広報

ふたば

・集合時間…各自通知し
ます。
・中継基地（集合場所）
１０月２日（日）
…広野町中央体育館
・予定台数…６５台

※立入りの順序につきましては、一巡目と
同様行政区ごと及び隣組等の地域単位で
実施させていただきます。
※この日程は、天候及びその他の事情など
により変更になる場合があります。
※左記以降の日程は、現在調整中です。
決定次第、ホームページ等でお知らせい
たします。

仮設住宅への入居者募集（継続）
１ 応募物件

（平成２３年９月２０日現在）

計
１Ｋ
計
１Ｋ
２Ｋ
３Ｋ

郡山市
計

１Ｋ
２Ｋ
３Ｋ

郡山市
計

FAX ０４８０-７３-６９２６
総合受付コールセンター ０１
２０-４５５-７７０

○ 立入り方法について
＜バスでの立入りを希望する方＞
避難所等から中継基地（広野町中央体育館）まで送迎バスを準備します。
バスによる立入りは原則として一世帯最大２名までとし、持ち出せる荷物
はマイクロバスに持ち込めるもので、立入者の持てる範囲内のものとします。
＜マイカーでの立入りを希望する方＞
マイカーでの立入りは一世帯１台１回とし、原則として一世帯最低２名以
上で立入りを行ってください。
軽トラック等荷台が屋外に露出した車両で物品の持ち出しを行う場合、雨
等により堆積した塵芥中の放射性物質が付着し除染が必要となるケースがあ
ります。そのため、そのような車両については、立入り前に荷台の洗車等を
行ってから使用してください。シートが必要な場合には、中継基地において
貸し出します。
中継基地を出発してから５時間以内に戻ってくることが条件となります。
※警戒区域内は道路状況が不安定ですので、安全に十分配慮して運転してく
ださい。
※放射線管理者はマイカーには同乗せず、別の車両で立入地域を巡回します。

○ 立入者の登録および現地での本人確認について
受付を行う中継基地において、立入りを希望する方全員の本人確認をさせていただきます
ので、免許証、パスポート又は保険証等の身分証明書をお持ちください（写真付の身分証明
書をお持ちでない方は、２種類の書類（例えば、健康保険証と被災証明書等）を提示してく
ださい）
。立入希望者に変更がある場合は、立入当日までに町の担当者へご連絡ください（立
入当日、立入者名簿上の名前と身分証明書上の名前の一致が確認できない場合、立入りがで
きません。
）
。通知書（立入りの許可書）は、立入代表者あてに発送いたします。

郡山市

Ｈ２３. １
０. １

募集戸数
８戸
３４戸
２４戸
６６戸
９戸
９戸
５戸
２５戸
１０戸
４０戸
１２戸
５６戸
４４戸
１１２戸

住

地

間取り
１Ｋ
２Ｋ
３Ｋ

区

白河市

所

飯坂町平野字内小原田８−１

計
１Ｋ
２Ｋ
３Ｋ

いわき市
計

富田町字町田１５

喜久田町早稲原字上ノ端５４−４

日和田町高倉字諏訪前８２

※住宅の家賃は無料です。駐車場は１世帯１台です。
※エアコン、ガスコンロ、テレビ、冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、洗濯機、
ポットは備えてあります。
※電気、水道、ガス料金、食費などの必要経費は入居者の負担となります。

大震災から半年 …

程

福島市

☎ ０４８０-７３-６８８０

再会を喜び合って …

８月 日から３日間にわたって行われ
た﹁児童・生徒再会の集い﹂には児童︑
生徒︑
保護者︑５７７人が参加しました︒
19

二巡目一時立入りの日程（予定）について

間取り
１Ｋ
２Ｋ
３Ｋ

〒３４７-０１
０５ 埼玉県加須市騎西５９８-１

11

双葉町長 井戸川 克隆

区

編集：秘書広報課

９月 日︑大震災によって亡くなられ
た方々のご冥福を祈り︑双葉町の方角に
向かって黙祷を捧げました︒

原子力発電所の事故により、故郷を追われてから、早や７か月を迎えようとしており
ます。
全国各地に避難されている町民の皆さまには、いまだに双葉町に戻れる見通しがつか
ず、将来への不安と心配の中で避難生活を送られていることと思います。
そして、原子力発電所は冷温停止に向けて懸命な努力がされているものの、放射線の
影響が私たちの将来にわたる生活や健康不安を招いております。
双葉町では、健康不安を取り除くために、放射線の影響を受けやすい小学６年生まで
の子どもや妊娠されている方を中心として内部被ばく検査を実施しております。また、
今後、検査の枠拡大のため、国、県に強く要望してまいります。
皆さまにご不便をかけておりましたが、１０月より福島県郡山市に支所を設置し、福
島県内をはじめ近県に避難されている皆さまの利便性の確保を図ってまいります。
復興への道筋は、仮設住宅や借り上げ住宅、親類宅等で避難生活を送られている皆さ
まとの連携と就業など自立に向けた生活支援であるとともに、全国各地に避難されてい
る町民の皆さまがまとまった所で暮らせる安全で安心な生活の場の提供であると考えて
おります。しかし、復興の実現は、行政だけではできません。町民の皆さま一人ひとり
の参加が必要であり、復興の基本は、子どもたちにきれいで希望の持てる町を残すこと
であります。
多くの困難を乗り越え、町民の皆さまと一緒に帰れる日が来ることを信じています。

地

災害版

発行：双葉町災害対策本部

※双葉町では、町民の皆さまの所在の把握を行っています。これまで
滞在されていた場所から移動された場合も連絡をお願いいたします。

町民の皆さまへ

日

№５

募集戸数
１３戸
４５戸
２７戸
８５戸
１８戸
８９戸
４０戸
１４７戸

住

所

郭内１５１

南台３丁目１−１

２ 募集締切…当分の間受付をします。
窓口受付時間：午前９時〜午後５時まで
２週間程度ごとに集計し、入居者を決定します。
３ 応募方法…双葉町仮設住宅入居申請（抽選申込）書に必要事項を記入の上、
双葉町役場へお申し込みください。直接お越しになれない場合は、
申請書をファックスまたは郵送にてお申し込みください。
※被災証明または罹災証明の写しを付けてお申し込みください。
※お電話、
Ｅメールでの申請は受付けできません。
４ 入居時期…入居決定次第順次入居可能
５ 入居期間…原則として１年間、ただし、特別な事情がある場合のみ最長２年間
６ そ の 他…各地区にペット飼育可能な区間を一部設けますが、応募多数の場合
は抽選となります。
【問い合わせ先】総務課

☎０４８０−７３−６８８０

詳しい情報は…双葉町公式ホームページ臨時サイト（災害版）http://www.town.futaba.fukushima.jp/

双葉町メールマガジンへの登録について
福島県内の応急仮設住宅としての民間賃貸住宅に
係る家賃等返還（遡及措置）のお知らせ
福島県において、平成２３年３月１１日以降、避難のため被災者自らが入
居した福島県内の民間賃貸住宅に係る家賃等返還について、福島県内での取
り扱いが決定し、福島県内の応急仮設住宅等に入居するまでの間に被災者が
既に支払った家賃等をさかのぼって負担することになりましたので、お知ら
せいたします。なお、県外における遡及措置については現在検討しております。
○対象世帯
東日本大震災により住家が全壊等し居住する住家がない世帯、または、原
子力事故による避難指示等が出ている地域内から避難している世帯で、自ら
の資力では住宅を得ることができない世帯のうち、以下のいずれかに該当す
る世帯。
（１）避難のため入居していた福島県内の民間賃貸住宅を、福島県借上げ
住宅に切り替えた世帯
（２）避難のため入居していた福島県内の民間賃貸住宅から、福島県内の
別の応急仮設住宅等に住み替えた世帯
○対象期間
東日本大震災発生日の平成２３年３月１１日から福島県内の応急仮設住宅
等に入居するまでの間で、福島県内の民間賃貸住宅に入居していた期間
※県契約日以降は対象期間となりません。
○対象費用
対象期間内に対象世帯が負担した敷金、礼金、仲介手数料、損害保険加入
費用（入居に伴う借家人賠償保険、家財保険等）、家賃（駐車場代を含める
ことを可とする）、管理費、共益費
ただし、以下の費用については対象費用から除きます。
①上記費用のうち県契約に切り替えの際に貸主と仲介業者等から被災者
に返還されている費用
②福島県が既に負担した費用と重複する費用
※福島県借上げ住宅に契約切り替え後、被災者が立て替え払いしていた家
賃等については、対象費用となりません。
○申請締切
１０月３１日（月）必着
【申請書郵送先、問い合わせ先】
〒９６０−８６７０ 福島県災害対策本部 遡及措置担当
※郵送のみで受付します。（郵便番号と宛名のみで届きます）
☎０２４−５２２−６５１１、６５１２（受付時間：平日９：００〜１
７：００まで）

心が築くよい社会
１０月１日〜７日

法の日週間記念無料法律相談開催日程
開
福

相

白

催
島

馬

河

地

福島地方裁判所

相馬市中村字桜ヶ丘５６−１
ＴＫウェルネス桜ヶ丘１０１号
相馬法律相談センター
０２４−３６−４７８９

市

１０月５日（水）
午前１０時〜午後３時

白河市郭内１４６
福島地方・家庭裁判所白河支部構内
弁護士待合室
０２４８−２２−３３８１

１０月７日（金）
午前１０時〜午後３時

いわき市平字八幡小路４１
福島地方・家庭裁判所いわき支部構内
弁護士待合室
０２４６−２２−１３２０

東日本大震災女性センターネットワーク募金事業
相談無料、秘密厳守

０１２０−２０７−４４０
毎週火曜日 １０：００〜１５：００（１１月まで）
・夫婦や家族のことで困っている
・人間関係や生き方で悩んでいる
・震災後、こころやからだの調子がすぐれないなど、
どうぞお電話ください。女性の相談員がご一緒に考えます。

■主催：女性の自立を応援する会 ■共催：郡山市男女共同参画センター
■協力：福島県男女共生センター ■後援：福島県・郡山市

平成２４年成人式を次のとおり開催いたします。
開催日 平成２４年１月８日（日）午後１時３０分
会 場 郡山市ビューホテルアネックス
福島県郡山市中町１０−１０ ☎０２４−９３９−１１１１
対象者 平成３年４月２日〜平成４年４月１日生まれの方
※対象成人者への成人式ご案内は、
後日郵送にて通知いたします。また、
式典終了後、同級会を予定しています。
【問い合わせ先】生涯学習課 ☎０４８０−７３−６８８０
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21

24

23

22

詳しい情報は…双葉町公式ホームページ臨時モバイルサイト（災害版）http://www.town.futaba.fukushima.jp/mobile/

〜学生の皆さんへ〜

市

１０月３日（月）
午前１０時〜午後３時

双葉町成人式

ふくしま大卒等合同就職面接会の開催

１０月５日（水）
午前１０時〜午後３時

平成２４年

☎０２４−５３４−１１０１

平成 年３月に大学院・大学・短大・高専・専修学校
等を卒業予定の方︑平成 年３月︑平成 年３月︑平成
年３月に卒業して︑現在就職活動をしている方を対象
に︑福島県内に就業場所または営業拠点を有し︑正社員
と して 雇 用 する 計画 の ある 事 業所 との 就 職面 接会 を 開催
します︒ぜひご参加ください︒
○日時・場所
月２日︵水︶午後１時から４時まで
郡山ビューホテルアネックス
○主催 …
厚生労働省福島労働局︑公共職業安定所︑
福島県︑郡山市
○実施内容 …
事業所のブースにおける人事担当者との個
別面談︑安定所等各機関による職業相談・情報誌提供等
○その他
①事前申し込みは不要です︒お気軽にお越しください︒
②参加事業所は各会場の開催一週間前に︑福島労働局
ホームページ上で公開します︒
︻問い合わせ先︼
厚生労働省福島労働局職業安定課
☎０２４ー５２９ー５３９６

市

フリーダイヤル

福島行政評価事務所

福島家庭裁判

福島市山下町４−２４
福島県弁護士会館
０２４−５３６−２７１０

女性のための電話相談

１０月１７日（月）〜２３日（日）の一週間は「行政相談週間」です。
行政相談は、役所（国、県及び市町村）や特殊法人等の仕事に関して、苦情や困
っていること、心配なこと、分からないこと、要望したいことなどについて相談に
応じ、その解決をお手伝いするものです。
双葉町は全町民が避難中であるため、行政相談所の開設はいたしませんが、相談
事等がありましたら、下記までご相談ください。

場
所
（問い合わせ先）

相談会日時

いわき市

― 行政相談週間 ―

▼

福島県弁護士会

東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特
例に関する法律により延期となっておりました福島県議会議員一般選挙が平成
２３年１１月１０日告示、１１月２０日投票で実施されます。双葉町議会議員
一般選挙についても、同日告示、同日投票で実施される予定となっております。
有権者の皆さまにおかれましては、各地に避難されている状況でもあり、避
難先の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票制度での投票が多くなると思
われます。詳しくは、入場券発送の時に合わせてお知らせいたします。
また、双葉町議会議員一般選挙に向けての今後のスケジュールについては、
１０月中旬頃に立候補予定者説明会を開催する予定でおります。
なお、開催場所や日時については、１０月初旬に町のホームページに掲載す
る予定です。
選挙に関する投票所や投票方法等につきましては、１０月初旬に予定してお
ります選挙管理委員会開催後にお知らせいたします。
【問い合わせ先】 双葉町選挙管理委員会 ☎０４８０ｰ７３ｰ６８８０

▼

―法の日週間―

福島県議会議員一般選挙及び双葉町議会議員一般選挙

▼

法まもる

双葉町では、町民の皆さまへ町からの正確な情報を迅速に伝達することを目的と
してメールマガジンを配信しています。パソコンや携帯電話などの電子メールアド
レスをお持ちの方なら、どなたでも情報を受信することができます。
なお、メールマガジンは無料ですが、利用される電子メール受信端末の契約形態
により、メール受信費用が発生する場合があります。それらは利用者負担となります。
携帯電話で受信したい方は、下記のＱＲコードからアクセスし、空メールを送信
することで登録することもできます。
◆◇注意事項◇◆
迷惑メール対策などでメールの受信制限をされている
場合は、ドメイン指定受信の設定が必要です。双葉町の
メールマガジンは、「sps-link.com」のドメインで配信し
ておりますので、「sps-link.com」を受信できる設定にし
てください
詳しくは双葉町公式ホームページ臨時サイト災害版を
ご覧ください。

