
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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秋の運動会シーズンを迎え、市内の多くの幼稚園など

で運動会が開かれました。

30９ 土

不在者投票は 10月21日(土)まで

●南相馬市ＨＰ「フォトレポ」から



被災自治体News

秋の運動会シーズンを迎え、市内の多くの幼稚園などで運動会が開かれました。

今回取材したのは、鹿島、青葉、さゆり、大甕の各幼稚園です。

園児たちは元気いっぱい練習の成果を披露し、保護者は子供の成長に目を細めていました。
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被災自治体News

小学生の描いたリサイクルに関するイラストでラッピングされたジャンボタクシーが11日、

運行開始され、市役所でお披露目されました。

© City of Minamisoma

1110 水

７ ～８10 土 日

道の駅南相馬が開駅した10月4日直後の週末に合わせて、施設で記念感謝祭が行われました。

原町第二中学校吹奏楽部やMJCアンサンブルによるコンサートや飲食物の振る舞い、ミニ

SL乗車などが無料で楽しめるとあって、会場は家族連れなど多くの来場者でにぎわっていまし

た。

環境未来都市の浸透・推進のために市が募集した

環境絵日記で最優秀賞に輝き、イラストがラッピン

グに採用された佐藤心幸（こゆき）さん（原町第一

小学校6年）と桜井市長らが車両の前で記念撮影を

行いました。

ラッピングされた車両は運行中のジャンボタクシ

ー4台のうちの1台で、おでかけシャトルを中心に

走ります。
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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9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 2,801 群馬県 91 大阪府 14 広島県 4 和歌山県 -

宮城県 1,087 北海道 49 兵庫県 13 福岡県 3 鳥取県 -

茨城県 421 長野県 41 沖縄県 11 三重県 2 徳島県 -

新潟県 388 山梨県 37 福井県 9 山口県 2 高知県 -

東京都 386 秋田県 33 岐阜県 9 香川県 2 熊本県 -

山形県 375 岩手県 26 京都府 9 愛媛県 2 宮崎県 -

埼玉県 363 静岡県 25 滋賀県 8 佐賀県 2 鹿児島県 -

栃木県 287 石川県 23 岡山県 7 富山県 1 海外 9

千葉県 227 青森県 15 長崎県 6 奈良県 1 合 計 7,025

神奈川県 215 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 718 喜多方市 27 猪苗代町 7 天栄村 2

相馬市 630 本宮市 20 金山町 7 鮫川村 2

いわき市 452 会津坂下町 17 桑折町 6 浅川町 2

郡山市 345 鏡石町 15 会津美里町 6 小野町 2

新地町 119 川俣町 13 矢吹町 5 矢祭町 1

会津若松市 115 西郷村 13 古殿町 5 飯舘村 1

伊達市 64 西会津町 11 棚倉町 4 合 計 2,801

二本松市 61 大玉村 11 南会津町 3

須賀川市 61 た三春町 8 広野町 3

白河市 35 田村市 7 楢葉町 3

71,561人平成23年3月11日現在の人口

7,576人市内転居

17,492人

9人

11,647人

5,836人

7,025人

(4,224人)

7,025人

47,044人

954人

2,646人

35,868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

2,918人―
他市町村
の避難者

57,205人71,561人計

41,057人47,116人原町区

11,022人11,603人鹿島区

2,208人12,842人小高区

平成29年
9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

(8/31  7,085)

(8/31  2,822)

浜通り×さんじょうライフvol.3294



被災自治体News

相馬看護専門学校学生募集について

10月16日HP更新

問い合わせ 復興企画部 企画課 0244-24-5358TEL

相馬看護専門学校では、平成３０年４月入学の学生を募集します。

募集人員

４０人（うち推薦入学２０人以内）

修業年限

３年

受験料

２万円

試験の種類

• 推薦入学（公募・特別）試験 ⇒ 省略

• 一般入学試験

一般入学試験

募集要項・受験願書の配布

募集要項・受験願書は、相馬看護専門学校において配布しています。郵送希望の場合は、返

信先（氏名、郵便番号、住所）を記載し２５０円切手を貼った返信用封筒（角型２号２４cm×３３cm）

を必ず同封の上、請求してください。

募集要項は、相馬看護専門学校ホームページにも掲載しています。

【問い合わせ先】

〒976-0006 相馬市石上字南蛯沢344

相馬看護専門学校 総務係

0244-37－8118TEL

学科試験（国語総合(漢文は除く)、数学Ⅰ、英語Ⅰ）、面接試験試験方法

平成30年1月5日(金)試験期日

11月2日(木)～12月8日(金)
※郵送の場合は締切日の消印のあるものまで有効

願書受け付け

学校教育法による高等学校を卒業した者(平成30年3月卒業見込みの者
を含む)または、これと同等以上の学力があると認められる者

受験資格
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被災自治体News

祈りと出会い展 9月11日 野馬追通り銘醸館

滋賀県大津市の日本画家鈴木靖将さんなどによる展覧会「祈りと出会い展」が開か

れました。この展覧会は震災の翌年から開催されています。

銘醸館の庭には1,200本ものろうそくが並べられ、市長は鎮魂の願いを込めながら

来場者とともにあかりを灯しました。

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.第2回かしまみなとまつり [15分]

3.スマート水素ステーション稼働開始記念式典 [8分]

4.復興ディスカッション

地元高校生の『ふるさと復興』にかける想い―前編―

東日本大震災と南相馬市～震災当時を振り返って～ [20分]

5.南相馬見聞録（宝蔵寺・阿弥陀寺） [7分]

6.ロコモ体操 [7分]

7.リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容[10/18～10/25]

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

高齢者等インフルエンザ予防接種を実施します

10月13日HP更新

インフルエンザは、毎年秋から春先にかけて流行する感染症です。

インフルエンザワクチンの接種は、免疫力が低下している高齢者にとって、ウイルスに感染しに

くくしたり、感染した場合重症化を防いだりする効果が期待できます。

接種を希望する方は医療機関で接種してください。

※ 予防接種を受ける法律上の義務はありません。

対象

接種日に浪江町に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方

1. ６５歳以上の方

2. ６０歳以上６５歳未満であって心臓、じん臓、呼吸器の機能に障がいまたはヒト免疫不全ウイル

スにより免疫の機能に障がいのある方

（障がいについては、身体障害者手帳１級に相当する程度）

接種内容

皮下に１回接種

接種期限

１２月３１日

実施方法

●福島県内の医療機関で接種する場合

直接医療機関に予約し、窓口負担無しで接種できます。

浪江町の予診票を使用してください。

●福島県外の医療機関で接種する場合

避難先市区町村にお問い合わせください。

予診票は避難先自治体の予診票を使用できます。

市区町村によっては、無料で接種できない場合があります。一度実費を支払うことになりま

すが、町で費用を負担しますので、予防接種費用助成申請（請求）書に、領収書（原本）、予

診票（写し可）、振込口座の通帳の写しを添えてご請求ください。

持って行くもの

・健康保険証

・予防接種予診票

・インフルエンザ予防接種済証

問い合わせ 健康保険課 健康係 0240-34-0249TEL

浪江町からのお知らせ
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被災自治体News

平成29年度双葉町内でのイノシシなど野生鳥獣捕獲頭数

10月17日HP更新

当町ではイノシシなど野生動物の捕獲を平成２５年１０月から開始し、環境省・福島県・双葉町

が連携して対処しています。

平成２９年９月３０日までに双葉町内で捕獲した、イノシシなど野生鳥獣の捕獲頭数を次のとお

りお知らせします。

帰還困難区域

※単位：頭

浜通り×さんじょうライフvol.3298

双葉町からのお知らせ

159534858アライグマ

18468ハクビシン

112653017イノシシ

計９月８月７月鳥獣名

浪江町民の避難状況（平成29年9月30日現在）

【都道府県別】(福島県外) 【福島県内市町村別】

都道府県 人 数

北海道 69

青森県 42

岩手県 36

宮城県 857

秋田県 52

山形県 148

茨城県 1,004

栃木県 474

群馬県 152

埼玉県 694

千葉県 573

東京都 850

神奈川県 434

新潟県 380

富山県 13

石川県 26

福井県 12

山梨県 43

長野県 49

岐阜県 15

都道府県 人 数

静岡県 52

愛知県 39

三重県 5

滋賀県 4

京都府 28

大阪府 60

兵庫県 21

奈良県 5

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 6

岡山県 20

広島県 10

山口県 -

徳島県 1

香川県 5

愛媛県 13

高知県 5

福岡県 20

佐賀県 4

都道府県 人 数

長崎県 11

熊本県 6

大分県 5

宮崎県 9

鹿児島県 7

沖縄県 19

国外 12

合計 6,290

市町村 人 数

福島市 2,933

会津若松市 229

郡山市 1,851

いわき市 3,225

白河市 251

須賀川市 151

喜多方市 27

相馬市 489

二本松市 1,323

田村市 73

南相馬市 2,020

伊達市 109

本宮市 566

桑折町 186

国見町 25

川俣町 77

大玉村 150

鏡石町 14

天栄村 1

下郷町 4

市町村 人 数

只見町 1

南会津町 11

北塩原村 2

西会津町 2

磐梯町 4

猪苗代町 36

会津坂下町 20

金山町 1

会津美里町 11

西郷村 145

泉崎村 5

矢吹町 25

棚倉町 6

塙町 2

鮫川村 4

石川町 8

玉川村 2

平田村 1

古殿町 1

三春町 72

市町村 人 数

小野町 17

広野町 34

楢葉町 10

富岡町 2

川内村 6

浪江町 190

新地町 86

その他 4

合計 14,412

避難者総数

20,702

(前月 20,722)

次ページへ続きます



被災自治体News
避難指示解除準備区域

帰還困難区域・避難指示解除準備区域の合計

問い合わせ 産業課・農業委員会 0246-84-5214TEL

770アライグマ

000ハクビシン

19811イノシシ

計９月８月７月鳥獣名

166604858アライグマ

18468ハクビシン

131734117イノシシ

計９月８月７月鳥獣名

富岡町からのお知らせ

ますます便利になります！JR富岡駅が再開
震災により不通となっていたJR常磐線富岡駅～竜田駅間の復旧工事が完了し、１０月２１

日に運行を再開します。

１番電車は、いわき駅を午前５時３１分に出発し、午前６時１２分に富岡駅に到着します。

新しい富岡駅には、エレベーター付きのこ線橋や、食事ができるコンビニエンスストア「さ

くらステーションＫＩＮＯＮＥ」があり、当町の玄関口にふさわしい大変便利な駅です。

町は運転再開を記念し、午前１０時から富岡駅舎内で再開通記念式典を開催いたします。
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被災自治体News

黄金の稲に笑顔 町内農家が稲刈り
震災後初めて水稲作付をした王塚地区の渡辺伸さんは１０月９日、水田約６０アールの「天

のつぶ」を収穫しました。７年ぶりの収穫に渡辺さんは「田植えの際は不安が大きかったが、

思っていたよりも穂の付きが良くて安心しました。ここでしっかり収穫できることで、米作り

の再開を考えている人にとって後押しになれば嬉しい」と笑顔を見せました。

また、原下地区の農家有志によるふるさと生産組合（渡邉康男組合長）は１０月５日、試験

栽培を含め震災後５回目となる稲刈りを行いました。橋本曻副組合長は「無事今年も収穫をで

きて一安心です。ますます町の農業復興に向けて頑張っていきたいです」と話されました。

浜通り×さんじょうライフvol.32910

同組合では今年新たな取り

組みとして、町商工会と連携

し、収穫した「天のつぶ」を

使った日本酒造りに挑戦しま

す。

更なる生活環境向上のために
くらし向上委員会を発足

して設置され、帰町後の生活

環境の課題を抽出し、今後更

なる生活環境向上への取り組

みに向けて提言を行っていき

ます。

１０月１２日、富岡町文化交流センター「学びの森」において第１回くらし向上委員会が行

われました。

会の冒頭、さまざまな分野から選ばれた１５人の委員に委嘱状が交付され、委員長に第二次

復興計画検討委員長の渡辺和則さんを、副委員長に双葉地方町村会常務理事の秋元正国さんを

選出。同委員会は、平成２７年から今年３月まで組織された「帰町検討委員会」の後継組織と



燕三条駅

ﾔﾏﾀﾞ
電機

県央食品卸売センター

北
陸
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車
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交流ルームひばり通信

三条市の台所を預かる県央食品卸売センター様から、今年もお誘いいただきました。

ぜひ、お仲間をお誘いの上、ご来場ください。

と き １０月２１日 午前8時45分～正午

8:45 お客様入場

卵10個入り大特売セール

9:00 マツタケ、マイタケ、季節の野菜・

果物競売 バナナのたたき売り

10:00 ゲーム 野菜の収穫祭 ほか

ところ (株)三条中央青果卸売市場内 県央食品卸売センター

三条市上須頃4840-17 TEL 0256-34-5855

※受付で「ひめさゆりカード」を提示していただくと、

一世帯につき１,０００円分の商品券を用意してくだ

さっています。

土

問い合わせ
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

三条市News

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）TEL

三条市役所三条庁舎

選挙管理委員会
事務局

第二庁舎

●時 間 午前８時３０分～午後８時

●場 所 三条市選挙管理委員会事務局

（三条市役所第二庁舎１階）

投票済みの投票用紙を避難元市町村に
郵送する必要があるため、早めの投票を
お願いします。
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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 0244-22-2111

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 0240-22-2111

いわき市 0246-22-1111

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

6328南相馬市 計

43

4

1

1

3

6

5

23

世帯数

101

10

5

1

6

16

8

55

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(2017.10.18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

１０月・１１月の『ひばり』

茶話会

県央食品
卸売センター

感謝祭
１０周年記念

版画教室

ひばり休み

文化の日

ひばり休み
浜通り配布

１０月１９日

４日３日２日１１月１日３１日３０日２９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

２８日２７日２６日２５日２４日２３日２２日

２１日２０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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