
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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10４ 月

原発事故の影響により休校していた公立双葉准看護学

院が、6年ぶりに原町区の仮設校舎で再開されることに

なり、開校式が行われました。

続いて開催された入学式では、相双地方の医療・福祉

を担う准看護師候補の新入生26人の新たな門出を祝い

ました。

★次号の浜通り×さんじょうライフVol.306は、
５月１１日（木）にお届けします。

●南相馬市ＨＰ「フォトレポ」から



15    ～16４ 土

被災自治体News

第24回万葉の里かしま春まつりが、鹿島御子神社周辺の道路を歩行者天国にして行われまし

た。

歩行者天国では、小学生HIPHOPダンスチーム「Joli Jolie」(ジョリジョリー)によるダンス

パフォーマンス、ビンゴ大会などが行われ、大勢の来場者でにぎわいました。

16日(日)には、鹿島御子神社(かしまみこじんじゃ)の春季例大祭が行われ、下町子供手踊り

や古武道奉納演武が披露されました。

© City of Minamisoma

浜通り×さんじょうライフvol.3052

日



18４ 火

被災自治体News

市では、地域貢献に関する協定を、鹿島区沿岸部で風力発電事業を行う(株)南相馬サステナ

ジーと締結しました。

締結式は鹿島区南海老で行われ、桜井市長と南相馬サステナジーの佐々木幸一代表取締役が

協定書に調印しました。

また、同所で万葉の里風力発電所の安全祈願祭が行われました。出力容量は約9,400kWで、

約4,600世帯分の使用電力量に相当します。平成30年3月に運転開始の予定です。

© 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. 南相馬チャンネル さくら祭り！飯崎 [5分]

3. 南相馬市職員辞令交付式 [10分]

4. 南相馬チャンネル さくら祭り！真野川 [5分]

5. たくさんの思い出をありがとう 南右田閉区式 [20分]

6. 南相馬チャンネル さくら祭り！雲雀ヶ原祭場地 [5分]

7. 夜の森公園桜まつり ～点灯式～ [5分]

8. 南相馬チャンネル さくら祭り！よつば公園 [5分]

9. リクエストアワーのお知らせ [3分]

番組内容[4/26～5/3]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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定例記者会見 4月12日 市役所

中長期派遣職員併任発令

被災自治体News

4月4日 市役所

全国の自治体からの派遣職員に対し併任発

令式を行い、辞令書を交付しました。

南相馬市では震災以降、市の実情をご理解

いただいた多くの自治体から職員を派遣いた

だいております。

その業務は、市民生活部門・健康福祉部門

をはじめ復興企画部門や建設部門など多岐に

わたり、その数は延べ約500人に上ります。

定例の記者会見で、昨年7月に避難指示が

解除された小高区と原町区の一部の居住者が

1,800人を超えたことを発表し、住環境の更

なる向上に努める決意を述べました。

南相馬市からのお知らせ

県知事と若手職員との意見交換会 4月12日 市役所

内堀雅雄福島県知事が市役所を訪れ、さらなる復興に向けての課題などについて市

の若手職員と意見交換をしました。同席した市長も知事と職員の意見交換に耳を傾け

ました。

浜通り×さんじょうライフvol.3054



被災自治体News

浜通り×さんじょうライフvol.305 5

浪江町議会議員一般選挙の開票結果について

4月24日HP更新

浪江町からのお知らせ

問い合わせ 総務課 行政係〔選挙管理委員会〕 0240-34-0235TEL

45.21%44.78%45.66%投票率

8,646人4,504人4,142人棄権者数

7,133人3,652人3,481人投票者数

15,779人8,156人7,623人有権者数

計女男

243.229票佐々木 しげる

287票松田 孝司当選

291票佐藤 ふみ子当選

297票渡辺 やすひこ当選

302.724票紺野 則夫当選

316票高野 たけし当選

329.748票佐々木 ケイジ当選

337票泉田 しげあき当選

364票半谷 正夫当選

418.113票佐々木 ゆうじ当選

427票山本 幸一郎当選

455.907票平本 けいじ当選

517票やまざき 博文当選

533.275票紺野 栄重当選

562票吉田 かずひろ当選

619票石井 ゆうこ当選

721票馬場 いさお当選

得票数候補者氏名

0票持ち帰り票

112票無 効 投 票

7,021票有 効 投 票

7,133票投 票 総 数

４月２３日執行の浪江町議会議員一般選挙の開票結果についてお知らせします。

確定投票率

開票結果



被災自治体News

北朝鮮による弾道ミサイル発射などに係る情報伝達および行動について

4月13日HP更新

北朝鮮により弾道ミサイルが発射された場合で、日本に飛来する可能性があるときは、政府とし

て、関係する地域の住民に対して全国瞬時警報システム（Jアラート）を使用して情報伝達すること

としています。

また、情報伝達の流れや注意点など、武力攻撃やテロなどから身を守るためにどのように行動

するべきかなどについては、内閣府の「国民保護ポータルサイト」に掲載されていますので、お知

らせします。

※全国瞬時警報システム（Jアラート）とは？

弾道ミサイル情報、緊急地震速報、津波警報など、対処に時間的余裕のない事態に関する情

報を国から送信し、市町村防災行政無線や緊急速報メールなどを自動起動することにより、国か

ら住民まで緊急情報を瞬時に伝達するシステムです。

浪江町ではこのほかに、登録制メールやフェイスブックなどにも緊急情報が配信されます。

浜通り×さんじょうライフvol.3056

次ページへ続きます



被災自治体News
【弾道ミサイル落下時の行動に関するQ＆A】

問１ ミサイルは発射から何分位で日本に飛んでくるのでしょうか。

（答） 北朝鮮から弾道ミサイルが発射され、日本に飛来する場合、極めて短時間で日本に飛来

することが予想されます。

たとえば、平成２８年２月７日に北朝鮮西岸の東倉里（トンチャンリ）付近から発射された弾道ミサ

イルは、約１０分後に、発射場所から約１，６００ｋｍ離れた沖縄県先島諸島上空を通過しています。

なお、弾道ミサイルの種類や発射の方法、発射場所などにより日本へ飛来するまでの時間は異

なります。

問２ なぜ頑丈な建物や地下街などへ避難するのですか。

（答） ミサイル着弾時の爆風や破片などによる被害を避けるためには屋内（できれば頑丈な建

物）や地下街など（地下街や地下駅舎などの地下施設）への避難が有効だからです。

問３ 自宅（木造住宅）にいる場合はどうしたらよいでしょうか。

（答） すぐに避難できるところに頑丈な建物や地下街などがあれば直ちにそちらに避難してくだ

さい。それができない場合は、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動してください。

問４ 建物内に避難してから気を付けることはありますか。

(答) 爆風で壊れた窓ガラスなどで被害を受けないよう、できるだけ窓から離れ、できれば窓のな

い部屋へ移動してください。

問５ 弾道ミサイルの情報が伝達されたとき、自動車の車内にいる場合はどうすればよい

ですか。

(答) 車は燃料のガソリンなどに引火するおそれがあります。

車を止めて頑丈な建物や地下街などに避難してください。周囲に避難できる頑丈な建物や地

下街などがない場合、車から離れて地面に伏せ、頭部を守ってください。

問６ 車から出ると危険な場合はどうしたらよいですか。

(答) 高速道路を通行している時など、車から出ると危険な場合には、車を安全な場所に止め、

車内で姿勢を低くして、行政からの指示があるまで待機してください。

問７ ミサイルが着弾した後は何をすればいいですか。

(答) 弾頭の種類に応じて被害の様相や対応が大きく異なります。

そのため、テレビ、ラジオ、インターネットなどを通じて情報収集に努めてください。また、行政か

らの指示があればそれに従って、落ち着いて行動してください。

問８ 近くにミサイルが着弾した時はどうすればいいですか。

(答) 弾頭の種類に応じて被害の及ぶ範囲などが異なりますが、次のように行動してください。

・ 屋外にいる場合は、ロと鼻をハンカチで覆いながら、現場から直ちに離れ、密閉性の高い屋

内の部屋または風上に避難してください。

・ 屋内にいる場合は、換気扇を止め、窓を閉め、目張りをして室内を密閉してください。

問い合わせ 総務課 防災安全係 0240-34-0229TEL

浜通り×さんじょうライフvol.305 7



被災自治体News

有料動画サイトなどの未納料金の回収を依頼されていると称して

金銭を請求してくる事業者に関する注意喚起 4月19日HP更新

問い合わせ 産業課・農業委員会 0246-84-5214TEL

平成２８年８月以降、消費者の携帯電話やパソコンに「有料動画の未納が発生しております。本

日中に連絡なき場合、法的手続きへ移行させていただきます。」などと記載したＳＭＳやメールを

送信したり、消費者の携帯電話に電話して着信履歴を残したりして、折り返し電話してきた消費者

に「有料動画サイトの利用料金の未納があり、サイト運営業者から未納料金の回収を依頼されて

います。支払いがなければ法的手続きをとらざるを得ません。」などと告げ、有料動画サイトなどの

未納料金の回収を依頼されていると称して金銭を請求してくる事業者に係る相談が、各地の消費

生活センターなどに寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社日本債権」、「ＴＳＢ債権回収」または「ＣＩＣ債権回

収センター」と称する事業者（以下「本件事業者」と称します。）との取引において、消費者の利益

を不当に害するおそれのある行為（消費者を欺き、または威迫して困惑させること）を確認しました。

こうした状況を踏まえ、消費者庁は、消費者被害の発生または拡大の防止のため、消費者の注

意を喚起する必要があると認め、消費者安全法の規定に基づき、 広く消費者に注意喚起の公表

を行ったところです。

双葉町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.3058



被災自治体News

富岡町早期帰還移転補助金交付のお知らせ

4月17日HP更新

富岡町からのお知らせ

最大 8万円
基礎補助:3万円+追加補助:最大5万円

最大 10万円
基礎補助:5万円+追加補助:最大5万円

県内からの引越し

最大 10万円
基礎補助:5万円+追加補助:最大5万円

最大 15万円
基礎補助:10万円+追加補助:最大5万円

県外からの引越し

単身世帯複数世帯(2人以上)

問い合わせ 住民課 避難生活支援係 0120-33-6466

避難先の住宅などから町内の自宅や新たに新築・購入された住宅、富岡町災害公営住宅など

に転居された世帯に対し、引越しにかかった費用を補助します。

申請は、移転が完了してからとなりますので、町内で居住を始めた方は、住民課避難生活支援

係の窓口または電話で申請用紙を請求し、手続きを行ってください。

対象

平成３０年３月３１日までに町内の自宅などに移転が完了した世帯

※ 現在お住まいの居住先を１世帯とし、１回限りの申請とさせていただきます。

ただし、「同じ仮設住宅内」または「同じ棟で借上げ住宅」を２戸以上使用している場合は、１

世帯での申請となります。

補助額

※ 基礎補助とは、領収書の有無にかかわらず支払う金額です。

申請に必要な事項

① 応急仮設住宅（借上げ住宅を含む）にお住まいの方は、退去手続きが必要です。

② 「庁内居住届」の届け出が必要です。

※震災時にお住まいだった場所以外に戻る場合は、「転居届」も必要です。

③ 基礎補助額を超えて補助金を申請する場合は、事業所などから発行された領収書（原本）が

必要です。

申請の受け付け

移転が完了してからの申請となります。

移転が完了した方には、申請の方法を記した詳細な案内と申込書を

下記窓口でお渡しします。

送付を希望する場合は、下記までご連絡ください。
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被災自治体News

災害時における生活物資の供給協力に関する協定を締結しました

4月19日HP更新

株式会社ツルハならびに株式会社ヨークベニマルとの

「災害時における物資等の供給協力に関する協定」の締結について

町は、３月３０日付けで、株式会社ツルハならびに株式会社ヨークベニマルと「災害時における

物資等の供給協力に関する協定」を締結しました。

この協定では、町と、株式会社ツルハならびに株式会社ヨークベニマルが相互に協力して、災

害時における町民の生活の安定を図るため、物資の供給協力に関する事項について定めており、

町が要請することで、日用品などの生活必需品および災害時の応急対策に必要な物資などを供

給していただくこととしております。

町では、今後も災害時における協力協定の推進に努めてまいります。

福岡で“夜の森の桜”が開花しました
「夜の森さくらプロジェクト」で育てた苗木を、コープふくしまが昨年１０月にエフコープ

（福岡県）へ植樹した桜が開花したとの便りが届きました。

コープふくしまはこれまでに、大分県、沖縄県、佐賀県、山梨県、愛知県、新潟県のコープ

関連施設へ植樹を行っています。

夜の森の桜の輪が全国へ広がり、富岡町を身近に感じていただければ幸いです。

「夜の森さくらプロジェクト」とは

富岡町民、富岡町に関わる全ての方々の心の拠り所である“夜の森の桜”が、避難先で、ま

た富岡町に心を寄せる方々の近くで美しく咲き続けるようにと、福島県農林種苗農業協同組合

の発案で夜の森の桜の直系子孫を生産し、全国に広めていくプロジェクトです。

浜通り×さんじょうライフvol.30510



被災自治体News

総務省「全国避難者情報システム」に登載されている

郡山市から他市町村への避難者数について 4月21日HP更新

郡山市からのお知らせ

問い合わせ 市民部 市民課 024-924-2131TEL

４月１日現在で総務省「全国避難者情報システム」に登載されている郡山市から他市町村への

避難者数は下記のとおりです。

なお、避難者数は、避難者からの任意の届け出により集計したものです。

避難者数

(1) 総計 ４,２４７人 （県内６５人 県外４,１８２人）

(2) 避難者のうち１８歳未満 １,７０７人 （県内３１人 県外１,６７６人）

※ ３月１日現在の避難者数総計４,２８３人から３６人減少しています。

避難者数の推移

浜通り×さんじょうライフvol.305 11



NEXCO東日本会津若松管理事務所（福島県会津若松市）は、2車線区間（片側1車線）の

磐越自動車道津川IC～会津若松IC間において、正面衝突事故防止のためのワイヤロープ設置工

事、路面補修工事、トンネル設備補修および点検・清掃を行うため、下記のとおり夜間通行止

めを実施します。

■通行止め区間

① 津川IC～西会津IC間（上下線）

② 西会津IC～会津坂下IC間（上下線）

③ 西会津IC～会津若松IC間（上下線）

■通行止め日時

① 5月22日(月)～6月2日(金)の10夜間

予備日：6月5日(月)～6月8日(木)の4夜間

② 6月9日(金)～6月16日(金)の6夜間

③ 6月19日(月)～6月23日(金)の5夜間

予備日：6月26日(月)～6月27日(火)の2夜間

午後8時～翌朝6時

※土・日・祝日は原則として規制を行いません。

※天候により、規制期間・時間が変更、または中止となる場合があります。

NEXCO東日本 お客さまセンター
0570-024-024 （ナビダイヤル）（24時間）
03-5338-7524 （PHS、IP電話のお客さま）

問い合わせ
TEL

TEL

ワイヤロープ設置工事

浜通り×さんじょうライフvol.30512



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、お米をいただきました。

配布につきましては、下記の通りです。

配布期限 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.305 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

6630南相馬市 計

46

4

1

1

3

7

5

25

世帯数

105

10

5

1

6

17

8

58

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(2017.4.26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』

お米
引換終了

版画教室

ひばり休み

昭和の日

憲法記念日

ひばり休み

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

４月２７日

１３日１２日１１日１０日９日８日７日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

こどもの日みどりの日

ひばり休みひばり休み

６日５日４日３日２日５月１日３０日

２９日２８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.30514


