
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
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浪江町 ------------------------ 6

双葉町 ------------------------ 7
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・県外避難者の受入状況 -------- 5

・東日本大震災により大熊町および
双葉町から避難されている方々に
対する応急仮設住宅の供与期間を
令和５年３月末日まで延長します

----------------------- 9

・9月･10月の「ひばり」------- 12
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高齢者インフルエンザ定期予防接種のお知らせ

9月15日HP更新

被災自治体News

接種期間

10月1日(金)～12月31日(金)

対象者

南相馬市に住民票を有する方で、ワクチン接種日時点で次のいずれかに該当する方

⑴ 65歳以上の方

⑵ 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活

活動が極度に制限される程度の障がいを有する方、およびヒト免疫不全ウイルスによ

り免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方

身体障がい者手帳１級（心臓、じん臓もしくは呼吸器）相当の方

接種費用

自己負担額 1,000円

生活保護受給者の方は、自己負担は必要ありません。

医療機関窓口で生活保護受給証明書を提示してください。

接種回数

実施期間中 一人１回

２回目以降は全額自己負担となります。

接種場所

市内・県内指定医療機関

県内指定医療機関によって南相馬市の予診票が必要な場合がありますのでご確認くだ

さい。予診票が必要な場合は、下記よりダウンロードしてください。

南相馬市インフルエンザ予防接種予診票

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/19/20210908_9ovnq.pdf

注意

注意

次ページへ続きます

南相馬市からのお知らせ

注意

注意

浜通り×さんじょうライフvol.5132



被災自治体News

市内実施医療機関一覧掲載

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/19/20210908_44ax6.pdf

福島県医師会ホームページ広域予防接種実施医療機関

http://www.fukushima.med.or.jp/yobou/

持参物

健康保険証

身体障がい者手帳（ 対象者⑵のみ）

県外の医療機関で接種する方

避難している方は、原発避難者特例法により避難先市町村で予防接種を受けることがで

きます。

接種する前に避難先市町村にお問い合わせください。

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

浜通り×さんじょうライフvol.513 3

注意

三条市内での接種については、
次号の浜通り×さんじょうライフに掲載予定です。

小児用インフルエンザワクチン接種費用の一部助成について

9月15日HP更新

市では、小児のインフルエンザワクチン予防接種費用の一部を助成いたしますが、

今年度から相馬郡医師会に登録されている医療機関（南相馬市、相馬市、新地町、飯舘

村）で接種する場合のみ、助成の対象となりますのでご了承ください。

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



被災自治体News

市長メッセージ（９月14日）

9月15日HP更新

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて、様々なご協力をいただいている市

民の皆様に心から感謝申し上げます。

ご案内のとおり、福島県は「福島県新型コロナウイルス感染症非常事態宣言」を令和3

年9月30日まで延長しました。

このことに伴い、県全域に対する「不要不急の外出自粛要請」及び「酒類を提供する飲

食店等への営業時間の短縮要請」などの独自の集中対策についても、9月30日まで延長

（注意）となっていますので、引き続き、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

(注意)県独自の集中対策については、県内の人口10万人当たりの新規感染者数が継続し

て一桁台に抑制された場合などに、期限を待たずに先行して解除される可能性があります。

市内では、9月1日から9月14日までの間に11名（10代以下4名、20代～50代4名、

60代以上3名）の新型コロナウイルスの陽性者が確認されました。相双保健所では、濃

厚接触者だけではなく広い範囲を対象にPCR検査を実施しており、市独自のPCR検査も

含め、150件以上の検査を実施しています。既に濃厚接触者等の特定は完了しており、

このまま推移すれば、1日からの一連の感染は収束するものと考えています。感染の広が

りを抑えることができたのは関係者の適切な対応と、市民の皆様が不要不急の外出自粛や

マスクの着用、手指衛生などの感染対策にご協力いただいているおかげです。改めて感謝

申し上げます。

さて、9月の一連の感染の特徴は家庭内感染です。デルタ株に置き換わって以降、これ

まで感染しにくいとされてきた子供たちの感染も確認されています。また、一旦家庭で感

染者が確認されると、一気に家族に感染が広がるような状況です。

まずは、家庭に持ち込まない行動が必要ですし、ワクチンの接種が完了していない方に

ついては、ぜひ接種について積極的な検討をお願いいたします。接種の対象となっていな

い幼児、児童を守るためにも、ご理解とご協力をお願いいたします。

今週末からはいわゆるシルバーウィークとなります。祝日に合わせ休暇を取る方もいら

っしゃると思います。繰り返しのお願いで大変恐縮ですが、不要不急の外出の自粛や都道

府県をまたぐ旅行や帰省等の中止・延期など、感染状況に応じた行動をお願いいたします。

一方、「ワクチン・検査パッケージ」ということで行動制限緩和の議論も始まっていま

す。

新型コロナウイルス対策について、市民の皆様の引き続きのご理解・ご協力を重ねてお

願いいたします。

令和3年9月14日

南相馬市長 門馬和夫

浜通り×さんじょうライフvol.5134
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避難指示区域別居住状況（8月31日現在）

9月6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、8月31日現在で4,345人とな

り、同区域内の住民登録人口（7,545人）に占める居住率は57．6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(8月31日現在)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/11/kyojyujinnkousuii_030831.pdf

避難指示区域別の世帯数と人口(8月31日現在)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/11/kyojyujinnkou_030831.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

被災自治体News

8月31日現在

問い合わせ 県民生活課 広域避難者支援係 025-282-1732TEL

市町村 人 数

新潟市 880

長岡市 197

三条市 63

柏崎市 487

新発田市 141

小千谷市 7

加茂市 9

十日町市 13

見附市 15

村上市 50

市町村 人 数

燕市 55

糸魚川市 3

妙高市 5

五泉市 16

上越市 38

阿賀野市 32

佐渡市 24

魚沼市 2

南魚沼市 9

胎内市 28

市町村 人 数

聖籠町 -

弥彦村 7

田上町 -

阿賀町 -

出雲崎町 -

湯沢町 7

津南町 -

刈羽村 23

関川村 -

粟島浦村 -

合 計 2,111

■市町村把握分

区 分 人 数

1 公営住宅・雇用促進住宅等 5

2 借上げ仮設住宅 32

3 賃貸住宅･持家･親戚知人宅等 2,074

1+2+3（市町村把握分） 2,111

4 病院 0

5 社会福祉施設 5

合 計 2,116

(前月 2,117) (前月 2,122)



被災自治体News

浪江町震災・復興記録誌を販売しています

9月6日HP更新

浪江町では、令和3年度6月に発刊した浪江町震災・復興記録誌を対面・郵送にて販売

しています。

「浪江町震災・復興記録誌」は、東日本大震災における津波、地震および原発事故によ

る当町の被災状況や、復興に向けた取り組みなどを詳細に記録として保存、未来へ伝える

ことを目的に編集・発行したものです。

販売場所

浪江町役場 本庁舎 2階 総務課防災安全係窓口

販売時間

平日 午前8時30分～午後5時

※祝日、年末年始（12月28日～1月3日）を除く。

販売価格

1部当たり 1,000円

★郵送希望のとき

送付先住所、氏名、電話番号、郵便番号を下記の問い合わせ先へお伝えください。

1部当たり1,000円および郵送料を負担いただきます。なお、郵送料に関しては郵送

先の住所によって異なります。

【問い合わせ】

浪江町役場 総務課 防災安全係

0240-34-0229 0240-35-5352

〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2

●問い合わせフォーム

https://www.town.namie.fukushima.jp/form/detail.php?sec_sec1=1&inq=06

注意

FAXTEL

浪江町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.5136



被災自治体News

町長メッセージ

9月1日HP更新

町民の皆さまへ

８月には前線停滞により、九州地方や中国地方で降水量が１０００ミリを超えるなど全

国各地の広い範囲で記録的な大雨となり、多数の河川の氾濫、土砂崩れや道路の崩

壊などの大きな災害が発生しました。また、最高気温が４０度近くまで上がる猛暑日があ

ったり、熱中症警戒アラートが発令される日が続いた今年の夏もようやく終わりに近づき、

空が高く感じられ、暑さの中にも少しずつ秋の気配が感じられるようになりました。

新型コロナウイルス感染症は、人類が経験した呼吸器疾患のウイルスで最大の感染

力と言われるデルタ変異ウイルスが大半を占めるようになり、感染者が急拡大しています。

ワクチン接種も追いつかない状況であり、世界的な感染拡大は収束がまだまだ見えない

現実です。

そのため９月に開催を予定し、準備を進めてまいりました「集まれ！ふたばっ子２０２１」や

「双葉町敬老会」を町民の皆さまの感染リスクに鑑み、皆さまの健康と安全確保のため

止む無く中止と判断いたしました。残念ながら昨年に続き、今年度も開催できる状況では

ありません。来年こそは開催できることを願うとともに、新型コロナウイルス感染症の早い収

束を強く願うところです。

そのような状況の中でも１年遅れとなった東京２０２０オリンピックが７月２３日から８月８日

まで開催され、８月２４日からは東京パラリンピックが開催されております。コロナ禍の中、

無観客での例を見ない開催となりましたが、各競技種目で選手の皆さんが活躍する姿を

町民の皆さまもテレビの前で観戦し、最後まで諦めずに頑張る選手の姿に感動し、元気

をもらったことと思います。

７月１４日から８月３０日まで開催された東日本大震災・原子力災害伝承館の双葉町

特集展は、原則毎日職員２人を派遣し、特集展に来場した皆さんに展示した資料の説

明等を行いました。今後も双葉町が経験した世界でも例を見ない複合災害を風化させる

ことなく正しく語り継ぎ、後世に伝え、経験を未来に繋げていく取り組みを行っていきたいと

考えております。
次ページへ続きます

双葉町からのお知らせ

7浜通り×さんじょうライフvol.513 



被災自治体News
今年度は、１０月、１１月に町政懇談会を県内外１１会場で予定しております。新型コロ

ナウイルス感染症対策をしっかり取りながら行ってまいります。また併せて町民の皆さまの声

を広く聴き、町政に反映させるために、ご意見・ご要望を９月３０日まで募集しておりますの

で、町民の皆さまからの忌憚のない声を郵送や町公式ホームページ等でお聴かせくださ

い。

夏から秋へと季節が移り変わります。夏の疲れが出る時節です。新型コロナウイルス感

染症の予防対策と併せてくれぐれも体調管理にご留意されますようお願いいたします。

双葉町長 伊澤 史朗

双葉町民の避難状況（8月31日現在）

【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 13

青森県 17

岩手県 11

宮城県 242

秋田県 13

山形県 21

茨城県 460

栃木県 154

群馬県 36

埼玉県 783

千葉県 169

東京都 357

神奈川県 166

新潟県 128

富山県 11

石川県 11

都道府県 人 数

福井県 2

山梨県 14

長野県 13

岐阜県 7

静岡県 26

愛知県 12

三重県 1

滋賀県 1

京都府 12

大阪府 7

兵庫県 3

奈良県 1

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 18

岡山県 4

都道府県 人 数

広島県 3

山口県 1

徳島県 -

香川県 -

愛媛県 5

高知県 -

福岡県 8

佐賀県 2

長崎県 5

熊本県 1

大分県 5

宮崎県 2

鹿児島県 12

沖縄県 4

国外 6

合計 2,767

市町村 人 数

福島市 243

会津若松市 41

郡山市 651

いわき市 2,153

白河市 180

須賀川市 67

喜多方市 7

相馬市 58

二本松市 16

田村市 13

南相馬市 267

伊達市 12

本宮市 45

桑折町 6

川俣町 1

大玉村 11

市町村 人 数

鏡石町 14

天栄村 3

下郷町 2

只見町 2

南会津町 0

猪苗代町 1

会津坂下町 12

会津美里町 3

西郷村 31

泉崎村 8

中島村 2

矢吹町 24

棚倉町 12

塙町 7

石川町 1

平田村 4

避難者総数

6,771

(前月 6,772)

(前月 4,006)

(前月 2,766)

市町村 人 数

三春町 30

小野町 1

広野町 39

楢葉町 8

富岡町 7

川内村 3

大熊町 4

浪江町 5

葛尾村 2

新地町 8

合計 4,004

浜通り×さんじょうライフvol.5138



被災自治体News

双葉町内5地区で野菜の試験栽培を実施
町では令和2年5月から、町からの大切なお知らせなどを発生都度いち早く「ニュースふた

ば」として配信、コミュニティ情報は月1回「コミュニティーふたば」として定期配信してい

ます。

【ニュースふたば】

8月28日と9月5日、双葉町内の上羽鳥地区、

中田地区、下長塚地区、三字地区、下羽鳥・長塚

地区の5地区で、営農再開に向けた野菜の試験栽

培が行われました。

https://www.youtube.com/watch?v=nqhgNKVvOgE&t=98s

９月10日

県では、福島県からの要請を受け、平成23年７月から、応急仮設住宅として民間賃貸住

宅を借り上げ、避難されている方々に供与しています。この期間については、現在、令和４

年３月末日までとしているところです。

このたび、福島県から本県に対し、下記市町村からの避難者への供与期間を令和５年３月

末日までとするよう延長要請がありました。

ついては、福島県の要請を受け、次のとおり応急仮設住宅の供与期間を延長することとし

ます。

1 供与期間の延長 延長する市町村（2町） 大熊町および双葉町

2 令和５年４月以降の延長 福島県が今後判断する。

問い合わせ 県民生活課 広域避難者支援係 025-282-1732TEL

浜通り×さんじょうライフvol.513 9



被災自治体News

福島県まん延防止等重点措置等

9月9日HP更新

福島県からのお知らせ

本日、政府において、本県などに適用されているまん延防止等重点措置の期限を9月

30日まで延長する決定がなされました。これを受けて、福島県においても、いわき市、

郡山市、福島市の3市に対する「まん延防止等重点措置」を9月30日まで延長することと

いたします。

また、県全域に発出中の「福島県非常事態

宣言」の期間についても9月30日まで延長

し、福島、郡山、いわきの3市を除く56市

町村に対してお願いしている「不要不急の外

出自粛」、「酒類を提供する飲食店等の営業

時間の短縮要請」などの集中対策についても、

期間を9月30日まで延長します。

浜通り×さんじょうライフvol.51310



新潟県が県内全域に対し発令していた特別警報を9月16日（木）に解除することを受け、

市民の皆様に三条市長のメッセージを発出してこれまでの感染対策の協力に対するお礼をす

るとともに、次のとおり対応します。

市民の皆様へのお礼とお願い

新潟県の特別警報の発令を受け、飲食店の皆様に営業時間の短縮を要請するとともに、公

共施設の閉鎖、部活動の休止を行ってまいりましたが、９月16日（木）をもって特別警報が

解除されることに伴い、これらの措置を終了することとしました。ここに至るまでの間の市

民の皆様のご協力に心から感謝申し上げます。

また、感染拡大の防止を図るとともに、子どもたちの貴重な学びや経験の機会を守るため、

これまで早期のワクチン接種を呼び掛けてまいりました。現在では、16歳以上の三条市民の

９割近い方が既に接種済み又は接種予約済みとなっています。市民の皆様のご理解とご協力

に重ねて感謝を申し上げます。

一方で、新潟県の警報は、継続しています。感染の再拡大を防ぐためにも、引き続き、手

指消毒やマスクの着用など、基本的な感染症対策の徹底をよろしくお願い申し上げます。

令和３年９月15 日

三条市長 滝 沢 亮

■施設利用およびイベント実施について

県の特別警報の解除および県立施設での対応などを踏まえ、9月17日（金）から、公共施

設の利用を再開するとともに、市主催イベントを実施します。

■小中学校や保育所などでの対応について

県の特別警報の解除および県立学校での対応などを踏まえ、9月17日（金）から、小中学

校での部活動を再開し、修学旅行を実施するとともに、保育所などでの外部の方が参加する

行事を実施します。

三条市News
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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(2021.9.16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

９月・１０月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

９／１７ １８

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

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ １０／１ ２

ひばり休み ひばり休み
記念誌作成
打ち合わせ

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。


