
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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小高工業高校と小高商業高校が統合し、小高産業技術

高校が小高区吉名に開校し、開校式と入学式が行われま

した。旧小高工業高校の建物を改修した校舎に、新入生

165人をはじめ約500人の生徒や保護者などが集りま

した。

●福島県復興公営住宅入居支援センター



11４ 火

被災自治体News

小高工業高校と小高商業高校が統合し、小高産業技術高校が小高区吉名に開校し、開校式と入学式が

行われました。旧小高工業高校の建物を改修した校舎に、新入生165人をはじめ約500人の生徒や保護

者などが集りました。

東京電力福島第一原発事故による避難指示が解除された地域で高校が開校するのは初めてで、地域の

復興と産業を担う人材育成が期待されています。

開校式では、内堀雅雄県知事などから生徒を応援するあいさつがあり、開校を祝いました。

入学式では、新入生代表の武内幸輝さんが「復興に貢献できるよう、仲間と知識や技術を学んでいき

ます」などと目標を述べました。

歌手の長渕剛さんが作曲し、小説家で市内に住む柳美里(ゆう みり)さんが作詞した校歌を歌うと、長

渕さんがサプライズで登場し、生徒を励ましました。

© City of Minamisoma
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16４ 日

被災自治体News

相馬野馬追振興春季競馬大会が雲雀ヶ原祭場地で開かれ、各郷の騎馬会から41頭が出走し、桜を背

に人馬一体となって疾走しました。

相馬野馬追振興競馬大会は相馬野馬追執行委員会の主催で第68回目。会場には約1,000人の観客が

訪れました。地内の約1,200mのダートコースで11レースが繰り広げられました。

© City of Minamisoma
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８４ 土

被災自治体News

東日本大震災の津波と東京電力福島第一原発事故で大きな被害を受けた農業の再生のため、市が鹿島

区南海老に整備していた大型園芸施設が完成し、現地で開所式が行われました。

この施設は、国の復興交付金を活用し、津波被災地に建設されました。約5ヘクタールの敷地に大型

の鉄骨ハウス7棟などが並び、水耕栽培法方式で野菜を生産します。

施設の管理・運営は、被災した農業者で設立された「ひばり菜園」です。当初の計画では、年間でト

マト約160トン、小ネギ約110トン、カキチシャ（サンチュ）約150トンの出荷を目指しています。

昨年7月から一部で生産を始めており、現在、関東の外食チェーンや宮城県のスーパーなどに出荷し

ています。

© City of Minamisoma

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. 南相馬市長記者会見(4月会見) [10分]

3. 東京電力福島第一原子力発電所における

廃炉・汚染水対策の取組状況に関する説明会 Part.1 [25分]

4. 平成29年度 小高4小学校入学式 [10分]

5. 平成29年度 小高中学校入学式 [10分]

6. リクエストアワーのお知らせ [3分]

番組内容[4/19～4/26]

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.3044



被災自治体News
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町内の片付けごみ回収について（帰還困難区域以外は除く）

4月12日HP更新

浪江町からのお知らせ

現在、町内では片付けごみの回収を行っています。

粗大ごみ

（ごみ袋に入らないサイズのもの全
般。布団、家具など）

コールセンターで回収の受け付けを行っています。

TEL 0120-103-726（平日午前8時から午後5時まで）

有限会社 佐洋運輸（環境省受託業者）

または、FAX 0120-503-726（24時間受付対応）でお申し込
みください。

FAXでお申し込みの場合、必ずご連絡先を記入してください。

大型廃家電

（テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機
・乾燥機・エアコンの6点※）

不燃ごみ

（缶・ビン・陶器・ガラス・金属製
品・小型家電全般）

透明な袋に入れ、最寄りのごみステーション（帰還困難区域は除
く）に出してください。（週1回程度、業者が回収します。）

※袋に入らないサイズのものは粗大ごみとなります。

廃家電・粗大ごみの回収を申し込んでいる場合、あわせて自宅回
収で出すことも可能です。

可燃ごみ

（生ゴミ・紙類・衣類・プラスチッ
ク類・ペットボトル）

回収方法ごみの種類

※テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・乾燥機・エアコン以外の家電製品は「不燃ごみ」になります。

現在、棚塩地区の仮設焼却施設、室原地区の北部衛生センター、楢葉町の南部衛生センター

には、個人でごみを直接持ち込むことはできません。お近くのごみステーション、またはごみ回収

コールセンターをご利用ください。

問い合わせ 住民課 除染環境係 0240-34-0228TEL

浪江町内への立入りの確認について

4月10日HP更新

問い合わせ 総務課 防災安全係〔一時立入担当〕 0240-34-0222TEL

立入り時間について

帰還困難区域を通行しての立入り時間は午前６時から午後７時までとなっています。

時間に余裕をもって行動するようお願いします。

身分証明書の携帯について

帰還困難区域を通行する際に検問所にて身分証明書がないため止められるケースが見受けら

れます。

検問所では必ず運転者および同乗者の身分証明書の提示が求められますので、帰還困難区

域を通行する際には、本人確認できるもの（免許証、保険証、マイナンバーカードなど）の携帯を

忘れないようお願いします。



被災自治体News

ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定のご案内

4月13日HP更新

8日(金)・15日(金)・16日(土)・22日(金)9月

17日(木)・18日(金)・25日(金)8月

14日(金)・21日(金)・22日(土)・28日(金)7月

9日(金)・16日(金)・17日(土)・23日(金)6月

12日(金)・19日(金)・20日(土)・26日(金)5月

午前9時～午後3時30分

※午前11時～午後1時除く

14日(金)・21日(金)・22日(土)・28日(金)平成29年4月

受付時間検査日

日程

第２、第３、第４金曜日・第３土曜日（祝日を除く）

時間

午前９時～１１時、午後１時～４時（受付終了時間 午後３時３０分）

所要時間

1人当たり ２０分程度

会場

サンシャインなみえ 体育館となり （浪江町大字幾世橋字六反田7-2）

受検対象者

震災当時浪江町に住民票があった方

福島県民の方

県外から県内の事業所に通勤している方

※ 原子力発電所作業や除染作業などに従事する方で、法令などにより内部被ばく検査が事業

者に義務付けられている場合は、この検査を受けることはできません。

検査費用

無料

検査の流れ

受付 → 測定前説明（測定内容について） → 同意書記入 → 体表面汚染の確認

→ ホールボディカウンタによる測定（約２分） → 結果返却
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次ページへ続きます



●締め切り ４月２１日（金）

●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）

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）TEL

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

被災自治体News
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【申し込み・問い合わせ】

事前に希望の日にちと時間帯をご連絡ください。

当日受付もしておりますので、お気軽にお越しください。

※混雑の状況によっては、お待ちいただくことがあります。

浪江町役場 健康保険課 放射線対策係

0240‐34-0261 （平日 午前８時～午後５時１５分）TEL

三条市News

まだ
投票して

いない方は
お急ぎ

ください。



被災自治体News

双葉町内でのイノシシ等野生鳥獣捕獲頭数

4月13日HP更新

問い合わせ 産業課・農業委員会 0246-84-5214TEL

長期避難に伴い、町内の家屋や田畑などがイノシシなど野生鳥獣に荒らされる被害が多く発生

しています。

そのため、町では平成２５年１０月から、被害の防止・軽減を図るために環境省・福島県と連携を

図り、箱わなの設置により駆除を行っています。

平成２５年度から平成２８年度に捕獲しましたイノシシなど野生鳥獣の捕獲数を次のとおりお知

らせします。

なお、立ち入りの際は、イノシシなど野生鳥獣との接触による交通事故に十分ご注意ください。

また、宅内や田畑などに入り込んだイノシシなど野生鳥獣を見かけた際には、むやみに近づか

ないでください。

●平成２５年度

●平成２６年度

●平成２７年度

●平成２８年度

双葉町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.3048

37帰還困難区域

アライグマハクビシンイノシシ区域

93帰還困難区域

21避難指示解除準備区域

114計

アライグマハクビシンイノシシ区域

94帰還困難区域

9避難指示解除準備区域

103計

アライグマハクビシンイノシシ区域

5934143帰還困難区域

19134避難指示解除準備区域

7835177計

アライグマハクビシンイノシシ区域



被災自治体News
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町内本庁舎での被災家屋等の受付業務開始について

4月13日HP更新

問い合わせ 復興推進課 除染対策係 0240-22-9003TEL

富岡町からのお知らせ

本年４月から町内本庁舎１階(復興推進課内)に、被災家屋等解体受付窓口が設置されました。

なお、郡山・いわき各支所での受付業務も引き続き行っています。

環境省被災家屋等解体受付センター

富岡町役場内 双葉郡富岡町大字本岡字王塚622-1 0120-700-373

郡山支所内 郡山市大槻町字西ノ宮48-5            0120-629-550

いわき支所内 いわき市平北白土字宮前8 0120-662-550

※受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分

JR富岡駅前交通広場が完成しました
富岡駅の新築については、現在１０月の富岡～竜田間の開通時期を目指し工事が行われてい

ます。この新駅舎のホームにはJRと町でエレベーターを設置し、利用される町民の皆さま、

全ての方々を優しく「お迎え・お送り」したいと考えています。

現在の利用状況については、「JRいわき駅前～富岡駅前交通広場の路線バス（日・祭日を

除き上下各３便）」や「町内循環バス（日・祭日を除き６便）」の発着地、および「JR竜田

駅～富岡駅前交通広場のJRシャトルバス（竜田駅発着の鉄道の全便・上下各１１便）」の発

着などに利用されています。

皆さまに利用され、愛される駅前となることを期待しています。



被災自治体News

郡山市長選挙および郡山市議会議員補欠選挙の開票結果

4月17日HP更新

郡山市からのお知らせ

問い合わせ 選挙管理委員会事務局 024-924-2461TEL

38.05166,143102,067268,210

投票率(％)棄権者数(人)投票者数(人)有権者数(人)

33,363はまつ和子

67,354品川まさと当

得票数候補者氏名

38.04166,185102,025268,210

投票率(％)棄権者数(人)投票者数(人)有権者数(人)

27,641渡部りゅうじ当

27,862馬場だいぞう当

24,274よしだ金次郎

13,783斉藤のぼる

得票数候補者氏名

郡山市長選挙

■確定投票率

■確定得票数

郡山市議会議員補欠選挙

■確定投票率

■確定得票数

浜通り×さんじょうライフvol.30410



被災自治体News

４月１２日

３月１５日から４月１０日までの申し込み件数および全体の倍率は、下記のとおりとなっています。

引き続き応募を受け付けるとともに、すでに申し込みをされた方の希望先変更を受け付けます。

●入居募集および申込先変更受付期限 ５月１０日（水） ※当日消印有効

■第５期再々募集分

0.12143LDK

0.0093LDK

0.11122LDK
一般住宅

0.2162LDK優先住宅
(高齢者仕様)

0.0023LDK優先住宅
(車いす対応)

集合住宅下湯長谷

集合住宅北好間(南)

集合住宅泉町本谷

0.14493LDK

0.12222LDK
一般住宅

0.00233LDK

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

集合住宅

勿来酒井

いわき市

0.00202LDK優先住宅
(高齢者仕様)

0.0043LDK優先住宅
(車いす対応)

9.0913LDK

0.4493LDK

1.81162LDK
一般住宅

0.11132LDK優先住宅
(高齢者仕様)

0.0033LDK

0.5482LDK一般住宅

0.00102LDK優先住宅
(高齢者仕様)

0.0072LDK優先住宅
(高齢者仕様)木造長屋

0.14283LDK

0.4252LDK
一般住宅

0.2153LDK

0.0042LDK優先住宅
(高齢者仕様)

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住戸形態団地名所在地

次ページへ続きます

避難指示解除後は、復興公営住宅への申し

込みができなくなりますが、３月３１日および

４月１日に避難指示が解除された方は、今回

の募集には申し込みできますので、早めに申

し込みください。

浜通り×さんじょうライフvol.304 11



被災自治体News

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町いわき市 集合住宅平赤井

0.1752311計

0.2153LDK

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

0.3392LDK
一般住宅2戸1棟

(ペット可)下北迫広野町

0.22133LDK

0.0093LDK

0.0052LDK優先住宅
(高齢者仕様)

0.0082LDK
一般住宅

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住戸形態団地名所在地

■第４期から引き続き募集を行う住宅の再々募集

0.2163LDK

0.49253LDK

0.0022LDK

1.0442LDK
一般住宅

優先住宅
(高齢者仕様)

0.3253164計

0.710153LDK

1.0223LDK

一般住宅

優先住宅
(高齢者仕様)

0.0023LDK優先住宅
(車いす対応)

集合住宅四ッ倉

0.0052LDK優先住宅
(高齢者仕様)

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町、
飯舘村

1.0113LDK優先住宅
(車いす対応)

集合住宅石倉二本松市

0.0043LDK

0.1443LDK

いわき市

集合住宅
(ペット可)中原(東)

0.041233LDK

0.00133LDK

0.2152LDK
一般住宅

0.0012LDK
一般住宅

0.0012LDK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)

0.0013LDK優先住宅
(車いす対応)

集合住宅中原(西)

0.1182LDK優先住宅
(高齢者仕様) 0.5363LDK

0.713193LDK

0.22122LDK
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

住宅種別住戸形態団地名所在地

浜通り×さんじょうライフvol.30412



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

浜通り×さんじょうライフvol.304 13

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

お米引換券を
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(2017.4.19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・５月の『ひばり』

憲法記念日

ひばり休み

昭和の日

版画教室

ひばり休み

こどもの日

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

４月２０日

６日５日４日３日２日５月１日３０日

みどりの日

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

２９日２８日２７日２６日２５日２４日２３日

お米
引換開始
(～5/10)

２２日２１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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