
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5回市鎮魂復興市民植樹祭が原町区雫地区で行われ、

市内外から約2,300人が参加しました。
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被災自治体News

第5回市鎮魂復興市民植樹祭が原町区雫地区で行われ、市内外から約2,300人が参加しました。

参加者らは、約5,000平方メートルの海岸防災林造成地内にシイ、カシ、タブノキなど22種類の苗

木合わせて約3万本を植えました。

当日は雨空でしたが、植樹だけでなくステージイベントや平成30年6月10日に本市で開催される全

国植樹祭のプレイベントも行われ、会場は盛り上がっていました。

浜通り×さんじょうライフvol.3302
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被災自治体News

親子がサツマイモの長さを競う「親子いもほり大会」が原町区萱浜の農園で開かれました。市内の親

子約20組50人が参加し、収穫の秋を満喫していました。

参加者は大会を主催する市母子愛育会の会員の手助けを受けて、芋が折れないよう丁寧に土をかき出

していました。ぞれぞれ袋いっぱい3kgほどの芋を掘り出すと、その中から最も長い芋を1本ずつ選ん

で、長さを競いました。

子どもたちは畑を飛び跳ねたり、芋を持ち上げたりして楽しんでいました。

© City of Minamisoma

1010 火

今週の番組 ※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 相馬看護専門学校 第17期生 戴帽式 [18分]

3.南相馬市サービスエリア利活用拠点 セデッテかしま 来館者300万人達成記念式典 [5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―後編―

これからの南相馬と私たち～これからの南相馬に対する想い～ [24分]

5.国産自立制御システムを搭載したドローンによる農薬散布実証 [7分]

6.リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容[10/25～11/1]

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

南相馬市における衆議院議員総選挙の投・開票結果

10月23日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.3304

亀岡 よしたみ

かねこ 恵美

14,146票自由民主党2

15,958票1

498票無効

30,104票小計（有効投票数）

30,603票合計（投票者総数）

1票持ち帰り

30,602票計（投票総数）

得票数
候補者届出
政党等の名称

候補者氏名(届出順)

30,603人15,467人15,136人投票者数

22,895人11,569人11,326人棄権者数

53,498人27,036人26,462人有権者数

57.20%57.21%57,20%投票率

(51.62%)(50.56%)(52.74%)(前回投票率)

合計女男

266票日本のこころ（日本）3

916票社会民主党（社民党）4

831票日本維新の会（維新）2

127票幸福実現党（幸福）6

1,991票日本共産党（共産党）5

立憲民主党（民主党）

希望の党（希望）

自由民主党（自民党）

公明党（公明）

9,665票7

3,451票1

6,510票9

6,052票8

793票無効

29,809票小計（有効投票数）

30,603票合計（投票者総数）

1票持ち帰り

30,602票計（投票総数）

得票数政党名（届出順）

問い合わせ 選挙管理委員会事務局 0244-24-5285TEL

南相馬市からのお知らせ

投票結果

開票結果

[衆議院福島県小選挙区選出議員選挙] [衆議院東北選挙区比例代表選出議員選挙]



被災自治体News

浪江町における衆議院議員総選挙の投・開票結果

10月23日HP更新

えんどう 陽子

くまがい 智

吉田 泉

吉野 まさよし

2,489票希望の党2

3,703票自由民主党1

419票社会民主党4

604票日本共産党3

202票無効

7,215票小計（有効投票数）

7,417票合計（投票者総数）

0票持ち帰り

7,417票計（投票総数）

得票数
候補者届出
政党等の名称

候補者氏名(届出順)

投票結果

開票結果

[衆議院福島県小選挙区選出議員選挙] [衆議院東北選挙区比例代表選出議員選挙]

57票日本のこころ（日本）3

241票社会民主党（社民党）4

184票日本維新の会（維新）2

28票幸福実現党（幸福）6

565票日本共産党（共産党）5

立憲民主党（民主党）

希望の党（希望）

自由民主党（自民党）

公明党（公明）

2,109票7

864票1

1,301票9

1,780票8

288票無効

7,129票小計（有効投票数）

7,417票合計（投票者総数）

0票持ち帰り

7,417票計（投票総数）

得票数政党名（届出順）

問い合わせ 総務課 行政係(選挙管理委員会) 0240-34-0235TEL

浪江町からのお知らせ

7,417人3,732人3,685人投票者数

8,372人4,429人3,943人棄権者数

15,789人8,161人7,628人有権者数

46.98%45.73%48.31%投票率

(44.25%)(43.82%)(44.71%)(前回投票率)

合計女男

3,633人期日前投票者数

966人不在者投票者数

2,818人当日投票者数

7,417人投票者総数

合計投票者内訳

浜通り×さんじょうライフvol.330 5



被災自治体News

双葉町における衆議院議員総選挙の投・開票結果

10月22日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.3306

双葉町からのお知らせ

えんどう 陽子

くまがい 智

吉田 泉

吉野 まさよし

621票希望の党2

1,566票自由民主党1

164票社会民主党4

116票日本共産党3

52票無効

2,467票小計（有効投票数）

2,519票合計（投票者総数）

0票持ち帰り

2,519票計（投票総数）

得票数
候補者届出
政党等の名称

候補者氏名(届出順)

5,243人2,745人2,498人当日有権者数

1,636人837人799人期日前投票者数

384人209人175人不在者投票者数

499人246人253人当日投票者数

2,519人1,292人1,227人投票者総数

48.05%47.07%49.12%最終投票率

(45.30%)(44.55%)(46.12%)(前回投票率)

合計女男

20票日本のこころ（日本）3

71票社会民主党（社民党）4

50票日本維新の会（維新）2

14票幸福実現党（幸福）6

106票日本共産党（共産党）5

立憲民主党（民主党）

希望の党（希望）

自由民主党（自民党）

公明党（公明）

897票7

264票1

478票9

551票8

68票無効

2,451票小計（有効投票数）

2,519票合計（投票者総数）

0票持ち帰り

2,519票計（投票総数）

得票数政党名（届出順）

問い合わせ 総務課 0246-84-5201TEL

投票結果

※ 最高裁判所裁判官国民審査の投票率：４７.８７％（前回４２.７３％）

開票結果

[衆議院福島県小選挙区選出議員選挙] [衆議院東北選挙区比例代表選出議員選挙]



被災自治体News

「住宅再建相談会」が実施されます

（住宅金融支援機構からのお知らせ） 10月24日HP更新

問い合わせ 復興推進課 0246-84-5203TEL

住宅金融支援機構により、住まいの再建を検討している方を対象に、住宅ローンの相談を承る

「住宅再建相談会」が実施されます。

日時

１１月６日（月）、７日（火）

場所

コラッセふくしま ５階研修室Ｂ（福島市三河南町1番20号）

相談

無料、事前予約制

(1)午前１０時～１１時 (2)午前１１時～正午 (3)午後１時～２時

(4)午後２時～３時 (5)午後３時～４時

【事前予約・問い合わせ】

住宅金融支援機構お客さまコールセンター

（災害専用ダイヤル）

0120-08-353
受付時間 午前９時～午後５時

※祝日・年末年始を除く

※利用できない場合は、

048-615-0420（有料）におかけください。
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被災自治体News

富岡町における衆議院議員総選挙の投・開票結果

10月22日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.3308

えんどう 陽子

くまがい 智

吉田 泉

吉野 まさよし

1,695票希望の党2

2,794票自由民主党1

529票社会民主党4

298票日本共産党3

155票無効

5,316票小計（有効投票数）

5,471票合計（投票者総数）

0票持ち帰り

5,471票計（投票総数）

得票数
候補者届出
政党等の名称

候補者氏名(届出順)

投票結果

開票結果

[衆議院福島県小選挙区選出議員選挙] [衆議院東北選挙区比例代表選出議員選挙]

54票日本のこころ（日本）3

255票社会民主党（社民党）4

108票日本維新の会（維新）2

24票幸福実現党（幸福）6

266票日本共産党（共産党）5

立憲民主党（民主党）

希望の党（希望）

自由民主党（自民党）

公明党（公明）

1,657票7

658票1

951票9

1,246票8

252票無効

5,219票小計（有効投票数）

5,471票合計（投票者総数）

0票持ち帰り

5,471票計（投票総数）

得票数政党名（届出順）

問い合わせ 選挙管理委員会事務局 0240-22-2111(代)TEL

富岡町からのお知らせ

5,471人2,730人2,741人投票者数

5,928人2,967人2,961人棄権者数

11,399人5,697人5,702人有権者数

48.00%47.92%48.07%投票率

(44.60%)(45.00%)(44.19%)(前回投票率)

合計女男



被災自治体News

復興を大きく後押し JR富岡駅が再開

１０月２１日(土)、震災から６年７カ月ぶりにJR富岡駅が再開しました。

不通となっていたJR常磐線富岡駅～竜田駅間の再開通に伴い、飲食・物販店舗「さ

くらステーションKINONE」を併設した新富岡駅舎を顔に、ホームにはエレベーター

付きの跨(こ)線橋も整備され、便利で人に優しい富岡駅が完成しました。

駅舎の前には新しく整備された交通広場。その傍らには１０月１７日にオープンし

た富岡ホテル。

復興の槌音が一つひとつ実を結んで、町ににぎわいが戻ってくることを願っていま

す。

富岡駅再開通式
(富岡町公式チャンネルから)

(富岡町公式チャンネルから) (富岡町公式チャンネルから)

浜通り×さんじょうライフvol.330 9



被災自治体News

各種証明書のコンビニ交付サービスについて

10月20日HP更新

200円
本籍を富岡町においている間の住所の履歴を証明す
るもので、平成８年２月３日時点からの履歴が記録
されています

戸籍の附票

記載されている人の中からひとり分を証明するもの
個人事項証明書
（戸籍抄本）

富岡町に本籍がある
方のみ
(住民票が他市町村
でも利用できます)

450円

戸籍に記載されている全員を証明するもの
全部事項証明書
（戸籍謄本）

200円前年分の課税状況を証明するもの所得課税証明書

200円登録されている印鑑を証明するもの印鑑登録証明書

複数人の世帯からひとり分だけを証明する住民票
ひとり分の住民票
（住民票抄本）

マイナンバー入り、
住民票コード入りは
取得できません

200円

世帯全員を証明する住民票
（転出、死亡された方は載りません）

世帯全員の住民票
（住民票謄本）

備考
手数料
(1通分)

証明の内容証明書の書類

次ページへ続きます

全国のコンビニエンスストアに設置されているキオスク端末（マルチコピー機）を利用して、住民

票の写しなど各種証明書が取得できるサービスです。

利用にはマイナンバーカード（個人番号カード）が必要です。

利用できる方

利用者証明用電子証明書（４桁の暗証番号）を格納したマイナンバーカードをお待ちの方で、

下記の①②のどちらか一方でも満たしている方が利用できます。

① 富岡町に住民登録している方

② 富岡町が本籍地の方（住民票が他市町村でもご登録の上利用できます）

■注意

※ コンビニ交付で利用できるカードはマイナンバーカード（個人番号カード）のみです。

住民基本台帳カード、通知カード、印鑑登録証（印鑑カード）では利用できません。

※ 印鑑登録証明書は、富岡町において印鑑登録されている方のみです。

※ 戸籍証明書および戸籍の附票は、富岡町に本籍がある方のみです。

取得できる証明書

主な証明と手数料は次のとおりです。

コンビニ交付の便利な点は？

① 早朝から深夜まで利用できます。

役場が開いていない休日や夜間でも証明書が取得できるようになります。

利用時間 午前６時３０分～午後１１時 または、店舗の営業時間内

（１２月２９日から１月３日、メンテナンス時は除きます）

浜通り×さんじょうライフvol.33010



被災自治体News

浜通り×さんじょうライフvol.330 11

② 全国約53,000店舗で利用できます。

次の店舗で利用できるようになります。（マルチコピー機設置店舗に限ります。）

・セブン-イレブン ・ローソン ・サークルＫサンクス ・ファミリーマート ・ミニストップ

・イオン＊ ・セイコーマート ・コミュニティストア ・セーブオン ・Ａコープ南東北＊

・エーコープ鹿児島＊ ・ポプラ ・くらしハウス ・生活彩家 ・スリーエイト ・郵便局＊

＊は一部の店舗でのみご利用できます。

※ 上記の他に下記役所内に設置されているキオスク端末機でも取得できます。

宮城県名取市役所、茨城県守谷市役所、石川県小松市役所、奈良県生駒市役所、

滋賀県長浜市役所

③ コンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機を利用します。

申請から交付まで、本人がマルチコピー機を操作します。

マルチコピー機の案内画面を見ながらタッチパネルによる簡単な操作で、申請書の記入も不要

です。

※ マイナンバーカードの４桁の暗証番号が必要です。

コンビニ交付におけるセキュリティ対策

さまざまなセキュリティ対策で個人情報を守ります。

・個人情報が残らない

・証明書の取り忘れ防止

・個人情報の漏えいを防止

・情報は自動消去

取得した証明書にはさまざまな偽造・改ざん防止対策が施されています。

コンビニ交付を利用する際の注意事項

・利用できるのはマイナンバーカードをお持ちの本人のみです。

・利用する際の暗証番号は利用者証明用電子証明書の４桁の暗証番号です。

・取得された証明書の返金・交換はできませんのでご注意ください。

・手数料免除の規定に該当する証明書の取り扱いはできません。

・証明書が印刷されるまで設置場所によっては多少の時間がかかりますので、証明書の受け取

りまでその場を離れないようにお願いします。

・出生届や婚姻届、住所の異動などの各種届が提出された場合、各種証明書に反映するまで

に一定期間を要するためご注意ください。

・システムの関係上、交付できない場合があります。

マルチコピー機の一例

ローソン、ファミリーマート等に設置されているタイ
プです。コンビニ店舗によって設置されている機種
は異なります。

問い合わせ 住民課 住民係 0240-22-2111(代)TEL



被災自治体News

いわき市における衆議院議員総選挙の投・開票結果

10月23日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.33012

えんどう 陽子

くまがい 智

吉田 泉

吉野 まさよし

43,086票希望の党2

71,400票自由民主党1

5,370票社会民主党4

14,439票日本共産党3

2,882票無効

134,295票小計（有効投票数）

137,166票合計（投票者総数）

△11票持ち帰り

137,177票計（投票総数）

得票数
候補者届出
政党等の名称

候補者氏名(届出順)

1,031票日本のこころ（日本）3

3,743票社会民主党（社民党）4

3,749票日本維新の会（維新）2

735票幸福実現党（幸福）6

12,201票日本共産党（共産党）5

立憲民主党（民主党）

希望の党（希望）

自由民主党（自民党）

公明党（公明）

40,478票7

17,501票1

24,744票9

29,899票8

3,056票無効

134,081票小計（有効投票数）

137,154票合計（投票者総数）

17票持ち帰り・その他

137,137票計（投票総数）

得票数政党名（届出順）

問い合わせ 選挙管理委員会事務局 0246-22-7532TEL

いわき市からのお知らせ

投票結果

※ 投票者総数は小選挙区選出議員選挙のものです。

開票結果

[衆議院福島県小選挙区選出議員選挙] [衆議院東北選挙区比例代表選出議員選挙]

137,166人70,585人66,581人投票者数

139,256人70,901人68,355人棄権者数

276,422人141,486人134,936人有権者数

49.62%49.89%49.34%投票率

(47.94%)(47.44%)(48.48%)(前回投票率)

合計女男



被災自治体News

郡山市における衆議院議員総選挙の投・開票結果

10月23日HP更新

西村 えみ

岡部 みつのり

たいら 善彦

根本 匠

13,747票日本共産党2

71,400票自由民主党1

7,557票日本維新の会4

44,468票希望の党3

2,691票無効

137,172票小計（有効投票数）

139,918票合計（投票者総数）

55票持ち帰り

139,863票計（投票総数）

得票数
候補者届出
政党等の名称

候補者氏名(届出順)

1,022票日本のこころ（日本）3

3,286票社会民主党（社民党）4

5,948票日本維新の会（維新）2

480票幸福実現党（幸福）6

9,607票日本共産党（共産党）5

立憲民主党（民主党）

希望の党（希望）

自由民主党（自民党）

公明党（公明）

41,325票7

16,168票1

25,955票9

32,000票8

4,064票無効

135,791票小計（有効投票数）

139,907票合計（投票者総数）

52票持ち帰り・その他

139,855票計（投票総数）

得票数政党名（届出順）

問い合わせ 選挙管理委員会事務局 024-924-2461TEL

投票結果

※ 投票者総数は小選挙区選出議員選挙のものです。

開票結果

[衆議院福島県小選挙区選出議員選挙] [衆議院東北選挙区比例代表選出議員選挙]

郡山市からのお知らせ

139,918人71,592人68,326人投票者数

132,464人67,896人64,568人棄権者数

272,382人139,488人132,894人有権者数

51.37%51.32%51.41%投票率

(47.54%)(46.98%)(48.12%)(前回投票率)

合計女男
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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 0244-22-2111

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

100

9

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(2017.10.25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』

版画教室

ひばり休み茶話会

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

１０月２６日

１１日１０日９日８日７日６日５日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

文化の日

ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休みひばり休み

４日３日２日１１月１日３１日３０日２９日

２８日２７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.33014


