
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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1浜通り×さんじょうライフvol.559 

●「みなみそうまトピックス」から

8月24日発行

Vol.559

●新潟県

５ページをご覧ください。

８月17日（水）、請戸漁港において新鮮な“しら

す”が水揚げされました。

請戸漁港には、カゴいっぱいに詰まった新鮮なしら

すが次々と陸にあげられ、大ぶりなしらすが多く高値

で取り引きされていました。

17８ 水

●被災自治体News

●NEXCO東日本
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浜通り×さんじょうライフvol.5592

8月20日に福島ロボットテストフィールドでロボテス見学会2022inSUMMERが開催され

ました。

会場では施設の見学ツアーが開催されたほか、企業や教育機関等によるロボットの展示や体

験コーナーが設置されました。

参加した子どもたちは、恐竜を模したロボットに乗ったり、犬型のロボットを遠隔操作した

り、様々な体験を楽しみながら、 先端技術に触れていました。

20８ 土

8月21日、小高区の二区行政区からの要望を受け、防災出前講座「今からできる災害の備

え」を小高生涯学習センターで開催しました。

当日は、危機管理課職員、小高区地域振興課職員が講師役を務め、災害から皆で助かるため

に、自分自身を守る自助、地域で助け合う共助、地域の防災力を促進する公助が必要であるこ

とを説明しました。参加者たちは大切な人を守るために必要な心構えや能力、避難のための準

備などについて学びました。

また、災害時に役立つ普段づかいの物や大雨警報の種類なども紹介していました。

21８ 日



被災自治体News

令和4年度 （喜寿・米寿）敬老祝金支給のご案内

8月18日HP更新

市では、下記対象の皆さまへ喜寿・米寿を祝し、敬老祝金を贈ります。

なお、震災等の影響で、市外に避難している方もいるため「口座振込」で支給します。

対象となる方には「敬老祝金受領に係る口座振込依頼書」を8月中に発送しますので、

必要事項を記入のうえ、返送してください。

対象者

令和4年9月15日（基準日）現在、市内に住所を有する77歳と88歳の方

下記の通り、学年区切りや年末区切りではなく、9月15日を基準に区切っていますの

でご注意ください。

なお、令和4年9月14日以前に転出または死亡された方および令和4年6月16日以後に

転入された方は対象になりませんので、ご了承願います。

【対象者一覧】

99歳と100歳の敬老祝金は、誕生日を基準日とし随時個別の支給となっており、

今回の手続きとは別になりますのでご確認ください。

振り込み予定日

振り込みの日程につきましては、9月下旬頃～順次予定しています。個別に振り込むの

ではなく、提出された数をとりまとめ一括手続きをするため、振り込み完了の通知は送付

しません。

ご自身での通帳確認をお願いします。

注意

南相馬市からのお知らせ

対象者 対象者の生年月日 金額

77歳 喜寿 昭和19年9月17日～昭和20年9月16日生まれ 5千円

88歳 米寿 昭和8年9月17日～昭和9年9月16日生まれ 1万円

3浜通り×さんじょうライフvol.559 

問い合わせ 健康福祉部 長寿福祉課 長寿福祉係 0244-24-5239TEL



被災自治体News

吉田栄光町長、初登庁
8月5日（金）、吉田栄光町長が初めて浪江町役場に登庁しました。

職員たちに「浪江町の復興のために、馬場町長、吉田数博町長が種を撒き、育てた多くの

花が咲き始めたところ。私と力を合わせ新たな浪江町をつくっていっていただきたい。まだ

まだ課題は多いが、一つでも多くの笑顔を作っていこう。」と述べました。

浜通り×さんじょうライフvol.5594

吉田数博町長、退任式
8月4日（木）、任期満了に伴い吉田数博町長の退任式が

執り行われました。

職員から花束が贈られ、多くの町関係者や職員が4年間の

労を労いました。

吉田数博町長は、これまでを振り返り、職員に対し、感謝

と激励の言葉を述べました。そして、一人ひとりとグータッ

チを交わし、浪江町役場を後にしました。

浪江町からのお知らせ



被災自治体News

請戸の海 “しらす漁解禁”
８月17日（水）、請戸漁港において新鮮な“しらす”が水揚げされました。

請戸漁港には、カゴいっぱいに詰まった新鮮なしらすが次々と陸にあげられ、大ぶりなしら

すが多く高値で取り引きされていました。

この日は8隻の漁船が出港し、230カゴ（およそ５トン）の水揚げがあり、まずまずの漁

獲量となりました。カゴごとに競りが行われ、１キロあたり360～460円の高値が付けら

れており、請戸のしらすは"大ぶり"で質が良いと評価されていました。

水揚げされた"生しらす"は"身がぷりぷりで、生しらす独特の風味と味わいが全身を駆け巡

る"ほどに美味しいです。旬の”生”しらすを味わって残暑を乗り切りましょう！

浪江の夜空を彩る花火大会が開催
8月14日（日）、道の駅なみえの河川敷において花火大会

が開催されました。

今回の花火大会は、昔ながらの打ち上げ花火や、音楽に合

わせて花火が打ちあがるミュージックスターマインが行われ

ました。

楽曲は、浪江町から元気を届けるご当地アイドル「浪江女

子発組合」の曲が使われ、来場された約600人の皆さんが夜

空に打ちあがる花火を楽しみました。
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被災自治体News

住民説明会を開催しました（令和4年5月12日～6月4日）

8月19日HP更新

双葉町からのお知らせ

次ページへ続きます

５月12日～６月４日にかけて、福島県内外11カ所の会場で国などの関係者とともに、

「特定復興再生拠点区域の避難指示解除に向けた住民説明会（午前の部）」および「特定

復興再生拠点区域外の避難指示解除に向けた取組の進め方に関する住民説明会（午後の

部）」を開催しましたので、説明会で使用した資料と、その議事録およびいただいた意

見・要望に対する取組について掲載します。

説明資料

■特定復興再生拠点区域の解除に向けた住民説明会（午前の部）

双葉町の復興・再生に向けた取組について［PDF］

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/14194/01-1.pdf

双葉町 特定復興再生拠点区域図［PDF］

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/14194/01-2.pdf

■特定復興再生拠点区域外の避難指示解除に向けた取組の進め方に関する住民説明会（午

後の部）

特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた今後の進め方について

［PDF］

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/14194/02-1.pdf

議事録

開催日・会場 午前の部 午後の部

5/12(木)
双葉町

5/13(金)
福島市

開催日・会場 午前の部 午後の部

5/14(土)
仙台市

5/19(木)
白河市

浜通り×さんじょうライフvol.5596
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意見・要望に対する取組

特定復興再生拠点区域の避難指示解除に向けた住民説明会でいただいた

意見・要望に対する取組［PDF］

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/14194/03.pdf
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開催日・会場 午前の部 午後の部

5/20(金)
郡山市

5/21(土)
柏崎市

5/24(火)
東京都

5/25(水)
つくば市

開催日・会場 午前の部 午後の部

5/26(木)
いわき市

6/1(水)
加須市

6/4(土)
いわき市

問い合わせ 住民生活課 0246-84-5206TEL

令和4年度保育料助成（上半期分）の申請について

8月10日HP更新

次ページへ続きます

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４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



被災自治体News
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４年３月分～８月分）と下半期（令和４年９月分～令和５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

８月31日（水）

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。

浜通り×さんじょうライフvol.5598

問い合わせ 健康福祉課 0246-84-5205TEL

HPVワクチン予防接種にかかった費用を払い戻します（償還払い）

8月23日HP更新

子宮頸がん予防接種は、平成25年6月から令和4年3月までの間、積極的に勧奨するこ

とを控えていました。そのため、定期接種の対象年齢を過ぎてから令和4年3月31日まで

に、自費で予防接種を受けた方に接種費用の助成を（償還払い）を実施します。

対象者

以下の条件にすべてあてはまる方

令和4年4月1日時点で、双葉町に住民登録がある

平成9年4月2日～平成17年4月1日生まれの女性

定期接種対象年齢を過ぎてから令和4年3月31日までの期間に、HPV（子宮頸がん予

防）ワクチン（2価または４価）の費用を自費で接種している。

ただし、次に該当する場合は対象外となります。

・16歳となる年度の末日までに当該予防接種を定期予防接種として3回接種済み

・過去に本町以外の市区町村から、同種の助成を受けた

次ページへ続きます

注意
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申請期限

令和7年3月31日

申請方法

以下の書類をそろえて、郵送または窓口に提出してください。

⑴ 予防接種助成金申請書

［PDF］

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/14197/01shinseisyo.pdf

［Word］

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/14197/01shinseisyo.doc

⑵ 母子健康手帳など接種記録が確認できる書類の写し

⑶ 通帳などの写し

⑷ 領収書などの原本

⑸ 接種を受けた方の氏名、住所、生年月日が確認できる書類の写し

償還金額

領収書などの接種費用を証明できる書類を提出された方 ⇒ 接種費用実費全額

紛失などで領収書の提出のない方 ⇒ 双葉町の定める基準単価の金額

【問い合わせ・郵送先】

〒974-8212 いわき市東田町2丁目19番地の4 双葉町健康福祉課

（9月2日まで）0246-84-5205

（9月5日から）0246-84-5200

TEL
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暫定2車線区間（片側1車線）の 常磐自動車道 新地ICから山元IC間（上下線）にお

いて、災害復旧工事に伴う車線運用の切り替え作業のため、下記のとおり夜間通行止めを実施

します。

■通行止め区間・日時

常磐自動車道 新地IC～山元IC間（上下線）

令和4年8月22日（月）～30日（火） 毎夜20時～翌5時【7夜間】

車線運用変更期間 令和4年8月31日（水）～11月下旬予定 終日

※夜間通行止めは、平日の午後8時から翌朝5時まで行います。

（金曜日の夜間工事は土曜日の早朝5時まで行います）

※天候などによって中止する場合がありますので、高速道路をご利用の際は「ドラとら」など

のWebサイトで 新の情報を確認いただきますようお願いします。

Ｅ6

Ｅ6

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
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新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時においても、患者の症状や重症化リスクなどに応

じて、適切な医療が提供されるよう、有症状かつ重症化リスクが低いと考えられる方を対象に、

抗原定性検査キットを配布します。

■目的
発熱などの症状がある場合でも、重症化リスクが低いと考えられる方については、医療機関

受診前に、抗原定性検査キットで自ら検査していただいた上で受診をする選択肢を加えること

で、感染急拡大時においても、患者の症状や重症化リスクなどに応じて、適切な医療が提供さ

れるようにします。

※ただし、重症化リスクが低い方であっても、症状や希望等に応じて、かかりつけ医や受診・

相談センターへの連絡をすることも可能です。

■対象
(1)および(2)いずれも満たす方

(1)新潟県に在住または長期滞在中であり、現在発熱などの症状がある方

(2)以下すべてに該当する方（重症化リスクが低いと考えられる方）

・現在、年齢が65歳未満の方

・基礎疾患（慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患など）がない方

・BMIが30以上でない方

・妊娠していない方

・喫煙習慣のない方

■実施期間
令和4年7月25日（月）～9月30日（金）

■検査キット申請フォーム
https://s-kantan.jp/pref-niigata-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1810

※検査キットがお手元に届くまでは、申し込みから1～2日程度かかります。（申し込み状況

や配送手続きから遅れる場合があります。）

※症状が悪化したり、緊急性の高い症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診または緊急

搬送を要請するようにしてください。
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次ページへ続きます



■検査キットが届いたら
抗原定性検査キットが手元に届きましたら、添付されている「抗原定性検査キットを使用す

る皆様へ」記載のご利用の流れを確認しご自身で検査をお願いします。

検査キット本体に油性マジックなどで氏名（フルネーム）と検査日を記載したうえで、検査

結果の判定ラインと記載した事項が確認できるようにスマートフォンなどで写真を撮って保存

し、受診時もしくは陽性登録時に検査結果を提示できるようにしてください。

【本セット内容】

・抗原定性検査キット 1セット

・キットの操作ガイド 1部

・抗原定性検査キットを使用する皆様へ 1部

・スタンバイパスポートチラシ 1部

【ご利用のながれ】

(1)スタンバイパスポートの入力

スタンバイパスポートチラシ、もしくはこちらのURL

https://www.niigata-pcrresult-system.com/

から新潟県患者入力フォームに進んでいただき、ご自身の情報を入力してください。

※陽性となった場合、この情報をもとに療養先を決定します。必ず入力をお願いします。

次ページへ続きます
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(2)検査実施

操作ガイドを確認し、検査を行ってください。

検査キット本体に油性マジックなどで氏名（フルネーム）と検査日を記載したうえで、検査

結果の判定ラインと記載した事項が確認できるようにスマートフォンなどで写真を撮って保存

し、受診時もしくは陽性登録時に検査結果を提示できるようにしてください。

■検査結果が判明したら（陽性・陰性）

【検査結果（陽性）】

 検査結果が陽性となった場合は、すみやかにかかりつけ医もしくは受診・相談センターへ連

絡の上、受診および確定診断を受けるもしくは、陽性者登録センターでの陽性登録を行ってく

ださい。

登録は、県が配布する抗原定性検査キットに同封の「抗原検査キットを使用する皆様へ」に

記載のQRコードによりのみアクセスできるWEBサイトで行ってください。

「陽性者登録センターについて」

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/0514052.html

※こちらのページでは陽性者登録はできません。

【検査結果（陰性）】

・症状が軽快するまでは外出を控え、人と会うことを控えてください。

・症状が軽快しない場合は、かかりつけ医もしくは受診・相談センターへ相談をお願いします。

■療養開始（検査結果（陽性）の方）
下記ＵＲＬから療養時の注意点や療養期間の確認をお願いします。

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/youseitohannmeisaretakatahe.html
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問い合わせ
新潟県抗原定性検査キット申請フォームコールセンター

025-280-5967 （月曜日～金曜日 午前9時～午後5時）

新潟県新型コロナ受診・相談センター
025-256-8275
025-385-7541 （毎日24時間対応 土日・祝日を含む）
025-385-7634

TEL

TEL



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(2022.8.24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.55914

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

7月31日現在

問い合わせ 防災局 防災企画課 防災事業係 025-282-1606TEL

市町村 人 数

新潟市 786

長岡市 182

三条市 62

柏崎市 469

新発田市 141

小千谷市 7

加茂市 9

十日町市 13

見附市 14

村上市 40

市町村 人 数

燕市 49

糸魚川市 3

妙高市 5

五泉市 16

上越市 22

阿賀野市 32

佐渡市 23

魚沼市 2

南魚沼市 3

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 22

関川村 -

粟島浦村 -

合 計 1,942

■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 1,905

1+2+3（市町村把握分） 1,942

4 病院 0

5 社会福祉施設 5

合 計 1,947

(前月 1,986) (前月 1,991)


