山形市避難者交流支援センターより お知らせ No.146

2017年1月13日

本年もどうぞよろしくお願いいたします
山形市避難者交流支援センター スタッフ一同
福島県/家賃補助

◆◇家賃補助申請の手続きは進んでいますか？
1/15（日）「家賃補助申請書を書いてみよう３」開催◇◆

家賃補助申請受付が始まっています。
これまでも個々のケースに伴う疑問点が浮上し、
都度確認が必要となりました。また、手続きに
は〆切があり、交付申請が遅れると、本来受け
取れるはずの補助金が受け取れなくなってしま
います。そのような点も含め、福島県職員さん
に確認しながら申請書を作成しませんか。
全体説明から始めます。
1:25までにお集まりください。

☆１月15日（日）

午後１:30～３:30

◎家賃補助の「申請から振込みまでの流れ」
◎「申請手続きの際に気をつけてほしい事」
◎申請書を書きながら、ご不明な点をその
場でご質問いただけます。
☆会場：山形市避難者交流支援センター内
☆申込みは要りません。
申請に関する書類をご持参ください。

◎日程の合わない方は、毎月第１・３木曜日の「福島県相談窓口」、または下記窓口をご利用ください。

【申請受付窓口・申請手続き相談】

ご不明な点は
早めにご確認を

福島県民賃等補助金事務センター 申請支援窓口（福島県生活拠点課）
事務業務委託先：㈱トーネット
住所：〒960-8043 福島市中町1-19 中町ビル６F
通話無料：0800-800-0218・0800-800-0261・0800-800-0273
受付時間：午前9:00～午後5:00 ※土日祝休日、年末年始を除く

山形県より
引越し補助

◆◇山形県内で、借上げ住宅から住み替えをするみなさまへ
「引越し補助について、今すぐ確認しよう！」開催◇◆

山形県では、東日本大震災および福島第一原子力発電所事故により、福島県の避難指示区域以外
（平成27年６月15日時点）から県内の借上げ住宅等に入居している避難世帯のうち、借上げ住宅
の終了後も引き続き県内の民間賃貸住宅等へ住み替えて避難を継続する世帯に対し、補助金を交付
することとなりました。当センターでは、引越し補助について、山形県職員さんより分かりやすく
説明していただく機会を設けます。手続きの流れや、〆切など確認してみませんか。
☆１月21日（土）

午前10:２0～12:00

◎山形県引越し補助の「申請の手順・流れ」
◎「申請手続きの際に気をつけてほしい事」…など
☆対象：借上げ住宅から山形県内の民間賃貸住宅等へ転居する世帯
☆会場：山形市避難者交流支援センター内
☆申込みは要りません。申請書をご持参ください。

【山形県引越し補助に関するお問合せ先】
山形県復興・避難者支援室

☎023-630-3100
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※山形県「引越し補助」に
関する資料・申請書等は、
12/21に山形県より対象
世帯に郵送されています。

福島県より
引越し補助

◆◇3月までに帰還するみなさまへ～福島県相談窓口スペシャル～
「引越し補助について帰還前に確認しよう！」開催◇◆

福島県では借上げ住宅等に入居していた方が自宅等へ転居した場合に要した費用について、補助金
を交付しています。手続きの流れや、〆切などを帰還前に福島県職員さんに確認してみませんか。
☆２月２日（木） 午後１:30～（約60分）
◎福島県引越し補助の「申請から振込みまでの流れ」
◎「申請手続きの際に気をつけてほしい事」
☆対象：借上住宅から福島県内の自宅等へ転居する世帯
☆会場：山形市避難者交流支援センター内
☆申込みは要りません。

くご
だ注
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い

※福島県の「引越し補助」は、
平成29年3月31日までに完了
する自宅等への移転が対象です。
※〆切を過ぎての申請は、無効
となり、補助対象になりません。

【福島県引越し補助に関するお問合せ先】
福島県被災者のくらし再建相談ダイヤル 0120-303-059 （平日：午前9:00～午後5:00）
福島県避難者支援課 ☎024-521-8306、024-521-8034（平日：午前8:30～午後5:15）

山形市より

◆◇住み替え・引越しなどで、住所が変わるみなさまへ◇◆
「民間施設等異動届」お手続きのお願い

借上げ住宅制度の終了に伴い、異動の多い時期となりました。下記の項目に該当する方は、山形
市へお申し出いただき、「民間施設等異動届」のご提出にご協力くださるようお願いいたします。
お忙しい方は、お電話でのお手続きも受付けています。
①転居にともない、住所が変わる方 （山形市からのお知らせの送り先変更または停止します）
②帰還にともない、住所が変わる方 （山形市からのお知らせを停止します）
③山形市での同居家族に変更（家族の増減等）がある方 （避難者登録を変更します）
なお、届け出をせずに帰還された方で、当お知らせが転送され続けている場合は、
発送を停止いたしますので、お手数ですが当センターまでご連絡ください。

【ご連絡・お問合せ】

山形市避難者交流支援センター ☎023-625-2185
山形市役所５F 防災対策課
☎023-641-1212

秋から年末にかけて、みなさまのお手元には、
住まいや意向確認など、今後の生活に関わる重要な書類が
複数届けられています。
中には、提出〆切があるものも多く含まれています。
被災元や山形県などからの封書には、目を通して
いただきますよう、お願いいたします。
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協力：ビーンズふくしま

セミナー/交流会

◆◇帰福ママ情報交換会シリーズ2016-17開催（再掲）◇◆

帰福されるお母さんたちへ…。帰還後の気になることについて「ままカフェ＠ふくしま」スタッフ
から、帰福済み自主避難ママたちの“いままで～いま”を聞いてみませんか。そして、ふくしま生
活の“いま～これから”について、ご参加のみなさんでお話し（テーマトーク）しましょう。
☆１月19日（木）午前10:30～午後１:00 ※ランチつき
☆テーマ：「帰福後の人間関係のこと…
地元の家族、ママ友、ご近所さんについて、聞こう、話そう！」
☆会場：山形市避難者交流支援センター（第２会議室）
☆対象：福島県から自主避難中の方（帰福を決めた方、検討中の方）
☆託児つき：１～４歳まで（要予約）
☆申込み：1/15（日）〆切（電話申込OK）

◆◇ 「帰福ママ情報交換会シリーズ2016-17 最終回」のお知らせ ◇◆
☆3月２日（木）午前10:30～13:00 ※ランチつき
❤初参加の方も大歓迎です♪
☆テーマ：「おつかれさまの会～６年間がんばった自分に、今かけてあげたい言葉～」
☆申込み：2/26（日）〆切（受付中・電話申込OK）

就労/セミナー

協力：ふくしま就職応援センター

◆◇ ふくしま就職相談会開催◇◆

１～３月の「ふくしま就職相談会」は個別相談形式で開催します。

山形・宮城で
働きたい方も
OKです!

待ち時間は

さとカフェを
☆１月19日（木）午後1:30～3:30 ※お申込み順
ご利用ください
☆対象：どなたでも。就労場所や正社員・パート等問いません。
☆会場：山形市避難者交流支援センター
☆申込み：1/17〆切（電話申込OK）
※雇用保険受給中の方が参加された場合、求職活動実績になります（利用証明書を発行します）

◆◇ 「就職セミナー・リターンズ！」 ◇◆
開催済みのセミナーの内容をお聞きになりたい方へ

◆今後のふくしま就職相談（個別相談）◆

「個別相談」にお申込みください。参加できなかっ
た回のセミナー内容と最新情報をお伝えします。

☆２月16日（木）午後1:30～3:30
☆３月16日（木）午後1:30～3:30

健康/まちの保健室

協力：山形県看護協会

◆◇ まちの保健室～カラダの声を聞いていますか～◇◆

寒い冬こそお出掛けの機会を作ってみませんか？
☆１月20日（金）午前10:30～12:30
☆内容：看護師さんによる健康チェック

やさしい看護師さんがお待ちしてます。
☆会場：山形市避難者交流支援センター
☆申込みは要りません。直接お越しください。

まちの保健室 ☆ 健康チェック

【体組成計】

【血管年齢】

【血圧測定】

裸足で乗るだ
け!!体の状態が
20項目以上の
データで確認で
きます。

指先で血管の
年齢を測定し
ます。(血は出
ませんよ)

生活習慣に関
するアドバイ
スも受けられ
ます。
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【ハンドマッサージ】

リラックスし
ながら日頃の
健康に関する
お話しができ
ます。

❤さとカフェ
季節のドリン
クでゆったり
と。

避難者交流支援センター １～２月の予定

地域別交流会

◆◇浜通り交流会を
開催します◇◆

☆詳細はお知らせの記事をご覧ください☆
日 福島県相談窓口スペシャル（13：30～15：30）
福島県職員に確認しながら、
家賃補助申請書を書いてみよう！第３弾
※申込不要。直接お越しください。
18 水 福島市相談窓口 （10：30～15：00）
便利な市役所出張窓口です。
1/

15

19 木

福島県相談窓口 （13：30～16：00）
家賃補助・引越し補助のご相談もどうぞ
※申込不要。直接お越しください。

福島県浜通り出身の方、交流会を開催します。
山形市外にお住いの方も大歓迎！お誘い合わせ
の上ご参加ください。当日は福島県職員も参加
の予定です。
☆１月26日（木）午後1:30～３:30
☆場所：山形市避難者交流支援センター
☆対象：福島県浜通り地方から避難中の方
☆申込み不要。直接会場へお越しください。

帰福ママ情報交換会 （10:30～13:00）
「帰福後の人間関係について聞こう、話そう」

帰福済みママのリアルな声をお届けします
※申込受付中：1/15〆切（電話申込OK）

同郷のみなさんで集まりませんか？
一品持寄りも大歓迎です！

さとカフェ （10：00～15：00）
ホットハーブティーでリラックスタイム♪
※申込不要。直接お越しください。

ふくしま就職相談会 （13:30～15:30）
「個別相談」「就職セミナーリターンズ！」
これまでのセミナー内容も再確認できます
※申込受付中：1/17〆切（電話申込OK）
20 金

さとカフェ （10：00～15：00）
ホットハーブティーでリラックスタイム♪
※申込不要。直接お越しください。

まちの保健室 （10:30～12:30）

❤１月のさとカフェ❤ ※申込みは要りません
☆１月19日（木）午前10:00～午後3:00
☆１月20日（金）午前10:00～午後3:00

その不調、看護師さんにお話ししてみませんか？

※申込不要。直接お越しください。
土 山形県相談窓口スペシャル（10：20～12：00）
山形県の住み替え引越し補助について、
山形県職員さんに今すぐ確認してみよう
※申込不要。直接お越しください。
26 木 浜通り交流会 （13：30～15：30）
同郷の方々と、地元の話しをしませんか？
※申込不要・当日受付
2/ 水 福島市相談窓口 （10：30～15：00）
1
子ども医療費申請は毎月10日〆切です
21

日 福島県相談窓口スペシャル（13：30～15：30）
引越し補助について、
福島県職員に、帰福前に確認しよう！
※申込不要。直接お越しください。
15 水 福島市相談窓口 （10：30～15：00）
便利な市役所出張窓口です。

冬のほっこりハーブティー
「ホット❤カモミールミント」
ストレスや不安、不眠にも有用です。
胃腸や鼻づまりもス～ッと♪

センターからのお知らせ
次回は1月27日発行予定です

2

16 木

福島県相談窓口 （13：30～16：00）
家賃補助・引越し補助のご相談もどうぞ
※申込不要。直接お越しください。

山形市避難者交流支援センター
開館時間 午前９:３０～午後５:００
月曜日休館（月曜日が祝日の場合は翌日休館）
〒990-0075 山形市落合町１
山形市総合スポーツセンター３F
TEL: 023-625-2185 FAX:625-2191

さとカフェ （10：00～15：00）
ホットハーブティーでリラックスタイム♪
※申込不要。直接お越しください。

ふくしま就職相談会 （13:30～15:30）
「個別相談」「就職セミナーリターンズ！」
これまでのセミナー内容も再確認できます
※申込受付中：2/14〆切（電話申込OK）

福島県相談窓口…第１・３木曜日（13:30～16:00）
福島市相談窓口…第１・３水曜日（10:30～15:00）
避難者定住サポート窓口開設中

☆申込み/問合せ：山形市避難者交流支援センター

☎023-625-2185
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