
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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小高駅前通りを歩行者天国として、小高区文化祭が開

催されました。当日はあいにくの雨でしたが、たくさん

の親子連れなどが訪れ、祭りを楽しみました。
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被災自治体News

10月21日(土)、小高駅前通りを歩行者天国として、小高区文化祭が開催されました。当日はあいに

くの雨でしたが、たくさんの親子連れなどが訪れ、祭りを楽しみました。

また、今年の4月に開校した小高産業技術高校の生徒たちが、思い思いの仮装をして通りを練り歩く

などして、会場を盛り上げました。
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被災自治体News

南相馬市看護師等合同就職面接会を開催します

11月2日HP更新

問い合わせ 健康づくり課 0244-24-5336TEL
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医療機関での人材不足を解消するため、南相馬市内の医療機関合同の就職面接会を開催し

ます。医療の現場で働きたい方、医療の現場をより知りたい方はぜひご参加ください。

専門の相談員による就職相談もでき、医療機関への就職を応援します。

事業名

平成２９年度南相馬市看護師等合同就職面接会

「看護のお仕事面接会in南相馬」

開催日時

１１月２３日（木・祝）「勤労感謝の日」 午前１０時～午後２時

会場

ロイヤルホテル丸屋（南相馬市原町区旭町2-28）

対象

・看護師・准看護師・医療事務の有資格者

・看護学校で学んだことを活かし医療機関で働きたい方

・看護助手・薬剤事務

・事務補助などの求職者

面接会

参加医療機関ごとにブースを設け、直接面接ができます。

※ ハローワーク就職相談コーナーも設置します。

参加医療機関

・医療法人青空会 大町病院

・医療法人相雲会 小野田病院

・医療法人 おのだ内科クリニック

・福島県厚生農業協同組合連合会 鹿島厚生病院

・医療法人伸裕会 介護老人保健施設 長生院

訪問看護ステーション ゆうゆう

・公益財団法人金森和心会 雲雀ヶ丘病院

・南相馬市立総合病院

※ 医療機関名５０音順

南相馬市からのお知らせ



被災自治体News

「なみえ草刈り隊」ヤギ引越し
除草実証事業で放牧しているヤギが移動しました。

ヤギたちは浪江町苅宿地区のゲートボール場跡地の草を

食べ尽くし、現在は棚塩地区の町有地で、用水路沿いの法

面を除草しています。

ヤギたちは11月下旬に牧場に帰る予定です。
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浪江町からのお知らせ

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.市長記者会見 [11分]

3.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.2

【原子力損害賠償・廃炉等支援機構編】 [30分]

4.平成29年度 鹿島中学校文化祭 [7分]

5.市長の部屋へよいこそ！地域おこし協力隊委嘱式 [5分]

6.リクエストアワーのお知らせ [3分]

番組内容[11/8～11/15]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）



被災自治体News

浪江町民の避難状況（平成29年10月31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 862

秋田県 49

山形県 148

茨城県 1,006

栃木県 477

群馬県 148

埼玉県 695

千葉県 573

東京都 855

神奈川県 432

新潟県 380

富山県 13

石川県 26

福井県 12

山梨県 42

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 31

大阪府 61

兵庫県 21

奈良県 5

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 6

岡山県 21

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 19

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 10

鹿児島県 7

沖縄県 19

国外 12

合計 6,301

市町村 人 数

福島市 2,913

会津若松市 227

郡山市 1,837

いわき市 3,222

白河市 250

須賀川市 148

喜多方市 23

相馬市 486

二本松市 1,281

田村市 77

南相馬市 2,045

伊達市 108

本宮市 555

桑折町 181

国見町 25

川俣町 76

大玉村 159

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 27

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 71

市町村 人 数

小野町 16

広野町 40

楢葉町 12

富岡町 2

川内村 6

浪江町 237

新地町 82

その他 3

合計 14,390

避難者総数

20,691

(前月 20,702)

(前月 14,412)

(前月 6,290)

11/8発売開始！町オリジナルのフレーム切手
浪江に関わる人にはおなじみの「大堀相馬焼」や「なみえ焼そば」といった名物をは

じめ、咲き誇る請戸川リバーラインの桜、十日市の賑わいの様子などが町オリジナルの

切手シートになって発売！

”故郷”、”継承”、”再建”の全3種のシートはどれも魅力的です。

【販売期間】
11月8日～
なくなり次第終了

【販売場所】
浪江町役場本庁舎
2階 総務課秘書係窓口

※各種イベントなどでの
販売も予定

【販売価格】
1,000円／1シート
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被災自治体News

町長メッセージ

11月1日HP更新

日ごとに朝夕の冷え込みが増し、山々や街路樹が紅葉する季

節を迎えました。ＪＲ双葉駅前の銀杏並木も黄金色に色づいてい

ることでしょう。

１０月４日、いわき事務所においてJR東日本輿石逸樹執行役

員・水戸支社長と「ＪＲ双葉駅東西自由通路及び橋上駅舎整

双葉町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.3326

次ページへ続きます

備に関する協定書」を取り交わしました。ＪＲ常磐線が全線開通する平成３１年度末まで

の完成を目指し、町の東西を結ぶ橋上駅として整備していきます。この事業は、町が一

部費用を負担し、ＪＲ東日本が工事を担当して進めていくことになります。今年度中に基

本設計に着手し、来年度にも工事が始められます。新駅舎は東西の自由通路と駅舎

機能が一体化した橋上駅となり、復興祈念公園や県のアーカイブ拠点施設などを整備

する常磐線東側と、新たに居住区域を造成する西側を結び、にぎわいを創出していく計

画です。町の復興が大きく前進する事業となりますので、皆さまのご理解とご協力をお願い

いたします。

１０月８日には、いわき市立南部アリーナにおいて「オリンピックデー・フェスタｉｎふたば、

ふたばスポーツフェスティバル２０１７」を開催いたしました。町民の皆さんが参加する体育

祭は震災後初めてであり、県内外の避難先より子どもから大人まで町民の皆さん約２００

人が集まりました。競泳の伊藤華英さん、新体操の田中琴乃さん、ウエイトリフティングの

三宅宏実さん、柔道の杉本美香さん、近代五種の山中詩乃さんの５人のオリンピアンに

も参加していただき、体を動かしながら、楽しく交流を図りました。５人のオリンピアンが各チ

ームのキャプテンとなり、５つのチームに分かれてチームごとに色分けした揃いのＴシャツを

着て、手つなぎ鬼や小玉回し、５色玉入れなどで競い合いました。

お昼には町婦人会の皆さんに調理していただいた豚汁が振る舞われ、オリンピアンと一

緒に話しをしながら美味しくいただきました。大会の開催にご協力いただいた皆さまに心か

ら敬意と感謝を申し上げます。震災前に行われていた町民体育祭を思い出しながら、楽

しい一日を過ごすことができました。



被災自治体News

双葉町民の避難状況
【都道府県別】 平成29年10月31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

北海道 14 埼玉県 820 岐阜県 6 鳥取県 - 佐賀県 5

青森県 13 千葉県 166 静岡県 35 島根県 17 長崎県 5

岩手県 9 東京都 338 愛知県 4 岡山県 4 熊本県 2

宮城県 251 神奈川県 176 三重県 1 広島県 3 大分県 6

秋田県 10 新潟県 155 滋賀県 1 山口県 - 宮崎県 1

山形県 27 富山県 13 京都府 10 徳島県 - 鹿児島県 12

福島県 4,080 石川県 15 大阪府 4 香川県 - 沖縄県 4

茨城県 474 福井県 4 兵庫県 2 愛媛県 5 海外 4

栃木県 155 山梨県 13 奈良県 1 高知県 - 合 計 6,933

群馬県 43 長野県 16 和歌山県 - 福岡県 9

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

福島市 274 田村市 19 西郷村 37

会津若松市 50 南相馬市 249 矢吹町 32

郡山市 731 伊達市 11 棚倉町 11

いわき市 2,136 本宮市 38 塙町 8

白河市 203 桑折町 5 三春町 15

須賀川市 67 鏡石町 10 広野町 36

喜多方市 6 猪苗代町 5 新地町 7

相馬市 59 会津坂下町 10 その他 36

二本松市 16 会津美里町 9 合 計 4,080

(前月 6,933)

(前月 4,075)

所在 人数

福島県内に避難している方 4,080

福島県外に避難している方 2,853

＊所在不明者 3人
うち津波による行方不明者 1人

＊死亡者 596人
うち災害関連死亡者 165人

この避難状況は、平成23年3月11日現在の人口から、死亡者を除
き、震災以降の転出者および転入者、出生者を含むものであり、
現在、町として支援対象となる人口の避難状況を表しています。
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１０月１２日から県内外１２カ所での町政懇談会をスタートさせました。１１月には、いわき

市、新潟県柏崎市で開催いたします。懇談会では、町執行部から、復興まちづくり計画

（第二次）、特定復興拠点区域復興再生計画、平成２９年度住民意向調査、中間貯

蔵施設計画地内の町有地の取り扱い、町共同墓地について、また教育委員会から町

立学校等の状況について説明しております。御足労をおかけいたしますが、お近くの会場

にお越しいただき、ご意見やご要望等をお聞かせくださいますようお願いいたします。

冬に向かう時節ですので、風邪などひかぬよう体調管理にはくれぐれもご留意されますよ

うお願いいたします。

双葉町長 伊澤 史朗
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中間貯蔵施設予定地内保管場への除去土壌等の搬入について

10月31日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.3328

中間貯蔵施設予定地内保管場への除去土壌等の搬入について、環境省が１０月２７日（金）

に公表しましたのでお知らせします。

学校等輸送通常輸送

-

1,500

2,500

-

500

6,500

25,500

17,500

-

-

500

3,000

-

-

3,500

H29.10.305,000大玉村15

6,094H29.7.2013,500川俣町14

6,860H29.4.16,500桑折町13

5,500国見町12

6,628H29.5.3015,000伊達市11

4,829H29.4.15,500本宮市10

24,234H29.4.48,000二本松市9

4,080H29.7.2715,000福島市8

20,046H29.5.1722,000飯舘村7

1,919H29.9.16H29.8.12,000新地町6

4,776H29.6.320,500南相馬市5

799H29.8.25,000相馬市4

5,306H29.7.3111,000葛尾村3

11,671H29.4.626,000浪江町2

17,491H29.4.130,000双葉町1

数量(㎥)終了日開始日
搬出予定量(㎥)

市町村

※輸送数量は10月17日時点

平成29年度の輸送（双葉工区へ搬入される市町村）

問い合わせ 建設課 0246-84-5209TEL

【問い合わせ】

●環境省 中間貯蔵施設に係る全般的なお問い合わせ窓口

0120-027-582 （午前９時～午後６時１５分、土日祝日除く）

●環境省 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の総合窓口

0120-10-1951 （午前８時３０分～午後５時１５分、土日祝日除く）
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賠償に関する東京電力の考え方を確認

【富岡町議会】 10月31日HP更新

問い合わせ 議会事務局 0240-22-2111(代)TEL

富岡町からのお知らせ

１０月２７日（金）、富岡町役場全員協議会室において、原子力発電所等に関する特別委員会

および全員協議会を開催しました。各会での議題や議員から出された意見は以下のとおりです。

《議題》 賠償について

《説明者》 東京電力ホールディングス㈱

《議員から出された意見・要望》

○商工業・農業・漁業などの業種よって賠償に格差がある明確な理由を示すべき。
○営業損害において、個別の事業を聞くだけでなく、ある程度のケーススタディを取り入れる
べき。

○帰還困難区域内の建物が解体できないことにより、借地を現状復旧できずに持ち主に返還
できない人がいる。借地料に対する賠償の考え方を示すべき。

原子力発電所等に関する特別委員会

《議題》 特定廃棄物等の埋立処分事業について

《説明者》 環境省

《議員から出された意見・要望》

○送水管を固定したり、雨水排水の流れとケーブルを分離したり、前回の全員協議会で指摘

した事項は、おおむね対処されていると感じた。なお一層の安全管理を求める。

○町民が一番気にするのは、埋立処分場から排水される水が安全かどうか。

六反田川の水質のモニタリング結果がわかるような環境を整えるべき。

○今後、さらにトラックなどの交通量が増えることが予想される。空気中の粉塵検査を定期的

に行い、モニタリング結果を公表すべき。

全員協議会

浜通り×さんじょうライフvol.332 9
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平成29年度町政懇談会開催のお知らせ

11月6日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.33210

町ではこのたび､生活環境整備の進捗状況や町の重点施策を説明するとともに、町民の皆様

から町政に対する意見をお聴きし今後の施策の参考とさせていただくため、町政懇談会を開催し

ますので、ぜひともご出席くださるようご案内申し上げます。

日時および場所

特記事項

(1) 出席の際には、広報とみおか１１月号（１１月２日発行）に同封の「平成29年度調整懇談会」

（資料）をご持参くださるようお願いいたします。

(2) 各会場の駐車場には限りがありますので、公共交通機関の利用や知人との相乗りでのご来場

にご協力お願いいたします。

(3) 郡山会場（奥羽大学）といわき会場（いわき明星大学）は、各応急仮設住宅などから会場まで

の送迎バスを運行します。

(4) 本懇談会に出席いただくための費用(交通費、宿泊費)は、東京電力賠償の対象となり

ます。

いわき明星大学
(いわき市)

①午前10時30分～正午
②午後1時30分～3時

12月3日(日)

文化交流センター「学びの森」
(富岡町)

午後6時～7時30分
(1回のみ)

11月30日(木)

奥州大学
(郡山市)

①午前10時30分～正午
②午後1時30分～3時

11月26日(日)

五反田文化センター
(東京都品川区)

①午前10時30分～正午
②午後1時30分～3時

11月23日(木・祝)

場 所日 時

詳しくは、広報とみおか11月号に同封の

資料をご覧ください。

問い合わせ 企画課 広聴広報係 0240-22-2111(代)
0240-22-9010(直)

TEL



被災自治体News

原子力立地給付金の交付について

11月6日HP更新

TEL

原子力立地給付金は、国の制度に基づき、原子力発電施設の周辺地域の皆さまに年１回交付

していますが、福島第一原発の廃止に伴い、平成２９年度から給付金額が変更となります。

給付金額

・電灯契約１口あたり： （変更前） １１，１９６円 → （変更後） ８，４００円

・電力契約１kwあたり：（変更前） ５，５９２円 → （変更後） ４，２００円

【問い合わせ】

◎需給契約内容・交付事務に関する事項

東北電力㈱ 料金事務センター

0120-17-5227 （午前９時～午後５時 ※土日祝日を除く）

◎給付金制度に関する事項・交付事務に関する事項

（一財）電源地域振興センター 総務企画部 給付金審査課

03-6372-7304 （午前１０時～午後５時 ※土日祝日を除く）

７年ぶりの復活
第89回富岡えびす講市の開催

大正１２年から続く伝統的な秋市「えびす講市」を１１月１１日、１２日の２日間、

さくらモールとみおか東側の一部

道路等を会場に開催します。

秋市ならではの飲食や物販の出

店、町民や大道芸人のステージパ

フォーマンス、恒例のえびす餅投

げ・抽選会のほか、１１日の夕刻

からは、竹灯籠の点灯、花火の打

ち上げを予定しています。

その他、富岡歴史館や参加型イ

ベントなど、多彩な催し物が行わ

れます。
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10月31日

NEXCO東日本いわき管理事務所は、2車線区間(片側1車線)の 常磐自動車道いわき

中央IC～相馬IC間において、4車線化工事、橋梁点検(本線橋)、舗装補修工事、維持修繕作業

のため、下記のとおり夜間通行止めを実施します。

■通行止め時間 毎夜午後８時～翌日午前5時

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.33212
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先週の浜通り×さんじょうライフと一緒にチラシをお配り

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

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）

午後１時 開場
午後１時30分 開演
午後２時45分 終了予定



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(2017.11.8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』

食推
食事会

コンサート
チケット
申込締切

食事会
申込締切

版画教室

茶話会

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

９日

２５日２４日２３日２２日２１日２０日１９日

勤労感謝の日

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

１８日１７日１６日１５日１４日１３日１２日

１１日１０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

浜通り配布
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