
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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●「みなみそうまトピックス」から

●交流ルームひばり通信

7月1日発行

Vol.505

会場に早く来すぎないでください

他の自治体のワクチン接種において、受付時間の前に

多数の高齢者の方が会場に集まり、円滑な接種の妨げに

なる事案が発生したことから、ご理解ご協力をお願いし

ます。

•会場に早く来すぎないようお願いします。会場前に待

機場所はありません。

•受付時間より早く来場していただいても受け付けでき

ません。

•受付時間より前に多くの人が集まると、3密が発生し

感染リスクが高まります。

・場合によっては熱中症になる恐れがあります。

•「途中でワクチンがなくなる」、「接種ができなくな

る」といったことはありません。

（再掲載）

●被災自治体News

●東京電力ホールディングス



被災自治体News

28６ 月

6月28日、原町区に外国人活躍支援センターがオープンしました。

センターの愛称は一般公募を行い、「サポート」の「SA」、「暮らし」の「KURA」の文

字をとった「SAKURA」（サクラ）に決定しました。

オープンに合わせて行われた開所式では、愛称を提案された方の表彰式や、翻訳アプリを活

用した相談業務デモンストレーションが行われました。

今後、同センターでは、市内在住の外国人の方々に対し、多言語による情報提供や相談業務

を行うとともに、市内事業者の雇用促進を図ります。

浜通り×さんじょうライフvol.5052

28
６ 月

復興工業団地で、ロボコム・アンド・エフエイコム株式会社の新工場が竣工され、28日に開

所式が行われました。

この工場には、精密部品加工などの 先端の設備が導入されており、24時間無人での加工作

業や、3Dプリンタによる金属や樹脂部品の製作が可能です。また、研修センターなどが整備さ

れ、国内外のエンジニア育成にも力を入れていく予定とのことです。



被災自治体News

令和2年国勢調査速報（市の人口と世帯数）

6月25日HP更新

令和2年10月1日を期日に実施した国勢調査の速報結果が、6月25日に総務省および

福島県から公表されましたのでお知らせします。

なお、今回の数値は、速報値のため変動する可能性があります。

確定人口は、11月に公表される予定です。

南相馬市からのお知らせ

問い合わせ 総務部 秘書課 統計係 0244-24-5412TEL

令和2年 平成27年 比較増減 増減率

人口総数 59,053 57,797 1,256 2.2%

男 31,021 31,175 △154 △0.5%

女 28,032 26,622 1,410 5.3%

世帯数 26,342 25,944 398 1.5%
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被災自治体News

相馬看護専門学校オープンキャンパス

7月1日HP更新

相馬看護専門学校では、看護師を目指す方に向けて、オープンキャンパスを開催します。

新型コロナウイルス感染予防対策に配慮し実施しますので、 参加される皆さまのご協力

をお願いします。

とき

8月1日（日）、8月2日（月）の2回

午後1時30分～3時30分

ところ

相馬看護専門学校（相馬市石上字南蛯沢344）

開催内容

学校紹介、看護技術体験、在校生への質疑応答など

申し込み方法

高校生は進路指導担当の先生へ申し込みください。

中学生・一般（社会人）の方は相馬看護専門学校総務係へ問い合わせいただくか、相馬

看護専門学校ホームページから申し込みください。

【問い合わせ先】

相馬看護専門学校総務係

0244-37-8118

相馬看護専門学校

http://academic2.plala.or.jp/kango/

問い合わせ 健康福祉部 健康づくり課 健康企画係 0244-23-3680TEL

TEL
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被災自治体News

公立双葉准看護学院 学院見学説明会

7月1日HP更新

医療・看護に興味のある方、准看護師を目指して資格取得を希望する方の学院見学説明

会を開催します。

なお、新型コロナウイルス感染症の対策として、予約制で開催します。参加される方は、

事前に予約申し込みをしてください。

とき

第1回 7月31日（土）午前10時～11時

予約締切 7月26日（月）

第2回 10月2日（土）午前10時～11時

予約締切 9月27日（月）

ところ

公立双葉准看護学院（原町区萱浜字巣掛場45-76）

【予約、問い合わせ先】

公立双葉准看護学院

0244-32-0990
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問い合わせ 健康福祉部 健康づくり課 健康企画係 0244-23-3680TEL

TEL



被災自治体News

浪江町からのお知らせ

浪江町立学校の閉校式について

7月1日HP更新

町内にありました小学校6校と小学校3校の閉校式を開催します。

閉校式にあわせて、町立学校の歴史などに触れることができる閉校のつどいも開催しま

す。

内容につきましては、8月号の広報誌に掲載するとともに、ホームページでは決まり次

第、随時お知らせしていきます。

とき

8月14日（土） 午前10時

ところ

浪江町地域スポーツセンター

対象学校

小学校6校（浪江、幾世橋、請戸、大堀、苅野、津島）

中学校3校（浪江、浪江東、津島）

内容

閉校式･･･閉校に伴う節目の式典

閉校の集い･･･学校資料や写真などの展示、卒業生や地域の方が集える場の設置など

主催

浪江町、浪江町教育委員会

協力

PTA、卒業生 など

その他

新型コロナウイルス感染症の状況次第では延期となる場合があります。

「閉校のつどい」の展示物について、卒業生や教職員、地域のみなさまで提供が可能

な写真などがありましたら、連絡をお願いします。

問い合わせ 教育委員会事務局 学校教育係 0240-34-5710TEL
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被災自治体News

町長メッセージ（7月1日）

7月1日HP更新

双葉町からのお知らせ

町民の皆さまへ

いよいよ国の一大イベントである東京２０２０オリンピック、パラリンピックが７月２３日から開

幕の予定です。コロナ禍の中での開催の是非を巡り賛否両論あるのは承知していますが、

「復興五輪」として聖火が福島県のＪヴィレッジからスタートし、双葉町内でも聖火リレーが

行われたこともあり、徹底した感染予防対策をして、開催ができるようにと願っております。

また、７月は夏の風物詩である相馬野馬追の季節でもあります。東日本大震災後の混

乱の中でも続いてきた国の重要無形民俗文化財である相馬野馬追ですが、昨年は新

型コロナウイルスの影響により無観客で神事のみの開催となりました。今年は７月２４日か

ら３日間、メイン行事である「甲冑競馬」と「神旗争奪戦」を無観客で行い、他の公式行

事は有観客で人数を制限して行うことが予定されています。

新型コロナウイルス対策については、医療従事者に続き高齢者へのワクチン接種が始

まっております。国では、７月末までに高齢者のワクチン接種を完了させ、さらに１０月から

１１月にかけて希望者全員が接種できるように取り組みたいとしています。双葉町では、町

民の皆さまに避難先自治体でワクチン接種を受けていただくようになります。自治体によっ

て接種の時期に差があろうかと思いますが、順次受けられるようになりますので、安心して

お待ちいただきたいと思います。

さて、特定復興再生拠点区域外の避難指示解除方針について、今年２月に帰還困

難区域を抱える５町村協議会（富岡、大熊、浪江、双葉、葛尾）から、６月末までを期

限として方針を示すよう国に要請し、あらためて６月１日にも要望書を提出しました。政府

からは「検討を急いでいるが、方針や提示時期については６月末までの明示は困難であ

る」との回答を受けました。

協議会ではさらに「拠点外の住民が取り残された気持ちになり、行政不信を招きかねな

い」と、あらためて早期の方針提示を求めているところです。

次ページへ続きます
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被災自治体News

６月８日に開催した議会全員協議会において、特定復興再生拠点区域の避難指示

解除に向けた準備宿泊の開始時期について議員の皆さまに説明しました。今後、町民

の皆さまに具体的な開始時期などを説明していきます。

双葉町内の住環境整備と美化活動の支援のための除草剤（非農耕用）の配付事業

が６月１日から始まっております。雑草が勢いよく伸びる時期ですのでご活用いただき、町

内の環境美化にご協力をお願いします。

今年の夏は、平年に比べて暑い期間が長くなりそうな予報が出ています。こまめな水分

補給や適切なマスクの着用、十分な休息やエアコンなどの空調を適切に使って新型コ

ロナウイルス感染防止対策と併せて日ごろの体調管理に気をつけて、暑い夏を乗り切っ

ていただきますようお願いいたします。

双葉町長 伊澤 史朗

町公式ホームページをリニューアルしました

これまで以上に必要な情報を探しやすく、見つけやすいホームページとするため，6月

22日に、ホームページのデザインをリニューアルしました。

●主な変更点

⑴ 目的のページにたどり着きやすくするため、トップページデザインを刷新

⑵ 町の情報のうち、特にお知らせしたい情報などをスライドショーで掲載

⑶ さまざまな条件で検索できるよう、検索機能(アイコン・キーワード検索等)を集約化

⑷ 災害時に備えて、通信データを軽量化した「災害モード」への切り替え機能の新設

※今回のホームページリニューアルによる、各ページのURLに変更はありません。

問い合わせ 秘書広報課 0246-84-5202TEL
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被災自治体News

除去土壌等の掘り起こし業務がおおむね完了します

6月24日HP更新

郡山市からのお知らせ

市では、一般住宅等の除染で発生し、各住宅等に保管されている除去土壌等を中間貯蔵

施設へ輸送するため、掘り起こし業務を行っています。

一般住宅などの除染で発生した除去土壌等の掘り起こしは令和3年8月を目途に、また、

国が行う中間貯蔵施設への輸送は、令和4年3月末でおおむね完了する予定です。

不在などにより掘り起こし作業が未着手となっている方は、お早めにお申し出ください。

一般住宅等の除去土壌等の掘り起こしについて（郡山市ホームページ）

https://www.city.koriyama.lg.jp/bosai_bohan_safecommunity/shinsai_hoshasentaisaku/4/taisaku/9652.html

問い合わせ 生活環境部 原子力災害総合対策課 024-924-4731TEL
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ため池除染及び放射性物質対策事業について

6月26日HP更新

「ため池除染及び放射性物質対策事業」は、生活空間における空間線量率の低減や土砂

作業等への影響を低減のため、放射性セシウム濃度が乾重量当たり8,000Bq/kgを超え

る底質を除去しています。

「ため池除染及び放射性物質対策事業」の完了後に行ったモニタリング調査結果などを

公表します。

ため池除染及び放射性物質対策（郡山市ホームページ）

https://www.city.koriyama.lg.jp/bosai_bohan_safecommunity/shinsai_hoshasentaisaku/4/taisaku/10146.html

問い合わせ 農林部 農地課 024-924-3921TEL



被災自治体News

福島第二原子力発電所の廃止措置の実施に係る事前了解について

6月21日HP更新

富岡町HPから

5月29日付けで提出のあった、福島第二原子力発電所の廃止措置の実施に係る事前了

解願いについて、町は東京電力ホールディングス株式会社に対し、下記3点の事項を付し

て了解しました。

福島県や楢葉町などの関係機関と連携しながら、進捗状況の把握や監視を続けてまいり

ます。

1．「安全かつ確実な廃止措置の実現のための責任ある対応の継続」

社内における検査管理体制の見直しを図るとともに、関連企業も含めた抜本的な安全意

識の改革とそれに基づく人材育成を進めること。

また、東日本大震災や福島第一原子力発電所事故の教訓を忘れることなく、自然災害へ

の対応にも万全を期すこと。

使用済燃料の構内管理についても安全管理を徹底するとともに、廃止措置終了までに県

外への全量搬出・譲り渡しが確実に行われるよう具体的な検討を早急に進めること。

2．「地域活性化への取組強化」

廃止措置工程において、地元企業の参画を積極的に進めるとともに、参画する企業や従

事する方々が地域に根差し、ともに地域の活性化に向けて取り組んでいくこと。

3．「廃止措置計画の進捗及び実施状況の定期的な報告」

廃止措置の進捗や実施状況に関する情報提供を正確にわかりやすく行うこと。

定期報告をはじめ不測の事態が発生した場合には、その事象の内容にとどまらず、廃止

措置計画や周辺環境への影響についても透明性をもって即時に報告すること。

問い合わせ 生活環境課 原子力事故対策係 0240-22-2111TEL

※現在、富岡町から避難した方は三条市内にいませんが、掲載しました。
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福 島 復 興 本 社

「一時立入、検査受診等にともなう移動費用の賠償」につきまして、以下のとおりご請求

の受付を開始させていただきますので、お知らせいたします。請求書類をご希望される方は、

大変お手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室（コールセンター）」までご連絡

くださいますようお願い申し上げます。

・ご請求対象期間：2021年4月１日から2021年6月30日まで（原則３カ月単位）

・ご請求受付開始：2021年7月1日

費用をご負担された事実が確認できる証明書類のご提出は、原則、必要となりますが

（2018年3月26日ご案内済み）、高速道路や公共交通機関をご利用の場合、一般的に費用

をご負担された事実が確認できる証明書類※を得られることから、2021年4月以降に発生

した費用のご請求（原則3カ月単位）にあたっては、原則、費用をご負担された事実が確認

できる証明書類※のご提出が必要となります。

そのため、これらの証明書類については、ご請求いただくまでの間、大切に保管いただき

ますようお願いいたします。

なお、ご提出いただいた証明書類やご請求書類に記載いただいた内容について当社から問

い合わせをさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

（※）①高速道路をご利用の場合：利用証明書（領収書）やETC利用明細書など

②公共交通機関（例：新幹線・特急、高速バスなど）をご利用の場合：

領収書やICカード利用明細書など

なお、やむを得ない理由により、上記以外にも損害の継続を余儀なくされている方につき

ましては、別途、ご事情をお伺いさせていただきますので、末尾に記載の「福島原子力補償

相談室（コールセンター）」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

問い合わせ
＜原子力事故による損害に対する賠償に関する問い合わせ先 ＞
福島原子力補償相談室（コールセンター）

0120-926-404 午前9時～午後7時(月～金（除く休祝日))
午前9時～午後5時(土・日・休祝日)
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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(2021.7.1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

７月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

２ ３

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

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

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


