
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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相馬地方を代表する民謡「相馬流れ山」の第27回全

国大会が、市民文化会館「ゆめはっと」で開催されまし

た。
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被災自治体News

相馬地方を代表する民謡「相馬流れ山」の第27回全国大会が、市民文化会館「ゆめはっと」で開催

されました。市内をはじめ石川県や神奈川県など全国ののど自慢90人が出場して、日頃の練習の成果

を発揮しました。

今大会では、東日本大震災以後初めてとなるジュニアの部が復活し、高平小学校4年生の横山帆香さ

んが唯一出場し、大人顔負けの歌いぶりで聴衆を魅了しました。

成績は、一般の部で藤岡結衣さん(岩手県)が優勝、杉森八重子さん(相馬市)が準優勝、吉田繁男さん

(茨城県)が第3位となりました。

シニアの部では、吉田すゑ子さん(茨城県)が優勝、八巻哲雄さん(伊達市)が準優勝となりました。

ジュニアの部では、横山帆香さん(原町区)が優勝となりました。

ステージでは、大会のほかに市内の民俗芸能の披露や昨年の一般の部優勝者の歌唱、お楽しみ抽選会

なども行われ、盛り上がりました。

11６ 日
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被災自治体News

第9回市消防団小高区団消防操法競技大会が25日、小高区西部運動場で開催されました。

小型ポンプ操法の部に4チームが出場し、正確さや迅速さを競いました。また、訓練を兼ね、ドロー

ンでの大会風景の撮影も行われました。

競技の結果、第3分団が優勝しました。

25６ 日

© 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.第27回 相馬流れ山全国大会 [30分]

3.走り出せ！相馬野馬追ラッピング列車 [5分]

4.平成29年度 相馬野馬追保存会総会・執行委員会 [15分]

5.第2回 復興24時間マラソンラージボール卓球 [7分]

6.リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容[6/28～7/5]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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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6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 2,980 群馬県 91 愛知県 15 大分県 4 宮崎県 1

宮城県 1,128 北海道 48 兵庫県 13 福岡県 3 和歌山県 -

茨城県 441 長野県 43 福井県 12 佐賀県 3 鳥取県 -

新潟県 413 山梨県 43 沖縄県 11 三重県 2 徳島県 -

東京都 402 秋田県 33 岐阜県 9 山口県 2 高知県 -

山形県 386 岩手県 29 滋賀県 9 香川県 2 熊本県 -

埼玉県 379 静岡県 27 京都府 9 愛媛県 2 鹿児島県 -

栃木県 299 石川県 26 岡山県 7 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 7,398

神奈川県 224 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 765 喜多方市 24 棚倉町 8 楢葉町 3

相馬市 681 本宮市 23 桑折町 7 天栄村 2

いわき市 470 会津坂下町 20 金山町 7 泉崎村 2

郡山市 357 鏡石町 15 田村市 6 鮫川村 2

新地町 129 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 2,980

伊達市 67 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

7,300人市内転居

16,976人

9人

11,344人

5,623人

7,398人

(4,418人)

7,398人

47,187人

1,255人

2,724人

35,908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

2,925人―
他市町村
の避難者

57,151人71,561人計

41,070人47,116人原町区

11,215人11,603人鹿島区

1,941人12,842人小高区

平成29年
6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

(5/31 7,496)

(5/31  3,017)
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被災自治体News

全国植樹大会1年前記念イベント
6月11日 伊達市

来春、南相馬市をメイン会場に「第69回全国植樹祭ふくしま2018」が開催されるのを前に、

本番への機運を高めるための1年前記念イベントが開催されました。全国植樹祭は森林の役割や

相馬野馬追保存会・相馬野馬追執行委員会
6月10日 市役所

れぞれの地域に戻り、将来を

担う気持ちを持ってもらえる

ような連携にしたい」と述べ、

馬場有浪江町長と関連企業の

誘致活動やインフラ整備など

で協力を進めることを確認し

ました。

緑化運動に対する理解を深め

る国民的行事です。市長は、

次期全国植樹祭開催地首長と

して式典であいさつを述べる

とともに、子どもたちと一緒

に三春滝桜の子孫樹などを植

樹しました。

相馬野馬追執行委員会において、小高郷の騎馬武者らが小高区の街中を練り歩く行列の再開

が正式に決定されました。小高区での行列は原発事故以降中断しており、7年ぶりの復活となり

ます。

また、委員会に先立ち、相

馬市の市民団体から６３６足

のわらじが寄贈されました。

わらじは、五郷騎馬会を通じ

野馬追の出場者に配られます。

浪江町との連携に係る会議
6月1日 浪江町役場

南相馬市と浪江町は、ロボット産業による地域振興や小型無人機（ドローン）を使った有害

鳥獣対策などに連携して取り組むための初めての会議を開きました。市長は「子どもたちがそ
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被災自治体News

環境回復推進委員会
5月31日 小高区東部仮置き場

原発事故からの環境回復を目指す「南相馬市環境回復推進

委員会」が開催され、除染で生じた土壌の再生利用などにつ

いて意見を交わしました。

浜通り×さんじょうライフvol.3136

南相馬地酒生産推進協議会総会
5月22日 市役所

「南相馬地酒生産推進協議会」の総会が行われ、南相馬市

産米を使って開発した純米酒「御本陣」の生産本数拡大を目

指すことが決定されました。

市長は、協議会を組織する相双小売酒販組合や酒米生産農

家などの関係者に「完成した『御本陣』は味も好評で、今年

の分はほぼ完売している。さらに作付けを増やし、地元農業

の再生と復興につなげよう」と呼び掛けました。

現地視察 東京大学総長
5月22日 浮舟文化会館

震災と原発事故からの復旧・復興状況を視察するため、東

京大学の五神真総長が来市されました。同大学とは、平成23

年9月に放射性物質による汚染の測定と除染の連携・協力に関

する協定を締結しています。

市長は、同大学が小高区におけるコミュニティの再生と協

働の仕組みを再構築する目的で、市と共同で運営する「小高

復興デザインセンター」を案内するとともに、復興の課題な

どについて懇談しました。

事業再開・帰還促進プレミアム商品券実行委員会
5月31日 市役所

「南相馬市事業再開・帰還促進プレミアム商品券実行委員

会」が開催され、50%プレミアム付き商品券を7月に発売す

ることなどが発表されました。

市内の経済の活性化と事業者ならびに市民の帰還の促進を

目指すもので、市長は同実行委員会のメンバーとともにこの

お得な商品券をPRしました。



被災自治体News

JR東日本からのお知らせ

6月23日HP更新

富岡町からのお知らせ

JR東日本では、７月１０日に、常磐線「竜田駅～富岡駅」の運転再開準備のため、踏切を稼働さ

せます。

列車の通行はありませんが、高電圧を送電するのでご注意ください。

日時 ７月１０日(月) 午前９時～

区間 竜田駅～富岡駅

問い合わせ 東日本旅客鉄道株式会社水戸支社総務部 029-227-0465TEL

浜通り×さんじょうライフvol.313 7



被災自治体News

自動車臨時運行許可番号票（仮ナンバー）の貸し出しについて

6月26日HP更新

自動車臨時運行許可についてのお知らせです。

自動車臨時運行許可とは、車検切れなど運行要件を満たさない自動車の運行を、自動車臨時

運行許可番号票（以下、仮ナンバー）を貸し出すことで臨時的に許可する制度です。

なお、富岡町で仮ナンバーをお貸しできるのは、下記の条件を満たし、運行の発着地に双葉郡

内の町村が含まれている場合のみです。

（１）貸し出しの対象となる自動車

普通自動車、軽自動車、小型自動車、２５１cc以上の二輪車など

（２）貸し出しの対象となる運行目的

検査・登録・整備・試運転（試乗は含まれません）など

申請の手続きについて

申請窓口：富岡町役場本庁舎 住民課 住民係

（富岡町大字本岡字王塚６２２番地の１）

受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土曜・日曜・祝日を除く）

運行当日、もしくは前日までに申請してください。

（休日をはさむ場合は休日直前の平日まで）

※いわき支所、郡山支所の窓口での申請・貸出・返却はできません。

※郵便請求や電話、電子メール、ファクシミリでの請求はできません。

手続きに必要な書類など

（１）自動車検査証の原本（車検証または、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書など）

（２）自動車損害賠償責任保険証明書の原本（自賠責保険証）

（３）運転免許証

（４）印鑑（シャチハタなどインク印は不可）

・個人の場合は申請者の印鑑

・法人などが申請する場合は代表者印（法務局に登記されているもの）、または代表者個人の

印鑑

※運行期間が自賠責保険証の保険期間に入っていることが必要です。

ただし、自賠責保険期間の最終日は運行を許可することができません。

手数料

１件 ７５０円

次ページへ続きます
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被災自治体News
運行期間について

運行期間は、目的、経路などから判断して、運行の目的を達成できる必要最小限度の日数とな

り、最大貸出日数は土日含めた連続５日間までとなります。

また、運行の経路は、運行の目的を達成するための出発地、経由地および到着地を特定してい

ただきます。

例）双葉郡内から、いわき自動車検査登録事務所（いわき市内郷）まで運行する場合

貸出日数は、運行当日の１日のみ（片道）になります。

許可証および仮ナンバーの交付・返却について

申請手続き終了後、運行許可証および仮ナンバーをお渡しします。運行期間満了後は、速や

かに富岡町役場本庁舎住民課へ返却してください。

※ 郡山支所・いわき支所に返却することはできません。

※ 土・日・祝日の閉庁日に返却することはできません。

※ 最大５日以内に返却しない場合には、道路運送車両法第３５条第６項および第１０８条の規定

により、６カ月以下の懲役または３０万円以下の罰金に処せられることがあります。

※ 許可証および仮ナンバーを紛失したときは、警察署に遺失物届を提出していただき、また、そ

の経緯を詳細に記載した紛失届を提出していただくことになります。

また、仮ナンバーを再発行するために実費を申し受けます。

その他注意事項

（１）検査・登録を受ける意思のない自動車や、構造上保安基準に適合しないため登録できない

自動車の修理工場などへの回送は許可の対象となりません。

（２）車検場の予約を取っていない、車検が通るかわからない、運公日が確定していない場合は貸

し出しすることはできません。

（３）人や物資の運送、通勤用、ドライブ用、商用、社用などの運行のために「仮ナンバー」を申請

することはできません。

（４）２つ以上の目的で運行することはできません。

問い合わせ 住民課 住民係 0240-22-2111(代)TEL
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被災自治体News

町内４カ所で給油が可能に
「コムロENEOS夜の森SS」が６月19日(月)、約６年３カ月ぶりに営業を再開しました。

これにより町内では４カ所のガソリンスタンドで給油が可能になり、さらなる利便性の向上が

期待されます。各ガソリンスタンドの詳細は以下のとおりです。

【(有)コムロ ENEOS夜の森SS】 【田中(名) 富岡SS】
月～金：午前７時～午後７時 月～金：午前７時～午後５時
土：午前７時～午後５時 土・祝日：午前７時～午後４時
定休日：日曜、祝日 定休日：日曜

【(株)猪狩商店 ENEOS富岡SS】 【(資)松屋 ENEOS富岡SS】
月・水・金：午前８時～午後４時 月～金：午前９時～午後４時
火・木：午前８時～午後３時 定休日：土曜、日曜、祝日※不定休
定休日：日曜、祝日※土曜は月２回不定休

富岡川にアユを放流
梅雨の晴れ間が広がった６月23日(金)、富岡川漁業協同組合による富岡川へのアユの放流

が行われました。今回放流したのは約15センチ前後に育ったアユ12,000匹で、組合員や町

民の皆さんが富岡川の清流にアユを放ちました。

猪狩弘道組合長は「アユが泳ぐ富岡川を見て、帰って来た町民の皆さんが笑顔になってくれ

れば」と感慨深げに川を見つめ、避難先のいわき市から駆けつけた女性は「こういう機会に皆

さんと会えるのが楽しみ。このアユのように元気に過ごしたいです」と笑顔で語られました。

浜通り×さんじょうライフvol.31310



被災自治体News

不安を払しょくする安全・安心の確保と更なる生活環境の向上を国へ要望

6月22日HP更新

６月２１日（水）、町と議会は、町民からいただいた多くの意見を踏まえ、復興庁、文部科学省、

環境省、厚生労働省、財務省、経済産業省、農林水産省に対し、「更なる放射線量の低減」、「帰

還困難区域の再生」、「被害実態に即した賠償の継続」、「保健医療福祉体制・子育て支援体制

の強化」、「教育・保育環境の整備」、「産業基盤整備・雇用創出」、「農業の再生・風評払しょくへ

の取組強化」などを要望しました。

このうち復興庁では、宮本町長が吉野復興大臣に「復興・創生を見据えた取組を、国・県・町が

共に継続して進めることが必要。ふるさと富岡の本格復興と町民の生活再建を実現するため、ぜ

5月31日現在

問い合わせ 震災復興支援課 広域支援対策室 025-282-1759TEL

79村上市

22見附市

19十日町市

9加茂市

18小千谷市

181新発田市

680柏崎市

105三条市

232長岡市

1,168新潟市

人 数市町村

46胎内市

15南魚沼市

9魚沼市

30佐渡市

28阿賀野市

58上越市

22五泉市

7妙高市

2糸魚川市

66燕市

人 数市町村

2,865合 計

-粟島浦村

-関川村

40刈羽村

-津南町

12湯沢町

5出雲崎町

4阿賀町

-田上町

-弥彦村

8聖籠町

人 数市町村

■市町村把握分

2,3293 その他（親戚・知人宅等）

2,8651+2+3（市町村把握分）

4512 借上げ仮設住宅

14 病院

215 社会福祉施設

区 分 人 数

1 公営住宅・雇用促進住宅等 85

合 計 2,887

(4/30  2,887) (4/30  2,909)

ひとも地元の復興にお力添え

いただきたい」と要望書を手渡

しました。

吉野復興大臣は、「町民の不

安払しょくや更なる生活環境の

向上は必要なこと。各省庁と連

携してしっかりと取り組んでい

く」と応えました。
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三条市食生活改善推進委員協議会のご厚意により、７月の食事会を開催します。

今回も、作り方をお聞きしながら調理も体験し、食後の片付けも一緒に行いたいと思い

ます。

今回もバランスの良い食材を使ったメニューにご期待ください。

と き ７月１９日

ところ 三条市総合福祉センター 3階 調理室

交流ルーム「ひばり」集合後、移動します。

参加費 500円（当日徴収）

申込締切 ７月１２日(水) 正午
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

水
調理から参加される方は午前10時から

食事から参加される方は正午から

５月食事会の様子

交流ルームひばり通信

福島県から新潟県へ避難されている皆さんが対象です。新潟県内での就職、転職に対応

してくださいます。

ご希望に沿った職のご案内、面接などへの付き添いなど、今までに無いきめ細やかな対

応が期待できます。

この機会にぜひ活用してみませんか。

電話で直接ご相談されるか、交流ルーム「ひばり」を通していただければ対応させてい

ただきます。

※詳しい内容は、今週号のチラシをご覧ください。

または、交流ルーム「ひばり」へ問い合わせくだ

さい。

問い合わせ
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０
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6月11日(日)、今年も渡邊さん(下田地区)にご招待いただき、いちご狩りに4家族12人が

参加しました。

渡邊さんの奥さんが丹精込めて作ってくださった真っ赤に実ったいちごは甘く、パクパ

クと食べながら、箱いっぱいに収穫してきました。

「秋には芋ほりもあるし、また来年も来てね！ 」とおっしゃってくださるお気持ちに感

謝です。

交流ルームひばり通信

今年も福島の凧が揚がりました。

この凧は真っすぐ揚がる素直な凧で、毎年一番高く揚が

っています。

今年は特に、この方に揚げていただいたからでしょうか。

ご報告!!

ご報告!!

知事にごあいさつ 大空に揚がる凧
福島の凧を揚げる米山新潟県知事

なかなかの腕前でした
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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

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(2017.6.28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』

食推食事会
申込締切

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２９日

１５日１４日１３日１２日１１日１０日９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

８日７日６日５日４日３日２日

７月１日３０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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