
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

25９ 日

２ページをご覧ください。

10月5日発行

Vol.278

市では、市地域防災計画に基づいて、地震・津波・

水害・原子力災害の発生を想定した市民参加型の訓練

を実施しました。

●福島県復興公営住宅入居支援センター



25９ 日

被災自治体News
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市では、9月25日、市地域防災計画に基づいて、地震・津波・水害・原子力災害の発生を

想定した市民参加型の訓練を実施しました。

県立小高商業高等学校グラウンドをメイン会場として、原子力避難訓練やスクリーニング

訓練、消防署による一斉放水などの消防訓練が行われました。

参加した市民は、真剣な表情で初期消火訓練などに取り組んでいました。

応急担架体験訓練 緊急物資輸送訓練

スクリーニング訓練 初期消火訓練

都市ガス・LPガス供給訓練 校舎の3階に取り残された人を救助



3,779

人 数

合 計

市町村

1塙町

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9月29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 3,779 群馬県 127 愛知県 20 広島県 5 島根県 1

宮城県 1,377 長野県 57 青森県 18 大分県 5 和歌山県 -

東京都 520 北海道 56 京都府 16 宮崎県 5 鳥取県 -

新潟県 500 山梨県 54 福井県 12 三重県 4 徳島県 -

山形県 499 秋田県 43 沖縄県 12 富山県 3 高知県 -

茨城県 496 岩手県 38 岐阜県 10 香川県 3 熊本県 -

埼玉県 451 静岡県 34 滋賀県 9 愛媛県 3 鹿児島県 -

栃木県 347 石川県 29 岡山県 8 佐賀県 3 海外 10

千葉県 281 大阪府 23 福岡県 8 山口県 2 合 計 9,181

神奈川県 281 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 963 喜多方市 32 大玉村 9 古殿町 5

相馬市 904 本宮市 31 磐梯町 9 広野町 5

いわき市 548 会津坂下町 22 棚倉町 9 泉崎村 4

郡山市 454 西郷村 19 三春町 9 楢葉町 3

会津若松市 171 鏡石町 15 南会津町 7 天栄村 2

新地町 158 川俣町 14 金山町 7 鮫川村 2

二本松市 83 猪苗代町 14 会津美里町 6 浅川町 2

須賀川市 83 桑折町 13 矢吹町 6 小野町 2

伊達市 81 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

6.215人市内転居

15,249人

11人

10,206人

5,032人

9,181人

(5,402人)

9,181人

47,131人

2,637人

3,205人

35,074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

55,979人71,561人計

42,454人47,116人原町区

12,659人11,603人鹿島区

866人12,842人小高区

平成28年
9月29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 2,411人)

(9/15  9,204)

浜通り×さんじょうライフvol.278 3



被災自治体News

国民健康保険証は毎年10月更新です

9月29日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.2784

１０月１日から使用できる新しい保険証は、９月中旬に加入者全員分をまとめて世帯主様宛てに

簡易書留郵便で郵送しました。新しい保険証の色は、一般の方はクリーム色、退職者医療制度の

方は水色です。

※ すでに職場の健康保険に加入している方に保険証が届いた場合は、国民健康保険をやめる

手続きが必要です。

～国保をやめる手続きに必要なもの～

職場から交付された保険証、国民健康保険の保険証、届出人の本人確認書類、印鑑

※手続き場所：市役所、各区役所

手続きは、本人または同一世帯の家族などが行うことが可能です。また、避難などで市役所の

窓口に来られない場合は郵送でも受け付けますので、お問い合わせください。

保険証の有効期限

新しい保険証の有効期限は、原則「平成２９年９月３０日」です。

※ 平成２９年９月３０日までに７５歳になる方の有効期限は、「７５歳の誕生日の前日」です。

７５歳の誕生日以降は、後期高齢者医療制度に移行します。別途後期高齢者医療保険の保

険証が送付されます。

古い保険証は返却不要です

有効期限が平成２８年９月３０日までの古い保険証は、ご自身で処分してください。

個人情報が記載されていますので、はさみで切るなどして処分してください。

問い合わせ 市民生活部 市民課 保険年金係 0244-24-5233TEL

平成28年度南相馬市特定疾患患者見舞金支給の申請手続きについて

10月1日HP更新

次ページへ続きます

平成２８年度南相馬市特定疾患患者見舞金支給の申請手続きを下記のとおり行いますので、

期間内に手続きをしてください。

対象者

平成２８年１０月１日（基準日）において南相馬市に住所を有する次のいずれかに該当する方

特定医療費受給者

未成年の小児慢性特定疾病医療受給者と生計を同一にする保護者

特定疾患医療受給者



被災自治体News
※ 平成２８年１０月１日（基準日）において南相馬市に住民票を有していない方については、

見舞金支給の対象にはなりません。

※ 下記に該当する方は、見舞金支給の対象にはなりません。

・特定疾病療養受療証（人工透析等）を所持されている方

支給額

２万円

申請受付期間

１０月３１日（月）～１１月２５日（金） 午前９時～午後５時

※ 土曜日、日曜日、祝日を除きます。

※ １２月に支給のため、申請受付期間内に手続きをとらなかった方については、見舞金支給の

対象にはなりません。

申請に必要なもの

申請書

基準日に有効な次のいずれかの受給者証

・特定医療費受給者証

・福島県小児慢性特定疾病医療受給者証

・特定疾患医療受給者証

※お持ちでない場合は申請できませんのでご注意ください。

対象者の預金通帳

※患者が未成年である場合は、保護者の通帳

印鑑

患者が未成年である場合、保護者の身分証明書

・運転免許証・保険証・身体障害者手帳など官公庁が発行したもの

※ 昨年度申請した方には、１０月下旬に市役所から申請書類などを郵送します。

※ 昨年度申請しなかった方は、１０月３１日以降に申請してください。

問い合わせ先・申請場所

市役所社会福祉課社会福祉係（市役所東庁舎1階） 0244-24-5243

鹿島区市民福祉課福祉係（鹿島区役所1階） 0244-46-2114

小高区市民福祉課福祉係（小高区役所1階） 0244-44-6413

【郵送先】

〒975－8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

南相馬市役所 社会福祉課 特定疾患患者見舞金担当

TEL

TEL

TEL

浜通り×さんじょうライフvol.278 5



被災自治体News

【募集】災害公営住宅 空き住戸の入居者を募集します

10月1日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.2786

地区 団地名 構 造 間取り 戸数 部屋番号

小高区
小高上町

木造平屋(長屋) 2DK 1 3-2

木造２階建(長屋) 3DK 4

万ヶ迫 木造２階建(長屋) 3DK 1 30-2

鹿島区 西町
RC造3階建

(2・3階 メゾネットタイプ)
4DK 1 1-202

市で整備した災害公営住宅に、東日本大震災の影響で家屋が全壊および半壊以上の判定を

受け解体した方、さらに原子力災害により避難し家屋を解体した方を対象として、空き住戸への

入居者を募集します。

募集住宅

申込資格

震災時点（平成２３年３月１１日）で南相馬市内に住所を有し、次のいずれかを満たす方

(1) 東日本大震災で住宅が全壊した方または住宅が半壊以上で家屋を解体もしくは解体が確実

な方

(2) 福島第一原子力発電所事故によって避難指示を受けた方で、家屋を解体もしくは解体が確

実な方

※ ただし、以下の条件に当てはまる場合は申し込みできません。

・税または公営住宅の家賃の滞納がある。

・世帯員に「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」で規定する暴力団員がいる。

応募多数の場合は公開抽選会で入居決定しますが、申込資格(1)の方を優先します。

入居日

１１月１日（火）

申込期限

１０月１４日（金） ※郵送の場合は当日必着

申込方法

市役所各申込窓口へ、「災害公営住宅入居申込書」を提出してください。

申込書は、市役所各申込窓口で配布しています。また、市役所ホームページからもダウンロー

ドできます。

次ページへ続きます



添付書類

住民票（世帯全員が記載されているもの）

所得証明書（入居希望者全員分）

納税証明書（入居希望者全員分）※完納証明書でも可

その他下記の書類

・申込資格(1)の方：全壊の方はり災証明書の写し、半壊以上の方はり災証明書の写し、家屋

の解体証明書または解体申出書の写し

・申込資格(2)の方：家屋の解体証明書か解体申出書の写し

市役所各申込窓口

・南相馬市役所 建築住宅課

・小高区役所 産業建設課 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日、祝日を除く）

・鹿島区役所 産業建設課

【郵送先・問い合わせ先】

〒975－8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

南相馬市役所 建築住宅課 市営住宅係

0244-24-5253

被災自治体News

TEL

7浜通り×さんじょうライフvol.278 

被災家屋の解体受付センター追加（南相馬市原町区内）のお知らせ

10月3日HP更新

問い合わせ ふるさと再生課 環境係 0240-34-0230TEL

解体申請受付センターについて、この度、二本松事務所横の事務所に加え、南相馬市原町区

でも浪江町の被災建物解体の受け付けができるようになりました。

環境省被災建物解体受付センター

受託業者：株式会社 高島テクノロジーセンター

所在地：南相馬市原町区錦町1丁目132-1 レスディビル 2階東

電話番号： 0120-664-123

受付時間：午前９時～午後５時（土、日、祝日、年末年始を除く）

浪江町からのお知らせ



被災自治体News

高齢者等インフルエンザ予防接種を実施します

10月3日HP更新

インフルエンザは、毎年秋から春先にかけて流行する感染症です。インフルエンザワクチンの接

種は、免疫力が低下している高齢者にとって、ウイルスに感染しにくくしたり、感染した場合重症

化を防いだりする効果が期待できます。

接種を希望する方は医療機関で接種してください。

※ 予防接種を受ける法律上の義務はありません。

対象者

接種日に浪江町に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方

６５歳以上の方

６０歳以上６５歳未満であって心臓、じん臓、呼吸器の機能に障がいまたはヒト免疫不全ウイル

スにより免疫の機能に障がいのある方

※障がいについては、身体障害者手帳１級に相当する程度

接種内容

皮下に１回接種

接種期間

１０月１５日～１２月３１日

福島県外の医療機関で接種する場合

避難先市区町村にお問い合わせください。

予診票は避難先自治体の予診票を使用できます。

市区町村によっては、無料で接種できない場合があります。一度実費をお支払いいただくことに

なりますが、町で費用を負担しますので、領収書（原本）、予診票（写し可）を添えてご請求くださ

い。

医療機関に持って行くもの

健康保険証

予防接種予診票

インフルエンザ予防接種済証

問い合わせ 健康保険課 健康係 0243-62-0168TEL

三条市で接種する方は、
広報さんじょう１０月１日号の１６ページ、

または 浜通り×さんじょうライフ９月２１日号の１５ページ
をご覧ください。

浜通り×さんじょうライフvol.2788
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浪江町商工会 町内業務再開のお知らせ

10月4日HP更新

問い合わせ
浪江町商工会
浪江町大字権現堂字下川原9-1

0240-35-3321(開館日のみ)
0243-22-9100

TEL

浪江町商工会は、１０月４日から町内の事務所にて一部の業務を

再開しました。

地域経済の復興を後押しする経営支援拠点づくりを目指してい

ます。

事業再開・再開後の相談など、事業者の皆さまのお役に立てれ

ば、と考えておりますのでお気軽にご相談ください。

開館日時

毎週火曜日・木曜日(祝日を除く) 午前１０時～午後３時

※ 会議・出張と重なる場合は、日程が変更になることがあります。

問い合わせ まちづくり整備課 建設係 0240-34-0244TEL

通行止め

迂回路

町道両竹請戸線復旧工事に伴い、下記の期間中、町道の通行止めを行います。

通行止め期限

平成２９年３月１７日

施工業者：豊工業（株)

（請戸地内）町道両竹請戸線復旧工事に伴う通行止めのお知らせ

10月1日HP更新



町長メッセージ

10月1日HP更新

実りの秋を迎えました。９月には相次いで大きな台風が日本列島を襲い、岩手県や北

海道など北日本に甚大な被害をもたらしました。昨年は茨城県で鬼怒川が、宮城県で

渋井川が氾濫し、大災害をもたらしたことは記憶に新しいところです。双葉町内の台風の

被害は確認されなかったものの、災害はいつどこで起こるかわからないことを改めて肝に

銘じました。

以前から福島県に要望しておりましたアーカイブ拠点施設について、８月２９日に県の

新生ふくしま復興推進本部会議において、要望どおり双葉町への整備が決定されました。

アーカイブ拠点施設へ多くの人が訪れることは、大震災と原発事故という複合災害によ

ってもっとも深刻な被害を受けた町の一つである双葉町の復興の加速化につながるもの

であると考えております。今後、県には町と十分な協議をしながら、情報発信拠点にふさ

わしい施設を整備するよう求めていきたいと考えております。

また、９月６日には、独立行政法人都市再生機構と「双葉町内復興拠点の整備等の

復興まちづくりの覚書」を締結いたしました。この覚書は、復興まちづくりに関する計画、調

査、設計等に関し、機構から技術的な助言及び提案やノウハウの提供その他の技術的

支援を受けるために取り交わしたもので、双葉町の復興拠点整備等の一層の加速化を

図ってまいります。

これまで内装・設備等の改修を進めてきた双葉町コミュニティーセンターの工事が完了

し、９月１０日から双葉町の帰還困難区域では初めてとなる町内の一時立ち入りの際の

休憩施設として利用が開始されております。一階の多目的スペースを開放し、水洗式トイ

レや飲料水の提供が可能になっておりますので、一時立ち入りの際には、お立ち寄りいた

だきたいと思います。

また、国道６号沿いの田中合名会社のガソリンスタンドも再開いたしました。

少しずつではありますが、復興に向けた取り組みが実現に向かって進んでいると感じて

います。

双葉町からのお知らせ

次ページへ続きます

被災自治体News
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被災自治体News

双葉町民の避難状況
【都道府県別】 平成28年10月1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

北海道 14 埼玉県 850 岐阜県 6 鳥取県 - 佐賀県 4

青森県 12 千葉県 172 静岡県 32 島根県 16 長崎県 5

岩手県 9 東京都 330 愛知県 4 岡山県 4 熊本県 2

宮城県 245 神奈川県 182 三重県 - 広島県 4 大分県 6

秋田県 11 新潟県 159 滋賀県 1 山口県 - 宮崎県 -

山形県 31 富山県 13 京都府 10 徳島県 - 鹿児島県 13

福島県 4,072 石川県 19 大阪府 5 香川県 - 沖縄県 4

茨城県 462 福井県 5 兵庫県 2 愛媛県 5 海外 4

栃木県 161 山梨県 14 奈良県 - 高知県 - 合 計 6,953

群馬県 41 長野県 15 和歌山県 - 福岡県 9

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

福島市 303 田村市 23 西郷村 36

会津若松市 63 南相馬市 212 矢吹町 31

郡山市 713 伊達市 13 棚倉町 11

いわき市 2,099 本宮市 47 塙町 8

白河市 229 桑折町 5 三春町 12

須賀川市 64 鏡石町 9 広野町 33

喜多方市 9 猪苗代町 17 新地町 8

相馬市 61 会津坂下町 11 その他 26

二本松市 15 会津美里町 14 合 計 4,072

(前月 6,962)

所在 人数

福島県内に避難している方 4,072

福島県外に避難している方 2,881

＊所在不明者 3人
うち津波による行方不明者 1人

＊死亡者 507人
うち災害関連死亡者 163人

(前月 4,071)

１０月２日には震災後初めての双葉町敬老会をスパリゾートハワイアンズで開催いたしま

す。バスでの送迎もありますので、多くの高齢者の皆さんのご出席をお待ちしております。ア

トラクションとして木村友衛歌謡ショーも予定しておりますので、双葉町を思い出しながら懐

かしい歌をお聴きいただきたいと思います。

また、１０月１４日からは県内外１４カ所で町政懇談会を開催いたします。広く町民の皆

さまの意見を町政に反映する機会ですので、ぜひご出席いただきご意見やご提言をお聞

かせ願いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

過ごしやすい季節になりましたが、寒さに向かう時節ですので、健康管理にはくれぐれも

ご注意されますようお願いいたします。

双葉町長 伊澤 史朗
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平成28年度町政懇談会開催のお知らせ

10月1日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.27812

町民の皆さまには、東日本大震災ならびに福島第一原子力発電所の事故から５年半が経過し

た今も、将来へのさまざまな不安を抱えながら、避難生活を送られていることと思います。

このような中、双葉町は、町の復旧・復興と町民の皆さまの生活再建などの課題に全力を挙げて

取り組んでいるところです。

今回、町政全般について、町民の皆さまの率直な意見や要望などをお伺いしたく、下記のとお

り町政懇談会を開催しますので、出席くださいますようお願いします。

双葉町いわき事務所 大会議室

いわき市東田町2丁目19-4
いわき市午前10時～正午11月26日(土)

白河市産業プラザ人材育成センター 1階研修室

白河市中田140
白河市午後3時～5時

会津大学 中講義室M10

会津若松市一箕町鶴賀字上居合90
会津若松市午前10時～正午

11月19日(土)

栃木県宇都宮産業展示館 2階大会議室

栃木県宇都宮市元今泉6丁目1-37

栃木県

宇都宮市
午後2時～4時11月18日(金)

柏崎市文化会館アルフォーレ 大会議室

新潟県柏崎市日石町4-32

新潟県

柏崎市

午前9時30分

～11時30分
10月30日(日)

全国町村会館 2階第3会議室

東京都千代田区永田町1丁目11-35

東京都

千代田区
午後2時～4時

千葉市生涯学習センター 3階特別会議室

千葉県千葉市中央区弁天3丁目7-7

千葉県

千葉市
午前10時～正午

10月29日(土)

加須文化・学習センターパストラルかぞ 1階展示室

埼玉県加須市上三俣2255

埼玉県

加須市
午後3時～5時

つくばイノベーションプラザ 大会議室

茨城県つくば市吾妻1丁目10-1

茨城県

つくば市
午前10時～正午

10月28日(金)

ビッグパレットふくしま 1階マルチパーパスルーム2

郡山市南2丁目52
郡山市午後3時～5時

福島県青少年会館 第1研修室

福島市黒岩字田部屋53-5
福島市午前10時～正午

10月21日(金)

戦災復興記念館 展示ホール

宮城県仙台市青葉区大町二丁目12-1

宮城県

仙台市
午後3時～5時

南相馬市市民情報交流センター 2階大会議室

南相馬市原町区旭町二丁目7-1
南相馬市午前10時～正午

10月20日(木)

いわき市中央公民館 1階大講義室

いわき市平字堂根町1-4
いわき市午前10時～正午10月14日(金)

場所時間月日

問い合わせ 秘書広報課 0246-84-5202TEL



被災自治体News

富岡町からのお知らせ

毛萱街道踏切の廃止について

9月28日HP更新

毛萱街道踏切の廃止に伴い、１０月１０日以降毛萱街道踏切の通行はできなくなります。

今後、JR常磐線から東側に行く方は、仏浜街道踏切をご利用ください。
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問い合わせ 復旧課 管理係 0240-25-8226TEL



被災自治体News

除去土壌などの輸送

10月4日HP更新

郡山市からのお知らせ

問い合わせ 原子力災害総合対策課 024-924-4731

浜通り×さんじょうライフvol.27814

国は、平成２６年１１月に「中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る基本計画」を策定し、平

成２７年度に、本格輸送に先立ち、輸送手段の効率性や対策の効果の確認などを行うため、県内

４３自治体からそれぞれ１,０００立方メートル程度の除去土壌などについて中間貯蔵施設へ「パイ

ロット輸送」を実施し、平成２８年度においては、本格輸送に移行したところです。

平成27年度パイロット輸送

本市では、除染方針同様、空間線量率の高い区域や生活圏、特に子どもが利用する施設を優

先し、直接輸送できることに加え、平成２３年４月時点の線量測定値(地上１cm)が、４.０μ㏜/h以

上であった小・中学校のうち、各学校の事情などを総合的に勘案し、パイロット輸送の対象を選定

しました。

輸送における役割分担として、本市は各校に保管されている除去土壌などの掘り起こしや保管

容器（フレコンなど）への詰め込みを行い、国は除去土壌などを中間貯蔵施設予定地内保管場

へ輸送しました。

平成28年度の除去土壌などの輸送

平成27年7月27日

平成27年8月27日

平成27年7月28日

輸送開始時期

平成27年8月19日4.3440.6安積第二小学校

平成27年9月9日4.2474.0高倉小学校
中間貯蔵施設
予定地内保管場
（双葉町）

平成27年8月11日5.5342.2薫小学校

輸送先輸送完了時期
空間線量率
(μ㏜/h)

保管量
(㎥)

輸送対象

平成28年10月下旬平成28年10月6日約1,000西田町土棚地区

平成28年10月4日平成28年9月27日約500富久山クリーンセンター内

輸送終了平成28年8月5日1,037根木屋小学校旧校舎跡地

環境省と調整中

平成28年10月中旬

輸送開始時期

環境省と調整中約1,700東山霊園内

中間貯蔵施設
予定地内保管場
（大熊町）

平成28年11月中旬約2,300旧豊田貯水池内

輸送先輸送完了時期
輸送予定
土量(㎥)

輸送対象一時保管場

TEL



被災自治体News

福島県から県外への避難状況

10月3日HP更新

問い合わせ 避難者支援課 024-523-4250、4157

福島県からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.278 15

TEL



53LDK
戸建て

（2階建て）

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

62LDK

一般住宅

戸建て
（平屋）平沢

(ペット可)
三春町

13LDK

23LDK

一般住宅

平成29年度前期13LDK一般住宅1号棟若宮

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

23LDK一般住宅

2戸1棟
または
戸建て

（2階建て）

高萩
(ペット可)

いわき市

23LDK一般住宅1号棟年貢町

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町、
飯舘村、川俣町

43LDK一般住宅
2戸1棟

（2階建て）
壁沢
(ペット可)

川俣町

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

12LDK優先住宅57号棟柴宮

平成29年7～9月富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町、
飯舘村

12LDK

1号棟
表
(ペット可)二本松市

12LDK一般住宅20号棟北信

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

会津若松市

2戸1棟
（平屋）

優先住宅

22LDK

1LDK 5一般住宅
2戸1棟
（平屋）

城北
(ペット可)

白河市

平成28年12月以降

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町、
飯舘村

福島市

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

平成28年12月以降

12LDK一般住宅
南湖南
(ペット可)

郡山市

住宅種別
入居可能時期

(予定)

34計

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）のみが申し込みできます。

【申し込み締め切り】

１０月２４日(月)
※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。

避難指示解除後は申し込みができません！

福島県が整備する復興公営住宅は、避難指示を受
けている方を対象としているため、今後、避難指示
が解除となった場合、避難指示が解除された区域の
方は復興公営住宅への申し込みができなくなります
のでご注意ください。

定期募集は、すでに募集が終了した復興公営住宅で、空室が生じた場合にとりまとめて定期的に
行われる募集のことです。
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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
車
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 

TEL 0256-34-5855

※受付で「ひめさゆりカード」を提示していただくと、

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

浜通り×さんじょうライフvol.278 17

問い合わせ 交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０

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」

引き換え券を
忘れずに！

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

51

4

1

1

4

7

5

29

世帯数

113

10

5

1

7

17

8

65

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(2016.10.5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

１０月の『ひばり』

ひばり休み

ひばり休み

一時帰宅
(南相馬市)

ひばり
版画教室

ひばり休み

体育の日

お米配布
最終日

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

６日

２２日２１日２０日１９日１８日１７日１６日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり
茶話会

こども芋ほり
体験ひばり休み

浜通り配布
ひばり休みひばり休み

１５日１４日１３日１２日１１日１０日９日

８日７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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