
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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今年の相馬野馬追の役付辞令・肩証の交付などを行う

軍者会が、原町区のロイヤルホテル丸屋で行われました。

●被災自治体News

●新潟県

●三条市News

●交流ルームひばり通信



被災自治体News

今年の相馬野馬追の役付辞令・肩証の交付などを行う軍者会が、原町区のロイヤルホテル丸屋で行わ

れました。

2７ 日

浜通り×さんじょうライフvol.3152
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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 [1分30秒]

2.相馬野馬追宣伝番組…C [1分]

3.変わらぬまち変わらぬ想い 南相馬みらい創造塾 先進地視察行 [30分]

4.相馬野馬追宣伝番組…D [1分]

5.第9回南相馬市消防団 小高区団 消防操法大会 [20分]

6.パノラマ360°～空から見た南相馬市～ FLIGHT №003 【鹿島区】[3分]

7.相馬野馬追PR…躍動編 [2分30秒]

8.リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容[7/12～7/19]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

今年の相馬野馬追は、7月29日(土)～31日(月)の3日間行われ、

約430騎の騎馬が出場する予定です。

また今年は、震災後行われていなかった、雲雀ヶ原を目指して騎

馬が進軍する「宵乗り行列」、そして本祭りを終えた騎馬が連なる

「帰り馬行列」が7年ぶりに小高区で復活します。



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30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 2,945 群馬県 91 愛知県 15 大分県 4 和歌山県 -

宮城県 1,112 北海道 48 兵庫県 13 福岡県 3 鳥取県 -

茨城県 437 山梨県 43 福井県 12 佐賀県 3 徳島県 -

新潟県 408 長野県 42 沖縄県 11 三重県 2 高知県 -

東京都 400 秋田県 33 岐阜県 9 山口県 2 熊本県 -

山形県 385 岩手県 29 滋賀県 9 香川県 2 宮崎県 -

埼玉県 376 石川県 26 京都府 9 愛媛県 2 鹿児島県 -

栃木県 297 静岡県 25 岡山県 7 富山県 1 海外 9

千葉県 240 大阪府 20 長崎県 7 奈良県 1 合 計 7,322

神奈川県 223 青森県 16 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 747 喜多方市 24 猪苗代町 7 楢葉町 3

相馬市 670 本宮市 23 金山町 7 天栄村 2

いわき市 469 会津坂下町 20 田村市 6 泉崎村 2

郡山市 356 鏡石町 15 桑折町 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 69 大玉村 9 北塩原村 4 合 計 2,945

伊達市 68 三春町 9 広野町 4

白河市 38 棚倉町 8 南会津町 3

71,561人平成23年3月11日現在の人口

7,335人市内転居

17,055人

9人

11,382人

5,664人

7,322人

(4,377人)

7,322人

47,184人

1,163人

2,737人

35,949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

2,950人―
他市町村
の避難者

57,194人71,561人計

41,078人47,116人原町区

11,158人11,603人鹿島区

2,008人12,842人小高区

平成29年
6月30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

(6/12  7,398)

(6/12  2,980)
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被災自治体News

弁護士がＡＤＲの和解事例を解説します

7月7日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.3154

東京電力への直接請求が認められないときも、ADRセンターへの申立てにより請求が認められ

る場合があります。

ADRセンターへの申立てにより、請求が認められた和解事例について、地元弁護士が分かりや

すく解説します。

第1回

第2回

第3回

月10万円の避難が続いたことへの慰謝料の延長
病気、家族離散、乳幼児などの月10万円の増額など
（精神的損害について）

テーマ

相馬ひまわり基金法律事務所 平岡 路子 弁護士講演者

情報交流センター マルチメディアホール場 所

7月15日(土) 午前10時～11時30分日 時

仕事ができなくなった場合
（就労不能損害・営業損害について）

テーマ

原町ひまわり基金法律事務所 樋口 雄一 弁護士講演者

情報交流センター マルチメディアホール場 所

8月19日(土) 午前10時～11時30分日 時

避難で病気が悪化した場合
避難中に亡くなった場合
（生命・身体的損害）

テーマ

ひばり法律事務所 西山 健司 弁護士講演者

南相馬市立博物館 シアター場 所

9月2日(土) 午前10時～11時30分日 時

問い合わせ
復興企画部 被災者支援・定住推進課 原子力損害対策室

0244-24-5337TEL

和解事例紹介パンフレットを添付しましたので、
ご覧ください。 ※南相馬市の世帯のみ



被災自治体News

平成30年度採用 浪江町職員（高卒一般）採用候補者試験のお知らせ

7月7日HP更新

一般行政事務など

主な職務内容

平成30年4月1日以降若干名高校卒(一般行政)

採用予定時期採用予定人数試験職種
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浪江町からのお知らせ

採用予定職種、採用予定人員等

受験資格

平成８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。）

※ 採用時に普通自動車免許を有していることが条件です。

試験の期日・場所・内容

試験の方法

◆１次試験

(1)教養試験

職員として必要な一般知識および知能について、択一式による筆記試験を行います。

(2)適性検査 事務職員としての適応性検査、性格診断検査および職場適応性検査を行います。

◆２次試験

１次試験合格者に対して、小論文試験、個別面接および集団面接による試験を行います。

申込書受付期間

７月１２日(水)～８月１０日(木) ※執務時間内に限ります。

※ 郵送する場合は、８月８日(火)までの消印のあるものに限り受け付けといたします。

杉妻会館
(福島市杉妻町3番45号)

場所

10月中旬

◆受付 午前9時～9時30分
◆教養試験 午前10時～正午
◆適性検査
・事務適性検査
・一般性格診断検査
・職場適応性検査
教養試験終了後、15分程度休憩後
午後0時15分頃から開始予定。

9月17日(日)第１次試験

平成29年11月下旬に実施予定（1次試験合格者に別途通知します。）
2次試験合格者には別途合格通知します。

第２次試験

合格発表時間期日区分

次ページへ続きます



被災自治体News

TEL

TEL

ゲルマニウム半導体検出器による放射線測定結果について

7月7日HP更新

受験案内、申込書の請求

受験案内および申込用紙は、「浪江町役場本庁舎 総務課行政係、二本松事務所 または各出

張所」で交付します。

郵便により申込用紙を請求する場合は、封筒の表に「Ｈ３０採用試験申込用紙請求」と朱書し、

１２０円切手を貼った自分宛の返信用封筒（角型２号）を必ず同封の上請求してください。

また、ホームページから申込用紙をダウンロードして使用することもできます。その際は、A4サイ

ズの用紙に印刷してください。

申し込み方法

申込用紙に必要事項を記入し、「浪江町役場本庁舎 総務課」に提出してください。

申込用紙を郵送する場合は８２円切手を貼った自分宛の封筒を同封し、その表に「Ｈ３０採用試

験申込」と朱書して、必ず簡易書留にて送付してください。

受験票を受領したときは、最近６カ月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、縦

4ｃｍ×横4ｃｍ)１枚を写真欄に貼って受験当日に必ず持参してください。

※ 受験票がない場合、または受験票に写真の貼っていない場合は受験できません。

【申込書提出先】

〒979-1592

浪江町大字幾世橋字六反田7-2

浪江町役場 総務課行政係

0240-34-2111（代表）

0240-34-0235（直通）

上水道検査結果

町が福島県に依頼し実施している上水道の検査結果は、以下の表の通りです。

ゲルマニウム半導体検出器は、ゲルマニウムが持つ半導体（温度などの条件変化によって電気

を通す率が変化する物質のこと）としての性質を利用して、水や食品などに含まれる微量の放射

線(γ線)を測定し、放射性物質の種類やその量を測定する分析機器です。

苅野取水場末端給水栓(西台字荒町)

大堀取水場末端給水栓(川添字中上ノ原)

谷津田取水場末端給水栓(役場臨時給水所)

小野田取水場末端給水栓(谷津田字愛宕前)

不検出6月20日浄水

取水施設名称採取地検査結果採取日時区分

問い合わせ 住宅水道課 上水道係 0240-34-0234TEL

浜通り×さんじょうライフvol.3156



被災自治体News

常磐自動車道4車線化事業等着工式 および
大熊、双葉追加インターチェンジ着工式 6月17日

いわき市好間工業団地内において常磐自動車道4車線化および大熊、双葉追加インターチェン

ジの着工式が開催されました。

伊澤町長は2町を代表して、「両町とも復興拠点の整備を通じて、魅力ある住環境と確固たる

産業基盤を兼ね備えた町となるよう、帰還環境を段階的に整えていく考えです。計画を具現化

双葉地方町村会が要望活動 6月23日

双葉郡8町村で構成する双葉

地方町村会では、伊澤町長をは

じめ7町村長が双葉地方の復興

・再生に向けて復興庁、経済産

業省、環境省、総務省、国土交

通省、厚生労働省、自由民主党

東日本復興加速化本部へ要望活

動を実施しました。

東京電力ホールディングス株式会社 新社長が来訪
6月27日

東京電力ホールディングス（株）小早川智明社長ほか幹部の方々がいわき事務所を訪問し、

伊澤町長、佐々木清一町議会議長、岩本久人町議会副議長と懇談しました。

伊澤町長は、町が求めている町有財産の損害賠償について早急に方針を示すよう求め、佐々

木議長とともに東京電力に対し「福島第一原子力発電所の廃炉、原子力損害賠償の完全実施及

び復旧・復興への協力に関する要望書」を手渡しました。

していく中で供用される2つの

インターチェンジは、それぞれ

の復興加速化に大きく寄与する

ものと期待しております」とあ

いさつを述べました。

双葉町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.315 7



被災自治体News
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JR水戸支社へ要望 6月2日

JR水戸支社を訪問し、輿石逸樹支社長に双葉町の復興・再興に向けたJR双葉駅のあり方に関

する要望を行いました。

伊澤町長は「JR双葉駅を中心とする可能な限り広範な区域を双葉町の「特定再興再生拠点区

域」として認定するよう国に強く求め、認定後は、駅を中心とする「新たな生活の場の整備」

と「既成市街地の再生」に取り組んでいきたいと考えております」と述べ、要望書を手渡しま

した。要望事項は下記のとおりです。

1. 2019年度末のJR常磐線開通に合わせた双葉駅の機能回復と列車の発着

2. JR双葉駅への特急列車の発着

3.「駅西・市街地ゾーン」の供用開始に向けた双葉駅東西の歩行者動線の確保

双葉町民交流パークゴルフ大会 6月3日

東邦銀行浪江支店、双葉支店営業再開セレモニー
6月16日

東邦銀行浪江支店、双葉支店の営業再開セレモニーが浪江町内において開催されました。

伊澤町長は、「震災から6年が過ぎてようやく今日の日を迎えられたことへのご努力に深く感

謝申し上げます。双葉町は、一日も早い町の復興、そして帰還に向けその先駆けとなる「中野

地区復興産業拠点」の早期整備

に町として全力で取り組んでい

るところであり、東邦銀行が持

っている経営資源やノウハウを

遺憾なく発揮されることを強く

望みます」とあいさつを述べま

した。

鮫川河川敷公園（いわき市）において、双葉ふれ

あいクラブ主催による第4回双葉町町民交流パーク

ゴルフ大会が晴天の下、開催されました。

開会式には吉野正芳復興大臣、岩城光英元法務大

臣も駆けつけ、大会の開催を祝いあいさつされまし

た。



被災自治体News

富岡町プレミアム付商品券 販売！ 予約受付開始！

7月7日HP更新
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次ページへ続きます

富岡町からのお知らせ

富岡町は８月から、町内で使用できるプレミアム付商品券を販売します。

販売当初は申し込みが集中するため、予約販売を行います。

広報とみおか７月号同封の申込書に必要事項を記載の上、７月２０日までに富岡町商工会にお

申し込みください。同一世帯に限り、代理購入も可能です。

詳しくは広報同封のチラシをご覧ください。

名称

富岡町プレミアム付商品券

販売内容

【１セット】 １５,０００円分を１０,０００円で販売

（1,０００円券１０枚、５００円券１０枚の２０枚つづり）

販売上限

１人当たり６セットを上限とします。

※ 随時販売を行うため数回に分けて購入していただくことも可能です。

購入対象者

平成２３年３月１１日時点で町内に居住していた方、あるいは平成２９年６月３０日時点で富岡町

に住民登録している方

販売期間

８月３日～１２月２６日 午前１０時～午後３時

※事前予約分は８月３日～１２日

※随時販売は毎週火曜・木曜

有効期間

８月３日～平成３０年１月３１日

使用可能店舗

富岡町内の登録事業所（詳細はチラシ参照）

商品券販売場所

① 予約販売 さくらモールとみおか特設会場（情報コーナー）

② 随時販売 富岡町商工会富岡事務所（さくらモールとみおか内）



被災自治体News

問い合わせ 産業振興課 商工係 0240-22-2111TEL

申込先

富岡町商工会いわき事務所

FAX 0246-23-5211

郵送 いわき市平字菱川町1-3 いわき市社会福祉センタービル４階

電子メール tom-syoko@tuba.ocn.ne.jp

問い合わせ先

富岡町商工会いわき事務所

0246-35-0331／0240-22-3307TEL

待望のクリーニング店がオープン！
震災後初となるクリーニング店が7月6日(木)、曲田地区で営業を開始しました。

民間活力による生活関連サービスがまた一歩進み、皆さまの利便性が向上します。

【富岡クリーニング】

住所：富岡町大字小浜字中央３７９－１（とみおか診療所隣）

営業時間：午前１０時～午後７時

定休日：火曜日

電話番号：０２４０－２３－５６４０

浜通り×さんじょうライフvol.31510



被災自治体News

復興公営住宅の完成写真【いわき地区】

7月10日HP更新

南側 北側

外部には各住戸専用の物置や共用の
駐輪場を設けました。

キッチンの対面には収納を設けました。

福島県からのお知らせ
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キッチンは対面型を採用しました。

問い合わせ
建築住宅課 復興住宅整備担当

024-521-8387TEL

中原団地（いわき市）

・いわき市小名浜字中原 地内

・集合住宅 ３階建て ７棟１３８戸

・建築工事中であった７号棟（１５戸）も含め、全１３８戸が完成しました。

７号棟については、８月１日から入居が開始されます。

【団地全景】

【LDK】 【キッチン】

【集会所】



三条市News

●期 間 ７月２１日（金）～２８日（金）
※２２日（土）・２３日（日）は投票できません。

●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）

手続方法

①投票用紙一式を請求する。
富岡町選挙管理委員会から届いた「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、返信用

封筒に入れて郵送してください。

②投票用紙一式を受け取る。
富岡町選挙管理委員会から「投票用紙、投票用封筒

（内封筒と外封筒）、不在者投票証明書」が郵送されます。

③三条市選挙管理委員会で投票する。
受け取った封筒一式を持参して投票してください。

富岡町の投票所（期日前投票所を含む）で投票する方は、請求しないように注意願います。
請求してからは、富岡町の投票所で投票することができなくなる場合があります。

投票済みの用紙を郵送する必要があるため、
余裕を持って早めの投票をお願いします。

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）

７月２０日（木）告示 ７月３０日（日）投開票

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
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交流ルームひばり通信

三条市の協力を得て、お盆前の一時帰宅を計画しました。

今回は、避難者のみ(ボランティア同行なし)の一時帰宅です。ハイエースでの運行になり

ますので、定員８人(受け付け順)とさせていただきます。

今回は、梅雨の時期を経て、家の中の湿気やカビ、家周りの伸びた草木も気になっている

方もいるかと思います。

また、ご先祖のお墓参り、入居予定の災害公営住宅などを見に行くことも可能です。ご相

談いただければ対応させていただきます。

日 時 ８ 月１０ 日

行 程 三条市出発 午前 5時頃

現地到着 午前10時頃

＊自宅や目的地に送迎

現地出発 午後 3時頃

三条市到着 午後 9時頃

木

申込締切 ７月１９日(水)正午
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

※片道利用もＯＫです。
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6月30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

179新発田市

675柏崎市

105三条市

230長岡市

1,172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

29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

2,857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

-阿賀町

-田上町

-弥彦村

8聖籠町

人 数市町村

■市町村把握分

2,3413 その他（親戚・知人宅等）

2,8571+2+3（市町村把握分）

4312 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 2,879

(5/31  2,865) (5/31  2,887)



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(2017.7.12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

７月の『ひばり』

食推食事会

一時帰宅
申込締切

海の日

版画教室

茶話会

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

１３日

２９日２８日２７日２６日２５日２４日２３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

２２日２１日２０日１９日１８日１７日１６日

１５日１４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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