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先週号の「避難者支援だより」を印刷後、3/22 に国土交通省は対象者・対象区間を縮小限定した高速道路無料措置
の一部延長の発表をしました。ということで、掲載が間に合いませんでしたことをお詫び申し上げます。今回はその高速
道路無料措置一部延長について取り上げたいと思います。

避難者Ｑ＆Ａ特集～part3～
先週に引き続きまして、高速道路の無料措置一部延長を中心にご紹介したいと思います(^_^)

高速道路の継続される無料措置はどのようなものですか？

東日本大震災発生時に、原発事故のため国が定める原子力災害対策特別措置法の区域指定の方は、今後半年間
(平成 24 年 9 月 30 日まで)対象インターチェンジを限定した上で、無料措置を延長するというものです。

どのように対象者・対象インターチェンジが限定されますか？

対象者“被災時(平成 23 年 3 月 11 日)”に以下の地域に居住していた方です。
浪江町・双葉町・大熊町・富岡町・楢葉町・広野町・葛尾村・川内村・飯舘村
南相馬市小高区・原町区・鹿島区の一部（小島田・塩崎・大内・烏崎・川子・南右田・江垂・寺内）
南相馬市国有林の一部
田村市の一部（都路町・船引町横道・常葉町堀田・常葉町山根・国有林の一部）
川俣町の一部（山木屋・国有林の一部）
※「特定避難勧奨地点」「新たに区域が設定された地点」等は対象外です。

対象インターチェンジ無料走行の対象となる入口 IC または出口 IC が
原発周辺の 15 インターチェンジに変更されます。
（図参照→）
※鶴岡市から被災地へ移動する場合、112 号線～月山道路を通行し、月山 IC から山形
自動車道に入り、出口を原発周辺の 15 インターチェンジにすると無料で利用できます。
※被災地から鶴岡市へ移動する場合、原発周辺の 15 インターチェンジから高速道路に入り、
そのまま山形自動車道へ入り、月山 IC で出るようにすると、無料で利用できます。
例：鶴岡市⇔南相馬市の場合、「白石 IC」「村田 IC」などで出入りすると全額負担になって
しまいます！ご注意下さい!!

利用方法は今までと同じ「一般レーン」だけですか？

その通りです。入口で「一般レーン」から入り「通行券」を受け取って下さい。出口料金所では、
「震災発生時の住所が確認できる書面」と「本人確認の書面」を提示して下さい。
（本人名義の原本に限ります）
※被災前に発行され被災地の住所が記載しているものであれば、
「運転免許証」だけで確認作業をしていただけます。
免許証更新等で、住所が鶴岡市のものになっている場合、健康保険証や被災証明書などの、被災地の住所を確認できる
ものをご準備下さい。（書類提示は今までと同じということになります。
）
※間違って ETC を利用してしまった場合、払い戻し等の措置はありませんのでご注意ください(>_<)

医療費の免除はまだ有効なんですよね？

医療費の窓口負担免除は「今年の 9 月末までの対象者」と「来年の 2 月末までの対象者」の 2 種類がありま
すので、自分はどちらの対象者なのか、ご確認ください。
（介護サービスの利用者負担の減免期間も同様です）
※「支援だより No.16」(2/17 発行)と同封されたオレンジ色の紙のプリントに詳しく記載
されております。
（紛失された、等、確認できない方は、鶴岡市社会福祉協議会
0235-24-0053 避難者支援担当：志賀までご連絡下さい）
今年の 2 月末で完全に終了したのは、[ 入院した時の食費・居住費(部屋代)の免除、
保険証を提示できなかった時の支払いの免除、接骨院・あん摩・マッサージ・指圧・はり・
きゅうなどの施術代、介護施設等の食費・居住費(部屋代)の免除 ]です。ご注意ください！
＊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 】
31 土

避難者割引最終日

※図書館臨時休館日

4/1 日 おもちゃ病院 13：30～16：00
（中央児童館ひろっぴあ 0235-24-4608）
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

避難者招待 ☆ 温海さくらマラソン～応援観戦参加募集 ☆
春の一大イベントとして、全国からも多くのランナーが集う大会です!今回、
応援観戦のご招待（温泉・昼食・送迎バス付）致します! 温海川河畔の桜並木
ときれいな空気の中、自然に親しみ、頑張るランナーを応援してみません
か？お申込み〆切 4/6(金）です。
「支援だより No.１４」に同封された「来
場申込書」をご利用下さい。紛失された方は直接お電話でお申込み下さいね。
開催日 4 月 22 日(日) （送迎バス）７:００鶴岡市発（宝田住宅・にこ♥ふる前）
～8:10 開会式～11:00 昼食・温泉入浴～14:30 温海発～15:30 鶴岡市着
※自家用車で来場希望の方も昼食・温泉入浴に合流することができますので
ご連絡下さい。(昼食・温泉入浴はご招待です)
申込み・お問合せ: ０２３５-２４-００５３ 鶴岡市社協（担当：志賀）
避難者招待

あっぷる歌謡祭～2012 チャリティー～
4 月 8 日（日）開場 12:30 開演 13:00 場所：鶴岡市文化会館

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（広報 3.15 参照）
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
「
」19：00～20：20
（金峰少年自然の家企画事業）当日申込可
天体望遠鏡を使って星の観察をしたり、星座
早見板を使って星空の観察をしたりしながら
「春」の夜空を楽しみます♪（参加費無料）
申込み：金峰少年自然の家 0235-24-2400
14 土ヘアーサロン髪切屋 0235-26-5198
（避難者割引 4/14 まで延長になりました!!）

「
」19：00～20：20
（金峰少年自然の家企画事業）当日申込可

15 日 義経上陸の地鼠ヶ関を歩こう会
16 月
17 火
18 水
19 木
20 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

21 土
22 日 温海さくらマラソン
23 月
24 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。

＊メインゲストに葵ひろ子さんを迎えて、聞きごたえある歌の祭典が開催
されます！吉田恵美・庄司健弘・赤川れいか・上品正美・藤あやめ・新日
本舞踊恒扇流の皆さんもご出演予定です。観覧ご希望の方には「招待券」
を差し上げます！お申込み：0235-24-0053 鶴岡市社協（志賀）
避難者招待・舞台参加 プロの指導の下、
舞台に参加してみませんか？
原作は 150 万部のベストセラーで酒田公演大好評につき、今夏、鶴岡市民文化会館
で再演することになった「ハッピーバースデー～命かがやく瞬間(とき)～」広く出演
者を募集することになりました！ダンス：伊藤豊継氏、歌：小林康一氏、演劇：坂口
聡氏（総合演出）等、プロの指導のもと、週一回程度のレッスンが 5 月から開始され
ます。初心者大歓迎、小学 4 年生以上募集中です！（ちなみに酒田公演の出演者は、
10 代から 70 代まで！）思いっきり体を動かし、大きな声を出し、一緒に感動の舞
台を作り上げましょう！
◆第一回稽古 5/13(日)13:00～藤島体育館（ダンス講習から）
＊18 歳未満の出演者の方には保護者説明会も当日同時開催予定。
◆稽古場所：藤島体育館及び周辺施設
◆参加費用：障害保険料約 1500 円、ダンス講習費 6000 円
※避難者で参加希望の方は、参加費用は免除（主催者側負担）です。
10 代から 70 代まで！
藤島までの送迎希望の方はご相談下さい。

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♪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、自己負担かぎ針代 105 円となります。
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
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)
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！
鶴岡市生活情報 つるおか市民便利帳 2012
避難者の方にも「つるおか市民便利帳」をお届け致します！（今回の
支援だよりと同封予定）鶴岡市での生活・行政・医療・観光が
この一冊でわかります(^_^)v まずは、すみずみまで目を通して
みて下さいね！「つるおか市民便利帳」についてのお問い合わせは
0235-25-2111 鶴岡市役所までお願い致します。
癒し・割引 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。
※4 月 14 日まで延長実施中です！
※被災証明書・り災証明書（高速道路用 OK）をお持ち下さい。

