
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

●福島県復興公営住宅入居支援センター

21１ 土

市立総合病院南側に仮オープンしていた脳卒中センタ

ーが完成し、落成式が行われました。

２ページをご覧ください。
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21１ 土

被災自治体News
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市立総合病院南側に仮オープンしていた脳卒中センターが完成し、落成式が現地で行われました。

関係者約80人が出席し、地域の脳疾患や救急医療の拠点となる施設の完成を祝いました。本開院

（グランドオープン）は2月1日の予定です。

桜井市長が「職員が協力し、地域医療を支えてほしい。安心できる医療体制を構築していきます」と

式辞を述べ、設計・施工を行った3事業者に感謝状を贈りました。

式の後、内覧会が行われ、出席者がセンター内を見学しました。

脳卒中センターは5階建てで、延床面積は約9,160平方メートル。脳神経外来やリハビリテーション

室、100床の入院施設を備えています。屋上には、搬送用のヘリポートを設けています。

© City of Minamisoma



3,573

人 数

合 計

市町村

1塙町

1矢祭町

南相馬市民の避難状況 ※南相馬市外に避難している人数

【都道府県別】 平成29年1月19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 3,573 群馬県 114 兵庫県 18 広島県 5 宮崎県 1

宮城県 1,325 北海道 54 愛知県 17 大分県 5 和歌山県 -

東京都 488 長野県 52 京都府 16 富山県 3 鳥取県 -

茨城県 478 山梨県 49 福井県 12 愛媛県 3 徳島県 -

山形県 465 秋田県 42 沖縄県 12 佐賀県 3 高知県 -

新潟県 460 岩手県 38 滋賀県 9 三重県 2 熊本県 -

埼玉県 425 静岡県 32 岐阜県 8 山口県 2 鹿児島県 -

栃木県 331 石川県 28 岡山県 8 香川県 2 海外 10

千葉県 273 大阪府 23 福岡県 8 奈良県 1 合 計 8,688

神奈川県 266 青森県 18 長崎県 8 島根県 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 911 喜多方市 32 三春町 10 磐梯町 4

相馬市 849 本宮市 31 棚倉町 9 泉崎村 4

いわき市 530 会津坂下町 22 大玉村 9 楢葉町 3

郡山市 427 鏡石町 15 南会津町 7 天栄村 2

会津若松市 165 桑折町 14 金山町 7 鮫川村 2

新地町 146 川俣町 14 会津美里町 6 浅川町 2

二本松市 82 猪苗代町 14 矢吹町 6 小野町 2

須賀川市 76 西郷村 12 古殿町 5 国見町 1

伊達市 72 田村市 11 北塩原村 5

白河市 49 西会津町 11 広野町 4

71,561人平成23年3月11日現在の人口

6,664人市内転居

15,833人

11人

10,543人

5,279人

8,688人

(5,115人)

8,688人

47,040人

2,171人

3,093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

56,362人71,561人計

42,951人47,116人原町区

12,279人11,603人鹿島区

1,132人12,842人小高区

平成29年
1月19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 2,628人)

(1/12  8,797)
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1月定例記者会見 1月10日 市役所

南相馬フリーWi‐Fiサービス
オープニングセレモニー

1月22日 市民文化会館

(ゆめはっと)

定例の記者会見を開催し、昨年7月に避難指示区域が解除

されて以降の住民帰還や事業所再開の状況などについて報告

しました。

また、4月に再開される小中学校については「小高小学校

では校庭を人工芝にするなど子どもたちが元気に遊べる環境

にする。今後も文部科学省や復興庁と連携して小高に戻って

良かったという教育を実施したい」と話しました。

被災自治体News

市内の公共施設4箇所（市民文化会館・小高区役所・鹿島生涯学習センター・万葉ふれあいセ

ンター）で公衆無線LAN「Wi‐Fi」の無料開放を始めるのにあたり、オープニングセレモニー

を開催しました。

市長は「通信環境が良くなることで、市のサービスが一層

向上する。復興が進んでいる姿を市民や観光客からどんどん

発信してほしい」とあいさつしました。

市では、今後も多くの人が集まる「セデッテかしま」や

「雲雀ヶ原祭場地」などでサービスが提供できるよう整備を

進めます。

今週の番組（60分） ※パソコン視聴

1.オープニング&今週の番組 [2分]

2.市役所便り 南相馬市立総合病院

脳卒中センター落成式 [20分]

3.平成29年 南相馬市消防団出初式 [20分]

4.平成28年度 小高4小学校学習発表会

第4回 1・2年生 音楽劇「スイミー」 [16分]

5.リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容[1/25～2/1]

今週は、市立総合病院脳卒中セ
ンター落成式・内覧会の様子や市
消防団『出初式』などをお届けし
ます。

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

浜通り×さんじょうライフvol.2924



被災自治体News

おかえりなさい、
浪江町へ

準備宿泊を実施中の浪江町では、役場本庁舎の

前に町民有志が作成した看板が掲示されました。

浪江に再び電車の音が聞こえる日に向けて
JR常磐線は、まだ一部で運転が再開されていません。

そのうち浪江駅から北へ、小高駅（南相馬市）までの2駅８.９キロが、この春に想

定される浪江町の避難指示解除にあわせて運転再開の見込みです。

その先、仙台までの区間は昨年中に再開済みなので、これで浪江—仙台が鉄路でも

つながることになります。

復旧作業のための足場が組まれた浪江駅舎

（1月17日撮影）

バラスト(砂利)が入れ換えられて
きれいになった線路

拡張される踏切（川添街道） 拡張される跨道橋（酒田）

浪江町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.292 5



被災自治体News

双葉町長選挙並びに双葉町議会議員一般選挙無投票のお知らせ

1月19日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.2926

双葉町からのお知らせ

問い合わせ 総務課 0246-84-5201TEL

現無所属
いざわ しろう

伊澤 史朗1

新現元の別党派候補者氏名届出番号

現無所属
はやま きみこ

羽山 君子4

現無所属
かんの ひろき

菅野 博紀3

現無所属
いわもと ひさと

岩本 久人2

現無所属
きよかわ やすひろ

清川 泰弘1

元無所属
おがた あきひろ

尾形 彰宏6

現無所属
ささき せいいち

佐々木 清一5

現無所属
たかはぎ ふみたか

高萩 文孝7

元無所属
いしだ よく

石田 翼8

新現元の別党派候補者氏名届出番号

１月２９日執行の双葉町長選挙ならびに双葉町議会議員一般選挙については、告示日の１月１

９日に届け出のあった候補者の総数が、選挙すべきである定数を超えなかったため、どちらも無

投票となりましたのでお知らせします。

これに伴い、投票所は設置いたしませんので、先日送付しました投票入場券は、破棄されます

ようお願いします。

なお、立候補者については次のとおりです。

双葉町長選挙

双葉町議会議員一般選挙



被災自治体News

懐かしさで“ツナガル”
～よっちゃんスルメ ダルマ市出店～

よっちゃんスルメ、「ツナガル」冊子を通じ

て、ダルマ市来場者の皆さんと思い出やうれし

さを交換してつながれたようでした。

（取材：ふたさぽ 安谷屋、飯嶋、芳門）

1月7日(土)～8日(日)にいわき南台仮設イベント広場で開催された双葉町ダルマ市にて、双

葉郡の若者がよっちゃんスルメを出店しました。

これまで懐かしの味に近づけるための試食会、仕込みなど準備を進めてきていました。

そして迎えた本番。多くの方が来場し、よっちゃんスルメを食べていただいた方には「おい

しい」「懐かしい」といった嬉しい言葉や、「もっと煮なくちゃだめだ」「よっちゃんはもっ

と味が濃かったぞ」などよっちゃんスルメの味を知る方からアドバイスをいただきました。

その声を受けて、ダルマ市当日も「どうしたらもっと懐かしの味に近づくのか」と、火を入

れる時間や、調味料での調整など試行錯誤が続きましたが、無事、完売することができました。

また、同じブースで「ツナガル」という冊子

の配布も行いました。

「ツナガル」は、元々双葉郡でお店や農園をし

ていて、現在関東で営業を再開している方々を

ぐるぐるユニットのメンバー(双葉郡の若者グル

ープ)がインタビューし、まとめた冊子です。

冊子を手に取った来場者の皆さんからは、

「このお店は、震災前浪江にあった時によく行

っていた」「これは○○さんの息子さんでし

ょ」「みんな頑張っているんだね」と懐かしむ

声が聞かれました。

浜通り×さんじょうライフvol.292 7



被災自治体News

福島県復興公営住宅に関するお知らせ

1月20日HP更新

富岡町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.2928

申し込みについて

福島県は、復興公営住宅の入居募集を定期的に行っています。仮設・借上げ住宅の供与期間

は平成３０年３月末まで（平成２９年１月現在）となっていますので、退去後の住宅再建方法が未

定の方は、申し込みの検討をお願いします。

なお、お住まいだった区域の避難指示が解除された後、申し込みすることはできませんのでご

注意ください。

募集する住宅は、福島県が定期的に発行している「福島県復興公営住宅募集のお知らせ」や

福島県復興公営住宅入居支援センターのホームページで確認できます。

不明な点があった際は、問い合わせ先までご相談ください。

【問い合わせ先】

福島県復興公営住宅入居支援センター 024-522-3320

被災者のくらし再建相談ダイヤル 0120-303-059

生活支援課 住宅支援係 0120-33-6466

モデルルームの展示終了について

いわき地区で開設していた福島県復興公営住宅モデルルームの展示が、平成２８年１２月２７日

をもって終了しました。平成２８年１月に終了した郡山市のモデルルームを含め県内全ての展示

が終了しています。

下記のホームページではすでに完成している団地の内観・外観の写真や動画が公開されてい

ますので、入居を検討している方は参考にご覧ください。

【福島県復興公営住宅の完成写真】
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-fukkoukoueikansei000.html

【福島県復興公営住宅 動画による完成住宅の紹介】
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-fukkoukoueikansei001.html

問い合わせ 生活支援課 住宅支援係 0120-33-6466

TEL



被災自治体News

富岡町買取型災害公営住宅整備事業(第１期整備分)の進捗状況

1月24日HP更新

概要

●建設場所 富岡町大字小浜字中央地内（曲田土地区画整理事業地内）

●構造・規模 木造戸建て ２LDK（平屋） ４０戸

３LDK（２階建て） １０戸

●入居可能時期 平成２９年４月

●完成イメージ

平成28年12月の進捗状況（進捗率80％）

【敷地西側部】

足場が外され、きれいな家並みが

見えます。

緑道の工事が始まりました。

【敷地中央部】

建築工事が順調に進んでいます。

【敷地東側部】

建築工事が順調に進んでいます。

（写真右）

集会所の建設も始まりました。

問い合わせ 企画課 まちづくり係 0120-33-6466

浜通り×さんじょうライフvol.292 9



被災自治体News

復興公営住宅第５期募集に係る再募集について、平成２８年１１月２４日から平成２９年１月１１日

まで入居者の募集を行ったところ、申し込み件数およ倍率が下記のとおりとなりました。

●応募状況について

（１）第５期募集分（３５７戸）

申し込み件数 ７４件、 全体の倍率 ０．２１倍

（２）第４期から引き続き募集分（１７４戸）

申し込み件数 ７５件、 全体の倍率 ０．４３倍

■第５期再募集分

2.0213LDK

0.0022LDK優先住宅
(高齢者仕様)

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

1.0113LDK優先住宅
(車いす対応)

富岡町

集合住宅北好間(南)

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町0.0042LDK優先住宅

(高齢者仕様)

双葉町集合住宅
勿来酒井

いわき市

1.5642LDK一般住宅

0.5122LDK優先住宅
(高齢者仕様)

1.8743LDK

0.33113LDK

0.3282LDK
一般住宅

0.0062LDK優先住宅
(高齢者仕様)

2.01052LDK一般住宅

0.4372LDK優先住宅
(高齢者仕様)

浪江町

大熊町

0.3133LDK

0.22102LDK一般住宅

0.0052LDK優先住宅
(高齢者仕様)

双葉町0.1182LDK優先住宅
(高齢者仕様)木造長屋

0.14323LDK

0.4372LDK
一般住宅

0.0053LDK

0.0042LDK優先住宅
(高齢者仕様)

大熊町
集合住宅
(ペット可)北好間(北)

倍率申込世帯数 入居対象市町村募集戸数間取り住宅種別棟名団地名所在地

浜通り×さんじょうライフvol.29210

次ページへ続きます



被災自治体News

3LDK

3LDK
一般住宅

優先住宅
(高齢者仕様)

0.1322

0.1110

0.5362LDK

0.1192LDK

大熊町0.5123LDK優先住宅
(高齢者仕様)

浪江町

0.0033LDK優先住宅
(車いす対応)

0.2174357計

0.6353LDK

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

0.7232LDK
一般住宅

大熊町0.1172LDK一般住宅
戸建

(ペット可)下北迫広野町

いわき市

集合住宅泉町本谷

1.2653LDK

0.0033LDK

0.0022LDK優先住宅
(高齢者仕様)

0.0022LDK
一般住宅

0.00133LDK

0.0063LDK

0.0052LDK
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

1.0113LDK

1.0112LDK
一般住宅

0.23173LDK

0.0093LDK

0.11112LDK
一般住宅

0.0062LDK優先住宅
(高齢者仕様)

浪江町

集合住宅下湯長谷

0.00293LDK

0.00133LDK

0.11182LDK
一般住宅

0.00122LDK優先住宅
(高齢者仕様)

富岡町

0.0013LDK優先住宅
(車いす対応)

富岡町

0.0023LDK優先住宅
(車いす対応)

倍率申込世帯数 入居対象市町村募集戸数間取り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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被災自治体News

浜通り×さんじょうライフvol.29212

■第４期から引き続き募集を行う住宅の再募集

0.412273LDK

0.6473LDK

1.7532LDK
一般住宅

優先住宅
(高齢者仕様)

0.4375174計

0.615263LDK

0.3133LDK

一般住宅

1.0222LDK優先住宅
(高齢者仕様)

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

0.0042LDK優先住宅
(高齢者仕様)

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

0.0023LDK優先住宅
(車いす対応)

集合住宅石倉二本松市

0.2153LDK

0.5363LDK

いわき市

集合住宅
(ペット可)中原(東)

0.23193LDK

0.00133LDK

0.2152LDK
一般住宅

1.3542LDK
一般住宅

0.5122LDK優先住宅
(高齢者仕様)

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

0.0023LDK優先住宅
(車いす対応)

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

0.0013LDK優先住宅
(車いす対応)

集合住宅中原(西)

0.3392LDK優先住宅
(高齢者仕様) 0.7233LDK

0.711153LDK

0.55112LDK
一般住宅

北沢又
富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町、
飯舘村

0.3133LDK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

●抽選会

日時 ２月９日(木） 午前１０時～

場所 福島県復興公営住宅入居支援センター

※ 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。



交流ルームひばり通信

開催日 １月28日(土)

説明会 10：00～12：00

個別相談 13：00～16：00

・今後の生活再建に大きく関わる「住居確保にかかる費用」の賠償内容を中心に「家財の

個別賠償」などについてもご説明いたします。

・避難指示区域(旧避難指示区域も含む)から避難されている方が対象です。

・原発事故による被害に関することなら何でもご相談ください。

・原発事故の被害にあわれた全ての方が対象です。

※ご相談の際、関連資料などをご持参いただくと、具体的なご説明がしやすくなります。

【主催】 原子力損害賠償
・廃炉等支援機構

【共催】

交流ルームひばり

燕市 防災課 避難者サポートセンター

浜通り×さんじょうライフvol.292 13

0120-013-814
受付時間 10:00～17:00（月曜～土曜）

●受取期限 １月２８日(土) 午前９時30分～午後３時

●受取場所 交流ルーム「ひばり」（三条市総合福祉センター内）

※お米は、ご家族１人につき１袋（5㎏）です。

※お米引換券をお忘れなくご持参ください。

※期間内に受け取れない場合は、交流ルーム「ひばり」までご相談ください。

問い合わせ 交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６－３３－８６５０

会 場 総合福祉センター ２階 会議室2



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

6932南相馬市 計

48

4

1

1

3

7

5

27

世帯数

108

10

5

1

6

17

8

61

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(2017.1.25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

１月・２月の『ひばり』

お米
受取最終日

版画教室

原子力損害
賠償に関する

相談会

茶話会

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

１月２６日

！１日１０日９日８日７日６日５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

４日３日２日２月１日３１日３0日２９日

２８日２７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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