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●交流ルームひばり通信

11月9日発行

Vol.283

●ＪＲ東日本仙台支社

６11 日

小型無人航空機ドローンのレース大会「ドローンイン

パクトチャレンジ福島県南相馬市」が雲雀ヶ原祭場地で

開催されました。市民など約1,600人が来場し、世界

トップクラスの操縦士によるレースやドローンの操縦体

験などを楽しんでいました。

２ページをご覧ください。



６11 日

被災自治体News
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小型無人航空機ドローンのレース大会「ドローンインパクトチャレンジ福島県南相馬市」が雲雀ヶ

原祭場地で開催されました。市民など約1,600人が来場し、世界トップクラスの操縦士によるレース

やドローンの操縦体験などを楽しんでいました。

レース大会は、市と県の主催。本市に国の「イノベーション・コースト構想」のための中核施設で

あるロボットテストフィールドと国際産学官共同利用施設の立地が決定したことから、市民のドロー

ンへの関心を高めることなどが目的です。

会場が、相馬野馬追のメーン会場であることにちなんで、空中に放たれた布をドローンでからめ取

る「神旗争奪戦」も行われました。ドローン操縦体験では、来場者が磁石を吊るしたドローンを携帯

端末で操作し、お菓子を拾い上げるなどしていました。

また、会場では「ロボテスわっしょい秋祭り」も併催されました。福島ガイナックス製作の本市を

舞台にしたアニメ「レスキューアカデミア」の製作発表やロボットの操縦体験、アイドルらのステー

ジが行われていました。

© City of Minamisoma



３11 祝

被災自治体News

平成28年度の南相馬市表彰式が原町区のブライダル&ホテル ラフィーヌで開催され、本市の自治や

教育文化、産業経済、保健福祉、消防防災の各分野で貢献された市民13人の功績をたたえました。

市では、南相馬市表彰条例に基づき毎年11月3日、市勢の進展と公共の福祉に貢献し、功労が顕著

で他の模範となる方を表彰しています。南相馬市制10周年を契機に今年度から、南相馬市表彰メダル

を記念品に替えて授与しました。

■自治功労受賞者 鶴蒔 清一（原町区） 社内 護（原町区） 鈴木 恵（鹿島区）

■教育文化功労受賞者 桑折 岩夫（鹿島区） 深澤 久（鹿島区） 鈴木 秀幸（小高区）

大沼 俊美（鹿島区）

■産業経済功労受賞者 内藤 一（原町区） 髙橋 尚兄（鹿島区）

■保健福祉功労受賞者 門馬 秀夫（原町区） 米津とき子（原町区）

■消防防災功労受賞者 前田 髙幸（鹿島区） 鈴木 重徳（小高区）

平成28年度受賞者
（敬称略）
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被災自治体News

小高区内の市営住宅の募集を再開します

平成28年11月分（12月1日入居） 11月1日HP更新

問い合わせ
建設部 建築住宅課 市営住宅係（原町区内市営住宅管理担当）

0244-24-5253

小高区役所 産業建設課 建設管理係（小高区内市営住宅管理担当）
0244-44-6804

鹿島区役所 産業建設課 建設管理係（鹿島区内市営住宅管理担当）
0244-46-2116

TEL

あり18,400～36,20021年3DK2号棟305号室北長野団地原町3

あり9,800～16,80042年3K1号棟308号室仲町団地原町2

あり16,800～33,10026年3K3号棟203号室三島町団地原町4

あり18,300～36,0006年3DK6号棟1号室前田団地鹿島5

なし8,000～13,40044年3DK177号室西沢田団地鹿島6

あり9,800～16,80042年3K1号棟307号室仲町団地原町1

駐車場家賃月額(円)築年数間取り部屋番号住宅名区№

あり20,200～39,80017年3DKC-4-2号室紅梅団地小高8

あり20,500～40,20016年3DKB-1-2号室紅梅団地小高7

あり19,400～38,20021年3DKF-3-2号室紅梅団地小高10

あり20,000～39,40018年3DKD-1-1号室紅梅団地小高9

駐車場家賃月額(円)築年数間取り部屋番号住宅名区№

TEL

TEL

市営住宅の入居者を募集します。

入居資格や申し込み方法などについて詳細を確認の上、お申し込みください。

申込者が重複した場合は、抽選会を開催し入居者を決定します。

11月公募期限

１１月１４日（月） ※土・日曜日、祝日を除く。

今月の抽選会は１１月１６日（水）です。

入居者を公募する市営住宅

一般世帯の住宅

小高区の一般世帯の住宅

問い合わせ

・入居相談や申し込みは、下記の問い合わせ先のどこでもできます。

・各住宅の内部などの詳細については、各区の管理担当にお問い合わせください。

南相馬市からのお知らせ
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被災自治体News

浪江町「コミュニティ支援員」の募集について

11月7日HP更新

浪江町からのお知らせ

問い合わせ
生活支援課 避難生活支援係 0243-62-0305

0243-62-0151
TEL

募集締切

１１月１８日（金） ※必着

採用職種

浪江町コミュニティ支援員（非常勤特別職）

勤務場所

コスモスふれあいセンター（郡山市）

採用人数

１人

雇用期間

１２月１日～平成２９年３月３１日

応募方法

募集期間内に下記まで履歴書を提出してください。（１１月１８日必着）

提出先

〒964-0984 福島県二本松市北トロミ573

浪江町役場二本松事務所 生活支援課 コミュニティ支援員担当

選考方法

書類選考の後、採用候補者に対して面接による審査を行います。

日時・場所については採用候補者に別途通知します。

※ その他、雇用条件など詳細については募集チラシでご確認ください。
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被災自治体News

浪江町中心市街地再生計画の第2回検討委員会が開かれました

11月4日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.2836

問い合わせ まちづくり整備課 計画係 0240-34-0227TEL

１０月２８日（金）、浪江町役場本庁舎ほかにおいて、第２回浪江町中心市街地再生計画検討委

員会が開催されました。

浪江町中心市街地再生計画とは

東日本大震災からの早期復興と将来に向けた希望の持てるまちづくりを目指し、従来から歴史、

文化、交流の拠点である中心市街地の再生を目的とするものです。

町民、学識経験者、各種団体の役員などで構成する「浪江町中心市街地再生計画検討委員

会」を本年９月に設置し、今後、検討委員会での話し合いを進め、平成２８年度中に中心市街地

再生計画を策定することにしています。

検討委員会の様子

第２回検討委員会では、まず、委員の皆さんに浪江町の中心市街地の現状を視察していただき、

その後、本庁舎会議室において、中心市街地の将来のあるべき姿について検討いただきました。

本庁舎からバスにて町内を見ていただき、その後、浪江駅

前から徒歩で中心市街地を視察していただきました。

視察は浪江郵便局や浪江小学校を見た後、新町通りを経

由して浪江駅西側の地域スポーツセンターなどをご覧いた

だきました。

会議では、職員から１０月１６日に行われた「浪江町中心市

街地の未来を考える集い」で町民から出た意見などを報告

し、委員の皆さんに中心市街地再生についての課題や必要

な機能・施設などについて話し合っていただきました。



被災自治体News

浪江町内における水質検査結果について

11月9日HP更新

問い合わせ ふるさと再生課 上水道係 0240-34-0234TEL

町では、水道水の水質検査を毎月行っています。結果は以下の表のとおりです。

採水日：10月14日

※水質基準９項目(浄水)においての検査結果です。 【検査委託機関】福島県環境センター(株)

0.1度未満0.1度未満0.1度未満0.1度未満濁度(2度以下)

0.5度未満0.5度未満0.5度未満0.5度未満色度(5度以下)

異臭なし異臭なし異臭なし異臭なし臭気(異常でないこと)

異常なし異常なし異常なし異常なし味(異常でないこと)

7.77.87.76.6ｐH値(5.8から8.6)

0.3mg/ℓ未満0.3mg/ℓ未満0.3mg/ℓ未満0.3mg/ℓ未満有機物(3mg/ℓ以下)

3.4mg/ℓ3.8mg/ℓ5.2mg/ℓ3.6mg/ℓ塩化イオン(200mg/ℓ以下)

陰性陰性陰性陰性大腸菌(検出されないこと)

0000一般細菌(1mg中100以下)

苅野取水場(浄水)大堀取水場(浄水)谷津田取水場(浄水)小野田取水場(浄水)検査項目(基準値)

谷津田取水場を一般公開しました
今月から準備宿泊が始まった浪江町では、上水道の安全性を町民の皆さんに確認していただ

くため、11月1日～7日の間、谷津田地区にある取水場の施設を公開しました。

町内の飲料水は、帰還困難区域にある大柿ダムから引いているのではなく、こうした井戸か

ら汲みあげた地下水です。

今後モニタリングを強化して、安心して水道水を使っていただける取り組みを進めていきま

す。
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被災自治体News

町内に住宅を用意しています
左の写真は、浪江町幾世橋地区にある旧雇用促進住宅アパートです。見慣れた町民の方も多

いのではないでしょうか。9月から、この団地2棟80戸を町営の賃貸アパートとして改修する

工事が始まっています。室内の改修はもちろん、外廊下やエレベータも新設するフルリノベー

ションで、来年夏には完成予想図のとおり新築マンションのような建物が完成する予定です。

この住宅には、帰還を希望する町民のほか、避難指示が解除された後に浪江町に転入して新

しく町民となる方も入居できます。

また、このアパートの東側には戸建ての災害公営住宅85戸も建設中です。こちらは帰還希

望の町民のみ対象です。

町営住宅の新整備は、まずこの地区を中心に進めています。

大平山遺跡の調査が終了しました
請戸地区の大平山には、これから災害公営住宅や防災集団移転先の宅地とともに、アクセス

道路2本が整備されることになっています。

その建設に先立って行われてきた埋蔵文化財の調査が、10月末に終了しました。この一帯

には縄文時代から中世、近代までの貴重な文化財が眠っており、古墳時代の須恵器や弥生時代

の石包丁など、今回の調査で発掘された遺物の量は大きなテンバコ（文化財用の収蔵箱）10

箱にのぼりました。これらは整理作業を行った後、調査・研究に付される予定です。

写真は、大平山城跡・寺院跡の発掘調査の様子です。

※右のイラストは、左の写真の建物を反対側から見たときの完成予想図です。
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被災自治体News

浪江町民の避難状況（平成28年10月31日現在）

【都道府県別】(福島県外) 【福島県内市町村別】

26石川県

13富山県

413新潟県

445神奈川県

11福井県

47山梨県

50長野県

15岐阜県

880東京都

562千葉県

707埼玉県

163群馬県

471栃木県

1,014茨城県

160山形県

55秋田県

821宮城県

38岩手県

40青森県

70北海道

人 数都道府県

5香川県

1徳島県

-山口県

13広島県

-和歌山県

-鳥取県

6島根県

20岡山県

13愛媛県

5高知県

15福岡県

4佐賀県

57静岡県

36愛知県

5三重県

4滋賀県

30京都府

61大阪府

21兵庫県

6奈良県

人 数都道府県

7鹿児島県

19沖縄県

14国外

6,374合計

8宮崎県

5大分県

6熊本県

12長崎県

人 数都道府県

80川俣町

21国見町

213桑折町

643本宮市

1下郷町

1天栄村

15鏡石町

138大玉村

123伊達市

1,663南相馬市

85田村市

1,628二本松市

538相馬市

36喜多方市

164須賀川市

256白河市

3,119いわき市

1,827郡山市

254会津若松市

3,160福島市

人 数市町村

1玉川村

4鮫川村

10石川町

8棚倉町

20会津坂下町

4磐梯町

2西会津町

1平田村

5塙町

1矢祭町

25矢吹町

1中島村

5泉崎村

151西郷村

14会津美里町

2金山町

37猪苗代町

2北塩原村

11南会津町

1只見町

人 数市町村

61三春町

14,472合計

6その他

79新地町

3川内村

5楢葉町

28広野町

19小野町

1古殿町

人 数市町村

20,846

避難者総数

(前月 20,850)
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「浪江展」にお立ち寄りください
環境省の除染情報プラザ（福島駅より400m）で「浪江展」が11月2日から開催されてい

ます。浪江町の除染進捗や復興の歩み、町民の手芸作品などが紹介されています。

これは、福島環境再生事務所が県や避難市町村の協力で開催しているもので、飯舘村、富岡

町に続いて３回目になります。

開会式で、馬場町長は「展示を通して、避難から５年７カ月間の町と住民の歩みを感じてほ

しい」と述べました。

・開催 平成29年１月まで

・開館時間 午前１０時～午後５時



被災自治体News

双葉の生活を今の元気に
～ふたさぽが見た！双葉町民は今!?報告&上映会～

10月8日(土)に会津若松市で、10月15日(土)に仙台市で、「ふたさぽが見た！双葉町民は

今！？報告&上映会」を開催しました。

このイベントは、離れていても「今できること」に取り組み、各地で自分らしく生活してい

る双葉町民の皆さんの「今」をふたさぽから紹介するものです。

まずは、私たちふたさぽから各地の町民の方をスライドにてご紹介。

浜通り×さんじょうライフvol.28310

“あいさつ”を大切に日々過ごしている双葉のあの人、

“畑”を通じて地域の人とつながっている双葉のあの人、

“バレーボール”で双葉町代表としてパワフルに活動している

双葉のあの人など、「今」の町民の姿を見た参加者からは、

「おらいの同級生だ！」

「しばらく見ないうちに太ったな～」

「元気でやっているんだな」

と笑顔が見られました。

また、初發神社のしめ縄再生動画を上映したときには、双葉町での生活を思い出し、

「氏子をやっていたから、しめ縄は毎年もじっていたな～」

「住んでいた地区では、隣組みんなで田植えをして、そのあと公民館でご飯を食べたな」

「町民体育祭では、女性だけが出る初期消火リレーの選手として出ていて強かったんだ！」

など身振り手振りを交えながら盛り上がりました。

「頑張っている町民の姿が見られて元気がでた」と話す参加者もいました。

今は双葉町を離れてしまっていますが、双葉町で生活していた事や習慣、人とのつながりが

皆さんの中にあり、それが皆さんの今の元気につながっているのではないかと感じました。

（取材：ふたさぽ 芳門）

双葉町からのお知らせ



被災自治体News

富岡町災害公営住宅（第１期）の応募状況について

11月4日HP更新

富岡町からのお知らせ

１０月３１日現在の富岡町災害公営住宅（第１期）の応募状況は下記のとおりです。

※一般住宅は、優先住宅の重複申込者を含みます。

申し込みは１１月２５日までです。入居を希望する方は早めに申し込みをしてください。

なお、すでに申し込んだ方で間取りの変更を希望する方は、申込期間中に限り変更の受け付け

をしますので、ご連絡ください。

申込期限

１１月２５日（金） ※当日消印有効

入居申込書類提出先

（１）郵送の場合

〒９６３－０２０１

郡山市大槻町字西ノ宮４８－５ 富岡町役場 生活支援課

（２）持参の場合

富岡町役場 郡山事務所１階 生活支援課 または 各支所出張所

問い合わせ 生活支援課 住宅支援係 0120-33-6466

浜通り×さんじょうライフvol.283 11

1.21210―――103LDK

0.518386.5132402LDK

申込世帯数募集戸数申込世帯数募集戸数
倍率

一般住宅
倍率

優先住宅
建設戸数間取り
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10,769合 計

富岡町民の避難状況
【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 66 埼玉県 530 岐阜県 4 鳥取県 1 佐賀県 3

青森県 32 千葉県 452 静岡県 53 島根県 22 長崎県 5

岩手県 30 東京都 682 愛知県 54 岡山県 10 熊本県 8

宮城県 259 神奈川県 402 三重県 4 広島県 12 大分県 10

秋田県 24 新潟県 261 滋賀県 11 山口県 14 宮崎県 8

山形県 29 富山県 6 京都府 10 徳島県 8 鹿児島県 13

福島県 10,769 石川県 20 大阪府 37 香川県 2 沖縄県 19

茨城県 655 福井県 17 兵庫県 9 愛媛県 10 海外 13

栃木県 241 山梨県 21 奈良県 10 高知県 6 合 計 15,030

群馬県 100 長野県 52 和歌山県 3 福岡県 23

【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 355 南相馬市 141 矢吹町 28

会津若松市 153 伊達市 30 玉川村 8

郡山市 2,708 本宮市 44 三春町 253

いわき市 6,041 国見町 7 小野町 17

白河市 102 大玉村 164 広野町 140

須賀川市 85 西会津町 8 楢葉町 12

喜多方市 33 猪苗代町 16 川内村 30

相馬市 58 会津美里町 11 新地町 15

二本松市 47 西郷村 36 その他 58

田村市 158 泉崎村 11

(前月 15,041)

4,261福島県外避難者数

15,030合計

10,769福島県内避難者数

2,298福島県外避難世帯数

7,948合計

5,650福島県内避難世帯数

5,400

5,600

5,800

6,000

6,200

6,400

6,600

13,000

14,000

15,000

16,000

人口

世帯数

平成23年3月末 平成28年10月末

(人) (世帯)

富岡町の人口の動き

平成23年3月11日現在富岡町に住民登録されていた方の避難先別人数

※避難者数には、外国人および平成23年3月11日以降に転出した方を
含み、平成23年3月11日以降に亡くなられた方は含んでいません。

平成23年3月以降の月別住民登録人口
※平成24年6月末以前の数値に外国籍の方は含まれていません。

浜通り×さんじょうライフvol.28312
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問い合わせ 県民健康調査課 024-521-8219

福島県からのお知らせ

ホールボディカウンターによる内部被ばく検査 検査の結果について

（平成28年9月分掲載） 10月31日HP更新

TEL

県が実施している内部被ばく検査について、過去の実施結果を公表しています。

平成２８年９月分の県が実施している内部被ばく検査結果は下記のとおりで、全員、健康に影

響が及ぶ数値ではありませんでした。
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預託実効線量
1mSv未満 302,977人
1mSv 14人
2mSv 10人
3mSv 2人

検査結果

平成23年6月～平成28年9月 検査人数 303,003人

県（直営） 5,752人
日本原子力研究開発機構（委託） 54人
杜の都産業保健会（委託） 4人
新潟県放射線検査室（委託） 3人
広島大学病院（委託） 2人
愛媛大学医学部附属病院（委託） 1人
長崎大学病院（委託） 1人

実施機関別

預託実効線量
1mSv未満 5,817人 （全員）

検査結果

9月分 検査人数 5,817人

県外における検査

東京電力福島第一原子力発電所での事故発生当時に福島県内に居住し、その後、県外へ避

難された方を対象として、ホールボディカウンターを保有する医療機関等に委託し、内部被ばく

検査を実施しています。

検査をご希望の方は、電話による事前予約が必要となりますので、下記の受付専用ダイヤルへ

お申し込みください。

■新潟県内の検査会場

新潟県立がんセンター新潟病院被ばく医療センター（新潟市中央区川岸町2-15-3）

検査日程：毎週火曜日、木曜日（祝日を除く）

※１２月１日（木）、６日（火）は検査を実施しません。

【受付専用ダイヤル】

福島県県民健康調査課

080-5743-5867 または 080-5743-5868

土・日曜日、祝日を除く 午前９時～午後５時

TEL
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谷村新司さんが新たなふくしまの歌を制作!!

あなたの「ふくしまへの想い」をお寄せください！ 11月7日HP更新

浜通り×さんじょうライフ１０月２６日号に掲載した際には未定でした

「歌」の制作アーティストが、谷村新司さんに決まりました。

問い合わせ 福島県総務部広報課「ふくしまへの想い」係 024-521-7124TEL

福島県では、県民を始め多くの皆さんに親しみ口ずさんで歌っていただけるような「歌」を作りま

す。プロデュースは福島県クリエイティブディレクター箭内道彦さん、制作は谷村新司さんです。

この「歌」は、県民の皆さんや福島県と関わりのある方々の福島に対する想いや、福島の今・復

興・未来など、ふくしまの「光」と「影」を反映し、多くの方々の想いを共有しながら創りあげる一大

プロジェクトです。

皆さん、ぜひ「ふくしまへの想い」をお寄せください！

お寄せいただいた「想い」は、箭内さんを通して谷村新司さんにお届けします。

募集内容

「ふくしまへの想い（今・復興・未来など）」を１５０字以内でお寄せください。

対象

福島県民、福島県に関わりのある方ならどなたでも

募集期限

１１月１８日（金） ※郵送は当日消印有効

応募いただいた「ふくしまへの想い」の取り扱い

著作権（著作権法第２７条および第２８条に規定する権利を含む）は、福島県に帰属するもの

とします。

応募内容を一部引用・表現内容を修正して歌詞に反映する場合がありますので、あらかじめ

ご了承ください。

（歌詞反映に関わらず）多くの方々に共有していただきたい内容のものについては、ホームペ

ージへの掲載などにより紹介させていただきます。

詳しくは、
浜通り×さんじょうライフ
１０月２６日号の応募用紙を
ご覧ください。

箭内さんとの出会いから始まった新しい物語の第一章は「渋谷のラジオ」の立ち上げでした。

ラジオ育ちの自分にとってはうれしい挑戦でした。

そして第二章は「風とロック芋煮会」への参加、世代を越えたたくさんの出会いをもらいまし

た。

そして「新しいふくしまの歌」を作る、という第三章、みなさんからの「言葉」を待ちながら時代
を越える「大切な歌」を一緒に産み出せる事を楽しみに待っています。

やがて誕生するこの歌が、「素敵な第四章」の扉を開いてくれるかもしれませんね！

谷村新司さんからのメッセージ

浜通り×さんじょうライフvol.28314
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知事定例記者会見から

11月2日HP更新

■日時 １０月３１日（月） 午前１０時～１０時２０分

質問事項（抜粋）

３ 富岡町の避難指示解除時期について

【記者】

先日、富岡町の避難指示解除を巡って、国から１月と

提案されました。基本的に３月、４月というようなあたりで、飯舘村、富岡町、浪江町が進めていて、

少し唐突な感じがあったと思いますが、それについてどうお考えですか。

【知事】

福島県としては解除に当たり、地域の将来を見据え、復旧・復興に取り組んでいる地元自治体

の立場を最大限尊重していきたいと考えています。国は来年１月の避難指示解除を提案されまし

たが、解除に当たっての考え方として、県・市町村・住民との十分な協議を挙げておられます。ス

ケジュールありきということではなく、今後も住民懇談会など丁寧な説明が行われるべきものと考え

ております。

浜通り×さんじょうライフvol.283 15

問い合わせ
■富岡町の避難指示解除時期について

避難地域復興局 避難地域復興課 024-521-8439TEL

ＪＲ東日本仙台支社では、12月にダイヤ改正を行い、常磐線の相馬～浜吉田間で運転を再

開します。

■ダイヤ改正日 １２月１０日（土）

◆相馬～亘理間のバスによる代行輸送は、12月9日(金)の運転をもって終了します。

代行バス
運転終了

仙台支社



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

50

4

1

1

3

7

5

29

世帯数

112

10

5

1

6

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(2016.11.9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』

勤労感謝の日

ひばり
版画教室

ひばり休み
ひばり
茶話会

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

１０日

２６日２５日２４日２３日２２日２１日２０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

1９日１８日１７日１６日１５日１４日１３日

１２日１１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.28316


