
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

11月2日発行

Vol.282

●三条市News

2310 日

市民の皆さんなどが協力して海岸防災林の再生に取り

組む「第4回市鎮魂復興市民植樹祭」が、原町区萱浜地

区で行われました。

２ページをご覧ください。



2310 日

被災自治体News
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市民の皆さんなどが協力して海岸防災林の再生に取り組む「第4回市鎮魂復興市民植樹祭」

が、原町区萱浜地区で行われました。

市内外から約2,000人が参加し、震災がれきを活用した5,000平方メートルの造成地に

21種類の苗木合わせて約3万本を植えました。



15 ・1610 土

被災自治体News

「おだか秋まつり」がJR小高駅前通りの歩行者天国で開催され、会場は親子連れなど大勢

の人で連日にぎわいました。

おだか秋まつりは小高区文化祭に合わせて開かれ、秋晴れが続いた会場では、バラエティ

豊かなステージショーや富くじ入り投げもちなど多彩なイベントが展開されました。

来場者は大いに盛り上がり、秋の一日を満喫していたようでした。

日
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3,730

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10月27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 3,730 群馬県 125 愛知県 20 広島県 5 島根県 1

宮城県 1,373 長野県 57 青森県 18 大分県 5 和歌山県 -

東京都 516 北海道 55 京都府 16 宮崎県 5 鳥取県 -

山形県 492 山梨県 54 福井県 12 三重県 4 徳島県 -

茨城県 492 秋田県 42 沖縄県 12 富山県 3 高知県 -

新潟県 490 岩手県 38 岐阜県 10 香川県 3 熊本県 -

埼玉県 440 静岡県 34 滋賀県 9 愛媛県 3 鹿児島県 -

栃木県 347 石川県 28 岡山県 8 佐賀県 3 海外 10

千葉県 278 大阪府 23 福岡県 8 山口県 2 合 計 9,079

神奈川県 276 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 955 喜多方市 32 大玉村 9 古殿町 5

相馬市 883 本宮市 31 磐梯町 9 広野町 5

いわき市 540 会津坂下町 22 棚倉町 9 泉崎村 4

郡山市 452 西郷村 19 三春町 9 楢葉町 3

会津若松市 169 鏡石町 15 南会津町 7 天栄村 2

新地町 156 川俣町 14 金山町 7 鮫川村 2

須賀川市 83 猪苗代町 14 会津美里町 6 浅川町 2

二本松市 82 桑折町 13 矢吹町 6 小野町 2

伊達市 78 田村市 12 矢祭町 6

白河市 49 西会津町 11 北塩原村 5

71,561人平成23年3月11日現在の人口

6.287人市内転居

15,350人

11人

10,252人

5,087人

9,079人

(5,349人)

9,079人

47,132人

2,563人

3,170人

35,112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

56,070人71,561人計

42,558人47,116人原町区

12,578人11,603人鹿島区

934人12,842人小高区

平成28年
10月27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)

(10/20 9,092)
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被災自治体News

「高校生による小高区への提案事業 市長への公開プレゼンテーション」

の開催について 10月31日HP更新

高校生が、自分たちが取り組んだ実践活動の報告と小高区復興・再生に向けた提案を行う「市

長への公開プレゼンテーション」を開催します。

若者の視点による提案の小高区復興・再生事業への反映と本市の将来を担う人材の育成を目

的に実施している「高校生による小高区への提案事業」の一環として開催するものです。

この機会に、ぜひ、若者の『ふるさと復興・再生への思い』に触れてください。

とき

１１月１２日（土） 午後１時～３時

ところ

小高生涯学習センター「浮舟文化会館」 ホール

内容

高校生自らが実践活動に取り組むとともに、ワークショップや小高区内フィールドワーク、小高区

内での合宿を実施して整理した小高区の復興・再生に向けた提案を市長にプレゼンテーションし

ます。

（1）高校生の実践活動報告

（2）小高区の復興・再生に向けた提案

（3）市長講評

問い合わせ 小高区 地域振興課 0244-44-6716TEL

昨年11月8日に市民情報交流センターで行われた公開プレゼンテーションの様子

浜通り×さんじょうライフvol.282 5
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【募集】災害公営住宅 空き住戸の入居者を募集します

11月1日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.2826

1-20214DK
RC造3階建

(2・3階 メゾネットタイプ)
西町鹿島区

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

原町区 大町南 RC造3回建 3DK 1 206

次ページへ続きます

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

１２月１日（木）

申込期限

１１月１４日（月） ※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。



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

原子力損害賠償に関する説明会開催

南相馬市データ放送10月25日更新

原子力損害賠償のポイントや請求方法に関する説明会を開催します。(予約不要)

日時・会場

１１月１０日（木）、２４日（木） 午後６時３０分～７時３０分

南相馬市役所 東庁舎

内容

（１）住居確保損害賠償について

（２）生命・身体的損害賠償、就労不能損害賠償について

※ （１）は旧避難指示区域内（２０ｋｍ圏内）に住んでいた人が対象です。

問い合わせ 原子力損害対策課 0244-24-5337TEL
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平成29年1月4日から個人番号カードを利用して証明書のコンビニ交付が

始まります 11月1日HP更新

市では、個人番号（マイナンバー）カードを利用して、全国のコンビニエンスストアのマルチコピ

ー機から各種証明書を取得できるサービスを開始します。

土・日曜日、祝日や夜間など市役所が開庁していないときでも、住民票の写しや印鑑証明書な

どが取得できます。

証明書のコンビニ交付には個人番号カードが必要です。現在、初回交付手数料が無料ですの

で、この機会に個人番号カードを取得してください。

コンビニ交付サービスを利用するためには

本市に住民登録があり、「利用者証明用電子証明書」（暗証

番号４桁）が搭載されている写真付き個人番号カードが必要

です。

まだ個人番号カードをお持ちでない方でコンビニ交付サー

ビスを受けたい方は、通知カードに同封の申請書または各区

窓口で申請書を取得して申請してください。

詳しくは市民課または各区市民福祉課へお問い合わせくだ

さい。

サービス提供時間

午前６時３０分～午後１１時（１２月２９日～１月３日およびメンテナンス日を除く）

取扱店舗

全国のセブン－イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクスの各店舗

サービスの利用方法

コンビニに設置されているマルチコピー機に、利用者証明用電子証明書が格納された個人番

号カードをセットして、メインメニューから「行政サービス」を選択し画面の操作案内に従って手続

きします。

取得できる証明書

200円戸籍の附票の写し

本市に住民登録があり、かつ本市に本籍がある本人および同
一戸籍の方の現在の戸籍証明書および戸籍の附票

450円戸籍全部(一部)事項証明書

200円所得証明書

本市に住民登録がある本人の 新年度および過去3カ年度の
証明書

200円課税所得証明書

本市で印鑑登録している本人の証明書200円印鑑登録証明書

本市に住民登録がある本人および同一世帯の方の現在の住民
票

200円住民票の写し

留意事項手数料（1通）証明書の種類

次ページへ続きます



被災自治体News

問い合わせ 市民課 0244-24-5235TEL

利用の注意事項

「利用者証明用電子証明書」（暗証番号４桁）を連続して３回間違えると、ロックがかかり利用で

きなくなります。（解除には市民課または各区市民福祉課への申請が必要です。）

証明書が１通あたり複数枚にわたる場合、ホチキス留めがされていませんので、ページ番号を

確認の上、取り忘れに注意してください。

コンビニ交付で取得された証明書の差し替えや返金を行うことができません。

住民基本台帳法による支援措置を受けている方の住民票の写しの交付はできません。

出生届や婚姻届、死亡届などの戸籍の届け出を提出した場合、戸籍の記載および住民票へ

の反映までは１～２週間程度時間を要します。その期間は証明書の発行はできません。

本市に本籍があり市外に住民登録がある方でも戸籍の証明書の取得が可能です

市外に住民登録がある方でも、本市に本籍があれば、戸籍に関する証明は取得可能です。

その際は、事前に本市利用登録申請が必要になります。（初回のみ）

ICカードリーダーを装備したパソコンからインタ

ーネット経由、もしくはコンビニのマルチコピー機

（セブン－イレブンのみ）から利用登録申請をして

ください。

※本市に住民登録があり本市に本籍がある方に

ついては利用登録申請は不要です。

今週の番組（90分） ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 平成28年 第16期生戴帽式 相馬看護専門学校 [20分]

3. 第2回響き合うブラス＆コーラスコンサート [30分]

4. 5年目のふるさと ～帰還のさきにあるもの～ Vol.1

広報みなみそうま連動企画 [15分]

5. JAふくしま未来 第1回JAまつり [10分]

6. 小高まちあるき ～5年目の息吹を求めて～ [7分]

7. 南相馬市民の歌 原町混声合唱団 [4分]

8. リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容[11/2～11/9]

今週は、市主催のコンサート
「第２回響き合うブラス＆コーラ
スコンサート」、広報みなみそう
ま連動企画「５年目のふるさと」
などをお届けします。

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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浪江町仮設商業施設「まち・なみ・まるしぇ」 営業時間のお知らせ

10月27日HP更新

浪江町仮設商業共同店舗施設「まち・なみ・まるしぇ」がオープンしました。

各店舗の取扱品、営業時間は下記のとおりです。

浜通り×さんじょうライフvol.28210

浪江町からのお知らせ

問い合わせ 産業振興課（農業委員会） 商工労働係 0240-34-0247TEL

日・祝11:00～16:00海鮮丼、寿司など海鮮和食処 くろさか

土・日・祝
10:00～15:00
(飲食提供は11:00から)

なみえ焼そば、各地のＢ－1
認定商品など

浪江焼麺太国アンテナショ
ップ

土・日・祝9:00～16:00
クリーニング、コインランド
リー

せんたくじゃぶじゃぶ
hope one group

月・木・金・日
(第１・３日曜日
は営業)

11:00～15:00喫茶店カフェ コスモス

コインランドリー

日替わり定食、弁当

浪江の土産品、季節商品など

金物、ホームセンター用品な
ど

飲料、日用雑貨など

生鮮食品、弁当など

取扱品目

未定9:00～17:00ウォッシュキャンプ 浪江

水・土・日11:00～14:30キッチン・グランマ

月・火
10:00～16:00
(冬季は15:00まで)

ミッセなみえ(浪江町商工
会)

土・日・祝10:00～15:00
渡辺政雄家具店ホームセン
ター部

土・日10:00～17:00リラクア

日9:00～17:00
ローソンＳ 浪江町まち・
なみ・まるしぇ店

定休日営業時間店舗名



被災自治体News

【準備宿泊をされる町民の皆さんへ】

生活に必要な物品の購入や役務の経費を補助します 11月1日HP更新

町では、町民が帰町し生活を再開する際に必要となる物品および役務の経費について補助す

る、「帰還時必要物品等に係る割引事業」を実施します。

これは、浪江町民が準備宿泊の登録をして、対象となる商品を購入した場合に３割(１回当たり

の補助上限は１万円)を補助するものです。

３割引を受けることのできる方

「被災証明書」または「り災証明書」をお持ちの方で、準備宿泊登録をされた方

割引対象期限

平成２９年１月３１日(火)

※ この期限内で、３割引を受けることのできる方が、準備宿泊開始の手続きをし、「登録カード」の

交付を受けた日から対象になります。

割引対象商品

下記対象店舗で取り扱っている商品の内、日用雑貨品、衣料品、食器類、保存食品、家具、家

電製品、ガソリン、リフォーム費用など

※ 生鮮食品代、飲食代、商品券、プリペイドカードなどの換金性の高いもの、不動産取得に関わ

る費用などは対象となりません。

対象店舗

●町内再開事業者

リフォーム、クロス、畳、襖、カーテン
他

0244-26-9773有限会社ワタナベ装商

日用品、飲料0240-24-0037ローソン浪江町役場前店

リフォーム等に係る材料 他0240-23-6515株式会社ニーズ 浪江支店

土木資材(個人向け)0240-34-3943株式会社ダイイチ

家電製品、電気設備0240-35-3258相双電気株式会社

燃料給油・配達、オイル交換、タイヤ販
売 他

0240-35-3116昭和シェル石油 株式会社渡辺商店

刈払機用刈刃、除草剤、オイル各種、各
種修理

0240-35-3333常磐菱農株式会社

ガソリン、軽油、灯油、プロパンガス0240-34-6111コスモ石油浪江ＳＳ (株)叶屋

ガソリン、軽油、灯油0240-24-0170カーエネクス セルフなみえＣＳ (株)叶屋

車両一般整備0240-34-5556有限会社泉田自動車工業所

引越業務024-953-7361株式会社アップル引越センター福島

木製品0240-34-5165朝田木材産業株式会社

リフォーム関連0244-26-6008會津鉄建工業株式会社

対象商品電話番号事業所名

次ページへ続きます

浜通り×さんじょうライフvol.282 11
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桑折駅前災害公営住宅入居者の公募について

11月1日HP更新

桑折町では、災害公営住宅入居者の募集を行います。入居を希望される方は、別添要項をご

確認の上お申し込みください。

募集住宅

桑折駅前災害公営住宅 （桑折町字東段30番6他）

木造２階建て ３ＬＤＫ ４戸

※ペット可（室内でのみ、２匹まで飼育可能）

募集期間

１１月８日（火）～２５日（金） ※１１月２５日必着

入居資格

(1) 平成２３年３月１１日時点で浪江町民であること

(2) 避難指示区域の外に居住可能な住居（自己所有の住宅等）を有していないこと

(3) 地方税の滞納がないこと

(4) 入居申込者または同居者が暴力団でないこと

次ページへ続きます

●仮設商業施設 まち・なみ・まるしぇ内の対象店舗

清掃用品、作業用品など0243-22-8123渡辺政雄家具店ホームセンター部

日用品、飲料 他0240-34-1166ローソンＳ 浪江町まち・なみ・まるしぇ店

親父の小言、雑貨関連0240-34-7257リラクア

浪江町の名産品、地元業者の商品0240-34-1012ミッセなみえ(浪江町商工会)

保存食品、食器0240-34-7260浪江焼麺太国アンテナショップ

クリーニング取り次ぎ、洗剤などの販売0240-34-7235
せんたく じゃぶじゃぶ

hope one  group

対象商品電話番号事業者名

※ 対象店舗は対象店舗ステッカーが店頭にありますので

ご確認ください。

※ また、対象店舗で取り扱っている商品や役務でも、補助

対象外の商品や費用は３割引にはなりません。

問い合わせ 産業振興課（農業委員会） 商工労働係 0240-34-0247TEL
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TEL

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

入居の時期

平成２９年３月入居予定

※工事の進捗状況により前後することがあります。

【問い合わせ・申込先】

桑折町役場 分庁舎1階

まちづくり推進課 土地開発係

024-582-2124

（午前８時３０分～午後５時 土・日曜日、祝日を除く）

桑折駅前団地(災害公営住宅)の第2期整備
を進めています

桑折駅前団地は、ＪＲ桑折駅から徒歩５分の市街地に立地し、平成２７年５月に第１期分

４７戸が完成しました。同年６月から東日本大震災で被災した桑折町民と長期避難を余儀な

くされている浪江町民の方々がこの団地で生活しています。

第２期整備分の３９戸は、先に整備した地区の東側に整備中です。浪江町民のさらなる生

活の安定を図るため、浪江町と協定を結び、福島再生加速化交付金《長期避難者生活拠点形

成（コミュニティ復活交付金）》の交付を受けています。

また、利便性・安全性向上のため周辺の町道もあわせて改良整備していく計画です。

なお、整備にあたっては、福島県に代行整備していただいています。

（桑折町ホームページから）

《10月28日撮影》
10月末現在、造成工事が完了しました。
現在は建築工事が着々と進められています。

浜通り×さんじょうライフvol.282 13



町長メッセージ

11月1日HP更新

山々が赤く色づき、朝夕の冷え込みが厳しい季節になりました。

１１月３日には、町表彰式並びに埼玉県加須市との友好都市盟約締結式を挙行いたします。

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故により、双

葉町は全町避難を余儀なくされ、川俣町、さいたまスーパーアリーナを経て、４月１日から埼玉

県加須市にある旧騎西高校に避難所とともに役場機能を設置いたしました。加須市の皆さまに

は物心両面にわたり支援をしていただき大変お世話になりました。

平成２５年６月に役場機能をいわき市に移し、避難所（旧騎西高校）を閉鎖した後も騎西総

合支所に埼玉支所を置かせていただいており、加須市の幼稚園、小、中学校に子どもたちが

学び、騎西藤まつりや市民平和祭などを通して市民の皆さまと交流が行われています。現在もな

お約５００人が加須市で避難生活を送る中、継続的な支援をいただいております。

約２年３カ月の間、役場機能を加須市に置き、業務を行ったことは双葉町の歴史に深く刻ま

れることであります。このような加須市とのご縁を大切に今後も加須市民の皆さまのご厚意に対す

る感謝の念を引き継ぐとともに、今後、加須市との交流の輪を広げ、友好の絆を一層強固なもの

としていきたいと考えます。盟約締結式には大橋良一加須市長はじめ市議会議員の皆さまにも

ご出席いただきます。

１０月１４日から県内外１４カ所での町政懇談会をスタートさせました。１１月は栃木県宇都宮

市、会津若松市、白河市、いわき市で開催いたします。町からは、復興まちづくり計画（第二

次）の検討状況や生活サポート補助金、町共同墓地等について説明しております。御足労をお

かけいたしますが、お近くの会場にお越しいただき、ご意見やご提言をお聞かせくださいますようお

願いいたします。

中間貯蔵施設整備等影響緩和補助金いわゆる「生活サポート補助金」事業を開始し、１０

月３日より受付が始まっております。この制度は町民の皆さまの今後１０年間の生活再建を少しで

も支援するもので、避難生活により発生する移動経費や就業に向けての職業訓練、資格取得

のための受講費、風評被害緩和対策としての福島県内産品の購入費、高齢者等の日常生

活に係るタクシー代等の経費が対象になります。大熊町との合同による説明会や個別相談会

等も避難先各地で開催しておりますので、お忘れなく申請手続きを行ってください。

風が冷たくなってきましたので、体調管理にはくれぐれもご留意されますようお願いいたします。

双葉町長 伊澤 史朗

双葉町からのお知らせ

被災自治体News
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双葉町民の避難状況
【都道府県別】 平成28年11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 849 岐阜県 6 鳥取県 - 佐賀県 4

青森県 12 千葉県 173 静岡県 32 島根県 17 長崎県 5

岩手県 9 東京都 329 愛知県 4 岡山県 4 熊本県 2

宮城県 246 神奈川県 178 三重県 - 広島県 4 大分県 6

秋田県 11 新潟県 160 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 4,082 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 6,961

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 22 西郷村 36

会津若松市 63 南相馬市 214 矢吹町 31

郡山市 717 伊達市 12 棚倉町 11

いわき市 2,107 本宮市 47 塙町 8

白河市 227 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 4,082

(前月 6,953)

所在 人数

福島県内に避難している方 4,082

福島県外に避難している方 2,879

＊所在不明者 3人
うち津波による行方不明者 1人

＊死亡者 512人
うち災害関連死亡者 163人

(前月 4,072)

浜通り×さんじょうライフvol.282 15

生活物資支援事業のお知らせ

10月31日HP更新

毎年、町民の皆さまからご好評をいただいています生活物資の支援につきまして、今年も避難

世帯ごとに、「ゆうぱっく」で１２月中の配送を予定しています。

届け先は、町に届け出のある避難先にしているところですが、例年、「保管期限満了」や「あて所

なし」で多くの配送物が戻ってきています。

皆さまに確実に受け取っていただくためにも、届出避難先の変更の手続きを、また不在通知が

投函されていましたら早めのお受け取りをよろしくお願いします。

なお、生活物資の受け取りを辞退される場合は、１１月１８日（金）までにご連絡ください。

問い合わせ 産業課 商工労政係 0246-84-5214TEL
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「（バスが）来たぞ～」

この言葉に、そわそわする県南双樹会の皆さん。

震災ぶりに会う方も多く、バスを降りた瞬間から抱き合う姿も見られました。そして気付け

ば、皆さんの目には涙が浮かんでいました。

楽しかった時間はアッという間に過ぎていきましたが、最後に集合写真を撮り、

「この写真を、この場所に飾って、また皆さんと会える日を楽しみにしています！また会いま

しょう！」という県南双樹会舘林会長の言葉で、交流会は終わりました。

美味しい嬉しい交流
～東京ふれあい双葉会×県南双樹会交流会～

10月17日(月)、福島県白河市で、東京ふれあい双葉会と県南双樹会との交流会が開催され

ました。

浜通り×さんじょうライフvol.28216

震災からさまざまな出来事があり、一人一人その苦労を乗り越え、今日を迎えた皆さん。

やっと再会できた喜びと、すぐには会えない寂しさ、いろいろな感情が混ざっている状況の

中ではありましたが、短くも濃い時間の中にはたくさんの笑顔がありました。

県南双樹会さんの愛情詰まったカレーライスや、手品ショーが、さらに笑顔を増やし、笑い

声が響き渡ります。

今日のこの日まで、打ち合わせを重ね、実現したこの交流

会。東京ふれあい双葉会は、他の双葉町民グループとの初め

ての交流であり、県南双樹会の皆さんにとっても、福島県外

からのお客さまは初めてだったようです。

県南双樹会の皆さんは、特製のカレーライスを作って、東

京ふれあい双葉会の到着を待ちます。

次ページへ続きます
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今回の東京ふれあい双葉会の白河訪問は、笑顔を運ぶとてもよい交流の場となりました。

震災前までは、同じ町にいても知らない人が多かったという皆さんですが、少し話せば同じ

知人がいたり同じ話題でつながることもしばしば。つながりって不思議なものですね。

素敵な交流の場に参加することができ、私たちまで皆さんのパワーを分けていただいた気分

でした。また会いましょう～。

（ふたさぽ 芳門、飯嶋）

東京ふれあい双葉会は、白河郭内応急仮設住宅にも寄っていきました。

こちらでも、同級生同士や親戚同士など、久しぶりの再会があり、少しの時間ではありまし

たが、おしゃべりが止まらないひと時を過ごしていました。

浜通り×さんじょうライフvol.282 17



被災自治体News

平成28年度個人積算線量小中学生測定結果(第2回)

および未就学児童測定結果(第1回)について 10月24日HP更新

郡山市からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.28218

この度、小中学校児童生徒を対象とした第２回の測定結果および未就学児童を対象とした第

１回目の測定結果がまとまりました。

なお、今回の結果については、郡山市原子力災害対策アドバイザーの方々から測定者全員が

「健康に影響を与えるような数値ではない」とする専門的な知見をいただいています。

小中学生測定結果（第２回）

1. 測定総数 ３,９２７人

2. 測定期間 ６月２４日（金）～９月１日（木）の７０日間

3. 測定期間の自然放射線被ばく相当量０.１２mSvを除いた数値

■第2回測定結果分布（年間推計値）

年間推計値(mSv)

～0.05 ～0.47       ～1.04       ～1.56 ～2.09        2.09～

0.160.03平均値

0.05未満0.01未満低値

1.880.36高値

年間推計値測定値

1.04%

41

0.10～
0.19

90.76%

3,564

0.01～
0.09

8.17%

321

0.01未満

0.03%

1

0.30～
0.39

0.00%

-

0.20～
0.29

100%0.00%割合

3,927-人数

合計0.40以上mSv

次ページへ続きます

(単位：mSv）
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未就学児童測定結果（第１回）

1. 測定総数 ５,９２７人

2. 測定期間 ６月２２日（水）～８月３０日（火）の７０日間

3. 測定期間の自然放射線被ばく相当量０.１２mSvを除いた数値

■第1回測定結果分布（年間推計値）

年間推計値(mSv)

～0.05 ～0.47       ～1.04       ～1.56 ～2.09        2.09～

0.2590.0497平均値

0.05未満0.01未満低値

1.040.20高値

年間推計値測定値

3.16%

187

0.10～
0.19

96.07%

5,694

0.01～
0.09

0.74%

44

0.01未満

0.03%

-

0.30～
0.39

0.03%

2

0.20～
0.29

100%0.00%割合

5,927-人数

合計0.40以上mSv

問い合わせ
学校教育部学校管理課 024-924-3421
こども部こども未来課 024-924-3801

TEL

TEL
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震災と原発事故の影響で休止中の公立双葉准看護学院は、平成29年4月、南相馬市で再

開します。これに伴い、学生を募集します。

◆教育の目的

保健師助産師看護師法に基づき、看護に関する基礎的知識・技術・態度を習得させ、地

域における保健・医療・福祉の充実発展に寄与できる准看護師を育成する。

◆学科・修業年限および入学定員

・学科 准看護学科

・修業年限 2年

・入学定員 30人

◆受験資格

中学校卒業以上の心身健全なる者

◆入学金・授業料・その他必要経費

・入学金 30,000円

・授業料 月額17,000円 (半年分前納)

・教科書、参考書代 67,000円

・実習諸経費 30,000円

・その他必要経費

◆教育時間

1,890時間(2年間)基礎科目、専門基礎科目および専門科目

◆卒業後の資格

准看護師試験受験資格が得られ、合格後准看護師の免許を取得することができます。

准看護師から看護師になるためのコースに進むことができます。

問い合わせ 公立双葉准看護学院再開準備事務所 0244-32-0990TEL

平成29年2月10日(金) 午前11時 準備事務所合格発表

平成29年2月1日(水)

・筆記試験(国語、数学) ・面接 ・作文

試験会場:福島県立テクノアカデミー浜 (予定)

試験日程および受験科目

公立双葉准看護学院再開準備事務所願書提出先

平成29年1月4日(水)～1月27日(金) 必着願書受付期間

入学願書、調査書および卒業証明書

入学検定料10,000円

出願書類および受験手続

被災自治体News
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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、11月の食事会を開催します。

今回の主食も、下田地区の渡邉様から頂戴した新米を使わせていただきます。

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。

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。

と き １１月９日

ところ 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 １１月５日(土)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

７月の食事会メニュー

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
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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

7334南相馬市 計
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112
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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(2016.11.2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

１１月の『ひばり』

食推食事会

ひばり
茶話会

食推食事会
申込締切

ひばり
版画教室

ひばり休み ひばり休み

文化の日

ひばり休み

３日

1９日１８日１７日１６日１５日１４日１３日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

12日１１日１０日９日８日７日６日

５日４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

浜通り×さんじょうライフvol.28222

浜通り配布


