
週刊 避難者応援情報紙

皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。

●南相馬市HP「フォトレポ」から
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●JR東日本 水戸支社

23６
木

２ページをご覧ください。

市では、小・中学生やその保護者に放射線に関する

知識を身に付けてもらおうと、｢学校放射線健康教育｣

を始めました。

6月29日発行

Vol.264

●三条市News

●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

市では、小・中学生やその保護者に放射線に関する知識を身に付けてもらおうと、「学校放

射線健康教育」を始めました。漠然とした放射線へのイメージや風評による不安の軽減と生活

習慣の見直しに役立ててもらう目的です。

初回の授業をこの日、福浦・鳩原・金房・小高の4小学校合同の仮設校舎で3年生と4年生を

対象に行いました。

授業は平成29年1月まで、市内の各小・中学校で随時行っていく予定です。内容は紙芝居や

化学実験、学校敷地内での放射線モニタリングの体験などで、分かりやすいよう対象の年代に

合わせています。

鳥取大学の助教授が先生を務めました

どんな様子が見えたかな？ 除染をする理由などの説明もありました

23６ 木
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実験で放射線の通った後を観察しました



被災自治体News

第1回南相馬市震災復興高齢者スポーツ大会が市スポーツセンターで開催され、市内の老人クラブの

会員約670人が参加し、競技を通じて親睦を深めました。

大会は市老人クラブ連合会の主催で、昨年まで原町区大会として開催されていましたが、今年の連合

会の組織改編によって全市大会となりました。

大会では、ボール運びリレーや玉入れなど9種目が行われ、地域別の8チームで競いました。

チーム戦ということもあって、会場は本気のプレーと熱のこもった応援で盛り上がっていました。

全参加者で入場行進

競技に向けて準備体操 顔でボールを挟んで走るリレー競技

24６ 金

小高地区の石澤信義さんが選手宣誓

定番種目の玉入れ 競技のたびに歓声が上がっていました

浜通り×さんじょうライフvol.264 3



3,978合 計

1国見町

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6月23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 3,978 群馬県 136 愛知県 21 広島県 6 島根県 1

宮城県 1,412 北海道 67 青森県 16 大分県 5 和歌山県 -

山形県 543 長野県 64 京都府 16 三重県 4 鳥取県 -

東京都 540 山梨県 57 福井県 12 宮崎県 4 徳島県 -

新潟県 525 秋田県 47 沖縄県 12 富山県 3 高知県 -

茨城県 520 岩手県 42 岐阜県 10 香川県 3 熊本県 -

埼玉県 472 静岡県 37 滋賀県 9 愛媛県 3 鹿児島県 -

栃木県 368 石川県 29 岡山県 8 佐賀県 3 海外 10

神奈川県 299 大阪府 24 福岡県 8 山口県 2 合 計 9,638

千葉県 290 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 1,008 喜多方市 36 大玉村 9 古殿町 5

相馬市 975 本宮市 31 磐梯町 9 泉崎村 4

いわき市 561 会津坂下町 22 棚倉町 9 広野町 4

郡山市 465 鏡石町 19 三春町 9 天栄村 2

新地町 180 西郷村 19 南会津町 7 鮫川村 2

会津若松市 176 川俣町 16 金山町 7 浅川町 2

伊達市 94 桑折町 14 会津美里町 6 小野町 2

二本松市 89 猪苗代町 14 矢吹町 6 楢葉町 2

須賀川市 88 西会津町 13 矢祭町 6

白河市 49 田村市 12 北塩原村 5

71,561人平成23年3月11日現在の人口

5.804人市内転居

14,789人

12人

9,954人

4,823人

9,638人

(5,660人)

9,638人

47,134人

3,282人

3,621人

34,427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

55,679人71,561人計

42,550人47,116人原町区

13,129人11,603人鹿島区

105人12,842人小高区

平成28年
6月23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 2,341人)

(6/16 9,666)

浜通り×さんじょうライフvol.2644



被災自治体News

平成29年度相馬地方広域市町村圏組合職員募集（消防職）について

6月24日HP更新

相馬地方広域市町村圏組合では、平成２９年４月に採用する職員を募集します。

採用予定人員

消防職 ３人程度

受験資格

(1) 平成元年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた方（性別、学歴は問いません）

(2) 採用後、相馬地方管内市町村に居住できる方

受付期間

７月１日（金）～８月１２日（金） ※郵送の場合、８月１２日必着

受付場所

事務局総務課（相馬市役所４階）

第1次試験

試験日：９月１８日（日）

試験会場：相馬看護専門学校（相馬市石上字南蛯沢344）

試験方法：教養試験（高校卒業程度）、体力試験、適性検査

第2次試験

第１次試験合格者に対して別途通知します。

申込用紙

申込用紙は、組合事務局、相馬地方広域消防本部、相馬地方の各消防署・分署および相馬看

護専門学校で交付します。

また、組合のホームページからもダウンロードできます。（http://www.soma-area.jp/）

問い合わせ 相馬地方広域市町村圏組合 事務局 総務課 0244-35-0211TEL

浜通り×さんじょうライフvol.264 5



被災自治体News

今週の番組（60分） ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. ロボットテストフィールドシンポジウム

～福島県浜通りからはじまるロボット革命～ [30分]

3. 第10回南相馬市民俗芸能発表会

（笠踊り・馬場民俗芸能保存会）[12分]

4. 5年ぶりの鉄路 ～小高駅運行再開に向けた試運転～ [5分]

5. 市役所便り 選挙管理委員会事務局

参議院議員通常選挙のお知らせ [7分]

6. 市役所便り 企画課 市制10周年ロゴマークのお知らせ [1分]

7. みなみそうまチャンネル お問合せ電話番号変更のお知らせ [1分]

8. リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容[6/29～7/6]

ロボットテストフィールドの南
相馬市への設置の正式決定を受け、
「ロボットテストフィールドシン
ポジウム」が開催されました。
ロボットデモンストレーション

の他、ロボットの展示、パネルデ
ィスカッションなどが行われた様
子をお届けします。

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

浜通り×さんじょうライフvol.2646

浪江町からのお知らせ

町内に公設民営の商業施設(仮設)を
つくります

避難指示解除に向け、少しでも町内の生活利便性を高めるため、役場本庁舎の南側

敷地内（一部敷地外）に仮設の商業施設を建設します。

今月からいよいよ、建設予定場所の樹木伐採、花壇撤去などの準備が始まりました。

公設民営のこの施設には、生鮮食料品・雑貨などの小売店、飲食店、クリーニング

店など計10店舗が入居する予定で、今年10月の開業を目指しています。



被災自治体News

浪江町住民懇談会の開催状況について

6月27日HP更新

避難指示解除に関する有識者検証委員会の報告書の概要、国から避難指示解除に関する考

え方などについての説明、また町民の皆さまと意見交換を行う、浪江町住民懇談会の開催状況を

お知らせします。

内容

（1）町からの説明

避難指示解除に関する有識者検証委員会からの報告および今後の取り組み

（2）国などからの説明

避難指示解除に関する国の考え方などについて

浪江町住民懇談会（東京会場）

【日時】６月２３日（木） 午後１時３０分～３時３０分

【場所】星陵会館 ホール（東京都千代田区永田町2－16－2）

【参加者】約１１０人

浪江町住民懇談会（仙台会場）

【日時】６月２６日（日） 午後１時３０分～３時３０分

【場所】仙台国際センター 大会議室「橘」（宮城県仙台市青葉区青葉山無番地）

【参加者】約９０人

浪江町住民懇談会（福島会場）

【日時】６月２７日（月） 午後１時３０分～３時３０分

【場所】福島県文化センター 大ホール（福島市春日町5－54）

【参加者】約３００人

※ 仙台で行われた懇談会（町および国からの説明部分）の録画をYoutubeでご覧いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=vL21eCxwZEM

※ 当日の配布資料は浪江町ホームページに掲載していますので、あわせてご覧ください。

問い合わせ 復興推進課 復興企画係 0243-62-4731TEL
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被災自治体News

富岡町からのお知らせ

浄化槽の清掃およびし尿のくみ取りについて

6月20日HP更新

TEL

この度、環境省では、富岡町の避難指示解除準備区域および居住制限区域内のご家庭の浄

化槽の清掃およびし尿のくみ取りを実施します。

この清掃およびし尿のくみ取りは、各ご家庭１回に限り無料で実施します。清掃およびし尿の

くみ取りを希望する方は、下記業者にお申し込みください。

なお、浄化槽が破損している場合の修理、その他のメンテナンスは、本事業では行いません。

修理などが必要な場合は、浄化槽工事業者に依頼してください。

対象地域

富岡町の避難指示解除準備区域および居住制限区域

※ 浄化槽の清掃およびし尿のくみ取りは、一日の処理量が限られています。このため、お待たせ

する場合もありますので、ご了承 ください。

※ 帰還困難区域については対応方針を検討中のため、現時点においては申し込みの対象とな

りません。

委託業者

(株)協和エムザー 0120-30-0812

024-963-0346

受付時間：午前８時～午後５時（土・日曜日および祝祭日は除きます。）

※お盆期間の８月1２日～1６日、および年末１２月２９日～年始1月４日は

お休みとさせていただきます。

問い合わせ
環境省福島環境再生事務所 県中県南支所（廃棄物担当直通）

024-983-0796

富岡町役場復旧課 0240-25-8224
平日 午前8時30分～午後5時

TEL

TEL

浜通り×さんじょうライフvol.2648



福島県では、原子力災害により避難指示を受けている方が入居できる復興公営住宅を整備してい

ます。

このたび、第５期募集分７４４戸について、入居者を募集します。あわせて、第４期から引き続き募

集を行う分３２０戸についても募集します。

なお、新規の募集は、第５期募集をもって保留分を除き最終となります。

■対象者

平成２３年３月１１日において、南相馬市（※）、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村に居住

していた方

※ 南相馬市の方は、避難指示を受けている区域の方のみが対象となりますので、避難指示

解除前に申し込みいただくようになります。

■申込期限

８月３１日（水） ※当日消印有効

■第５期として今回募集する団地

■第４期から引き続き募集を行う団地

被災自治体News

744計

双葉町

272集合住宅北好間(南)

富岡町、大熊町、双葉町、浪江町

富岡町、大熊町、双葉町、浪江町

富岡町、浪江町

富岡町、大熊町、浪江町

富岡町、大熊町、双葉町、浪江町

富岡町、大熊町、双葉町、浪江町

入居対象市町村

10木造長屋

30

51

57

196

51

77

戸数

集合住宅平赤井

集合住宅下湯長谷

集合住宅

平成29年度後期

入居可能時期（予定）

木造2戸1棟下北迫
(ペット可)

広野町

集合住宅泉町本谷

北好間(北)
(ペット可)

集合住宅
勿来酒井

いわき市

住戸形態団地名所在地

避難指示が解除された後に復興公営住宅へ申し込む
ことはできません。
希望する方はこの機会にお申し込みください。

次ページへ続きます

平成29年度前期12

平成28年11～12月
富岡町、大熊町、双葉町、浪江町

16
木造2戸1棟

守山
(ペット可)

郡山市

平成29年度前期45

平成29年1～3月
集合住宅北沢又 富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村

32
福島市

入居対象市町村戸数 入居可能時期（予定）住戸形態団地名所在地

浜通り×さんじょうライフvol.264 9



被災自治体News

※北沢又・守山・中原(西)・四ツ倉・石倉については、

当選順位により入居可能時期が異なります。

あらかじめご了承の上、お申し込みください。

※ 入居可能時期（予定）については、工事の状況に

より前後することがあります。

浜通り×さんじょうライフvol.26410

320計

平成29年度前期33

平成29年度後期40

平成29年度後期38

平成29年10～12月9
集合住宅四ツ倉

平成29年度前期

富岡町、大熊町、双葉町、浪江町

21集合住宅中原(東)
(ペット可)

平成29年度前期13
集合住宅中原(西)

平成28年11～12月
富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村

7
集合住宅石倉二本松市

平成29年度後期
南相馬市、富岡町、大熊町、双葉町、
浪江町、飯舘村

48集合住宅牛越(辻内)南相馬市

平成29年度後期双葉町6木造戸建て勿来酒井
(ペット可)

いわき市

入居対象市町村戸数 入居可能時期（予定）住戸形態団地名所在地

三条市News

勤 務 時 間

・市民活動団体への取材・報告書作成

・｢虹のかけはし｣原稿作り

・イベントなどの手伝い など

１人

採用日～平成29年3月31日

仕事の内容

申し込み・問い合わせ
特定非営利活動法人 NPOさんじょう（総合福祉センター1階）

0256-34-8960TEL

基本勤務 月～金曜日 午前10時～午後４時

※取材・イベントなどの都合により

土・日曜日、祝日・時間外勤務あり

・普通自動車運転免許がある方

・パソコンに興味がある方

・人とお話をしたり、聞いたりするのが好きな方

※取材でいろいろな方にインタビューします。

雇 用 期 間

募 集 人 数 雇 用 条 件



三条市News

●期 間 ６月２３日（木）～７月９日（土） ※土・日曜日も投票できます。

●時 間 午前８時３０分～午後８時

●場 所 三条市選挙管理委員会事務局 （三条市役所第二庁舎１階）

６月２２日（水）公示 ７月１０日（日）投票

手続方法

①投票用紙一式を請求する。
避難元市町村の選挙管理委員会から届いた不在者投票用「請求書兼宣誓書」に必要事項を記

入し、返信用封筒に入れて郵送してください。

②投票用紙一式を受け取る。
避難元市町村の選挙管理委員会から「投票用紙、投票

用封筒（内封筒と外封筒）、不在者投票証明書」が郵送され

ます。

③三条市選挙管理委員会で投票する。
受け取った封筒一式を持参して投票してください。

避難元市町村の投票所（期日前投票所を含む）で投票する方は、請求しないように注意願
います。
請求してからは、避難元市町村の投票所で投票することができなくなる場合があります。

投票済みの用紙を郵送する必要があるため、
余裕を持って早めの投票をお願いします。

証明書の開封や投票用紙への事前記入は
絶対にしないでください。

投票ができなくなります。

問い合わせ 三条市選挙管理委員会事務局 0256-34-5594（直通）TEL

三条市役所三条庁舎

選挙管理委員会
事務局

第二庁舎

今回の参議院議員通常選挙から、18歳・19歳の方も投票ができるようになりました。
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まだ請求して
いない方は

お急ぎください！



■時刻表
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※バス停は、駅前に設置しています。

※途中停車駅は、小高駅のみです。

※乗車の際は、あらかじめJR線の切符をお買い求めください。

※道路状況などにより、代行バスが遅れる場合があります。

※列車と代行バスの接続はしていません。



交流ルームひばり通信
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問い合わせ・申し込み
交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０

三条市の協力を得て、お盆前の一時帰宅を計画しました。

今回は、避難者のみ(ボランティア同行なし)の一時帰宅です。ハイエースでの運行になり

ますので、定員８人(受け付け順)とさせていただきます。

今回は、7月12日の避難指示解除後ですので、梅雨の時期を経て、家の中の湿気やカビ、

家周りの伸びた草木も気になっている方もいるかと思います。

また、ご先祖のお墓参り、入居予定の復興住宅の建設進捗状況などを見に行くことも可能

です。ご相談いただければ対応させていただきます。

日 時 ８月２日

行 程 三条市出発 午前 5時頃

現地到着 午前10時頃

＊自宅や目的地に送迎

現地出発 午後 3時頃

三条市到着 午後 9時頃

申込締切 ７月１１日(月) 正午

火

交流ルーム「ひばり」今後の行事予定

8月5日(金) 三条夏まつり民謡踊り流し(練習も予定しています)

8月6日(土) 親子キャンプ(八木ヶ鼻オートキャンプ場・１泊2日)

～７日(日) (日帰り参加も可、近日内容掲載予定です)



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

52

4

1

1

4

7

5

30

世帯数

116

10

5

1

7

17

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(2016.6.29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

６月・７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

一時帰宅
申込締切

ひばり休み
浜通り配布

６月３０日

１６日１５日１４日１３日１２日１１日１０日

ひばり休み
浜通り配布

版画教室ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

ひばり
茶話会

ひばり休み

９日８日７日６日５日４日３日

２日７月１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


