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20４
水

２ページをご覧ください。

「平成28年熊本地震」で被災された皆さまへ心から

お見舞い申し上げます。

被災地支援のために市では、市民・職員から浄財を

募るとともに、2ℓ入り飲料水約2,200本、紙オムツ

約3,000個を熊本市に発送しました。

★次号の浜通り×さんじょうライフは、
５月１２日（木）にお届けします。

●福島県復興公営住宅入居支援センター

●交流ルームひばり通信



被災自治体News

4月14日から16日にかけて発生した「平成２８年熊本地震」では、熊本県を中心に甚大な

被害が発生し、今なお余震が続いています。被災された皆さまへ心からお見舞い申し上げます。

南相馬市は5年前、東日本大震災で被災した際に熊本県内の自治体などから多くの支援をい

ただきました。

熊本地震の被災地を支援するために市では、市民・職員から浄財を募るとともに、2ℓペッ

トボトル入り飲料水約2,200本、紙オムツ(大人用・子ども用)約3,000個を熊本市に発送しま

した。

20４ 水

掛け声に合わせて職員が次々荷物を運び入れます

浜通り×さんじょうライフvol.2562

職員らが集まってバケツリレーで荷台に搬入

運搬は福島県トラック協会相双支部の皆さん 今回発送するのは飲料水と紙オムツです

支援物資を載せ被災地へ出発するトラック

東日本大震災の際には、熊本県内の自治体から物資
などの支援も受けており、いち早く義援金を募り被災
地へ届けるため、南相馬市では市民向け募金箱を設置
しています。
◆設置場所：小高区役所・市役所本庁舎・鹿島区役所

・市立総合病院
◆設置期限：5月16日(月)まで

※4月22日(金)に、第一次として熊本県へ送金いたし
ました。 ≪送金額：１，４６４，８３１円≫

【問い合わせ】社会福祉課 0244-24-5243



被災自治体News

大町地区災害公営住宅の利便性を高めるためなどに市が整備を進めていた南相馬市大町地域

商業施設「おおまちマルシェ」が完成し、開所式が行われました。

おおまちマルシェは大町南団地に隣接しています。食料品や日用雑貨を取り扱っているほか、

多目的スペースもあり、地域の方の憩いの場としても利用できます。

開所式後、おおまちマルシェが開店すると、多くの住民が来店し、野菜やお菓子を購入して

いました。

21４ 木

テープカット 買い物を楽しむ地域の住民

開店直後の様子 にぎわう店内

多目的スペース

■おおまちマルシェ
【営業時間】午前8時30分～午後6時30分
【定休日】日曜日
【住所】南相馬市原町区大町2-99-2
【電話】0244-26-7125
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被災自治体News

鹿島区の鹿島幼稚園と千倉体育館の隣に、子どもの遊び場「かしまわんぱく広場」が完成し、オープ

ニングセレモニーが行われました。

オープニングセレモニーには市長をはじめ、施設の名称募集で最優秀賞を受賞した石神中学校2年の

志賀妃世吏(ひより)さん、鹿島幼稚園、鹿島・上真野の両保育園の園児らも出席し、テープカットや、

鹿島幼稚園児から市長へ感謝の言葉が伝えられました。さらに、市のゆるキャラ「のまたん」も駆けつ

け、園児の注目を集めていました。

閉式後にはセレモニーに参加した園児や、オープンに合わせて来場した親子連れらが場内の遊具で遊

び、にぎわいました。

かしまわんぱく広場は、利用時間が午前7時から午後7時まで、一般の施設利用は無料です。

完成したかしまわんぱく広場

浜通り×さんじょうライフvol.2564

オープンを記念しテープカット

鹿島幼稚園児から市長へ感謝の言葉 アトラクションも行われ子どもたちは大喜び

ふわふわドーム クリフクライマー(複合遊具)

22４ 金



被災自治体News

25日の開所1周年を前に、市SA利活用拠点施設「セデッテかしま」で感謝祭が開催されま

した。

セデッテかしまは1年間の利用者数が120万人を超えており、毎週末にぎわっています。こ

の日も多くの利用者で混み合っていました。

感謝祭では、郷土の伝統芸能まつりと題して、ステージが繰り広げられました。地域の民俗

芸能保存会や小・中学校から8団体が出演し、来場者に南相馬の魅力をPRしました。

23 ・24４ 土

1周年を祝福するくす玉 利用者でにぎわう施設内

九曜太鼓 おいとこ踊り

陣羽織着付体験

日

相馬流れ山踊り
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4,084合 計

南相馬市民の避難状況 ※南相馬市外に避難している人数（南相馬市HPから）

【都道府県別】 平成28年4月21日現在

都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数

福島県 4,084 群馬県 143 大阪府 21 広島県 6 島根県 1

宮城県 1,460 北海道 65 京都府 16 富山県 5 和歌山県 -

山形県 552 長野県 64 青森県 16 大分県 5 鳥取県 -

東京都 545 山梨県 62 沖縄県 15 三重県 4 徳島県 -

新潟県 543 秋田県 47 福井県 13 宮崎県 4 高知県 -

茨城県 526 岩手県 43 岐阜県 10 香川県 3 熊本県 -

埼玉県 486 静岡県 37 滋賀県 9 愛媛県 3 鹿児島県 -

栃木県 376 石川県 29 岡山県 8 佐賀県 3 海外 10

神奈川県 309 愛知県 27 福岡県 8 山口県 2 合 計 9,896

千葉県 304 兵庫県 23 長崎県 8 奈良県 1

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

福島市 1,024 喜多方市 38 田村市 12 泉崎村 4

相馬市 1,009 本宮市 34 南会津町 12 広野町 4

いわき市 583 会津坂下町 22 棚倉町 9 天栄村 2

郡山市 465 鏡石町 19 磐梯町 9 鮫川村 2

新地町 183 西郷村 19 会津美里町 8 浅川町 2

会津若松市 181 川俣町 16 金山町 7 小野町 2

二本松市 100 桑折町 15 矢祭町 6 国見町 1

伊達市 95 猪苗代町 14 古殿町 5 楢葉町 1

須賀川市 89 西会津町 13 北塩原村 5

白河市 56 三春町 13 矢吹町 5

71,561人平成23年3月11日現在の人口

5.576人市内転居

14,448人

13人

9,734人

4,701人

9,896人

(5,812人)

9,896人

47,217人

3,523人

3,559人

34,559人

計

所在不明

転出

死亡（震災以外の死亡含む）

その他

計

（うち福島県外）

市外の知人宅や借上げ住宅等

市外避難者

計

市内の仮設住宅

市内の知人宅や借上げ住宅等

自宅居住

市内居住者

55,553人71,561人計

42,341人47,116人原町区

13,212人11,603人鹿島区

52人12,842人小高区

平成28年
4月21日現在の

居住者数

平成23年
3月11日現在の

人口

※平成23年3月11日以降の転入者および他市町村
からの避難者を含むため、避難の状況の市内居
住者数と合計の数が異なります。

南相馬市からのお知らせ

被災自治体News

(他市町村からの避難者 2,326人)

(4/14  9,941)
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被災自治体News

南相馬市で同窓会を開催しませんか【20歳代対象】

4月22日HP更新

～ふるさと回帰同窓会支援補助金～

南相馬市は、市外に住む本市出身の若者が帰郷し、地元の友人と語り合う場づくりを促進する

ことで、ふるさと南相馬の良さを再認識してもらい、未来を担う若者のUターン就職、定住促進を図

るために、市内小中学校卒業した２０歳代の方が市内で開催する同窓会にかかる経費の一部を

補助する「南相馬市ふるさと同窓会支援事業補助金」を今年度からスタートしました。

ぜひ、ご活用ください。

対象

２０歳代の本市小中学校出身者が市内の飲食店で開催する同窓会（１団体１回限り）

※ ただし、市が主催する成人式の５日前から５日後までの間に、当該成人式の対象となる者が行

う同窓会は、補助金の交付対象とはなりませんので、ご注意ください。

条件

(1) 出席者が１０人以上であり、うち市外在住者が３割以上であること

(2) 出席者が市の実施するアンケートに協力でき、Uターン関係資料の配布・送付を承諾している

こと

補助額

出席者１人当たり２,０００円（１回の同窓会につき、上限１０万円）

申請方法

同窓会開催日の１４日前までに、交付申請書に下記(1)～(5)を添えて、市商工労政課雇用対策

係に提出してください。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 出席予定者名簿

(4) 同意書

(5) その他、市長が必要と認めるもの

※ 必要書類は、ホームページからダウンロードできます。

詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ 経済部 商工労政課 雇用対策係 0244-24-5346TEL

浜通り×さんじょうライフvol.256 7



被災自治体News

新町-反町線、蛭子線、辻前線 御殿南漆原線

下水道復旧工事に伴う通行止め 4月26日HP更新

問い合わせ ふるさと再生課 下水道係 0240-34-0231TEL

町道新町-反町線、蛭子線、辻前線 御殿南漆原線の下水道復旧工事にあたり、通行止めにし

て作業を行います。

通行止め期間

・新町-反町線、蛭子線 ５月１日～５月３０日 通行止め

・新町辻前線 ５月１日～５月２０日 片側通行止め

・御殿南漆原線 ５月１５日～５月３０日 通行止め

通行止め箇所

施工業者：（株)泉田組

通行止め
5/1～5/30

片側通行止め
5/1～5/20

通行止め
5/1～5/20

通行止め
5/15～5/30

浪江町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.2568



被災自治体News

福島県復興公営住宅モデルルームについて

4月25日HP更新

問い合わせ 生活支援課 生活支援係 0243-62-0194、0243-62-4736TEL

浜通り×さんじょうライフvol.256 9

福島県復興公営住宅の入居を判断する材料としていただくために、間取りなどをご覧いただけ

るモデルルームの展示を行っています。

場所・展示期間

いわき地区…いわき市小名浜字辰巳町23

平成２９年１月３１日まで延長

※ 郡山地区の展示については、平成２８年１月３１日で終了しました。

開館時間

午前１０時～午後５時

休館日

毎週水曜日、年末年始（１２月３０日～１月３日）

展示内容

２ＬＤＫ、３ＬＤＫ 各１戸分

※ モデルルームと完成後住宅の間取りなどについて一部異なるところがあります。詳細につきま

しては、モデルルーム内で明示していますのでご確認ください。



被災自治体News

河川・海岸堤防工事の事前調査について（福島県からのお知らせ）

4月22日HP更新

福島県相双建設事務所では、地震と津波で壊れた河川・海岸堤防の復旧工事を実施します。

工事に先立ち、用地測量を行いますが、調査にあたり、皆さまの宅地や農地などに調査員が立

ち入りさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。

なお、調査にあたり、家屋などの建物内部に立ち入ることはありません。

【問い合わせ先】

福島県相双建設事務所 復旧・復興部 河川・海岸課 ４係

0244-26-1262

双葉町からのお知らせ

問い合わせ 建設課 0246-84-5209TEL

双葉町の幼児(3歳～5歳)および小・中学校児童生徒の避難先について

（4月1日現在） 4月20日HP更新

詳しくは、添付チラシを
ご覧ください。

※双葉町の世帯のみ

●福島県内外の幼児、小・中学校児童生徒数

・福島県内

３１１人 (約５１.７％) 

・福島県外

２９１人 (約４８.３％) 

TEL

問い合わせ 教育総務課 0246-84-5210TEL

浜通り×さんじょうライフvol.25610



被災自治体News

富岡町除染検証委員会(第5回)報告

4月22日HP更新

問い合わせ 復興推進課 0240-25-8246TEL

議事要旨を添付しましたので、
ご覧ください。

※富岡町の世帯のみ

富岡町からのお知らせ

３月２９日（火）富岡町役場郡山事務所２階会議室で、第５回富岡町除染検証委員会が開催され

ました。

環境省から森林の再生に向けた取り組みの説明がありました。

その後、町で実施している土壌調査(農地の調査概要、公共施設の調査結果)について説明が

なされました。

各議案について委員から、線量測定手法や結果の取り扱い、不明確な言い回しの文章の指摘

など、活発な議論を交わしました。

委員会(第５回)の内容

① 前回検討事項の確認（第４回議事要旨）について（事務局）

② 森林除染について（環境省）

③ 町が実施している土壌調査について（富岡町）

④ 線量マップについて（富岡町）

⑤ 第６回目以降の検討事項、次回日程について

問い合わせ 教育委員会 教育総務課 0246-84-5210TEL

代表決定の垂れ幕
（双葉町役場いわき事務所）

北京、ロンドンに続き３度目のオリンピック日本代表決定です。

８月１６日の男子ケイリン競技に出場します。皆さまの応援をよろ

しくお願いします。

なお、渡邉一成選手を激励し、リオデジャネイロ五輪での活躍

を祈念して、６月１８日（土）、やまたまや（いわき市植田町）にお

いて壮行会を開催する予定です。

渡邉一成選手 リオ五輪自転車競技日本代表決定のお知らせ

4月19日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.256 11



被災自治体News

福島県からのお知らせ

福島県空き家・ふるさと復興支援事業 補助対象者の募集

4月25日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.25612

問い合わせ 土木部 建築指導課（民間建築担当） 024-521-7528TEL

県では、昨年度に引き続き県内に定住するための空き家改修などに最大１９０万円の補助金を

交付します。

東日本大震災で被災、または原子力災害で避難されている方、県外から福島県内に移住され

る方が自ら居住するために行う空き家のリフォームなどに補助金を交付し、住宅再建、定住人口

の確保、増加する空き家対策を促進するものです。

※ 空き家を購入または賃借することを要件としているため、自宅などは対象となりません。

補助対象者

下記（１）または（２）の方で、平成２６年４月１日以降に福島県内の空き家を購入または賃貸借契

約された方

（１）東日本大震災（原子力災害を含む）で被災・避難された方

・ 地震・津波により半壊以上の被害を受け、自ら居住する住宅を失った方

・ 原子力災害が発生した際に、警戒区域、計画的避難区域、帰還困難区域、居住制限区域、

避難指示解除準備区域、緊急時避難準備区域に居住されていた方、および特定避難勧奨地

点に居住されていた方で、元の住居以外で住宅を再建などされる方

（２）県外から福島県に移住され、かつ、住民票を異動される方

補助額

（１）ハウスクリーニングなど： 最大４０万円（改修前に必要となる清掃などに限ります。）

（２）リフォーム： 工事費の２分の１（最大１５０万円）

募集期限

平成２９年２月１７日（金） （先着順）

※ 原則として平成２９年３月３１日までに事業を完了し、完了実績報告を行うことが条件です。



第１期から第４期募集分の復興公営住宅のうち、入居可能な住宅について、次のとおり定期

募集を行います。

13LDK

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

浪江町

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

12LDK一般住宅

優先住宅

13LDK

12LDK一般住宅

13LDK一般住宅

13LDK一般住宅

平成28年10～12月
富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町、
川俣町、飯舘村

22LDK
一般住宅

2戸1棟
(ペット可)

壁沢川俣町

平成28年10～12月12LDK一般住宅
2戸1棟

(ペット可)
高萩

13LDK
平成28年7月以降

13LDK
優先住宅

(車いす対応)
2、3号棟宮沢

平成28年7月以降12LDK優先住宅5号棟下神白

いわき市

13LDK一般住宅1号棟東原

平成28年7月以降

平成28年度後期12LDK一般住宅
戸建て

(ペット可)
白虎2

32LDK
優先住宅

59号棟柴宮 13LDK

23LDK一般住宅3号棟八山田

平成28年7月以降
富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

年貢町

会津若松市

13LDK優先住宅3号棟

一般住宅

優先住宅

優先住宅

住宅種別

平成28年後期
12LDK戸建て

(ペット可)
平沢三春町

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

1号棟富田
12LDK

郡山市

入居可能時期
(予定)

17､18号棟安積

26計

13LDK

22LDK

入居対象町村募集戸数間取り棟名団地名所在地

※ 優先住宅は、優先世帯（７５歳以上の高齢者・障がい者・要介護者を含む世帯）のみが

申し込める住宅です。

【申し込み締め切り】

５月１２日(木) ※当日消印有効

※入居申込書については復興公営住宅入居支援

センターへ請求してください。

入居支援センターのホームページからダウンロード

することも可能です。

※応募が募集戸数を超えた場合は抽選を行います。
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交流ルームひばり通信

三条市食生活改善推進委員協議会のご厚意により、今年度も継続で5月食事会を開催しま

す。

今回も、作り方をお聞きしながら調理も体験し、食後の片付けも一緒に行いたいと思い

ます。

今回のメニューは、三条祭りも近いので、お任せではありますが、お祭り料理が出てく

るかもしれません。毎回、バランスの良い食材を使ったメニューにご期待ください。

日 時 ５月１１日

場 所 三条市総合福祉センター 3階 調理室

交流ルーム「ひばり」集合後、移動します。

参加費 300円（当日徴収）

申込締切・申込先
４月２９日(金・祝)正午
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

水
調理から参加する方は午前10時から

食事から参加する方は正午から

浜通り×さんじょうライフvol.25614

熊本地震の被災地へ、いち早く物資の運送をしてくださる三条市内の企業へ、交流ルー

ム「ひばり」も少しではありますがトイレットペーパーやティッシュなどを届けました。

また、三条市社会福祉協議会も保存のきく食料品を募集していましたので、カップ麺２

箱を届けしました。

避難者の中にも、水やカップ麺などを届けた方々がいました。

ご報告



こどもの日も近づき、渡邉さん(下田地区)から子どもたちへ、お米プレゼントのうれしい

お話を今年もいただきました。

これまでも、敬老の日やお年玉にと、多くのお米をいただきました。そのたびにお返し

もできないまま、感謝の気持ちでいっぱいです。

配布につきましては、下記の通りです。

配布期間 4月22日(金)～5月13日(金)

午前９時30分～午後３時

配布場所 交流ルーム「ひばり」

※休館日は、裏表紙のカレンダーで確認してください。

対象 19歳以下のお子さんがいる世帯

(平成8年５月５日以降に生まれたお子さん) 

お米 １世帯 10kg

※申し訳ございませんが、お届けはできません。

期間内に受け取れない場合は、お取り置きも可能です。ご連絡ください。

交流ルームひばり通信
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これまでも何人かのお子さんからのお礼の手紙を渡邉さんへお届けし、とっても

喜んでいらっしゃいました。

お礼の手紙などはひばりでお届けしますので、よろしくお願いいたします。

問い合わせ
交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０



市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-24-5232 浪江町:平石高田第二工業団地内

（二本松市北トロミ573番地）

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

富岡町:郡山市大槻町西ノ宮48-5

浪江町 0243-62-0123

双葉町 0246-84-5200

富岡町 0120-33-6466

いわき市 0246-25-0500

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

原町区

小高区

7635南相馬市 計

53

5

1

1

4

7

5

30

世帯数

119

12

5

1

7

18

8

68

人数市町村名

浪江町

双葉町

富岡町

いわき市

郡山市

合 計

三条市に避難している
世帯数と人数(2016.4.27現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

交流ルームひばり通信

４月・５月の『ひばり』

問い合わせ 0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開館時間] 午前9時30分～午後3時

TEL

E-mail
交流ルーム ひばり（総合福祉センター内）
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ひばり
午後休み

食推食事会

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

４月２８日

１４日１３日！２日１１日１０日９日８日

ひばり休み
浜通り配布

版画教室

ひばり休み

こどもの日

ひばり休み

みどりの日

ひばり休み

憲法記念日

ひばり休みひばり休み

７日６日５日４日３日２日５月１日

昭和の日

食推食事会
申込締切

３０日２９日
★版画教室 第2・4水曜日午前１０時～正午
★茶話会＆簡単な手芸教室

第1・3・5水曜日午前10時～午後２時

気軽に参加ください。

土金木水火月日


