
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・中学校全21校で、それぞれ入学式が行わ

れました。小学校313人、中学校406人の計719人の

新入生は、先生や上級生たちに迎えられ、新たな学校生

活に入りました。



６４ 木

被災自治体News

市内の小・中学校全21校で、それぞれ入学式が行われました。小学校313人、中学校406

人の計719人の新入生は、先生や上級生たちに迎えられ、新たな学校生活に入りました。

今回は、石神第一と小高、原町第二、石神第二の各小学校と、小高と原町第二、鹿島の各中

学校を取材しました。

このうち、小高区の小高小学校では、小高、福浦、金房、鳩原の4小学校の合同入学式が7年

ぶりに本校舎で行われました。入学式では、新入学児童4人が、山本秀和校長から「一緒に頑

張っていきましょう」との励ましの言葉とともに教科書を受け取っていました。

小高中学校も、鹿島区の仮設校舎から小高区の本校舎に戻り入学式を行いました。

© City of Minamisoma
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８４ 土

被災自治体News

4月8日「ロボット・ドローン教室in小高」が開催され、小高区内の小・中学生や、小高産業

技術高校の生徒らが訪れ、ドローンやクローラーロボットを操縦したりなどして楽しみました。

市では、「ロボットのまち南相馬市」を目指して昨年度から市内の各小学校などでドローン

教室を開催してきましたが、今回は小高区内での学校再開を記念してロボット・ドローン教室

として開催したものです。参加した子供たちは、ドローンを飛ばして障害物をくぐらせたり、

クローラーロボットにタイヤを登らせるなどして新しい技術に親しんでいました。また、この

日は、安倍首相が東日本大震災の被災地の復興状況視察に来市され、教室の様子もご覧になり

ました。

© City of Minamisoma
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３４ 月

被災自治体News

小高区で調剤薬局が再オープンし、再開を記念して小高調剤薬局開所式が行われました。

式では、市幹部らが店舗前でテープカットをして再オープンを祝いました。

●小高調剤薬局

営業日 月曜日～金曜日（祝日を除く）

営業時間 午前9時～午後5時30分

© City of Minamisoma

今週の番組 ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組

2.市長の部屋にようこそ！

3.新酒発表会～南相馬の地酒の誕生～

4.民俗芸能発表会 vol.2 ～馬場民俗芸能保存会～ 鬼踊り

5.～子どもたちの帰還へ～ 小高中学校校舎等内覧会

6.パノラマ360° ～空から見た南相馬市～ FLIGHT No.002【小高区編】

7.リクエストアワーのお知らせ

番組内容[4/12～4/19]

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.3034



被災自治体News
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東京電力による浪江町内家屋清掃（片付け）のお知らせ

4月4日HP更新

浪江町からのお知らせ

次ページへ続きます

町内（帰還困難区域を除く）の自宅について、東京電力による、家屋内の清掃（片付け）協力の

申し込み受け付けが再開しました。

対象区域

帰還困難区域を除いた区域

※ 帰還困難区域は、現状では対応することができません。

対象範囲

個人宅の居住部分

実施内容

地震被害、家畜被害などにあった自宅内の片付け、不要となった家財の搬出および簡易な掃

き掃除。

ただし、ガスボンベや薬品類については、搬出できません。

※ 申込者と事前に、作業内容の確認の電話をさせていただきます。また、あくまで片付けや清掃

となりますので、薬品で消毒するといった対応は致しかねますので、ご理解をお願いします。

清掃実施期限

９月３０日（土）

作業時間…午前１０時～午後３時頃 （途中休憩を含みます。）

【申込先】

東京電力ホールディングス株式会社 福島復興本社 復興推進室

家屋清掃（片付け）お申し込み専用ダイヤル

０８０－５５２７－３９５９
・受付期限 ７月３１日（月）

・受付時間 平日 午前９時～正午、午後1時～午後４時（土日・祝祭日を除く）

※この番号は、浪江町内の家屋清掃受付専用ダイヤルです。

お願い事項

清掃作業は２０人程度で１住宅１日を基本として実施します。

家屋の解体が決まっている住宅については、作業の実施はできません。

必要なものを屋内から搬出したいなど、個別のご要望については、電話にてご相談させてい

ただきます。



被災自治体News

問い合わせ 住民課 除染環境係 0240-34-0228TEL

作業の安全ならびに実施内容確認のため、事前に東京電力社員が現地を調査します。危険

と判断される作業や、相当な時間のかかる作業は、引き受けられない場合があります。

作業実施の際は、必ず本人または家族の立会いが必要となります。

片付けにより発生した廃棄物については、ごみ回収業者が回収します。回収されるまでの間、

敷地内への仮置きをお願いします。

除染作業や、庭木・植木の伐採、敷地外への物品運搬などは対応できまでんので、ご了承願

います。

国（環境省）による除染作業との兼ね合いで作業日を調整させていただくことがあります。

作業の日程が全て埋まった場合はキャンセル待ちとなり、キャンセルが出た時点でのご案内、

または、次回の実施が決定次第、改めての申し込み受け付けとなります。

浪江町民の避難状況（平成29年3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

400新潟県

444神奈川県

12福井県

47山梨県

52長野県

15岐阜県

863東京都

563千葉県

707埼玉県

157群馬県

479栃木県

1,028茨城県

148山形県

52秋田県

842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

11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

18福岡県

4佐賀県

56静岡県

36愛知県

5三重県

4滋賀県

30京都府

62大阪府

22兵庫県

5奈良県

人 数都道府県

7鹿児島県

20沖縄県

13国外

6,371合計

9宮崎県

5大分県

6熊本県

12長崎県

人 数都道府県

85川俣町

24国見町

195桑折町

585本宮市

4下郷町

1天栄村

16鏡石町

149大玉村

120伊達市

1,954南相馬市

83田村市

1,460二本松市

503相馬市

31喜多方市

161須賀川市

249白河市

3,172いわき市

1,839郡山市

244会津若松市

3,018福島市

人 数市町村

1古殿町

2玉川村

1平田村

4塙町

20会津坂下町

4磐梯町

2西会津町

60三春町

10石川町

4鮫川村

8棚倉町

26矢吹町

5泉崎村

149西郷村

11会津美里町

1金山町

35猪苗代町

2北塩原村

11南会津町

1只見町

人 数市町村

23浪江町

30広野町

14,418合計

5その他

78新地町

5川内村

1富岡町

8楢葉町

18小野町

人 数市町村

20,789

避難者総数

(前月 20,812)
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被災自治体News

安倍首相が仮設商店街「まち・なみ・まる
しぇ」を訪問されました

4月8日(土)、安倍首相が浪江町の「まち・

なみ・まるしぇ」を訪れ、10店舗全ての店主

にあいさつされました。

大堀相馬焼の湯飲みを購入されたり、なみ

え焼そばを試食するなど、首相自身も楽しま

れていました。

「まち・なみ・まるしぇ」全体に活気がで

たように思えます。

ＪＲ常磐線浪江駅－小高駅間 運転再開
4月1日(土)、浪江駅にてＪＲ常磐線浪江駅－小高駅間の運転再開式が行われました。

震災後、6年ぶりの運転再開となります。

浜通り×さんじょうライフvol.303 7



被災自治体News

中間貯蔵施設予定地内保管場への除去土壌等の搬入について

4月5日HP更新

問い合わせ 建設課 0246-84-5209TEL

双葉町、二本松市、本宮市、桑折町、浪江町の、中間貯蔵施設予定地内保管場への除去土壌

等の搬入について、環境省が公表しましたのでお知らせします。

平成29年度の輸送（双葉工区へ搬入される市町村）

学校等輸送通常輸送

ー

ー

500

3,000

ー

ー

3,500

22,000 飯舘村7

2,000 新地町6

25,500 南相馬市5

5,000 相馬市4

11,000 葛尾村3

4月6日26,000 浪江町2

4月1日30,000双葉町1

開始日
搬出予定量（m3）

市町村名

【問い合わせ先】

■環境省 中間貯蔵施設に係る全般的な問い合わせ窓口 0120-027-582

午前９時～午後６時１５分 ※土・日、祝日除く

■環境省 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の総合窓口 0120-10-1951

午前８時３０分～午後５時１５分 ※土・日、祝日除く

学校等輸送通常輸送

ー

1,500

2,500

ー

500

6,500

25,500

17,500

5,000 大玉村15

13,500 川俣町14

4月1日6,500 桑折町13

5,500 国見町12

16,000 伊達市11

4月1日5,500 本宮市10

4月4日8,000 二本松市9

15,000 福島市8

開始日
搬出予定量（m3）

市町村名

双葉町からのお知らせ

応急仮設住宅・借上げ住宅の適正な使用について

4月1日HP更新

応急仮設住宅（借上げ住宅などを含む）は、災害救助法に基づいて一時的に居住の安定を図

ることを目的としています。

避難による居住以外の用途での使用は認められませんので、法律の趣旨についてご理解頂く

とともに、適正な使用をお願いします。

また、住宅の購入や新築、復興公営住宅への入居など、住宅を確保された方は供与終了となり

ます。速やかに「仮設住宅等使用終了届」を提出してください。

次ページへ続きます

浜通り×さんじょうライフvol.3038



双葉町民の避難状況
【都道府県別】 平成29年4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 826 岐阜県 6 鳥取県 - 佐賀県 5

青森県 13 千葉県 176 静岡県 31 島根県 17 長崎県 5

岩手県 10 東京都 331 愛知県 4 岡山県 4 熊本県 2

宮城県 255 神奈川県 184 三重県 - 広島県 4 大分県 6

秋田県 11 新潟県 157 滋賀県 1 山口県 - 宮崎県 -

山形県 29 富山県 13 京都府 10 徳島県 - 鹿児島県 13

福島県 4,079 石川県 19 大阪府 5 香川県 - 沖縄県 4

茨城県 466 福井県 5 兵庫県 2 愛媛県 5 海外 4

栃木県 158 山梨県 14 奈良県 - 高知県 - 合 計 6,956

群馬県 42 長野県 17 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 288 田村市 20 西郷村 33

会津若松市 59 南相馬市 232 矢吹町 33

郡山市 721 伊達市 10 棚倉町 12

いわき市 2,114 本宮市 47 塙町 8

白河市 214 桑折町 5 三春町 15

須賀川市 65 鏡石町 10 広野町 35

喜多方市 9 猪苗代町 12 新地町 8

相馬市 60 会津坂下町 10 その他 31

二本松市 16 会津美里町 12 合 計 4,079

(前月 6,957)

所在 人数

福島県内に避難している方 4,079

福島県外に避難している方 2,877

＊所在不明者 3人
うち津波による行方不明者 1人

＊死亡者 547人
うち災害関連死亡者 165人

(前月 4,079)

被災自治体News
なお、下記のような目的外の使用については、契約の解除や損害賠償請求を行う場合がありま

す。

【適正と認められない使用例】

居住できる住宅を確保した以降の利用

申請者以外へ転貸すること

週末や休暇期間中のみの利用

複数の応急仮設住宅などの供与を受けること

その他、居住以外の利用（倉庫・商業用など）

※ 応急仮設住宅や借上げ住宅から復興公営住宅に入居される方は、退去の手続き後に入居し

てください。

※ 福島県外において、借上げ住宅などに居住されている方も同様の取り扱いになりますので、ご

注意ください。

問い合わせ 生活支援課 0246-84-5200TEL

浜通り×さんじょうライフvol.303 9



被災自治体News

“共に進む 共に歩む”
東邦銀行富岡支店・大熊支店営業再開

東邦銀行富岡支店・大熊支店の営業再開式典は４月６日(木)、双葉警察署近くへ移

転した新店舗（中央２丁目４１）で行われました。

北村頭取は「地域の皆様の熱い思いを受けながら、富岡町の復興・発展のために努

力する」とあいさつ。

これに対し宮本町長は「生活環境が充実し、これから帰還する町民の背中を押して

くれるものと期待します」と祝辞を述べました。

また、これに先立ち４月５日(水)には、地域の活性化および住民サービスの向上を

目的とし、東邦銀行との包括連携協定を締結しました。

富岡工業団地・産業団地への企業誘致促進、新産業分野に関連した雇用創出、富岡

町内生活にかかわる支援を重点項目とし、双方の資源を活用した協働による活動を進

めていきます。

●富岡支店・大熊支店の営業時間

窓口・・・平日午前9時～午後3時

ATM ・・ 毎日午前7時～午後10時

浜通り×さんじょうライフvol.30310

富岡町からのお知らせ



被災自治体News

10,706合 計

富岡町民の避難状況
【都道府県別】 平成29年4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 67 埼玉県 531 岐阜県 4 鳥取県 1 佐賀県 3

青森県 31 千葉県 448 静岡県 56 島根県 22 長崎県 5

岩手県 30 東京都 697 愛知県 53 岡山県 10 熊本県 8

宮城県 258 神奈川県 393 三重県 4 広島県 12 大分県 10

秋田県 24 新潟県 260 滋賀県 13 山口県 14 宮崎県 8

山形県 26 富山県 9 京都府 10 徳島県 8 鹿児島県 12

福島県 10,706 石川県 19 大阪府 37 香川県 2 沖縄県 19

茨城県 652 福井県 16 兵庫県 9 愛媛県 10 海外 14

栃木県 233 山梨県 21 奈良県 10 高知県 6 合 計 14,953

群馬県 95 長野県 54 和歌山県 1 福岡県 22

【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 351 南相馬市 138 矢吹町 28

会津若松市 146 伊達市 32 玉川村 8

郡山市 2,632 本宮市 45 三春町 249

いわき市 6,066 国見町 7 小野町 18

白河市 102 大玉村 161 広野町 139

須賀川市 83 西会津町 8 楢葉町 15

喜多方市 33 猪苗代町 11 川内村 31

相馬市 58 会津美里町 11 新地町 15

二本松市 44 西郷村 39 その他 58

田村市 167 泉崎村 11

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。

(前月 14,964)

4,247福島県外避難者数

14,953合計

10,706福島県内避難者数

2,319福島県外避難世帯数

7,954合計

5,635福島県内避難世帯数
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桜のトンネル（４月１０日撮影）



三条市News

●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

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

まだ
投票して

いない方は
お急ぎ

ください。

浜通り×さんじょうライフvol.30312



こどもの日も近づき、渡邉幸藏さん(下田地区)から子どもたちへ、お米プレゼントのうれ

しいお話を今年もいただきました。

これまでも多くのお米をいただきました。感謝の気持ちでいっぱいです。

配布につきましては、下記の通りです。

配布期間 ４月２１日(金)～５月１０日(水)

交流ルーム「ひばり」開設時間内 午前9時30分～午後3時(火・木 休み) 

※休館日は、裏表紙のカレンダーで確認してください。

配布場所 交流ルーム「ひばり」

対象 19歳以下のお子さんがいる世帯

(平成9年５月５日以降に生まれたお子さん) 

お米 お子さん１人につき 5kg

※申し訳ございませんが、お届けはできません。

期間内に受け取れない場合は、お取り置きも可能です。ご連絡ください。

交流ルームひばり通信
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これまでも何人かのお子さんからのお礼の手紙を渡邉さんへお届けし、とっても

喜んでいらっしゃいました。

お礼の手紙などはひばりでお届けしますので、よろしくお願いいたします。

問い合わせ
交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０

引き換え券を
忘れず持参ください。



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

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

浪江町 0240-34-2111

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(2017.4.12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

４月の『ひばり』

ひばり休み

版画教室

茶話会

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

１３日

２９日２８日２７日２６日２５日２４日２３日

ひばり休み
浜通り配布

お米
引換開始
(～5/10)

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休みひばり休み

２２日２１日２０日１９日１８日１７日１６日

１５日１４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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