
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

週刊 避難者応援情報紙

・参議院議員通常選挙
移動期日前投票所の設置 ------ 2

・第1回市消防団消防操法大会--- 3

・SAKURA一周年記念まつり--- 4

南相馬市 ---------------------- 5

浪江町 ------------------------ 8

双葉町 ------------------------ 9

・北陸自動車道
巻潟東IC～新潟中央JCT（上り線）
新潟西IC～新潟中央JCT（下り線）
可変式道路情報板工事等に伴う
夜間通行止めのお知らせ------- 9

・個人さまに対する請求書類
「一時立入、検査受診等にともなう

移動費用の賠償」の発送について
----------------------- 10

・参議院議員通常選挙
浪江町長選挙
不在者投票について --------- 11

・ワクチン・検査パッケージ等の
ためのPCR検査所について--- 12
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●「みなみそうまトピックス」から

１１ページをご覧ください。

●被災自治体News

●東京電力ホールディングス

●三条市News

6月29日発行

Vol.552

●期 限 ７月９日（土）
※土・日曜日も投票できます。

●時 間 午前8時30分～午後8時

●場 所 三条市選挙管理委員会事務局

（三条市役所第二庁舎１階101会議室）

●NEXCO東日本

●新潟県



被災自治体News
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市選挙管理委員会では、参議院議員通常選挙の投票率向上を目指し、移動期日前投票所を設

置しました。初日となった6月28日は、小高区の3カ所（小高産業技術高等学校、南相馬市産

28 ～30
６ 火 木

業創造センター、桃内駅前）で、バスを使った移動投票所が

設けられ、期日前投票の受け付けが行われ、小高産業技術高

等学校では、放課後を利用し、教師や生徒たちが思い思いの

一票を投じていました。

6月29日は相馬農業高等学校、6月30日は原町高等学校に

設置される予定です。



被災自治体News

6月26日、南相馬市防災備蓄倉庫で第1回市消防団消防操法大会が開催されました。

これまで小高区、鹿島区、原町区で別々に開催されていましたが、技術向上などを目的とし

て、今年度から合同での開催となりました。

開会式では、東日本大震災で

犠牲となった団員に対して黙祷

が捧げられ、片岡団長と門馬市

長などがあいさつしました。

その後、消防操法大会がポン

プ車操法の部、小型ポンプ操法の部の順で行われました。決められた動きが正確に出来たか、

迅速に目標となる的に放水できたかなどで競われ、市消防士で構成された審査員によって評価

されました。各消防団のチームは、練習の成果を発揮して、迅速かつ正確に的に放水していま

した。

大会終了後、表彰式が行われ、片岡

団長から賞状とトロフィーが授与され

ました。

【大会の結果】

1 ポンプ車操法の部

第1位 鹿島区団

第2位 小高区団

第3位 原町区団

2 小型ポンプ操法の部

第1位 原町区団 第三分団 第4部

第2位 原町区団 第四分団 第4部

第3位 鹿島区団 第三分団 第1部

26
６ 日
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市内在住の外国人や、これから住みたいと考えている外国

人の皆さんが、仕事や生活などの相談をできる場所として開

設された「SAKURA」ですが、開所から一年が経ったこと

受け、6月26日に一周年記念まつりが開催されました。

令和3年6月に南相馬市外国人活躍支援センターとして開所

した「SAKURA」は、より外国人と地域の交流を支援する

事業に力を入れる必要があるとして、令和4年度から南相馬

市国際交流協会が体制に加わり、多文化共生センター

「SAKURA」として生まれ変わりました。

当日は、外国人の参加者が日本人と一緒にゲームをしたり、

日本でやりたいことについて発表したり、手巻き寿司を作る

など、参加者同士で交流を深めました。

26
６ 日

今週の番組 60分 ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 虚空蔵尊お浜下り 遷座式祭典 [20分]

3. ノマハラマルシェ～うまのまちの新たな風～

相馬野馬追の先駆け 第六回相馬サムライフェス [7分]

4. 月刊 図書館通信7月号 [8分]

5. 自分と大切な人の命を守るために ふくしまマイ避難ノート [6分]

6. 南相馬市いきいき80体操 ～筋力トレーニングSTEP1編～ [7分]

7. 南相馬見聞録 祥雲山陽山寺 [5分]

8. 四季百景～命を守る木々を育む～ [4分]

9. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容 [6/24～7/1]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）



被災自治体News

南相馬市からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金（国民健康保険）の支給に

ついて期間を更新しました 6月29日HP更新

南相馬市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発

熱などの症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなか

った期間（一定の要件を満たした場合に限る）、傷病手当金を支給します。

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

1. 給与の支払いを受けている南相馬市国民健康保険の加入者であること

2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われるこ

とにより、療養のため労務に服することができなくなったこと

3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日

から令和4年9月30日までの間に属すること

4. 給与などの支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服する

ことができない期間

支給額

（直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額）

（就労日数）

給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給

されないことがあります。

支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和4年9月30日の間で療養のために労務を服することができな

い期間（ただし、入院が継続する場合などは最長1年6カ月まで）

次ページへ続きます

注意
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× 2/3 ×（支給対象となる日数）

注意



被災自治体News
申請方法

申請を希望する場合は、市民課保険年金係（電話 0244-24-5233）まで必ず事前に

電話で問い合わせてください。

新型コロナウイルス感染症に感染した日、または感染の疑いによる療養のために休業

された日の翌日から起算して2年間で時効となりますのでご注意ください。

傷病手当金の申請について（被保険者の方へ）［PDF］

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/12/20220628_b840c.pdf

新型コロナウイルスによる傷病手当金に関するQ&A［PDF］

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/12/20220628_nj6k6.pdf

次ページへ続きます

注意

問い合わせ 市民生活部 市民課 保険年金係 0244-24-5233TEL

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金（後期高齢者医療保険）の

支給について期間を更新しました 6月29日HP更新

後期高齢者医療制度に加入している被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場

合または発熱などの症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服すること

ができなかった期間（一定の要件を満たした場合に限る）、傷病手当金を支給します。

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

1. 給与の支払いを受けている後期高齢者医療制度に加入していること

2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われるこ

とにより、療養のため労務に服することができなくなったこと

3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日

から令和4年9月30日までの間に属すること

4. 給与などの支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

浜通り×さんじょうライフvol.5526
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支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服する

ことができない期間

支給額

（直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額）

（就労日数）

給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給

されないことがあります。

支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療施行規則に定める

日（令和4年9月30日）までの間で療養のために労務を服することができない期間（ただ

し、入院が継続する場合などは最長1年6カ月まで）

注意

× 2/3 ×（支給対象となる日数）

注意

申請方法

支給を受けるためには、申請が必要となります。申請を希望する場合は、市民課保険年

金係（電話0244-24-5233）まで必ず事前に電話で問い合わせてください。

新型コロナウイルス感染症に感染した日、または感染の疑いによる療養のために休業

された日の翌日から起算して2年間で時効となりますのでご注意ください。

福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ

https://www.fukushima-kouiki.jp/?p=1724

注意

問い合わせ 市民生活部 市民課 保険年金係 0244-24-5233TEL



被災自治体News

イオン移動販売出発式・販売会を行いました

6月10日（金）、イオン浪江店において移動販売車の出発式を行いました。

この移動販売車は水素で走り、水素をエネルギー源として、"HOT"で"COOL"な商品を皆

さまのお手元にお届けする世界初の試みとなります。

もちろん水素は浪江産を活用しており、「生鮮食品」「冷蔵・冷凍商品」「暖かい商品」

などを店頭と同じ環境で販売ができます。また、医薬品・酒などはカタログから予約するこ

とで購入でき、車両にない商品を販売員に相談できる「御用聞き」のサービスなどもありま

す。

移動販売車は”イオンカラー”の車にうけどんのイラストが目印です。日差しや雨の対策

もバッチリで、氷菓子も販売し、これからの夏に向けて"涼"も提供しているようです。

浜通り×さんじょうライフvol.5528

浪江町からのお知らせ
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【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 18

岩手県 10

宮城県 245

秋田県 12

山形県 18

茨城県 456

栃木県 151

群馬県 37

埼玉県 758

千葉県 164

東京都 365

神奈川県 163

新潟県 120

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 12

岐阜県 7

静岡県 28

愛知県 12

三重県 1

滋賀県 1

京都府 12

大阪府 8

兵庫県 2

奈良県 1

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 13

岡山県 4

都道府県 人 数

広島県 3

山口県 3

徳島県 -

香川県 -

愛媛県 5

高知県 -

福岡県 8

佐賀県 3

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 2,726

市町村 人 数

福島市 233

会津若松市 41

郡山市 629

いわき市 2,139

白河市 180

須賀川市 64

喜多方市 6

相馬市 55

二本松市 17

田村市 15

南相馬市 264

伊達市 13

本宮市 43

桑折町 4

川俣町 1

大玉村 11

市町村 人 数

鏡石町 15

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 32

泉崎村 8

中島村 2

矢吹町 24

棚倉町 13

塙町 7

石川町 0

平田村 4

避難者総数

6,680

(前月 6,686)

(前月 3,964)

(前月 2,722)

市町村 人 数

三春町 31

小野町 1

広野町 37

楢葉町 11

富岡町 9

川内村 3

大熊町 4

浪江町 6

葛尾村 1

新地町 8

合計 3,954

双葉町民の避難状況（5月31日現在）

双葉町からのお知らせ

NEXCO東日本 お客さまセンター
0570-024-024 または 03-5308-2424

問い合わせ
TEL

■通行止め区間

上り線 巻潟東IC～新潟中央JCT

下り線 新潟西IC～新潟中央JCT

■実施日時

【1日目】7月25日（月）

【2日目】7月27日（水）

予備日：7月28日（木）【1日目】

予備日：7月29日（金）【2日目】

各日午後9時から翌朝6時まで

※天候や工事進捗などにより、規制時間が変更、または中止する場合があります。

Ｅ８
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福 島 復 興 本 社

6月27日

「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。（概要については2018年3月26日お知らせ済み）

・ご請求対象期間：2022年4月1日から2022年6月30日まで（原則３カ月単位）

・ご請求受付開始：2022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)

浜通り×さんじょうライフvol.55210



三条市News

手続き

①投票用紙一式を請求する。
避難元市町村の選挙管理委員会から届いた「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記

入し、返信用封筒に入れて投函してください。

②投票用紙一式を受け取る。
避難元市町村の選挙管理委員会から「投票用紙、投

票用封筒（内封筒と外封筒）、不在者投票証明書」が

郵送されます。

③三条市選挙管理委員会事務局で投票する。
受け取った封筒一式を持参して投票してください。

避難元市町村の投票所(期日前投票所を含む)で投票する方は、請求しないように注意願
います。
請求してからは、避難元市町村の投票所で投票することができなくなる場合があります。

投票済みの用紙を避難元市町村に転送する必要
があります。投票日当日、避難元市町村の投票
所が閉じるまでに届かないと無効になりますの
で、早めの投票をお願いします。

証明書の開封や投票用紙への事前記入は
絶対にしないでください。

投票ができなくなります。

問い合わせ 三条市選挙管理委員会事務局 0256-34-5594（直通）TEL

三条市役所
三条庁舎

選挙管理委員会
事務局

第二庁舎

●期 限 ７月９日（土） ※土・日曜日も投票できます。

●時 間 午前8時30分～午後8時

●場 所 三条市選挙管理委員会事務局（三条市役所第二庁舎１階101会議室）

不
在
者
投
票

７月１０日（日）投開票
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市町村名 世帯数 人数

小高区 15 37

原町区 3 3

南相馬市 計 18 40

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 27 62

三条市に避難している
世帯数と人数(2022.6.29現在）
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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

ワクチン・検査パッケージ等のための
PCR検査所について

感染不安を感じる無症状の県内在住の方を対象とした無料検査（PCR検査または

抗原定性検査）が７月31日まで延長になりました。

※ワクチン接種歴の有無は問いません。

※有症状の方は、これまでと同様、かかりつけ医や新潟県新型コロナ受診・相談セン

ターにご相談ください。

三条市内では、民間薬局等で検査を受けられます。

検査を受けられる民間薬局等については、下記をご覧ください。

新潟県PCR等検査無料化事業 抗原定性検査PCR検査 会場一覧

https://niigata-corona-kensa.com/

ワクチン・検査パッケージ等のためのPCR検査所について

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/pcrpackage.html


