
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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7月29日(土)～31日(月)の3日間、相馬野馬追が行われま

した。

昨年７月に避難指示が解除された小高区では、７年ぶりに

「宵乗り行列」と「帰り馬行列ｌが復活し、駅前などを騎馬

が進軍しました。

小雨まじりの天候にかかわらず、小高、標葉の両郷の騎馬

会員は威風堂々の進軍を披露し、沿道から市民や観光客の声

援を受けていました。

２ページをご覧ください。



被災自治体News

相馬野馬追 墓前祭
相馬野馬追開幕を前に７月28日(金)、総大将を務める相馬家の位牌が安置される小高区の同

慶寺で墓前祭が行われました。

小高郷の騎馬会員ら約３０人が参列し、相馬野馬追の成功を祈りました。
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７月28日

相馬野馬追開幕
７月29日(土)、地域伝統の夏の風物詩「相馬野馬追」

が開幕しました。

北郷、中の郷、小高郷をはじめ奥州中村藩の５つの郷

の出陣式が各地で行われ、各郷の騎馬会員は雲雀ヶ原に

繰り出しました。

昨年７月に避難指示が解除された小高区では、７年ぶ

りに「宵乗り行列」と「帰り馬行列ｌが復活し、駅前な

どを騎馬が進軍しました。

小雨交じりの天候にもかかわらず、小高、標葉の両郷

の騎馬会員は威風堂々の進軍を披露し、沿道から市民や

観光客の声援を受けていました。

７月29日

７月３０日(日)に小高区で開催予定だった花火大会「火の祭」は、雨天のため、
８月１９日(土)に順延となりました。

南相馬市からのお知らせ



被災自治体News

災害公営住宅 空き住戸の入居者を募集します

8月1日HP更新

次ページへ続きます

1,000円/月18,100円～48,000年3年2DK105号室大町東団地1

303号室

部屋番号

25,000円～57,500円

家賃月額番号 住宅名 間取り 築年数 駐車場

2 大町東団地 3DK 3年 1,000円/月

市で整備した災害公営住宅に、東日本大震災の影響で家屋が全壊および半壊以上の判定を

受け解体した方、さらに原子力災害により避難し家屋を解体した方を対象として、空き住戸への

入居者を募集します。

募集住宅

《原町区》

※ 家賃については東日本大震災特別家賃低減事業により減額される場合があります。

申込資格

震災時点（平成２３年３月１１日）で南相馬市内に住所を有し、次のいずれかを満たす方

(1) 東日本大震災で住宅が全壊した方または住宅が半壊以上で家屋を解体もしくは解体が確実

な方

(2) 福島第一原子力発電所事故によって避難指示を受けた方で、家屋を解体もしくは解体が確

実な方

※ ただし、以下の条件に当てはまる場合は申し込みできません。

税または公営住宅の家賃の滞納がある。

世帯員に「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」で規定する暴力団員がいる。

応募多数の場合は公開抽選会で入居決定しますが、申込資格(1)の方を優先します。

入居日

９月１日（金）

申込期限

８月１４日（月） ※郵送の場合は当日必着

申込方法

市役所各申込窓口へ、「災害公営住宅入居申込書」を提出してください。

申込書は、市役所各申込窓口で配布しています。また、市役所ホームページからもダウンロー

ドできます。
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被災自治体News

TEL

【募集】8月分の市営住宅入居者を募集します

8月1日HP更新

次ページへ続きます

市営住宅の入居者を募集します。

入居資格や申し込み方法などについて詳細を確認の上、お申し込みください。

申込者が重複した場合は、抽選会を開催し入居者を決定します。

公募期限

８月１４日（月） ※土・日曜日、祝日を除く。

今月の抽選会は８月１６日（水）です。

入居者を公募する市営住宅

優先世帯の住宅

添付書類

住民票（世帯全員が記載されているもの）

所得証明書（入居希望者全員分）

納税証明書（入居希望者全員分）※完納証明書でも可

その他下記の書類

・申込資格(1)の方：全壊の方はり災証明書の写し、半壊以上の方はり災証明書の写し、家屋

の解体証明書または解体申出書の写し

・申込資格(2)の方：家屋の解体証明書か解体申出書の写し

市役所各申込窓口

・南相馬市役所 建築住宅課

・小高区役所 産業建設課 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日、祝日を除く）

・鹿島区役所 産業建設課

【郵送先・問い合わせ先】

〒975－8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

南相馬市役所 建築住宅課 市営住宅係

0244-24-5253

あり15,900～31,20031年3DK4号棟104号室国見町団地原町1

駐車場家賃月額(円)築年数間取り部屋番号住宅名区№
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被災自治体News

あり11,400～22,30042年3K6号棟404号室仲町団地原町3

あり10,600～20,90043年3K4号棟402号室仲町団地原町2

なし18,400～36,1007年3DK15-1号室万ヶ廹団地小高10

あり17,300～34,10013年3DK2-1号室万ヶ廹団地小高8

あり19,200～37,80022年3DKF-2-2号室紅梅団地小高7

あり17,700～34,70011年3DK9-2号室万ヶ廹団地小高9

あり18,400～36,1007年3DK16-1号室万ヶ廹団地小高11

あり19,200～37,80022年3DKF-1-2号室紅梅団地小高5

あり19,200～37,80022年3DKF-2-1号室紅梅団地小高6

あり18,400～36,20023年3DK1号棟308号室北長野団地原町4

駐車場家賃月額(円)築年数間取り部屋番号住宅名区№

問い合わせ
建設部 建築住宅課 市営住宅係（原町区内市営住宅管理担当）

0244-24-5253

小高区役所 産業建設課 建設管理係（小高区内市営住宅管理担当）
0244-44-6804

鹿島区役所 産業建設課 建設管理係（鹿島区内市営住宅管理担当）
0244-46-2116

TEL

TEL

TEL

あり34,800～47,00016年3DKB5-1号室紅梅団地小高13

駐車場家賃月額(円)築年数間取り部屋番号住宅名区№

あり11,000～21,70025年3DK2号棟303号室定住促進住宅鹿島12

駐車場家賃月額(円)築年数間取り部屋番号住宅名区№

一般世帯の住宅

中堅所得者向けの住宅

入居者を公募する定住促進住宅

問い合わせ

・入居相談や申し込みは、下記の問い合わせ先のどこでもできます。

・各住宅の内部などの詳細については、各区の管理担当にお問い合わせください。
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被災自治体News

平成30年4月採用予定 南相馬市職員≪土木≫を募集します

8月1日HP更新

8月1日(火)～8月24日(木)2人程度土木

受付期間採用予定数募集職種

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

募集職種・受付期間

※受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります。８月２４日（木）の消印有効

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課総合案内係および各区役所市民福祉課総合案内係で配布します。

月曜日～金曜日： 午前８時３０分～午後５時１５分 各総合案内係で配布

土曜日・日曜日： 午前８時３０分～午後５時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書（職種）請求」と朱書きし、返送用に１２０円切手を貼った宛先（自分宛）

を明記した角形２号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. ホームページからダウンロードできます。

・受験案内（土木）

・採用試験受験申込書（土木）

・受験票への貼付シート（土木）

・受験申込書等送付用封筒への貼付シート（土木）

受験資格

昭和４８年４月２日～平成１０年４月１日に生まれた方で、次のいずれかに該当する方

(1) 大学で土木の専門課程を履修した方、または平成３０年３月末日までに履修見込みの方

(2) 高等学校、高等専門学校で土木の専門課程を履修した方、または平成３０年３月末日までに

履修見込みの方

(3) １級または２級土木施工管理技士の資格を有する方

試験日

９月１７日（日）

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

試験内容

教養試験、専門試験、適性検査

浜通り×さんじょうライフvol.3186



被災自治体News

相馬野馬追出陣式
7月29日(土)、相馬小高神社（南相馬市）において、震災後7年ぶりに「相馬野馬追

出陣式」があり、浪江町を含む標葉郷（標葉郷騎馬会）からは47騎が出陣しました。

出陣式において相馬野馬追執行委員会の宮口勝美副執行委員長から、来年は町内で出

陣式を行いたいとあいさつがありました。

宵乗り行列出陣式

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.平成29年度 相馬地方広域消防検閲式 [23分]

3.響け！浜っ子魂 ～Voice of Kids from Minamisoma～ [15分]

4.土よふたたび ～除去土壌の再利用実証事業 説明・見学会～ [15分]

5.市民の歌 原町混声合唱団 [4分]

6.リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容[7/31～8/9]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

浪江町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.318 7



被災自治体News

浪江町議会報告会を開催します

8月1日HP更新

議会報告会は、町民と議会を身近なものとし、議会の活動状況や情報の提供を行いながら、皆

さんからの議会に対する意見をいただく大切な機会です。

多くの町民の皆さんの参加を、心よりお待ちしています。

内容は、国への要望活動状況報告、町民の皆さんからの意見・提言などとなっています。

仙台国際センター1階小会議室1
宮城県仙台市青葉区青葉山無番地

8月27日（日）
午前9時30分

～11時30分
仙台市

浪江町役場二本松事務所2階大会議室
二本松市北トロミ573

8月21日（月）
午前10時～正午

二本松市

オフィス東京4階Ｌ4会議室
東京都中央区京橋一丁目6-8コルマ京橋ビル

8月20日（日）
午後1時30分

～3時30分
東京都

とうほう・みんなの文化センター（福島県文化センター）2階会議室
福島市春日町5-54

8月20日（日）
午前10時～正午

福島市

いわき市中央公民館・文化センター1階大会議室
いわき市平字堂根町1-4

8月19日（土）
午前10時～正午

いわき市

ビッグパレットふくしま4階プレゼンテーションルーム
郡山市南二丁目52

8月19日（土）
午前10時～正午

郡山市

浪江町地域スポーツセンター「秋桜アリーナ」会議室
浪江町大字権現堂字下馬洗田5-2（JR浪江駅裏南側）

8月6日（日）
午前10時～正午

浪江町

会場開催日時

※ 詳しくは、議会だより８月１日№.１５６号をご覧ください。

問い合わせ 議会事務局 0240-34-0254TEL

浪江町総合健診を実施します

8月2日HP更新

ご自身の健康をチェックする大切な健診です。忘れずに受診しましょう。

県外に避難している方

県外に避難している方の総合健診は、町が公益財団法人結核予防会に委託して実施します。

結核予防会から案内が送付されていますので、県外の委託医療機関一覧を確認し、近くの医

療機関で受診してください。

＊福島県内で実施する集団健診での受診を希望される方は、ご連絡ください。

問い合わせ 健康保険課 健康係 0240-34-0249TEL

浜通り×さんじょうライフvol.3188



被災自治体News

浪江町仮設住宅一覧

8月2日HP更新
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本宮市荒井字恵向121-6969-1104恵向

本宮市高木字黒作1969-1101高木

H28.9.9閉鎖本宮市和田字石上141-1969-1205和田石上

本宮市糠沢字小田部1969-1204小田部

本宮市和田字牛ヶ平58969-1205栗木平

本宮市糠沢字石神55969-1204石神第一

本宮市

福島市佐原字田中内74960-2158旧佐原小学校

福島市宮代字一本松86-3960-0116宮代第二

福島市宮代字向上川原1960-0116宮代第一

福島市上鳥渡字しのぶ台29-4960-1107しのぶ台

福島市森合町16-16960-8003森合町

福島市飯坂町平野字早川原20-1960-0231北幹線第一

福島市南矢野目字中谷地33960-0112南矢野目

二本松市油井字長谷堂230969-1404安達運動場

二本松市赤井沢472964-0982旧平石小学校

二本松市三保内72-1964-0887岳下住民センター

二本松市中ノ目100964-0001塩沢農村広場

二本松市郭内2丁目93-1964-0904郭内公園

二本松市

H29.3.31閉鎖二本松市太子堂327964-0957大平農村広場

二本松市七ツ段128964-0837杉田農村広場

二本松市西勝田字杉内235964-0314杉内多目的運動広場

H29.7.31閉鎖二本松市西町223-1964-0856杉田住民センター

H29.7.31閉鎖二本松市安達ヶ原1丁目55-1964-0938建設技術学院跡

H29.6.5閉鎖伊達郡川俣町大字鶴沢字中山1-17960-1406中山工業団地第一
川俣町

相馬市大野台2丁目2-4976-0001大野台第8相馬市

本宮市糠沢字石神61969-1204石神第二

福島市笹谷字片目清水36-4960-0241笹谷東部

福島市

二本松市永田6丁目513-2964-0029永田農村広場

975-0061

960-1406

969-1606

郵便番号

南相馬市原町区大木戸字八方内106

伊達郡川俣町大字鶴沢字中山1-12

伊達郡桑折町字東段30

住所

八方内南相馬市

中山工業団地第二

桑折駅前桑折町

備考名称市町村

問い合わせ 生活支援課 住宅支援係 0243-62-0194TEL



被災自治体News

スパリゾートハワイアンズ 敬老招待のご案内

8月1日HP更新

このたび、多年にわたり社会に寄与されてきた皆さまの長寿をお祝いし、常磐興産株式会社の

ご厚意により、７０歳以上の浪江町民の皆さまを「スパリゾートハワイアンズ」に無料招待することと

なりました。

対象

浪江町に住民票のある７０歳以上の方（平成２９年９月１日現在）

有効期間

９月１日（金）～１１月３０日（木）

※招待者本人と付添者1人（年齢不問）の計２人が入場無料となります。

（期間内１回のみ利用できます。）

補足

・これはあくまでも入場券の代わりとなるものです。

・会場までの交通費については自己負担となります。

・入場後の各種レンタル料金や、ウォータースライダー利用料などについては通常通り料金がか

かります。

申込方法

生活支援課避難生活支援係まで電話で申し込んでください。

確認後、招待券となる葉書を郵送します。

なお、申し込みから葉書の発送まで１週間程度かかりますので、時間に余裕をもって申し込んで

ください。

申込期限

１１月２２日（水）

【問い合わせ・申し込み】

生活支援課 避難生活支援係

0243-62-0305 （平日 午前９時～午後５時）

※ 出張所（福島・南相馬・いわき）では申し込みできません。

必ず避難生活支援係まで電話で申し込んでください。

TEL

浜通り×さんじょうライフvol.31810



被災自治体News

「2017 なみえの夏まつり」を開催します

7月26日HP更新

会場

浪江町役場特設会場 （浪江町大字幾世橋字六反田7番地2）

※ 車でお越しの際は、役場北側駐車場・御殿南駐車場をご利用ください。

日程・開催時間

８月１２日（土）・１３日（日） 午後４時～９時

イベント内容

※ 進行により時間が前後することがあります。

詳しい内容は「2017 なみえの夏まつり」チラシをご覧ください。

問い合わせ 産業振興課 商工労働係 0240-34-0247TEL

・こども移動水族館が東京からやってきます！

・おいしい屋台村も勢揃い！！

・ご来場記念品もあります！

サマーフェスティバル

老いも若きも浪江にあつまっぺ

●ステージイベント
午後4時 ドリームカラーズ

4時30分 マジカルバルルーンＹｅｓ

5時 BRONZ道心

6時 盆踊り（川添芸能保存会）

7時 宗像美樹 歌謡ショー

7時30分 SAILING（歌謡ロックバンド）

8時 花火大会

心のイノベーション 笑夏

なかよく みんな えがお

●ステージイベント
午後4時 大道芸 東京都ヘブンアーティスト

6時 ドリームカラーズ

6時30分 ホリものまねライブ

7時 大道芸 ファイヤーショーＹＡＨＡ

7時30分 宗像美樹 歌謡ショー

（浪江町出身 歌手）

8時 ホリものまねライブ

８/12(土) ８/13(日)

８/12(土)・13(日)
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被災自治体News

平成29年度双葉郡中高生交流会

FUTABA 1DAY SUMMER SCHOOL 7月28日HP更新

D組

C組

B組

A組

講師クラス

秋元康さん
（作詞家、ふたばの教育復興応援団）

全体コーディネート

久石譲さん（作曲家）音×デザイン

三國清三さん
（オテル・ドゥ・ミクニ オーナーシェフ）

フード×デザイン

宮本亜門さん（演出家）パフォーマンス×デザイン

蜷川実花さん（写真家、映画監督）写真×デザイン

TEL FAX

今年も、双葉郡にゆかりのある中高生の交流を目的として、１日限りのサマースクールを開校し

ます。

双葉郡内の中学校・高校に通っていなくても、震災前に双葉郡に住んでいたことがある中学生・

高校生なら誰でも参加できます。

好きなクラスを選んで参加してみませんか。

とき

８月２２日（火） 午前１０時～午後３時３０分 （午前９時３０分受付開始）

ところ

郡山市立中央公民館 （郡山市麓山1-8-4）

開講クラス

参加費

無料 ※ただし、昼食代５００円は自己負担。弁当持参の場合は不要です。

申し込み締め切り

８月４日（金） ※定員に達した場合、締め切り日前に受け付けを終了します。

【申し込み・問い合わせ】

双葉郡教育復興ビジョン推進協議会事務局

〒960-1296 福島県福島市金谷川1番地

福島大学人間発達文化学類支援室内

024-504-2886 024-548-3181

http://futaba-educ.net/information/2973.html
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被災自治体News

ホールボディカウンターによる内部被ばく検査のお知らせ

7月26日HP更新

双葉町からのお知らせ

次ページへ続きます

双葉町では、ホールボディカウンター（WBC)による内部被ばく検査を通年で実施しています。

定期的に飲食などによる内部被ばく（放射性物質の体内への取り込み）の影響を検査すること

で、健康管理にお役立てください。

対象者

・双葉町に住所を有する方および震災当時双葉町に住所を有した方

・検査日時点で２歳以上の方

申し込み

電話で申し込み、または「WBC検査申込書」に必要事項を記入の上、健康福祉課に送付してく

ださい。

検査会場

双葉町いわき事務所・埼玉支所

検査期日

平成２９年９月以降の毎週月曜日～金曜日 （土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

検査時間は１人当たり１５分程度

※ 検査日時の連絡・調整は申し込み後電話で行います。

その他

申込者の中に小中高校生がいる場合は、学校において検査当日「出席停止扱い」を受けるた

めに、検査日決定後に町から送る通知書を学校に提示してください。なお、出席停止扱いの判断

をするのは、あくまでも学校長であることを申し添えます。

※ いわき事務所は立位式（測定の際は直立のまま２分間静止）、埼玉支所は座位式（１０分間）

の検査です。

※ 福島県では県外での内部被ばく検査を進めています。詳しくは、福島県県民健康調査課のホ

ームページをご覧ください。
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被災自治体News

車載式WBC検査の実施についてのお知らせ

福島県が所有する車載式ＷＢＣ検査を福島県内で、９月４日から下記の日程、各会場で実施し

ます。

会場および日時

申込方法

WBC検査申込書に記入の上、問い合わせ先まで提出してください。

申し込みの締め切りは、 検査日の１週間前までです。

その他

1. １日の検査人数には限りがありますので、希望に添えない場合があります。

2. 申し込みされた方に折り返し電話で検査日を確認し、案内書・同意書を送付します。

3. 検査会場までは各自自家用車などを利用の上お越しください。

・検査時間は 午前9時30分～正午、
午後1時～４時30分です。

・1日40人の検査が可能です。この検査は無料です。
・4歳未満のお子さんは時間がかかる場合があります。

浪江町南相馬出張所９月２５日（月）

いわき市南台応急仮設住宅
９月２０日（水）

２１日（木）

白河市郭内応急仮設住宅
９月１４日（木）

１５日（金）

郡山市富田町応急仮設住宅
９月 ７日（木）

８日（金）

福島市北幹線応急仮設住宅
９月 ４日（月）

５日（火）

車載式ホールボディカウンター 巡回日程

問い合わせ 健康福祉課 0246-84-5205TEL
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被災自治体News

平成29年7月30日執行 富岡町長選挙の結果

7月30日HP更新

富岡町からのお知らせ

問い合わせ 選挙管理委員会 0240-22-2111TEL

開票結果

■投票率

山本 いくお

宮本 皓一

5,887合 計

61無効票など

5,826小 計

2,801２

当3,025１

得票数候補者氏名

※前回の投票率を１５.９８ポイント下回りました。

当選証書付与式を実施
任期満了に伴う富岡町長選挙で再選を果たした宮本皓一氏と富岡町議会議員補欠選挙で無投

票当選となった渡辺正道氏への当選証書授与を7月31日(月)、富岡町役場で行いました。

渡辺康男町選挙管理委員長が「町長、町議会議員としての職責を理解され、山積する課題を

解決し魅力ある町づくりに尽力してください」とあいさつし、両氏に当選証書を手渡しました。

宮本氏の任期は８月６日から４年、渡辺氏の任期は同日から平成32年3月30日までです。

11,3165,6685,648有権者数(人)

5,8873,0532,834投票者数(人)

投票率(%) 52.0253.8650.18

計女男
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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(2017.8.2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

８月の『ひばり』

一時帰宅
ひばり

午後休み

ひばり休み

ひばり休み版画教室

ひばり休みひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

３日

１９日１８日１７日１６日１５日１４日１３日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

山の日

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布ひばり休み

１２日１１日１０日９日８日７日６日

ひばり休み

５日４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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交流ルーム「ひばり」夏季休暇は８月11日(祝・金)～17日(木)です。


