
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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●被災自治体News

●交流ルームひばり通信

6月24日発行

Vol.504

三条市News

•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」

（再掲載）



被災自治体News

避難指示区域別居住状況（5月31日現在）

6月24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、5月31日現在で4,334人とな

り、同区域内の住民登録人口（7,591人）に占める居住率は57．1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(5月31日現在)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/11/kyojyujinnkousuii_030531.pdf

避難指示区域別の世帯数と人口(5月31日現在)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/11/kyojyujinnkou_030531.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

南相馬市からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する11の知識

6月24日HP更新

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する現在の状況とこれまでに得られた

科学的知見について、「新型コロナウイルス感染症の”いま”に関する11の知識」とし

てQ&A方式でとりまとめています。

新型コロナウイルス感染症の発生をさらに抑えるためには、一人ひとりが最新の知識を

身につけて正しく対策を行うことが何よりも重要ですので、ぜひご覧いただき、感染対策

にご協力をお願いします。

（6月版）新型コロナウィルス感染症の“いま”に関する11の知識 - 厚生労働省

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/55/20210624_1315.pdf

問い合わせ 健康福祉部 新型コロナ対策課 090-2796-8023TEL

浜通り×さんじょうライフvol.5042



被災自治体News

浪江町からのお知らせ

（7月21日締め切り）本宮市復興公営住宅入居者募集のお知らせ

6月22日HP更新

本宮市には、原子力災害で避難指示を受けている方が入居可能な復興公営住宅を3カ所

（計61戸）整備しています。

今回、下記の住宅が空室となりましたので、入居者を募集します。

本宮市復興公営住宅入居者募集要領

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14398.pdf

※ 家賃額についての詳細は募集要領の2ページに記載がありますのでご参照ください。

募集する住宅

住宅の位置図および間取り

本宮市復興公営住宅 位置図

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14399.pdf

吹上市営住宅 間取り図

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14401.pdf

吹上市営住宅 配置図

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14403.pdf

次ページへ続きます

№ 住宅の名称等 所在地 構造等 間取り ペット

1
吹上市営住宅

27-105号（1階）
本宮市仁井田字吹上 地内

Ｒc集合
3階建

3LDK 不可

2
吹上市営住宅

27-302号（3階）
本宮市仁井田字吹上 地内

Ｒc集合
3階建

3LDK 不可

3
桝形第二市営住宅
27-9号（戸建）

本宮市仁井田字桝形 地内 平屋建 3LDK 不可

3浜通り×さんじょうライフvol.504 



被災自治体News
桝形第二市営住宅 間取り図

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14404.pdf

桝形第二市営住宅 配置図

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14405.pdf

申込期間

6月22日（火）～7月21日（水）

※ 先着順で入居者を決定します。申込期間中に満室になる場合があります。

申込書の入手方法

本宮市か浪江町のホームぺージからダウンロードするか、本宮市役所白沢総合支所の窓

口で入手してください。

申込方法

本宮市役所白沢総合支所に申請書を提出するか、郵送してください。

※ 下記の提出先へ申込期間内に必着のこと。

提出書類

⑴ 復興公営住宅入居候補者選考申込書

本宮市復興公営住宅 入居申込書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14406.pdf

本宮市復興公営住宅 入居申込書（記入例）

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14407.pdf

⑵ 平成23年3月11日時点での居住地を確認できる書類（世帯全員分）

（例）住民票謄本、罹災（被災）証明書の写しなど

【提出先・問い合わせ先】

本宮市役所 白沢総合支所 0243-44-2111（直通）

（受け付け：午前8時30分～午後5時15分 ※土・日・祝日は除く）

〒969-1203 本宮市白岩字堤崎494番地22

浜通り×さんじょうライフvol.5044

TEL



被災自治体News

高さ11メートルの見晴台ができました

浪江町と双葉町との境にある福島県復興祈念公園の建設予定地に、高さ11メートルの見晴台

が設置されました。

見晴台に登ると復興祈念公園の建設の様子や、浪江の海沿いを見渡すことができ、町の復興

の様子を眺め、自然の雄大さを感じることができます。

また見晴台の最上部から、さらに5メートルほど見上げた先には、震災時の最大津波浸水深

と同じ16．5メートルの高さの支柱が立っており、当時の津波の規模がわかります。

5浜通り×さんじょうライフvol.504 



被災自治体News

浪江町の水がモンドセレクション「金賞」受賞

「NAMIE WATER」は、浪江町内で飲まれている

水道水をペットボトルに詰めた商品で、町が取水場で

毎日行う放射性物質に関する検査では「測定限界値未

満」の“安全な水”ということが確認されています。

また、震災前には、医療製造販売会社から、浪江の水

は“良質な水”として評価を受け、栄養ドリンクの製

造に利用されていました。

今回、モンドセレクションで「金賞」を受賞したこ

とで、浪江町の水が「美味しい」ということが世界的

に認められました。

今後、原発事故による風評被害の払拭や、美味しい

水を育んだ豊かな自然あふれる「美しい“ふるさと浪

江”」をPRしていく予定です。

「NAMIE WATER～なみえの水～」が、国際

的な品質評価機関“モンドセレクション”で「金

賞」を受賞しました。

昨年12月7日から道の駅なみえで販売されて

いましたが、6月9日からはイオン東北株式会社

の協力のもと、イオン浪江店など福島県内8店舗

で「NAMIE WATER」が販売され、浪江産品の

安全性の理解が高まることが期待されます。

浜通り×さんじょうライフvol.5046



被災自治体News

双葉町では、国が定める時期に遅れることなく、皆さんのお手元に接種券（クーポン

券）をお届けできるように準備を進めています。

なお、ワクチン接種の予約については、それぞれの避難先の自治体や職場、学校などの

状況に応じて進めるようにお願いします。

接種券発送状況

●16歳～64歳の方

以下の地域については、現在自治体間で協力しながら準備しているため、それぞれ発

送時期が異なります。あらかじめご了承ください。

なお、職域接種などで早めに手続きが必要な場合は、健康福祉課までご相談ください。

【今後発送予定の地域】

福島市、郡山市、南相馬市、二本松市の一部、白河市

●12～15歳の方

双葉町から発送する書類

●16歳から64歳の方

6月18日に発送する書類は以下のとおりです。

⑴ 新型コロナワクチン接種（クーポン）券

⑵ 住所地外接種届出済証

※町役場に登録している市町村名が記載されています。

⑶ 予診票

⑷ 新型コロナワクチン予防接種についての説明書（ファイザー社製）

⑸ 新型コロナワクチン接種のお知らせ

7浜通り×さんじょうライフvol.504 

新型コロナウイルスワクチン接種について

6月21日HP更新

双葉町からのお知らせ

区分 発送日

県外に居住する方
6月18日

県内に居住する方

注1

注1

区分 発送日

県外に居住する方 現在調整中です。
詳しい日程が決まり次第、お知らせします。県内に居住する方

次ページへ続きます



被災自治体News
接種の流れ

⑴ 「接種券」「住所地外接種届出済証」「予診票」が双葉町から届く。

⑵ 避難先自治体での接種可能な時期を確認する。

⑶ 避難先自治体での接種可能な医療機関、接種会場を探す。

⑷ 接種日を予約する。

⑸ ワクチンの接種を受ける。

三条市ホームページ「新型コロナワクチン接種実施機関一覧」

https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/fukushihokembu/kenkozukurika/kenshin/13805.html

※三条市以外については、厚生労働省「コロナワクチンナビ」で

接種できる医療機関や接種会場を探せます。

http://v-sys.mhlw.go.jp

避難先自治体によって予約方法が違いますので、避難先自治体のホームページなどで

ご確認ください。

【三条市での予約】

コールセンターに電話して接種の予約をお願いします。

※インターネットでの予約はできません。

コールセンター ０２５６-３３-８７８０
※平日 午前9時～午後5時

注2

次ページへ続きます

注2

注3

注3

浜通り×さんじょうライフvol.5048



被災自治体News
ワクチン接種当日に必要なもの

⑴ 接種（クーポン）券

⑵ 住所地外接種届出済証 双葉町から送られてきます。

⑶ 予診票

⑷ 本人確認書類（免許証や健康保険証など）

⑸ 薬を飲んでいる人はお薬手帳

⑹ 三条市で予約した場合：予約確認書（接種の約1週間前に届きます）

接種券は切り離さずに台紙ごと会場にお持ちください。

また、接種券は2回分が１枚になっていますので、2回分の接種が完了するまで大切

に保管してください。

双葉町に届出されている避難先以外の自治体でワクチン接種を希望するときは、接種

を希望する自治体で新たに申請する必要があります。

三条市で接種を予約すると予約確認書が送られてきますので、予約日時や会場などに

誤りがないか確認してください。

ワクチン接種の概要

■接種時期

接種時期は避難先の自治体ごとに異なりますが、全国的に、医療従事者、高齢者、64

歳以下の基礎疾患のある方から順番に接種を始めています。

詳しい接種時期は、接種を受ける避難先自治体の情報を確認してください。

■接種回数

１人につき２回です。

２回目の接種は，ファイザー社製ワクチンの場合，１回目の接種から３週間後です。

■接種費用

全額公費のため無料です。

9浜通り×さんじょうライフvol.504 

注6

注5

注4

注5

注6

注4

問い合わせ 健康福祉課 0246-84-5205TEL

三条市ホームページ「新型コロナワクチン接種」

https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/fukushihokembu/kenkozukurika/kenshin/13421.html



市町村名 世帯数 人数

小高区 15 37

原町区 4 4

南相馬市 計 19 41

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 28 63

三条市に避難している
世帯数と人数(2021.6.24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.50410

交流ルームひばり通信

６月・７月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

６／２５ ２６

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

２７ ２８ ２９ ３０ ７／１ ２ ３

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

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

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


