
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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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7月12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 2,929 群馬県 91 愛知県 15 広島県 4 和歌山県 -

宮城県 1,109 北海道 48 兵庫県 13 福岡県 3 鳥取県 -

茨城県 432 長野県 41 福井県 12 佐賀県 3 徳島県 -

新潟県 404 山梨県 40 沖縄県 11 三重県 2 高知県 -

東京都 402 秋田県 33 岐阜県 9 山口県 2 熊本県 -

山形県 382 岩手県 29 滋賀県 9 香川県 2 宮崎県 -

埼玉県 376 石川県 26 京都府 9 愛媛県 2 鹿児島県 -

栃木県 296 静岡県 25 岡山県 7 富山県 1 海外 9

千葉県 238 大阪府 19 長崎県 6 奈良県 1 合 計 7,283

神奈川県 222 青森県 15 大分県 5 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 746 喜多方市 27 猪苗代町 7 楢葉町 3

相馬市 658 本宮市 23 金山町 7 天栄村 2

いわき市 469 会津坂下町 19 田村市 6 泉崎村 2

郡山市 355 鏡石町 15 桑折町 6 鮫川村 2

新地町 126 西郷村 15 会津美里町 6 浅川町 2

会津若松市 116 川俣町 13 矢吹町 5 小野町 2

須賀川市 69 西会津町 11 古殿町 5 矢祭町 1

二本松市 69 大玉村 9 北塩原村 4 合 計 2,929

伊達市 68 三春町 9 広野町 4

白河市 38 棚倉町 7 南会津町 3

71,561人平成23年3月11日現在の人口

7,376人市内転居

17,115人

9人

11,421人

5,685人

7,283人

(4,354人)

7,283人

47,163人

1,128人

2,719人

35,940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

2,950人―
他市町村
の避難者

57,188人71,561人計

41,065人47,116人原町区

11,127人11,603人鹿島区

2,046人12,842人小高区

平成29年
7月12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

(6/30  7,322)

(6/30  2,945)
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所得[※]：国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等

※ 世帯内の国民健康保険加入者の増加や世帯主の変更、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。

※ 旧緊急時避難準備区域・旧特定避難勧奨地点の方で、税の申告が済んでいないなどの理由

で、国民健康保険加入世帯員の中に所得の確認ができない方がいる場合は、一部負担金等

免除証明書を交付することができませんのでご注意ください。

被災自治体News

国民健康保険の一部負担金の免除期間について

7月21日HP更新

一部負担金の免除期間については、下記のとおりです。

医療機関を利用するときには忘れずに提示してください。

平成30年3月31日まで

(4)避難指示等対象地域以外の方、および
(2)または(3)の上位所得層で免除対象外と
なった方で、震災により被災された方（震
災による住宅の全半壊など）

平成30年2月28日まで

◆上位所得層の世帯（同じ世帯の国保加入者全員の平成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。

(2)旧緊急時避難準備区域の方

(3)旧特定避難勧奨地点の方

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
同じ世帯の国保加入者全員の平成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

■お手元の保険証をご確認ください

上記の一部負担金免除期間延長となるのは、

南相馬市の国民健康保険に加入している方の

みです。

職場の健康保険証を使っている方は、職場の

保険担当者の方か、保険証に記載されている健

康保険組合などにお問い合わせください。

問い合わせ 市民課 保険年金係 0244-24-5233TEL
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被災自治体News

浪江町内の新しい小・中学校見学会(外観のみ)・現地説明会のお知らせ

7月19日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.3174

浪江町からのお知らせ

浪江町内で整備を進めている新しい小・中学校の見学会（外観のみ）・現地説明会を行います。

日時

８月１３日（日）・１４日（月） 午前１１時～正午

場所

認定こども園駐車場 （浪江町立浪江東中学校（改修中）の南西部）

内容

新しい小・中学校の施設、学校方針、町内の状況説明など

その他

参加を希望する場合は、事前に連絡をお願いします。

（当日の参加も歓迎します。）

問い合わせ 教育委員会事務局 学校教育係 0243-62-0301TEL



被災自治体News

尿による内部被ばく検査のお知らせ

7月26日HP更新
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双葉町からのお知らせ

次ページへ続きます

双葉町では尿による内部被ばく検査を実施します。

まだ一度も検査を受けたことがない方や昨年受けなかった方は、検査を受検されますようご案内

します。

対象者

平成２３年３月１１日に双葉町に住所を有した方およびその後の出生者

検査申し込み

電話で申し込むか、尿による内部被ばく検査申込書に必要事項を記入の上、健康福祉課宛に

送付してください。

申込締切日

１２月７日（木）

採尿希望月（９月～１２月）を選んでください。時期に合わせて採尿キットをお送りします。

検査費用

無料 （検体送付にかかる費用も町が負担します）

※ オムツ代は個人負担となります。



被災自治体News

「介護保険負担限度額認定証」申請のお知らせ

7月26日HP更新

問い合わせ 健康福祉課 0246-84-5205TEL

８月１日からの「介護保険負担限度額認定証」申請のお知らせです。

介護保険施設やショートステイを利用する方の食費・部屋代については、本人負担が原則です

が、低所得者の方については、国が定める基準費用額と負担段階ごとに定められた負担限度額

の差額を補足給付します。

なお、申請による交付となりますので、ケアマネージャーおよび入所施設の担当者に連絡して

いただき申請してください。

※ 現在、介護保険負担限度額認定証をお持ちの方の有効期限は平成29年7月31日となって

いますのでご注意ください。

手続きについて

平成２８年度中に該当サービスを利用した方には、６月上旬に申請書を送付していますので

確認ください。なお、申請書が届かない方および紛失された方につきましては、新たに申請書

を送付しますのでご連絡ください。

新規に申請をする方は、申請書を送付しますのでご連絡ください。

※ 住民票上同一世帯に未申告の方がいる場合は認定判定できませんので、戸籍税務課で

申告をしていただくようお願いします。

対象施設について

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

短期入所生活介護／短期入所療養介護（ショートステイ）

検査方法

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ(γ)線スペクトロメトリーにより、尿中の放射性物質(ヨ

ウ素-１３１,セシウム-１３４およびセシウム-１３７)を測定します。

検査手順

1. 自宅で尿を採取後、宅配便で直接検査機関にお送りください。

2. 検体の受け付けは平成３０年１月末までです。

検査結果

結果通知は、約１カ月後に郵送します。

問い合わせ 健康福祉課 0246-84-5205TEL

浜通り×さんじょうライフvol.3176



被災自治体News

家にもあるかも？！文化財
～郷土文化講座(県北地区)研修会～

7月14日(金)、福島県文化財センター白河館（まほろん）にて郷土文化講座研修会が実施さ

れました。

県北地区の町民を対象にしたこの研修会は、福島市内をバスで出発し、いざ白河市へ！

この福島県文化財センター白河館には、双葉町の歴史民俗資料館で収蔵・展示されていた考

古資料・写真・民具などが、文化財レスキューによって運び出され、仮保管されています。

「なぜ災害で大変な時にも、文化財の保存が必要なのか？」

という問いに施設の方が答えてくれました。

「被災地の人々が地域で人間らしい暮らしを取り戻すには、

文化と歴史が大事」とのこと。

文化財と同時に、暮らしも守るために、全国の博物館や、

国立文化財研究所などが協力し、双葉郡の文化財レスキュー

が行われたそうです。

早速、普段は入ることができない仮設収蔵庫へ。

実は、双葉町には遺跡がたくさんあって、縄文時代や弥生時代のたくさんの土器や装飾品が

出土しているのです。みなさん興味津々。

養蚕用具のわらだ（蚕を放し飼いにした、大きなザル

のような用具）を、小さい頃、壊れた底を綺麗に外して、

フラフープにして遊んでた、なんて参加者もいました。

見たことがあるもの、使ったことがあるもの、家の納

屋に眠っているものが、実は大事な文化財だったりする

かもしれません。

今後この研修会は他の地域でも実施する予定とのこと

です。 （取材：ふたさぽ 芳門）
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そして、保管されている文化

財の中には、みなさんも目にし

たことのある民具も。

「これ、双葉のうちにあるぞ」

「この写真、うちのじぃさまが

写ってる」



被災自治体News

JR常磐線「竜田駅～富岡駅」運転再開日決定とそれに伴う試運転について

7月19日HP更新

富岡町からのお知らせ

ＪＲ東日本は、現在運転を見合わせている常磐線「竜田駅～富岡駅」の運転再開日を

１０月２１日（土）

に決定しました。

これに伴い、９月14日(木)から10月20日(金)まで、

運転再開準備のため実際の車両による試運転を実施します。

大変危険ですので、線路内へは絶対に立ち入らないでくだ

さい。

問い合わせ 東日本旅客鉄道株式会社水戸支社 総務部 029-227-0465TEL

浜通り×さんじょうライフvol.3178

富岡町議会議員補欠選挙 無投票のお知らせ

7月20日HP更新

７月３０日執行の富岡町議会議員補欠選挙につきまして、７月２０日の告示日に置いて届け出の

あった候補者が１人であり、立候補届出の数が選挙すべき人員（１人）を超えなかったため、公職

選挙法の規定に基づき、無投票となりました。

当該選挙の投開票は行われませんのでお知らせします。

〈届出のあった候補者〉

渡辺 正道 （５７） 無所属

※ なお、富岡町長選挙については予定通り執行します。

問い合わせ 選挙管理委員会 0240-22-2111TEL

三条市で不在者投票をする方は、
7月28日(金)までとなっています。



被災自治体News

期間終了タブレットの回収について

7月19日HP更新

すでに利用期間が終了したタブレット端末機の回収方法をお知らせします。

皆さまの協力をお願いします。

① 下記コールセンターに電話し、回収の連絡をしてください。

タブレット端末機コールセンター ０３-６６６７-６２７１

② 回収の連絡を受けてから２週間以内に、回収事業者（ヤマト運輸）が伺いますので、タブレット

端末機一式をお渡しください。

※紛失した部品などがある場合は、現在手元にあるもののみで結構です。

③ 回収事業者（ヤマト運輸）が伺った際に留守の場合には、不在票を投函しますので、不在票に

記載の連絡先まで、再度電話連絡をお願いします。

問い合わせ 企画課 広聴広報係 0240-22-2111TEL

公営住宅で除草作業を実施
富岡町災害公営住宅(第１期分、第２期第１工区分)の建設工事を行った大和ハウス工業(株)

福島支社の社員と役場職員は7月20日(木)、曲田第１・第２団地周辺の除草作業を行いました。

今回の作業は、７月末で災害公営住宅の工事が完了となることから、お世話になった富岡町

へお礼をしたいとの申し出により実施されました。

作業を企画した福島支社木造住宅営業所の平山所長は「町の復興に全面的に協力したいとい

う思いで工事を進めてきました。町民の皆さんと触れ合う中で多くのことを学ばせていただい

たので、少しでも恩返しがしたいという気持ちがありました」と話されました。

町は、今後も皆さんが快適

な町内生活を送れるように住

環境の整備を進めていきます。
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被災自治体News

総務省「全国避難者情報システム」に登載されている

郡山市から他市町村への避難者数について 7月24日HP更新

郡山市からのお知らせ

問い合わせ 市民部 市民課 024-924-2131TEL

７月１日現在で総務省「全国避難者情報システム」に登載されている郡山市から他市町村への

避難者数は下記のとおりです。

なお、避難者数は、避難者からの任意の届け出により集計したものです。

避難者数

(1) 総計 ４,１６１人 （県内７０人 県外４,０９１人）

(2) 避難者のうち１８歳未満 １,６５９人 （県内３４人 県外１,６２５人）

※ ６月１日現在の避難者数総計４,２０５人から４４人減少しています。

避難者数の推移
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被災自治体News

平成29年度個人積算線量(小中学生)第1回測定結果について

7月20日HP更新

本市では、保護者や子どもたちの不安の解消や健康管理につなげるため、昨年度に引き続き、

市内の児童生徒を対象に、個人積算線量の測定を実施しました。

この度、測定結果がまとまりましたのでお知らせします。

なお、今回の結果については、郡山市原子力災害対策アドバイザーの方々から測定者全員が

「健康に影響を与えるような数値ではない」とする専門的な知見をいただいています。

小中学生測定結果（第1回）

1. 測定総数 ３,９５５人(児童生徒数２６,３２７人中の希望者、実施率：約１５％)

2. 測定期間 ５月２４日（水）～６月２２日（木）の３０日間

3. 測定対象期間の自然放射線被ばく相当量０.０５mSvを除いた数値

■第1回測定結果分布（年間推計値）

年間推計値(mSv)

0.05～ 0.52～ 1.04～ 1.56～ 2.09～

0.240.02平均値

0.12未満0.01未満最低値

0.970.08最高値

年間推計値測定値

(単位：mSv）

0.00%

-

0.10～
0.19

92.31%

3,651

0.01～
0.09

7.69%

304

0.01未満

0.00%

-

0.30～
0.39

0.00%

-

0.20～
0.29

100%0.00%割合

3,955-人数

合計0.40以上mSv

問い合わせ 学校教育部 学校管理課 024-924-3421TEL
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NEXCO東日本新潟支社は、 磐越自動車道の三川IC～安田IC間の一部区間において、暫

定2車線区間の交通安全対策としての付加車線設置（※1）工事を11月中旬頃の完成を目標に

進めています。本工事の実施に伴い、8月21日(月)から11月中旬頃まで順次車線の切り替え

作業を実施します。

車線切り替え作業の期間中は、時期により通行できる車線が変更となり大変ご迷惑をお掛け

しますが、当該区間を走行される場合、さらなる安全運転に努めていただきますようお願いし

ます。

（※1）対面2車線（片側1車線）を部分的に4車線化

■実施区間 磐越自動車道 三川IC～安田IC間

■実施延長 約２. ３㎞

■車線切り替えを伴う作業期間 8月21日(月) 午後3時から11月中旬頃

※工事の進捗状況によっては、実施期間が変更となる場合がありますので予めご了承ください。

■実施区間を走行する際の注意事項

・当該区間を走行される場合、普段以上にしっかりと前方および標識などをご確認いただき、

安全運転に努めていただきますようお願いします。

・工事中は、工事規制により一部路肩が狭くなり、大変ご不便ご迷惑をお掛けいたしますが、

走行には十分にご注意いただくとともにご理解とご協力をお願いします。

次ページへ続きます
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NEXCO東日本 お客さまセンター
0570-024-024 （ナビダイヤル）（24時間）
03-5338-7524 （PHS、IP電話のお客さま）

問い合わせ
TEL

TEL

浜通り×さんじょうライフvol.317 13
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7月19日

東日本大震災の影響により運転を見合わせている常磐線竜田駅～富岡駅間については、国

や関係自治体などのご協力をいただきながら復旧を進めてまいりました。

このたび、復旧工事が順調に進捗したことから、竜田駅～富岡駅間の運転再開日を下記の

とおり決定しましたのでお知らせいたします。

１ 運転再開区間

２ 運転再開日

10月21日（土）

３ 竜田駅～富岡駅間の運転本数

普通列車 上下11往復

４ その他

・列車代行バスは、不通区間の富岡駅～浪江駅間（一部は原ノ町駅まで）で運転します。

運行本数は、４本／日から11本／日へ増便します。

なお、時刻については決定次第お知らせします。

・運転再開準備のため試運転を9月14日（木）から実施する予定です。
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●締め切り ７月２８日（金）

●時 間 午前８時３０分～午後５時３０分

●場 所 三条市選挙管理委員会事務局

（三条市役所三条庁舎３階）

証明書の開封や投票用紙への事前記入は
絶対にしないでください。

投票ができなくなります。

三条市役所三条庁舎

正面玄関

・正面玄関のエレベーターを
ご利用ください。

・３階で降りて左側へ進んで
ください。行政課内にあり
ます。

不
在
者
投
票

浜通り×さんじょうライフvol.317 15

三条市News

まだ
投票して

いない方は
お急ぎ

ください。

問い合わせ 三条市選挙管理委員会事務局 0256-34-5594（直通）TEL

先日、浜通り×さんじょうライフと一緒にお配りしました人形劇「森と夜と世界の果てへ

の旅」のチケットを頂きました。

〈デフ・パペットシアター・ひとみ〉は、人形劇『ひょっこりひょうたん島』のひとみ座

と同じ公益財団法人現代人形劇センターの中核劇団で、海外にも公演の場を広げています。

この機会にぜひ、ろう者と聴者が共に創る不思議な世界をご覧ください。

日 時 ７ 月２９ 日

午後２時開演（午後１時３０分開場）

会 場 燕市吉田産業会館

土
問い合わせ

交流ルーム「ひばり」
TEL ０２５６-３３-８６５０

交流ルームひばり通信



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

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

浪江町 0240-34-2111

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

6630南相馬市 計

45

4

1

1

3

6

5

25

世帯数

104

10

5

1

6

16

8

58

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(2017.7.26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

７月・８月の『ひばり』

一時帰宅
ひばり

午後休み

版画教室

茶話会

ひばり休み

山の日

ひばり休み ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

７月２７日

１２日１１日１０日９日８日７日６日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

５日４日３日２日８月１日３１日３０日

２９日２８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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交流ルーム「ひばり」夏季休暇は８月11日(祝・金)～17日(木)です。


