
 

平成２４年８月１７日 

石巻市長 亀 山  紘 殿 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴市、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことと、相談会開催に

あたり、市の備品に一部傷をつけてしまったことにつきましてお詫び申し上げます。

今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方が相談に訪れてお

りました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがありました。具体的

に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問題、建物の滅失登

記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産や保険の取扱、仮

設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談内容を分析致しま

すと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどのようにしたらいい

のかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的を達成したと感じ

られたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての人的ネットワーク

を総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと思いますので、今

後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

以上 

 

 



 

平成２４年８月１７日 

石巻商工会議所 

会頭 浅 野   亨 殿 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴所、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

以上 



 

平成２４年８月１７日 

石巻市社会福祉協議会 

会長 高 橋  興 治 殿 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴会、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 

 

 



 

平成２４年８月１７日 

社団法人石巻観光協会 

会長 後藤 宗徳 殿 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴会、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 

 



 

平成２４年３月２１日 

株式会社 石巻日日新聞社 

代表取締役 近江 弘一 殿 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 



 

平成２４年８月１７日 

株式会社 三陸河北新報社 

代表取締役 西川 義久 殿 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 



 

平成２４年８月１７日 

石巻コニュニティ放送 株式会社 

代表取締役 小笠原 秀一 殿 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 



 

平成２４年８月１７日 

宮城県司法書士会 

会長 鈴木 忠夫 殿 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴会、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 

 



 

平成２４年３月２１日 

宮城県行政書士会 

会長 髙橋  靖祐  殿 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴会、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 



 

平成２４年８月１７日 

株式会社 宮城テレビ放送 

経営推進部 名義後援担当 御中 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 



 

平成２４年８月１７日 

株式会社 仙台放送 

事業部 名義後援係 御中 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 



 

平成２４年８月１７日 

株式会社 エフエム仙台 

名義後援係 御中 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 



 

平成２４年８月１７日 

TBC 東北放送 

事業局事業部 後援係 御中 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク 

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 



 

平成２４年８月１７日 

KHB 東日本放送 

販促事業部 後援名義係 御中 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 



 

平成２４年８月１７日 

株式会社 河北新報社 

事業部 後援係 殿 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 



 

平成２４年８月１７日 

宮城県商工会連合会 

会長 天野  忠正 殿 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴会、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 



 

平成２４年３月２１日 

千葉商科大学 

学長 島田 晴雄 殿 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

師走の候、貴学、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 

 



 

平成２４年８月１７日 

淑徳大学 

学長 長谷川 匡俊 殿 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴学、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 

追伸 

いつも、松崎様・山口様をはじめとする地域支援ボランティアセンターの皆様には、

大変お世話になっております。毎回、すばらしい学生さんが参加してくださいますの

で、非常に助かっております。改めて御礼申し上げます  

 



 

平成２４年８月１７日 

株式会社 プロジェクト・ニッポン 

代表取締役 松谷 卓也 殿 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 

 



 

平成２４年８月１７日 

株式会社 東日本大震災事業者再生支援機構 

代表取締役 池田 憲人 殿 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 

 

 



 

平成２４年８月１７日 

Ai Bridge  

代表 浅田 史生 殿 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴団、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 

 



 

平成２４年８月１７日 

特定非営利活動法人 ピースパートナー 御中 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。いつも、炊き出しでは多大な協力をいただきまして、誠にありがとう

ございます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫び

申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方が

相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあり

ました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問題、

建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産や保

険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談内容

を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどのよう

にしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的を達

成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての人的

ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと思い

ますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 

 



 

平成２４年８月１７日 

石巻専修大学 

学長 坂田 隆 殿 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

残暑の候、貴学、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。先日、後援を頂き、仮設住宅 2 か所をまわり相談会を

開催した行事について、報告書を添えて報告いたします。ご査収下さいます様お願い

申し上げます。また、開催後から報告書の提出が著しく遅れたことにつきましてお詫

び申し上げます。今回の震災お助け専門家相談隊による相談会では、２０名ほどの方

が相談に訪れておりました。また、相談内容は、震災特有のものと一般的なものがあ

りました。具体的に申し上げれば、多重債務、住宅および事業における二重ローン問

題、建物の滅失登記した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産

や保険の取扱、仮設住宅の生活環境、事業再生・資金調達等などがありました。相談

内容を分析致しますと、元の生活にはどうしたらいいのか、事業を再開するにはどの

ようにしたらいいのかという質問が多いです。相談をされ方は、その場の対応で目的

を達成したと感じられたようです。我々は、今後も引き続き我々自身が有する全ての

人的ネットワークを総動員して、石巻から東北復興を継続して応援させて頂きたいと

思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

最後となりますが、我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をす

るために、平成２４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法

人化いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上 



 

平成２４年８月１７日 

 

「震災お助け専門家相談隊」による無料相談会開催報告書提出の件 

 

一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

代表理事 磯脇 賢二 

 

1. はじめに 

東日本談震災とその復興という大変な状況の中で、被災された皆様からの問い合わ

せや悩みにワンストップで対応するため、法律や生活相談の話に限らず、不動産・登

記・税金・年金・雇用問題・失業問題・保険・事業資金調達・二重ローン問題など様々

な問題を抱える被災者の方々のあらゆる相談に応じ、皆さんのストレスを少しでも和

らげたい地域の皆様に寄り添って活動をしていくために、一般社団法人復興支援士業

ネットワークは、市民を対象とした無料相談会を開催しました。 

 

2. 一般社団法人復興支援士業ネットワークによる無料相談会について 

主催 一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

後援 石巻市、石巻商工会議所、社団法人石巻観光協会、社会福祉法人石巻市社会

福祉協議会、宮城県商工会連合会、宮城県司法書士会、宮城県行政書士会、

河北新報社、三陸河北新報社、石巻日日新聞、ラジオ石巻、エフエム仙台、

石巻専修大学、千葉商科大学、淑徳大学ＴＢＣ東北放送、仙台放送、ミヤギ

テレビ、東日本放送、プロジェク・トニッポン、東日本大震災事業者再生支

援機構、Ai Bridge  

協力 特定非営利法人ピースパートナー 

日時 平成２４年６月３０日 10：00～16：00 

～７月 １日 10：00～15：00 まで、 

場所 石巻市内仮設住宅４か所 

 

3. 来場者および当日のスケジュール 

当日は、市内の仮設住宅を巡回しながら相談業務を行いました。2 日間および事前

相談をあわせて２０件の相談でした。詳細は、別紙のとおりでございます。 

 

 

 

 

 

 

日時等 
 

場所 

土曜日 

AM10：00～PM5：00 
①  

仮設開成支えあい拠点セ

ンター 

日曜日 

AM10：00～PM３：00 
①  仮設渡波第２団地 



 

4. 相談内容 

相談内容は、多重債務、住宅および事業における二重ローン問題、建物の滅失登記

した後の不動産税務（固定資産税）の取扱・相続における不動産や保険の取扱・遺族

年金の受給・仮設住宅の生活環境・事業再生・資金調達等などがありました。相談内

容を分析致しますと、震災特有のものと一般的な内容が引き続きあります。今回の相

談で特筆すべきは、震災前の場所に引き続き住むにはどうしたらいいのか、事業を再

開するにはどのようにしたらいいのかという質問が多くなりました。相談をされ方は、

その場の対応で目的を達成したと感じられたようです。 

 

5. プラン及び準備 

東日本大震災で被災された皆様からの問い合わせや悩みにワンストップで対応す

るため、法律や生活相談の話に限らず、不動産・登記・税金・年金・雇用問題・失業

問題・保険・被災住宅の安全確保や修理方法・事業資金調達・事業再生・二重ローン

問題など様々な問題を抱えております。そこで、宮城県司法書士会・宮城県司法書士

会をはじめ多くの企業・NPO の協力を得て、今回も仮設住宅に入って被災された方の

悩みを直接聞くことで被災者の方々のあらゆる相談に応じる体制を作りました。 

相談会開催に際しては、民生委員・児童委員・消防団の団長・地域の自治会長など

地域のオピニオンリーダーといわれる人たちへの告知や理解に重点を置きました。今

回も、2,500 枚のチラシを製作し、総合相談会開催の仮設住宅に直接チラシを配布し

て総合相談会開催を PR に務めました。当日も 500 枚程の仮設住宅内で配布すること

で PR をしました。 

 

6. 総合相談会を開催して良かった点と反省点 

良かった点 

・ 相談内容は、震災特有のものと、一般的なものがありました。やはり、一家全員

死亡したために、相続という問題が生じています。相談をされ方は、その場の対

応で目的を達成したと感じられたようです。  

・ 相談にこられた方は、「話を聞いて頂き頂いて肩の荷が下りた」「それぞれの分

野の人がいてよかった。」「話を聞いて頂いて安心した。希望が持てました。同

様」などとかおおむね好評でした。 

・ また今後もこのような機会があれば、ご相談したいですか？という問いに大部分

の人が、又相談したいとおっしゃっておりました。我々と致しましては、この声

を励みにして、今後も活動していきたいと思います。 

・ 今後も、被災者支援を行うにあたり、宮城県内の士業・企業・NPO・大学との提

携が円滑に進むように細心の注意を払い活動をしていきます。  

 

反省点 



・ 今後は、東北復興を志す団体・NPO・企業との提携しながら相談会を実施する場

合が増えてきます。提携を円滑にするための話し合いを十分にしていきます。  

・ アフターフォローが著しくお粗末になってしまい、多くの方にご迷惑と不快感を

与えてしまいました。そのところは大変申し訳なく思っております。  

・ 継続的な相談には、電話が中心となりますが、今後の真摯に対応いていきます。

地元の人に必要な存在だといわれるようになっていきます。  

 

7. 次回に向けての改善点 

・ 今後も相続・保険の事・2 重ローン問題など生活に身近な問題を中心に、少しず

つではありますが、事業復興再生の問題が出てくると思います。継続的に専門家

が、被災された人の悩み等話を聞く機会を継続的に開催すべきだと思います。  

・ 総合相談会開催の事前告知に今後も重点的に力をいれていきます。チラシ配布す

る際には、ただ渡すのではなく、石巻市や石巻社会福祉協議会、NPO 団体と協力

して民生委員・児童委員・消防団の団長・地域の自治会長など地域のオピニオン

リーダーといわれる人たちへの告知や理解を十分得られることに重点をおいて、

丁寧に渡すことを徹底したいと考察します。していきます。 

 

8. おわりに 

我々「震災お助け専門家相談隊」は、今後も継続的に活動をするために、平成２

４年６月２０日に一般社団法人復興支援士業ネットワークとして法人化いたしま

したことを併せてご報告いたします。法人化後も、引き続き石巻から東北復興を

継続して応援させて頂きたいと思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。  


