
週刊 避難者応援情報紙

皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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東日本大震災の津波により甚大な被害を受け、平成

29年3月をもって閉区することが決まった鹿島区南右田

行政区が、閉区を記念して「さくらの植樹式」を行いま

した。

２ページをご覧ください。
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４３ 土

被災自治体News

東日本大震災の津波により甚大な被害を受け、平成29年3月をもって閉区することが決まっ

た鹿島区南右田行政区が、閉区を記念して「さくらの植樹式」を行いました。

植樹されたのは、ソメイヨシノの若木30本で、日本さくらの会が寄贈し、住民ら約80人の

参加者により植樹されました。

南右田行政区は, 津波により全70戸が流出し、54人が犠牲となっています。

南右田行政区の閉区式は3月25日(土)午前10時から鹿島農村環境改善センター(万葉ふれあ

いセンター)で開催される予定です。

© City of Minamisoma
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3,505

人 数

合 計

市町村

1塙町

1矢祭町

南相馬市民の避難状況 ※南相馬市外に避難している人数

【都道府県別】 平成29年3月2日現在

都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数

福島県 3,505 群馬県 110 兵庫県 18 広島県 5 宮崎県 1

宮城県 1,303 北海道 52 愛知県 17 大分県 5 和歌山県 -

東京都 467 長野県 50 京都府 16 佐賀県 3 鳥取県 -

茨城県 465 山梨県 49 福井県 12 富山県 2 徳島県 -

新潟県 457 秋田県 42 沖縄県 12 三重県 2 高知県 -

山形県 439 岩手県 36 滋賀県 9 山口県 2 熊本県 -

埼玉県 418 静岡県 32 岐阜県 8 香川県 2 鹿児島県 -

栃木県 318 石川県 28 岡山県 8 愛媛県 2 海外 10

千葉県 269 大阪府 23 福岡県 8 奈良県 1 合 計 8,493

神奈川県 262 青森県 18 長崎県 8 島根県 1

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

福島市 888 本宮市 31 大玉村 9 磐梯町 4

相馬市 827 喜多方市 28 棚倉町 9 泉崎村 4

いわき市 525 会津坂下町 22 田村市 8 楢葉町 3

郡山市 421 鏡石町 15 南会津町 7 天栄村 2

会津若松市 160 桑折町 14 金山町 7 鮫川村 2

新地町 149 猪苗代町 14 会津美里町 6 浅川町 2

二本松市 82 西郷村 14 矢吹町 6 小野町 2

須賀川市 76 川俣町 13 古殿町 5 国見町 1

伊達市 70 西会津町 11 北塩原村 5

白河市 47 三春町 10 広野町 4

71,561人平成23年3月11日現在の人口

6,848人市内転居

16,097人

11人

10,690人

5,396人

8,493人

(4,988人)

8,493人

46,971人

2,020人

3,060人

35,043人

計

所在不明

転出

死亡（震災以外の死亡含む）

その他

計

（うち福島県外）

市外の知人宅や借上げ住宅等

市外避難者

計

市内の仮設住宅

市内の知人宅や借上げ住宅等

自宅居住

市内居住者

56,512人71,561人計

43,120人47,116人原町区

12,194人11,603人鹿島区

1,198人12,842人小高区

平成29年
3月2日現在の

居住者数

平成23年
3月11日現在の

人口

※平成23年3月11日以降の転入者および他市町村
からの避難者を含むため、避難の状況の市内居
住者数と合計の数が異なります。

南相馬市からのお知らせ

被災自治体News

(他市町村からの避難者 2,772人)

(2/23  8,526)
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被災自治体News

臨時福祉給付金（経済対策分）申請受け付けを開始しました

3月6日HP更新

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請受け付けを開始しました。

消費税率が引き上げられたことから、所得の低い方への暫定的・臨時的な措置として、臨時福

祉給付金が支給されます。対象となる方には３月上旬に申請書を発送しますので、申請方法など

詳しい内容や不明な点は、お問い合わせください。

給付金の趣旨

消費税率の引上げによる低所得者への暫定的・臨時的な措置として支給されるものです。

対象

(1)～(3)の要件を全て満たす方が対象です。

(1) 平成２８年度市民税・県民税（均等割）が課税されていない方

(2) 平成２８年度市民税・県民税（均等割）の課税者に扶養されていない方

(3) 生活保護制度の被保護者になっていない方

給付額

対象者１人につき １万５千円

※ 臨時福祉給付金（経済対策分）の基準日は平成２８年１月１日です。

※ 基準日に他市区町村に住民登録していた方は、住民票のあった市区町村にお問い合わせく

ださい。また、基準日の翌日以降に出生した方は、支給の対象にはなりません。

※ 給付金の支給には遺族年金や障害年金などの非課税年金を受給している方や、無収入の方

も市民税・県民税の申告が必要になります。

申請期限

６月３０日（金） ※郵送の場合、当日消印有効

※ 期限までに申請がない場合は支給できません。早めの申請をお願いします。

申請方法

送付した申請書に必要事項を記入の上、必要書類と一緒に同封した返信用封筒で返信してく

ださい。

・申請書の『28給付金申請状況』欄が空欄の場
合（○印がない場合）は提出が必要です。
・有効期間内のものを提出してください。

申請者および申請書に記載されている
世帯員全員分の本人確認書類
（保険証、運転免許証などいずれかの
写し）

必要に応じて
提出する書類

忘れずに押印してください。
臨時福祉給付金(経済対策分)申請書(請
求書)

必ず提出する
書類

注意事項提出書類

次ページへ続きます
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※ 基本的に世帯の代表者が、世帯全員分を申請・受給します。該当となる方についてはあらか

じめ申請書に印字しておりますので、追加で記入していただく必要はありません。

※ 課税状況によっては同じ世帯でも別々に申請書が送付される場合もあります。なお状況によ

っては申請書裏面の『4．代理申請・受給を行う場合』を記入してください。

※ 代理で持参いただく場合は、持参される方の本人確認ができるもの（運転免許証など）をお持

ちください。

※ 必要書類が全てそろっていない場合は受け付けできません。

【申請・問い合わせ先】

臨時福祉給付金担当窓口 0244-24-3511

健康福祉部社会福祉課 0244-24-5243

小高区役所市民福祉課 0244-44-6413

鹿島区役所市民福祉課 0244-46-2114

【税の申告に関する問い合わせ先】

税務課 0244-24-5226

被災自治体News

振込先が申請者本人以外の口座の場合は提出が
必要です。

委任状(申請書裏面)および受任者の本
人確認書類

・申請書の『3.受取方法』でBを選択した場合
は提出が必要です。
・海外において開設した金融機関口座ではお受
け取りができません。

振込先金融機関口座確認書類
（・金融機関および支店名

・口座番号
・口座名義(フリガナ)

が分かる通帳またはキャッシュカード
の写し）

必要に応じて
提出する書類

注意事項提出書類

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

個人番号カードを利用した証明書のコンビニ交付について

3月1日HP更新

市では、個人番号（マイナンバー）カードを利用して、全国のコンビニエンスストアのマルチコピ

ー機から各種証明書を取得できるサービスを行っています。

土日祝日や夜間など市役所が開庁していないときでも住民票の写しや印鑑証明書などが取得

できます。

証明書のコンビニ交付には個人番号カードが必要です。現在、初回交付手数料が無料ですの

で、この機会に個人番号カードを取得してください。

【取り扱い店舗】

全国のセブン－イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクス、ミニストップの各店舗

問い合わせ 市民課 0244-24-5235TEL

ミニストップでも各種証明書の交付サービスが可能になりました。
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所得[※]：後期高齢者医療保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等

※ 世帯内の後期高齢者医療被保険者の増加や所得の変更によって、一部負担金等の免除措

置の対象から外れる場合があります。

被災自治体News

後期高齢者医療保険の一部負担金の免除期間について

3月3日HP更新

一部負担金の免除期間は下記のとおりとなります。

医療機関を利用するときは忘れずに保険証と免除証明書を提示してください。

なお、避難指示が解除された区域の方で、後期高齢者医療保険加入世帯員の中に、税の申告

が済んでいないなどの理由で所得の確認ができない方がいる場合は、一部負担金等免除証明

書を交付できませんので、ご注意ください。

平成29年7月31日まで

同じ世帯の後期高齢者医療保険加入者全員の平成27年中の所得[※]の
合計が600万円を超える世帯は、免除対象外となります。

◆平成29年8月1日から平成30年2月28日までの免除について
同じ世帯の後期高齢者医療保険加入者全員の平成28年中の所得[※]の

合計が600万円を超える世帯は、免除対象外となります。
平成29年8月1日以降、免除措置が継続される方には、7月末までに

新しい免除証明書をお送りする予定です。

(3)旧特定避難勧奨地点の方
(一部負担金等免除申請により
認定されている方)

平成29年7月31日まで

同じ世帯の後期高齢者医療保険加入者全員の平成27年中の所得[※]の
合計が600万円を超える世帯は、免除対象外となります。

◆平成29年8月1日から平成30年2月28日までの免除について
同じ世帯の後期高齢者医療保険加入者全員の平成28年中の所得[※]の

合計が600万円を超える世帯は、免除対象外となります。
平成29年8月1日以降、免除措置が継続される方には、7月末までに

新しい免除証明書をお送りする予定です。

(2)旧緊急時避難準備区域の方

平成29年9月30日まで

◆平成28年度中に避難指示が解除された区域の平成29年10月1日から
平成30年2月28日までの免除について
同じ世帯の後期高齢者医療保険加入者全員の平成28年中の所得[※]の合
計が600万円を超える世帯は、免除対象外となります。
平成29年10月1日以降、免除措置が継続される方には、9月末までに

新しい免除証明書をお送りする予定です。
◆平成28年度までに避難指示が解除されていない区域の平成29年10月
1日から平成30年2月28日までの免除について
平成29年10月1日から平成30年2月28日まで延長
平成29年10月1日以降の免除証明書は、9月末までにお送りする予定

です。

(1)旧警戒区域の方

有効期限対象者

問い合わせ 市民課 保険年金係 0244-24-5222TEL
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被災自治体News

安定ヨウ素剤を分散配備します

南相馬市データ放送3月2日更新

市では、原子力災害発生時に市民が身近な場所で安定ヨウ素剤を手にできる環境を整えるた

め、市が備蓄している安定ヨウ素剤を市内１０箇所に分散配備し、原子力災害発生時に各配備場

所で配布します。お住まいの地区に関わらず、近くの配備場所で安泰ヨウ素剤を受け取ることが

できます。

配備場所

小高地区 小高生涯学習センター「浮舟文化会館」

鹿島地区 鹿島保健センター

真野地区 鹿島生涯学習センター（さくらホール）

上真野地区 西部コミュニティセンター

原町地区 原町生涯学習センター「サンライフ南相馬」

市立総合病院

大甕地区 大甕生涯学習センター

太田地区 馬事公苑

石神地区 石神生涯学習センター

高平地区 クリーン原町センター

３月末までに配備を完了する予定です。
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問い合わせ 危機管理課 0244-24-5232TEL

今週の番組（60分） ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 市長メッセージ

南相馬市東日本大震災追悼式に寄せて [10分]

3. ～子どもたちの帰還へ～ 小高小学校校舎等内覧会 [15分]

4. おだかいきいきくらぶ もちつきといなほ飾り [10分]

5. 市長訪問報告

南相馬市消防団サポート事業 サポートカード交付式 [2分]

6. みなみそうま就職ナビ#19～#21 [10分]

7. 市役所便り 建設部建築住宅課

大木戸住宅団地分譲申込受付のお知らせ [4分]

8. 南相馬市民の歌 原町混声合唱団 [4分]

9. リクエストアワーのお知らせ [3分]

番組内容[3/8～3/15]

今週は、４月の小高校舎による
学校再開（帰還）に向けて、たく
さんの児童と保護者の皆さまが参
加した小高小学校の内覧会の様子
などをお届けします。

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）



被災自治体News

常磐線(浪江駅～小高駅間)の試運転を実施します

3月3日HP更新

浪江町からのお知らせ

問い合わせ 東日本旅客鉄道株式会社 水戸支社 設備部 029-221-9595TEL

JR東日本水戸支社では、運転を見合わせている常磐線浪江駅～小高駅間について、線路設

備などの復旧工事が完了したことから、運転再開に向けた準備として試運転列車を運行します。

試運転区間

浪江～桃内～小高 （８．９キロメートル）

実施内容

試運転列車で、列車を安全に運行するための設備（線路設備、電力設備、信号・通信設備、踏

切設備）などの機能確認、乗務員の運転操縦訓練を実施します。

試運転列車運行の実施時期および時間

時期・・・・・３月７日から

時間・・・・・小高駅～浪江駅間で、午前１０時～午後２時３０分頃で３往復程度を予定

注意事項

浪江駅～小高駅間運転再開準備のため、電線などに高電圧を送電し、踏切を稼働させます。

浜通り×さんじょうライフvol.2988

ため

できません。

午前9時頃から



被災自治体News

ＪＲ常磐線の浪江～小高間で
試運転が始まりました

3月7日(火)、浪江～小高間で列車の試運転が始まりました。

試運転列車は、2両編成で午前9時30分に原ノ町駅を出発し、10時35分頃に浪江

駅に到着しました。初日は3往復しました。

復興公営住宅南町団地(南相馬市)で
防災訓練が行われました

3月4日(土)、南町団地(南相馬市)で消防訓練が行われ、住民や消防など約70人が参

加しました。

春の火災予防運動週間に合わせての開催となったほか、南相馬市内において、5階

建ての建物で行った初めての消防訓練となりました。

訓練は、5号棟2階から出火したとの想定で行い、その後、消防隊員から消火器の使

い方の説明を受け、住民による初期消火訓練も行いました。

消防隊員からは、「落ち着いて初期消火、避難をしてほしい」との話がありました。

3月31日の帰還困難区域を

除く浪江町の避難指示解除に

合わせて、運転を再開する予

定です。再開すれば、浪江～

仙台間の鉄路がつながります。

なお、富岡～竜田間は今年

末、浪江～富岡間は平成31

年度中の運転再開を予定して

います。
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被災自治体News

浪江町民の避難状況（平成29年2月28日現在）

【都道府県別】(福島県外) 【福島県内市町村別】

26石川県

13富山県

410新潟県

447神奈川県

12福井県

47山梨県

51長野県

15岐阜県

865東京都

565千葉県

698埼玉県

159群馬県

470栃木県

1,026茨城県

151山形県

54秋田県

828宮城県

38岩手県

37青森県

71北海道

人 数都道府県

5香川県

1徳島県

-山口県

11広島県

-和歌山県

-鳥取県

6島根県

20岡山県

13愛媛県

5高知県

18福岡県

4佐賀県

56静岡県

35愛知県

5三重県

4滋賀県

29京都府

62大阪府

21兵庫県

6奈良県

人 数都道府県

7鹿児島県

20沖縄県

13国外

6,356合計

9宮崎県

5大分県

6熊本県

12長崎県

人 数都道府県

82川俣町

24国見町

197桑折町

599本宮市

4下郷町

1天栄村

15鏡石町

148大玉村

123伊達市

1,912南相馬市

83田村市

1,508二本松市

521相馬市

31喜多方市

161須賀川市

255白河市

3,165いわき市

1,821郡山市

246会津若松市

3,041福島市

人 数市町村

1古殿町

1玉川村

1平田村

5塙町

20会津坂下町

4磐梯町

2西会津町

61三春町

10石川町

4鮫川村

8棚倉町

26矢吹町

5泉崎村

150西郷村

13会津美里町

1金山町

35猪苗代町

2北塩原村

11南会津町

1只見町

人 数市町村

30広野町

14,456合計

22その他

78新地町

4川内村

1富岡町

5楢葉町

18小野町

人 数市町村

20,812

避難者総数

(前月 20,830)

国および福島県と、避難指示解除後の
復興・再生に向けた確認書を締結

この会議において、町は、国および福島県と、

避難指示解除後の復興・再生に向けた確認書の

締結を行いました。

この確認書は、国および福島県が、避難指示

解除後も引き続き、浪江町の復興・再生に向け

て責任をもって取り組んでいくことを確認した

ものです。

3月3日(金)、杉妻会館(福島市)において、浪江町の避難指示解除に関する会議が開

催されました。

浜通り×さんじょうライフvol.29810



被災自治体News

津波被災による思い出の品の閲覧と返却を行います

3月7日HP更新

11浜通り×さんじょうライフvol.298 

双葉町からのお知らせ

東日本大震災の津波被災地域で回収された思い出の品を一人でも多くの所有者の方のお手

元にお返しできるように、閲覧・返却を実施します。

日時

３月１０日（金）～３月１７日（金）

午前９時３０分～午後４時３０分

会場

休憩施設「双葉町ふれあい広場」（双葉町大字中野地内） 思い出の品コーナー

内容

写真・絵・アルバム・物品など

※ 会場に設置したリストなどで検索できます。

返却

受領書に記載していただき返却いたします。個人情報に関わるものが多く存在するため、身分

証明書（運転免許証など）を確認させていただきますのでご持参ください。

【問い合わせ先】

●双葉町住民生活課 0246-84-5206

（平日 午前８時３０分～午後５時１５分）

●休憩施設「双葉町ふれあい広場」

0240-26-0508

（期間中の平日 午前９時～午後４時３０分）

（前田・奥村・鴻池JV 双葉町作業所相談窓口）

090-8829-5352

（３月１０日～１７日 午前９時３０分～午後４時３０分）

TEL

TEL

TEL



双葉町民の避難状況
【都道府県別】 平成29年3月1日現在

都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数

北海道 14 埼玉県 838 岐阜県 6 鳥取県 - 佐賀県 5

青森県 13 千葉県 174 静岡県 31 島根県 17 長崎県 5

岩手県 9 東京都 334 愛知県 4 岡山県 4 熊本県 2

宮城県 253 神奈川県 180 三重県 - 広島県 4 大分県 6

秋田県 11 新潟県 157 滋賀県 1 山口県 - 宮崎県 -

山形県 29 富山県 13 京都府 10 徳島県 - 鹿児島県 13

福島県 4,079 石川県 19 大阪府 5 香川県 - 沖縄県 4

茨城県 462 福井県 5 兵庫県 2 愛媛県 5 海外 4

栃木県 157 山梨県 14 奈良県 - 高知県 - 合 計 6,957

群馬県 42 長野県 17 和歌山県 - 福岡県 9

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

福島市 292 田村市 20 西郷村 33

会津若松市 60 南相馬市 235 矢吹町 33

郡山市 712 伊達市 11 棚倉町 11

いわき市 2,107 本宮市 49 塙町 8

白河市 218 桑折町 5 三春町 15

須賀川市 65 鏡石町 9 広野町 33

喜多方市 9 猪苗代町 17 新地町 8

相馬市 60 会津坂下町 10 その他 31

二本松市 16 会津美里町 12 合 計 4,079

(前月 6,961)

所在 人数

福島県内に避難している方 4,079

福島県外に避難している方 2,878

＊所在不明者 3人
うち津波による行方不明者 1人

＊死亡者 538人
うち災害関連死亡者 165人

(前月 4,085)
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富岡町からのお知らせ

避難指示解除を間近に控え、さらなる情報開示の徹底を求める

3月2日HP更新

２月２８日（火）、富岡町役場郡山事務所 桑野分室（議

場）において、原子力発電所等に関する特別委員会を

開催し、東京電力ホールディングスから、第一原子力発

電所の廃炉・汚染水対策について説明を受けました。

議員は、避難指示解除が平成２９年４月に迫っている

中で、原子力発電所内で起こった事象については、こ

れまで以上に正確に迅速に情報開示するよう強く求め

ました。

引き続き、全員協議会を開催し、環境省から中間貯蔵

施設への輸送の状況と平成２９年度の中間貯蔵施設事業の方針について、説明を受けました。

議員からは、町内を通行する除染土壌運搬車両がますます増えることが予想されるので、ルー

ト選定や道路拡幅、渋滞が想定される時間帯の通行禁止など、さまざまな要望が出されました。

問い合わせ 議会事務局 0120-33-6466



被災自治体News

役場本庁舎での業務を一部再開しました

3月6日(月)から、役場本庁舎において約８０人の職員が業務を再開しました。

業務開始にあたり宮本町長は「目標としていた平成２９年４月１日の避難指示解除

が現実となり、新たなステージへ前進していくものと確信しています」とあいさつし

ました。

なお、3月27日(月)からは、税務課・住民課・健康福祉課が本庁舎で、教育総務課

が文化交流センター「学びの森」で業務を再開します。

〈業務再開した部署〉

・総務課 ・企画課 ・安全対策課

・産業振興課 ・出納室 ・議会事務局

・拠点整備課 ・復旧課 ・復興推進課
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被災自治体News

平成29年度富岡町臨時職員登録のご案内

3月3日HP更新

町では、繁忙に応じ各種業務の補助員として雇用する臨時職員登録者を募集しています。

登録を希望される方は、下記によりお申し込みください。

なお、雇用開始日と雇用期間は業務により異なります。

職務内容

一般事務（Word,Excelができる方）、避難者支援業務

雇用期間

６カ月以内

職務時間

町職員の勤務時間に準じます。ただし、職務により勤務時間が異なることがあります。

申込期限

３月２１日（火）

※ 土・日曜日、祝日を除く。郵送の場合は、当日消印有効

申込方法

市販の履歴書に必要事項を記入の上、富岡町役場総務課総務係に郵送またはご持参ください。

※ 履歴書の現住所欄に「住民登録がある住所」、連絡先欄に「避難先や送付先住所」を記載し

てください。

【書類提出・問い合わせ先】

富岡町役場 総務課 総務係

〒979-1192 双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1

0120-33-6466

浜通り×さんじょうライフvol.29814



福 島 復 興 本 社

被災自治体News

10,721合 計

富岡町民の避難状況
【都道府県別】 平成29年3月1日現在

都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数

北海道 67 埼玉県 526 岐阜県 4 鳥取県 1 佐賀県 3

青森県 32 千葉県 449 静岡県 55 島根県 22 長崎県 5

岩手県 30 東京都 690 愛知県 52 岡山県 10 熊本県 8

宮城県 257 神奈川県 397 三重県 4 広島県 12 大分県 10

秋田県 23 新潟県 263 滋賀県 12 山口県 14 宮崎県 8

山形県 28 富山県 7 京都府 10 徳島県 8 鹿児島県 12

福島県 10,721 石川県 20 大阪府 36 香川県 2 沖縄県 19

茨城県 654 福井県 16 兵庫県 9 愛媛県 10 海外 13

栃木県 236 山梨県 21 奈良県 10 高知県 6 合 計 14,964

群馬県 96 長野県 52 和歌山県 1 福岡県 23

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

福島市 354 南相馬市 139 矢吹町 28

会津若松市 153 伊達市 29 玉川村 8

郡山市 2,648 本宮市 45 三春町 251

いわき市 6,051 国見町 7 小野町 18

白河市 103 大玉村 162 広野町 139

須賀川市 83 西会津町 8 楢葉町 15

喜多方市 33 猪苗代町 14 川内村 31

相馬市 57 会津美里町 11 新地町 15

二本松市 44 西郷村 39 その他 58

田村市 167 泉崎村 11

平成23年3月11日現在富岡町に住民登録
されていた方の避難先別人数

※避難者数には、外国人および平成23年
3月11日以降に転出した方を含み、平成
23年3月11日以降に亡くなられた方は含
んでいません。

(前月 14,978)

4,243福島県外避難者数

14,964合計

10,721福島県内避難者数

2,291福島県外避難世帯数

7,919合計

5,628福島県内避難世帯数
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２月２７日

当社は、個人さまに対する本賠償および生命・身体的損害に係る賠償につきまして、２３回目（ご請

求対象期間：平成２８年１２月１日から平成２９年２月２８日）のご請求の受付を本年３月１日より開始さ

せていただくことといたしました。

ご要望に応じたご請求書類をご送付いたしますので、大変お手数ですが、末尾に記載の「福島原

子力補償相談室（コールセンター）」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

なお、当社事故により避難等を余儀なくされたことで、生命・身体的損害による就労不能損害を被

られている方につきましては、「生命・身体的損害に係る賠償」にて就労不能損害をご請求くださいま

すようお願い申し上げます。

問い合わせ
＜原子力事故による損害に対する賠償に関する問い合わせ先 ＞
東京電力 福島原子力補償相談室（コールセンター）

0120-926-404 午前9時～午後7時(月～金（除く休祝日))
午前9時～午後5時(土・日・休祝日) 



交流ルームひばり通信

土

問い合わせ・申し込み
交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０

今年1回目の一時帰宅支援バスの運行が決定しました。

昨年７月12日に南相馬市の帰還困難区域以外の避難指示が解除されましたが、帰還した

人の数はまだまだ少なく、10パーセント程度にとどまっています。

解除をうけ、帰還に向けてさらに具体的準備を進めなければなりません。しかし、避難生

活の長期化に伴い、人の住まない家とその周辺は加速的に荒廃し続けています。

このような現状の中で、少しでも我が家を片付け、家周りの伸びた雑草と樹木を刈るなど

して、帰還に向けた活気を高めるために、一時帰宅をしませんか。

今回(通算９回目)も、新潟県内のボランティア、三条市役所職員、三条市社会福祉協議会

職員、ひばりボランティアが同行しての一時帰宅です。

大型バスでの移動になりますので、行き帰りの車内はゆったりできると思います。また、

多少の荷物の持ち帰りも可能です(要相談)。

ボランティアにお願いして、家の片付けなどをお考えの方は、ひばりでボランティア依頼

のお手伝いをいたしますので、参加申し込みの際にお申し出ください。

今後も、一時帰宅支援を継続する予定ですので、ご意見・ご要望がありましたらお寄せく

ださい。

日 時 ６月１０日 詳しい日程は後日お知らせします。

集合場所 三条市総合福祉センター

応募締切 3月24日(金) 正午

※浪江町・双葉町・富岡町などへも、一時帰宅支援を行います。

詳しくはお問い合わせください。
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午後２時４５分

●と き ３月１１日 午後2時45分～3時45分

●ところ 総合福祉センター １階ロビー

●主 催 さんじょう∞ふくしま「結」の会

●参加予定者 市内の避難者、三条市民ほか

土

① 黙とう（午後2時46分）

② 追悼のことば
・避難者代表
・三条市長

③ 献花

東日本大震災から６年を迎える3月11日に、亡くなられた方々の鎮魂と、被災地の一日も

早い復興を願い、追悼式典を開催します。

今回は、地震発生時刻に合わせて、午後2時46分に黙とうを捧げます。

また、追悼式典終了後には、温かく支えてくださった方々への感謝とこれからの決意を込

めて、交流事業を開催します。

（昨年の追悼式典の様子）

追悼式典 午後３時１５分 交流事業

●｢結｣の会代表感謝のことば
●三小相承会による追悼演奏

交流ルームひばり通信
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市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-24-5232 浪江町:平石高田第二工業団地内

（二本松市北トロミ573番地）

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

富岡町:富岡町役場本庁舎で業務一部再開

浪江町 0243-62-0123

双葉町 0246-84-5200

富岡町 0120-33-6466

いわき市 0246-25-0500

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

原町区

小高区

6932南相馬市 計

48

4

1

1

3

7

5

27

世帯数

108

10

5

1

6

17

8

61

人数市町村名

浪江町

双葉町

富岡町

いわき市

郡山市

合 計

三条市に避難している
世帯数と人数(2017.3.8現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

問い合わせ 0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開館時間] 午前9時30分～午後3時

TEL

E-mail
交流ルーム ひばり（総合福祉センター内）

交流ルームひばり通信

３月の『ひばり』

版画教室

東日本大震災
六周年

追悼式典

茶話会

ひばり休み

春分の日

ひばり休み
浜通り配布

９日

２５日２４日２３日２２日２１日２０日１９日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

１８日１７日１６日１５日１４日１３日１２日

１１日１０日
★版画教室 第2・4水曜日午前１０時～正午
★茶話会＆簡単な手芸教室

第1・3・5水曜日午前10時～午後２時

気軽に参加ください。

土金木水火月日
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