
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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希望する市民を対象として5月10日から進めてきた

集団接種が、8月28日に終了となりました。

最終日は、会場となっていた原町区の小川町体育館

において関係者を集めたセレモニーを執り行いました。
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被災自治体News

新型コロナウイルスワクチン接種の進捗状況について

9月7日HP更新

9月5日時点の接種率について

9月5日時点の接種率は、他の団体との比較が可能な住民基本台帳の全人口（0〜11歳

を含む。）のベースでは79.99%で、全国すべての市に東京23区を加えた815団体の中

で最も高くなっています。

8月28日 集団接種終了セレモニーの開催

希望する市民を対象として5月10日から進めてきた集団接種が、8月28日に終了とな

りました。

最終日は、会場となっていた原町区の小川町体育

館において関係者を集めたセレモニーを執り行いま

した。

関係者に労いの言葉を述べる市長

問い合わせ 健康福祉部 新型コロナ対策課 090-2796-8023TEL

市立総合病院 及川院長 相馬郡医師会南相馬支部 新道支部長

南相馬市からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.5122



被災自治体News

在宅酸素療法時における火災予防上の留意事項について

9月7日HP更新

在宅酸素療法時の火気の取り扱いにご注意ください

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、在宅酸素療法を行う自宅療養者が増加してい

ます。

在宅酸素療法に使用する酸素濃縮装置、液化酸素装置および酸素ボンベ（以下「酸素濃

縮装置等」という。）の使用中に、喫煙等火気使用が原因と考えられる火災が発生してい

ることから、これまでも厚生労働省医薬・生活衛生局および日本産業・ガス協会などにお

いて注意喚起が行われてきたところです。

在宅酸素療法を行う際は、酸素吸入時の火気の取り扱いについて、以下の事項に十分注

意してください。

1. 高濃度の酸素を吸入中に、たばこなどの火気を近づけるとチューブや衣服などに引火

し、重症の火傷や住宅の火災の原因となります。

2. 酸素濃縮装置等の使用中、装置の周囲2メートル以内には、火気を置かないでくださ

い。

3. 火気の取り扱いに注意し、取扱説明書どおりに正しく使用すれば、酸素が原因でチュ

ーブや衣服が燃えたり、火災になることはありませんので、過度に恐れることなく、

医師の指示どおりに酸素を吸入してください。

啓発リーフレット

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/8/20210906_28da7.pdf

浜通り×さんじょうライフvol.512 3

問い合わせ 復興企画部 危機管理課 消防災害対策係 0244-24-5232TEL



被災自治体News

東京電力ホールディングス株式会社による簡易作業のお手伝いのお知らせ

9月7日HP更新

対象区域

避難指示解除区域、特定復興再生拠点区域、拠点道路外縁対象区域

上記区域外の帰還困難区域は除く。

作業内容

家財道具・物品の片付けや搬出など、2人で1時間程度でできる軽作業。

不要物を処分する場合は、申込者様がご用意された車両までの運搬となります。

また、処分費用は申込者様のご負担となります。

内容によって、事前立会いをお願いすることがあります。

申し込み先

東京電力ホールディングス株式会社 受け付けダイヤル

０８０－５５２７－３９５９

※電話が混み合うこともございますので、ご了承ください。

受け付け期限：令和4年3月25日（金）

※土・日・祝日、12月22日～令和4年1月9日を除く。

受け付け時間：午前9時～正午、午後1時～4時

※時間外はつながりませんのでご了承ください。

実施日

月曜日から金曜日

※ ただし、祝日、12月22日～令和４年1月9日を除く。

お願い

○ 基本的にご連絡をいただいたその日に現地確認をさせていただきますが、作業につい

ては内容によって後日実施させていただくことがございます。

○ 人力でできる範囲とさせていただきます。

○ 危険と判断される場合、作業をお引き受けできない場合がございます。

注意

問い合わせ 住民課 除染環境係 0240-34-0228TEL

浪江町からのお知らせ

注意

浜通り×さんじょうライフvol.5124



被災自治体News

東京電力ホールディングス株式会社による住宅への進入路などの

除草のお手伝い 9月7日HP更新

対象区域

浪江町全区域

対象範囲

公道から自宅玄関までの進入路および1台から2台分の駐車スペースの除草

申し込み先

東京電力ホールディングス株式会社 受け付けダイヤル

０８０－５５２７－３９５９

※電話が混み合うこともございますので、ご了承ください。

受け付け期限：令和4年3月25日（金）まで

※土・日・祝日、12月22日～令和4年1月9日を除く。

受け付け時間：午前9時～正午、午後1時～4時

※時間外はつながりませんのでご了承ください。

お願い

○ 除草にあたり、現地確認や準備を実施させていただきますので、お申し込み受け付け

から2～4カ月以降の実施となります。

○ 除染作業、庭木・植木の伐採、更地の除草は致しかねますので、ご了承ください。

○ 現地および除草個所確認のため、東電社員が事前に敷地内に立入りさせていただくこ

とがあります。

○ 作業日時の指定や立ち会いはご容赦ください。

○ 作業実施前に東電作業責任者よりご連絡させていただきます。

○ 危険と判断される場合、作業をお引き受けできない場合がございます。

○ 除草は刈り倒しを基本とし、敷地内に置かせていただきます。

問い合わせ 住民課 除染環境係 0240-34-0228TEL

浜通り×さんじょうライフvol.512 5



被災自治体News

（10月6日締め切り）本宮市復興公営住宅入居者募集のお知らせ

9月7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箇所

（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/14963.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/14986.pdf

吹上市営住宅 配置図

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14988.pdf

吹上市営住宅 間取り図

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14989.pdf

№ 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

27-203号（2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

4
下田第二市営住宅
27-14号（戸建）

本宮市和田字下田 地内 平屋建 3LDK 可

次ページへ続きます

浜通り×さんじょうライフvol.5126



被災自治体News
【吹上市営住宅】

桝形第二市営住宅 配置図

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14990.pdf

桝形第二市営住宅 間取り図

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14991.pdf

【桝形第二市営住宅】

次ページへ続きます
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被災自治体News
下田第二市営住宅 配置図

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15000.pdf

下田第二市営住宅 間取り図

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15001.pdf

【下田第二市営住宅】

申込期限

10月6日（水）必着

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

[1]本宮市か浪江町のホームぺージから申込書をダウンロードする。

[2]本宮市役所白沢総合支所の窓口で受領する。（困難な場合はご相談ください。）

申込方法

[1]本宮市役所 白沢総合支所に申請書を提出する。

[2]郵送する。（申込期間内に必着のこと。）

注意

次ページへ続きます

浜通り×さんじょうライフvol.5128



被災自治体News
提出書類

[1]復興公営住宅入居候補者選考申込書

復興公営住宅候補者選考申込書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14983.pdf

復興公営住宅候補者選考申込書（記入例）

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14982.pdf

[2]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

（受付時間：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

0243-44-2111（直通）TEL

【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 52

青森県 40

岩手県 38

宮城県 925

秋田県 40

山形県 116

茨城県 973

栃木県 459

群馬県 131

埼玉県 656

千葉県 554

東京都 792

神奈川県 412

新潟県 287

富山県 16

石川県 25

福井県 8

山梨県 38

都道府県 人 数

長野県 54

岐阜県 19

静岡県 58

愛知県 36

三重県 7

滋賀県 5

京都府 34

大阪府 60

兵庫県 24

奈良県 5

和歌山県 1

鳥取県 -

島根県 5

岡山県 23

広島県 11

山口県 1

徳島県 1

香川県 5

都道府県 人 数

愛媛県 10

高知県 5

福岡県 19

佐賀県 4

長崎県 12

熊本県 6

大分県 5

宮崎県 10

鹿児島県 8

沖縄県 19

国外 14

合計 6,023

市町村 人 数

福島市 2,335

会津若松市 188

郡山市 1,675

いわき市 3,135

白河市 252

須賀川市 140

喜多方市 19

相馬市 431

二本松市 980

田村市 71

南相馬市 1,939

伊達市 108

本宮市 457

桑折町 140

国見町 28

川俣町 51

大玉村 183

鏡石町 7

市町村 人 数

天栄村 1

下郷町 3

南会津町 9

北塩原村 3

西会津町 4

磐梯町 4

猪苗代町 21

会津坂下町 20

金山町 1

会津美里町 9

西郷村 129

泉崎村 6

中島村 2

矢吹町 38

棚倉町 7

塙町 3

石川町 5

古殿町 1

市町村 人 数

三春町 75

小野町 11

広野町 50

楢葉町 18

富岡町 20

川内村 4

大熊町 5

双葉町 -

浪江町 1,221

葛尾村 5

新地町 82

飯舘村 2

県内 1

合計 13,899

避難者総数

19,922

(前月 19,942)

(前月 13,922)

(前月 6,020)

浪江町民の避難状況（8月31日現在）
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被災自治体News

駅前のにぎわいを取り戻すため、
隈研吾さんや伊東順二さん、住友商事株式会社
と連携した駅前整備事業が行われます

かつて多くの商店や家屋でにぎわっていたJR浪江駅前周辺は、震災後、建物解体により空き

地が広がり、人の往来が少ない状況です。

駅前のにぎわいを取り戻すため、9月5日、世界的建築家の隈研吾さんが主宰する「株式会社

隈研吾建築都市設計事務所」や、隈さんと長年仕事を共にするプロデューサー・東京藝術大

駅前周辺では、コワーキングスペースや移住定住窓口などの交流施設、居住施設、商業施設、

駅東西自由通路などの整備が予定され、林業が盛んであった浪江町の特色を活かし、木材を基

調とした建物がデザインされることが計画されています。

また、併せて「住友商事株式会社」と連携し、“水素”や“再生可能エネルギー”を利活用

した持続可能なまちづくりの実現も進められます。

特任教授の伊東順二さんが代表を務める「伊東順二事務

所」、「住友商事株式会社」と『デザインの力による浪

江町の復興まちづくりに関する連携協定』を締結しまし

た。

今後、隈研吾さんや伊東順二さんが中心となり、浪江

駅周辺約8ヘクタールの町並みや建物をデザイン・プロデ

ュースしていきます。

浪江駅前整備事業では、令

和３年度中にマスタープラン

を作成し、基本設計、実施計

画をすすめ、令和７年度

（2025年度）の完成を目標

としています。

浜通り×さんじょうライフvol.51210



被災自治体News

令和３年度保育料助成（上半期分）の申請について

9月3日HP更新

双葉町では、町に住民登録があり、お子さんが避難先の保育所などに入所している方を

対象に、令和３年度の保育料の助成をしています。

対象者

災害により被災し、現在双葉町に住民登録がある方で、避難先で認可保育所またはそれ

に類すると認められる保育施設に入所しているお子さんの保護者

対象となる保育所

助成対象となる保育所は、原則「認可保育所」のみとなります。

「認可外保育所」でも、町の審査によって対象となる場合があります。

助成時期

上半期（令和３年３月～８月分）と下半期（令和３年９月～令和４年２月分）に分けて

助成しています。

※ 下半期分は別途お知らせします。

上半期申請期限

９月24日(金)

申請方法

対象と思われる方には、郵送により個別に通知をしています。

お子さんが保育所に途中入所したなどの事情により通知が届かない場合は、健康福祉課

福祉介護係までご連絡ください。

問い合わせ 健康福祉課 0246-84-5205TEL

注意

浜通り×さんじょうライフvol.512 11
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被災自治体News

「令和３年度 双葉町住民意向調査」にご協力をお願いします

9月7日HP更新

”町民一人一人の復興“と”町の復興“を進めるための大切な調査です

復興庁、福島県と共同で実施している「住民意向調査」につきまして、９月６日（月）

を期限として回答のご協力をお願いしていましたが、引き続き調査票の受け付けを行って

います。

回答がお済みでない方は回答可能な範囲でかまいませんので、調査へのご協力をお願い

します。

お寄せいただきましたご意見・ご回答の結果は、避難先での生活や、国や県、町におけ

る令和４年春頃を目標としている帰還に向けた施策立案などに活かしていきたいと考えて

いますので、多くの皆様のご協力をお願いします。

対象者

各世帯（分散避難されている場合は、それぞれの世帯）の代表者に専用の封筒で調査票

を送付しますので、送付された世帯の代表者ごとに回答をお願いします。

調査方法

記入後、同封の返信用封筒へ調査票を封入し、郵便ポストへ投かんしてください。

（切手は不要）

問い合わせ 復興推進課 復興推進係 0246-84-5203TEL

浜通り×さんじょうライフvol.51212

双葉町放射線量等検証委員会における検証結果について（中間報告）

9月9日HP更新

双葉町放射線量等検証委員会は、令和２年３月４日の避難指示解除準備区域およびJR

双葉駅周辺などの一部区域の避難指示の解除以降、委員会を４回開催し、委員による双葉

町内の現地視察や、事務局などからの個別説明を受けながら、双葉町内の特定復興再生拠

点区域の放射線量の低減状況などについて、これまでの検証内容をとりまとめました。

その取りまとめられた「双葉町放射線量等検証委員会における検証結果について（中間

報告）」を、令和３年９月６日付で、同委員会の田中委員長から伊澤町長へ報告がありま

した。

双葉町放射線量等検証委員会における検証結果について（中間報告）

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13560/01%20tyuukanhoukoku.pdf

問い合わせ 住民生活課 0246-84-5206TEL



被災自治体News

応急仮設住宅の供与期間の延長について（令和３年９月３日公表）

9月3日HP更新

福島県からのお知らせ

現在、令和４年３月までとしている大熊町および双葉町からの避難者に係る応急仮設住

宅の供与期間の延長について、次のとおり決定したのでお知らせします。

浜通り×さんじょうライフvol.512 13

問い合わせ 避難地域復興局 生活拠点課 避難者住宅調整担当
024-521-8306TEL



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(2021.9.9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.51214

交流ルームひばり通信

９月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
9/16まで

交流ルームひばりは休みます。

１０ １１

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

ひばり休み ひばり休み 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

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

敬老の日

ひばり休み ひばり休み

秋分の日

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。


