
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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帰町された方、新たに町民になった方が安心して暮らせる

よう町が整備を進めていた幾世橋集合住宅が完成しました。

６ページをご覧ください。



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8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 2,871 群馬県 91 大阪府 14 広島県 4 和歌山県 -

宮城県 1,099 北海道 48 兵庫県 13 福岡県 3 鳥取県 -

茨城県 430 長野県 41 沖縄県 11 佐賀県 3 徳島県 -

新潟県 398 山梨県 37 福井県 9 三重県 2 高知県 -

東京都 398 秋田県 33 岐阜県 9 山口県 2 熊本県 -

山形県 382 岩手県 26 京都府 9 香川県 2 宮崎県 -

埼玉県 370 石川県 26 滋賀県 8 愛媛県 2 鹿児島県 -

栃木県 294 静岡県 25 岡山県 7 富山県 1 海外 9

千葉県 236 青森県 15 長崎県 6 奈良県 1 合 計 7,176

神奈川県 220 愛知県 15 大分県 5 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 732 喜多方市 27 金山町 7 南会津町 3

相馬市 649 本宮市 23 棚倉町 7 天栄村 2

いわき市 461 会津坂下町 17 田村市 6 鮫川村 2

郡山市 349 鏡石町 15 桑折町 6 浅川町 2

新地町 116 西郷村 15 会津美里町 6 小野町 2

会津若松市 116 川俣町 13 矢吹町 5 矢祭町 1

二本松市 69 西会津町 11 古殿町 5 合 計 2,871

伊達市 67 大玉村 9 北塩原村 4

須賀川市 64 三春町 9 楢葉町 3

白河市 37 猪苗代町 8 広野町 3

71,561人平成23年3月11日現在の人口

7,441人市内転居

17,266人

9人

11,520人

5,737人

7,176人

(4,305人)

7,176人

47,119人

1,061人

2,693人

35,924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

57,197人71,561人計

41,071人47,116人原町区

11,069人11,603人鹿島区

2,107人12,842人小高区

平成29年
8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

(7/31  7,234)

(7/31  2,901)
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被災自治体News

浪江町内における農地の測量作業の実施について

8月25日HP更新

浪江町からのお知らせ

問い合わせ 産業振興課（農業委員会）農林水産係 0240-34-0246TEL
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浪江町内における農地の復旧・整備方針検討のため、以下のとおり一筆田面標高測量を行うこ

ととなりましたのでお知らせします。

つきましては、土地への立ち入り、測量作業を行いますので、ご理解とご協力をよろしくお願い

します。

作業期間

９月上旬～１１月末

作業範囲

以下の行政区内の農地および隣接する土地

川添北、幾世橋、北幾世橋北、北幾世橋南、北棚塩、請戸北、請戸南、

中浜、両竹、立野上、立野中、立野下、苅宿、加倉、酒田、西台、藤橋

作業内容

測量機器を使用し、田面において一筆ごとに２カ所の標高を測量

発注者

東北農政局 農村振興部 防災課

担当：福島復旧復興対策担当 加藤

022-263-1111（内線4506）

実施業者

アジア航測株式会社 東北空間情報部

担当者名：早川 賢司

022-265-1082

090-4624-4587

TEL

TEL



被災自治体News

浪江町内で営業している事業所・お店

8月18日HP更新
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0244-26-88570244-26-8856
(仮事務所)南相馬市原町区大木戸字北西
原48-1

024-953-7363024-953-7361
(郡山営業所)郡山市安積町荒井字南大部
3

―0240-23-5910
(事務所)浪江町大字幾世橋字斉藤屋敷
40-1

―080-3337-5165
(東京営業所)東京都江東区豊洲6-2-31
4003号

024-529-6253090-1493-4254(福島営業所)福島市御山字一本木56-9

―0244-46-2061
(仮事務所)南相馬市鹿島区小池善徳242 
鹿島工業団地 HOPE1

0244-26-34820244-35-1536(相馬本社)相馬市小野字小野迫89-12

―0240-34-1650浪江町大字川添字佐野39-3
食事処いふ・新妻
荘

0243-24-7212090-3368-4654浪江町大字苅宿字鹿畑37-2
住設メンテサービ
ス

0240-35-45270240-35-4527浪江町大字権現堂字本城12-1(株)さくら不動産

サ

0240-35-41270240-35-4125浪江町大字幾世橋字田中前63-1(有)観光タクシー

――
(セルフなみえ)浪江町大字川添字蔵西
47-1

0240-35-31660240-34-6111(浪江SS)浪江町大字権現堂字新町80

(株)叶屋
カ

―
0240-35-2516

090-8423-2424
浪江町大字川添字前畑2大和田商店

―
0240-35-3865

090-8784-7622
浪江町大字権現堂字町場71-5

(株)インテリアし
んがい

0240-35-52800240-34-5556(本社)浪江町大字権現堂字上蔵役目16-3
(有)泉田自動車工
業所

―0240-34-5197浪江町大字幾世橋字芋頭29-1
ALSOK福島(株)
浪江営業所

0240-23-6631
0120-127-002

0240-34-2650
浪江町大字高瀬字小高瀬迫172-1(有)阿部衛生社

0240-34-55260240-35-2171浪江町大字権現堂字新町33
あぶくま信用金庫
浪江支店

――(本社)浪江町大字幾世橋字一里檀96

(株)アップル引越
センター福島

0240-34-23820240-34-5165(本社)浪江町大字樋渡字南町36

朝田木材産業(株)

―090-8781-1206浪江町大字権現堂字上蔵役目24-5アクツ電機

――(本社)浪江町大字高瀬字西原73

あおいの鉄工所

――(仮事務所)浪江町大字高瀬字堀内26-1
會津鉄建工業(株)

ア

ＦＡＸ電話住所事業所名

次ページへ続きます



被災自治体News

0246-42-46830246-42-4646(本社)いわき市常磐関船町堀田6

―0244-22-5631
(原町営業所)南相馬市原町区日の出町
189-1

――(本社)浪江町大字幾世橋字大添21

常磐菱農(株)

――
(浪江営業所)浪江町大字川添字北川原
4-3合同会社 職人館

0240-35-58340240-35-5833
(仮浪江営業所)浪江町大字幾世橋字六
反田4-1

024-552-5834024-552-5831(本社)福島市本内字南街道下1番地1

(株)ニーズ

0240-34-54890240-23-5788浪江町大字幾世橋字芋頭4-2
浪江町復興事業協同
組合

0244-26-99780240-35-3540浪江町大字酒田字東三丁目17-2(株)ナミエ設備

0240-25-8581
0240-25-8580
090-4636-0283

浪江町大字権現堂字続町11-3
(株)浪江新聞販売セ
ンター

ナ

0240-34-51830240-34-2166浪江町大字幾世橋字芋頭27-1
東邦銀行 浪江支店
・双葉支店

0246-38-88970246-38-8847(いわき事業所)いわき市平字中町23-4

――
(浪江営業所)浪江町大字幾世橋字一里
檀96

――
(浪江事業所)浪江町大字権現堂字北深
町42

(有)龍美工業

―090-1809-7969浪江町大字権現堂字本城41田河輪業商会

――浪江町大字樋渡字南町1田河ブロック建業

―0244-26-8538
(南相馬事務所)南相馬市鹿島区小池善
徳241-1

――(本社)浪江町大字権現堂字矢沢町50

(株)ダイイチ

タ

0244-26-35640244-26-3562
(仮事務所)南相馬市原町区北町161-2 
北町エイトハイツ8号室

0240-34-68410240-35-3258(本社)浪江町大字権現堂字蛭子町3-2

相双電気(株)

0240-34-45100240-35-2032浪江町大字権現堂字反町7(有)鈴木新聞舗

サ

0240-24-07770240-35-2950浪江町大字権現堂字上続町18-2双葉不動産(株)

0240-23-62230240-23-6222浪江町大字高瀬字小高瀬迫17-1ふたば復興生コン

0240-34-40220240-34-2121浪江町大字権現堂字下続町18-3
福島さくら農業協同
組合 浪江支店

0240-23-58600240-23-5859
(事務所)浪江町大字幾世橋字斉藤屋敷
40-1

――(本社)浪江町大字幾世橋字一里檀96
東日本農重機流通(
株)

―0244-26-9122
(営業所)南相馬市原町区北高平京塚
287-9

0240-34-33140240-34-3206
(浪江営業所)浪江町大字幾世橋字斉藤
屋敷79-1

(株)八研技工

ハ

0240-35-25470240-35-2546浪江町大字北幾世橋字北原16日化ボード(株)

ＦＡＸ電話住所事業所名

次ページへ続きます
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被災自治体News
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ハ

―0240-35-1112浪江町大字加倉字下加倉108-2
ローソン浪江下加倉
店

―0240-24-0037浪江町大字幾世橋字芋頭4-1
ローソン浪江町役場
前店(旧幾世橋店)

ラ

0240-35-2892090-4636-0283浪江町大字高瀬字穴田3八島運送(有)ヤ

―090-2847-5907
浪江町大字幾世橋字六反田7-2(まち・
なみ・まるしぇ内)

(株)まるあい

―090-4634-0767浪江町大字権現堂字中川原18松本畳店

マ

―080-5568-9849浪江町大字酒田字上原29-4ヘアーカット髪優

―024-983-4851(仮事務所)郡山市緑町3-10

――(本社)浪江町大字権現堂字上続町18-2
双葉不動産建設(株)

0244-26-97740244-26-9773(本社)南相馬市原町区青葉町3-62-2

―0240-23-6821
(浪江事業所)浪江町大字北幾世橋字中
谷地31(有)ワタナベ装商

024-533-1418024-533-1418(福島事務所)福島市岡部字当木前58

0240-35-31170240-35-3116(本社)浪江町大字権現堂字新町20-13(株)渡辺商店(梅田
商店)

ワ

ＦＡＸ電話住所事業所名

幾世橋集合住宅が完成しました
帰町された方、新たに町民になった方が

安心して暮らせるよう町が整備を進めてい

た幾世橋集合住宅が完成しました。

この住宅は1棟5階建て40戸の集合住宅

で、2棟で計80戸あり、エレベーターや

スロープが設置されているほか、ペアガラ

ス、断熱材等により快適な住環境が実現し

ています。



被災自治体News

平成29年度下期 帰還困難区域等への一時立入りに関する

資料送付について 8月21日HP更新

富岡町からのお知らせ

原子力災害現地対策本部から、平成２９年度下期（平成２９年１０月～平成３０年３月）帰還困難

区域等への立入りに関する詳細が示されました。

対象世帯（帰還困難区域および平成２７・２８・２９年度にバス一時帰宅を利用した世帯）の方に

は８月１８日付で案内資料を発送しています。

問い合わせ 住民課 避難生活支援係 0240-22-2111TEL
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被災自治体News

総務省「全国避難者情報システム」に登載されている

郡山市から他市町村への避難者数について 8月25日HP更新

郡山市からのお知らせ

問い合わせ 市民部 市民課 024-924-2131TEL

８月１日現在で総務省「全国避難者情報システム」に登載されている郡山市から他市町村への

避難者数は下記のとおりです。

なお、避難者数は、避難者からの任意の届け出により集計したものです。

避難者数

(1) 総計 ４,１４４人 （県内６９人 県外４,０７５人）

(2) 避難者のうち１８歳未満 １,６５１人 （県内３４人 県外１,６１７人）

※ ７月１日現在の避難者数総計４,１６１人から１７人減少しています。

避難者数の推移

浜通り×さんじょうライフvol.3228



被災自治体News

東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について

8月28日HP更新

現在、平成３０年までとしている避難指示区域等からの避難者に係る応急仮設住宅の供与期間

の延長について、次のとおり決定したのでお知らせします。

供与期間の延長について

(1)一律延長の対象市町村・区域（９市町村）

避難指示解除後の自宅の建築・修繕など住居の確保の状況を踏まえ、平成31年3月までさ

らに１年間一律に延長します。

富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村および飯舘村の全域（６町村）

南相馬市、川俣町および川内村の一部区域（３市町村）

・南相馬市の帰還困難および平成28年7月12日に避難指示が解除された区域

(小高区など)

・川俣町の平成２９年３月３１日に避難指示が解除された区域（山木屋地区）

・川内村の平成２８年６月１４日に避難指示が解除された区域（下川内字貝ノ坂、荻の地区）

※ 建設型仮設住宅については、空き住戸による防火・防犯の問題や維持管理などの理由から、

供与期間終了の前においても、入居者の住居の確保状況や意向を尊重しながら、県と管理

市町村の協議の下、必要に応じて撤去集約化を検討していきます。

(2)特定延長する市町村（２市町）

原則として平成３０年３月末で供与期間を終了しますが、公共事業の工期などの関係により当該

期間内に住居が確保できない特別の事情がある場合、対象者を特定して平成３１年３月まで延長

します。

楢葉町、いわき市（再延長）

平成31年4月以降の供与について（方針）

復興公営住宅などの整備が進み、避難者の住居確保はおおむね可能となる一方、避難指示区

域の実情や、解除後の住まいの確保状況などを踏まえ、次のとおりとします。

（１）川俣町、川内村のほか、南相馬市､葛尾村､飯舘村の帰還困難区域以外の区域については、

平成31年3月をもって原則として供与を終了します。

（２）富岡町、大熊町、双葉町、浪江町のほか、南相馬市、葛尾村、飯舘村の帰還困難区域

については、今後判断します。

※ なお、本日付で県内市町村に通知し、受入都道府県には依頼しています。
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福島県からのお知らせ

問い合わせ 生活拠点課 避難者住宅対策担当 024-521-8306TEL



●期 間 ９月４日（月）～８日（金）

●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）

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。

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

三条市News

問い合わせ 三条市選挙管理委員会事務局 0256-34-5594（直通）TEL

三条市食生活改善推進委員協議会のご厚意により、９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 ９月１３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 ９月８日(金) 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

７月の食事会

交流ルームひばり通信

浜通り×さんじょうライフvol.32210



交流ルームひばり通信

土

問い合わせ・申し込み
交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０

浜通り×さんじょうライフvol.322 11

ご報告!!

8月23日(水)、大崎コミュニティー「どんぐりころころ

大崎」様が、先に開催したイベントの収益を避難している

人たちにのために役立ててほしいと、交流ルーム「ひば

り」に寄付してくださいました。

交流ルーム「ひばり」では、避難する子どもさんのため

に活用させていただく所存です。

６月に引き続き、今年２回目の一時帰宅支援バスの運行が決定しました。

昨年７月12日に南相馬市の帰還困難区域以外の避難指示が解除され１年が経過しました

が、帰還した人の数は2,000人程度にとどまっています。

解除をうけ、帰還に向けてさらに具体的準備を進めなければなりません。しかし、避難生

活の長期化に伴い、人の住まない家とその周辺は加速的に荒廃し続けています。

このような現状の中で、少しでも我が家を片付け、家周りの伸びた雑草と樹木を刈るなど

して、帰還に向けた活気を高めるために、一時帰宅をしませんか。

今回(通算10回目)も、新潟県内のボランティア、三条市役所職員、三条市社会福祉協議

会職員、ひばりボランティアが同行しての一時帰宅です。

ボランティアにお願いして、家の片付けなどをお考えの方は、ひばりでボランティア依頼

のお手伝いをいたしますので、参加申し込みの際にお申し出ください。

また、ご意見・ご要望がありましたらお寄せください。

日 時 １０月７日 ※詳しい日程は後日お知らせします。

集合場所 三条市総合福祉センター

応募締切 9月1日(金) 正午



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

6429南相馬市 計

44

4

1

1

3

6

5

24

世帯数

102

10

5

1

6

16

8

56

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(2017.8.30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・９月の『ひばり』

食事会

版画教室

茶話会

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

８月31日

１６日１５日１４日１３日１２日１１日１０日

ひばり休み
浜通り配布

食事会
申込締切ひばり休み

浜通り配布
ひばり休み

９日８日７日６日５日４日３日

一時帰宅
申込締切

２日９月１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.32212


