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南相馬市小高区に仮設店舗「東町エンガワ商店」がオープン

　宮城県は、宮城県の魅力を発信し、移住・定住を推進するための取り組みとして東京都内と仙台市
内の２か所に「みやぎ移住サポートセンター」を開設しました。インターネットでも「みやぎ移住ガイド」
（https://miyagi-ijuguide.jp/）として情報を発信しています。
　東京サポートセンター：東京都千代田区大手町2-6-4　TEL 03-6734-1344

「みやぎ移住サポートセンター」開設宮 城
2015年
7月21日

宮 城
2015年
7月21日

 

【連 絡 先】 〒231-0011 横浜市中区太田町4-47 コーワ太田ビル7F「かながわ避難者と共にあゆむ会」宛
【活動拠点】〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民活動サポートセンター
　　　　　TEL 045-312-1121（内線4142）［受付時間：平日 午後1時～5時］ FAX 045-312-1862
　　　　　メール：info@hinansha-shien.net ホームページ：http://hinansha-shien.net/
広報誌『ともにあゆむ』発行は、かながわボランタリー活動推進基金２１協働事業負担金 対象事業です。
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私たちの活動をサポートしてくださる方からの
活動支援金（1口1,000円）を受け付けてお
ります。ご協力よろしくお願いいたします。
ゆうちょ銀行 振替口座00250-7-101771
加入者名：かながわ避難者と共にあゆむ会

　先々月にお知らせしましたが、マイナンバーの通知カードの発送が10月から開始さ
れています。送付先は原則として住民票の住所ですが、避難されている方は避難先へ
の送付にも対応する特例が設けられています。詳しくは避難元の自治体にお問い合わ
せください。

　東日本大震災および原発事故により避難されている方に対し、受入先
の自治体で独自の支援・取り組みを進めている例をご紹介します。今回
ご紹介していない自治体でも、公営住宅の募集要件の緩和や、民間賃貸住宅を扱う事
業者を紹介してくれる場合がありますので、まずは相談されてみてはいかがでしょうか。
相談先がわからない場合は、あゆむ会にお問い合わせいただいてもかまいません。

復旧工事用ベルトコンベヤーが役目を終える岩 手
2015年
9月15日

岩 手
2015年
9月15日

　陸前高田市で復旧工事を加速させるために使用されてきた、「希望のかけ橋」という愛称で知られる
巨大ベルトコンベヤーが役目を終えました。今年度中に解体されることが決定しています。このベルト
コンベヤーにより、10ｔトラックだと約９年かかる土砂運搬作業が約２年半に短縮されたと言われて
います。

　東日本大震災による津波と福島第一原発事故によって全町避難を余儀なくされた福島県双葉郡楢
葉町で、避難指示が解除されました。

楢葉町が避難指示解除福 島
2015年
9月5日

福 島
2015年
9月5日

天神岬温泉しおかぜ荘が営業再開
　避難指示が解除された楢葉町で、天神岬スポーツ公園内の楢葉町サイクリングターミナル（宿泊施
設）と天神岬温泉しおかぜ荘（日帰り温泉）が全面リニューアルし、営業再開しました。

福 島
2015年
9月19日

福 島
2015年
9月19日

　JR小高駅（休業中）近くに、日用品や食品を扱う仮設スーパーがオープンしました。　
　住所：小高区東町1-23　営業時間：月～土 午前10時～午後７時　駐車場あり

福 島
2015年
9月28日

福 島
2015年
9月28日

最新情報

　2015年５月から、東日本大震災に伴う「都内避難者相談拠点」を設置しています。これは、被災県と連
携して都内避難者からの相談への対応や、避難生活に役立つ最新の情報を発信することにより、都内避
難者の一日も早い生活再建につなげることを目的としており、一般相談、専門相談、情報発信などを行っ
ています。
　所在地：東京都新宿区神楽河岸１番１号 飯田橋セントラルプラザ５階　TEL 03-5946-8655

東京都

　2015年７月、被災県（対象世帯は宮城県、福島県、茨城県、千葉県）からの要請内容にかかわらず、市
営住宅と民間借り上げ住宅の供与期間を、一律「入居日から６年間」に延長しました。
※新規の入居受付はしていません。
　また、敷金・礼金なし・賃料減額の民間賃貸物件を扱う事業者を紹介しています。
　問い合わせ先：京都市 都市計画局住宅室住宅管理課　TEL 075-222-3631　FAX 075-222-3526

京都市

　次のいずれかに該当する被災者の方に、2019年３月末まで県営住宅、職員住宅を提供しています。家
賃は全額免除、敷金・連帯保証人は不要です。
⑴東日本大震災により居住していた住宅が損傷またはインフラの寸断などにより長期にわたり自らの住
　家に居住できない方で、「り災証明書」または「被災証明書」を取得している方
⑵2011年３月11日時点において福島県に居住し、東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により
　避難されている方
⑶局地的に放射能の積算被ばく線量が許容量を超えるおそれがあるとして国が特定する地域（特定避
　難勧奨地点：ホットスポット）に居住していた方
　また、就職相談窓口の設置、公共職業訓練の実施、独自の生活支援金制度、生活再建支援金制度も設  
　けています。
　問い合わせ先：鳥取県 東日本大震災避難者等総合支援チーム
　〒680-8570 鳥取市東町１-220　TEL 0857-26-7156　FAX 0857-26-8122
　電子メール soumu@pref.tottori.jp　ホームページ http://www.pref.tottori.lg.jp/

鳥取県

　被災者向けに公営住宅等の空き家を提供しているほか、県民や企業から無償提供の申し込みのあっ
た民間住宅を紹介する「愛媛県善意の住宅紹介制度」を設けています。
　問い合わせ先：愛媛県 避難者支援総合窓口
　〒790-8570 愛媛県松山市一番町４-４-２（保健福祉課内）　TEL 089-912-2386（専用電話）

愛媛県



　楽しくおしゃべりしながら手芸を楽しむ会です。11月は2回開催します。お正月に
向けて鏡餅のお飾りを作ります。一緒に作ってみませんか？ 初めてご参加の方も
大歓迎です。材料は用意してありますので、お気軽においでください。
場所：かながわ県民センター11階 パートナーシップルーム
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2（横浜駅西口より徒歩5分）
参加対象：東日本大震災の影響で避難されている方
主催：お問い合わせ先：NPO法人かながわ避難者と共にあゆむ会
TEL 045-312-1121（内線4142）（受付時間：平日 午後1時～5時）

　東日本大震災の影響で避難している同士が集まって気兼ねなくおしゃべりしな
がら、趣味のものづくりを楽しんでいます。12月23日はクリスマスプレゼント交換
会を予定しています。
場所：かながわ県民センター15階
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2（横浜駅西口より徒歩5分）
参加対象：東日本大震災の影響で避難されている方
主催：どんぐりの会（小園 080-5058-7310）
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日時等は変更される場合があります。お問い合わせはそれぞれの主催団体までお願いいたします。

１１月～１２月１１月～１２月

11月７日(土）・12月５日(土）
昼12時30分～午後3時(毎月１回)

11月12日(木)･11月25日(水)
12月10日(木)･12月23日(水)
（第2木曜・第4水曜）午前10時頃～午後1時頃

かながわ・あづまっぺお茶っこ会かながわ・あづまっぺお茶っこ会

　神奈川近郊に避難されている皆様が気楽にお話しできる「お茶
っこ」を開催します。軽食（おにぎり・サンドイッチ等）を準備しスタ
ッフがお待ちしています。どうぞお気軽においでください。
場所：かながわ県民センター11階 コラボスタジオ
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2（横浜駅西口より徒歩5分）
参加対象：東日本大震災の影響で避難されている方
主催・お問い合わせ先：NPO法人かながわ避難者と共にあゆむ会
TEL 045-312-1121（内線4142）（受付時間：平日 午後1時～5時）

11月３日(火･祝)午後1時～午後3時
地域交流会 in はだの地域交流会 in はだの

　秦野市民の日に開催されるお祭りに合わせて、近隣に避難されている方向けの
交流会を開催します。お祭りでは、総合体育館駐車場をメイン会場として、さまざ
まな団体のテントが並び賑わいをみせます。この機会にお越しになりませんか。当
日、秦野駅と会場を結ぶ無料シャトルバスが運行されますのでご利用ください。
場所：秦野市文化会館 和室と第3会議室
神奈川県秦野市平沢82（小田急小田原線「秦野」駅よりシャトルバス利用、約10分）
参加対象：東日本大震災の影響で避難されている方
主催：秦野市、NPO法人かながわ避難者と共にあゆむ会
お問い合わせ先：秦野市 地域福祉課（担当：浦野）
TEL 0463-82-7392（受付時間：平日 午前8時30分～午後5時）

11月14日(土)･28日(土)
午後1時～午後3時

手芸とおしゃべりの会手芸とおしゃべりの会手芸とおしゃべりの会手芸とおしゃべりの会

　避難されている方々の親睦と健康づくりを兼ねて神奈川県の名所旧跡を歩い
て巡る催しです。歩く距離は7～8km、昼ごろに解散予定です。詳細は決定次第お
知らせします。
集合場所：京浜急行本線「横須賀中央駅」
解散予定：京浜急行本線「汐入駅」
参加対象：東日本大震災の影響で避難されている方
主催：NPO法人かながわ避難者と共にあゆむ会
協力：NPO法人神奈川県歩け歩け協会

11月21日(土）・12月16日(水）
午前10時30分～午後2時30分(毎月１回)(予約不要)

東日本大震災で避難している
女性のためのほっとサロン
東日本大震災で避難している
女性のためのほっとサロン
東日本大震災で避難している
女性のためのほっとサロン
東日本大震災で避難している
女性のためのほっとサロン

　避難して暮らす女性のための交流の場として、月1回開催されています。これま
でのこと、今のこと、これからのことなどを相談できる場、あなたがあなたらしくい
る場としてお気軽にご参加ください。予定が変更になる場合もございますので、心
配な方はセンターまでお気軽にお電話ください。
場所：場所：川崎市男女共同参画センター（愛称：すくらむ21）2階 第2交流室
川崎市高津区溝口2-20-1（東急線「溝の口駅」/JR南武線「武蔵溝ノ口駅」から徒歩10分）
参加対象：東日本大震災の影響で避難されている女性
主催：川崎市男女共同参画センター
TEL 044-813-0808 FAX 044-813-0864 
ホームページ http://www.scrum21.or.jp
運営協力：川崎市総務局危機管理室、国際ソロプチミスト川崎、昼食ボランティア

12月12日(土）時間：調整中
場所：波止場会館
横浜市中区海岸通1-1（みなとみらい線「日本大通り駅」より徒歩5分、JR/横浜市営
地下鉄「関内駅」より徒歩15分）
参加対象：東日本大震災の影響で避難されている方
主催・お問い合わせ先：NPO法人かながわ避難者と共にあゆむ会
お問い合わせ・お申し込み：TEL 045-312-1121（内線4142）（受付時間：平日 午後1
時～5時）
共催：かながわ東北ふるさと・つなぐ会

11月21日(土）午前10時（定員20名）

神奈川散歩カフェ
「戦艦三笠を訪ねて」
神奈川散歩カフェ
「戦艦三笠を訪ねて」
神奈川散歩カフェ
「戦艦三笠を訪ねて」
神奈川散歩カフェ
「戦艦三笠を訪ねて」

ふるさとコミュニティ
in かながわ
ふるさとコミュニティ
in かながわ
ふるさとコミュニティ
in かながわ
ふるさとコミュニティ
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どんぐりの会どんぐりの会どんぐりの会どんぐりの会

横横 浜浜
市市 内内
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市市 内内

横横 浜浜
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円円 円円

　避難されている方々の親睦と健康づくりを兼ねて神奈川県の名所旧跡を歩い
て巡る催しです。歩く距離は7～8km、昼ごろに解散予定です。詳細は決定次第お
知らせします。
集合場所：JR横須賀線「北鎌倉駅」
解散予定：JR横須賀線「鎌倉駅」
参加対象：東日本大震災の影響で避難されている方
主催：NPO法人かながわ避難者と共にあゆむ会
協力：NPO法人神奈川県歩け歩け協会

12月19日(土）午前10時（定員20名）

神奈川散歩カフェ
「鎌倉・源氏山と八幡宮」
神奈川散歩カフェ
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「鎌倉・源氏山と八幡宮」 円円
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