富山県に避難して来られた皆さまへ
＜富山県からのお知らせ(その８)＞
－福島県の情報④－
平成２３年４月２１日
これからも皆さんのお役に立つような情報をこのような形で定期的にご紹介し、
県外から避難して来られた皆さんの支援を行っていきます。
また、皆さんのふるさとが１日も早く復興することをお祈りしております。

【福島県災害対策本部からのお知らせ】
１

災害義援金について

（１）県に寄せられた義援金について
義援金配分委員会の決定に基づき、福島県内の次の世帯に第1回義援金の支払
いを予定しています。
① 配分対象世帯
ア 平成２３年東北地方太平洋沖地震又はそれに伴う津波により、住家が全
壊又は半壊した世帯。
イ 東京電力福島第一原子力発電所から３０ｋｍの圏内にある世帯（原子力
災害対策特別措置法に基づき避難又は屋内退避を指示された世帯）
② 配分額 対象世帯１世帯当たり ５万円
（①のア、イの両方に該当した場合でも５万円となります。）
（２）日本赤十字社、中央共同募金会等に寄せられた義援金について
国の義援金配分割合決定委員会において、第１次の配分割合が次のとおり決
定されましたのでお知らせします。
① 配分対象世帯及び配分額
ア 死亡・行方不明者 １人当たり ３５万円
イ 住宅全壊(焼)
１戸当たり ３５万円
ウ 住宅半壊(焼)
１戸当たり １８万円
エ 原発避難指示・屋内退避指示圏域の世帯 １世帯当たり ３５万円
（①のイ及びウとエの両方に該当した場合には３５万円となります。）
※ (１)、(２)ともに地震発生時にお住まいになっていた市町村を通して支払
われます。現在、各避難所へ申請書・返信用封筒をお届けするよう準備を
進めておりますので、お手元に申請書が届き次第、手続きを行ってくださ
い。支払確認が終了した市町村から順次支給が開始されます。
【お問い合わせ先】
福島県社会福祉課：０２４－５２１－７３２２

２

住宅に関する情報について

避難している皆様の住宅対策として、県内において「応急仮設住宅の供給」
「民
間住宅の借上げ」「公営住宅空家の提供」の３つを実施します。

お問い合わせは、避難前に居住していた市町村窓口までお願いします。
※ ４月１９日現在、県内で仮設住宅等の募集をしている市町村は下記のとおりで
す。
市町村名
電話番号
福島市
０２４－５２５－３７５７
白河市
０２４８－２２－１１３５
富岡町

０２４－９４６－８８１３

須賀川市 ０２４８－７５－１１１１
西郷村
０２４８－２５－１１１７
南相馬市 ０２４４－２３－７６３５
０２４４－２３－７６３７
０２４４－２３－７６３８
０２４４－２３－７６４２
国見町
０２４－５８５－５５２０
０２４－５８５－２６７６
矢吹町
０２４８－４２－２１１２
浪江町

区 分
募集期間
借上げ住宅
４月７日～４月末日
応急仮設住宅 ４月５日～２０日
借上げ住宅
借上げ住宅
４月６日～
応急仮設住宅 ４月１５日～２４日
応急仮設住宅 ４月１３日～２０日
応急仮設住宅 ４月１５日
～５月６日

応急仮設住宅 ～４月１９日
応急仮設住宅 ４月１５日～２２日
町営住宅等

０９０－１７１０－８４６８ 応急仮設住宅 ４月１８日～３０日
０９０－１７１０－８４３６ 借上げ住宅
０９０－６０６４－２８５３ 県営住宅
０９０－６０６４－２８７５
０９０－６０６４－３７８５
０９０－６６０３－２０２３
０９０－６６０３－２２８０
０９０－６６０３－２３４９
０９０－６６０３－２４３８
０９０－６６０３－２５９１

なお、住宅対策に係る「相談窓口」は下記のとおりです。
○相談窓口専用ダイヤル：０２４－５２１－７６９８
０２４－５２１－７８６７
【受付時間：８時３０分から２０時００分まで】

３

緊急雇用創出基金事業を活用した避難者の雇用について

被災者等の雇用の場を緊急に確保するとともに、双葉郡８町村の役場機能の回
復を図るため、各役場が臨時職員として直接雇用します。
(いわき市、相馬市、南相馬市、新地町、飯舘村にも拡大しました。)
○ 雇用対象者（※双葉郡８町村等以外の方も対象になります。）
（１）東日本大震災や東京電力福島第1原子力発電所事故により避難し、仕事に
就いていない方（ただし、休業手当又は失業給付を受けながら雇用されるこ
とはできません。）
（２）未就職卒業者、採用内定取り消し新卒者
○ 雇用期間：各市町村がそれぞれ定める期間
○ 従事していただく業務内容の例
・行政機能向上のための一般事務補助、義援金の給付事務補助
・避難所でのパトロール、こどもの一時預かり、学習支援
・避難所生活者の入浴施設等への送迎、清掃、飲食の配膳 など
○ 募集方法
今後、内容が決まり次第、各市町村が避難所へのチラシの配布やハローワーク
などを通じて募集を行います。

４

福島県奨学資金について

福島県出身の生徒又は学生であって、能力があるにもかかわらず、経済的理由
により就学困難と認められる人を対象に奨学資金を貸与しています。
特に、主たる家計支持者の失職、破産、死亡などによる家計急変(火災、風水
害、震災等の災害も含みます。)のため、経済的に就学困難となった高等学校・
専修学校の高等課程に在学している生徒を対象に、緊急採用募集を随時実施して
います。
○ 貸与月額 国公立：自宅通学１８，０００円、自宅外通学２３，０００円
私 立：自宅通学３０，０００円、自宅外通学３５，０００円
○ 貸与期間 採用年度における１年間
（ただし、状況が改善しない場合は、翌年度１年間に限り延長可能）
○ 利子
無利子
○ 応募方法 在学する学校にある奨学生願書に必要書類を添えて、学校に応
募してください。
【お問い合わせ先】
在学している学校 または
福島県教育庁学習指導課 電話０２４－５２１－３３６４
０２４－５２１－３３６８

５

子どもたちへの必要な支援の情報をお寄せください(文科省)
例えば…
・子どもたちが勉強する机や椅子がほしい。
・家庭教師をしてくれるボランティアの先生にきてほしい。

・鉛筆１０００本、ノート１０００冊・クレヨン３００セットがほしい、等
子どもの学びや教育環境についてお求めの支援の情報をお寄せください
文部科学省では、子どもの学びを支援するためのホームページを開設しています。
北海道から沖縄まで、既に全国各地から様々な支援の提案が寄せられています。
○支援の要請の登録は、下記まで
【相談ダイヤル】 ０８０－２０７１－１６８８／１６８９
（文部科学省専用ダイヤル：毎日１０時～１８時）
にお電話の上、①お名前、②住所、③電話番号、
④必要な支援の内容 をお伝えください
【パソコン】
文部科学省子どもの学び支援ポータルサイト
（http://manabishien.mext.go.jp/）をご覧いただき、
「支援の要請」を登録してください。

市町村問い合わせ先一覧
(４月１９日現在)
方部

相
双
管
内

県
北
管
内

県
中
管
内

一般問い合わせ用電話番号

方部

一般問い合わせ用電話番号

南相馬市

0244-22-2111

白河市

0248-22-1111

相馬市

0244-37-2121

西郷村

0248-25-1111

泉崎村

0248-53-2111

中島村

0248-52-2111

矢吹町

0248-42-2111

棚倉町

0247-33-2111

広野町

※

0246-43-1330・1331

楢葉町

※

0242-56-2155・2156

富岡町

※

024-946-8813・8815
3379・3380

川内村

※

024-946-3375・3378

県
南
管
内

3382・3383・8828
大熊町

※

0242-26-3844

矢祭町

0247-46-3131

双葉町

※

0480-73-6880

塙町

0247-43-2111

浪江町

※

0243-46-4731～4735

鮫川村

0247-49-3111

葛尾村

※

0242-83-2651・2653

会津若松市

0242-39-1111

新地町

0244-62-2111

喜多方市

0241-24-5221

飯舘村

0244-42-1611【平日昼間のみ】
0244-42-1626【24 時間対応】

北塩原村

0241-23-3111

いわき市

0246-25-0500

西会津町

0241-45-2211

福島市

024-535-1111

磐梯町

0242-74-1211

二本松市

0243-23-1111

猪苗代町

0242-62-2111

伊達市

024-575-1111

会津坂下町

0242-84-1503

本宮市

0243-33-1111

湯川村

0241-27-8800

桑折町

024-582-2111

柳津町

0241-42-2112

国見町

024-585-2111

三島町

0241-48-5511

川俣町

024-566-2111

金山町

0241-54-5111

大玉村

0243-48-3131

昭和村

0241-57-2111

郡山市

024-924-7111

会津美里町

0242-55-1122

須賀川市

0248-75-1111

下郷町

0241-69-1122

田村市

0247-82-2111

檜枝岐村

0241-75-2311

鏡石町

0248-62-2111

只見町

0241-82-5050

天栄村

0248-82-2111

南会津町

0241-62-6100

石川町

0247-26-2111

玉川村

0247-57-3101

平田村

0247-55-3111

浅川町

0247-36-4121

古殿町

0247-53-3111

三春町

0247-62-2111

小野町

0247-72-2111

会
津
管
内

南
会
津
管
内

※の表示のある町村は以下に役場機能が移転しています。
広野町 FDK モジュールシステムテクノロジー㈱いわき工場社屋内
(いわき市常磐上湯長谷町釜の前１番地)
楢葉町 会津美里町本郷庁舎内(会津美里町字北川原 41)
富岡町 ビッグパレットふくしま内(郡山市南二丁目 52 番地)
川内村 ビッグパレットふくしま内(郡山市南二丁目 52 番地)
大熊町 会津若松市役所追手町第二庁舎内(会津若松市追手町２番 41 号)
双葉町 旧騎西高校(埼玉県加須市騎西 598-1)
浪江町 二本松市役所東和支所内(二本松市針道字蔵下 22)
葛尾村 会津坂下町川西公民館内(会津坂下町大字宇内字五目 1101-8)

※

さらに、①平成２３年度県立高等学校及び県立特別支援学校の始業式・入学式
実施予定日一覧(県立高等学校：４月１８日現在、県立特別支援学
校：４月１３日現在)
②いわき市から避難してこられた方への情報につきましては別添の
とおりです。

