
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。

目 次

週刊 避難者応援情報紙

南相馬市 ---------------------- 2

浪江町 ------------------------ 7

双葉町 ------------------------ 9

・幸藏さんからいただいたお米は
6月7日までにお受け取り願います

----------------------- 13

・6月の「ひばり」 ------------ 14
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●交流ルームひばり通信

5月26日、市内の中学校に通う兄弟から市内の5つの

病院へ、ビニール製袖付きエプロン200枚が寄付されま

した。

６ページをご覧ください。
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児童手当現況届を忘れずに

6月1日HP更新

児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。

該当する方には、6月上旬に現況届用紙を送付しますので、期間内に提出してください。

提出がない場合は、受給資格があっても6月からの手当が受けられなくなりますので、

忘れずに提出してください。

提出方法

窓口、郵送（消印有効）

※ 新型コロナウイルス感染症の予防対策のため、郵送による提出にご協力ください。

■窓口

6月1日（月）～30日（火）

午前8時30分～午後5時15分（土・日曜日を除く）

■郵送先

〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

南相馬市役所 こども家庭課 子育て支援係

問い合わせ

こども未来部こども家庭課 0244-24-5215

鹿島区市民総合サービス課 0244-46-2112

小高区市民総合サービス課 0244-44-6711

浜通り×さんじょうライフvol.4532

問い合わせ こども未来部 こども家庭課 子育て支援係 0244-24-5215TEL

TEL

TEL

TEL

南相馬市からのお知らせ
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入居者を公募する市営住宅

一般世帯の住宅

【市営住宅の入居基準】

•住宅に困っていることが明らかな方

•市町村税を滞納していない方（入居世帯の中で、課税されているすべての方）

•同居する親族がいる方（60歳以上の方など、単身入居可能な場合もあります。）

•暴力団員でないこと

•世帯の収入が基準を超えないこと

中堅所得者向け住宅

【中堅所得者向け住宅の入居基準】

•市町村税を滞納していない方（入居世帯の中で、課税されているすべての方）

•同居する親族がいる方

•暴力団員でないこと

•世帯の収入が基準の範囲内(原則階層は158,001円から259,000円)であること

№ 区 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 原町 三島町団地 2号棟201号室 2階 3K 31年 16,800～33,100 あり

2 原町 北長野団地 1号棟308号室 3階 3DK 26年 18,200～35,700 あり

3 原町 北長野団地 4号棟205号室 2階 3DK 24年 18,800～36,900 あり

4 原町 国見町団地 2号棟407号室 4階 3K 36年 14,800～29,100 あり

5 原町 国見町団地 2号棟408号室 4階 3K 36年 14,800～29,100 あり

№ 区 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 小高 紅梅団地 B-2-1号室 1・2階 3DK 18年 33,100～44,800 あり

問い合わせ 建設部 建築住宅課 市営住宅係 0244-24-5253TEL

★ 間取り、駐車場料金、浴槽・風呂釜の有無など、詳細はお問い合わせください。

市営住宅入居者募集（6月分）

6月1日更新

入居資格や申し込み方法などについて、右QRコードから市公式ウェブサイトで確認の

上、お申し込みください。

申込者が重複した場合は、抽選会を開催し入居者を決定します。

入居日

7月1日（水）

公募期限

６月１２日（金） ※申し込み受け付けは、土・日曜日、祝日を除く。

3浜通り×さんじょうライフvol.453 
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災害公営住宅入居者募集（6月分）

6月1日更新

注意

注意

入居日

7月1日（水）

申込期限

６月１２日（金） ※郵送の場合は当日必着

申込多数の場合は抽選となりますが、災害公営住宅は「り災」した方を優先します。

募集住宅

《鹿島区》

《原町区》

り災された方に限って､家賃は東日本大震災特別家賃低減事業により減額される場合

があります。

問い合わせ 建設部 建築住宅課 市営住宅係 0244-24-5253TEL

№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

4 栄町団地 1号棟103号室 1階 2DK 5年 18,900～50,200 あり

5 大町西団地 103号室 1階 2DK 6年 18,100～48,000 あり

6 大町西団地 504号室 5階 3DK 6年 21,700～57,500 あり

7 大町東団地 104号室 1階 2DK 7年 17,900～47,400 あり

8 大町南団地 502号室 5階 3DK 5年 22,000～58,300 あり

9
大町東団地

(高齢者向け)
6号室 1階 2DK 5年 16,600～43,900 あり

№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 西町団地 4号棟202号室 2・3階 4DK 7年 23,300～61,700 あり

2 西川原第二団地 3号棟102号室 1階 2DK 5年 15,300～40,700 あり

3 西川原第二団地 1号棟204号室 2階 2DK 5年 15,300～40,700 あり

浜通り×さんじょうライフvol.4534
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小学校へマスク配布
市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策の一環として、5月29日に市内の小

学校へマスク約2000箱を配布しました。当日は、職員が市防災備蓄倉庫からマスクを車両

に載せ、各小学校に届けました。

6月4日には市内中学校にも配布する予定です。

教室内に個別パーティションを導入
新型コロナウイルス感染予防対策として、原町第一中学校、原町第二中学校、鹿島中学校

で、個別パーティションの導入が始まります。

導入される三校は、生徒数が多く30人以上の学級があり座席間の距離を保つことが難しい

ため、各生徒の机にパーティションを設置することによって、ウイルスの飛沫感染を防ぎま

す。

市内企業の発案によって段ボールで作成され、学校再開に向けて試作品の検討を繰り返し、

生徒がより使いやすいパーティションが完成しました。

黒板やモニターが見やすいように、三方に透明な
シートが貼られている。

浜通り×さんじょうライフvol.453 5



被災自治体News

中学生から病院へ感染予防エプロンの寄付

浜通り×さんじょうライフvol.4536

5月26日、市内の中学校に通う兄弟から病院へ、ビニール製袖付きエプロン200枚が寄付

されました。

このエプロンは、医療関係者の新型コロナウイルス感染予防に役立ててほしいと、中学生

が自らのお小遣いで購入し、市役所に届けられました。

エプロンは市内の5つの病院に届けられ、寄付した中学生への感謝の言葉と共に受け取られ

ました。

南相馬市立総合病院 小野田病院 大町病院

雲雀ヶ丘病院 鹿島厚生病院

今週の番組 90分 ※パソコン視聴

1. オープニング [2分]

2. 第21回南相馬市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 [47分]

3. 「新しい生活様式」を定着させよう！ [7分]

4. 生涯学習チャンネルリトミック編 [11分]

5. 相馬野馬追執行委員長記者会見5月19日 [11分]

6. お家でできる軽体操2 ～腰痛予防編～ [4分]

7. 「新しい生活様式」を定着させよう！ [7分]

8. リクエストアワー [1分]

番組内容 [5/30～]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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結婚50周年を迎えられたご夫婦をお祝いします

6月1日HP更新

浪江町からのお知らせ

TEL FAX

結婚50周年を迎えられたご夫婦を祝福し、賞状と記念の金メダルが贈られます。自己

申告となっていますので、お忘れなくお申し込みください。

対象

昭和45年1月1日から同年12月31日までに結婚された浪江町に住所をおくご夫婦。

または、前回までに申し込みされなかったご夫婦。

申込方法

申込用紙を下記窓口に用意してありますので、必要事項を記入のうえ、申し込みくださ

い。

浪江町老人クラブ連合会事務局

浪江町役場本庁舎 介護福祉課

浪江町役場各出張所（福島、南相馬、いわき）

※ 電話、ファクスでの申し込みも可能です。

0240-34-4685 0240-35-5555

申し込み締め切り

7月3日（金）厳守

表彰伝達

10月に開催される浪江町高齢者福祉大会で表彰もしくは、希望する方には郵送します。

※ 福島民報新聞紙上、9月の「祝・金婚夫婦特集」で表彰対象者の氏名・年齢が掲載さ

れます。

※ 新型コロナウイルスの感染状況によっては大会内容の変更、延期もしくは中止となる

ことがあります。

【問い合わせ】

浪江町老人クラブ連合会事務局（浪江町社会福祉協議会）

浪江事務所 〒979-1513 浪江町大字幾世橋字大添52-1

0240-34-4685 0240-35-5555TEL FAX

浜通り×さんじょうライフvol.453 7
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【都道府県別】(福島県外) 【福島県内市町村別】
都道府県 人 数

北海道 54

青森県 39

岩手県 37

宮城県 927

秋田県 43

山形県 121

茨城県 995

栃木県 471

群馬県 132

埼玉県 653

千葉県 564

東京都 803

神奈川県 418

新潟県 318

富山県 15

石川県 23

福井県 11

山梨県 37

都道府県 人 数

長野県 52

岐阜県 17

静岡県 58

愛知県 41

三重県 7

滋賀県 5

京都府 34

大阪府 61

兵庫県 21

奈良県 5

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 5

岡山県 22

広島県 10

山口県 1

徳島県 1

香川県 5

都道府県 人 数

愛媛県 8

高知県 5

福岡県 19

佐賀県 4

長崎県 10

熊本県 6

大分県 5

宮崎県 10

鹿児島県 8

沖縄県 18

国外 11

合計 6,110

市町村 人 数

福島市 2,481

会津若松市 198

郡山市 1,714

いわき市 3,217

白河市 250

須賀川市 144

喜多方市 19

相馬市 446

二本松市 1,041

田村市 69

南相馬市 2,005

伊達市 105

本宮市 476

桑折町 138

国見町 28

川俣町 57

大玉村 197

鏡石町 8

市町村 人 数

天栄村 1

下郷町 4

南会津町 9

北塩原村 2

西会津町 4

磐梯町 4

猪苗代町 20

会津坂下町 20

金山町 1

会津美里町 9

西郷村 139

泉崎村 5

中島村 2

矢吹町 32

棚倉町 6

塙町 2

石川町 6

古殿町 1

市町村 人 数

三春町 71

小野町 12

広野町 43

楢葉町 17

富岡町 14

川内村 4

大熊町 3

浪江町 981

葛尾村 5

新地町 84

飯舘村 2

県内 2

合計 14,098

避難者総数

20,208

(前月 20,218)

(前月 14,101)

(前月 6,117)

浪江町民の避難状況（5月31日現在）

現在の「道の駅なみえ」の様子
昨年5月に起工式が行われた「浪江町交

流・情報発信拠点施設（道の駅なみえ）」。

日々着々と工事が進行し、いよいよ「地域

振興施設」の外観が現れてきました。

こちらにはフードコートや交流施設など

が整備され、町民や訪れる人々の新たな交

流の場としての活用が期待されます。

浜通り×さんじょうライフvol.4538
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子育て世帯への臨時特別給付金について

5月28日HP更新

9浜通り×さんじょうライフvol.453 

問い合わせ 健康福祉課 0246-84-5205TEL

新型コロナウイルス感染症の影響などを踏まえ、臨時特別的な給付措置として児童手当

（本則給付）を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万円の臨時特別給付金を

支給するものです。申請は原則不要となります。

対象となる方には5月19日付で案内を発送しています。もし、届いていない場合は下

記問い合わせ先までご連絡ください。

対象者

令和2年4月分（3月分を含む）の児童手当を受給している方

（対象児童生年月日：平成16年4月2日～令和2年3月31日）

※ 児童の年齢到達または死亡により3月分の支給を受けた方を含む。

※ 特例給付の方は対象となりません。

支給額

対象児童1人につき1万円（1回のみ）

支給日

6月末

支給方法

児童手当を受給している口座へ振り込みます。

※ 通帳摘要欄には「フタバコソダテキュウフキン」と印字されます。

※ 児童手当の指定口座へ振り込みができなかった場合は、給付金が支給されません。

その際は、令和2年12月14日までに必ずお問い合わせください。

受給辞退

本給付金の受給を辞退する方がいましたら、「給付金受給拒否の届出書」に必要事項を

記入のうえ、下記まで6月15日までに郵送ください。

【郵送先】

〒974-8212 福島県いわき市東田町二丁目19-4

双葉町役場 健康福祉課

双葉町からのお知らせ
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令和2年度 風しんの追加的対策事業（クーポン券）のお知らせ

6月1日HP更新

次ページへ続きます

平成30年7月以降、関東地方を中心に風しん患者の報告数が増加しています。その中

でも、予防接種の機会がなく十分な抗体を持っていない30～50代の男性の患者が多く確

認されています。

風しんは感染力が強く、職場や電車など人が多く集まる場所で多くの人に感染する可能

性があり、成人が感染すると症状が重くなることがあります。また、風しんに対する免疫

が不十分な女性が、妊娠20週ごろまでに風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃんが

「先天性風しん症候群」にかかる可能性が高くなります。

風しんの予防にはワクチンが有効です。国は、これまで風しんの予防接種を受ける機会

が無かった方を対象に無料で抗体検査を実施し、抗体のない方に対する予防接種を実施す

ることとしました。

～風しんから自分自身と周りの人を守るため、抗体検査を受けてください。

風しん抗体検査について

対象者

双葉町に住民登録がある1962（昭和37）年4月2日～1979（昭和54）年4月1日生

まれの男性。

今年度は1962（昭和37）年4月2日～1972（昭和47）年4月1日生まれの男性に対し

てクーポン券を送付します。

なお、昨年度送付しました1972（昭和47）年４月2日～1979（昭和54）年4月1日

生まれの方のクーポン券は、有効期限が2021（令和3）年3月まで延長になりましたの

でそのまま使用できます。

※ ただし以下の内容に当てはまる方は、すでに抗体がついていると考えられるので、検

査およびワクチン接種の必要はありません。

過去に「風しん予防接種の接種費用の助成」を受けた方

過去に検査し「十分な抗体がある」という記録がある方

実施期間

6月1日から令和3年3月31日まで

料金

無料

実施回数

1人1回

浜通り×さんじょうライフvol.45310
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実施場所

事業所健診や町の特定健診の機会、または全国の登録医療機関（厚生労働省ホームペー

ジ「風しんの追加的対策」参照）で受けることができます。事前に予約が必要ですので、

各自お問い合わせください。

必要なもの

住所・氏名が確認できる書類（運転免許証、健康保険証など）

双葉町が発行するクーポン券

MR(麻しん風しん混合)ワクチン接種について

対象者

双葉町に住民登録がある1962（昭和37）年4月2日～1979（昭和54）年4月1日生

まれの男性で、抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方

実施期間

6月1日から令和3年3月31日まで

料金

無料

実施場所

全国の各登録医療機関（事前に予約が必要です）

詳しくは厚生労働省ホームページ「風しん追加的対策について」をご覧ください。

必要なもの

住所・氏名が確認できる書類（運転免許証、健康保険証など）

双葉町が発行するクーポン券

風しん抗体価が低いことが確認できる検査結果など

※ クーポン券を紛失した方は下記までご連絡ください。

問い合わせ 健康福祉課 健康づくり係 0246-84-5205TEL



被災自治体News

令和2年度双葉町甲状腺検査について

5月29日HP更新

双葉町では、震災当時39歳以下だった方（昭和46年3月10日以降に生まれた方）を

対象に、甲状腺検査を実施しています。

甲状腺は、継続的に検査を行い、異常の早期発見や経過観察をすることが大切です。下

記を確認のうえ 受検されますようお知らせします。

まだ一度も検査を受けたことがない方は、ぜひ受検されますことをおすすめします。

転出した方、震災後に生まれた方も検査を受けることができます。

震災当時18歳以下で、県民健康調査の甲状腺検査を未受診の方は、医大の検査も受検

してください。

今年度医大と町の検査を受ける場合、半年以上の期間をあけて受検してください。

全国の受託医療機関での受検を希望する方へ

現在流行している新型コロナウイルス感染症の影響で、地域によっては受検できない体

制となっています。必ず事前に医療機関へ確認をお願いします。

令和２年度 双葉町 甲状腺検査受託医療機関一覧表

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/8193/R2.pdf

ひらた中央病院での検査を希望する方

検査場所 全国の受託医療機関 ひらた中央病院

予約
直接 医療機関に電話などで予約
・検査日、対象年齢などを確認してください。
・詳細は病院にお問い合わせください。

双葉町健康福祉課に電話をして予約

検査内容 超音波検査 超音波検査、血液検査など

検査期限 令和3年3月31日

持ち物 保険証または被災証明書

対象者 双葉町民（年齢制限はありません）

検査内容

1.超音波検査
2.血液検査（小学生以上）
3.尿検査（18歳未満）
4.ホールボディカウンタによる内部被ばく検査

検査費用 無料

予約方法
健康福祉課（TEL:0246-84-5205）に電話で予約を取ってください。
ひらた中央病院で検査を受けたことのある方はその旨お伝えください。
また、保険診療の方は病院に直接予約をお願いします。

次ページへ続きます
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交流ルームひばり通信
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問い合わせ 交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０

★☆★☆ お願い ☆★☆★

お越しの際は、

マスク着用をお忘れなく！

また、お子さんは

お連れにならないでください。

みほん

※申し訳ございませんが、お届けはできません。

※期間内に受け取れない場合は、交流ルーム「ひばり」までご相談

ください。

※ご連絡がないまま期限を過ぎてしまったお米は、適切な方法で有効に使わせていただき

ますので、ご了承ください。

お配りした引換券を

必ずご持参ください。

被災自治体News

ひらた中央病院では、県内・県外の小中学生を対象に甲状腺集団検査を実施しています。

そのため、上記日程の中でも、予約できる日時・人数が限られています。

詳細は、健康福祉課へお問い合わせください。

予約日時

（検査）月曜日 午後（14時・15時）
水曜日 午後（14時・15時）

※5月29日付けで対象者の皆様にお送りした通知には、「月曜日 午後（14時・
15時・16時）」と記載しておりましたが、誤りにつきましてお詫び申し上げます
とともに訂正させていただきます。実際には上述のとおり月曜日と水曜日に2枠ずつ
となります。

（診察）検査から1カ月後以降の第2・第4木曜日（原則として）11時・14時
※検査時に日時調整となります。

所在地/
アクセス

〒963-8202 石川郡平田村上蓬田字大隅30
・バス：郡山駅 1番バスのりば 蓬田方面 清水内で下車
・自家用車：磐越道小野IC経由、あぶくま高原道路平田インターから約5分
（所要時間は、郡山から約40分、いわき市から約1時間10分）

問い合わせ 健康福祉課 0246-84-5205TEL



避難先住所等の届け出について

市町村名 世帯数 人数

小高区 17 43

原町区 3 4

南相馬市 計 20 47

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 4 9

合 計 28 70

三条市に避難している
世帯数と人数(2020.6.3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

浜通り×さんじょうライフvol.45314

東日本大震災に伴い避難されている方で、次のような場合は、

全国避難者情報システム（避難者名簿）に登録されている内容を

変更する必要がありますので、ご連絡ください。

・転居したので住所が変わった（変わる予定である）

・家族構成が変わった（子が進学などで転出、帰還した家族がい

るなど）

・避難生活が終了した（避難の意思を有しなくなった）

連絡先
三条市役所 福祉課

0256-34-5405TEL

交流ルームひばり通信

６月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

お米は
６月７日(日)までに
お受け取り願います。

４ ５ ６

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

午前10時
～午後３時

ひばり休み ひばり休み
午前10時
～午後1時

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

午前10時
～午後３時

ひばり休み ひばり休み
午前10時
～午後1時

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

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）
運営：さんじょう∞ふくしま「結」の会

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開設時間] 日 午前10時～午後3時

水 午前10時～午後1時

※さんじょう∞ふくしま「結」の会

避難者と三条市のボランティアの有志で組織している団体で、「交流ルームひばり」の運営を無償で

行っています。「交流ルームひばり」へお気軽にお立ち寄りください。


