
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

19 ～2011 土

11月19日(土)～20日(日)、復興なみえ町十日市祭が

二本松駅前周辺で行われました。

十日市は、町民だけでなく近隣地域の皆さんにも広く

親しまれてきた伝統の祭りです。震災後も町民の皆さん

が力を合わせ、二本松市の協力を得て、毎年開催されて

います。

民俗伝統芸能はじめ、歌あり踊りありの盛りだくさん

のステージのほか、仮設住宅や借上げ住宅の自治会の皆

さんによる作品の展示で会場は大いににぎわいました。

11月22日発行

Vol.285
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６11 日

被災自治体News
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第3回南相馬市のまたんウォーキング大会が鹿島区の市街地で開催され、約150人が参加しました。

鹿島保健センターを出発した参加者は、3km～9kmのコースを散策しました。

子どもたちは、のまたんとの触れ合いも楽しんでいました。

© City of Minamisoma



3,704

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11月17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 3,704 群馬県 120 愛知県 20 広島県 5 島根県 1

宮城県 1,365 長野県 57 青森県 18 大分県 5 和歌山県 -

東京都 507 山梨県 54 京都府 16 宮崎県 5 鳥取県 -

山形県 490 北海道 53 沖縄県 13 三重県 4 徳島県 -

茨城県 486 秋田県 42 福井県 12 富山県 3 高知県 -

新潟県 477 岩手県 37 滋賀県 9 香川県 3 熊本県 -

埼玉県 441 静岡県 34 岐阜県 8 愛媛県 3 鹿児島県 -

栃木県 342 石川県 28 岡山県 8 佐賀県 3 海外 10

千葉県 275 大阪府 23 福岡県 8 山口県 2 合 計 8,991

神奈川県 270 兵庫県 21 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 954 喜多方市 32 大玉村 9 古殿町 5

相馬市 874 本宮市 31 磐梯町 9 広野町 4

いわき市 538 会津坂下町 22 棚倉町 9 泉崎村 4

郡山市 447 西郷村 18 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 151 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 14 矢吹町 6 小野町 2

伊達市 75 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

6,409人市内転居

15,460人

11人

10,314人

5,135人

8,991人

(5,287人)

8,991人

47,110人

2,488人

3,134人

35,079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

56,224人71,561人計

42,723人47,116人原町区

12,534人11,603人鹿島区

967人12,842人小高区

平成28年
11月17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 2,482人)

(11/10  9,009)
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被災自治体News

問い合わせ 南相馬市役所 復興企画部 原子力損害対策課 0244-24-5337TEL

とき １１月２６日 午後2時開会 ※説明会は１時間半の予定です。

ところ 三条市総合福祉センター １階 教養娯楽室（和室）

対象 南相馬市の旧避難指示区域から避難している方

※対象世帯には説明会の案内を郵送しています。

内容 ●住居確保損害賠償と家財賠償(高額家財を含む)について

●原子力損害賠償紛争解決(ADR)センターへの和解仲介申立て手続きの

方法や和解事例について

※その他賠償に関する疑問や困っていることなどについてお答えします。

土

浜通り×さんじょうライフvol.2854

小高病院 平成28年1２月 診療予定表



被災自治体News

避難区域内のゲルマニウム半導体結果について

11月21日HP更新

町が福島県に依頼し実施している避難区域内のゲルマニウム半導体結果は、以下の通りです。

問い合わせ ふるさと再生課 上水道係 0240-34-0234TEL

苅野取水場末端給水栓(西台字荒町)

大堀取水場末端給水栓(川添字中上ノ原)

谷津田取水場末端給水栓(役場臨時給水所)

小野田取水場末端給水栓(谷津田字愛宕前)

不検出11月15日浄水

取水施設名称採取地検査結果採取日時区分

ゲルマニウム半導体検出器は、ゲルマニウムが持つ半導体（温度などの条件変化によって電気

を通す率が変化する物質のこと）としての性質を利用して、水や食品などに含まれる微量の放射

線(ガンマ線)を測定し、放射性物質の種類やその量を測定する分析機器です。

浪江町からのお知らせ

町内の公営住宅の入居者募集が始まりました
浪江町幾世橋地区につくっている町営住宅の入居者募集が始まりました。

住宅団地（戸建て）と集合住宅（アパート）があり、集合住宅のほうは、帰還を希望する町

民のほか、新たに浪江町に移住する方も入居できます。

第一期完成は、来年夏の予定です。

詳細はホームページ、または広報

なみえお知らせ版（11月15日発行）

の折り込みパンフレットをご覧くだ

さい。
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第44回浪江町功労者表彰式 11月3日

式では、学校教育の進展、地方自治の発展、地域住民の福祉増進などに寄与された22人（特

別功労者表彰3人、功労者表彰10人、善行表彰9人）の方々へ表彰状が贈られました。

被災自治体News

除染情報プラザで地域交流展示企画 11月2日

浪江町消防団長辞令交付式

除染情報プラザ（福島市）では各自治体の文化や伝統

芸能などを学ぶ地域交流展示企画が行われており、この

たびの浪江町展示開始に伴い開会式が行われました。

福島再生を祈念する垂れ幕への記帳では漢字一文字を

書き入れ、町長は着実に一歩一歩進んで行くという意味

を込め「歩」という漢字を書き入れました。

11月1日

浪江町消防団長辞令交付式にて佐々木保彦団長に辞令を手

渡しました。町内でのパトロールや検閲式の実施など、積極

的に活動が行われています。

「空き家バンク」開設に係る協定を締結 10月28日

町内の空き家、空き地を有効活用するための「空き家バン

ク」開設に係る協定を、公益社団法人福島県宅地建物取引業

協会様と締結しました。11月15日から登録希望物件の募集

を開始しており、正式にバンク登録となった時点で順次、町

のホームページなどで公表します。
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被災自治体News

福島第一原子力発電所の廃炉に関する安全確保県民会議の

ライブ配信について 11月18日HP更新

TEL
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福島県では、各市町村の住民や各団体の代表などで構成する会議（廃炉安全確保県民会議）

において廃炉に向けた取組状況などを県民の視点で確認しています。

ライブ配信日時

１１月２９日(火) 午後１時～３時３０分（予定）

≫ライブ配信ページ

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025c/genan396.html

■前回（平成２８年度第４回）録画掲載ページ

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/genan01/genan415.html

【問い合わせ】

福島県 危機管理部 原子力安全対策課

024-521-8054

双葉町からのお知らせ

問い合わせ 復興推進課 0246-84-5203TEL



被災自治体News

心温まる～双萩会 芋煮会～
11月4日(金)、宮城県仙台市

にある茂庭荘で、双萩会の年間

恒例行事、芋煮会が開催されま

した。

当日は18人の参加と、例年

に比べ少し少ない人数での開催

とのことでしたが、たくさん食

べて、たくさんおしゃべりし、楽しい時間を過ごすことができました。

みんなで網を囲い、おしゃべりしながらも手を止めることなく、肉や野菜を焼き続けました。

は尽きません。

いろいろな悩みがある中でも、

悩みすら笑い話に変えておしゃ

べりする双萩会の皆さんに、こ

ちらまで元気をもらったひと時

でした。

（ふたさぽ 秋元、飯嶋）

浜通り×さんじょうライフvol.2858

そして、肉や野菜が焼けたころ、ちょうど良いタイミングで芋煮の完成です。

「宮城はみそベースの芋煮。こっから1時間くらい行った山形ではしょうゆベースの芋煮」

と、各地で味の違う芋煮の話に華を咲かせながら、芋煮をいただきました。

食後は、皆さん思い思いの時間を過ごしました。併設の風呂に行く方、引き続きおしゃべり

を楽しむ方、さまざまです。

双萩会の皆さんは、とても温かく、1人になっている人がいるものなら、誰かが駆け寄り、

みんなで会を楽しめるようにと、自然とお互いを気にかける場面がたくさんありました。

同じ宮城県内、同じ仙台市内でも離れて暮らしている分、毎月交流会を計画していても、話



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21日HP更新
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1.51510―――103LDK

0.726388.5172402LDK

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

１１月２１日時点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

富岡町からのお知らせ



被災自治体News

復興公営住宅の再募集のお知らせ

11月21日HP更新

福島県から、復興公営住宅の再募集の案内がありましたのでお知らせします。富岡町が対象と

なっている住宅は下記のとおりです。

申込期間

１１月２４日（木）～平成２９年１月１１日（水） 当日消印有効

※先着順ではありません。期間内に「入居申込書」を提出してください。

※応募数が募集戸数を超えた場合は、抽選により当選者を決定します。

■第5期分の再募集で募集する住宅（入居対象が富岡町のみの住宅）

※ 入居可能時期（予定）は、工事の状況により前後することがあります。

※ 今後、新たな復興公営住宅の整備予定はありませんので、復興公営住宅への入居を希望す

る方は、この機会にぜひお申し込みください。

他の市町村と共通募集の住宅については、浜通り×さんじょうライフ１１月１６日号の

１４～１５ページに掲載してありますので、そちらをご覧ください。

平成29年度
後期

いわき市

集合住宅泉町本谷

93LDK

62LDK
優先住宅

集合住宅

223LDK

103LDK

13LDK優先住宅(車いす対応)

富岡町
一般住宅

富岡町

富岡町

入居対象
市町村

112LDK
一般住宅

23LDK優先住宅(車いす対応)

一般住宅

優先住宅

72LDK優先住宅

17

6

9

5

募集戸数

3LDK

2LDK

2LDK

2LDK

間取り

下湯長谷

集合住宅北好間(南)

入居可能時期
(予定)

住宅種別住戸形態団地名所在地

※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、原子力災害により

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。
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被災自治体News

平成29年3月までに除染を終了します

11月18日HP更新

いわき市からのお知らせ

除染の受け付けを平成28年12月で終了します

●平成29年3月までに除染終了

本市では、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響による放射性物質からの追加被ばく

線量を低減させるため、平成２３年１２月、「市除染実施計画」（以下、「計画」）を策定し、これまで

除染事業を実施してきました。

具体的には、計画に位置づけた優先順位に基づき、子どもの生活環境（保育施設、教育施設、

公園など）、住宅、公共施設、道路、商業・医療施設などの事業所などを対象に、これまで除染に

取り組んできましたが、予定した除染事業（モニタリングを含む）が完了する見込みであることから、

平成２９年３月までに除染を終了する予定です。

●12月で除染の受け付け終了

除染の対象となる住宅や事業所で、まだ除染の手続きを行っていない方や事業者の方は、１２

月までに、放射線コールセンター（電話 0246-38-7183）までお問い合わせの上、申し込みまた

は申請を行ってください。

なお、除染実施区域（「表1 除染実施区域一覧」参照）において、住宅除染および事業所除染

の対象である住宅や事業所に対しては、除染のお知らせを送付しています。

表1 除染実施区域一覧（いわき市除染実施計画＜第４版＞）

次ページへ続きます

田人町南大平、田人町旅人、田人町黒田、田人町荷路夫、田人町貝泊田人地区

好間町榊小屋、好間町大利、好間町中好間、好間町小谷作、好間町今新田、
好間町川中子、好間工業団地

好間地区

遠野町上遠野、遠野町滝、遠野町入遠野遠野地区

内郷白水町、内郷宮町、内郷綴町、内郷御厩町、内郷小島町、内郷高野町、小島町内郷地区

常磐湯本町、常磐藤原町、常磐長孫町、常磐下船尾町、常磐上湯長谷町、常磐三沢町、
常磐松久須根町、常磐上矢田町、若葉台、草木台

常磐地区

石塚町、勿来町、川部町、沼部町、三沢町、山玉町、南台、瀬戸町勿来地区

江名、折戸、中之作、永崎、小名浜上神白、小名浜下神白、小名浜岡小名、小名浜岩出、
小名浜林城、小名浜金成、小名浜玉川町、鹿島町船戸、鹿島町久保、鹿島町下蔵持、
鹿島町上蔵持、鹿島町走熊、鹿島町下矢田、鹿島町米田、鹿島町飯田、泉町本谷、
渡辺町泉田、渡辺町昼野、鹿島町鹿島、洋向台、中部工業団地、葉山

小名浜地区

平地区、四倉地区、小川地区、三和地区、川前地区および久之浜・大久地区の全域

浜通り×さんじょうライフvol.285 11



被災自治体News

浜通り×さんじょうライフvol.28512

市内の空間線量率の推移と現状

●原子力規制委員会の航空機モニタリングによるデータ

原子力規制委員会では、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の影響につ

いて、空間線量率の変化を確認し、継続的に航空機によるモニタリングを実施しています。

●市内の空間線量率モニタリングは平成２９年度以降も継続実施します

市内２，０００箇所以上の空間線量率のモニタリング結果を掲載している「いわき市放射線量マッ

プ」は引き続き公開・更新します。

また、原子力規制委員会が市内に設置したモニタリングポストなどによる放射線量の常時監視も

継続しています。

市内の除染実施状況

市内の除染の実施状況（９月３０日現在）は次のとおりです。

問い合わせ 除染対策課 0246-22-1206TEL



被災自治体News

飲料用井戸水等の放射性物質の検査結果

11月18日HP更新

いわき市では、市独自の取り組みとして、保健所にゲルマニウム半導体検出器を２台設置し、市

内の飲料用井戸水等について、放射性物質の検査を実施しています。

検査対象

市内において飲料用として使用されている井戸水など（沢水、湧水を含む。）

※ 使用していない古井戸や、農業用の井戸など、飲料用として使用されていない井戸水は、検

査対象外です。

検査方法

ゲルマニウム半導体検出器で約３０分測定

※ 検出下限値は、放射性ヨウ素、放射性セシウムともに２ベクレル／キログラムです。

これまでの検査状況

これまでに検査を実施した計１,９８８件について、いずれも検出下限値（放射性ヨウ素、放射性

セシウムともに２,０ベクレル／キログラム）を超えて検出されたものはなく、厚生労働省が定める飲

料水の放射性物質の規格基準（１０ベクレル／キログラム）を下回っています。

問い合わせ 保健所 検査課 0246-27-8598TEL

浜通り×さんじょうライフvol.285 13



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(2016.11.22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・１２月の『ひばり』

ひばり
版画教室

ひばり
茶話会

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

１１月２４日

１０日９日８日７日６日５日４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

３日２日１２月１日３０日２９日２８日２７日

２６日２５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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