


■帰還困難区域
■特定復興再生拠点区域
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避難解除区域の医療・介護施設を
紹介します！

特
集

❶浪江町国民健康保険浪江診療所
診療科目 内科、外科、整形外科
受付時間 
（内科、外科）月～金（8:30～11:30、13:30～15:30）
（整形外科）木（9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 15:00）
□所浪江町大字幾世橋字六反田7-2　☎0240-23-6173

❷豊嶋歯科医院
診療科目 歯科
受付時間 月～木（9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 18:00）
※要予約
□所浪江町権現堂南深町 8-2　☎0240-23-5633

❸山村デンタルクリニック
診療科目 歯科
受付時間 月～水、金、土（13:00 ～ 19:00）
※土は隔週で休診
□所浪江町大字加倉字下加倉99-3　☎0240-23-4108

浪江町

❶大熊町診療所
診療科目 内科　受付時間 火・木（9:00 ～ 12:00）
□所大熊町大字大川原字南平 1920-1 
☎0240-23-7170

大熊町

【医療機関】
❶福島県ふたば医療センター附属病院
診療科目 内科、救急科
受付時間 （内科）月～金（9:00 ～ 16:00）
（救急科）24時間 365日対応
□所富岡町大字本岡字王塚 817-1
☎0240-23-5090

富岡町

【介護施設】
❼（特養）桜の園　
ユニット型定員数 48　短期入所定員数 2
□所富岡町大字本岡字王塚 36
☎0240-23-7839

【医療機関】
❶福島県ふたば医療センター附属
ふたば復興診療所（ふたばリカーレ）
診療科目 内科、整形外科
受付時間 
（内科）月～金（8:30～11:30、13:00～15:00）
（整形外科）月（8:30 ～ 11:30、13:00 ～ 15:00）
□所楢葉町大字北田字中満 289-1　
☎0240-23-6500

❹JFAメディカルセンター　
整形外科クリニック
診療科目 整形外科、リハビリテーション科
受付時間 
月・木・金（10:00～14:00、15:30～18:30）、
土・日・祝（10:00～13:30、15:00～17:00）
□所楢葉町大字山田岡字美シ森 8-1　
☎0240-25-1557

❺蒲生歯科医院
診療科目 歯科
受付時間 
月～金（9:30 ～ 12:00、14:00 ～ 16:00）
※要予約
□所楢葉町大字北田字中満 289-3　
☎0240-25-2061

❻ならは薬局
営業時間 
月～金（8:30～17:30）、第2・4土（8:30 ～ 12:30）
□所楢葉町大字北田字中満 289-4　
☎0240-23-7183

【介護施設】
❼（特養）リリー園
従来型定員数 68　
短期入所定員数 4
□所楢葉町大字井出字上ノ原 28　
☎0240-25-1777

楢葉町

❶川内村国民健康保険診療所
診療科目・受付時間
（内科）月、水～金（8:30～11:00、13:00～16:30）
※内視鏡検査は毎月 1回。要予約
（整形外科）火（8:30 ～ 11:00）※月 2回。要予約
（眼科）水（8:30 ～ 11:00）※月 1回。要予約
（心療内科）水（14:00 ～ 16:00）※月 1回。要予約
☎0240-38-2009
（歯科）月～金（8:30 ～ 11:00、13:00 ～ 16:00）
※要予約
☎0240-38-2054
□所川内村大字下川内字坂シ内 133-5

【介護施設】
❷（特養）かわうち
従来型定員数 76　短期入所定員数 4
□所川内村大字上川内字迎原 78　☎0240-38-3567

川内村

【医療機関】
❶田村市立都路診療所
診療科目 内科
受付時間 月（9:00 ～ 11:30、15:30 ～ 16:30）、
水・木・金（9:00～11:30、14:30～16:30）
※第 2木休診、第 5木午前休診、第 2土のみ診療　
□所田村市都路町古道字寺下 50
☎0247-75-2003

❶田村市立都路歯科診療所
診療科目 歯科
受付時間 月～土（9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 17:00）
※第 2木休診、第 2土のみ診療
□所田村市都路町古道字寺下 50
☎0247-75-2208

【介護施設】
❷（特養）都路まどか荘
従来型定員数 58　短期入所定員数 12
□所田村市都路町古道字寺下 60
☎0247-75-3133

田村市（都路地区）

葛尾村

川俣町（山木屋地区）
【医療機関】
❶川俣町国民健康保険山木屋診療所
診療科目 内科
受付時間 水（10:00～12:00）、金（14:00～16:00）
※診療日時以外は済生会川俣病院（☎024-566-2323）へ
　問合せ
□所川俣町山木屋字大清水 2
☎024-563-2024

❷（医）邦諭会とみおか診療所
診療科目 内科、外科、精神科
受付時間 （内科、外科）火（9:00 ～ 12:00）、
水～土（9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:30）
（精神科）第 2・4・5土（9:00 ～ 12:00、
13:30 ～ 16:30）※精神科の初診は要予約。
□所富岡町中央 3丁目 70　☎0240-22-6522

❸富岡中央医院
診療科目 内科、外科、小児科、麻酔科
受付時間 月～木（8:30～12:00、13:00～17:30）
□所富岡町中央 1-110　☎0240-22-6560

❹さいとう眼科
診療科目 眼科
受付時間 月～木（9:00 ～12:00、14:00 ～ 17:30）
※毎月最終週は休診
□所富岡町本町 2-53-2　☎0240-21-0123

❺穴田歯科医院
診療科目 歯科
受付時間 月～木（9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 16:30）、
金（9:00 ～ 12:00）
□所富岡町夜の森南 3-54　☎0240-22-3522

❻さくら歯科医院
診療科目 歯科
受付時間 火～金（9:30 ～ 13:00、14:00 ～ 16:45）
□所富岡町本岡字関ノ前 197-7　
☎0240-23-6479

飯舘村
❶いいたてクリニック
診療科目 総合診療科
受付時間 火（8:30 ～ 11:30、13:30 ～ 14:30）、
木（8:30 ～ 11:30）
□所飯舘村伊丹沢字山田 380　☎0244-68-2277

❷あがべご訪問看護ステーション
事業内容 訪問看護
受付時間 月～金（8:30～12:00、13:00～17:00）
□所飯舘村飯樋字町 387　
☎0244-32-1463、080-1663-2572

【介護施設】
❸（特養）いいたてホーム
ユニット型定員数 70
□所飯舘村伊丹沢字伊丹沢 571　☎0244-42-1700

（内科、老年内科）月～金　（神経内科）月・火　
（消化器内科）水・金（リハビリテーション科）月～金
（精神科）月　※要予約　
□所広野町大字下北迫字東町 214　
　☎0240-27-2901

❶訪問看護ステーションたかの
事業内容 訪問看護※要予約。精神科も可
受付時間 月～土（8:30 ～ 17:00）
□所広野町大字下北迫字東町 214　☎0240-23-5994

❷馬場医院
診療科目 内科、外科、脳神経外科
受付時間 月～金（8:00 ～ 12:00、14:00 ～ 18:00）、土（8:00 ～ 12:00）　
□所広野町下浅見川字広長 100　☎0240-27-2231

❸新妻歯科医院広野
診療科目 歯科
受付時間 木・金（9:30 ～ 12:30、14:00 ～ 18:30）　
□所広野町大字下北迫字前川原 61　☎0240-27-4020

❹広野薬局
営業時間 月～金（8:30 ～ 18:00）、土（8:30 ～ 12:00）
□所広野町大字下浅見川字広長 100-5　☎0240-27-2265

【介護施設】
❺（広野町特養）花ぶさ苑　
ユニット型定員数 40
□所広野町大字下北迫字東町 211-2　☎0240-27-1755

❶高野病院
診療科目・受付時間 8:30～11:00

広野町

福島県多目的
医療用ヘリ
ふたば医療センター附属病院
では、医療用ヘリコプターを
運用し、患者の搬送などに活
躍しています。

施設紹介
MAP
施設紹介
MAP

【医療機関】
❶南相馬市立総合病院
附属小高診療所
診療科目 内科、外科
受付時間 月～金（8:30～11:30、14:00～16:30）
□所南相馬市小高区東町 3-3-1　☎0244-44-2025

南相馬市（小高区）

❹今村医院
診療科目 内科、腎臓内科、女性外来
受付時間  平日（9:00～12:00、13:30～17:00）、
土（9:00 ～ 13:00）
（内科、腎臓内科）月・水・木・土
（女性外来）第3金、第4土　
□所南相馬市小高区仲町 1-71
☎0244-26-5777

❺今村歯科・矯正歯科医院
診療科目 歯科
受付時間 火・金（9:00 ～11:30、13:30 ～ 15:30）
※要予約。臨時休業あり。
　矯正についてはお問い合わせください。
□所南相馬市小高区仲町 1-43-6　☎0244-44-2432

❻小高調剤薬局
営業時間 月～金（9:00 ～17:30）
□所南相馬市小高区東町 3-1-1　
☎0244-44-6217

❼スマイル薬局小高店
営業時間 火～金（9:00 ～ 17:30）、土（9:00 ～ 13:00）
□所南相馬市小高区上町 2-39-1　
☎0244-26-5744

【介護施設】
❽（特養）梅の香
ユニット型定員数 50　短期入所定員数 10
□所南相馬市小高区小高字金谷前 81　☎0244-44-1600

❶葛尾村診療所
診療科目 内科、小児科　受付時間 水（13:30～17:00）
□所葛尾村大字落合字菅ノ又 6-1　☎0240-29-2036

❶葛尾歯科診療所
診療科目 歯科
受付時間 火～木（9:00～ 11:30、13:30～ 17:30）
□所葛尾村大字落合字菅ノ又 6-1　☎0240-29-2110

❷もんま整形外科医院
診療科目 整形外科
受付時間 月・火・木
（9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 15:00）※要予約
□所南相馬市小高区大町 1-40-1
☎0244-44-1800

❸半谷医院
診療科目 循環器科、呼吸器科、内科、小児科
受付時間 火～金（8:30～12:30、14:00～17:00）
□所南相馬市小高区上町 2-50
☎0244-44-2020

医療を必要とする
人達のため、高野
病院は地域ともに
あり続けます。

理事長 高野己保さん

【医療機関】

「住民が安心して帰還し生活できる」
「双葉地域で安心して働ける」「企
業が安心して進出できる」をスローガ
ンとし、スタッフ一丸となって皆
様のご期待に応えていく所存です。
よろしくお願い申し上げます。センター長兼病院長

谷川攻一さん

皆様に安心していだだける
医療体制の構築に精進を重
ねます。

院長 山内健士朗さん

所長 小鷹昌明さん

新たな小高診療所で
は、レントゲン等を
新規に導入し、昨年
12月から診療を開始
しました。

【医療機関】

福島県ふたば医療センター附属病院（富岡町）

❷ときクリニック
診療科目 内科、小児科、呼吸器内科、消化器内科、
循環器内科
受付時間 火～金（9:00～12:00、13:30～16:00）
□所楢葉町大字下小塙字佐野 3-9　☎0240-25-1222

❸鈴木繁診療所
診療科目 精神科、神経科
受付時間 月・火・日（8:30～16:00）
※原則要予約。月・火・日なら祝日でも診療可
□所楢葉町大字下繁岡字赤粉 1-11　☎0240-23-7763

【医療機関】

【医療機関】

【医療機関】

【医療機関】

【介護施設】
❶大熊町認知症高齢者グループホーム
　おおくまもみの木苑
定員数 18　
□所大熊町大川原字南平 1920-1　
☎0240-23-7980
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避難解除区域の医療・介護施設を
紹介します！

特
集

❶浪江町国民健康保険浪江診療所
診療科目 内科、外科、整形外科
受付時間 
（内科、外科）月～金（8:30～11:30、13:30～15:30）
（整形外科）木（9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 15:00）
□所浪江町大字幾世橋字六反田7-2　☎0240-23-6173

❷豊嶋歯科医院
診療科目 歯科
受付時間 月～木（9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 18:00）
※要予約
□所浪江町権現堂南深町 8-2　☎0240-23-5633

❸山村デンタルクリニック
診療科目 歯科
受付時間 月～水、金、土（13:00 ～ 19:00）
※土は隔週で休診
□所浪江町大字加倉字下加倉99-3　☎0240-23-4108

浪江町

❶大熊町診療所
診療科目 内科　受付時間 火・木（9:00 ～ 12:00）
□所大熊町大字大川原字南平 1920-1 
☎0240-23-7170

大熊町

【医療機関】
❶福島県ふたば医療センター附属病院
診療科目 内科、救急科
受付時間 （内科）月～金（9:00 ～ 16:00）
（救急科）24時間 365日対応
□所富岡町大字本岡字王塚 817-1
☎0240-23-5090

富岡町

【介護施設】
❼（特養）桜の園　
ユニット型定員数 48　短期入所定員数 2
□所富岡町大字本岡字王塚 36
☎0240-23-7839

【医療機関】
❶福島県ふたば医療センター附属
ふたば復興診療所（ふたばリカーレ）
診療科目 内科、整形外科
受付時間 
（内科）月～金（8:30～11:30、13:00～15:00）
（整形外科）月（8:30 ～ 11:30、13:00 ～ 15:00）
□所楢葉町大字北田字中満 289-1　
☎0240-23-6500

❹JFAメディカルセンター　
整形外科クリニック
診療科目 整形外科、リハビリテーション科
受付時間 
月・木・金（10:00～14:00、15:30～18:30）、
土・日・祝（10:00～13:30、15:00～17:00）
□所楢葉町大字山田岡字美シ森 8-1　
☎0240-25-1557

❺蒲生歯科医院
診療科目 歯科
受付時間 
月～金（9:30 ～ 12:00、14:00 ～ 16:00）
※要予約
□所楢葉町大字北田字中満 289-3　
☎0240-25-2061

❻ならは薬局
営業時間 
月～金（8:30～17:30）、第2・4土（8:30 ～ 12:30）
□所楢葉町大字北田字中満 289-4　
☎0240-23-7183

【介護施設】
❼（特養）リリー園
従来型定員数 68　
短期入所定員数 4
□所楢葉町大字井出字上ノ原 28　
☎0240-25-1777

楢葉町

❶川内村国民健康保険診療所
診療科目・受付時間
（内科）月、水～金（8:30～11:00、13:00～16:30）
※内視鏡検査は毎月 1回。要予約
（整形外科）火（8:30 ～ 11:00）※月 2回。要予約
（眼科）水（8:30 ～ 11:00）※月 1回。要予約
（心療内科）水（14:00 ～ 16:00）※月 1回。要予約
☎0240-38-2009
（歯科）月～金（8:30 ～ 11:00、13:00 ～ 16:00）
※要予約
☎0240-38-2054
□所川内村大字下川内字坂シ内 133-5

【介護施設】
❷（特養）かわうち
従来型定員数 76　短期入所定員数 4
□所川内村大字上川内字迎原 78　☎0240-38-3567

川内村

【医療機関】
❶田村市立都路診療所
診療科目 内科
受付時間 月（9:00 ～ 11:30、15:30 ～ 16:30）、
水・木・金（9:00～11:30、14:30～16:30）
※第 2木休診、第 5木午前休診、第 2土のみ診療　
□所田村市都路町古道字寺下 50
☎0247-75-2003

❶田村市立都路歯科診療所
診療科目 歯科
受付時間 月～土（9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 17:00）
※第 2木休診、第 2土のみ診療
□所田村市都路町古道字寺下 50
☎0247-75-2208

【介護施設】
❷（特養）都路まどか荘
従来型定員数 58　短期入所定員数 12
□所田村市都路町古道字寺下 60
☎0247-75-3133

田村市（都路地区）

葛尾村

川俣町（山木屋地区）
【医療機関】
❶川俣町国民健康保険山木屋診療所
診療科目 内科
受付時間 水（10:00～12:00）、金（14:00～16:00）
※診療日時以外は済生会川俣病院（☎024-566-2323）へ
　問合せ
□所川俣町山木屋字大清水 2
☎024-563-2024

❷（医）邦諭会とみおか診療所
診療科目 内科、外科、精神科
受付時間 （内科、外科）火（9:00 ～ 12:00）、
水～土（9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:30）
（精神科）第 2・4・5土（9:00 ～ 12:00、
13:30 ～ 16:30）※精神科の初診は要予約。
□所富岡町中央 3丁目 70　☎0240-22-6522

❸富岡中央医院
診療科目 内科、外科、小児科、麻酔科
受付時間 月～木（8:30～12:00、13:00～17:30）
□所富岡町中央 1-110　☎0240-22-6560

❹さいとう眼科
診療科目 眼科
受付時間 月～木（9:00 ～12:00、14:00 ～ 17:30）
※毎月最終週は休診
□所富岡町本町 2-53-2　☎0240-21-0123

❺穴田歯科医院
診療科目 歯科
受付時間 月～木（9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 16:30）、
金（9:00 ～ 12:00）
□所富岡町夜の森南 3-54　☎0240-22-3522

❻さくら歯科医院
診療科目 歯科
受付時間 火～金（9:30 ～ 13:00、14:00 ～ 16:45）
□所富岡町本岡字関ノ前 197-7　
☎0240-23-6479

飯舘村
❶いいたてクリニック
診療科目 総合診療科
受付時間 火（8:30 ～ 11:30、13:30 ～ 14:30）、
木（8:30 ～ 11:30）
□所飯舘村伊丹沢字山田 380　☎0244-68-2277

❷あがべご訪問看護ステーション
事業内容 訪問看護
受付時間 月～金（8:30～12:00、13:00～17:00）
□所飯舘村飯樋字町 387　
☎0244-32-1463、080-1663-2572

【介護施設】
❸（特養）いいたてホーム
ユニット型定員数 70
□所飯舘村伊丹沢字伊丹沢 571　☎0244-42-1700

（内科、老年内科）月～金　（神経内科）月・火　
（消化器内科）水・金（リハビリテーション科）月～金
（精神科）月　※要予約　
□所広野町大字下北迫字東町 214　
　☎0240-27-2901

❶訪問看護ステーションたかの
事業内容 訪問看護※要予約。精神科も可
受付時間 月～土（8:30 ～ 17:00）
□所広野町大字下北迫字東町 214　☎0240-23-5994

❷馬場医院
診療科目 内科、外科、脳神経外科
受付時間 月～金（8:00 ～ 12:00、14:00 ～ 18:00）、土（8:00 ～ 12:00）　
□所広野町下浅見川字広長 100　☎0240-27-2231

❸新妻歯科医院広野
診療科目 歯科
受付時間 木・金（9:30 ～ 12:30、14:00 ～ 18:30）　
□所広野町大字下北迫字前川原 61　☎0240-27-4020

❹広野薬局
営業時間 月～金（8:30 ～ 18:00）、土（8:30 ～ 12:00）
□所広野町大字下浅見川字広長 100-5　☎0240-27-2265

【介護施設】
❺（広野町特養）花ぶさ苑　
ユニット型定員数 40
□所広野町大字下北迫字東町 211-2　☎0240-27-1755

❶高野病院
診療科目・受付時間 8:30～11:00

広野町

福島県多目的
医療用ヘリ
ふたば医療センター附属病院
では、医療用ヘリコプターを
運用し、患者の搬送などに活
躍しています。

施設紹介
MAP
施設紹介
MAP

【医療機関】
❶南相馬市立総合病院
附属小高診療所
診療科目 内科、外科
受付時間 月～金（8:30～11:30、14:00～16:30）
□所南相馬市小高区東町 3-3-1　☎0244-44-2025

南相馬市（小高区）

❹今村医院
診療科目 内科、腎臓内科、女性外来
受付時間  平日（9:00～12:00、13:30～17:00）、
土（9:00 ～ 13:00）
（内科、腎臓内科）月・水・木・土
（女性外来）第3金、第4土　
□所南相馬市小高区仲町 1-71
☎0244-26-5777

❺今村歯科・矯正歯科医院
診療科目 歯科
受付時間 火・金（9:00 ～11:30、13:30 ～ 15:30）
※要予約。臨時休業あり。
　矯正についてはお問い合わせください。
□所南相馬市小高区仲町 1-43-6　☎0244-44-2432

❻小高調剤薬局
営業時間 月～金（9:00 ～17:30）
□所南相馬市小高区東町 3-1-1　
☎0244-44-6217

❼スマイル薬局小高店
営業時間 火～金（9:00 ～ 17:30）、土（9:00 ～ 13:00）
□所南相馬市小高区上町 2-39-1　
☎0244-26-5744

【介護施設】
❽（特養）梅の香
ユニット型定員数 50　短期入所定員数 10
□所南相馬市小高区小高字金谷前 81　☎0244-44-1600

❶葛尾村診療所
診療科目 内科、小児科　受付時間 水（13:30～17:00）
□所葛尾村大字落合字菅ノ又 6-1　☎0240-29-2036

❶葛尾歯科診療所
診療科目 歯科
受付時間 火～木（9:00～ 11:30、13:30～ 17:30）
□所葛尾村大字落合字菅ノ又 6-1　☎0240-29-2110

❷もんま整形外科医院
診療科目 整形外科
受付時間 月・火・木
（9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 15:00）※要予約
□所南相馬市小高区大町 1-40-1
☎0244-44-1800

❸半谷医院
診療科目 循環器科、呼吸器科、内科、小児科
受付時間 火～金（8:30～12:30、14:00～17:00）
□所南相馬市小高区上町 2-50
☎0244-44-2020

医療を必要とする
人達のため、高野
病院は地域ともに
あり続けます。

理事長 高野己保さん

【医療機関】

「住民が安心して帰還し生活できる」
「双葉地域で安心して働ける」「企
業が安心して進出できる」をスローガ
ンとし、スタッフ一丸となって皆
様のご期待に応えていく所存です。
よろしくお願い申し上げます。センター長兼病院長

谷川攻一さん

皆様に安心していだだける
医療体制の構築に精進を重
ねます。

院長 山内健士朗さん

所長 小鷹昌明さん

新たな小高診療所で
は、レントゲン等を
新規に導入し、昨年
12月から診療を開始
しました。

【医療機関】

福島県ふたば医療センター附属病院（富岡町）

❷ときクリニック
診療科目 内科、小児科、呼吸器内科、消化器内科、
循環器内科
受付時間 火～金（9:00～12:00、13:30～16:00）
□所楢葉町大字下小塙字佐野 3-9　☎0240-25-1222

❸鈴木繁診療所
診療科目 精神科、神経科
受付時間 月・火・日（8:30～16:00）
※原則要予約。月・火・日なら祝日でも診療可
□所楢葉町大字下繁岡字赤粉 1-11　☎0240-23-7763

【医療機関】

【医療機関】

【医療機関】

【医療機関】

【介護施設】
❶大熊町認知症高齢者グループホーム
　おおくまもみの木苑
定員数 18　
□所大熊町大川原字南平 1920-1　
☎0240-23-7980
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福島県知事選挙、福島県議会議員補欠選挙が実施されます!

全国の生活再建支援拠点（相談窓口）について

団体紹介 【福岡・佐賀・長崎・熊本】　つなぎ te おおむた

つなぎ te 
おおむた相談室

不在者投票や期日前投票制度をぜひご活用いただき、投票をお願いします。
問福島県選挙管理委員会事務局　☎024-521-7062

　福島県では、避難先での生活再建や帰還に向けた相談・情報収集ができるよう、全国に「生活再建支援拠点」を設置しています。対面
や電話による相談対応のほか、交流会を開催していますので、お困りごとなどがあれば、お気軽にご相談ください。

　今年度から、北部九州4県（福岡・佐賀・長崎・熊本）を担当させていただきます。ご相談については、まずはゆっくり・しっかり
お気持ちをお聞きすることでよいのか、それとも具体的なアドバイスのできる専門機関等への早急な繋ぎが必要なのかを、ご本人
と確認しながら進め、ご相談いただいた内容が解決するまでの伴走を心がけています。
　拠点での定期的（週3日）な相談以外に、担当各県の任意会場で「相談・交流会」も行っています。「懐かしい福島弁で、みんなで
喋んねがい？」とお呼びかけして開催します。
　また、これらの活動予定案内や、福島県とゆかりのある九州あれこれの紹介、読者の方からの投稿などを載せた福岡拠点だより
「ふく・ふく通信」を隔月発行し、九州の皆さま同士、そして九州の皆さまと福島県を結ぶきっかけづくりを行っています。

ふく・ふく通信はご覧いただいていますか? まだご自宅に届いていない方は、拠点までお知らせくださいね。すぐにお送りします。
（彌永・村上・弥永）

第22回福島県知事選挙
1告示日：令和4年10月13日（木）
2選挙期日（投票日）：令和4年10月30日（日）

福島県議会議員補欠選挙
1対象となる選挙区：郡山市選挙区（欠員1）、双葉郡選挙区（欠員1）
2告示日：令和4年10月20日（木）
3選挙期日（投票日）：令和4年10月30日（日）

開所日 火・木・土（祝日・年末年始を除く） 開所時間 10:00～16:00　☎080-7980-9295

ふくしま連携復興センター　生活再建支援拠点
生活再建支援拠点の詳細についてはこちらを検索
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あきたパートナーシップ
【青森・岩手・秋田】
☎018-829-2140/080-5566-6238

ふくしまの今とつながる相談室
toiro【全国】
☎024-573-2731

福島県県外避難者相談センター
（みやぎ連携復興センター）【宮城】
☎080-9259-7049

かながわ避難者と共にあゆむ会
【神奈川】
☎070-6471-0311

なごみ【滋賀・京都】
☎080-4405-3503

とっとり震災支援連絡協議会
【鳥取】
☎0857-22-7877/090-8064-9630
ひろしま避難者の会「アスチカ」
【島根・広島・山口】
☎0120-24-2940
えひめ311
【徳島・香川・愛媛・高知】
☎070-5515-2217
つなぎ te おおむた
【福岡・佐賀・長崎・熊本】
☎080-7980-9295
3.11からつながるみんなの家『まあや』
（『うみがめのたまご』～3.11ネットワーク～）
【大分・宮崎・鹿児島】
☎0985-25-2810/090-9402-1990
沖縄じゃんがら会
（まちなか研究所わくわく）【沖縄】
☎080-6498-6720/070-5484-1125

福島県生活再建支援拠点コランショ新潟
（新潟県社会福祉士会）【新潟】
☎025-211-2111
東日本大震災・山梨県内避難者と
支援者を結ぶ会【山梨・長野】
☎090-3088-4749
石川県災害ボランティア協会
【富山・石川・福井】
☎090-9294-6355
福島県県外避難者相談センター「ここさこ」
（静岡県公認心理師協会）【静岡】
☎0120-42-2828/054-275-2828
愛知県被災者支援センター
【愛知】
☎052-971-2030
レスキューストックヤード
（ふくしま支援室）【岐阜・三重】
☎052-212-8155

山形の公益活動を応援する会・アミル
【山形】
☎023-674-0606

ふうあいねっと【茨城】
☎070-3182-4044

とちぎボランティアネットワーク
【栃木】
☎028-622-0021
福玉相談センター
（埼玉広域避難者支援センター）【埼玉】
☎0120-60-7722
福島県県外避難者相談センター
（ちば市民活動・市民事業サポートクラブ）【千葉】
☎080-5418-7286
医療ネットワーク支援センター
【東京】
☎03-6911-0584

避難されている方、避難先から戻ら
れた方それぞれの悩みや想いは十人
十色。ご相談をひとつひとつ真摯に
受け止め、解決に向けてお手伝いい
たします。

回
第４回
第５回
第６回

令和4年10月3日（月）～10月12日（水） 
令和4年12月1日（木）～12月　9日（金） 
令和5年 　2月1日（水）～ 　2月　9日（木） 

入居予定募集期間
令和4年12月以降
令和5年　2月以降
令和5年　4月以降

令和
4年度

●避難指示区域等から避難されている方
●東日本大震災で被災された「地震・津波被災者」
●平成23年3月11日時点で、避難指示が解除された区域に居住していた方
●平成23年3月11日時点で中通り、浜通り（避難指示が継続している区域を除く）
　に居住していた方
※住宅に困窮していることが要件となります。

対
象

募集の詳細（対象団地・応募要件等）は、
福島県復興公営住宅入居支援センターへ
お問い合わせください。 復興公営住宅　入居

問 福島県復興公営住宅入居支援センター　
☎024-522-3320

令和4年度福島県復興公営住宅の入居者募集について
復興公営住宅の入居者の募集を下記の日程で行います。

令和6年3月末まで、さらに1年間延長します。
なお、令和6年4月以降の供与については今後判断し、取扱いについては改めてお知らせします。
※県外の借上住宅、ビレッジハウスおよびUR住宅についても、上記のとおり対応していただくよう、要請しています。
※福島県では、新たな住まい探しをお手伝いする「避難者住宅確保・移転サポート事業」を実施しており、下記相談ダイヤルで
ご案内しています。

大熊町および
双葉町から

避難されている方

問 福島県被災者のくらし再建相談ダイヤル　☎0120-303-059　受付時間 : 午前9時～午後5時　月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）

応急仮設住宅の供与期間の延長について

　東日本大震災により被災した不動産の所有者が、それらに代わるものを令和8年3月31
日までに取得した場合及び原子力災害により被災した不動産の所有者が、それらに代わる
ものを避難指示解除から4年以内に福島県内に取得した場合、取得した不動産に係る不動
産取得税が軽減されます。
　また、子育て支援策の一環として、18歳未満の方を含む三世代以上の方が同居又は近
居する住宅を令和7年3月31日までに福島県内に取得した場合、取得した住宅に係る不動
産取得税が2分の1に軽減されます。（軽減額は30万円が上限）
　詳しくは、右記までお問い合わせください。

県北地方振興局
県中地方振 興局
県南地方振興局
会津地方振興局
南会津地方振興局
相双地方振興局
いわき地方振興局
福島県庁税 務課

024-521-2694
024-935-1254
0248-23-1517
0242-29-5254
0241-62-5214
0244-26-1125
0246-24-6033
024-521-7068

問い合わせ先 電話番号

不動産取得税の軽減措置
（被災代替不動産、三世代同居・近居住宅）について

　地上デジタル放送の映りが悪くてお困りの方は、「デジサポ福島」
の支援を受けることができます。支援の対象となった場合、費用の負
担はありません。お気軽に相談受付ダイヤルまでご連絡ください。

東日本大震災時に原子力災害被災地域にお住まいになり、帰
還された方（市町村が発行する被災証明・罹災証明などをお持
ちの方）かつNHK放送受信契約を結ばれている方
※BS・CS放送は対象になりません。

問 デジサポ福島（総務省福島原発避難区域テレビ受信者支援センター）　
ナビダイヤル0570-007-401（IP電話からは024-525-8220）　
受付時間：午前9時～午後6時（土日祝日・年末年始休日を除く）

相談受付・
支援申込先

詳しくは
こちら

地デジ受信に関する支援について 支援の対象となる方

相談員からの
一言
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福島県知事選挙、福島県議会議員補欠選挙が実施されます!

全国の生活再建支援拠点（相談窓口）について

団体紹介 【福岡・佐賀・長崎・熊本】　つなぎ te おおむた

つなぎ te 
おおむた相談室

不在者投票や期日前投票制度をぜひご活用いただき、投票をお願いします。
問福島県選挙管理委員会事務局　☎024-521-7062

　福島県では、避難先での生活再建や帰還に向けた相談・情報収集ができるよう、全国に「生活再建支援拠点」を設置しています。対面
や電話による相談対応のほか、交流会を開催していますので、お困りごとなどがあれば、お気軽にご相談ください。

　今年度から、北部九州4県（福岡・佐賀・長崎・熊本）を担当させていただきます。ご相談については、まずはゆっくり・しっかり
お気持ちをお聞きすることでよいのか、それとも具体的なアドバイスのできる専門機関等への早急な繋ぎが必要なのかを、ご本人
と確認しながら進め、ご相談いただいた内容が解決するまでの伴走を心がけています。
　拠点での定期的（週3日）な相談以外に、担当各県の任意会場で「相談・交流会」も行っています。「懐かしい福島弁で、みんなで
喋んねがい？」とお呼びかけして開催します。
　また、これらの活動予定案内や、福島県とゆかりのある九州あれこれの紹介、読者の方からの投稿などを載せた福岡拠点だより
「ふく・ふく通信」を隔月発行し、九州の皆さま同士、そして九州の皆さまと福島県を結ぶきっかけづくりを行っています。

ふく・ふく通信はご覧いただいていますか? まだご自宅に届いていない方は、拠点までお知らせくださいね。すぐにお送りします。
（彌永・村上・弥永）

第22回福島県知事選挙
1告示日：令和4年10月13日（木）
2選挙期日（投票日）：令和4年10月30日（日）

福島県議会議員補欠選挙
1対象となる選挙区：郡山市選挙区（欠員1）、双葉郡選挙区（欠員1）
2告示日：令和4年10月20日（木）
3選挙期日（投票日）：令和4年10月30日（日）

開所日 火・木・土（祝日・年末年始を除く） 開所時間 10:00～16:00　☎080-7980-9295

ふくしま連携復興センター　生活再建支援拠点
生活再建支援拠点の詳細についてはこちらを検索
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あきたパートナーシップ
【青森・岩手・秋田】
☎018-829-2140/080-5566-6238

ふくしまの今とつながる相談室
toiro【全国】
☎024-573-2731

福島県県外避難者相談センター
（みやぎ連携復興センター）【宮城】
☎080-9259-7049

かながわ避難者と共にあゆむ会
【神奈川】
☎070-6471-0311

なごみ【滋賀・京都】
☎080-4405-3503

とっとり震災支援連絡協議会
【鳥取】
☎0857-22-7877/090-8064-9630
ひろしま避難者の会「アスチカ」
【島根・広島・山口】
☎0120-24-2940
えひめ311
【徳島・香川・愛媛・高知】
☎070-5515-2217
つなぎ te おおむた
【福岡・佐賀・長崎・熊本】
☎080-7980-9295
3.11からつながるみんなの家『まあや』
（『うみがめのたまご』～3.11ネットワーク～）
【大分・宮崎・鹿児島】
☎0985-25-2810/090-9402-1990
沖縄じゃんがら会
（まちなか研究所わくわく）【沖縄】
☎080-6498-6720/070-5484-1125

福島県生活再建支援拠点コランショ新潟
（新潟県社会福祉士会）【新潟】
☎025-211-2111
東日本大震災・山梨県内避難者と
支援者を結ぶ会【山梨・長野】
☎090-3088-4749
石川県災害ボランティア協会
【富山・石川・福井】
☎090-9294-6355
福島県県外避難者相談センター「ここさこ」
（静岡県公認心理師協会）【静岡】
☎0120-42-2828/054-275-2828
愛知県被災者支援センター
【愛知】
☎052-971-2030
レスキューストックヤード
（ふくしま支援室）【岐阜・三重】
☎052-212-8155

山形の公益活動を応援する会・アミル
【山形】
☎023-674-0606

ふうあいねっと【茨城】
☎070-3182-4044

とちぎボランティアネットワーク
【栃木】
☎028-622-0021
福玉相談センター
（埼玉広域避難者支援センター）【埼玉】
☎0120-60-7722
福島県県外避難者相談センター
（ちば市民活動・市民事業サポートクラブ）【千葉】
☎080-5418-7286
医療ネットワーク支援センター
【東京】
☎03-6911-0584

避難されている方、避難先から戻ら
れた方それぞれの悩みや想いは十人
十色。ご相談をひとつひとつ真摯に
受け止め、解決に向けてお手伝いい
たします。

回
第４回
第５回
第６回

令和4年10月3日（月）～10月12日（水） 
令和4年12月1日（木）～12月　9日（金） 
令和5年 　2月1日（水）～ 　2月　9日（木） 

入居予定募集期間
令和4年12月以降
令和5年　2月以降
令和5年　4月以降

令和
4年度

●避難指示区域等から避難されている方
●東日本大震災で被災された「地震・津波被災者」
●平成23年3月11日時点で、避難指示が解除された区域に居住していた方
●平成23年3月11日時点で中通り、浜通り（避難指示が継続している区域を除く）
　に居住していた方
※住宅に困窮していることが要件となります。

対
象

募集の詳細（対象団地・応募要件等）は、
福島県復興公営住宅入居支援センターへ
お問い合わせください。 復興公営住宅　入居

問 福島県復興公営住宅入居支援センター　
☎024-522-3320

令和4年度福島県復興公営住宅の入居者募集について
復興公営住宅の入居者の募集を下記の日程で行います。

令和6年3月末まで、さらに1年間延長します。
なお、令和6年4月以降の供与については今後判断し、取扱いについては改めてお知らせします。
※県外の借上住宅、ビレッジハウスおよびUR住宅についても、上記のとおり対応していただくよう、要請しています。
※福島県では、新たな住まい探しをお手伝いする「避難者住宅確保・移転サポート事業」を実施しており、下記相談ダイヤルで
ご案内しています。

大熊町および
双葉町から

避難されている方

問 福島県被災者のくらし再建相談ダイヤル　☎0120-303-059　受付時間 : 午前9時～午後5時　月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）

応急仮設住宅の供与期間の延長について

　東日本大震災により被災した不動産の所有者が、それらに代わるものを令和8年3月31
日までに取得した場合及び原子力災害により被災した不動産の所有者が、それらに代わる
ものを避難指示解除から4年以内に福島県内に取得した場合、取得した不動産に係る不動
産取得税が軽減されます。
　また、子育て支援策の一環として、18歳未満の方を含む三世代以上の方が同居又は近
居する住宅を令和7年3月31日までに福島県内に取得した場合、取得した住宅に係る不動
産取得税が2分の1に軽減されます。（軽減額は30万円が上限）
　詳しくは、右記までお問い合わせください。

県北地方振興局
県中地方振 興局
県南地方振興局
会津地方振興局
南会津地方振興局
相双地方振興局
いわき地方振興局
福島県庁税 務課

024-521-2694
024-935-1254
0248-23-1517
0242-29-5254
0241-62-5214
0244-26-1125
0246-24-6033
024-521-7068

問い合わせ先 電話番号

不動産取得税の軽減措置
（被災代替不動産、三世代同居・近居住宅）について

　地上デジタル放送の映りが悪くてお困りの方は、「デジサポ福島」
の支援を受けることができます。支援の対象となった場合、費用の負
担はありません。お気軽に相談受付ダイヤルまでご連絡ください。

東日本大震災時に原子力災害被災地域にお住まいになり、帰
還された方（市町村が発行する被災証明・罹災証明などをお持
ちの方）かつNHK放送受信契約を結ばれている方
※BS・CS放送は対象になりません。

問 デジサポ福島（総務省福島原発避難区域テレビ受信者支援センター）　
ナビダイヤル0570-007-401（IP電話からは024-525-8220）　
受付時間：午前9時～午後6時（土日祝日・年末年始休日を除く）

相談受付・
支援申込先

詳しくは
こちら

地デジ受信に関する支援について 支援の対象となる方

相談員からの
一言
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発行／福島県庁 避難者支援課　☎024-523-4250
福島　今が分かる新聞
バックナンバーもチェック！

○1 アンケート回答
○2 記事の感想、今後
取り上げて欲し
い情報、紙面や
県政へのご意見

○3 住所・氏名・　　
年齢・電話番号

福島県庁
避難者支援課
「ふくしまの今
が分かる新聞」
　　　　　 係

郵便はがきもしくは、福島県避難者
支援課へのメールに①～③の必要
事項をご記入の上、お送りください。

〈郵便はがきでの応募の場合〉

〈メールでの応募の場合〉

hinanshashien@pref.
fukushima.lg.jp

2022年10月31日（月）応募締切
※当日消印有効
※個人情報は賞品の発送にのみ使用します。
※アンケートの回答は紙面で紹介させていただく
　場合があります。

10
名様

抽選で

福島県を代表するブランド鶏の会津地鶏、川俣シャ
モ、伊達鶏の味わいをそれぞれ手軽に楽しめる、ま
ぜごはんの素です。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

二次元コードを読み込むか
下記のアドレスを打ち込み、
①～③の必要事項をご記入
の上送信してください。

読者アンケート

アンケート

アンケートにお答えいただいた
方に抽選で、福島県の素敵な
特産品をプレゼント！

ふるさとに帰還した人、
まちに移住してきた人の
「いま」をご紹介します。

インタビューの様子は
YouTube動画でも配信しています。
右下の二次元コードから
ご覧ください。

ふくしま
Voice

第27回

川内村は“ここに生まれてよかった”を
日々実感できる場所

志賀風夏さん（川内村）

　川内村で生まれ育った志賀さん
は、相馬市の高校で震災を経験し
ました。一時神奈川県に避難し
たものの、その後帰還し、県内の
大学へ進学。大学生活を送る中
で、色々と思い悩んでいた頃、川
内村に戻った際に、村の人たちに
何気なくも温かい言葉をもらって
励まされ、自分の居場所はここだ
と確信。大学を中退して村に戻
り、現在は天山文庫の管理人として勤務しています。この秋には住
民や観光客の方々などが交流できる場として、古民家カフェをオー
プンする予定です。「“今日もきれい” “ここに生まれてよかった”を
日々実感していけるところが川内村の魅力です。どうしたら多くの
人が集まってきてくれるか、子どもたちに村を誇りに思ってもらえる
かを考えながら、村が活性化していく取り組みを続けていきたい」
と凛とした表情の志賀さん。たくさんの
経験が彼女を強く逞しくしていました。

「どんなきっかけで訪れても、最後は
来てよかったと思ってもらえるよう
な接客を心がけています」と志賀さん

インタビューの
様子はコチラ！

１．動画を見た　２．見ていない
3．知らなかった

全国避難者情報システム等への避難情報の届出のお願い
全国避難者情報システムヘの届出

いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、
大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村

13指定
市町村（※）

❶避難先の変更がある場合
　（転居など）

❷避難を終了する場合
　（帰還・定住など）

現在お住まいの避難先市区
町村及び転居後の避難先市
区町村の双方へ届出

現在お住まいの
避難先市区町村へ届出

原発避難者特例法に基づく届出

❷の場合❶の場合

13指定市町村から避難されている方で、避難情報に
変更がある場合、避難元市町村へ届出問福島県避難者支援課　☎024-523-4250

　避難情報に変更（転居や帰還など）がありましたら、避難先の市区町村へ「全
国避難者情報システム」の届出をお願いします。届け出た所在地宛てに、
福島県や避難元市町村からのお知らせなどを送付できるようになります。
　併せて、13指定市町村（※）から避難されている方は、原発避難者特例法
に基づく届出も避難元市町村宛てにご連絡いただくようお願いします。避難
先においても一定の行政サービスを受けることができるようになります。

今回のプレゼント

ふくしま三大ブランド鶏
まぜごはんの素セット
川俣町農業振興公社（川俣町）

今年5月発行号から上の「ふくしまvoice」の
インタビューの様子をYouTube動画で配信
しています。
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