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 「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますから、残暑もそろそろ和らいでくるかと思います。朝晩と昼間の気温差が出始めますから、 

着るものなどでの温度調節を心掛けてみてくださいね。高齢者や幼児は体温調節がうまくできない時がありますから、保護者 

の方はこまめに声かけなど、意識的になさることをお勧めいたします。 

避難者 Q&A 特集～part9～ 

 

 No.44 でお知らせした情報の中で、原発事故の指定区域内の方の高速道路無料措置に変更がありました！ 

それも含めて、最近お問い合わせいただいたことを取り上げたいと思いますので、ご覧ください。 

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指定区域内の方は、今月末まで

だった無料措置を、平成 25 年 1 月 15 日まで継続するというものです。(福島県知事は国に対象者拡大を要望中) 

 

対象者・対象インターチェンジ・利用方法の確認をしたいのですが… 

対象者①“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。 

   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） 

②居住地が「特定避難勧奨地点」の設定を受けた方。 

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 

指定区域周辺の 26 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、出口を指定の 26 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 

指定の 26 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」から！ 

高速道路入口で「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」を提示してください。（本人名義の原本に限ります） 

特定避難勧奨地点の方は「設定を受けたことを証する公的書面」を提示してください。 
 

※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(>_<) 
 

福島県民健康調査の甲状腺検査の情報開示の手続きを、福島県に戻らないですることはできますか？ 

できます。福島県の自己情報開示請求書の用紙をご用意致しました。 

詳しい手順や必要な添付書類など、ご説明致しますので、まずは、 
    「にこ♥ふる」（鶴岡市総合保健福祉センター・泉町 5-30）2 階 

    鶴岡市社会福祉協議会・避難者支援担当までお問い合わせください。 
 

＊編集・発行 鶴岡市社会福祉協議会（大震災等支援活動推進事業）内容のお問い合わせは 0235-24-0053(担当：志賀) WANPUG



【 9月の予定 】 安心な食品   ♪♪ 櫛引産直あぐりフルーツまつり ♪♪ 
9/22(土)11:00～YBC ラジオ公開生放送『ドンキー佐藤のいいのぉ～庄内』 

     12:45～あさみちゆきライブ 

9/23(日)11:00～フリースタイル(よさこいチーム)踊り 

     11:30～朝日祥雲御山太鼓 

※9/23(日)11 時から餅る舞いサービス！(先着 200 名様) 

産直あぐり（産直午前 9 時～午後 6 時、食彩午前 9 時半～午後 4 時）       

西荒屋字杉下 106-3 0235-57-3300                    
 

 

避難者交流招待    避難者・支援者交流 庄内のいも煮会 
10 月 14 日(日)午前 10 時半受付・11 時～午後２時（終了予定）     

京田(きょうでん)コミュニティ防災センター(鶴岡市高田字下村 336-1)   

3 月の「追悼と交流の集い」以来の大きな交流会となります！ 

子供からご高齢の方まで、みんなでわいわい楽しみましょう！ 

お申込み・お問い合わせ：0235-23-2970        

鶴岡市ボランティアセンター   

 

環境・エコ      環境フェアつるおか２０１２ 

9 月 30 日（日）午前 9 時半～午後 4 時 小真木原総合体育館(小真木原 2-1) 
地球温暖化や環境問題を身近に考える環境イベントです。食べ物や飲み物、新鮮な農

産物の販売、軽食コーナーもあります。マイバック・マイ箸・マイボトルを持ってい

きましょう！ご年配の方も、お子さんも楽しみながら自分にできるエコを見つけるこ

とができるはず。詳しいイベント内容は、先週のおたよりと同封の「広報つるおか

9/15 日号」の表紙をご覧くださいね♪入場無料です。 

お問い合わせ： 0235-22-2639 鶴岡市環境課             
 

救命救急     子どもの救急措置の仕方 

9 月 28 日（金）午前 10 時～ 児童家庭支援センターシオン        

（鶴岡市下川字窪畑 1-288 七窪思恩園内） 

子どもの心肺蘇生法や、けがの応急処置について、消防署員の講師の方から教えてい

ただきます。いざという時、あわてないために、ぜひご参加ください！ 

お申込み・お問い合わせ：0235-68-5477 児童家庭支援センター「シオン」 
 

放射能関係    肥田舜太郎 医師 鶴岡講演会 
10 月 13 日(土)午後 2 時半～4 時半 出羽庄内国際村(伊勢原町 8-32)   
講演主題「放射能に負けないで、生き抜くんだ！～内部被曝といのちを考える～」 

1917 年広島生まれ。９５歳。原爆投下により自身が被爆しながらも、 

直後から内科医として被爆者の救援・治療にあたり、6,000 人を超え 

る患者の治療を続けてきた放射線治療の世界的権威。「原爆ぶらぶら病」 

と呼ばれる症状や低線量・内部被曝の影響に関する研究にも携わりま 

した。1975 年以降、欧米を中心に 30 数か所で被曝の実相を語って 

きた方です。ぜひ生の声をお聞きください！入場参加費 500 円 

お問い合わせ：0235-25-3322  

       大震災・原発問題学習実行委員会（こぴあ 2 階事務所） 

 
避難者招待  ～日本の恐竜の歴史は東北から始まった・・・～ 

「恐竜大集合！ステゴサウルスとフタバスズキリュウ発掘物語」へのご案内 

 

 

 

 

今回の展示は、茨城県自然博物館を始め栃木県立博物

館・いわき市石炭・化石館ほるる・国立科学博物館・

県内の博物館など７つの団体の協力で開催する運び

となりました。特にメジャーで人気のあるステゴサウ

ルス、同じ東北地方の福島県いわき市で発見されたフ

タバスズキリュウをたくさんの方にご覧いただけれ

ばと思っておりますので是非ご来場ください。 

お問い合わせ 

月山あさひ博物村 

(鶴岡市越中山字名平３－１)※112号線沿い 

TEL０２３５－５３－３４１１  

22土櫛引産直あぐりフルーツまつり(～23) 

23 日看学祭 10:00～15:30（鶴岡市立荘内看
護専門学校：鶴岡市馬場町 2-1） 

看護班・食事班・学校紹介班・地域交流班に分か

れ発表・企画。ナース服の試着＆撮影コーナー、

ビンゴやロングのり巻き挑戦も！       

24月 

25火庄内地方避難者相談会 
11：00～15：00鶴岡市役所 

＊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。 

福島県巡回就職相談会 13 時～17 時 

(鶴岡市にこ♥ふる 3階 小会議室) 

幼稚園・保育園説明会（10/4.5） 申込〆切日 

申込：0235-24-4608中央児童館ひろっぴあ 

26水 

27木健康無料相談(老人福祉センター) 

     13：30～15：30（60才以上の方対象） 

28金法律無料相談（山形県弁護士会） 
16：00～18：00（要予約）       

申込：山形法律相談センター023-635-3648 

会場：鶴岡法律相談センター(鶴岡産業会館 3階) 

編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00 

子どもの救急措置のしかた 10:00～シオン 

かごをつくろう～籐細工に挑戦（10/7）〆切日 

29土  

30日ひろっぴあフリーマーケット全て 500円以下 

午前の部 9:30～11:30、午後の部 13:30～15:30 

乳幼児～小学生まで使用の衣類・おもちゃ・雑貨 

環境フェアつるおか２０１２小真木原総合体育館 

9：30～16：00 入場無料 

10/1 月 

2火 

3水 

4木健康無料相談(老人福祉センター) 

     13：30～15：30（60才以上の方対象） 

5金法律無料相談（山形県弁護士会） 
16：00～18：00（要予約）       

申込：山形法律相談センター023-635-3648 

会場：鶴岡法律相談センター(鶴岡産業会館 3階) 

編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00 

6土月山あさひ博物村恐竜展・無料招待 
「パパと一緒に遊ぼう！」10：00～11：30 

にこ♥ふる健康増進ホール 
一歳 6 か月～3歳未満の未就園児とその父親を 

対象に楽しいふれあい遊びを教えてもらったり、絵

本を読んだりして楽しむ。子ども家庭支援センター

0235-25-2741参加者募集中 

7日月山あさひ博物村恐竜展・無料招待 

おもちゃ病院 13：30～16：00 
無料また部品代でおもちゃ修理を依頼できます。 

(中央児童館(苗津町 1-1) 0235-24-4608  
かごをつくろう～籐細工に挑戦 13：30～16：00 

小学 1-6 年生と保護者 20 名（子供だけ参加可）

一人 400円 中央児童館 0235-24-4608 

8月月山あさひ博物村恐竜展・無料招待 

9火庄内地方避難者相談会 
11：00～15：00鶴岡市役所 

＊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。 

10水 

11木健康無料相談(老人福祉センター) 

     13：30～15：30（60才以上の方対象） 

12金 

13土肥田舜太郎先生講演会 

14：30～出羽庄内国際村 

14日避難者・支援者交流 庄内のいも煮会 


