
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。
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市内の小学校全15校で、それぞれ卒業式が行われま

した。

今年度の卒業生計419人は、東日本大震災の発生し

た年に入学しました。6年間で成長した姿を保護者や来

賓の方に見せていました。

●三条市News



23３ 木

被災自治体News

市内の小学校全15校で、それぞれ卒業式が行われました。

今年度の卒業生計419人は、東日本大震災の発生した年に入学しました。6年間で成長した

姿を保護者や来賓の方に見せていました。

このうち大甕小学校の卒業式では、あいさつなどで卒業生17人の歩みが振り返られました。

同校の平成23年度の入学式は避難先の八沢小学校で行われ、新入学生は3人でした。同年10

月に本校舎に戻り、徐々に生徒数を回復してきました。

卒業生の中には、こみ上げる涙を抑えきれない様子で卒業証書を保護者に手渡す姿も見られ、

恩師や家族、地域の方への感謝の気持ちを胸に学びやを巣立っていました。

© City of Minamisoma
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25３ 土

被災自治体News

東日本大震災の津波で大きな被害を受けた鹿島区南右田行政区の閉区式が、鹿島農村環境改

善センター（万葉ふれあいセンター）で行われました。

震災後、市の行政区が閉じるのは港行政区に続き、2例目です。

式には住民ら約110人が参加し、五賀和雄行政区長が「閉区式で全てが終わるのではなく、

皆さんがこれからの人生を希望に向かって進むための出発点です」とあいさつしました。

代表者による思い出の発表では、住民を代表して中野トミ子さん、青田節子さん、宮本陽菜

さんが南右田での思い出を語り、住民が作った詩「南右田を忘れない」を出席者全員で朗読し

ました。

© City of Minamisoma
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19３ 日

被災自治体News

南相馬魅力発信企画「南相馬商店街へようこそ！」が常磐道南相馬鹿島SA「セデッテ鹿島」で開催

され、会場は市内外からの家族連れでにぎわいました。

仮想の南相馬商店街に見立てた屋外スペースには、17店の地元商店や開発商品が軒を連ね、南相馬

の魅力を発信しました。

併設されたミニSL乗車コーナーでは、たくさんの子どもたちが楽しんでいました。

© City of Minamisoma
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22３ 水

南相馬市産米を原材料に使った純米酒「御本陣」の新酒発表会が

市民文化会館「ゆめはっと」で開催され、関係者など約80人が出席

しました。桜井市長などのあいさつに続き、鏡開きをしました。

「御本陣」は、相馬野馬追で総大将の陣所である御本陣にちなんで

名付けられ、酒造好適米の「夢の香」を使用しています。

なお、「御本陣」の文字は、相馬家第33代当主の相馬和胤(かずた

ね)氏に書いていただきました。



3,312

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3月23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 3,312 群馬県 103 兵庫県 18 大分県 4 宮崎県 1

宮城県 1,277 北海道 52 京都府 16 福岡県 3 和歌山県 -

茨城県 467 長野県 50 愛知県 15 佐賀県 3 鳥取県 -

新潟県 453 山梨県 48 福井県 12 富山県 2 徳島県 -

東京都 450 秋田県 42 沖縄県 12 三重県 2 高知県 -

山形県 425 岩手県 36 岐阜県 9 山口県 2 熊本県 -

埼玉県 408 静岡県 32 滋賀県 9 香川県 2 鹿児島県 -

栃木県 313 石川県 28 岡山県 8 愛媛県 2 海外 9

千葉県 261 大阪府 21 長崎県 8 奈良県 1 合 計 8,191

神奈川県 252 青森県 18 広島県 4 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 838 本宮市 31 大玉村 9 磐梯町 4

相馬市 777 喜多方市 25 田村市 8 楢葉町 3

いわき市 506 会津坂下町 22 南会津町 7 天栄村 2

郡山市 397 鏡石町 15 金山町 7 泉崎村 2

新地町 148 西郷村 15 棚倉町 7 鮫川村 2

会津若松市 132 桑折町 14 会津美里町 6 浅川町 2

二本松市 76 猪苗代町 14 矢吹町 6 小野町 2

須賀川市 73 川俣町 13 古殿町 5 国見町 1

伊達市 67 三春町 12 北塩原村 5

白河市 42 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

6,966人市内転居

16,248人

9人

10,799人

5,440人

8,191人

(4,879人)

8,191人

47,122人

1,871人

2,976人

35,309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

56,810人71,561人計

43,397人47,116人原町区

12,084人11,603人鹿島区

1,329人12,842人小高区

平成29年
3月23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 2,845人)

(3/16  8,318)
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被災自治体News

自宅に戻った場合は連絡をお願いします

南相馬市データ放送3月24日更新

住民サービスのため、避難先から自宅に戻った場合や避難先を変更した場合は、必ず連絡を

お願いします。

それによって広報誌などの郵便物の送り先を変更します。

また、同一世帯に広報誌などの郵便物が重複して配布されている場合も連絡をお願いします。

浜通り×さんじょうライフvol.3016

連絡先・問い合わせ先
南相馬市コールセンター（企画課内）

0244-24-1100TEL

３～４月は異動シーズン 手続は時間に余裕をもって

南相馬市データ放送3月24日更新

３～４月は、進学や就職、転勤などの異動シーズンです。転入・転出・転居などで住所を変更す

る場合は、市役所や区役所で手続きが必要です。

この時期は例年、窓口が混み合います。また、手続き後の証明書や保険証の交付が翌日以降

になる場合があります。

時間に余裕をもって手続きしてください。

問い合わせ
市民生活部 市民課 0244-24-5235
小高区 市民福祉課 0244-44-6711
鹿島区 市民福祉課 0244-46-2113

TEL

TEL

TEL

市ホームページのトップページ変更のお知らせ

市では、市ホームページのトップページの切り替え作業を予定しています。

作業に伴いホームページの閲覧が一時的にできなくなります。

●停止日時 ３月３１日 午後６時～７時

作業後はトップページが変更されますが、ブッ

クマークなど登録を変更する必要はありません。

【新トップページ】(イメージ)



被災自治体News

役場本庁舎での業務を再開します

3月29日HP更新

４月３日から組織を再編し、役場本庁舎での業務を再開します。

これまでの二本松事務所にも、一部の機能（総合窓口課、生活支援課、教育委員会学校教育

係）を残して、窓口を継続します。

また、福島市、いわき市、南相馬市の各出張所もこれまで同様、開設しています。

（※桑折町、本宮市の出張所は、３月３１日をもって閉鎖します。）

●出張所
福島出張所、いわき出張所、南相馬出張所の３カ所・・・・これまで同様、各種証明発行など

※ 各部署の電話番号などお問い合わせ連絡先については、広報なみえ平成２９年４月号でお

知らせします。
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浪江町からのお知らせ

現金出納、基金管理出納室

議会運営議会事務局

児童手当、子育て支援、生涯学習、震災遺構教育委員会事務局

介護保険、臨時福祉給付金、福祉全般介護福祉課

国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金、医療費助成、健康診断、放射線健康
管理

健康保険課

道路建設改良、公共事業用地、都市計画、建築確認まちづくり整備課

上下水道、公営住宅全般、空き家バンク、被災者生活再建支援金住宅水道課

事業再開支援、営農再開支援、地場産業振興、産業創出産業振興課

戸籍関係届出、住民票発行、税務関係、除染住民課

計画策定、財政、財産管理、情報管理企画財政課

人事、給与、選挙、秘書、原子力防災、立入許可証発行総務課

本庁舎

〒979-1592 浪江町大字幾世橋字六反田7-2 0240-34-2111(代)TEL

浪江小・中学校運営教育委員会事務局

(学校教育)

仮設住宅、借上住宅入退去手続き生活支援課

各種証明・立入許可証発行、賠償支援、二本松事務所総括総合窓口課

二本松事務所

〒964-0984 二本松市北トロミ573 0243-62-0123(代)TEL

問い合わせ 総務課 0243-62-0128TEL



被災自治体News

新たに仮設津島診療所が開所しました
二本松市油井の災害公営住宅敷地内に移転・新築した、「仮設津島診療所」が３月

２３日に開所しました。

○診療時間

月曜～金曜

午前９時～正午

午後２時～４時

○診療科目

内科・外科・消化器内科・皮膚科など

水道水のモニタリング
浪江町の水道水は、町内４カ所の取水場から地下水を汲み上げて各家庭へ供給して

います。

安全に水道水を使用していただくために、現在、４カ所の取水場に地下水の放射性

物質のモニタリング装置を設置しています。

本庁舎、ふるさと再生課の窓口に設置し

ているモニターでは、リアルタイムで測定

結果を見ることができます。

また、週3回、末端の浄水を採水し、放

射線モニタリング測定を実施しています。

結果は、浪江町ホームページにも掲載し

ています。
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被災自治体News

臨時福祉給付金（経済対策分）について

3月28日HP更新

消費税の引き上げに伴う負担の緩和を目的に、臨時福祉給付金（経済対策分）を支給します。

この給付金は平成２９年４月から平成３１年９月までの２年半分を一括して支給するものです。

双葉町では、対象と思われる方へ３月２２日に申請書を発送しました。下記内容を確認の上、申

請をお願いします。

対象

平成２８年１月１日時点で双葉町に住民登録があり、平成２８年度分の住民税(均等割)が非課税

の方

※ 課税者の扶養親族になっている場合は対象となりません。

※ 所得や収入のない方でも、住民税の申告をしていないと対象とならない場合があります。

支給額

１人につき１５，０００円 ※支給は１回です。

申請先

双葉町いわき事務所 健康福祉課 福祉介護係

申請期限

６月３０日（金） ※円滑な支給のために、早めの申請をお願いします。

提出書類

申請書

添付書類

(1) 本人確認書類・・・・・運転免許証、健康保険被保険者証などの写し

(2) 指定した口座が確認できる書類（該当者のみ）

・・・・・金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかる通帳

またはキャッシュカードの写し

※ 申請書の提出後、支給までに１カ月半～２カ月程度の時間がかかります。

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください
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双葉町からのお知らせ

双葉町や厚生労働省など国や自治体の職員がATM（銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動

支払機）の操作や給付のための手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。

給付金の支給を口実とした不審な電話や郵便があったら、迷わず 寄りの警察署（または警察相談

専用電話（#9110））にご連絡ください。

問い合わせ 健康福祉課 0246-84-5205TEL



被災自治体News

富岡町からのお知らせ

富岡町複合商業施設「さくらモールとみおか」

グランドオープンのお知らせ 3月24日HP更新

富岡町・周辺地域の生活・交流の拠点として整備を進めており、昨年１１月に先行オープンして

おります「さくらモールとみおか」に食品スーパーのヨークベニマルとツルハドラッグが加わり、いよ

いよ全館グランドオープンを迎えることとなりました。

問い合わせ 産業振興課 0240-22-9009TEL

浜通り×さんじょうライフvol.30110



被災自治体News

役場本庁舎で住民票等が発行できます
3月27日から住民課・健康福祉課・税務課が役場本庁舎での業務を再開し、町内でも住民

票や税関係証明書等の発行ができるようになりました。

【窓口の状況】

（3月31日まで）

富岡町役場本庁舎、郡山事務所、いわき支所、

三春・大玉各出張所

（4月3日から）

富岡町役場本庁舎、いわき・郡山各支所

【三春・大玉出張窓口（午前10時～午後3時）】

・三春地区は、富岡町サポートセンター平沢内で毎週火曜日・木曜日

・大玉地区は、復興公営住宅「大玉村営横堀平団地」集会所内で毎週水曜日・金曜日

11浜通り×さんじょうライフvol.301

優しくて頼もしい、笑顔が絶えない卒業生
町立小学校の卒業式

町立富岡第一・第二小学校の卒業式が3月23日(木)に行われ、７人の卒業生に卒業証書が

手渡されました。

富一小の岩崎秀一校長は式辞の中で「大きなランドセルを背負い、約１時間かかるスクー

ルバスでの登下校は大変だったことでしょう。そんな困難にも負けずに笑顔いっぱいで通学

してくれました。笑顔・元気・前向き・感謝を忘れずに、中学校生活を送ってください」と

激励しました。

２年生の時からこの７人で過ごしてきた卒業生。式後の教室では「うれしい時も辛い時も

一緒にいてくれてありがとう。みんなが一緒だったから、毎日笑って過ごせました」と、涙

ながらに感謝の言葉を伝え合っていました。



被災自治体News

地域密着で帰還を後押し
あぶくま信用金庫富岡支店リニューアルオープン

町内での店舗型金融機関第１号となる福島銀行富岡支店の開所式が3月22日(水)、

国道6号沿いの新店舗で行われました。

森川英治取締役社長が「６年間の空白があったが再オープンでき、うれしい。銀行

なのでお金の相談はもちろんだが、地域の皆さんの困りごとにも対応していく」と決

意を述べました。これに対し宮本町長は

「富岡の復興・再生になくてはならない

存在。店舗型の金融機関第１号に大いに

期待します」とお祝いの言葉を贈りまし

た。

●富岡支店の営業時間

窓口・・・平日午前9時～午後3時

ATM ・・ 毎日午前8時～午後9時

金融機関第１号に期待
福島銀行富岡支店オープン

震災により約６年間営業を休止していた、あぶくま信用金庫富岡支店のリニューア

ルオープン記念式典が3月27日(月)に行われました。

はじめに太田福裕あぶくま信用金庫理事長が「ふるさと富岡を未来につなげるため

に“Face to Face”で信金の役割を果たしていく」とあいさつ。宮本町長は「あぶ

くま信用金庫は地域密着型であり、町民になくてはならない存在。町民の帰還を後押

ししてくれるもので、町としてとてもありがたい」と祝辞を述べました。続いて、林

政典富岡支店長が「今まで以上にお客様の声に耳を傾け、地域金融機関の使命を全う

する」と決意を述べられました。

また、式典ではあぶくま信用金庫から

町への記念品として、非常食用米500食

分と水1200リットルが贈られました。

●富岡支店の営業時間

窓口・・・平日午前9時～午後3時

ATM ・・ 毎日午前8時～午後8時

浜通り×さんじょうライフvol.30112
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●期 間 ４月１０日（月）～１４日（金）

４月１４日（金）～２１日（金）
※１５日（土）・１６日（日）・２２日（土）は投票できません。

●時 間 午前８時３０分～午後５時３０分

●場 所 三条市選挙管理委員会事務局 （三条市役所三条庁舎３階）

手続方法

①投票用紙一式を請求する。
避難元自治体の選挙管理委員会から届いた「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入

し、返信用封筒に入れて郵送してください。

②投票用紙一式を受け取る。
避難元自治体の選挙管理委員会から「投票用紙、投票

用封筒（内封筒と外封筒）、不在者投票証明書」が郵送され

ます。

③三条市選挙管理委員会で投票する。
受け取った封筒一式を持参して投票してください。

避難元自治体の投票所（期日前投票所を含む）で投票する方は、請求しないように注意願
います。
請求してからは、避難元自治体の投票所で投票することができなくなる場合があります。

投票済みの用紙を郵送する必要があるため、
余裕を持って早めの投票をお願いします。

証明書の開封や投票用紙への事前記入は
絶対にしないでください。

投票ができなくなります。

問い合わせ 三条市選挙管理委員会事務局 0256-34-5594（直通）

４月９日（日）告示 ４月１６日（日）投開票

TEL
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４月１３日（木）告示 ４月２３日（日）投開票

Ａ

Ｂ

Ａ
Ｂ

三条市役所三条庁舎

正面玄関

・正面玄関のエレベーターを
ご利用ください。

・３階で降りて左側へ進んで
ください。行政課内にあり
ます。

不
在
者
投
票



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:富岡町役場本庁舎で業務一部再開

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

47

4

1

1

3

7

5

26

世帯数

107

10

5

1

6

17

8

60

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(2017.3.29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

３月・４月の『ひばり』

版画教室

茶話会

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

３月３０日

１５日１４日１３日１２日１１日１０日９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

８日７日６日５日４日３日２日

４月１日３１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.30114


