
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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●交流ルームひばり通信
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地域の活性化に貢献しようと、小高商業高校商業研究

部の皆さんが新商品を開発し、同校で完成披露報告会が

行われました。
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●福島県復興公営住宅入居支援センター
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地域の活性化に貢献しようと、小高商業高校商業研究部の皆さんが新商品を開発し、同校

で完成披露報告会が行われました。

開発されたお菓子は2品で、地元特産のカボチャを使っているのが特徴です。

1つはマドレーヌ風の「かぼちゃのあしあと」で、もう1つは、スイートポテトのカボチャ

版の「リトルシンデレラ」です。

披露された新商品は地元菓子店のアドバイスを受けながら製作しました。

「かぼちゃのあしあと」は、10月8日（土）から道の駅南相馬・まちなかひろば・東町エ

ンガワ商店の３カ所で販売され、小高区文化祭などのイベントでは「かぼちゃのあしあと」

と「リトルシンデレラ」の両方が販売される予定です。

プレゼンテーションの様子 関係者に新商品が振る舞われました

集合写真 「リトルシンデレラ」（左）
「かぼちゃのあしあと」（右）
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平成29年4月採用予定 南相馬市職員（任期付）を募集します

9月21日HP更新

4人程度

28人程度

採用予定数

年齢要件はありませんが、次のいずれかに該当する方

(1)大学で土木の専門課程を履修した方、または平成29年3月末日までに履修
予定の方

(2)高等学校、高等専門学校で土木の専門課程を履修した方

(3)1級または2級土木施工管理技士の資格を有する方

※パソコン(ワード、エクセルなど)操作、普通自動車免許が必須です。

土木

年齢・学歴は問いません。

※パソコン(ワード、エクセルなど)操作、普通自動車免許が必須です。
一般行政

応募資格募集職種

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

市では、平成２９年４月１日採用予定の任期付職員を募集します。

復興に向けて地域貢献への情熱のある方の応募をお待ちしています。

募集職種

任期

２年（昭和３３年４月１日以前に生まれた方は１年）

※ ５年を超えない範囲で任期を延長する場合があります。

受付期限

１０月２１日（金）

※ 受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります（受付期間最終日の消印有効）。

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。

1. 南相馬市役所市民課総合案内係および各区役所市民福祉課総合案内係で配布します。

・月曜日～金曜日：午前８時３０分～午後５時１５分 各総合案内係で配布

・土曜日・日曜日： 午前８時３０分～午後５時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書請求」と朱書きし、返送用に１２０円切手を貼った宛先（自分宛）を明記

した角形２号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. ホームページからダウンロードできます。

試験日・試験会場

１１月６日（日） 南相馬市役所 本庁舎 （南相馬市原町区本町二丁目27番地）

試験内容

教養試験、適性検査、作文試験、専門試験（土木職のみ）

南相馬市からのお知らせ
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小高病院 平成28年10月 診療予定表

今週の番組（120分） ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [1分]

2. ありがとう さようなら 未来へ 港行政区閉区式 [15分]

3. 南相馬市真野川漁港施設開所式 ～大津波を乗り越えて～ [15分]

4. 十二年に一度の祭礼 日吉神社のお浜下り

～神事と民俗芸能が紡ぐ地域の伝統～ [30分]

5. 7.12 南相馬 [30分]

6. 南相馬にプロ野球がやってきた！

2016プロ野球イースタンリーグ公式戦 [10分]

7. 身を守ろう！夜間の交通安全 [10分]

8. みんなで歌って！南相馬市民の歌 鹿島幼稚園 [7分]

9. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容[9/28～10/5]

今週は、視聴者の皆さまからの
リクエストが多かった番組を放送
します。

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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平成28年度臨時福祉給付金、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の

申請受付が始まります 9月23日HP更新

浪江町からのお知らせ

問い合わせ 介護福祉課 福祉係 0243-62-4737TEL

浜通り×さんじょうライフvol.277 5

平成２８年度臨時福祉給付金等につきまして、支給対象の可能性がある方へ、平成２８年９月下

旬に申請書兼請求書をお送りします。

必要事項を記入の上、必要書類（本人確認書類など）と一緒に提出してください。

臨時福祉給付金、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金とは

「臨時福祉給付金」とは、平成２６年４月の消費税率引上げに伴う、所得の少ない方への影響を

緩和するための給付金です。

また、「障害・遺族基礎年金受給者向け給付金」は、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引

上げの恩恵が及びにくい所得の少ない年金受給者の方を支援するための給付金です。

対象者

臨時福祉給付金

次の全ての条件にあてはまる方

ア 平成２８年１月１日時点で、浪江町に住民票がある方

イ 平成２８年度の住民税が課税されていない方（町民税が全額減免の方）

ウ 生活保護費を受給されていない方

※ 課税者に扶養されている方や支給されるまでに亡くなった方は給付対象外です。

障害・遺族基礎年金受給者向け給付金

臨時福祉給付金支給対象者のうち、平成２８年５月分の障害基礎年金、遺族基礎年金を受給さ

れている方

※ 平成２８年５月に申請開始した「高齢者向け給付金」を受給した方は、給付対象外です。

給付額

臨時福祉給付金・・・給付対象者１人につき ３千円

障害・遺族基礎年金受給者向け給付金・・・給付対象者１人につき ３万円

申請期限

１２月２８日（水） ※当日消印有効

臨時福祉給付金に関する詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
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やっぱり双葉はいいなぁ
～町民交流会in栃木～

9月4日（日）、栃木県宇都宮市内で16人の町民が

参加し、町民交流会が開催されました。

今回は栃木県内在住の皆さんが中心でしたが、埼玉

県や群馬県からも4人の参加があり、久しぶりの再会

の場面がありました。

懐かしい顔を見つけると、お互い手を取り合ったり、

握手をしたりと再会を喜びました。

参加者代表の乾杯の音頭で交流会が始まり、参加者それぞれが居住地や近況など、簡単に自

己紹介した後、おしゃべりの時間です。これまであまり会えなかったため、その時間を埋める

かのようにおしゃべりが続きました。

町民同士の交流機会が多くない栃木県内にお住いの皆さんは、今回の交流会を楽しみにして

お話をうかがうと

「脚の調子が悪いので、普段なかなか外に出られない。今日は楽しみにしていた。」

「町民同士なら気を使わないで話ができるので、楽しい。」

などの声が聞かれました。

3時間と比較的に余裕のある時間設定でしたが、まだまだ皆さんはしゃべり足りない様子で

した。

今回初めて栃木県内で町民交流会が行われたこと、また参加者から現在住んでいる地域での

活動紹介と参加のお誘いもありましたので、今後、今回の参加者同士で顔を合わせる機会が増

えるのではないかと感じました。（取材：ふたさぽ 飯嶋、秋元、芳門、小幡）

いたようです。

始めは決まった席に着いてい

ましたが、時間が経つにつれ、

席の移動が始まり、できるだけ

たくさんの人と話したいという

想いが伝わってきました。

双葉町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.2776
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富岡町からのお知らせ

帰還困難区域内除染の開始について

9月20日HP更新

今年７月、町からの要望により、帰還困難区域の桜並木と夜の森公園、桜並木への主要接続道

路の端からおおむね５０メートルなどの一部除染実施計画が環境省から示されました。

８月末からは、先行して居住制限区域との隣接部からおおむね５０メートル範囲の除染が開始さ

れました。

今回、約７０世帯が対象となり、今年度末までの完了を予定しています。

なお、町では帰還困難区域全体の除染を要望しており、国は全体の取り扱いについて方針を

検討しています。

また、除染の実施に伴い、帰還困難区域付近において車両の通行量が増加しています。町内

に一時帰宅などされる際は、車両などに十分ご注意ください。

浜通り×さんじょうライフvol.277 7

問い合わせ 復興推進課 0120-33-6466

【除染対象区域】
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復興公営住宅第５期募集７４４戸および第４期引き続き募集を行う３２７戸について、申し込み件

数および倍率が下記のとおりとなりました。

■第５期募集

2.424103LDK

2.0213LDK

0.3262LDK
一般住宅

0.3132LDK優先住宅
(高齢者仕様)

0.737543LDK

0.37213LDK

0.824302LDK
一般住宅

0.58152LDK優先住宅
(高齢者仕様)

1.469503LDK

1.118163LDK

1.033342LDK
一般住宅

0.58172LDK優先住宅
(高齢者仕様)

浪江町

1.0113LDK優先住宅
(車いす対応)

大熊町

3.0313LDK優先住宅
(車いす対応)

北好間(南)

2.662243LDK

1.41183LDK

1.214122LDK
一般住宅

0.3262LDK優先住宅
(高齢者仕様)

富岡町

0.7233LDK優先住宅
(車いす対応)

集合住宅

双葉町0.22102LDK優先住宅
(高齢者仕様)木造長屋

0.310363LDK

2.5523LDK

2.0213LDK

2.5522LDK
一般住宅

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

0.58162LDK
一般住宅

0.77103LDK

1.0112LDK優先住宅
(高齢者仕様)

0.2162LDK優先住宅
(高齢者仕様)

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

2.0213LDK優先住宅
(車いす対応)

集合住宅
(ペット可)北好間(北)

1.0

倍率

3

申込世帯数

双葉町

入居対象市町村

3

募集戸数

3LDK

間取り

優先住宅
(車いす対応)

集合住宅
勿来酒井

いわき市

住宅種別棟名団地名所在地

浜通り×さんじょうライフvol.2778

次ページへ続きます
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0.66103LDK

0.3143LDK

0.0022LDK優先住宅
(高齢者仕様)

0.5242LDK
一般住宅

0.11143LDK

0.0063LDK

0.2162LDK
一般住宅

0.0032LDK優先住宅
(高齢者仕様)

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

0.0013LDK優先住宅
(車いす対応)

大熊町

0.0013LDK優先住宅
(車いす対応)

集合住宅平赤井

1.7533LDK

2.0213LDK

1.0222LDK
一般住宅

0.24213LDK

0.0093LDK

0.11122LDK
一般住宅

0.0062LDK優先住宅
(高齢者仕様)

浪江町

1.0112LDK優先住宅
(高齢者仕様)

集合住宅下湯長谷

0.521443LDK

0.35193LDK

0.411282LDK
一般住宅

0.12142LDK優先住宅
(高齢者仕様)

1.0443LDK

0.0023LDK

2.5522LDK
一般住宅

浪江町

0.0033LDK優先住宅
(車いす対応)

集合住宅泉町本谷

0.413333LDK

0.33123LDK

0.817222LDK
一般住宅

0.11102LDK優先住宅
(高齢者仕様)

3.5723LDK

1.0113LDK

1.5642LDK
一般住宅

0.0022LDK優先住宅
(高齢者仕様)

富岡町

0.0023LDK優先住宅
(車いす対応)

大熊町

1.0112LDK優先住宅
(高齢者仕様)

富岡町

0.5123LDK優先住宅
(車いす対応)

北好間(南) 富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

0.0013LDK優先住宅
(車いす対応)

集合住宅

倍率申込世帯数 入居対象市町村募集戸数間取り

いわき市

住宅種別棟名団地名所在地

次ページへ続きます
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富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

大熊町

2.11573LDK

3.0933LDK

1.010103LDK

1.0222LDK
一般住宅

0.6352LDK
一般住宅下北迫

富岡町
1.7532LDK

一般住宅

戸建
(ペット可)

0.7

倍率

542

申込世帯数

744計

入居対象市町村募集戸数間取り

広野町

住宅種別棟名団地名所在地

浜通り×さんじょうライフvol.27710

■第４期から引き続き募集

0.3263LDK

0.3133LDK

0.8342LDK
一般住宅

0.0013LDK一般住宅

0.0012LDK優先住宅
(高齢者仕様)

0.0023LDK

0.0022LDK
一般住宅

0.0012LDK優先住宅
(高齢者仕様)

0.7233LDK

0.0023LDK

1.5322LDK
一般住宅

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

0.0013LDK優先住宅
(車いす対応)

双葉町

0.0013LDK優先住宅
(車いす対応)

大熊町

1.0112LDK優先住宅
(高齢者仕様)

0.0013LDK

2.0423LDK一般住宅

0.8563LDK

富岡町

1.0112LDK優先住宅
(高齢者仕様)

集合住宅
(ペット可)中原(東)

富岡町

0.0012LDK優先住宅
(高齢者仕様)

集合住宅中原(西)

3.81542LDK
一般住宅

双葉町
0.7572LDK

一般住宅戸建
(ペット可)勿来酒井

いわき市

2戸1棟
(ペット可)守山郡山市

0.22102LDK優先住宅
(高齢者仕様)

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

0.913153LDK

1.533223LDK

1.131283LDK

0.0022LDK優先住宅
(車いす対応)

0.510192LDK
一般住宅

北沢又
富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町、
飯舘村

0.4253LDK優先住宅
(車いす対応)

集合住宅

倍率申込世帯数 入居対象市町村募集戸数間取り

福島市

住宅種別棟名団地名所在地

次ページへ続きます



被災自治体News

1.740243LDK

2.31463LDK

2.631122LDK
一般住宅

1.0442LDK優先住宅
(高齢者仕様)

0.510223LDK

0.4373LDK

1.71272LDK
一般住宅

1.0332LDK優先住宅
(高齢者仕様)

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町、
南相馬市、飯舘村

1.5323LDK優先住宅
(車いす対応)

集合住宅牛越(辻内)南相馬市

0.517323LDK

0.8453LDK

2.01682LDK
一般住宅

0.0022LDK優先住宅
(高齢者仕様)

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町、
飯舘村

0.0013LDK優先住宅
(車いす対応)

集合住宅石倉二本松市

0.0013LDK

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

0.0023LDK優先住宅
(車いす対応)

集合住宅四ッ倉

0.0013LDK一般住宅

0.0012LDK優先住宅
(高齢者仕様)

1.0443LDK

0.0023LDK

1.0222LDK
一般住宅

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

0.0013LDK優先住宅
(車いす対応)

浪江町

1.0112LDK優先住宅
(高齢者仕様)

0.5243LDK
一般住宅

双葉町

0.0043LDK

1.0112LDK

0.0093LDK

0.0023LDK優先住宅
(高齢者仕様)

0.3132LDK
一般住宅

中原(西)

大熊町

0.0012LDK優先住宅
(高齢者仕様)

集合住宅

0.9

倍率

301

申込世帯数

327計

入居対象市町村募集戸数間取り

いわき市

住宅種別棟名団地名所在地

●抽選会

日時 １０月２１(金） 午前１０時～

場所 福島テルサ３階 大会議室あぶくま

※ 電子抽選で当選者を決定するため、

抽選会への参加・不参加は、抽選結果に

影響ありません。

●結果の通知

１０月下旬頃に応募者全員に通知します。
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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）

0256-34-8960

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

TEL

三条市News

問い合わせ 震災復興支援課 広域支援対策室 025-282-1732TEL

9月20日

送付いたしましたご案内のとおり、ふるさと“絆”交流会を開催します。

参加希望の方は、ご案内に同封したはがきに記入の上、１０月７日（金）までに投函く

ださるようお願いします。

＜上・中越会場＞

と き 11月23日（水・祝） 正午～午後４時

ところ ホテルニューオータニ長岡（長岡市台町2-8-35）

※対象市町村（ご希望に応じて下越会場への参加も可能です。）

長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市、

南魚沼市、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村



9月6日

避難指示区域外から避難されている方への借上げ住宅の提供は平成29年３月末をもって

終了します。

借上げ住宅では新潟県から入居当初に退去時の補修費用として、家賃の２カ月分の額が

貸主へ支払われています。

つきましては、現在、お住まいの借上げ住宅を平成29年4月1日に自己契約に切り替える

際の敷金などの取り扱いについて、入居者の負担を軽減するため、以下のとおり県、新潟

県宅地建物取引業協会などから貸主へ依頼していますので、自己契約の際の参考にしてく

ださい。

なお、避難指示区域外から借上げ住宅へ入居されている方には、すでに貸主への依頼通

知を新潟県からお知らせしています。

また、貸主への依頼内容は任意であり、自己契約時に必ずしも貸主が確約するものでは

ありません。

〈貸主への依頼内容〉

・借上げ住宅から自己契約に切り替えて引き続き入居する際は、敷金を新たに請求しない

こと。

・自己契約後に入居者が退去する際は、原状回復に要する費用のうち、家賃２カ月分に相

当する額までは入居者に請求しないよう契約書に記載すること。

・契約事務手数料は５千円から１万円を目安とする。

・仲介手数料は請求しないこと。

問い合わせ 震災復興支援課 広域支援対策室 025-282-1732TEL
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交流ルームひばり通信

敬老の日を前に、下田地区の渡邉さんから「新米を敬老の日にお届けしたいのですが

…」と、ご連絡をいただきました。敬老の日のプレゼントは、今年で3回目です。

甘えてばかりで申し訳ないのですが、いつも忘れず、私たち避難者を思ってくださる

お心遣いに感謝し、頂戴することになりました。

配布期限 １０月１０日(月・祝)
交流ルーム「ひばり」開設時間内

午前9時30分～午後3時(火曜・木曜休み) 

※変則の休館日が多いので、裏表紙のカレンダーで

確認してください。

配布場所 交流ルーム「ひばり」

配布対象者 満70歳以上(敬老の日時点) 

配布内容 新米5kg

※基本は、取りに来ていただきたいのですが、

ご連絡いただければご相談に応じます。

引き換え券を
忘れずに！

今年も、下田の渡邉さんの畑に芋ほりに行きませんか。対象は、子ども(20歳未満)と、

その家族です。

いつも、お米を頂戴している渡邉さんご夫婦に、直接感謝の気持ちをお伝えするチャン

スです。

と き １０月１５日

作業終了次第、現地解散とします。(午後1時終了予定)

※お昼の準備をしてくださるそうです。

※雨天決行、畑の様子を見て芋ほりをします。

ところ 三条市棚鱗1443-2(渡辺青果直売所裏の畑) 

持ち物 軍手、長靴、汗拭きタオル、帽子

※ゴム手袋もあると便利です。

問い合わせ
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

土
午前9時30分 交流ルーム「ひばり」集合

(現地集合の方は、午前10時集合)

たなひれ

問い合わせ
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０
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燕三条駅

ﾔﾏﾀﾞ電機

県央食品卸売センター

北
陸
自
動
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道

交流ルームひばり通信

三条市の台所を預かる県央食品卸売センター様から、今年もお誘いいただきました。

普段は卸売りを主としていらっしゃいますが、毎月、第２・第４の土曜日は、お客様感

謝デーと銘打って、市民の皆さんに買い物に来ていただいているそうです。

季節の野菜、果物の競売やバナナのたたき売り、ゲームやくじ引き大会など楽しいイベ

ントもあります。ぜひ、お仲間をお誘いの上、ご来場ください。

と き １０月８日 午前９時～正午

ところ (株)三条中央青果卸売市場内

県央食品卸売センター

(三条市上須頃4840-17  TEL0256-34-5855)

※入口の受付で「ひめさゆりカード」を提示していただければ、

一世帯につき１,０００円分の商品券を用意してくださっています。

土
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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

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(2016.9.28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

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）

交流ルームひばり通信

９月・１０月の『ひばり』

ひばり休み

ひばり休み食推食事会

ひばり
茶話会

ひばり休み

こども芋ほり
体験

体育の日

お米配布
最終日

ひばり休み
浜通り配布

９月２９日

１５日１４日１３日１２日１１日１０日９日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり
版画教室

ひばり休み

一時帰宅
(南相馬市)ひばり休み

浜通り配布
ひばり休みひばり休み

８日７日６日５日４日３日２日

ひばり
版画教室
習作展
最終日

１０月１日３０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
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