
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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第11回少年の主張南相馬市大会が原町第三中学校で

開かれ、中学生12人が将来の夢や学校生活から学んだ

こと、家族や友だちの大切さなどについて、それぞれの

思いを発表しました。

●被災自治体News

●三条市News

●交流ルームひばり通信



被災自治体News

第11回少年の主張南相馬市大会が原町第三中学校で開かれ、中学生12人が将来の夢や学校

生活から学んだこと、家族や友だちの大切さなどについて、それぞれの思いを発表しました。

少年の主張には、市内の中学校全6校の生徒計約300人が応募し、学校の推薦を受けた生徒

が各校2人ずつ発表しました。

最優秀賞と優秀賞を決定し、最優秀賞に選ばれた3人は9月に須賀川市で開催される県大会へ

推薦されます。

11７ 火
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被災自治体News

市内の幼稚園で七夕集会が開かれました。

各園には、園児の作った七夕飾りがあり、子どもたちが願い事を

したためた短冊などが結ばれていました。

集会で園児らは、七夕にまつわる物語を熱心に聞いていました。

また、ダンスや願い事の発表なども行われ、会場は園児たちの笑

顔であふれていました。

７７ 金

小高区内を散策しながら地域の魅力を再発見する「小高大蛇伝説まちあるき」が開催され、市内外か

ら約40人が参加しました。

参加者らは、文化財課職員の案内のもと史跡や建造物などを見学し、魅力の再発見などを楽しんでい

ました。

© City of Minamisoma

１７ 土
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被災自治体News

大木戸住宅団地の分譲

7月14日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.3164

都市計画区域内 無指定地域用途区域

宅地地目

60％建ぺい率

200％容積率

68区画販売区画数

アスファルト舗装（幅員7.5m、6m、3m）道路

東北電力、プロパンガス、上水道・下水道完備、公園2カ所施設・設備

東北建設・中庭測量コンサルタント特定建設工事共同企業体設計・施工

南相馬市売主

計画面積3.5ヘクタール開発面積

南相馬市原町区大木戸字松島所在地

南相馬市からのお知らせ

次ページへ続きます

東日本大震災・福島第一原子力発電所事故で被災した世帯の住宅再建を支援するとともに、

若い世代の定住・移住を後押しする目的で、原町区大木戸字松島地区で住宅用地「大木戸団

地」を分譲しました。

第１回目は優先世帯、第２回目は一般世帯を対象に受け付けを行いましたが、空き区画がある

ことから今回第３回目として一般世帯を対象に６区画の分譲申し込みの受け付けを行います。

分譲区画の面積と販売価格、分譲条件などについては、募集要領でご確認ください。

大木戸住宅団地の概要

なお、宅地は全て現況引き渡しとなります。分譲区画の面積と販売価格、分譲条件などについ

ては、募集要領でご確認ください。また、周辺環境を現地にて十分に確認してください。周辺の空

き地を含め、既存の建物建付地にも将来、建物が建築・増築される場合があり、近隣環境が変化

する場合があることをご了承ください。

募集要領の入手

大木戸住宅団地分譲受付センターまたは南相馬市役所建築住宅課から、大木戸住宅団地の

分譲に関する募集要領を入手してください。

郵送希望の場合は、南相馬市役所建築住宅課（0244-24-5253）に、募集要領の郵送希望の旨

と、送付先の郵便番号、住所、名前、電話番号をお伝えください。

申し込みに必要な書類、優先して分譲を受けられる世帯、宅地の面積・価格および分譲条件な

ど、詳しくは募集要領でご確認ください。



被災自治体News

TEL

問い合わせ 建設部 建築住宅課 0244-24-5253TEL
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申込書類の提出

募集要領の内容を十分にご確認の上、申込書および必要書類を大木戸住宅団地分譲受付セ

ンターに持参または郵送してください。

なお、南相馬市役所および区役所では、申込書の受け付けを行いません。

申込受付期間(先着順)

８月１日（火）～３１日（木） ※平日のみ

※８月１４日（月）～１６日（水）はセンター休業日となり、受け付けできません。

・ 受付センターに持参の場合は、午前１０時～午後４時まで受け付けます。

・ 郵送の場合は、申込受付期間内に必着するようにしてください。

※ 初日の８月１日のみ、申し込みが重複した場合は抽せんになります。

【申込受付窓口】

大木戸住宅団地分譲受付センター

（福島県宅地建物取引業協会・全日本不動産協会福島県本部 共同設置）

〒975-0007 南相馬市原町区南町1－1 松本ビル1F

（福島県宅地建物取引業協会相双支部内）

0244-23-4631

※駐車場がありませんので、市民文化会館（ゆめはっと）駐車場（徒歩３分）を

ご利用ください。



被災自治体News
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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PR…威風堂々編 [2分30秒]

3.平成29年度 第68回相馬野馬追振興春季競馬大会 [28分]

4.2017野馬追の里キャンペーンスタッフ発表会 [4分]

5.相馬野馬追宣伝番組…E [1分]

6.市長の部屋へようこそ！ 日本郵便株式会社 相馬野馬追記念切手贈呈 [5分]

7.平成29年度 相馬野馬追保存会総会・執行委員会 [12分]

8.走り出せ！！相馬野馬追ラッピング列車 [5分]

9.リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容[7/19～7/26]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

相馬野馬追 小高区内交通案内図

（相馬野馬追執行委員会 公式ページから）



被災自治体News

浪江町からのお知らせ

浪江にまた一つ明かりが灯りました
田村市で移動焼き鳥販売店を営む『とっと庵』の白土さん。「浪江には縁もゆかりも

ありませんでした。」と語ります。先日のまるしぇの日に参加し、町民からの「また来

てね。」という言葉に後押しされ浪江を応援していこうと決めました。

「焼き鳥を買いに来たお客

さんが喜んでくれるのが一

番です！」と、満面の笑み

で串を返す姿は、蒸し暑い

夏の夜に心地よい風を送っ

てくれました。

浪江町民の避難状況（平成29年6月30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

395新潟県

440神奈川県

12福井県

43山梨県

49長野県

15岐阜県

859東京都

572千葉県

698埼玉県

150群馬県

478栃木県

1,007茨城県

149山形県

52秋田県

844宮城県

36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

6,320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

193桑折町

572本宮市

4下郷町

1天栄村

14鏡石町

154大玉村

112伊達市

2,002南相馬市

76田村市

1,378二本松市

491相馬市

27喜多方市

153須賀川市

247白河市

3,208いわき市

1,856郡山市

232会津若松市

2,970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

147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

133浪江町

32広野町

14,436合計

5その他

81新地町

6川内村

1富岡町

8楢葉町

18小野町

人 数市町村

20,756

避難者総数

(前月 20,768)
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被災自治体News

「双葉町ありがとうメッセージ」プロジェクト始動！

-双葉町からありがとうの気持ちを全国へ伝えます- 7月18日HP更新

東日本大震災から６年以上が経過し、双葉町では全国各地または世界各国の方々から多くの

ご支援をいただきました。

これまでのご支援に対して、町では「ありがとう」のメッセージを全国に向けて動画で発信し、感

謝の気持ちを伝えたいと考えています。

被災時に助けてくれた方や避難所・避難先でお世話になった方などへ、当時伝えられなかった

ありがとうの気持ちや感謝の言葉、伝えてみませんか？

「一度は伝えたけど、今だから改めて伝えたい」

「あの時伝えられなかったけど感謝を伝えたい」

「名前も知らないけれどありがとうと言いたい」

【問い合わせ】

●双葉町復興支援員 広報チーム(一般社団法人 ONE福島)支援員事務所

〒974-8212 福島県いわき市東田町2-17-4 ヤマギワビル2-A

080-2847-0073（西元）

080-2847-0074（小松）

受付時間：平日午前８時３０分～午後５時１５分

●双葉町役場秘書広報課

〒974-8212 福島県いわき市東田町19-4

0246-84-5202 0246-84-5212

双葉町からのお知らせ

TEL

TEL FAX

ふたさぽ広報チームが各地イベント取材の

際に、皆さまのありがとうメッセージをお聞かせ

いただきたいと考えています。

訪問先はタブレットにて随時お知らせいたし

ます。

浜通り×さんじょうライフvol.3168



被災自治体News

本番へ向けていざ出陣！～相馬流山踊り練習～

7月13日(木)、白河関の森公園の交流センターにて、相馬流山踊りの練習が行われました。

この練習は、７月16日(日)～17日(月)に栃木県那須町で開催された「集まれ！ふたばっ子

2017」での伝統芸能の披露に向けて、県南にいる町民が集まって実施しました。

午前9時から集合した皆さん、早速練習開始です。

「はい、袖をつかんでー」

「そこで手を返す」

「大きく、大きく」など先生の声が上がる中、真剣に、汗をかきながら舞う皆さん。

ゆったりとした踊りだからこそ、自分でテンポをとり、みんなで合わせるのがむずかしいとこ

ろです。

そしてお昼には、みなさんで持ち寄った手作りお昼ご飯で

力をつけます。

カレーライス、煮物、漬物、果物をおいしくいただいた

午後は、実際本番で着る衣装を身に着けての練習です。

手の返し、扇の振りを確認しながら、衣装を着て踊る感覚をつかみます。

堂々と舞う姿はなんともカッコいい！

今回、初めて相馬流山踊りに初挑戦するメン

バーもいるとのこと。

「自分を信じて、頑張ってやるしかない！」と、

本番への意気込みもいただきました。

（取材：ふたさぽ 芳門）
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被災自治体News

保健センター等の復旧工事概要を確認【富岡町議会】

7月18日HP更新

富岡町からのお知らせ

７月１４日（金）、富岡町役場全員協議会室において、全員協議会を開催し、町内施設の復旧工

事の概要について説明を受けました。

説明を受けた施設は、保健センター・野球場・テニスコート・武道館・富岡第一中学校校舎です。

議員から出た主な要望は以下のとおりです。

●子どもを含め、多くの町民が利用する施設なので、できる限り線量の低減に努めること。

特に保健センターは近くに雑木林があるので、森林除染をしっかりするよう国に強く要望するこ

と。各施設とも、駐車場や通路に亀裂があり、その部分は線量が落ちていない箇所もあることが予

想されるので、コンクリートを撤去するなど、適切な対応をとること。

●各施設にリアルタイムで線量を確認できるようなモニタリングポストを設置すること。

●施設を利用する方の健康に関わることなので、国の補助要件に合致しない場合は、町の

予算を使ってでも、きちんとした修繕を行うこと。

問い合わせ 議会事務局 0240-22-2111TEL

下高久応急仮設住宅で夏祭りを開催
梅雨の晴れ間が広がった７月９日、いわき市下高久応急仮設住宅の夏祭りが行われました。

ここでの夏祭りは震災後３回目。富岡町民や近隣の住民など約３０人が訪れ、ビンゴゲーム

などを行いながら親睦を深めました。

アトラクションでは小浜風童太鼓の皆さんが力強い演奏で祭りに花を添え、横田千秋自治会

長は「この住宅も居住者が少なくなりましたが、この夏祭りをきっかけに町民の皆さんが集ま

り、近隣住民と交流を深められるよう出来る限り継続したいです」と語られました。

浜通り×さんじょうライフvol.31610



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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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

45

4

1

1

3

6

5

25

世帯数

104

10

5

1

6

16

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(2017.7.19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・８月の『ひばり』

茶話会

版画教室

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

７月２０日

５日４日３日２日８月１日３１日３０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

２９日２８日２７日２６日２５日２４日２３日

２２日２１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.31612


