
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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相馬野馬追のメーン会場、雲雀ヶ原祭場地で、秋季競

馬大会が開催されました。

1510 日
●南相馬市ＨＰ「フォトレポ」から

11月1日発行

Vol.331

●交流ルームひばり通信



被災自治体News

相馬野馬追のメーン会場、雲雀ヶ原祭場地で、秋季競馬大会が開催されました。

毎年、春と秋に開かれる相馬野馬追振興競馬大会は、通算69回目。今回は46頭が出走し、

1周約1,200メートルのコースで競いました。

会場には、市内外から約1,000人が来場し、雨上がりのダートコースの泥を跳ね上げて疾走

する人馬に声援を送ったり、カメラを向けたりしていました。

結果は、中ノ郷のジャックスパロー（騎手 佐藤克訓さん）が予選1着馬の決勝レースを制

し、初優勝しました。

会場では、乗馬体験や落下傘を取り合う「ちびっこ神旗争奪戦」なども行われ、子どもたち

が野馬追文化に親しんでいました。
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被災自治体News

「2017南相馬市健康福祉まつり」が原町区社会福祉会館周辺で開催されました。

市健康福祉まつりは毎年開催されており、今年のテーマは「支え合い みんなの笑顔 育てよう！」。

福祉や医療の関連団体が会場にブースを設けていました。

来場者は自分の健康状態を確認したり、医療の専門知識に親しんだりしていました。

© City of Minamisoma
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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.東京電力福島第一原子力発電所における

廃炉・汚染水対策の取組状況に関する説明会Part.1

【資源エネルギー庁編】 [30分]

3.道の駅『南相馬』開駅10周年記念感謝祭 [10分]

4.福島地方法務局南相馬証明サービスセンター開所式 [4分]

5.ミュージアムキッズフェア in みなみそうま [7分]

6.市民の歌 原町混声合唱団 [4分]

7.リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容[11/1～11/8]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）



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

11月1日HP更新

次ページへ続きます

1,000円/月18,600～49,3002年3DK3号棟203号室西川原第二団地2

番号 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額 駐車場

3 西川原第二団地 4号棟203号室 3DK 2年 18,600～49,300 1,000円/月

番号 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額 駐車場

1 万ヶ廹団地 30-1号室 3DK 2年 19,200～51,000 1,000円/月
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1,000円/月21,700～57,5003年3DK404号室大町東団地5

1,000円/月21,900～58,1003年3DK203号室大町西団地4

番号 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額 駐車場

6 栄町団地 3号棟101号室 2DK 2年 19,400～51,400 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

《小高区》

《鹿島区》

《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

１２月１日（金）

南相馬市からのお知らせ



被災自治体News

TEL

【募集】11月分の市営住宅入居者を募集します

11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。

入居日

１２月１日（金）

公募期限

１１月１４日（火） ※土・日曜日、祝日を除く。

今月の抽選会は１１月１６日（木）です。
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申込期限

１１月１４日（火） ※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。

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18,100～35,6007年3DK4号棟1号室前田団地鹿島6

あり16,800～33,10029年3DK2号棟304号室三島町団地原町3

№ 区 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 原町 仲町団地 4号棟402号室 3K 43年 10,600～20,900 あり

2 原町 仲町団地 6号棟404号室 3K 42年 11,400～22,300 あり

4 原町 北長野団地 1号棟308号室 3DK 23年 18,400～36,200 あり

5 鹿島 大河内第二団地 150号室 2K 48年 3,900～7,700 なし

7 小高 紅梅団地 F-2-1号室 3DK 22年 19,200～37,800 あり

8 小高 紅梅団地 F-2-2号室 3DK 22年 19,200～37,800 あり

9 小高 万ヶ廹団地 2-1号室 3DK 13年 17,300～34,100 あり

10 小高 万ヶ廹団地 9-2号室 3DK 11年 17,700～34,700 あり

11 小高 万ヶ廹団地 15-1号室 3DK 7年 18,400～36,100 なし

被災自治体News

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

№ 区 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

12 小高 紅梅団地 B-5-1号室 3DK 16年 34,800～47,000 あり

№ 区 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

13 鹿島 定住促進住宅 1号棟504号室 3DK 25年 8,600～16,900 あり
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入居者を公募する市営住宅

優先世帯の住宅

募集なし

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。



被災自治体News

市長杯パークゴルフ大会 10月15日 市パークゴルフ場

ふれあい懇談会 10月14日 上栃窪公会堂

鎮魂復興市民植樹祭 10月14日 原町区雫地内

上栃窪行政区の皆さんとの「ふれあい懇談会」を開催し、地

域の課題となっている有害鳥獣対策などについて意見を交わし

ました。

ふれあい懇談会は、市長と市民の意見交換や情報提供の場で、

団体などからの申し込みを受けて開催しています。
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「第2回南相馬市長杯パークゴルフ大会」を開催したところ、約200人の参加をいただきま

した。

開会式に出席した市長は、

「このパークゴルフ場は昨年

10月にオープン以来、すでに

5万人を超える方々に利用いた

だいた。今後も健康増進や交

流の場として活用してほし

い」とあいさつしました。

東日本大震災の津波で大きな被害を受けた原町区雫地区を会場に「第5回南相馬市鎮魂復興

市民植樹祭」を開催しました。

当日はあいにくの雨模様でしたが、市長は県内外から集まった約2,300人の参加者とともに、

苗木の一本一本に復興への願いを込めながら植樹しました。

平成30年6月10日には、天皇皇后両陛下をお迎えしてこの

雫地区において「第69回全国植樹祭」が開催されます。市で

は、今後も全国植樹祭に向けて機運を高めるイベントを開催し

てまいります。
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ロボット産業セミナー 10月10日 東京都
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環境絵日記表彰式 10月11日 市役所

市では、「みんなでつくる環境未来都市・南相馬」をテーマに、小学生が将来の南相馬を描

く「環境絵日記」を募集しました。

優秀作品には原町第一小

学校の佐藤心幸(こゆき)さんの

「リサイクルをしよう！！」

が選ばれ、表彰式を開催する

とともに作品をラッピングし

たジャンボタクシーをお披露

目しました。

おだか月あかりコンサート 10月7日 浮舟文化会館

昨年に引き続き、東京都内において「南相馬市ロボット産業セミナー」を開催しました。

市長は95社・220人を超える参加者を前に、「ロボットのまち南相馬市」を目指し、全力

でロボット産業を推進する本

市の取り組みなどを紹介しま

した。

また、セミナー後に開かれ

た交流会では、参加者と和や

かに懇談しながら南相馬市の

魅力をPRしました。

小高区の秋の風物詩として親しまれてきた「おだか月あかりコンサート」が7年ぶりに開催

されました。

市長は開会式で祝辞を述べ、観客の皆さんとともにフルートと弦楽四重奏の調べを堪能しま

した。

このコンサートは、小高神

社の境内において、幻想的な

月あかりのもと開かれる予定

でしたが、当日の悪天候によ

り浮舟文化会館での開催とな

りました。
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相馬看護専門学校戴帽式 10月6日 同校

ドローン配送事業開始にかかる共同記者会見
10月6日 東京都

楽天(株)と(株)ローソンが、小高区でドローンを使った商品配達を試験的に始めることにな

り、東京で両社による共同記者会見が行われました。この取り組みは、ローソンの移動販売車

セデッテかしま来館者300万人達成記念セレモニー
10月1日 同所

相馬看護専門学校の戴帽式が行われました。

厳かな雰囲気の中ナースキャップが贈られた17期生35人に対し、市長は相馬地方広域市町

村圏組合管理者として告辞を行いました。

サービスエリア利活用拠点施設「セデッテかしま」の来館者が300万人を達成したことを記

念してセレモニーが行われました。

が地域を回り、不足している商品を注文に応じて楽天のドロー

ンで店舗から販売車まで空輸するもので、ドローンによる商品

配送とコンビニの移動販売車を組み合わせたサービスは全国で

も初めてです。

楽天の三木谷浩史社長、ローソンの竹増貞信社長とともに会

見に出席した市長は、「市民の利便性が高まり、住民が集う場

にもなる。積極的に応援したい」と話しました。
写真提供：楽天（株）

市では当初、年間53万人のペースを見込んでいましたが、

平成27年4月にオープンしてから約2年6カ月で300万人に

到達しました。

市長は、300万人目の来館者となった茨城県笠間市の親子

や関係者とともにくす玉を割って節目を祝いました。
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国民健康保険に加入している方へ「医療費のお知らせ」を送付します

11月1日HP更新

問い合わせ 健康保険課 国保年金係 0240-34-0242TEL

浪江町からのお知らせ

支払った一部負担金を表示します。(7)一部負担金額

該当の医療機関などで1カ月にかかった医療費の総額を表示し
ます。
保険診療以外の金額（入院時の差額ベッド代、診断書作成料な
ど）は含みません。

(6)医療費の額

その月の受診日数（回数）を表示します。(5)日数

入院、通院、歯科、調剤などを表示します。(4)入通区分

平成29年2月から7月までの期間で受診した年月を表示します｡(3)受診年月

受診した病院や薬局名を表示します。福島県以外の医療機関は
「○○都道府県医療機関」と表示されます。

(2)医療機関等の名称

世帯の中で、国民健康保険に加入し、対象期間中に医療機関な
どを受診した方がいれば、その方の名前を表示します。

(1)受診者氏名

「国民健康保険医療費のお知らせ」は、医療費の総額をお知らせすることにより、健康や医療に

ついて関心をお持ちいただくとともに、国民健康保険制度に対する理解を深めていただくために

お送りするものです。

国民健康保険に加入している方が平成２９年２月から平成２９年７月までの半年間に受診した医

療費について、世帯ごとに作成し、世帯主宛にお送りします。個別にお送りすることはできません

のでご了承ください。

医療費のお知らせは、１１月下旬から順次発送する予定です。

「医療費のお知らせ」の内容

注意事項

● 今回送付するお知らせは、医療費を請求するものではありません。また、通知を受け取

ったことによる手続きはありません。

● 医療費の適正化を図るための事業ですので、診療内容などの問い合わせに対して回答はで

きません。

● 送付を希望しない方は、11月17日(金)までに健康保険課国保年金係までご連絡くだ

さい。
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「工場立地に関する基本協定」を締結しました

10月26日HP更新

問い合わせ 産業振興課 産業創出係 0240-34-0248TEL
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１０月２５日（水）、浪江町とフォーアールエナジー株式会社は、工場立地に関する基本協定を

締結しました。

浪江町復興計画第二次に掲げられた雇用の場の創出を図るため町が整備を進めている「浪江

町藤橋産業団地」への震災後初めての新規立地で、同社の国内初となる使用済み車載用バッテ

リーの再利用・再製品化工場を新たに立地するものです。

同社は、今後、敷地内整備などを行い、来春の操業を目指しています。

【企業概要】 フォーアールエナジー株式会社

代表取締役社長 牧野 英治

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC 20階

[事業内容] リチウムイオンバッテリーシステムの開発、製造、販売

車載用リチウムイオンバッテリーの二次利用における実証、事業

みんなでやっぺ!!きれいな６国
10月21日(土)、国道６号沿線の９会場において、

清掃ボランティア活動「みんなでやっぺ！！きれい

な６国」が実施されました。

この活動は、NPO法人ハッピーロードネットの

主催により実施されたもので、浪江会場では小雨の

ぱらつく中約100人の方が参加し、町民の方や町を

訪れる方が心地よく過ごせればとの思いから、国道

６号や中心市街地のゴミを拾い集めました。
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第7分団奮闘中！
10月29日(日)、浪江町消防団第7分団が、富岡消防署楢葉分署で開催された消防団員

基礎教育訓練に参加しました。

団員は各個訓練・小隊訓練により号令のかけ方や必要とされる各動作の訓練を、操法

訓練では筒先とホースを用いての訓練を行い、消防の基礎的な技能を習得しました。

浪江町消防団第7分団は、今年4月に発足したばかりで現場活動は経験していませんが、

こうした訓練の積み重ねにより団員の意識と技能を向上させ、町の安全・安心に貢献し

ています。

オリーブ栽培がスタート！
立野地区でオリーブ栽培の実証試験が

始まりました。

先日、立野地区農地復興組合が中心と

なり苗木160本を植樹。町の特産化を目

指します！

実のなる数年後、良質なオリーブオイ

ルが採れることを願うばかりです。

また一つ浪江に楽しみが増えました。

浜通り×さんじょうライフvol.33112



被災自治体News

平成29年度双葉町住民意向調査に協力をお願いします

10月30日HP更新

問い合わせ 復興推進課 0246-84-5203TEL

今後の生活設計や帰還意向について、皆さんの考えを把握するため、今年度も復興庁、福島

県との共同で住民意向調査を実施しています。

多くの町民の皆さんの声を反映した“町民一人一人の復興”と“町の復興”が進められるよう、調

査への協力をお願いします。

実施期間

１０月３０日（月）～１１月１５日（水）

対象

各世帯（分離避難の場合は、それぞれの世帯）の代表者に

専用の封筒で調査票を送付しましたので、送付された代表者

ごとに回答をお願いします。

提出方法

記入後、同封の返信用封筒に入れて、11月15日(水)まで

に郵便ポストへ投かんしてください。

※ 切手は不要です。

【問い合わせ】

●調査の趣旨、記入方法について

復興庁「住民意向調査」問い合わせセンター 0120-901-848

[設置期限： １１月１５日（水）平日午前１０時～午後５時]

○福島県避難地域復興局 生活拠点課 024-521-8617

浜通り×さんじょうライフvol.331 13

TEL

双葉町からのお知らせ



被災自治体News

放射線を見てみよう！
～エネルギー講座inいわき～

10月16日(月)、いわき市内町民交流施設ふたぱーくにて、公益財団法人日本化学技術振興財

団の方を講師に迎え、エネルギー講座が開催されました。

「エネルギーってなんだろう」というテーマからスタート。

レバーを回わすと発電されて、発光ダイオードが光る。

これがエネルギー(他の物体に対して仕事をする能力)。

「放射線てなんだろう」

放射性物質もエネルギーを持っていて、それが科学技術と

して、私たちの日常生活でも使われているそうです。

放射性物質のエネルギーで強化された
プラスチックの強度を試す実験

「放射線は、私たちの生活物資の生成過程にも活用されてい

て、自然界にもあるもの。放射線が“あるかないか”ではな

く“どのくらいあるのか”が問題」とのこと。

「おー出てる！」

普段目には見えない放射線ですが、実際に見てみるとその

イメージがわきやすく、“ベクレル”“シーベルト”などの

言葉についても理解ができました。

その後、放射線が体に与える影響なども聞くことができ、

「放射線を知って、正しく怖がること」が大切であると知る

ことができました。

（取材：ふたさぽ 芳門）

霧箱という装置を使って、放射線を見る実験が行われました。

アルコールで湿らせた箱の中に雲を作ることで、その雲を切って飛んでいく放射線の通り道

を見ることができました。

浜通り×さんじょうライフvol.33114



被災自治体News

福島県から県外への避難状況

10月30日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.331 15

福島県からのお知らせ

問い合わせ 避難者支援課 024-523-4250、4157TEL



10月26日

NEXCO東日本新潟支社は、 磐越自動車道の三川IC～安田IC間の一部区間において、

対面通行区間の交通安全対策として進めてきた付加車線の設置工事が完成し、約1.5kmの付

加車線が約3.5kmに延伸されます。

また、完成に合わせて8月下旬から当区間で実施していた車線の切り替え作業も終了します。

1）運用開始区間：三川IC～安田ICの一部区間

2）運用開始延長：約2.0km（延伸）

3）運用開始予定日時：11月2日(木)午後３時

※当日の天候により運用開始時刻が変更となる

場合があります。

なお、11月2日(木)午後３時までは、引き続き工事に伴う車線規制を実施していますので、

当該区間を走行する場合は安全運転に努めていただけますようお願いします。

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

浜通り×さんじょうライフvol.33116

付加車線従来の車線

三川IC(
会津方面)

安田IC(
新潟方面)
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今週の浜通り×さんじょうライフと一緒にお配りしました

「山田姉妹～ファミリーコンサート～」のチケットを、

おゝ乃様からいただきました。

お子さんからご年配の方までファミリーで男女問わず大勢

の方に楽しんでいただけるコンサートです。

この機会にぜひ、平成の双子ソプラノ・デュオ山田姉妹の

コンサートをお楽しみください。

日

申込締切 １１月１５日(水) 正午
交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０

交流ルームひばり通信

午後１時 開場
午後１時30分 開演
午後2時45分 終了予定

三条市食生活改善推進委員協議会のご厚意により、11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 １１月２２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 １１月１３日(月) 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

と き １１ 月１９ 日

ところ ザ・ガーデンテラスおゝ乃（三条市横町2-11-8 餞心亭おゝ乃）



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(2017.11.1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

１１月の『ひばり』

コンサート
チケット
申込締切

茶話会

ひばり休み

版画教室

ひばり休み
食事会
申込締切

ひばり休み
浜通り配布

２日

１８日１７日１６日１５日１４日１３日１２日

ひばり休み
浜通り配布

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

１１日１０日９日８日７日６日５日

文化の日

ひばり休み

４日３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.33118


