
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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「いい（11）ふうふ（22）の日」に合わせて、結

婚50年をたたえる平成29年度市金婚祝賀会が市内の

ホテルで開催されました。
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被災自治体News

「いい（11）ふうふ（22）の日」に合わせて、結婚50年をたたえる平成29年度市金婚祝賀会が市

内のホテルで開催されました。

招待された33組が結婚した昭和42年(1967年)は、高度経済成長期で、グループサウンズやミニス

カートなどが流行っていました。

祝賀会では、桜井市長が「皆さんの努力の上に今日の繁栄があります」と感謝の言葉を述べ、代表の

夫婦に賀寿状を手渡しました。

青葉幼稚園の園児が歌や踊りでお祝いし、手作りの感謝状を贈りました。新日本舞踊の村井流竜美香

会も舞いを披露しました。
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被災自治体News

© City of Minamisoma

1211 日
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東日本大震災で大きな被害を受け、防災集団移転先に再建を進め

ていた北右田集会所が鹿島区北右田に完成し、落成祝賀会が行われ、

地域住民など約40人が参加しました。

式では、髙田光好区長のあいさつや来賓祝辞のあとに懇談が行わ

れ、参加者たちは完成を祝い、話に花を咲かせていました。

© City of Minamisoma

1211 日

第4回のまたんウォーキング大会が開催され、子どもから大人まで

約230人が参加しました。

鹿島保健センターを出発した参加者は、3km～7kmのコースで鹿

島区の市街地を散策しました。参加者は楽しく談笑したり、秋の気

配漂う景色を眺めたりしながら、ウォーキングを楽しんでいました。



あきいち・交流自治体フェア

被災自治体News

総合防災訓練 11月5日 鹿島小学校ほか

11月3日 旭公園

「復興あきいち2017」が旭公園を中心に開催され、秋空のもと多くの市民でにぎわいまし

た。

また、同時に開催された「南相馬市交流自治体フェア2017」では、本市と災害協定を結ぶ

に伴うスクリーニング訓練、

バケツリレーによる初期消火

訓練などが順次行われました。

市長は、災害対策本部長と

して非常時の対応について確

認し、閉会式で講評を述べま

した。

鹿島小学校をメイン会場に南相馬市総合防災訓練を開催しました。福島県沖を震源とした地

震が発生し、市内では震度6強を観測したという想定で、自衛隊による救助訓練、原子力災害

南相馬市からのお知らせ

全国の自治体のうち、北塩原村、茨城県取手市、群馬県東吾妻

町・片品村、東京都杉並区、新潟県小千谷市・燕市、富山県南

砺市、長野県飯田市、静岡県牧之原市、愛知県知多市の計11

自治体にご参加いただき、各地の特産品販売や観光PRを行っ

ていただきました。

市長は各ブースを回り、自治体関係者や買い物客との交流を

楽しみました。
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被災自治体News

差押え方法に「タイヤロック」を導入

11月24日HP更新

税負担の公平性を確保するため、市税を滞納すると滞納処分として財産の差し押さえが行われ

ます。

その対象は、不動産、動産、給与、預貯金などで、場合によって住居内を捜索することがありま

す。

市では滞納処分の強化を図るため、タイヤロック（ミラーズロック）を導入し、より一層の税負担の

公平性を確保していきます。

問い合わせ 総務部 税務課 0244-24-5228TEL
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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. 第4回南相馬市のまたんウォーキング大会 [14分]

3. 見て 触れて 楽しく学ぼうわが家の防火 ふくしま防災フェア2017 [5分]

4. 第1回煌桜祭 つなぐ～小高で築く伝統を未来へ～ [10分]

5. 第11回民俗芸能発表会 vol.5 ～西町なでしこ会～ 原釜大漁祝い唄 [10分]

6. 第69回全国植樹祭 カウントダウンボード除幕式 [3分]

7. 就職ナビ#23 丸三製紙株式会社 [3分]

8. 小高まちあるき [7分]

9. パノラマ360°～空から見た南相馬市～

FLIGHT No.002 【小高編】[3分]

10.リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容[11/29～12/6]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）



被災自治体News

おかえりなさい、十日市

地域創造シンポジウムin浪江

11月12日(日)、浪江町地域スポーツセンターにおいて、地域創造シンポジウムin浪江が開催

されました。

シンポジウムでは、スポーツコメンテーターの鈴木尚広さん(元読売巨人軍・相馬出身)が「一

瞬に賭ける生き方」と題して、準備(練習)の大切さ、日々の積み重ねの重要さなどをご自身の経

験を交え、講演されました。また、パネルディスカッションでは、スポーツ選手だからこそでき

る地域の創造について述べられました。

この日、鈴木さんは「まち・なみ・まるしぇ」にも訪れ、なみえ焼そばを堪能されました。

11月25日(土)・26日(日)、浪江町地域スポーツセンターにおいて、十日市が開催されました。

町内で十日市が開催されるのは、震災後初めてのことで、町出身歌手によるステージ、自治会

や小・中学校の作品展示、約100の露店が並び、天候にも恵まれ、多くの来場者でにぎわいま

した。

また、十日市祭に併せて、ふるさとの祭り2017in浪江とドローンフェスタ2017in浪江町が

開催され、ふるさとの祭りでは浪江町から6団体が参加し、民俗芸能を披露しました。

震災前まで十日市は、浪江神社の祭日に近い毎年11月下旬の3日間、全町をあげて新町通り

で開催されていましたが、震災後は二本松市で開催、町内では、実に７年ぶりに開催されたもの

です。

浪江町からのお知らせ
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被災自治体News

11月3日

10月28日

名誉町民顕彰式・第４５回

功労者表彰式に出席し、功績

のあった方々に表彰状を手渡

しました。
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福島県原子力防災訓練（住

民避難訓練）に出席しました。

※会場：浪江町他

名誉町民顕彰式・第45回功労者表彰式

福島県原子力防災訓練

10月25日工場立地に関する基本協定締結式

フォーアールエナジー株式会社との工場立地に関する基本協

定締結式に出席しました。

（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、

販売など）

10月1日町消防団秋季検閲式

町消防団秋季検閲式に出席

しました。



被災自治体News

国道288号通行止めのお知らせ

11月29日HP更新

１２月１日から平成３０年２月２８日まで、JR常磐線の復旧作業のため、国道２８８号の一部を通行

止めにします。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

なお、平成３０年３月１日から６月３０日までは片側（郡山→６号側）の通行止めとなります。

※ 全面通行止め区間に自宅があり、一時帰宅される方は誘導により入れるようにします。

【問い合わせ先】

発注者 東日本旅客鉄道株式会社

水戸支社 水戸土木技術センター いわき派出

0246-22-6147

施工者 東鉄工業株式会社

水戸支店 常磐線復興工事所

080-9538-3643

TEL

双葉町からのお知らせ

TEL
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被災自治体News

平成30年度「資格職員・任期付職員」富岡町職員採用候補者試験

11月22日HP更新

問い合わせ 総務課 総務係 0240-22-2111(代)TEL

東日本大震災および原子力災害からの復旧・復興などにより増加する業務に対応するため、職

員の採用試験「資格職員・任期付職員」を行います。

受付期限

１２月２０日（水）

試験日および会場

１２月２５日（月） 富岡町役場

試験区分

・資格職員 ・・・ 図書館司書・介護支援専門員・社会福祉士

・任期付職員 ・・・ 保健師

詳しくは、町ホームページの試験案内をご覧ください。

富岡町からのお知らせ

更なる生活環境向上のために 第2回くらし向上委員会を開催

11月27日HP更新

１１月２１日（火）、富岡町文化交流センターにおいて第２回目くらし向上委員会を開催し、町の

現状を把握するとともに意見交換を行いました。

渡辺和則委員長は「住みやすい、居心地の良い富岡町を目指すことに加え、さまざまな事情で

引き続き町外での生活をせざるを得ない方々への支援も考えたい」とあいさつ。

意見交換では、主に、町に戻った方と新たに町民となった方とのコミュニケーションづくりや社会

福祉協議会や消防団などによる見守り活動の総合ネットワークづくりなどが挙げられました。

今後、町は各委員の意見を参考に復旧・復興施策を検討し、より良いくらしを目指します。

問い合わせ 富岡町役場 0240-22-2111(代)TEL
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被災自治体News
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資料「富岡町の現状と復興に向けた取り組み(平成29年11月21日)」から



被災自治体News

東京電力社長に対して申し入れを行いました

11月22日HP更新

問い合わせ 総合政策部 原子力対策課 0246-22-1204TEL

いわき市からのお知らせ

１１月２２日（水）、市役所本庁舎第３会議室において、東京電力ホールディングス株式会社の小

早川智明代表執行役社長に対して、市長が申入書を手渡しました。

申し入れ内容

1. 東京電力株式会社福島第一・第二原子力発電所の廃炉に向けた取り組みおよび確実な安全

対策について

2. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に関する適正な賠償の実施について

11浜通り×さんじょうライフvol.335

詳しい内容は、添付しました「申入書」をご覧ください。
いわき市の世帯のみ

福島県からのお知らせ

ホールボディカウンターによる内部被ばく検査の結果について

（平成29年10月分掲載） 11月27日HP更新

全員、健康に影響が及ぶ数値では

ありませんでした。

預託実効線量

1mSv未満 327,408人

1mSv  14人

2mSv  10人

3mSv   2人

検査結果

平成23年6月～平成29年10月 検査人数 327,434人

県（直営） 1,886人

日本原子力研究開発機構（委託） 30人

新潟県放射線検査室（委託） 2人

金沢医療センター（委託） 1人

実施機関別

預託実効線量

1mSv未満 1,919人（全員）
検査結果

10月分 検査人数 1,919人

問い合わせ

県民健康調査課
024-521-8219TEL



被災自治体News

東日本大震災に係る子どもの避難者数調べ

（平成29年10月1日現在の把握数） 11月22日HP更新

避難者数につきましては、避難元市町村が把握している人数（住民票の移転の有無は問わな

い）の報告をもとに計上したものです。

浜通り×さんじょうライフvol.33512

問い合わせ
こども・青少年政策課

024-521-7198TEL

(単位：人)

181019相 馬 市

4391,46501,904富 岡 町

1116560767楢 葉 町

281650193広 野 町

23952120川 内 村

161600176葛 尾 村

597571817飯 舘 村

2002新 地 町

5131,43601,949大 熊 町

3534790832双 葉 町

9751,78722,764浪 江 町

9055132,3163,734南相馬市

避難元
市町村外

避難元
市町村内

県 外

県 内

避難先別

18歳未満避難者数

市町村名

10,080

10,286
8,624

7,9992,287
18,910

H29.4.1
現 在

7,974
7,6862,394

18,054
福 島 県
合 計

△650
△313107

△856増 減 数
△206

■福島県全体

■相双

1,6023401,636郡 山 市

7982312833いわき市

避難元
市町村外

避難元
市町村内

県 外

県 内

避難先別

18歳未満避難者数

市町村名

■いわき・郡山

(※)福島県内7方部の主要地点と
して、各合同庁舎等の線量を掲載
しています。東京都新宿区は参考
値です。



11月14日時点

■双葉工区 ■大熊工区

525H29.10.30大玉村15

134,834計

7,725H29.7.20川俣町14

6,860H29.4.1桑折町13

-国見町12

9,762H29.5.30伊達市11

4,829H29.4.1本宮市10

25,565H29.4.4二本松市9

5,761H29.7.27福島市8

22,020H29.5.17飯舘村7

1,919H29.9.16H29.8.1新地町6

7,930H29.6.3南相馬市5

799H29.8.2相馬市4

8,228H29.7.31葛尾村3

13,761H29.4.6浪江町2

19,150H29.4.1双葉町1

数量(㎥)終了日開始日市町村

8,728H29.4.4西郷村15

131,897計

2,775H29.8.4天栄村14

1,696H29.10.12矢吹町13

5,355H29.7.11棚倉町12

828H29.9.28鏡石町11

6,431H29.8.2三春町10

6,631H29.4.1田村市9

9,121H29.4.20白河市8

21,424H29.4.1郡山市7

5,255H29.4.12いわき市6

2,596H29.8.18川内村5

3,466H29.8.21広野町4

15,451H29.4.18楢葉町3

18,687H29.4.1富岡町2

23,453H29.4.1大熊町1

数量(㎥)終了日開始日市町村

【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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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

99

9

5

1

5

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(2017.11.29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・１２月の『ひばり』

版画教室

茶話会

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

１１月３０日

１６日１５日１４日１３日１２日１１日１０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

９日８日７日６日５日４日３日

２日１２月１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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