
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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五月晴れとなったこの日、市内各地の小学校で運動会

が開かれました。児童は、徒競走や騎馬戦、盆踊りなど

さまざまな競技で日頃の練習の成果を発揮し、家族や地

元の方から盛んな声援が送られていました。



被災自治体News

五月晴れとなったこの日、市内各地の小学校で運動会が開かれました。

児童は、徒競走や騎馬戦、盆踊りなどさまざまな競技で日頃の練習の成果を発揮し、家族や地元の方

から盛んな声援が送られていました。

今回は石神第二、大甕、小高、鹿島、金房、上真野、高平、鳩原、原町第一、福浦、八沢の小学校

11校を取材しました。

このうち小高区の小高小学校では、共同授業を行っている小高、福浦、金房、鳩原の4小学校合同の

運動会が開かれました。

小高区内で運動会が開かれるのは東日本大震災と原発事故後初めてで、人工芝の敷かれた校庭で児童

約60人が19種目を繰り広げました。

© City of Minamisoma
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3,033合 計

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5月12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 3,033 群馬県 94 青森県 16 大分県 4 宮崎県 1

宮城県 1,154 北海道 48 愛知県 15 福岡県 3 和歌山県 -

茨城県 447 長野県 45 福井県 12 佐賀県 3 鳥取県 -

新潟県 423 山梨県 43 沖縄県 12 三重県 2 徳島県 -

東京都 408 秋田県 37 岐阜県 9 山口県 2 高知県 -

山形県 391 岩手県 36 滋賀県 9 香川県 2 熊本県 -

埼玉県 382 静岡県 27 京都府 9 愛媛県 2 鹿児島県 -

栃木県 308 石川県 26 岡山県 8 富山県 1 海外 9

千葉県 242 大阪府 21 長崎県 8 奈良県 1 合 計 7,544

神奈川県 229 兵庫県 17 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 782 本宮市 28 三春町 9 楢葉町 3

相馬市 689 喜多方市 24 棚倉町 8 天栄村 2

いわき市 476 会津坂下町 20 桑折町 7 泉崎村 2

郡山市 362 鏡石町 15 金山町 7 鮫川村 2

新地町 137 西郷村 15 会津美里町 6 浅川町 2

会津若松市 115 川俣町 13 矢吹町 5 小野町 2

須賀川市 69 西会津町 11 古殿町 5 国見町 1

二本松市 68 猪苗代町 11 北塩原村 4 矢祭町 1

伊達市 68 田村市 9 広野町 4

白河市 39 大玉村 9 南会津町 3

71,561人平成23年3月11日現在の人口

7,171人市内転居

16,723人

9人

11,195人

5,519人

7,544人

(4,511人)

7,544人

47,294人

1,381人

2,820人

35,922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

2,885人―
他市町村
の避難者

57,173人71,561人計

41,114人47,116人原町区

11,358人11,603人鹿島区

1,816人12,842人小高区

平成29年
5月12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

(4/30 7,554)

(4/30 3,034)
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被災自治体News

旧避難指示区域内の居住人口が2,000人を超えました

5月19日HP更新

旧避難指示区域内の小高区および原町区の居住人口は、４月３０日現在で２，１０９人となり、同

区域内の住民登録人口（９，９１０人）に占める居住率は２１．３パーセントになりました。

旧避難指示区域内の住民登録人口と居住者数の推移（４月30日現在）

問い合わせ 復興企画部 被災者支援・定住推進課 0244-24-5223TEL

浜通り×さんじょうライフvol.3084

被災者支援・定住推進課のフェイスブックページを作成しました

5月19日HP更新

被災者支援・定住推進課は平成２９年度新たにできた課です。震災から６年が経過し、復興を

支援するとともに、外部からの移住者を招くことによる新たな市の発展を目指しています。

課の活動内容である、市などが提供する各種支援制度、原子力損害賠償および、移住・定住に

関する情報を市内外に広く提供するためにフェイスブックページを作成しました。詳細な情報を

提供していますので、ぜひご覧ください。

https://www.facebook.com/Minamisoma.hijyu/

問い合わせ 復興企画部 被災者支援・定住推進課 0244-24-5223TEL



被災自治体News

旧避難指示区域内の居住人口が2,000人を
超えました

旧避難指示区域内の小高区と原町区では、

５月12日現在で2,152人が生活していま

す。

小高区内では、４月に幼稚園や小・小高

中学校が再開し、小高産業技術高等学校が

開校しました。

通学路には、子どもたちの姿や元気な声

が響きわたり、まちなかの雰囲気が明るく

なりました。
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被災自治体News

放射線測定器の点検・校正について

5月22日HP更新

〒975-0032 南相馬市原町区桜井町1丁目137-20244-24-1120(株)ヨシダ

〒975-0001 南相馬市原町区大町3丁目640244-23-3773(有)ムシヤ袋屋

〒979-2442 南相馬市鹿島区横手字町田250244-46-5491(有)マルショウ事務機

〒975-0014 南相馬市原町区西町2丁目22-40244-24-5630(有)フレンドショップヤマダ

〒979-2335 南相馬市鹿島区鹿島字北畑130-70244-26-9780(有)双葉クリエイト

〒975-0003 南相馬市原町区栄町3丁目310244-24-2211(株)大一事務機

〒976-0003 相馬市塚部字善光寺610244-23-4716(株)サトウ教材社

〒975-0002 南相馬市原町区東町2丁目12-30244-23-4716(有)植松教材社

〒975-0002 南相馬市原町区東町3丁目106-30244-22-3117北日本紙業(株)

〒975-0031 南相馬市原町区錦町1丁目1540244-23-3134ダイコー(株)

住所電話番号事業者

市では、市民の皆さんに配付した放射線測定器の点検・校正を行っています。測定器の性能維

持のため、年１回の点検・校正を推奨しています。

点検・校正を希望する方は、組合の加入事業者または市役所・各区役所の窓口にご持参くださ

い。

また、市外に避難されている方は、事前に各加入事業者へご連絡の上、送料着払いで依頼す

ることができます。

なお、点検・校正作業には約１カ月かかります。

校正内容

誤差校正、清掃、電池パックまたは防水パッキンの交換（測定器本体のみ）

受付期限

平成３０年３月３１日

点検・校正料

無料

※ 修理が必要な場合は、個人負担となります。

加入事業組合

問い合わせ
復興企画部 被災者支援・定住推進課 0244-24-5223
小高区 地域振興課 0244-44-2112
鹿島区 地域振興課 0244-46-2110

TEL

TEL

TEL
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被災自治体News
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スマートフォンアプリなどによる国民保護情報の配信サービスの活用

5月22日HP更新

次ページへ続きます

弾道ミサイル情報などの国民保護情報については、現在、Jアラートを通じて本市の防災行政無

線、登録制メールにより国民に伝達されるほか、消防庁から携帯大手業者（ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、

ソフトバンク）を経由するエリアメール・緊急速報メールにより携帯電話・スマートフォンに配信され

ています。

携帯電話・スマートフォンのほとんどが、エリアメール・緊急速報メールを受信できますが、一部

には受信できないものがあります。

消防庁では、お持ちの携帯電話・スマートフォンがエリアメールなどを受信できるかどうかの確認

手順と、受信できない（または受信できるか分からない）場合の対策をまとめました。

お持ちの携帯電話・スマートフォンがエリアメール・緊急速報メールを受信できるか

どうかの確認方法

まず、契約されている携帯事業者が、以下の(1)、(2)のいずれに該当するか確認してください。

(1) 携帯大手事業者の場合

携帯大手事業者が販売した携帯電話端末については、ほとんどの機種において、エリアメー

ル・緊急速報メールを受信することができます。

以下のURLから対応機種の確認ができます（ここに掲載されていない機種は受信ができませ

ん。）。

NTTドコモ
https://www.nttdocomo.co.jp/service/areamail/compatible_model/index.html

KDDI、沖縄セルラー
http://www.au.kddi.com/mobile/anti-disaster/kinkyu-sokuho/enabled-device/

ソフトバンク
http://www.softbank.jp/mobile/service/urgent_news/models/

ワイモバイル
http://www.ymobile.jp/service/urgent_mail/

(2) 携帯大手事業者以外の事業者(MVNO)の場合

ｉＰｈｏｎｅ端末については、基本的に受信可能です。Ａｎｄｒｏｉｄ端末についても、次のいずれかに

該当するものはエリアメール・緊急速報メールを受信することができます。

・ 携帯大手事業者の販売端末を同系列のMVNOで使用する場合(※)

・ MVNOがエリアメール・緊急速報メール（Jアラートの配信）の受信機能を確認している場合

※ 携帯大手事業者が受信を保証しているものではありません。

詳細については、回線契約をしている事業者にお問い合わせください。



被災自治体News
【留意事項】・・・(1)、(2)共通

国民保護に関する情報は「災害・避難情報」として配信されます。「災害・避難情報」の利用は、

エリアメール・緊急速報メールの受信の設定を ON にする必要があります。

（初期設定は原則ONになっています。）

受信できない、または受信できるか分からない場合の対策

(1) 民間事業者のスマートフォンアプリ・メールの例

「Yahoo!防災速報」があり、スマートフォンアプリや携帯電話のメールにより、弾道ミサイル情報な

どをヤフー株式会社が無料で提供しています。

「Yahoo!防災速報」 https://emg.yahoo.co.jp/

(2) 地方公共団体の登録制メール

一部の都道府県および市町村では、事前に登録したスマートフォンと携帯電話のメールアドレ

スに弾道ミサイル情報などをメールで送信する登録制メールを実施しています。

問い合わせ 復興企画部 危機管理課 0244-24-5232TEL

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. 南相馬市大型園芸施設 株式会社ひばり菜園 開所式 [10分]

3. ふるさとCM大賞 作品募集① [30秒]

4. ～おかえりなさい小高区へ～

小高区教育施設再開等記念祝賀会 ＆ 鎮魂と再生 浮舟まつり [15分]

5. ふるさとCM大賞 作品募集② [30秒]

6. 第14回春の市民まつりin旭公園・駅通り [10分]

7. ふるさとCM大賞 作品募集③ [30秒]

8. 第17回全国菜の花サミットin南相馬2017 [10分]

9. ふるさとCM大賞 作品募集④ [30秒]

10.市役所便り 市民生活部市民課 マイナンバーカードの活用

コンビニエンスストアでの証明書交付サービスのご案内 [7分]

11.南相馬四季百景 ～小さなしあわせを探して～ [3分]

12.リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容[5/24～5/31]

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.3088



被災自治体News

町議会議長あいさつ

5月15日HP更新

平素より、町政並びに町議会に対し、ご理解・ご協力を賜り

厚く御礼申し上げます。

今なお、ふるさとを遠く離れ避難生活を送られている町民の

方々に心よりお見舞いを申し上げます。

今般、５月臨時会において議長に就任致しました。大役を仰

せつかり心引き締まる思いでございます。役目を果たすべく一

生懸命頑張りますので、皆様のご指導ご鞭撻を宜しくお願い

致します。

３月３１日に原発事故に伴う避難指示の一部が解除となりま

したが、これからが本当のスタートであります。避難指示解除で

浪江町からのお知らせ

きなかった帰還困難区域においても、早急に復興拠点を整備し、一日も早く帰還できるよ

う、議会としても全力で取り組んでまいります。

浪江町に帰る人、帰らない人、帰りたくても帰れない人、それぞれに大きな悩みを持たれ、

ご心労いかばかりかと心が痛みます。大切な事は「諦めない心」だと信じ、議会としても町

民の皆様のご意見に耳を傾け、町の復興という目標に向かって皆様と共に歩みを進め

てまいりたいと思っております。

１町５ヵ村が合併して現在の浪江町となりましたが、それぞれの地域に深い歴史があり、

この歴史を何としても次の世代に引き継いで行かなくてはなりません。多くの課題がある中

で、行政と議会が車の両輪となって、町民の皆様の声を力に変え、浪江町の復興再生

に力強く邁進して行きたいと考えております。

最後に議員一同、町民の皆様に信頼される、開かれた議会を目指してまいりますので、

今後とも、なお一層のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ就任のあいさつとさせ

ていただきます。

浪江町議会議長 紺野 榮重

浜通り×さんじょうライフvol.308 9



被災自治体News
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今年も大学生と地元農家の皆さんによる
田植えを行いました

浪江町内の酒田地区で開始した水稲の実証栽培は今年で４年目。県内外の大学生が参

加し、地元農家の皆さんと田植えの体験をしました。

その後、大学生の皆さんは町内の視察やワークショップを行い、浪江町の「今」を知

ってもらう機会となりました。

浪江町ではこうした若い世代の率直な意見を聞き、浪江の再生に生かしていきます。

5月20日

東京大学総長が浪江町の視察に訪れました

東京大学の五神真(ごのかみ まこと)総長が来町され、米の生産者との交流と、町長を

含めた意見交換を行いました。

東京大学は学生生協の食堂にて平成26年から浪江町の米を使い、復興応援の期間限

定メニューとして販売してきました。昨年は、すぐに売り切れてしまうほどの人気を集

め「おいしい！」との声をいただきました。

今年もおいしい浪江産米の収穫が今から

待ち遠しいです。

5月22日



被災自治体News

農業者年金受給資格の確認のための現況届の提出について

5月19日HP更新

問い合わせ 産業課・農業委員会 0246-84-5214TEL

現況届は、農業者年金受給権者の方が農業者年金を受給する資格があるかどうかについて、

農業者年金基金法に定めにより、毎年１回確認することになっています。

独立行政法人農業者年金基金から、今後、現況届の書類が郵送されますので、同封されてい

る記入例などを参考に記入して、６月３０日までに、いわき事務所農業委員会、または埼玉支所、

もしくは郡山支所へ提出していただきますようお知らせします。

※ 農業者年金基金から郵送される住所は、農業者年金基金へ住所変更手続きをした方以外は

双葉町の住所となるため、転送によりお届けまでに多少時間をいただくことになります。

双葉町からのお知らせ

十万山国有林野火災 4月29日～5月10日

十万山国有林野火災における災害対策本部長として、鎮圧・鎮火に向け指揮をとりました。
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被災自治体News

５月１８日

１ 応募状況について

（１）第5期募集分（３１１戸）

申し込み件数 １３０件、 全体の倍率 ０．４２倍

（２）第４期から引き続き募集分（１６４戸）

申し込み件数 １３７件、 全体の倍率 ０．８４倍

２ 抽選会について

・日時 ６月１５日(木）午前１０時から

・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。

■第５期再々募集分

0.46143LDK

0.1193LDK

0.89122LDK
一般住宅

0.5362LDK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

0.17493LDK

0.48222LDK
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)

14.01413LDK

0.7693LDK

3.01862LDK
一般住宅

0.23132LDK優先住宅
(高齢者仕様)

0.3133LDK

1.91582LDK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

0.39283LDK

1.8952LDK
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
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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

0.42130311計

1.0553LDK

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

0.7692LDK
一般住宅2戸1棟

(ペット可)下北迫広野町

0.57133LDK

0.0093LDK

0.2152LDK優先住宅
(高齢者仕様)

0.1182LDK
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

0.7463LDK

0.922253LDK

0.0022LDK

1.8742LDK
一般住宅

優先住宅
(高齢者仕様)

0.84137164計

1.523153LDK

2.5523LDK

一般住宅

優先住宅
(高齢者仕様)

0.5123LDK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

2.0213LDK優先住宅
(車いす対応)

集合住宅石倉二本松市

0.0043LDK

1.5643LDK

いわき市

集合住宅
(ペット可)中原(東)

0.24233LDK

0.22133LDK

0.6352LDK
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)

0.5482LDK優先住宅
(高齢者仕様) 1.2763LDK

1.427193LDK

1.417122LDK
一般住宅

北沢又
富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町、
飯舘村

1.0333LDK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
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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
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世帯数
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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(2017.5.24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

５月・６月の『ひばり』

ひばり休み

茶話会

茶話会

ひばり休み

一時帰宅

ひばり休み
浜通り配布

５月２５日

１０日９日８日７日６日５日４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

３日２日６月１日３１日３０日２９日２８日

２７日２６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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