協議会が受付窓口です
【お問い合わせ先】
仙台市
仙台市社会福祉協議会：０２２－２２３－２１４２
仙台市以外 宮城県社会福祉協議会：０２２－２２５－８４７８

６

中小企業者特別相談窓口の設置について

【お問い合わせ先】
宮城県における相談窓口
○

相談受付（県経済商工観光部商工経営支援課）
０２２－２１１－２７４４
平成２３年３月１４日（月）から当分の間

午前８時３０分から午後５時まで
○ 相談内容
一般経営相談、国及び県の融資制度
仙台市における相談窓口
○ 相談窓口
１融資関係（市経済局地域産業支援課）
０２２－２１４－１００３
２経営相談（財団法人仙台市産業振興事業団 地域産業振興部
０２２－７２４－１１２２
平成 23 年 3 月 18 日（金）から当分の間
午前 9 時から午後 5 時まで
※3～4 月は土日祝日も開設いたします。

中小企業支援課）

７

平成２３年度自動車税について

○
○
○

今年度の自動車税納税通知書は８月以降に発送します。
被災した自動車について自動車税の課税を停止します。
詳しくは県税事務所にご相談ください。（電話は窓口一覧参照）

※軽自動車税につきましては、各市町村にお問い合わせください。
窓口一覧（問い合せ先電話番号）
相談内容
相談窓口の案内
市町村役場の連絡先情報
市町村の窓口事務の状況
災害救助法（応急仮設住宅・民間賃貸住宅・
プレハブ住宅等）に関すること

担当課
行政経営推進課

子育て関連の各種手当・助成制度の相談

022-211-2332

保健福祉総務課

総務班

022-211-2513

社会福祉課

地域福祉推進
班
団体指導班
団体指導班
生活保護班
援護恩給班

消防課

管理調整班

022-211-2372

医療整備課

医務班
保育支援班

022-211-2614
022-211-2529

助成支援班

022-211-2532

午前６時～午前９時

午後５時～午前２時

022-224-1532
0229-22-0030
0229-23-3703
0229-23-0302
0229-23-3703

薬事温泉班

022-211-2652

国保指導班

022-211-2564

医療指導班

022-211-2565

国保指導班

022-211-2564

みどり保全班

022-211-2676

環境水道班

022-211-2643

がれき一班
がれき二班
獣疫薬事班
食品薬事班
食品薬事班

022-211-2657
022-211-2649
0224-53-3119
022-365-1630
0223-22-2188

子育て支援課
中央児童相談所
北部児童相談所

大人の心のケアに関する相談

精神保健福祉セン
ター

応急措置に係る林地開発等手続の緩和
墓地・埋葬に関する相談
がれきの処理体制
被災自動車に関する相談
保護された被災動物に関する相談

022-211-2238

行政第一班

被災児童の保護に関する相談
子どもの心のケアに関する相談

医療品の供給に関する相談
毒物劇物に関する相談
国民健康保険・後期高齢者医療の保険料
（税）の減免に関する相談
国民健康保険・後期高齢者医療の一部負担
金の減免に関する相談
被保険者証の再交付に関する相談
医療費が高額になった場合の相談

電話番号

市町村課

災害ボランティアについて
義援金の受付に関すること
生活福祉資金の貸付について
生活保護に関する相談
中国帰国者の生活相談
被災者生活再建支援法に関すること（住家の
被害程度及び住家の再建方法に応じた支
援）
医療機関等に関する相談
保育施設被害に関する相談

担当班
行政サービス
品質向上班

薬務課

国保医療課

自然保護課
食と暮らしの安全
推進課
震災廃棄物処理対
策検討チーム
仙南保健所
塩釜保健所
塩釜保健所岩沼支

午前９時～午後５時

022-211-2519
022-211-2516
022-211-2516
022-211-2517
022-211-2563

所
塩釜保健所黒川支
所
大崎保健所
栗原保健所
登米保健所
気仙沼保健所
動物愛護センター
工場被害に関する相談

産業立地推進課

制度資金・融資に関する相談（商工）
商工経営支援課
中小企業者の経営に関する相談
雇用・労働に関する相談等
若年求職者の仕事に関する相談
雇用対策課
求職者の生活維持・就労に関する情報

食品薬事班

022-358-1111

獣疫薬事班
食品薬事班
食品薬事班
食品薬事班
愛護班
企業誘致第一
班
企業誘致第二
班
商工金融第一
班
商工経営指導
班
労働相談専用
みやぎジョブ
カフェ
みやぎ求職者
総合支援セン
ター
企画・多文化
共生班

0229-87-8001
0228-22-2115
0220-22-6120
0226-22-6615
022-358-7888
022-211-2732
022-211-2734
022-211-2744
022-211-2742
022-214-1450
022-264-4510
(10:00～18:30)
022-721-0588
(10:00～18:00)

英語・中国語による情報提供、公立学校のＡ
ＬＴの安否確認

国際経済・交流課

制度資金・融資に関する相談（農林水産）

農林水産経営支援
課

金融班

022-211-2756

農業に関する被害の相談
農業技術に関する相談

農業振興課

企画指導班
普及支援班

022-211-2833
022-211-2837

農作物・農業用施設被害に関する相談

農産園芸環境課

農産食糧班

022-211-2841

畜産被害に関する相談
農地・農業用施設被害に関する相談
林業に関する被害の相談

畜産課
農村整備課

企画管理班
防災対策班
企画推進班
林業基盤整備
班
治山班
企画推進班
漁港漁場整備
班
技術企画班
工事契約班
砂防・傾斜地
保全班

022-211-2851
022-211-2875
022-211-2911

企画調査班

022-211-3245

建築宅地課
大河原土木事務所

開発防災班
建築指導班
建築班

022-211-3244
022-211-3243
0224-53-3918

仙台土木事務所

建築班

022-297-4347

林道施設被害に関する相談

林業振興課

治山施設被害に関する相談
漁業被害に関する相談

森林整備課
水産業振興課

漁港施設被害に関する相談

水産業基盤整備課

被災した建設工事等の契約に関する相談

事業管理課
契約課

土砂災害に関する相談

防災砂防課

被災建築物の応急危険度判定に関する相談
被災宅地の危険度判定に関する相談
被災住宅に関する相談
建築確認申請手数料等の減免に関する相談

建築宅地課

北部土木事務所
建築班
北部土木事務所栗原地域事務所（建
築担当）

022-211-2972

022-211-2913
022-211-2923
022-211-2935
022-211-2942
022-211-3187
022-211-3336
022-211-3232

0229-91-0737
0228-22-2168

東部土木事務所登米地域事務所（建
築担当）

0220-22-2775

児童生徒への対応の相談

義務教育課

指導班

県立高等学校の授業料の減免
高等学校等育英奨学金の相談

高校教育課

管理運営班
調整班

022-211-3623
022-211-3621

私立高等学校の授業料減免に関する相談

私学文書課

私立学校班

022-211-2268

自動車税の課税停止等県税の取扱いに関す
る相談（個人事業税・不動産取得税・自動車
税）

県内公共交通機関（仙台空港及び仙台空港
アクセス鉄道を除く）に関する情報（運行状況
は原則除く）
仙台空港に関する情報
仙台空港アクセス鉄道に関する情報

福島第一原子力発電所事故に関する情報

022-211-3644～6

大河原県税事務所

0224-53-3111(代)

仙台南県税事務所

022-248-2961(代)

仙台中央県税事務所

022-715-0621(代)

仙台北県税事務所

022-275-9111(代)

塩釜県税事務所

022-365-4191(代)

北部県税事務所

0229-91-0701(代)

北部県税事務所栗原地域事務所

0228-22-2111(代)

東部県税事務所登米地域事務所

0220-22-6111(代)

総合交通対策課

交通対策班

022-211-2437
022-211-3228

空港臨空地域課

空港振興班
空港・アクセ
ス鉄道調整班
（相談窓口）

022-211-3323

午前９時～午後５時

※間違い電話の苦情が多
数寄せられております。お
問い合わせいただく際は，
電話番号をもう一度，ご確
認ください

原子力安全対策室

022-211-3227

