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＜ 報道関係各位 ＞ 

独立行政法人住宅金融支援機構（本店：東京都文京区後楽1-4-10、理事長：宍戸 信哉）では、 

東日本大震災からの早期復興を支援するため、震災により住宅や宅地に被害を受けた方に対する長

期・固定金利の融資として、「災害復興住宅融資（災害復興宅地融資を含む。以下同じ。）＊」を実

施しております。   ＊国の予算により、基本融資額については当初５年間の金利はゼロとなっています。 

 住宅金融支援機構では、これまでも「災害復興住宅融資」等のご相談を承ってきたところですが、 

被災された方の住宅再建に対するご支援を更に充実するため、今般、岩手県居住支援協議会（岩手

県）※１、みやぎ復興住宅整備推進会議(宮城県)※２及び福島県居住支援協議会（福島県）※３との共催

により、被災地における「住宅再建相談会」を定期的に開催することといたしました。 

併せて、お電話（災害専用ダイヤル0120-086-353）で災害復興住宅融資に係る資金計画のご相談

をお受けし、資金計画シミュレーションの結果を郵送するなどのサービスを、平成 25 年４月１日

（月）から開始いたします。 

詳細については次ページをご覧下さい。 

 

※１ 「岩手県居住支援協議会」は、地方公共団体（岩手県及び市町村）、県内大学、住宅関係団体、福祉関係団体、居住

支援関係団体等により構成され、被災者や高齢者、子育て世帯等の居住の安定確保のため、住宅相談や住宅情報の提

供等の活動を行っている団体。 

※２ 「みやぎ復興住宅整備推進会議」は、地方公共団体（宮城県及び市町村）、宮城県地域型復興住宅推進協議会、建

築設計関係団体、施工関係団体、ハウスメーカ団体、環境・エネルギー関係団体、不動産関係団体等で構成され、復

興住宅の整備推進を図るため、住宅・まちづくりに関する情報交換・共有化を図るとともに、県民や全国に対し先導

的で魅力あるみやぎの住宅・まちづくりに関する情報発信等を行っている団体。 

※３ 「福島県居住支援協議会」は、地方公共団体（福島県及び市町村）、県内大学、住宅関係団体、福祉関係団体、不

動産関係団体等により構成され、被災者や高齢者、子育て世帯等の居住の安定確保のため、住宅相談や住宅情報の提

供等の活動を行っている団体。 

 

【報道関係者の方からのお問合せ先 】 

東北支店東北復興支援室 田弘／木口 TEL：022-206-5220  
 

【災害復興住宅融資に関するお客様からのお問合せ先】  

0120-086-353 [災害専用ダイヤル（被災された方専用のダイヤル）]  

※ご利用いただけない場合は、048-615-0420におかけください。 

  ※営業時間：9:00～17:00（祝日、年末年始は休業） 
 
【住宅金融支援機構ホームページ・東日本大震災 特設サイト】 

       http://www.jhf.go.jp/shinsai/index.html 
 
【携帯用サイト】 http://www.jhf.go.jp/i 
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１ 「住宅再建相談会」の定期開催について 
 
 (1) 主催 

岩手県内： 岩手県居住支援協議会（岩手県）、住宅金融支援機構 

宮城県内： みやぎ復興住宅整備推進会議（宮城県）、住宅金融支援機構 

福島県内： 福島県居住支援協議会（福島県）、住宅金融支援機構 

※開催場所の市町村との共催については現在調整中 
 
 (2) 開催期間 

平成25年４月13日（土）～ 平成25年９月30日（月） 
 
 (3) 開催場所 

岩手県： 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町 

宮城県： 仙台市、石巻市、塩竃市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、 

     亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町、 

福島県： 郡山市、いわき市、相馬市、南相馬市、新地町 

※開催場所の詳細は、決定次第、各相談会で実施する相談内容も含めて当機構ホームページに

てお知らせいたします（東日本大震災 特設サイトhttp://www.jhf.go.jp/shinsai/index.html）。 
 
 (4) 相談内容 

・資金計画相談を承り、「災害復興住宅融資」の制度案内、資金計画シミュレーションの実施、資

金計画のアドバイス等を行います。 

・会場によっては、住まい再建のための総合施策情報（助成制度、災害公営住宅、復興まちづく

り事業に関する情報）の提供、専門家による住まいのプランニングに関する相談を実施します。 

・各会場における相談内容については、当機構のホームページにてお知らせします（東日本大震災 

特設サイトhttp://www.jhf.go.jp/shinsai/index.html）。 
 
 (5) 参加料 

無料 
 
 (6) 後援 

国土交通省（予定）、復興庁（予定） 

 

２ 電話による「資金計画シミュレーション」郵送サービスの開始について 
 
 (1) 開始時期 

平成25年４月１日（月）～ 
 
 (2) 内容 

災害復興住宅融資のお申し込みを検討されている方のご計画をお電話でお伺いし、資金計画

シミュレーション（毎月の返済額、総返済額など）をご案内させていただくとともに、ご希望

の方に対しては、資金計画シミュレーション結果をご郵送させていただきます。 
 
 (3) お申し込み先 

住宅金融支援機構お客様コールセンター（災害専用ダイヤル） 

  ０１２０－０８６－３５３ （9:00～17:00 祝日、年末年始を除きます） 



県 市町村 開催日 県 市町村 開催日 県 市町村 開催日

4/20 (土) 4/13 (土) 6/16 (日)

5/18 (土) 5/11 (土) 6/17 (月)

6/23 (日) 5/24 (金) 8/11 (日)

7/19 (金) 5/25 (土) 8/12 (月)

7/20 (土) 6/8 (土) 9/29 (日)

8/25 (日) 6/30 (日) 9/30 (月)

9/21 (土) 7/12 (金) 7/26 (金)

5/26 (日) 7/13 (土) 7/27 (土)

5/27 (月) 8/10 (土) 9/27 (金)

8/9 (金) 9/14 (土) 9/28 (土)

8/10 (土) 9/15 (日)

5/12 (日) 6/7 (金)

5/13 (月) 6/8 (土)

7/5 (金) 7/21 (日) 5/18 (土)

7/6 (土) 7/22 (月) 7/20 (土)

大槌町 6/2 (日) 7/14 （日） 9/7 (土)

山田町 6/1 (土) 7/15 （月） 4/26 (金)

6/28 (金) 4/27 (土)

県 市町村 開催日 6/29 (土) 6/21 (金)

4/20 (土) 7/12 (金) 6/22 (土)

5/6 (月) 7/13 (土) 8/24 (土)

5/7 (火) 8/25 （日） 8/25 (日)

5/18 (土) 8/26 （月） 4/28 (日)

6/15 (土) 6/21 (金) 4/29 (月)

6/23 (日) 6/22 (土) 7/15 (月)

6/24 (月) 7/28 (日) 8/30 (金)

7/20 (土) 7/29 (月) 8/31 (土)

8/4 (日) 5/4 (土) 8/23 (金)

8/5 (月) 5/5 (日) 8/24 (土)

8/17 (土) 8/2 (金) 新地町 7/14 (日)

9/21 (土) 8/3 (土)

5/10 (金) 6/9 (日)

5/11 (土) 6/10 (月)

6/2 (日) 9/20 (金)

6/3 (月) 9/21 (土)

7/7 (日) 松島町 9/16 (月)

7/8 (月) 5/19 (日)

9/22 (日) 5/20 (月)

9/23 (月) 9/1 (日)

7/5 (金) 9/2 (月)

7/6 (土) 利府町 9/8 (日)

※相談会の日程は変更になることがあります。

（参考）住宅再建相談会開催一覧表
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