
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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被災自治体News

相馬野馬追ラッピング列車の出発式がJR原ノ町駅で行われました。

ラッピング列車は、2両編成の電車3本で、神旗争奪戦と甲冑競馬、

御行列の様子の写真合わせて3種類のポスターでラッピングされてい

ます。

運行区間は、常磐線の原ノ町～仙台駅間、東北線の黒磯(栃木県)～

一ノ関(岩手県)駅間、仙山線の仙台～山形駅間の計400キロです。

相馬野馬追の開催に合わせて、7月末まで運行します。

６６ 火
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被災自治体News

第10回南相馬市小学校陸上競技大会が雲雀ヶ原陸上競技場で開催されました。

大会は小学6年生が対象で、今回は市内の全15校に加え飯館村の3校も参加し、約430人が出場しま

した。

男女別に計14種目が実施され、男子100m走や男子ボール投げで大会新記録を更新しました。

５６ 月
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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 [12分]

3.市長の部屋へようこそ！ 叙勲受章の報告 [6分]

4.株式会社井部製作所南相馬工場 落成披露式 [9分]

5.第23回わんぱく相撲原町場所 [15分]

6.市役所だより 南相馬市プレミアム商品券のご案内 [7分]

7.波乗り体操 [7分]

8.リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容[6/14～6/21]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）



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31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 3,017 群馬県 94 兵庫県 17 大分県 4 宮崎県 1

宮城県 1,145 北海道 48 愛知県 15 福岡県 3 和歌山県 -

茨城県 443 長野県 46 福井県 12 佐賀県 3 鳥取県 -

新潟県 421 山梨県 43 沖縄県 11 三重県 2 徳島県 -

東京都 406 秋田県 35 岐阜県 9 山口県 2 高知県 -

山形県 390 岩手県 33 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 302 石川県 26 岡山県 8 富山県 1 海外 9

千葉県 242 大阪府 20 長崎県 7 奈良県 1 合 計 7,496

神奈川県 227 青森県 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 777 本宮市 26 棚倉町 8 楢葉町 3

相馬市 690 喜多方市 24 桑折町 7 天栄村 2

いわき市 472 会津坂下町 20 金山町 7 泉崎村 2

郡山市 359 鏡石町 15 田村市 6 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 116 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 矢祭町 1

二本松市 68 猪苗代町 11 北塩原村 4 合 計 3,017

伊達市 68 大玉村 9 広野町 4

白河市 39 三春町 9 南会津町 3

71,561人平成23年3月11日現在の人口

7,196人市内転居

16,810人

9人

11,252人

5,549人

7,496人

(4,479人)

7,496人

47,255人

1,299人

2,788人

35,972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

57,090人71,561人計

41,043人47,116人原町区

11,248人11,603人鹿島区

1,914人12,842人小高区

平成29年
5月31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

(5/12  7,544)

(5/12  3,033)
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被災自治体News

市外避難者の各種健(検)診費用を助成します

6月14日HP更新
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問い合わせ 健康づくり課 健康推進係 0244-23-3680TEL

市では、疾病の予防や早期発見・早期治療を通じて市民の健康維持・増進を図るため、１１種

の健(検)診を実施しています。

市外に避難されている市民の方について受診機会の均等を図るため、市外避難先の医療機関

で、全額自己負担で健(検)診を受診した方を対象に、健(検)診費用を償還払いにて助成します。

対象者

次の要件をともに満たす方

（1）各種健(検)診の受診日において、市内に住所を有する市外避難者

（2）市で定める各種健(検)診の対象年齢などに該当する方

※ 各種健(検)診の対象年齢などについては、平成２９年度 市民各種健（検）診のお知らせを

ご覧ください。また、年齢は平成３０年３月３１日現在となります。

助成対象健(検)診名

国保特定健康診査

肺がん検診

胃がん検診

大腸がん検診

前立腺がん検診

乳がん検診

子宮頸がん検診

骨粗鬆症検診

国保人間ドック検査

肝炎ウイルス検査

後期高齢者医療健康診査

助成金額

健(検)診ごとに、助成対象者が支払った金額から、市で定める個人負担金を差し引いた金額が

還付されます。

ただし、その額が助成上限額を超える場合は上限額が助成金額となり、還付されます。

申請方法

該当者には申請に必要な書類をお送りしますので、まずは健康づくり課健康推進係までお問い

合わせください。

申請期限

平成２９年度に受診した健(検)診は、平成３０年３月３１日までに申請してください。



被災自治体News

平成29年度総合健（検）診のお知らせ

6月7日HP更新

問い合わせ 健康づくり課 健康推進係 0244-23-3680TEL

市では、平成２９年度総合健（検）診を実施します。

詳細は平成２９年度南相馬市総合健（検）診のお知らせをご覧ください。

総合健（検）診で行う検査の種類

国保特定健康診査

後期高齢者医療健康診査

結核および肺がん検診

胃がん検診（バリウム検査）

大腸がん検診

前立腺がん検診

肝炎ウィルス検診

総合健（検）診受診録について

平成２９年度各種健（検）診申込書で、各種健（検）診を申し込んだ方へ、平成２９年度南相馬市

総合健（検）診受診録を、５月末に郵送しました。

【対象者】

国保特定健康診査

南相馬市国保加入者で、４０歳から７４歳までの方

※ 国保人間ドック希望者を除く

後期高齢者医療健康診査

後期高齢者医療制度該当者で、申し込んだ方

結核および肺がん検診

申し込んだ方

胃がん検診（バリウム検査）

集団検診を申し込んだ方

※ 施設検診を申し込んだ方は、別途連絡します。

大腸がん検診

申し込んだ方

前立腺がん検診

申し込んだ方

市外避難先での各種健（検）診について

平成２９年度各種健（検）診申込書で、市外避難先での受診を希望した方については、受診方

法などを別途お知らせします。
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被災自治体News

平成30年度相馬地方広域市町村圏組合職員募集（消防職）について

6月2日HP更新
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相馬地方広域市町村圏組合では、平成３０年４月採用の消防職員を募集します。

採用予定人員

３人程度

受験資格

(1) 平成２年４月２日～平成１２年４月１日に生まれた方（学歴は問いません）

(2) 採用後、相馬地方管内市町村に居住できる方

受付期間

７月３日（月）～８月１０日（木） ※郵送の場合、８月１０日必着

受付場所

相馬地方広域市町村圏組合事務局総務課（相馬市役所３階）

第1次試験

試験日：９月１７日（日）

試験会場：相馬看護専門学校（相馬市石上字南蛯沢344）

試験方法：教養試験（高校卒業程度）、体力試験、適性検査

第2次試験

第１次試験合格者に対して別途通知します。

申込用紙

申込用紙は、相馬地方広域市町村圏組合事務局、相馬地方広域消防本部、相馬地方の各消

防署・分署および相馬看護専門学校で交付します。

また、相馬地方広域市町村圏組合のホームページからもダウンロードできます。

【申し込み・問い合わせ先】

〒976-8601 相馬市中村字北町63番地の3

相馬地方広域市町村圏組合事務局総務課

0244-35-0211TEL

問い合わせ 復興企画部 企画課 0244-24-5358TEL



被災自治体News

旧避難指示区域内の居住状況

6月8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、５月３１日現在で２，２５５人となり、同

区域内の住民登録人口（９，８３９人）に占める居住率は２２．９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（５月31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.3118

浪江町とロボット分野での連携を進めます

6月14日HP更新

市と浪江町は、原子力災害を克服し、ともに連携を図りながら復興を実現するため、「浪江町と

南相馬市の連携に係る会議」を浪江町役場において開催しました。

市と浪江町には、福島県がロボットテストフィールドを整備することとなっており、今回の会議で

は、まずはロボット分野に関する連携を推進することを確認しました。

確認した連携項目

(1) 各種イベントなどの取り組み

・ ドローン教室の開催

・ 「World Robot Summit」成功に向けた協力

(2) ロボットテストフィールド予定地周辺インフラの整備

(3) 両市町の連携によるトップセールス

(4) 自動走行バスの実現

(5) 有害鳥獣対策におけるドローンなどの活用実証

問い合わせ 復興企画部 企画課 0244-24-5358TEL



被災自治体News

居住人口などについて

6月13日HP更新

問い合わせ 総務課 防災安全係 0240-34-0229TEL

避難指示解除後の居住人口などは下表のとおりとなります。

※世帯および居住人口の計上根拠は次のとおり

1 避難住民届

2 転入届

3 職員など

4 社会福祉協議会訪問など

【参考データ】

住民基本台帳上の数値

（かっこ書き数値は外国人を含む）

+25165世帯世帯数

+41234人居住人口

前月比平成29年5月31日現在

平成29年5月31日現在

7,671世帯（7,766世帯）6,950世帯世帯数

21,434人（21,542人）18,256人人 口

平成23年3月11日現在

浪江町からのお知らせ

浪江町民の避難状況（平成29年5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

397新潟県

442神奈川県

12福井県

46山梨県

53長野県

15岐阜県

860東京都

575千葉県

698埼玉県

150群馬県

480栃木県

1,011茨城県

151山形県

52秋田県

848宮城県

34岩手県

40青森県

69北海道

人 数都道府県

5香川県

1徳島県

-山口県

10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

19福岡県

4佐賀県

56静岡県

39愛知県

5三重県

4滋賀県

29京都府

60大阪府

22兵庫県

5奈良県

人 数都道府県

7鹿児島県

19沖縄県

12国外

6,345合計

9宮崎県

5大分県

6熊本県

12長崎県

人 数都道府県

79川俣町

24国見町

194桑折町

580本宮市

4下郷町

1天栄村

14鏡石町

154大玉村

112伊達市

1,997南相馬市

77田村市

1,393二本松市

497相馬市

27喜多方市

154須賀川市

251白河市

3,187いわき市

1,839郡山市

237会津若松市

2,988福島市

人 数市町村

1古殿町

2玉川村

1平田村

3塙町

20会津坂下町

4磐梯町

2西会津町

68三春町

8石川町

4鮫川村

7棚倉町

25矢吹町

5泉崎村

146西郷村

11会津美里町

1金山町

36猪苗代町

2北塩原村

11南会津町

1只見町

人 数市町村

105浪江町

32広野町

14,423合計

5その他

81新地町

5川内村

1富岡町

9楢葉町

18小野町

人 数市町村

20,768

避難者総数

(前月 20,784)
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被災自治体News

農業再生への確かな一歩
町内４カ所で田植え

原下地区の農家有志でつくる、ふるさと生産組合（渡邉康男組合長）は５月１２、

１３日の２日間、同地区で４年目の実証栽培となる田植えを行いました。

今年は昨年の作付面積より１．１ヘクタール多い４．１ヘクタールの水田に「天の

つぶ」「コシヒカリ」「こがねもち」の３品種の苗を植えました。

また、今年は新たに３軒の農家が７年ぶりに作付けを行いました。王塚地区の渡辺

伸さんは約６０アールの水田に「天のつぶ」の苗を植えました。その他に、下千里地

区で約４０アール、清水前地区で約３０アールをそれぞれ作付けし、新たなスタート

を切りました。

めざせ特産品！
とみおかワイン葡萄栽培クラブ

富岡産ワインを作ろうと町内有志で結成された「とみおかワイン葡萄栽培クラブ」

が６月３日、小浜地区のぶどう畑で支柱たてなどの整備を行いました。

今年は面積を９アール拡大し、２７アールの畑でワイン用ぶどうの苗を育てていま

す。

おいしいワインになるのは３年後ですが、今から出来上がるのが待ち遠しいです。

富岡町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.31110



被災自治体News

復興公営住宅の完成写真【県北地区】

6月9日HP更新

若宮団地（二本松市）

・二本松市若宮２丁目 地内

・鉄筋コンクリート造 ４階建て ３２戸

・平成２９年７月入居開始

【団地全景】

【玄関前アルコーブ】

【南面公園】

【キッチン(3LDKタイプ 車椅子対応)】 【リビング・キッチン(3LDKタイプ)】

南側 北側

建物南側へ配置した公園にはベンチを
設置し、憩いのスペースを設けました。

エアコンの室外機などが設置可能なスペース
を確保するとともに、隣の方々と立ち話がで
きるようなコミュニケーションの場を創出す
るため、廊下の壁面の一部を後退させてスペ
ースを設けました。

１階3LDKタイプの住戸のうち、車椅子
対応住戸の内観です。
車椅子対応のキッチンを設置しました。

次ページへ続きます

２～４階の3LDKタイプは、対面型の
キッチンを採用しました。

福島県からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.311 11



被災自治体News

南側 北東側

集会所南側へ配置した芝生の公園には
ベンチを設置し、憩いのスペースを創
出しました。

２～４階の３ＬＤＫタイプは、対面型の
キッチンを採用しました。

壁の中央に見切り材を入れることにより、
ペットがクロスを破いた際、壁半分のみの
部分的な貼り替えができるようにしました｡

浜通り×さんじょうライフvol.31112

問い合わせ 建築住宅課 復興住宅整備担当 024-521-8387TEL

表団地（二本松市）

・二本松市表２丁目 地内

・鉄筋コンクリート造 ４階建て ４４戸

・平成２９年７月入居開始

【団地全景】

【公園】 【リビング・キッチン

(3LDKタイプ車椅子対応)】

【リビング・キッチン(3LDKタイプ)】 【洋室】

１階３ＬＤＫタイプの住戸のうち、車椅子
対応住戸の内観です。
車椅子対応のキッチンを設置しました。



6月10日(土)、三条市の支援をいただき、今年度1回目となる南相馬市への一時帰宅が行わ

れ、4世帯5人の避難者が参加しました。

今回も、ボランティア29人とひばりボランティア3人の皆さんに同行していただきました。

復興ボランティア派遣は今回で通算9回目になります。

受け付け

報告!!

交流ルームひばり通信

バスに乗り込む皆さん

出発前の説明

まだ真っ暗な午前３時30分

頃から総合福祉センターに集合

し、出発前に、今回の作業の説

明などがありました。

今回は3班に分かれ、三条市

に避難している方の自宅での作

業となりました。

説明が終わり、午前4時に、南相馬市に向け、総合福祉セン

ターを出発しました。

三条燕ICを通る頃には空も明るくなってきました。

次ページへ続きます
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往路は、新潟中央JCTを経て磐越道を走り、途中、阿賀野川SA、磐梯山SAで休憩をとり

ました。（西会津IC～会津坂下IC間は工事で通行止めのため、国道49号を走行しました。）

阿賀野川SA(午前5時頃到着)

磐梯山SA(午前6時10分頃到着)

交流ルームひばり通信

次ページへ続きます

毎回差し入れてくださる方から
おにぎりをいただきました。

今回参加できなかった
ボランティアさんから
お茶をいただきました。

道の駅川俣

午前6時45分に郡山JCTで東北道に入り、二本松ICで高速を

降りて、午前7時30分ごろ、道の駅川俣に到着。

ここで、トイレ休憩と昼食を購入する時間をとり、南相馬市

に向け出発しました。

南相馬市到着までの間、今回も佐竹さんがガイド役となり、

途中通過する飯舘村や南相馬市の現状などについて話しました。

午前9時頃、旧小高商業高

等学校そばに到着。

そこで、一時帰宅者とボラ

ンティアさん(2班)が下車し、

作業場所のお宅に向かいまし

た。
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交流ルームひばり通信

次ページへ続きます

午前9時15分頃、小高区役

所前の浮舟文化会館駐車場に

到着。

残りの1班が下車し、作業

場所のお宅に向かいました。

小高区役所の線量計の値は
0.064μSv/h
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交流ルームひばり通信

次ページへ続きます

午後から雨が降り、時折り

雷が鳴る中での作業でしたが、

午前中に作業を終えた班も合

流して行ったおかげで、予定

より早く、午後2時過ぎに終

えることができました。
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交流ルームひばり通信

その時に、予定にはありませんでしたが、南相馬市の副市

長があいさつに来られ、ボランティアの皆さんに感謝のこと

ばを述べました。

午後2時40分頃、小高区役所前を出発し、帰路につきまし

た。予定よりも1時間20分ほど早い出発です。

今回も、国道6号を南下して帰りました。途中、一部地域を

除き避難指示が解除された浪江町や富岡町を通りましたが、

浜通り×さんじょうライフvol.311 17

作業を終えた皆さんは、バスの駐車場に戻り、帰る準備をした後、バスに乗り込みました。

双葉町や大熊町は空間線量が比較的高いところがあるため、車外に出たり、窓を開けたりす

ることはできません。

郡山JCTを経て、磐梯山SAで早めの夕食をとり、午後5時

50分頃に出発。

途中、阿賀野川SAで休憩し、新潟中央JCTを経て、午後7

時30分頃に三条燕ICを通過。

午後7時50分頃、総合福祉センターに無事到着しました。

磐梯山SA

これで、通算第９回目の一時帰宅支援＆復興ボランティア

派遣が終了しました。

早朝にもかかわらず参加していただいたボランティアの皆

さん、バス会社の運転手の皆さん、本当にありがとうござい

ました。

大熊町では、福島第一原子力

発電所の鉄塔を左手奥に見なが

ら通過し、富岡町の常磐富岡IC

から常磐道に入りました。

途中、ならはPAで休憩後、午

後3時55分頃にいわきJCTを経

て磐越道へ。 ならはPA



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(2017.6.14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

６月・７月の『ひばり』

ひばり
午後休み

版画教室

茶話会

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

６月１５日

７月１日３０日２９日２８日２７日２６日２５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

２４日２３日２２日２１日２０日１９日１８日

１７日１６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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