
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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小児用インフルエンザワクチン予防接種費用の一部を助成します

9月15日HP更新

被災自治体News

次ページへ続きます

実施期間

１０月１日（月）～平成３１年１月３１日（木）

助成対象者

ワクチン接種日に南相馬市に住民登録のある方で、生後６カ月から中学３年生までの方

助成額

１回当たり ２,０００円以内 ※２,０００円を超えた額については、自己負担となります。

例：１回 ３,０００円の場合

２,０００円は南相馬市から助成、１,０００円は自己負担。

接種回数

・生後６カ月から１２歳まで・・・・・・・・・ ２回

・１３歳から中学３年生まで・・・・・・・・・ １回

※ ２回接種の場合、１回目接種から４週間をあけて２回目接種するのが望ましいとされています。

詳細は医療機関にお問い合わせください。

持ち物

各種健康保険被保険者証、母子健康手帳（年齢および住所が確認できるもの）

接種方法・助成申請手続き

1 市内の医療機関で接種される方

申請は不要です。

２,０００円を超えた金額を医療機関の窓口でお支払いください。

2 市外の医療機関で接種される方

助成申請が必要です。

一度、接種費用を全額負担していただき、次ページ記載の〈申請に必要な書類〉を健康づく

り課（各保健（福祉）センター）へ提出してください。

助成額が後日振り込みになります。
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南相馬市からのお知らせ



被災自治体News

問い合わせ 健康づくり課 0244-24-5336、0244-23-3680

〈申請に必要な書類〉

(1) 小児用インフルエンザワクチン接種費用助成申請書（償還払用）

(2) 医療機関発行の領収書 （注）領収書がないと申請は受け付けられません。

(3) 母子健康手帳（接種日記載のページ）または接種済証明細書、接種日が確認できるもの

(4) 振込先預金通帳（原則、保護者の口座名義および口座番号がわかる部分のみで結構です。）

（注）保護者以外の口座に振り込みを希望される場合は、同意書が必要になりますので

事前に健康づくり課（原町保健センター）にお問い合わせください。

【郵便による手続き】

小児用インフルエンザワクチン接種費用助成申請書（償還払用）を記入の上、〈申請に必要な

書類〉の（2）、（3）、（4）の写しを添えて、下記にお送りください。

【郵送先】

〒975-0011

南相馬市原町区小川町322－1（原町保健センター）

南相馬市役所 健康づくり課

振り込みまでの期間

申請から交付（振り込み）まで１カ月程度かかります。

手続き期限

平成３１年３月２９日（金） ※必着

※ 期限を過ぎた場合、助成対象外となりますので、ご注意ください。
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高齢者インフルエンザ定期予防接種のお知らせ

9月15日HP更新

被災自治体News

接種期間

１０月１日（月）～１２月３１日（月）

対象者

南相馬市に住民票を有する方で、ワクチン接種日時点で次のいずれかに該当する方

(1) ６５歳以上の方

(2) ６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動

が極度に制限される程度の障がいを有する方、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能

に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方

※ 身体障害者手帳１級（心臓、じん臓もしくは呼吸器）相当の方

接種費用

自己負担額 １,０００円

※ 生活保護受給者の方は、自己負担の必要はありません。医療機関窓口で生活保護受給証明

書を提示してください。

接種回数

実施期間中 一人１回

※ ２回目以降は全額自己負担となります。

接種場所

市内・県内指定医療機関

持ち物

健康保険証

※ 対象者(2)に該当する方は身体障害者手帳もお持ちください。

県外で接種する方へ

県外に避難している方は、避難先の市町村で接種できます。

接種する前に、避難先市町村にお問い合わせください。

問い合わせ 健康づくり課 0244-24-5336、0244-23-3680

三条市で接種する方は、９ページをご覧ください。

TEL
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第6回南相馬市鎮魂復興市民植樹祭を開催します

9月18日HP更新

被災自治体News

震災で犠牲となった人々を慰霊し、その教訓をいつまでも忘れず、また津波を緩衝するための

「いのちを守る緑の防災林」として、震災がれきなどを活用した海岸防災林に市民一人一人の思

いや祈りを込め、木々を植樹して「鎮魂の森」を築くための植樹祭を本年も開催します。

なお、今年度は県が開催する第1回ふくしま植樹祭と共同開催となります。ゲストとして、歌舞伎

俳優の市川海老蔵氏が参加します。

とき

１１月４日（日） 午前１０時開会

※ 第1回ふくしま植樹祭との共同開催

ところ

南相馬市鹿島区北海老地内

募集人数

３，０００人 ※定員になり次第締め切り

内容

・植樹

広葉樹（タブノキなど） 約１８，０００本

クロマツ 約１４，０００本

・イベント ほか

ゲスト

市川海老蔵氏（歌舞伎俳優） ほか

申込期限

１０月２０日（土） ※定員３，０００人になり次第締め切り

申込方法

ふくしま植樹祭のホームページから、直接申し込みください。

または、申込書に必要事項を記入の上、持参・FAX・郵送・

電子メールで申し込みください。

【申込先】 南相馬市役所 生活環境課

〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

電子メール： seikatsukankyo@city.minamisoma.lg.jp
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被災自治体News
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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. 市長の部屋へようこそ！ 岩塚製菓寄付受納 [9分]

3. 青い海と広い空～浜っ子たちの体験記～

南相馬市・瀬戸内町友好都市盟約人材育成事業 [10分]

4. まちなか探訪～玉ノ井部屋激励会～ [6分]

5. 第12回少年の主張 南相馬市大会

「いま、中学生が伝えたいこと」Vol.03 [17分]

6. 就職ナビ 井部製作所 [3分]

7. 波乗り体操 [7分]

8. 野馬追の里健康マラソン大会参加者募集 [4分]

9. リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [9/19～9/26]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

問い合わせ 震災復興支援課 広域支援対策室 025-282-1732TEL

9月14日

借上げ住宅につきましては、現在、供与期間を平成31年3月末日までとしておりますが、

このたび、福島県から、南相馬市の避難指示解除区域から避難されている方々への借上げ

住宅の供与は、特定延長＊1の場合を除き、平成31年3月末日をもって終了となる旨の通知

がありました。

ついては、福島県の通知に基づき、平成31年3月末日をもって終了しますのでお知らせ

します。

＊１ 特定延長

公共工事の工期などの関係により、供与期間内に住居確保ができない特別の事情がある

場合、対象者を特定した上で例外的に平成32年3月まで延長します。

（南相馬市の避難指示解除区域からの避難者の方向け）



被災自治体News

東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に関する住民説明会の開催について

9月17日HP更新

問い合わせ 総務課 防災安全係 0240-34-0229TEL
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浪江町からのお知らせ

標記説明会が下記のとおり開催されます。多くの住民の皆様の参加をお待ちしております。

なお、除染や賠償に関する説明はございませんのでご了承ください。

日時・場所

●１０月２０日（土）

浪江町地域スポーツセンター

午前の部 午前１０時～正午

午後の部 午後１時３０分～３時３０分

●１０月２１日（日）

浪江町役場二本松事務所

午前の部 午前１０時～正午

午後の部 午後１時３０分～３時３０分

説明者

○ 経済産業省資源エネルギー庁

○ 原子力損害賠償・廃炉等支援機構

○ 東京電力ホールディングス株式会社

形式

全体説明後、数人のグループに分かれグループごとに座談形式での質疑応答を実施します。



被災自治体News

山田兼也さんが何よりも忘れられないのは、 初の避難先の川俣町でいただいたおにぎりの

味でした。

震災直後の非常時には、それまでは当たり前だった温かい食事や安心して眠れる環境など全

てが貴重に感じられたのではないでしょうか。

山田さんも、川俣町での炊き出し支援など、地元住民の皆さんの心遣いやご支援の数々を忘

れることなく今にいたっています。

現在市民ランナーとして活躍中の山田さん。

毎年11月に行われるふくしま駅伝では、双葉町チームの一選手として故郷のために走ってい

ます。

今の自分があるのは一番大変な時に助けてくれた方々のおかげ。今も感謝の気持ちを忘れず

に過ごしている山田さんのありがとうメッセージ。ぜひご覧ください。

https://youtu.be/FyAGl1-_rzY

また、震災から7年が経過し未だ全町避難が続いている双葉町の現状、町の取り組みが分か

る動画もあわせて配信中です。

ぜひご覧いただき、震災や原発事故について振り返る時間を共有できれば幸いです。

https://youtu.be/77P5Vl0rj2k

【ありがとうメッセージPick Up】#024
避難先でおにぎりを差し入れしてくれた方への感謝
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双葉町からのお知らせ



三条市News

季節性インフルエンザは罹患(りかん)率が高く、高齢者や慢性疾患がある人は、肺炎や気

管支炎を引き起こして重症になることもあります。そこで、これらの方にインフルエンザ予

防接種を実施します。

■実施期間

10月1日(月)〜平成31年3月31日(日) ※医療機関の休診日を除く。

■対象

① 接種日現在で満65歳以上の方

② 接種日現在満60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器の機能障がい、またはヒト免

疫不全ウイルスによる免疫機能障がいがあり、個別に案内が届いた方

③ ①または②に該当し、東日本大震災で避難している方

■持ち物

健康保険証 ＊②に該当する方は身体障害者手帳もお持ちください。

■接種回数

実施期間中に1回 ＊事前予約が必要です。

■接種費用(自己負担額)

1,620円

＊生活保護世帯の方は無料です。

被保護証明書を医療機関窓口に提示してください。

■実施医療機関

かかりつけ医または健康づくり課健診係へお問い合わせください。

■その他

新潟県内の指定医療機関でも受けられます。
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問い合わせ 三条市役所 健康づくり課 健診係 0256-34-5443TEL



東日本高速道路株式会社

NEXCO東日本は、お客さまに高速道路を安全・安心・快適にご利用いただくため、

磐越自動車道 新潟中央JCT～会津若松IC間で、舗装補修工事などに伴う夜間通行止めを実施

します。

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
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交流ルームひばり通信

今年も、敬老の日を前に、下田地区の渡邉さんから「新米を敬老の日にお届けしたいの

ですが…」と、ご連絡をいただきました。敬老の日のプレゼントは、今年で５回目です。

いつも忘れず、私たち避難者を思ってくださるお心遣いに感謝し、頂戴することにいた

しました。

受取期間 ９月１６日(日)～３０日(日)
交流ルーム「ひばり」開設時間内

※変則の休館日が多いので、裏表紙のカレンダーで確認ください。

受取場所 交流ルーム「ひばり」

対象者 満70歳以上(敬老の日時点) 

配布内容 １人につき 新米5kg

※基本は、取りに来ていただきたいのですが、

ご連絡いただければご相談に応じます。

問い合わせ
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

引換券を必ず
ご持参ください。
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今年も、下田の渡邉さんの畑に芋ほりに行きませんか。対象は、子ども(20歳未満)と、

その家族です。

いつも、お米を頂戴している渡邉さんご夫婦に、直接感謝の気持ちをお伝えするチャン

スです。

と き １０月６日 ※雨天の場合、10月13日（土）

午前10時 現地集合

作業終了次第、現地解散とします。(午後1時終了予定)

ところ 三条市棚鱗1443-2(渡辺青果直売所裏の畑) 

持ち物 軍手、長靴、汗拭きタオル、帽子

※ゴム手袋もあると便利です。

問い合わせ
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

土

たなひれ



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 0244-22-2111

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

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

市町村名 世帯数 人数

小高区 20 50

原町区 4 7

南相馬市 計 24 57

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 4 9

合 計 32 80

三条市に避難している
世帯数と人数(2018.9.19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

交流ルームひばり通信

９月・１０月の『ひばり』

日 月 火 水 木 金 土

★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。

９月２０日 ２１日 ２２日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日

秋分の日 振替休日

ひばり休み 版画教室
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

３０日 １０月１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日

ひばり休み 茶話会
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

こども
芋ほり体験
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問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[運営時間] 日・水・金 午前10時～午後2時

月 午前10時～正午


