
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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•体温を測定ください。

•予診票、予約確認書の緊急連絡先欄を記入ください。

•肩を出しやすい服でご来場ください。

※体温が37．5度以上ある人、体調の悪い人は接種でき

ません。コールセンター（0256-33-8780）に連

絡ください。

【当日の持ち物】

•マスク

•接種クーポン券（切り離さないでお持ちください）

•予診票（記入してお持ちください）

•予約確認書（接種の約1週間前に届きます）

•本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）

•薬を飲んでいる人はお薬手帳

・住所地外接種届出済証※

※避難元市町村に住民票のある人が三条市内で接種を受

けるとき

三条市ホームページ

「新型コロナワクチン接種」



被災自治体News

21５ 金

小高カントリーエレベーターの完成報告が行われました。

施工業者であるヤンマーグリーンシステム株式会社から市長へ、施設の鍵を引き渡すセレモ

ニーが行われました。

浜通り×さんじょうライフvol.5002

15
５ 土

南相馬市博物館では、縄文時代のクルミかごなどの特別展示を行っています。

平成29、30年の鷺内遺跡発掘調査で見つかったもので、3000年前の縄文時代に使われて

いたかごやざるが展示されています。特に、クルミが詰まったまま出土した「クルミかご」は、

全国的にも珍しく、大変貴重なものです。

6月13日まで展示しています。

13
６ 日～



被災自治体News

避難指示区域別居住状況（4月30日現在）

5月25日HP更新

旧避難指示区域内の小高区および原町区の居住人口は、4月30日現在で4,321人とな

り、同区域内の住民登録人口（7,602人）に占める居住率は56．8パーセントになりま

した。

旧避難指示区域内の住民登録人口と居住人口の推移(4月30日現在)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/11/kyojyujinnkousuii_030430.pdf

避難指示区域別の世帯数と人口(4月30日現在)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/11/kyojyujinnkou_030430.pdf

問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 被災者支援係 0244-24-5223TEL

3浜通り×さんじょうライフvol.500 

南相馬市からのお知らせ



被災自治体News

さつまいもの苗植えをしてきました

浜通り×さんじょうライフvol.5004

5月25日

旧小高商業高校の校庭を横切って
「通らせてください」

畑に着きました。
「いろいろな野菜がいっぱいあるね」

「やさしく土に寝かせて植えてね」 「畑の土のお布団をかけます」

「大きなおいもに
なりますように」

植え終わった畑です。
「秋の収穫が楽しみだね」

本日お世話になった畑の先生です。
市少年指導員の村田さん
主任児童員の佐藤さん
林区長会長の奥様
「ありがとうございました」

問い合わせ こども未来部 こども育成課 0244-24-5242TEL



被災自治体News

指定医療機関での甲状腺検査【令和3年度】について

5月24日HP更新

震災当時40歳以下の浪江町民を対象に、町独自で甲状腺検査を実施しています。

検査対象者

震災当時40歳以下の方で、検査を受けたことがない人

検査可能医療機関

甲状腺検査指定医療機関一覧

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/12691.pdf

震災当時18歳以下（平成24年4月1日までに生まれた人）で、令和2～3年度県の実

施する検査の対象となっている人は、福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理セ

ンターへお問い合わせください。

【問い合わせ先】

福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター

024-549-5130（午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く）

申し込み方法

検査を希望する医療機関に、直接電話で予約申し込みをお願いします。

震災復興支援放射能対策研究所（ひらた中央クリニック）を希望する人は、

健康保険課放射線対策係（ 0240-34-0261）までご連絡ください。

浪江町からのお知らせ

問い合わせ 健康保険課 放射線対策係 0240-34-0261TEL

5浜通り×さんじょうライフvol.500 
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被災自治体News

令和3年度高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ

5月19日HP更新

予防接種法に基づく高齢者の肺炎球菌予防接種（定期接種）を実施します。

これまで「令和元年度以降の定期対象者は６５歳のみ」となっていましたが、厚生労働

省で接種対象者の経過措置が令和５年度まで継続になりました。

過去に一度でも肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン）

の予防接種を受けた人は、定期接種の対象者ではありません。

接種期限

令和４年３月31日

今年度の対象者

⑴ 令和３年度中に65歳､70歳､75歳､80歳､85歳､90歳､95歳､100歳となる双葉町民

⑵ 接種日において60歳以上65歳未満の双葉町民で、心臓、腎臓、呼吸器または免疫機

能に重度の障害（身体障碍者手帳1級程度）を有する人

対象者には町から通知を送っています。対象だが届いていない、または対象か分から

ない方は問い合わせ先まで連絡をお願いします。

接種方法

●福島県内に避難している人

通知書に同封している「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票」を使用し、福島県内

の医療機関で事前に予約をして接種してください。

65歳 昭和31年4月2日 ～ 昭和32年4月1日生まれ

70歳 昭和26年4月2日 ～ 昭和27年4月1日生まれ

75歳 昭和21年4月2日 ～ 昭和22年4月1日生まれ

80歳 昭和16年4月2日 ～ 昭和17年4月1日生まれ

85歳 昭和11年4月2日 ～ 昭和12年4月1日生まれ

90歳 昭和6年4月2日 ～ 昭和7年4月1日生まれ

95歳 大正15年4月2日 ～ 昭和2年4月1日生まれ

100歳 大正10年4月2日 ～ 大正11年4月1日生まれ

次ページへ続きます

注意

双葉町からのお知らせ

注意

浜通り×さんじょうライフvol.5006



被災自治体News
●福島県外に避難している人

避難先の自治体にある保健センターまたは予防接種担当部署に問い合わせのうえ、それ

ぞれの自治体の接種方法に沿って接種してください。

接種時に自己負担金が生じた場合はその全額を助成しますので、領収書の原本を添えて

町へ助成申請してください。

福島県内の医療機関での接種を希望する場合は、予診票を発行します。双葉町役場健康

福祉課に問い合わせください。

その他

新型コロナウイルスワクチンの予防接種が始まっています。両方を受ける人は接種間隔

に注意してください。

■新型コロナワクチンを先に接種する場合

新型コロナワクチン（ファイザー社製）１回目

↓ ３週間あける

新型コロナワクチン（ファイザー社製）２回目

↓ ２週間以上あける

高齢者肺炎球菌ワクチン

■高齢者肺炎球菌ワクチンを先に接種する場合

高齢者肺炎球菌ワクチン

↓ 2週間以上あける

新型コロナワクチン（ファイザー社製）１回目

↓ 3週間あける

新型コロナワクチン（ファイザー社製）２回目

いずれの場合も新型コロナワクチン１回目と２回目の間には、高齢者肺炎球菌ワクチ

ンを接種しないようにご注意ください。また、かならず医師へ相談してください。

ひ臓を摘出した方は、23価肺炎球菌予防接種に健康保険が適用されますので、定期

接種の対象とはなりません。

次ページへ続きます
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被災自治体News
予防接種を受けるにあたって

下記をよくお読みになり、副反応や接種に注意が必要な人などを理解したうえで予防接

種を受けてください。また、この予防接種は義務ではなく、本人の希望により行うもので

す。

●肺炎球菌とは

肺炎球菌とは、肺炎・副鼻腔炎・中耳炎・髄膜炎などの原因となる細菌で、成人の肺炎

の20～40％がこの肺炎球菌が原因であるといわれています。健康な人の鼻・のど・上気

道にしばしば存在し、感染者の呼吸器分泌物（痰・鼻水など）から感染します。感染して

も症状が出ない人が多く、体力や免疫力が低下すると肺炎などを発症しやすくなります。

●高齢者肺炎球菌ワクチンの有効性

肺炎球菌ワクチンは、高齢者の肺炎の原因の中でもっとも多い「肺炎球菌」による感染

を予防するワクチンで、接種することによって重症化を防止する効果もあります。

ただし、肺炎の原因は肺炎球菌だけではないため、全ての肺炎を予防できるものではあ

りません。

接種後、免疫ができるまで約３週間かかり、効果は少なくとも5年間持続します。

●高齢者肺炎球菌ワクチンの副反応

接種後に、注射部位の腫れ、痛み、ときに軽い発熱などの副反応がみられることがあり

ますが、日常生活に差し支えるほどではありません。通常２日程度で消失します。

予防接種を受けた後に何らかの症状があらわれた場合には、予防接種の副反応の場合も

ありますが、たまたま同じ時期に発生した感染症などが原因であること（紛れ込み反応）

もあります。

接種後、高熱や体調の変化、心配な症状などがある場合には、接種した医師にご相談く

ださい。

●予防接種を受ける際の注意事項

予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。健康状態が良好でな

い場合には、かかりつけ医などに相談の上、接種するかどうかを決めてください。

以下の項目に当てはまる場合には、予防接種を受けることができません。

⑴ 明らかに発熱している場合（接種時の体温が37.5℃以上の場合）

⑵ 重い急性疾患にかかっている場合

⑶ ワクチンの成分によって過敏症をおこしたことがある場合

⑷ その他、医師が不適当な状態と判断した場合

次ページへ続きます
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被災自治体News
●予防接種を受けた後の注意事項

予防接種を受けた後30分間は医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急

な副反応がこの間に起こることがあります。

入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。

接種当日は普段通りの生活をしてかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けまし

ょう。

接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合には、速やかに医師の診察を受けまし

ょう。

●予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になっ

たり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法

に基づく補償を受けることができます。

その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの

因果関係を国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受ける

ことができます。

9浜通り×さんじょうライフvol.500 

問い合わせ 健康福祉課 0246-84-5205TEL



次ページへ続きます

■募集期間

６月１日（火）～６月９日（水）必着

■募集対象

1. 平成23年３月11日時点において、田村市、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、

大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村に居住していた方で、次に該当する方

・現在も避難指示が継続している区域に居住していた方（居住制限者）

・避難指示が解除された区域に居住していた方で、現在、住宅に困窮している方

（旧居住制限者）

2. 東日本大震災において被災・避難した次に該当する方で、現在、住宅に困窮している方

・地震・津波により住宅を失った方（地震・津波被災者）

・平成23年３月11日時点で中通り、浜通り（避難指示が継続している区域を除く）に居住

していた方（子ども・被災者支援法に定める「支援対象避難者」）

■注意事項

・ 第２希望の団地まで申し込みできます。

・ 募集対象「2」の「地震・津波被災者」の方については、令和3年3月11日から入居申込

要件が変更になっていますのでご注意ください。

・ 優先住宅(車いす対応住宅も含む)は、集合住宅１階部分の住戸であり、優先世帯(60歳以

上の高齢者、障がい者、要介護者を含む世帯）に限り申し込みができます。

・ 入居後の復興公営住宅間の住み替えは、世帯人数が増減した場合、身体の機能上の制限を

受ける者となった場合、介護が必要となった場合など、一定の理由がある場合に可能です

ので、ご相談ください。

・ 第1・第2希望の両方とも落選された方には、意向を伺い、空いている住戸をご案内する

場合があります。なお、第2希望の団地の記載がなかった方には、ご案内は行いません。

・ 補欠として登録されている方も応募できますが、当選した場合は、補欠の権利は無効とな

りますので、ご了承ください。

※募集対象「１」の方

応募者多数の場合､｢避難指示が継続している地区に居住していた方｣から先に抽選します。
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次ページへ続きます

所在地 団地名 建設年度
災害
リスク

住戸形態 住宅の種類 間取り
募集
戸数

福島市

北信 H26 - 集合住宅 優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

笹谷 Ｈ26 - 集合住宅 一般住宅 3LDK 2

飯坂 H27 - 集合住宅

優先住宅 3LDK 2

一般住宅
2LDK 2

3LDK 2

北沢又
(ペット可)

H28 - 2戸1棟(2階建) 一般住宅 2LDK 5

北沢又 H28～H30 - 集合住宅

優先住宅
2LDK 5

3LDK 4

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 2

3LDK 13

二本松市

根柄山
(ペット可)

H28 -

戸建て(平屋)
または

2戸1棟(平屋)
一般住宅 2LDK 3

2戸1棟(2階建) 一般住宅 3LDK 5

石倉 H28～H29 - 集合住宅

優先住宅
2LDK 2

3LDK 3

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 2

3LDK 13

若宮 H29 - 集合住宅 一般住宅 3LDK 2

表
(ペット可)

H29
土砂
災害

集合住宅

優先住宅
2LDK 2

3LDK 2

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 6

3LDK 2

川俣町
壁沢
(ペット可)

H28 -

2戸1棟(平屋) 優先住宅 2LDK 1

2戸1棟(2階建) 一般住宅
2LDK 6

3LDK 6

郡山市

柴宮

H26 - 集合住宅57号棟
優先住宅 2LDK 2

一般住宅 3LDK 2

H27 -
集合住宅

58・59号棟

優先住宅 2LDK 1

一般住宅 2LDK 1

日和田 H26 - 集合住宅
優先住宅 2LDK 2

一般住宅 3LDK 1

富田 H26～H27 -

集合住宅
1～3号棟

優先住宅 2LDK 2

一般住宅 3LDK 2

集合住宅
4号棟

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 1

3LDK 1

■募集団地

※ 居住制限者、旧居住制限者を対象とした募集団地と、地震・津波被災者および支援対象避

難者を対象とした募集団地は、別々の一覧となります。

●居住制限者、旧居住制限者を対象とした募集団地
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所在地 団地名 建設年度
災害
リスク

住戸形態 住宅の種類 間取り
募集
戸数

郡山市

八山田 H26～H27 - 集合住宅
優先住宅 2LDK 2

一般住宅 3LDK 2

東原 H26～H27 -
集合住宅
1・2号棟

優先住宅 2LDK 3

一般住宅 3LDK 1

安積 H27 - 集合住宅
優先住宅

2LDK 2

3LDK 1

一般住宅 3LDK 1

鶴見坦 H27 - 集合住宅 優先住宅 3LDK 1

守山駅西
(ペット可)

H28 - 2戸1棟(2階建) 一般住宅 3LDK 2

田村市
石崎南
(ペット可)

H28 - 2戸1棟(2階建) 一般住宅 3LDK 2

三春町
平沢
(ペット可)

H28 -
戸建て(平屋) 一般住宅 2LDK 2

戸建て(2階建) 一般住宅 3LDK 1

白河市
南湖南
(ペット可)

H28 - 2戸1棟(平屋) 一般住宅 2LDK 1

会津
若松市

古川町 H26 - 集合住宅
優先住宅 2LDK 3

一般住宅 3LDK 6

年貢町 H27 -

集合住宅 一般住宅 3LDK 9

集合住宅
(メゾネット)

一般住宅 2LDK 1

白虎
(ペット可)

H27 - 戸建て(2階建) 一般住宅 3LDK 2

白虎2
(ペット可)

H28 - 戸建て(2階建) 一般住宅 3LDK 1

城北
(ペット可)

H27～H28 - 2戸1棟(平屋) 一般住宅 1LDK 1

南相馬市

北原 H28 - 集合住宅

優先住宅
2LDK 2

3LDK 5

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 4

3LDK 14

上町 H28 - 集合住宅

優先住宅
2LDK 2

3LDK 2

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 5

3LDK 5

南町 H28 - 集合住宅

優先住宅 3LDK 2

一般住宅
2LDK 1

3LDK 15

牛越 H28～H29 - 集合住宅

優先住宅 3LDK 8

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 1

3LDK 19

広野町
下北迫
(ペット可)

H29 - 2戸1棟(平屋) 一般住宅 2LDK 1
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次ページへ続きます

所在地 団地名 建設年度
災害
リスク

住戸形態 住宅の種類 間取り
募集
戸数

いわき市

湯長谷 H26 - 集合住宅
優先住宅 2LDK 1

一般住宅 3LDK 6

下神白 H26 津波 集合住宅

優先住宅 3LDK 1

一般住宅
2LDK 6

3LDK 8

八幡小路 H27 - 集合住宅
優先住宅 2LDK 1

一般住宅 2LDK 1

宮沢 H28 - 集合住宅

優先住宅 2LDK 1

優先住宅(車いす対応) 3LDk 1

一般住宅
2LDK 4

3LDK 5

大原 H28 津波 集合住宅 一般住宅
2LDK 2

3LDK 1

関船 H27 - 集合住宅

優先住宅
2LDK 1

3LDK 2

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅 2LDK 3

高萩
(ペット可)

H28 洪水

2戸1棟(平屋) 優先住宅(車いす対応) 2LDK 1

戸建て(平屋)
または

2戸1棟(平屋)
一般住宅 2LDK 1

戸建て(2階建)
または

2戸1棟(2階建)
一般住宅 3LDK 4

四ツ倉 H29 洪水 集合住宅

優先住宅
2LDK 1

3LDK 1

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 1

3LDK 6

下矢田 H29 - 集合住宅 一般住宅 3LDK 1

中原
(ペット可)

H28
洪水
津波

集合住宅
1～3号棟

優先住宅
2LDK 1

3LDK 1

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅 3LDK 1

中原 H28
洪水
津波

集合住宅
4～7号棟

優先住宅 3LDK 3

一般住宅 2LDK 1

勿来酒井 H29 -

集合住宅
2～4号棟

優先住宅
2LDK 1

3LDK 1

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 1

3LDK 3

集合住宅
(木造長屋)
5・6号棟

優先住宅 2LDK 2

北好間
(ペット可)

H29 洪水
集合住宅

1～3･5･6号棟

優先住宅 2LDK 3

一般住宅 3LDK 1

北好間 H29 洪水
集合住宅

4・7～16号棟

優先住宅
2LDK 2

3LDK 1

一般住宅 3LDK 2
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所在地 団地名 建設年度
災害
リスク

住戸形態 住宅の種類 間取り
募集
戸数

いわき市

泉本谷 H29
土砂
災害

集合住宅

優先住宅
2LDK 3

3LDK 4

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 1

3LDK 4

磐崎 H29 洪水 集合住宅

優先住宅 3LDK 1

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 1

3LDK 3

平赤井 H29 洪水 集合住宅

優先住宅
2LDK 2

3LDK 5

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 1

3LDK 3

●「地震・津波被災者」および子ども･被災者支援法に定める「支援対象避難者」

を対象とした募集団地

所在地 団地名 建設年度
災害
リスク

住戸形態 住宅の種類 間取り
募集
戸数

福島市 北沢又 H28～H30 - 集合住宅
優先住宅

2LDK 3

3LDK 5

一般住宅 3LDK 8

二本松市 石倉 H28～H29 - 集合住宅

優先住宅
2LDK 1

3LDK 3

一般住宅
2LDK 1

3LDK 11

南相馬市

北原 H28 - 集合住宅

優先住宅
2LDK 4

3LDK 2

一般住宅
2LDK 2

3LDK 9

上町 H28 - 集合住宅

優先住宅
2LDK 3

3LDK 1

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 2

3LDK 3

南町 H28 - 集合住宅
優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅 3LDK 8

牛越 H28～H29 - 集合住宅
優先住宅 3LDK 3

一般住宅 3LDK 19

いわき市

下神白 H26 津波 集合住宅 一般住宅
2LDK 7

3LDK 5

中原 H28
洪水
津波

集合住宅
4～7号棟

優先住宅
2LDK 1

3LDK 3

一般住宅 3LDK 3

次ページへ続きます
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所在地 団地名 建設年度
災害
リスク

住戸形態 住宅の種類 間取り
募集
戸数

いわき市

勿来酒井 H29 -

集合住宅
2～4号棟

一般住宅 3LDK 2

集合住宅
(木造長屋)
5・6号棟

優先住宅 2LDK 3

北好間
(ペット可)

H29 洪水
集合住宅

1～3･5･6号棟
優先住宅 2LDK 2

北好間 H29 洪水
集合住宅

4・7～16号棟

優先住宅 2LDK 2

一般住宅
2LDK 2

3LDK 1

泉本谷 H29
土砂
災害

集合住宅 優先住宅
2LDK 7

3LDK 7

磐崎 H29 洪水 集合住宅 優先住宅 3LDK 1

平赤井 H29 洪水 集合住宅

優先住宅
2LDK 2

3LDK 5

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅 3LDK 2

次ページへ続きます
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管内 団地名 洪水 内水 津波 土砂災害

県北
表 警戒区域

北中央 0.2m未満

相双 西町 0.5m～1.0m未満

いわき

下神白 2m未満

平赤井 5.0ｍ～10m未満

泉本谷 警戒区域

北好間
5.0m～10m未満
※家屋倒壊等

はん濫想定区域

中原 0.5m未満 0.3m～2m未満

磐崎 0.5m未満

家ノ前 3.0m未満

高萩 3.0m未満

大原 1m未満

四ツ倉 3.0m未満

※ 「災害リスク」欄は、市町村が定めるハザードマップなどに基づき、県が現時点で把握し

ている情報を記載しています。リスクの程度などは下の表で確認ください。

詳細については、各市町村の防災担当課へお問い合わせください。

※ 「土砂災害」とは、土砂災害警戒区域内にある住戸であること、「津波」とは、津波災害

警戒区域内にある住戸であること、「洪水」「内水」とは、ハザードマップにおける浸水想

定区域内にある住戸であることをそれぞれ指しています。



地震・津波被災者用（地震・津波により住宅を失った方）

https://www.npo-junkan.jp/upload/files/%2875%29.pdf

支援対象避難者用（平成23年3月11日時点で中通り、浜通り（避難指示が

継続している区域を除く）に居住していた方）

https://www.npo-junkan.jp/upload/files/%2876%29.pdf

■入居申込書と記入例

居住制限者用（現在も避難指示が継続している区域に居住していた方）

https://www.npo-junkan.jp/upload/files/%2871%29.pdf

旧居住制限者用（避難指示が解除された区域に居住していた方）

https://www.npo-junkan.jp/upload/files/%2873%29.pdf
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■復興公営住宅の整備状況について

福島県では、地区ごとの工程表と進捗状況、完成した復興公営住宅の外観や内観を公表し

ています。

復興公営住宅 地区ごとの工程表と進捗状況

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-fukkoukouei009.html

復興公営住宅の完成写真及び間取り図

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-fukkoukoueikansei000.html

復興公営住宅 動画による完成住宅の紹介

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-fukkoukoueikansei001.html
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交流ルームひばり通信

三条市の協力を得て、一時帰宅を計画しました。

故郷に帰還するにあたり、家の中の片付けをしたい方や、家周りの伸びた草木が気になる

方もいるかと思います。

一時帰宅を希望する方は、申し込みの際に次の事項をお伝えください。

①7～8月の間の希望日

②往復利用か、片道利用か（※片道利用については、三条→現地のみ可）

行程 三条市出発 午前 5時頃

現地到着 午前10時頃(南相馬市の場合)

＊自宅などに送迎

現地出発 午後 3時頃(南相馬市の場合)

三条市到着 午後 9時頃

申込締切
６月１３日(日)正午
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

新型コロナウイルス感染症

対策をして実施しますので

安心して申し込みください。

※双葉町の帰還困難区域への一時立ち入りについては、スクリーニング場までの送迎となります。

※お一人の申し込みでもＯＫ

※９～１０月も募集予定です。

交流ルームひばりが開設されて今年で10年を迎えます。

避難されてきた皆さんのこれまでを、交流ルームひばりスタッフや三条市、避難者などが撮

影してきた写真をもとに、記念誌にまとめて発行したいと考えています。

そこで、一緒に記念誌の作成にあたっていただける方を募集します。

編集会議の予定

・6月から毎月1回第3水曜日 ひばり開設時間内

・10月まで全5回

・写真の選定などを行います。

平日の日中ということもあり、毎回参加いただくのが難しい方もいらっしゃるかと思います

が、できるだけ毎回参加いただける方の応募をお待ちしています。よろしくお願いします。

応募先 交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０



市町村名 世帯数 人数

小高区 15 38

原町区 4 4

南相馬市 計 19 42

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 28 64

三条市に避難している
世帯数と人数(2021.5.26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
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交流ルームひばり通信

５月・６月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

日曜日のひばり開設時間が変わりました。

午前10時～午後１時

５／２７ ２８ ２９

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

３０ ３１ ６／１ ２ ３ ４ ５

ひばり休み ひばり休み ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

ひばり休み ひばり休み ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

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・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。

避難先住所等の届け出について

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 福祉課 福祉・公営住宅係

0256-34-5405TEL


