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学校も春休みに入りました。今月で鶴岡を離れる避難者の方もおられることでしょう。被災地に戻る方、ご主人の転勤
等で新たな地へ移り住む方、親族の避難先へ合流される方、ご事情は様々かと思います。移動の際には、お手数です
が、お電話で結構ですので、鶴岡市危機管理課（0235-25-2111）か鶴岡市社会福祉協議会（0235-24-0053）へご連絡を
お願い致します。どこへ移られるとしても、くれぐれもお体を大切になさって、少しずつ新しい生活リズムを整えていかれ
ますよう、お祈りしております。

避難者Ｑ＆Ａ特集～part２～
最近、避難者の方から寄せられたお問合せをご紹介したいと思います(^_^)

高速道路の無料措置はどうなりますか？

残念ながら、3/21 現時点では、今月 3 月 31 日(土)で終了予定です。原発事故の原子力災害対策特別措置法
の区域指定の方は延長を検討という話もありましたが、公式発表はされておりませんので、被災地に限らず、
全て終了となります(>_<) ※追記：3/22 国土交通省は対象者を縮小限定し継続を発表、次号で詳しく取り上げます。

高速道路を少しでもお得に利用できる方法はありますか？



ETC 割引を利用してみましょう。（以下の割引の一番お得な割引が適用されることになります。
）
□休日特別割引：土・日・祝は終日 50％割引になります！
年末年始（12/31(月)と 1/2(水)～4(金)）も適用になります。

□平日昼間割引：平日午前 6 時から午後 8 時までに料金所を通過する場合（入る・出るどちらか）、
100km 以内は 30％割引、100km 超える場合は 100km 分を 30％割引になります！
□深夜割引：平日午後 8 時～12 時までと早朝 4 時～6 時までに料金所を通過する場合（入る・出るどち
らか）、30％割引、午前 0 時(深夜)～早朝 4 時までは 50％割引になります！
□通勤割引：午前 6 時～午前 9 時までの間、または午後 5 時～午後 8 時までの間に料金所を通過する場
合（入る・出るどちらか）、午前・午後それぞれの最初の一回に限り、100km 以内は 50％
割引、100km 超える場合は 100km 分を 50％割引になります！
※どの割引も埼玉県加須 IC 以北の東北自動車道はじめ、東日本高速道路株式会社の道路で適用になります。
（仙台南部道路・三陸自動車道はのぞく）
ということで、ETC を利用すると、休日はいつでも 50％割引、平日でも時間帯などによりますが、
30～50％割引になるんです(*^_^*) ETC をつけていない方は、高速道路を利用する区間を短くして、
一般道路を走ることで節約…ということになるでしょうか(-_-;) 以前ご紹介した支援バス「山形うぇるかむ」
号も、体制を整備して継続されるとのことですので、ご利用を検討されてみてはいかが
でしょうか？（山形うぇるかむ号のお問合せ：090-3756-9755 本田）

借上げ住宅・借上げアパートの期限はどうなりますか？

入居決定通知書（または入居許可通知書）に書かれている「入居許可期間」の終了日の
約 2 か月前に、山形県から、更新等の連絡書類が送付されます。昨年 4 月・5 月に借上げた
世帯には、現在書類送付の手続きが進められておりますので、すでにお手元に届くか、
これから順次郵送されます。お見逃し無いようご注意くださいね。

借上げ住宅・借上げアパートを新たに借りることはできるんですか？

福島県民で「警戒区域」「旧・緊急時避難準備区域」などから避難してきた人が、福島県内に戻るためであれ
ば、福島県内でもう一度借りることができます。また、現在福島県内にお住まいで山形県に避難希望の方は、山
形市・米沢市・南陽市・高畠町以外の市町村であれば借上げアパートを借りることができます。現在宮城県・岩
手県にお住まいの方で山形県に避難希望の方は借上げアパートの申請は終了していますが、各市町村に雇用促進
住宅の入居を相談することができます。鶴岡市ですでに借りている方が山形県内に再度の申請はできません。
＊編集・発行

鶴岡市社会福祉協議会（避難者生活支援事業）内容のお問い合わせは 0235-24-0053(担当：志賀)

【 ３・４月の予定 】
24 土日本海沿岸東北自動車道「温海～鶴岡開
通記念イベント 11：00～あつみ温泉 IC

25 日

運行予定日

まず来ばえっちゃ「つるおか市民活動まつり」

10:00～16:00「にこ♥ふる」
記念講演・ボランティアサークルや市民
活動団体等の紹介・活動内容の体験コー
ナー・ステージ発表など
＊茶席やうどん、そば、こんにゃく等の
軽食販売もあります♪
お問合せ：鶴岡市ボランティアセンター
0235-23-2970

26 月
27 火庄内地方避難者相談会
11：00～15：00 鶴岡市役所 6 階
＊自由来所型相談会です。福島県以外からの
避難者の方もおいでください。

28 水
29 木
30 金 編み物教室

地域交流
まず来ばいちゃ
3 月 25 日(日)10:00～16:00 入場無料 会場：にこ♥ふる
10:15～記念講演「心づかい 言葉づかい」古池 常泰氏（元山形放送アナウンサー）
11:00～活動紹介・出店・学びと体験コーナー開始 13:00～ステージイベント 等
市内の市民活動団体・ボランティア団体が集い、
活動紹介や出店、学びと体験を提供致します。
点字で名刺作り、車椅子バスケの体験、だがし
や楽校の遊びの屋台、鶴岡東高校茶道部による
抹茶の飲み方・干菓子の食べ方、等々盛りだく
さんの楽しいイベントです(^_^) 防災グッズ
の展示・注文、試供品の進呈もありますよ♪
お問合せ：鶴岡市ボランティアセンター0235-23-2970

避難者交流・趣味作り
♥ 編み物教室 開催中です！ ♥
避難者交流の場「編み物教室」楽しく開催中です。好評につき、4 月も継続すること
になりました！綿毛糸で飾り襟のようなマフラーを作る予定です。途中参加の初心者
の方は無理なく帽子やモチーフに挑戦することもできます♪春休み、親子で挑戦する
のも楽しそうですね！毛糸の寄贈がありましたので、かぎ針代 105 円の
自己負担となります。毎週(金)10:00～11:30 初心者大歓迎！
場所：鶴岡市ボランティアセンター（にこ♥ふる 2 階）
お申込み・お問合せ：鶴岡市ボランティアセンター 0235-23-2970

10:00～にこ♥ふる 2 階（ボランティアセンター）

法律無料相談（山形県弁護士会）
16：00～18：00（要予約）

山形法律相談センター023-635-3648

31 土

避難者割引最終日

ヘアーサロン髪切屋避難者割引最終日
0235-26-5198
※図書館臨時休館日

金融・手続き相談
「自宅全壊なのにローンが残っている」
「借家が損壊して住めない状態。それでも家賃
は払うべき？」
「震災の影響で失業し、カードローンの返済ができなくなった。借金を
整理する方法はありますか？」
「行方不明のままの親族の財産管理はどうすればいい？」
等々、司法書士に相談することで解決できるかもしれません！日本司法書士連合会で
は被災者のためにフリーダイヤルの相談窓口をご用意しています。ご利用下さい。

司法書士無料電話相談 0120-445-528(※平日 10 時～17 時まで)
岩手県司法書士会でもフリーダイヤルでの無料電話相談を設置しています！

4/1 日 おもちゃ病院 13：30～16：00

岩手県司法書士無料電話相談 0120-823-815(※平日 10 時～13 時まで)

（中央児童館ひろっぴあ 0235-24-4608）

また、金融庁と財務局でも「私的整理のガイドライン」に基づく債務の整理を支援し
ております。震災の影響により、お借入のご返済が困難になった方は、このガイドラ
インを利用することにより、一定の要件の下、債務の免除を受けられます。鶴岡市で
も 4 月中に説明会・相談会を開催予定ですが、早くお知りになりたい方は、フリーダ
イヤルのコールセンターにお問合せいただくか、「私的整理ガイドライン」で検索し、
ホームページをご覧ください。

2012 春お菓子祭
（最終日）伝統雛菓子・鶴岡地産地消手作お菓子、他
＊被災元のご親族・友人に、鶴岡の“春”を贈るのは
いかがでしょうか？(*^_^*)

2月
3火
4水
5木
6金

個人版私的整理ガイドライン運営委員会コールセンター0120-380-883

(※平日 9 時～17 時まで)
4/22(日)温海さくらマラソン応援観戦
申込み〆切日 0235-24-0053(志賀)

編み物教室
10:00～にこ♥ふる 2 階（ボランティアセンター）

法律無料相談（山形県弁護士会）
16：00～18：00（要予約）

山形法律相談センター023-635-3648

7土
8 日 2012 チャリティーあっぷる歌謡祭
開場 12:30 開演 13：00～鶴岡市文化会館
鼠ヶ関を歩こう会申込み〆切日
（0235-43-3547 あつみ観光協会）

9月
10 火庄内地方避難者相談会
11：00～15：00 鶴岡市役所 6 階
＊自由来所型相談会です。福島県以外からの
避難者の方もおいでください。

11 水
12 木
13 金編み物教室
10:00～にこ♥ふる 2 階（ボランティアセンター）

法律無料相談（山形県弁護士会）
16：00～18：00（要予約）

山形法律相談センター023-635-3648

14 土
15 日 義経上陸の地鼠ヶ関を歩こう会

避難者へプレゼント
この春、新入学のお子さんの記念写真を鶴岡市内の写真館で、プロ
が撮影し、六切サイズ（台紙付）に仕上げて、プレゼント致します！
（撮影日は 3/26(月)・30(金)共に 9:00～16:00 の間のご希望時
間帯となります。）ご希望の方は、お電話でご連絡下さい。
お申込み・お問合せ：0235-24-0053 鶴岡市社会福祉協議会
（担当：志賀）
健康・癒し・割引
３月末まで各コース 1000 円引のサービスを提供中！ぜひ、ご利用くださいね♪
メニューご案内 ※☎予約してくださいね♪
ちょっこらコース 2000 円→1000 円で!!
全身バランス矯正 4200 円→3200 円で!!
先生おまかせコース 6300 円→5300 円で!!

（鶴岡市昭和町 12-31）

090-4314-4495
営業時間 10:00～19:00
㊡ 毎週(火)(水)

避難者割引実施中！！ヘアーサロン髪切屋 0235-26-5198
●頭皮ケア付きシャンプー（男性 1300 円・女性 1500 円）→ 無料
●未就学～中学生カット・シャンプー500 円引（未就学・小学 700 円、中学 1300 円）
●大人カット・シャンプー・シェーブ 1000 円引（男性 2300 円、女性 2500 円）
皆様のお時間を大切に使うため、☎予約なさってくださいね。
3 月末日まで実施中です！
※被災証明書・り災証明書（高速道路用 OK）をお持ち下さい。

