
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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南相馬の高校生と首都圏の大学生や教授、桜井市長が

本市の将来像について意見を交わす「復興ディスカッシ

ョン」が小高生涯学習センター「浮舟文化会館」で開催

されました。



被災自治体News

南相馬の高校生と首都圏の大学生や教授、桜井市長が本市の将来像について意見を交わす

「復興ディスカッション」が小高生涯学習センター「浮舟文化会館」で開催されました。

小高産業技術高校の生徒13人と早稲田大学政治経済学部の学生14人が参加し、「地元高校

生のふるさと復興にかける想い」のテーマでそれぞれの経験や立場に基づき、議論を展開しま

した。会場には多くの市民らが来場し、耳を傾けていました。

復興ディスカッションは、市外の学生たちが南相馬で学ぶための拠点施設「みなみそうま復

興大学」による事業です。

復興大学には平成26年の開所以降、8月末までに全国から49大学、延べ約5，250人の学

生たちが訪れ、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故の最前線の取り組みを学問

に生かしています。
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被災自治体News

新潟県立大学子ども支援プログラム2017
9月8日 市役所

視察 文部科学大臣 9月6日 小高小学校

定例記者会見 9月4日 市役所

定例記者会見を開き、市議会9月定例会に提出する補正予算

案などを発表しました。

また、市放射線健康対策委員会委員で市立総合病院の坪倉正

治医師からは、岐阜県多治見市など県外3市と南相馬市の外部

被ばく線量を調査・分析した結果、大きな差がなかったことが

発表されました。

これを受けて市長は「不安を抱いている皆さんにこの結果を

報告できたのは有意義」と話しました。
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市内の児童クラブで支援活動

をするため南相馬市を訪れた新

潟県立大学の学生27人に、市

長が震災と原発事故直後の状況

や復興の歩みなどについて講演

しました。

林芳正文部科学大臣が来市さ

れ、小高小学校などを視察され

ました。市長は視察に同行し、

人型ロボット「Pepper（ペッ

パー）」を使ったプログラミン

グの授業を見学しました。

下渋佐行政区閉区式 9月3日 ロイヤルホテル丸屋

東日本大震災の津波で甚大な

被害を受けた原町区下渋佐行政

区の閉区式が行われました。

市長はかつての地元住民の皆

さんとともに犠牲者に黙とうを

ささげ、これまでのご労苦をね

ぎらいあいさつしました。

南相馬市からのお知らせ



被災自治体News

環境回復推進委員会 8月23日 小高区金房地内

浜通り×さんじょうライフvol.3264

南相馬市環境回復推進委員会

委員の皆さんとともに、東京電

力福島第一原子力発電所から

20km圏内の除染終了現場の確

認を行いました。

要望活動 環境大臣・復興大臣 8月31日 東京都

委嘱状交付 復興アドバイザー 8月31日 東京都

市では、震災と原発事故からの復興に向け、専門的な意見を

求めるため「復興アドバイザー」を委嘱しています。

このたび新潟県中越地震発災時に新潟県知事を務め、最前線

で対応にあたられた泉田裕彦さんを新たに委嘱することとなり、

市長から委嘱状を手渡しました。

泉田さんには、今後、地域防災計画の見直しや各種防災マニ

ュアルの作成などにご助言をいただく予定です。

市長と南相馬市環境回復推進委員会の児玉龍彦委員長が、仮置場の早期解消・事故前の環境

回復をもとめる要望および提案書を中川雅治環境大臣に手渡しました。

また、吉野正芳復興大臣に対

しては「原発から20km圏内と

圏外などで賠償や支援内容に格

差が続いている」と説明し、市

議会の細田廣議長とともに原子

力損害賠償に関する要望書を手

渡しました。

表敬訪問 ペンドルトン市訪問団 8月23日 市役所

姉妹都市であるアメリカ合衆国オレゴン州ペンドルトン市に

滞在し、ホームステイなどを体験してきた高校生6人が15日間

の日程を終えて帰国しました。

生徒一人ひとりから交流の成果を聞いた市長は、「皆さんは

それぞれ将来の夢を抱いていると思うが、この貴重な経験を夢

の実現のために生かしてほしい」と今後への期待を述べました。



被災自治体News

第11回南相馬市発明工夫展
第11回南相馬市発明工夫展が9月23日(土・祝)・24日(日)、市民情報交流センターで開催

されました。

市内の児童・生徒の創意工夫のつまった作品222点のほか、

一般の部の作品４点が展示され、会場は親子連れなどでにぎわ

っていました。

≪金賞作品展示≫

９月２７日(水)～１０月３日(火) かしま交流センター

１０月４日(水)～１０日(火) 浮舟文化会館

【学校の部】≪市長賞≫ 原町第三小学校３年 坂本愛華さん

●災害救急・搬送バッグ

けが人を発見したとき、救急車が来るまでの間の対応方法な

どが記載されたメモや道具が付属されたバッグで、災害発生時

にすぐに持ち出せるようになっています。

【一般の部】≪原町工業会賞≫ 伊藤晴敏さん

●全自動しおり

本の表紙と裏表紙にクリップで固定すると、本を閉じた際に

自動で読んでいたページにしおりが挟まれる仕組みになってい

ます。

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.復旧・復興にかかる市民説明会 [35分]

3.～異文化交流～

ペンドルトン市派遣学生出発・帰国報告会 [15分]

4.パノラマ360°～空から見た南相馬市～

FLIGHT No.003【鹿島区編】[3分]

5.第5回南相馬市鎮魂復興市民植樹祭

参加者募集のお知らせ [2分]

6.南相馬市議会 平成29年度第3回定例会 [2分]

7.リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容[9/27～10/4]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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被災自治体News

内部被ばく検査（ホールボディカウンター）の実施について

9月25日HP更新

浪江町からのお知らせ

町民の長期的な健康管理を目的として、内部被ばく検査（ホールボディカウンター）を下記のと

おり実施していますのでご案内します。

検査日時

月曜日～土曜日 ※日曜日、祝日は休み

・午前９時～１１時３０分

・午後１時～４時 （受付終了時間 午後３時３０分）

※ １２月２９日から１月３日まで年末年始のため休みです。

所要時間

１人当たり２０分程度

対象

全町民（幼児については背筋が伸びた状態で椅子に一人座りができること）

検査会場

仮設津島診療所内 ホールボディ検査室

（二本松市油井字大窪118）

申込方法

事前に、希望日と時間帯を連絡ください。

※ 混雑の状況によっては、お待ちいただくことがあります。

【問い合わせ先】

仮設津島診療所 ホールボディ検査室

0243-24-1431（内線208）

※申し込み時間 午前８時３０分～午後４時３０分

TEL
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被災自治体News

被災家屋などの解体申請受付窓口の設置について

9月25日HP更新
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双葉町からのお知らせ

双葉町役場いわき事務所内に被災家屋などの解体申請受付窓口を設置しました。

今後の被災家屋などの解体申請については、受付窓口で相談いただきますようお願いします。

対象

次の要件を全て満たす被災家屋などが解体申請の対象となります。

1) 双葉町の避難指示解除準備区域、帰還困難区域における特定復興再生拠点区域に認定さ

れた区域内に所在する家屋などであること

2） 東日本大震災で被災した居宅、付属建屋（倉庫、物置など）、事務所、店舗（以下「家屋など」

という。）であること

※ 事務所、店舗については中小企業基本法第２条に定める中小企業の事務所、店舗に限る。

3） 住家（母屋）については、双葉町役場で交付する建物に関する「り災証明書」で、「り災」の程

度が、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」に判定されていること

※ 「り災証明書」の申請については双葉町戸籍税務課までご連絡ください。

解体申請の際に事前に準備いただく書類など

1） 身分証明書の写し

運転免許証など、顔写真入りのもの。顔写真入りのものがない場合は健康保険証と年金手帳な

ど、複数の公的証明書をお持ちください。

2） 固定資産課税台帳記載事項証明書の写し（または、申請を行う家屋に関する名寄帳）

3） 印鑑（認印）

4） 解体申請を行う家屋などの外観が確認できる写真

5） 建物に対する「り災証明書」の写し（双葉町戸籍税務課へ申請してください。）

※ 原則、解体の申請は対象となる家屋などの所有者が行うようお願いします。

代理人の方による申請の場合は、家屋などの所有者との関係を確認させていただきます。

注意点

1） 解体希望の建物の中に、東京電力ホールディングスの賠償手続きが済んでいないものがある

場合は、事前に東京電力ホールディングに相談することをお薦めします。

2） 家屋などの所有が共有である場合、借地の場合および家屋などに抵当権が設定されている

場合には、ほかの権利者の方の同意取得が必要になります。

【受付窓口】

株式会社 高島テクノロジーセンター（環境省業務受託会社）
0120-773-275

受付時間 月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分
※土曜日、日曜日、祝日および年末年始は休み



NEXCO東日本東北支社および新潟支社は、お客さまに高速道路を安全・安心・快適にご利

用いただくため、 磐越自動車道 会津若松IC～安田IC間で、舗装補修工事、トンネル設

備点検などに伴う対面通行区間の夜間通行止めを実施します。

NEXCO東日本 お客さまセンター
0570-024-024 （ナビダイヤル）（24時間）
03-5338-7524 （PHS、IP電話のお客さま）

問い合わせ
TEL

TEL

※阿賀野川SAは上下線とも午後7時に閉鎖
します。

※上川PA、西会津PAは上下線ともに午後
8時に閉鎖します。

※上川PA、西会津PAは
上下線ともに午後8時
に閉鎖します。

※西会津PAは上下線ともに午後8時に
閉鎖します。

※新鶴PAは上下線ともに午後8時に
閉鎖します。
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下田地区の渡邉幸藏さんから敬老の日のプレゼントと

していただいたお米を配布しています。

配布日時 ９月２７日(水)～１０月１１日(水)
交流ルーム「ひばり」開設時間内

午前9時30分～午後3時(火曜・木曜休み) 

※変則の休館日が多いので、裏表紙のカレ

ンダーで確認ください。

配布場所 交流ルーム「ひばり」

配布対象者 満70歳以上(敬老の日時点) 

配布内容 新米5kg

※基本は、取りに来ていただきたいのですが、

ご連絡いただければご相談に応じます。

問い合わせ
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

引換券を
必ずご持参ください。
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交流ルームひばり通信

今年も、下田の渡邉さんの畑に芋ほりに行きませんか。対象は、子ども(20歳未満)と、

その家族です。

いつも、お米を頂戴している渡邉さんご夫婦に、直接感謝の気持ちをお伝えするチャン

スです。

と き ９月３０日

作業終了次第、現地解散とします。(午後1時終了予定)

※お昼の準備をしてくださるそうです。

※雨天決行。畑の様子を見て芋ほりをします。

ところ 三条市棚鱗1443-2(渡辺青果直売所裏の畑) 

持ち物 軍手、長靴、汗拭きタオル、帽子

※ゴム手袋もあると便利です。

問い合わせ
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

土
午前9時30分 交流ルーム「ひばり」集合

(現地集合の方は、午前10時集合)

たなひれ



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(2017.9.27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

９月・１０月の『ひばり』

お米配布
最終日

ひばり休み

ひばり休み

版画教室

南相馬市
一時帰宅

芋ほり体験

茶話会

ひばり休み

体育の日

ひばり休み
浜通り配布

９月２８日

１４日１３日１２日１１日１０日９日８日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休みひばり休み

７日６日５日４日３日２日１０月１日

３０日２９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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