
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12回市民俗芸能発表会が市民文化会館「ゆめはっ

と」で開催され、出演した7団体は踊りや神楽などを披

露し、市内外から訪れた観客約500人を魅了しました。

４
２ 日

２ページをご覧ください。

2月7日発行

Vol.343

●福島県復興公営住宅入居支援センター
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４
２ 日

第12回市民俗芸能発表会が市民文化会館「ゆめはっと」で開催され、出演した7団体は踊りや神楽な

どを披露し、市内外から訪れた観客約500人を魅了しました。

発表会は、市内の民俗芸能の保存・伝承を目的に毎年開かれています。

■演目と出演団体 (1)相馬流れ山踊 相馬流れ山踊り伝承保存会（鹿島区）

(2)塩崎獅子舞 塩崎獅子舞保存会（鹿島区）

(3)北海老子供手踊・巡礼 北海老子供手踊り保存会（鹿島区）

(4)田植え踊 相馬農業高等学校（原町区）

(5)相馬流れ山踊 小高中学校1年生（小高区）

(6)下町子供手踊 下町子供手踊り保存会（鹿島区）

(7)雫神楽 雫青年団（原町区）



被災自治体News

© City of Minamisoma

４２ 日

小高産業技術高校商業研究部の皆さんが開発した新商品の

店頭販売がイオンスーパーセンター南相馬店で行われました。

開発したのはポタージュスープ「かぼタージュ」とジャム

「かぼジャム」の2品です。

新商品は期間限定で、イオンスーパーセンター南相馬店と

まちなかひろばで販売される予定です。

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. 小高区4小学校 学習発表会 Part.2 [12分]

3. はしご乗り奉納 南相馬市の火難消除・御家庭無病息災 [9分]

4. 第12回 ゆめはっとまつり [8分]

5. 鹿島御子神社 かしまの火伏せ祭 [15分]

6. ロコモ体操 [7分]

7. 南相馬市議会 平成29年第6回(12月)定例会

放送日程のお知らせ [2分]

8. リクエストアワーのお知らせ [3分]

番組内容 [2/7～2/14]

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

市民の内部被ばく検診(平成29年4月1日から平成29年9月30日)結果

２月5日HP更新

1.検査時期： 平成２９年４月１日～平成２９年９月３０日
2.受診者： 南相馬市民 ５,６２３人 （大人 ２,２０５人、子ども ３,４１８人）
3.検査機器： キャンベラ社製WBC（南相馬市立総合病院）および日立アロカ社製WBC（医療

法人伸裕会 渡辺病院（渡辺クリニック））を使用し、セシウム１３４および１３７に由
来する放射線を測定しました。
機器の器械的測定検出限界は、約４Bq/kg(体重)です。
今回の結果は、南相馬市立総合病院および渡辺クリニックでの測定結果をまとめ
て集計しています。

検査結果の総括

今回は、平成２９年４月から平成２９年９月末までの検査結果に基づいた南相馬市民の体内被

ばく危険度についての委員会見解を報告します。

1. 体内に放射性セシウムを取り込んでいる方の割合は、子どもは検出しておらず、大人も非常

に 低い状況です。現在、南相馬市では、汚染食品などの摂取による内部被ばくのリスクは、

非常に低く抑えられていることが分かります。

2. 食べ物の調達方法で、産地を選ぶ方と選ばない方の差が縮小してきていることから、県内産

の食べ物への不安が軽減されてきていることが考えられます。

これまでのWBCによる体内汚染の検査結果から見ると、通常の流通食品を食べる生活を続け

ていれば、内部被ばくは、十分に低く押さえられることが判明していますが、水や食品汚染に不

安を持つ方もいるため、今後も引き続き積極的な情報提供を行います。

3. 南相馬市では、市民の健康を守るために、今後も内部被ばく検査をはじめとした事業を実施

し、市民の内部被ばくを減らすための活動を続けていきます。市民の皆さまは、自分の健康を守

るために積極的に受診してくださるようお願いします。

南相馬市長 桜井 勝延

南相馬市放射線健康対策委員会

委員長 京都大学名誉教授 渡邉 正己

委員 東京工業大学放射線総合センター助教 富田 悟

委員 南相馬市立総合病院医師 坪倉 正治

委員 福島県立医科大学副センター長 宮崎 真

問い合わせ 健康づくり課 放射線健康調査係 0244-24-5381TEL

検診結果を添付しました。

※南相馬市の世帯

南相馬市からのお知らせ
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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

2月1日HP更新

次ページへ続きます

番号 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

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

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(円) 駐車場

1 万ヶ廹団地 30-1号室 3DK 2年 19,200～51,000 1,000円/月

番号 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

4 大町西団地 306号室 3DK 3年 21,900～58,100 1,000円/月

5 大町東団地 404号室 3DK 3年 21,700～57,500 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

３月１日（木）

申込期限

２月１４日（水） ※郵送の場合は当日必着
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被災自治体News

TEL

【募集】2月分の市営住宅入居者を募集します

2月1日HP更新

次ページへ続きます

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

浜通り×さんじょうライフvol.3436

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

３月１日（木）

公募期限

２月１４日（水） ※土・日曜日、祝日を除く。

今月の抽選会は２月１６日（金）です。



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

入居者を公募する市営住宅

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。

№ 区 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

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

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

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

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

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

6 原町 仲町団地 7号棟203号室 3K 42年 11,400～22,300 あり

7 原町 仲町団地 8号棟303号室 3K 39年 12,700～25,000 あり

8 原町 三島町団地 2号棟304号室 3DK 29年 16,800～33,100 あり

9 原町 北長野団地 3号棟104号室 2DK 22年 15,900～31,300 あり

10 原町 北長野団地 4号棟202号室 3DK 21年 19,000～37,400 あり

11 原町 北長野団地 4号棟204号室 3DK 21年 19,000～37,400 あり

№ 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307号室 3DK 25年 11,000～21,700 あり

14 鹿島 定住促進住宅 2号棟104号室 3DK 25年 12,300～24,200 あり
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被災自治体News

「平成29年度第2回介護職員合同就職説明会」を開催します

2月1日HP更新

市内の介護事業所では、介護に携わる職員不足が深刻化しています。

このことから市では、介護職員不足の解消を図るため、介護職員初任者研修講座を修了された

方や２級ヘルパー資格をお持ちの方など、介護の仕事への就業を希望される方を対象として、市

内の介護事業所との合同就職説明会を開催します。

参加費は無料、資格がなくてもOK、事業所の話を聞くだけでも結構ですので、お気軽にご参加

ください。

主催

南相馬市

共催

ハローワーク相双、福島県社会福祉協議会

とき

３月４日（日） 午後０時３０分～３時３０分 （受け付け：正午～）

午後０時３０分～２時 介護事業所マッチングイベント

午後２時～３時３０分 個別説明会、相談会

ところ

原町区旭町 ロイヤルホテル丸屋

対象

介護施設で働くことに関心のある方

参加事業所

１８法人程度

参加費

無料

申し込み

不要

問い合わせ 長寿福祉課 0244-24-5239TEL

浜通り×さんじょうライフvol.3438
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鹿島小学校でプロジェクションマッピング！

2月1日、鹿島小学校で、校舎を使ったプロジェクションマッピングのイベントが開

催され、児童や保護者、近所のみなさんなど３００人以上が集まり、巨大な映像と迫

力の音声を楽しみました。

イベントは、復興支援イベント・プロジェクションマッピング「はるか」の出前授

業「学校でプロジェクションマッピング！」の一環で、鹿島小PTAの主催です。

赤べこが動き回る作品と、鹿島小の児童の登場する作品の２つが上映され、会場を

沸かせていました。

© City of Minamisoma

イベントの動画は、市公式YouTubeで

見られます。

｢転校生Ｘ、大はしゃぎ｣

https://youtu.be/YtYSH8rmV1s

｢鹿島小学校に花が咲く｣

https://youtu.be/UfNHPtRw6KI

9浜通り×さんじょうライフvol.343 



被災自治体News

平成30年4月1日採用 臨時職員を募集します

2月1日HP更新

業務内容 市内の小中学校における事務の補助を行います。
・書類作成のためのパソコン入力
・来客、電話の応対や取り次ぎ
・ファイリングなどによる書類の整理
・その他学校事務に関わる補助業務

就業時間 ・月～金曜日
午前8時～午後4時30分（休憩45分）

※学校長期休業中は、学校長が指定した日を除き基本的に勤務を要しない日となります。

賃金 日給6,700円

採用予定人数 3人

応募資格要件 パソコン操作が可能な方

配属先 市内の小中学校

業務内容問い合わせ先 教育総務課 0244-24-5282

業務内容 市内の小中学校において学習活動上のサポート業務を行います。
・発達障がいなどを有する児童生徒に対する学習支援や学習活動上における安全確保
・問題行動や被災などにより特別の支援が必要とされる児童生徒に対する学習支援や相談
など

就業時間 ・月～金曜日
午前8時～午後4時30分（休憩45分）

※学校長期休業中は、学校長が指定した日を除き基本的に勤務を要しない日となります。

賃金 教員実務経験 5年未満 日給8,200円
教員実務経験 5年以上 日給8,900円

採用予定人数 9人

応募資格要件 小中学校いずれかの教員免許を有する方

配属先 市内の小中学校

業務内容問い合わせ先 学校教育課 0244-24-5283

業務内容 市内の小中学校において児童の学校生活における介助を行います。
・車いすでの教室移動の補助、校外授業の場合付き添う可能性もあります。
・排泄などの補助、言語補助

就業時間 ・月～金曜日
午前8時～午後4時30分（休憩45分）

※学校長期休業中は、学校長が指定した日を除き基本的に勤務を要しない日となります。

賃金 日給8,200円

採用予定人数 1人

応募資格要件 資格要件なし

配属先 市内の小中学校

業務内容問い合わせ先 学校教育課 0244-24-5283

学校事務補助、学習支援員、学校介助員等

職種および勤務条件

1 学校事務補助

2 学習支援員

3 学校介助員

次ページへ続きます
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4 学校給食調理員

5 保育園給食調理員

6 保育園給食調理員（パート）

被災自治体News

次ページへ続きます

業務内容 学校給食調理を行います。
・食材の受け取り、下処理、材料カット、調理、配膳、下膳、洗浄作業など

就業時間 ・月～金曜日
午前8時～午後4時30分（休憩45分）

※給食のない日は学校長が指定した日を除き基本的に勤務を要しない日となります。

賃金 調理師免許・栄養士資格なし 日給6,700円
調理師免許・栄養士資格あり 日給7,100円

採用予定人数 3人

応募資格要件 ・資格要件なし
・調理師免許または栄養士資格を有する方を優遇

配属先 市内の小学校

業務内容問い合わせ先 学校教育課 0244-24-5283

業務内容 保育園給食調理および清掃業務を行います。
・食品の衛生管理、食材の受け取り、下処理、材料カット、調理、配膳、下膳、洗浄作業
・保育園内外の清掃業務

就業時間 ・月～土曜日の間で週5日（園長の指定する日）
(1)午前8時～午後4時45分（休憩60分）1日7時間45分勤務
(2)午前8時30分～午後5時15分（休憩60分）1日7時間45分勤務
※就業する園により(1)か(2)になります。

賃金 調理師免許・栄養士資格なし 日給6,700円
調理師免許・栄養士資格あり 日給7,100円

採用予定人数 1人

応募資格要件 ・資格要件なし
・調理師免許または栄養士資格を有する方を優遇

配属先 市内の公立保育園

業務内容問い合わせ先 幼児教育課 0244-24-5242

業務内容 保育園給食調理を行います。
・食材の受け取り、下処理、材料カット、調理、配膳、下膳、洗浄作業

就業時間 ・月～土曜日（国民の祝日を除く）
(1)月～金曜日 午前9時～午後2時（休憩60分）1日4時間勤務
(2)土曜日 午前8時30分～午後1時30分（休憩60分）1日4時間勤務

賃金 調理師免許・栄養士資格なし 時給860円
調理師免許・栄養士資格あり 時給910円

採用予定人数 1人

応募資格要件 ・資格要件なし
・調理師免許または栄養士資格を有する方を優遇

配属先 市内の公立保育園

業務内容問い合わせ先 幼児教育課 0244-24-5242
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業務内容 保育園で幼児の介助保育を行います。
・生活習慣を身につけるための援助、年齢に応じた遊びの援助（絵本の読み聞かせなど）
・特別な支援を要する園児について、生活援助や指導、活動の援助（衣服の着脱、食事の
際の介助、排泄など）

就業時間 【保育園】
・月～土曜日（国民の祝日を除く）
午前7時～午後7時の間で5時間勤務

※就業する園によって勤務時間が変わります。

賃金 保育士資格なし 時給860円
保育士資格あり 時給910円

採用予定人数 2人

応募資格要件 ・資格要件なし
・保育士免許、子育て経験あればなお可

配属先 市内の公立保育園（今回の募集は保育園のみです。）

業務内容問い合わせ先 幼児教育課 0244-24-5242

次ページへ続きます

業務内容 南相馬市博物館における事務補助を行います。
・来館者の入場受け付け、書類作成などのためのパソコン入力
・電話対応、来客対応、書類の整理、その他博物館事務に関わる補助業務

就業時間 ・火～日曜日の間で5日間
午前8時30分～午後5時15分（休憩60分）

※平日、土曜、日曜、祝日において交代制勤務

賃金 日給6,700円

採用予定人数 1人

応募資格要件 パソコン操作が可能な方

配属先 南相馬市博物館

業務内容問い合わせ先 文化財課 0244-23-6421

7 幼稚園・保育園介助員（パート）

8 博物館事務補助

雇用期間

４月１日～６月３０日

※ただし、勤務実績などに応じ、３カ月ごとに雇用更新する場合があります。

加入保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

有給休暇

年休制度あり、忌引休暇など

応募条件

各職種に応じた資格免許

※資格免許を有する方は、コピーを同封してください。
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応募方法

履歴書に希望職種を記入の上、下記まで提出してください。（郵送可）

後日、面接試験の日程をお知らせします。

※資格免許を有する方は、コピーを同封してください。

募集期限

２月２８日（水）必着

【書類提出・問い合わせ先】

南相馬市教育委員会事務局 教育総務課 総務係

〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

0244-24-5282TEL

平成30年4月1日採用 嘱託職員を募集します

2月1日HP更新

業務内容 小中学校や公共施設の営繕を行います。
・天井、壁、床、扉等建物の補修および塗装など
・棚、スロープ、掲示板などの備品の修繕および作成
・上記の業務に係る材料の調達および加工、施設の修理点検など

就業時間 ・月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分（休憩60分）

賃金 月給267,800円

採用予定人数 1人

応募資格要件 ・大工経験を有する方
・普通自動車第1種免許を有する方

配属先 教育総務課

業務内容問い合わせ先 教育総務課 0244-24-5282

営繕大工、保育士、看護師（保育園）等

職種および勤務条件

1 営繕大工

次ページへ続きます
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2 保育士

3 看護師（保育園）

4 栄養士（保育園）

5 放課後児童クラブ支援員または補助員

業務内容 市内の公立保育園において、0歳～5歳児の保育を行います。
・基本的生活習慣を身につけるための援助（食事・排せつ・お昼寝などの世話）
・年齢に応じた遊びの援助や各種行事の準備、指導など

就業時間 ・月～土曜日の間で5日（園長の指定する日）
午前8時～午後7時の間で1日7時間45分勤務

※週38.75時間の変則勤務

賃金 月給203,000円

採用予定人数 12人

応募資格要件 保育士資格を有する方

配属先 市内の公立保育園

業務内容問い合わせ先 幼児教育課 0244-24-5242

業務内容 市内の公立保育園において、園児の健康管理、保育業務を行います。
・園児の健康管理、成長記録、測定など
・アレルギー児の対応、0歳～5歳児の保育
・年齢に応じた遊びの援助や各種行事の準備、指導など

就業時間 ・月～土曜日の間で5日（園長の指定する日）
午前8時～午後7時の間で1日7時間45分勤務

※週38.75時間の変則勤務

賃金 月給204,500円

採用予定人数 1人

応募資格要件 看護師または准看護師免許を有する方

配属先 市内の公立保育園

業務内容問い合わせ先 幼児教育課 0244-24-5242

次ページへ続きます

業務内容 市内の公立保育園において、園児の成長管理、栄養帳簿事務および調理業務全般を行いま
す。
・給食提供に伴う食品の衛生管理、給食食材の発注
・離乳食、幼児食の給食提供およびアレルギー児の把握とアレルギー除去食提供

就業時間 ・月～土曜日の間で5日（園長の指定する日）
午前8時30分～午後5時15分（休憩60分）

賃金 月給203,000円

採用予定人数 2人

応募資格要件 栄養士免許を有する方

配属先 市内の公立保育園

業務内容問い合わせ先 幼児教育課 0244-24-5242

業務内容 市内の小学校､児童センターに設置された放課後児童クラブで児童の生活指導を行います。
・自由遊び、集団遊び、スポーツ活動、生活指導など

就業時間 ・月～金曜日
午後0時30分～6時（休憩0分）

・土曜日
午前7時30分～午後6時の間で5.5時間勤務（休憩0分）

※週35.5時間の変則勤務
※月～金曜日のうち週1回は午前7時30分～午後6時の時間内で8時間勤務(休憩60分)あり
※夏･冬・春休みなどは、午前7時30分～午後6時の間で5.5時間勤務と週1回の8時間勤務
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被災自治体News
賃金 支援員 月給144,100円

補助員 月給132,500円

採用予定人数 7人

応募資格要件 ・支援員：保育士・社会福祉士資格、教員・幼稚園教諭免許を有する方のほか基準に該当
する方
・補助員：資格要件なし

配属先 市内の児童クラブ

業務内容問い合わせ先 幼児教育課 0244-24-5242

業務内容 ・中央図書館(原町区)や鹿島図書館(鹿島区)、小高図書館(小高区)において図書の貸し出
しや返却業務を行います。
・読み聞かせ、資料整理や資料収集業務などを行います。

就業時間 ・図書館勤務表による交代勤務（土・日・祝日も勤務あり）
(1) 午前8時30分～午後5時15分（休憩60分）
(2) 午前9時～午後5時45分（休憩60分）
(3) 午前11時30分～午後8時15分（休憩60分）

賃金 月給203,000円

採用予定人数 1人

応募資格要件 ・司書または司書補の資格を有する方
・普通自動車第1種免許（AT可）を有する方

配属先 中央図書館

業務内容問い合わせ先 中央図書館 0244-23-7789

雇用期間

４月１日～平成３１年３月３１日

※ただし、勤務実績に応じ、年度ごとに雇用更新する場合があります。

※定年制あり ６５歳 （満６５歳に達する年度を越えて雇用はいたしません。）

加入保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

※№５の児童クラブ支援員または補助員は非常勤公務災害に加入

応募条件

各職種に応じた資格免許

応募方法

履歴書に希望職種を記入の上、下記まで提出してください。（郵送可）

後日、面接試験の日程をお知らせします。

※資格免許を有する方は、コピーを同封してください。

募集期限

２月２８日（水）必着

【書類提出・問い合わせ先】

南相馬市教育委員会事務局 教育総務課 総務係

〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

0244-24-5282TEL
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浪江町営幾世橋集合住宅（福島再生賃貸住宅）入居者募集

2月1日HP更新

浪江町からのお知らせ

町では、新しい町営住宅の空き住戸について入居希望者の募集をしています。新しい町営住

宅への入居を希望する方は、募集要綱（詳しい資料）を確認の上、申し込み手続きをしてください。

募集期間

２月８日（木）～２１日（水） ※２月２１日の消印有効

応募方法

●申込書の入手方法

町ホームページから申込書をダウンロードするか、住宅水道課住宅係（TEL0240-34-0232）に

連絡の上郵送してもらってください。

●記入例を参考に申込書を作成し、添付書類を添えて、浪江町住宅水道課住宅係（本庁舎）もし

くは生活支援課住宅支援係（二本松事務所）に提出してください。（郵送可）

募集する住宅

※ 想定家賃は低所得者など特に配慮が必要な世帯向けの減額措置を行ったあとの家賃を記載

しています。詳細は募集要綱（詳しい資料）で確認ください。

※ 当住宅は幾世橋地区（なみえ創成小学校・中学校（旧浪江東中）西側）に立地しています。

※ 当住宅は一定のルールを守っていただくことによりペットの飼育を可能としています。

募集対象

申し込みに際して注意事項

◎ 重複申し込みはできません。

◎ 部屋を選ぶことはできません。募集期間終了後、抽選で部屋を決定します。

◎ 「住宅入居申込辞退届」を提出することにより、申し込み後に辞退することができます。（入居

後は退去手続きを取っていただくことになります。）

◎ 正式な入居手続きの中で、応募要件を満たしていないことが明らかとなった場合、入居は取り

消しとなります。

住宅名称 住宅分類 募集住宅概要 入居予定時期 想定家賃

幾世橋
集合住宅

浪江町
福島再生
賃貸住宅

鉄筋コンクリート造5階建集合
1LDK56平米（8戸）
3DK58平米（11戸）

平成30年3～4月予定
(入居手続き完了し次第)

1LDK：10,000円から53,400円
3DK：10,400円から55,200円

分類 申し込みができる方の基本条件

浪江町
福島再生賃貸住宅

世帯の収入が基準額（月額487,000円）を超えない世帯で、次のイまたはロのいずれか
に該当する方
イ. 平成23年3月11日において浪江町に居住していた方
ロ. 浪江町に移住する方（入居決定後住民票を移していただく必要があります）

問い合わせ 住宅水道課 住宅係 0240-34-0232TEL

浜通り×さんじょうライフvol.34316
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町長メッセージ

2月1日HP更新

双葉町からのお知らせ

新しい年を迎えてから早いもので１カ月が経ち、２月を迎えまし

た。町民の皆さまには避難先でどのようなお正月を迎えられたで

しょうか。

１月３日、いわき市において平成３０年双葉町成人式を挙行し、

７１人の新成人に成人証書を授与いたしました。今年新成人と

なられた皆さんは、東日本大震災発生当時、中学１年生でした。

次ページへ続きます

多感な時期に大変なご苦労があったことと思いますが、新成人からは双葉町での楽しい

思い出や将来の希望について話がありました。さらに双葉町の復興に携わりたいとの声も

聞かれるなど私自身、町の復興に対して意を強くしたところであります。困難にも負けず、

ご自身の努力やご家族の支えにより立派に成人された姿に改めて感動を覚えました。

また同日に賀詞交換会を開催し、吉野正芳復興大臣はじめ、吉田栄光県議会議長、

橋本徹県議会議員、町議会議員等、多くの方々にご出席いただきました。

１月４日の仕事始めには、町の復興を祈願し、双葉ダルマに目入れを行いました。職

員に対し、本年は復興の具現化元年と位置づけ各種取組みを実行に移すために各課

連携のもと一丸となって取り組むよう訓示しました。

また同日、東京電力ホールディングス㈱小早川智明代表執行役社長がいわき事務

所を訪問した際に双葉町としての要求書を渡しました。要求書の主な内容としては、他の

被災地域と比較した時の双葉町の特殊な事情を十分認識し、被害実態に即した賠償

を継続かつ確実に行うとともに、東京電力が掲げている「３つの誓い」の１つである「迅速

かつきめ細やかな賠償の徹底」を加害者の責任において遂行すべきであること、また、町

が平成２４年３月に提出した町有財産（土地・建物）に係る損害賠償請求書に対して算

定方針を早期に示すことなどを強く求めました。

１月６日、７日の両日には新春恒例の双葉町ダルマ市が、いわき市南台応急仮設住

宅内のイベント会場で盛大に開催されました。天候にも恵まれ、巨大ダルマ引きや町芸

術文化団体連絡協議会による芸能発表などが行われ、県内外からの多くの人々で賑

わいました。今年も夢ふたば人のご尽力により開催されたものであり、南台での開催は最

後になりましたが、今後も伝統の継承に対して町としてしっかりと支援していきたいと考えて

います。
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双葉町民の避難状況
【都道府県別】 平成30年1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 824 岐阜県 6 鳥取県 - 佐賀県 5

青森県 14 千葉県 168 静岡県 35 島根県 17 長崎県 5

岩手県 10 東京都 338 愛知県 5 岡山県 3 熊本県 2

宮城県 243 神奈川県 171 三重県 1 広島県 3 大分県 6

秋田県 10 新潟県 150 滋賀県 1 山口県 - 宮崎県 1

山形県 27 富山県 13 京都府 9 徳島県 - 鹿児島県 12

福島県 4,087 石川県 15 大阪府 4 香川県 - 沖縄県 4

茨城県 471 福井県 1 兵庫県 2 愛媛県 5 海外 4

栃木県 154 山梨県 14 奈良県 1 高知県 - 合 計 6,918

群馬県 38 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 35

会津若松市 47 南相馬市 253 矢吹町 31

郡山市 714 伊達市 11 棚倉町 11

いわき市 2,162 本宮市 42 塙町 8

白河市 202 桑折町 5 三春町 15

須賀川市 66 大玉村 7 広野町 34

喜多方市 6 鏡石町 10 新地町 7

相馬市 58 会津坂下町 10 その他 33

二本松市 18 会津美里町 9 合 計 4,087

(前月 6,925)

(前月 4,087)

所在 人数

福島県内に避難している方 4,087

福島県外に避難している方 2,831

＊所在不明者 3人
うち津波による行方不明者 1人

＊死亡者 628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。

被災自治体News

東日本大震災から６年１０カ月にあたる１月１１日には、中野地区復興産業拠点整備

事業の起工式に先立ち、福島県警の協力のもと町職員、町議会議員、町消防団員ほ

か約１２０人が参加して整備区域内の一斉捜索を実施いたしました。地震発生時の午

後２時４６分には現地で黙祷を捧げ、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げるととも

に町の復興を強く誓いました。

双葉町長 伊澤 史朗
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被災自治体News

中野地区復興産業拠点整備事業起工式 1月28日

京丹波町訪問 1月16日～18日

町の復興の先駆けとして産業再生、情報発信の場として整備する中野地区復興産業拠点の造

成工事起工式が避難指示解除準備区域である中野地内で吉野正芳復興大臣ほか国、県の関係者

が列席のもと行われました。

友好町である京都府京丹波町を訪問し、これまでのご支援に対し心から御礼を申し上げると

ともに、今後の交流のあり方などについて太田昇町長、松本和久教育長はじめ町幹部職員の

方々と意見交換を行いました。

伊澤町長は「京丹波町の皆さまには震災直後から義援金や支援物資を頂戴し、今もなお継続

したご支援をいただき、ようやく直接御礼が言える日がきたことを大変うれしく思います。双

伊澤町長は、「平成30年は、双葉町の復興が本格的に始まる

復興まちづくり元年であり、復興産業拠点整備事業はまさにそ

の先駆けです。まずはアーカイブ拠点施設や産業交流センター

を2020年のオリンピックパラリンピックに合わせて供用でき

るようこれら施設の予定区域の整備を先行的に進めます。被災

地への人の流れと地域での人の巡回を生み、本格復興に向けた

推進力としていきます」とあいさつしました。

葉町も町の復興の具現化に向け

て動き出すことができるように

なりました。これまでのご支援

に感謝申し上げるとともに今後

ともよろしくお願い申し上げま

す」と御礼の言葉を述べました。
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被災自治体News

中野地区復興産業拠点で捜索活動を実施 1月11日

中川環境大臣､西村官房副長官が双葉町内を視察
1月10日

震災から6年10カ月にあたる1月11日、中野地区復興産業拠点整備事業の起工式に先立ち、

福島県警の協力のもと、町職員、町議会議員、町消防団員ほか約120人が参加して整備区域内

の一斉捜索を実施いたしました。

中川雅治環境大臣が帰還困難区域のうち、昨年9月に国の認定を受けた「特定復興再生拠点区

域」の中心となるJR常磐線双葉駅周辺を視察されました。

伊澤町長は「手がかりとなるものを見つけられるよう全力を

尽くしてほしい」とあいさつし、職員と一緒に捜索活動を行い

ました。

また、地震が発生した午後2時46分には黙祷を捧げ、亡く

なられた方々のご冥福を祈りました。

伊澤町長は町内の現状と復興再生計画の概要を説明したあと、

拠点区域内の除染や建物の解体、インフラ復旧など、復興再生

計画の着実な実行を要望いたしました。

午後には西村康稔官房副長官が双葉町を訪れ、双葉駅周辺

や町体育館などの被害状況を視察されました。
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被災自治体News

新春恒例の双葉町ダルマ市 1月6日～7日

1月4日

夢ふたば人主催による新春恒例の双葉町ダルマ市が、いわき市南台仮設住宅イベント広場で

開催されました。

伊澤町長は、震災後も絶やさず開催されていることに対して

感謝を述べるとともに、町民の皆さんの無病息災と双葉町の復

興を願いながら、巨大ダルマ引きに参加しました。

また、奉納神楽や子ども樽神輿、芸能発表会、民俗芸能の発

表、ダルマ神輿などの催しも観覧し、出演された方々の労を労

いました。

1月3日双葉町成人式を挙行
いわきワシントンホテルにおいて平成30年双葉町成人式を挙行しました。

伊澤町長は新成人者代表へ成人証書を授与し、「避難生活の中で多くの困難を乗り越え大き

く成長された皆さんには、双葉町とのかかわりを強く持ち続けていただき、まちづくりにも積

極的に参加してほしい」と人生の輝かしい門出を祝い式辞を述べました。

東京電力ホールディングス

（株）小早川智明代表執行役社

長がいわき事務所を訪問された

際に、原子力損害賠償の完全実

施および復旧・復興への協力な

どに関する要求書を手渡しまし

た。
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【平成30年1月】
人口 13,228人
世帯数 5,464世帯

(人) (世帯)

避難・居住先別人数
【都道府県別】 平成30年2月1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 34 埼玉県 410 岐阜県 - 鳥取県 - 佐賀県 5

青森県 10 千葉県 329 静岡県 32 島根県 5 長崎県 5

岩手県 7 東京都 430 愛知県 16 岡山県 3 熊本県 5

宮城県 156 神奈川県 220 三重県 5 広島県 3 大分県 6

秋田県 9 新潟県 165 滋賀県 3 山口県 4 宮崎県 8

山形県 11 富山県 - 京都府 3 徳島県 6 鹿児島県 6

福島県 10,439 石川県 8 大阪府 21 香川県 2 沖縄県 7

茨城県 545 福井県 - 兵庫県 1 愛媛県 - 海外 3

栃木県 164 山梨県 12 奈良県 1 高知県 5 合 計 13,224

群馬県 73 長野県 39 和歌山県 - 福岡県 8

【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 224 南相馬市 125 三春町 217

会津若松市 93 伊達市 28 小野町 14

郡山市 2,426 本宮市 33 広野町 135

いわき市 5,925 国見町 7 楢葉町 21

白河市 77 大玉村 160 富岡町 429

須賀川市 76 猪苗代町 7 川内村 27

喜多方市 32 西郷村 37 新地町 14

相馬市 49 泉崎村 11 その他 49

二本松市 38 矢吹町 23 合 計 10,439

田村市 154 玉川村 8

富岡町の人口の動き
平成23年3月以降の月別住民登録人口
※平成24年6月末以前の数値に外国籍の方は含まれていません。

被災自治体News
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現在富岡町に住民登録されている方の
避難先・居住先別人数です。
※震災後の転入者も含みます。

(前月 13,257)

福島県内避難者数 10,439

福島県外避難者数 2,785

合計 13,224

福島県内避難世帯数 5,149

福島県外避難世帯数 1,408

合計 6,557

(前月 10,451)

富岡町からのお知らせ



被災自治体News

平成30年いわき市東日本大震災追悼式

2月7日HP更新

問い合わせ 総務課 0246-22-7401TEL

いわき市からのお知らせ

東日本大震災から７年を迎えるに当たり、犠牲になられた方々を追悼するため、「平成３０年い

わき市東日本大震災追悼式」を次のとおり執り行います。

この式典は、市を挙げて哀悼の意を表す観点から、市民参加型の式典として、ご遺族はもとより

幅広い市民の皆さまの出席を得ながら開催することとしておりますので、多くの方々のご来場をお

待ちしております。

日時

３月１１日（日）午後２時３５分～（午後１時３０分開場予定）

会場

いわき芸術文化交流館 アリオス 大ホール (いわき市平字三崎1番地の6）

内容

(1) 開式

(2) 「東日本大震災七周年追悼式」（国主催）の中継

・国歌斉唱

・黙とう

・内閣総理大臣式辞

・文仁親王殿下のおことば

(3) 式辞 いわき市長

(4) 追悼の辞 ご遺族代表 ・ いわき市議会議長

(5) 献奏 福島県合唱連盟いわき支部合同合唱団、

つなごう！延岡・いわき・熊本支援プロジェクト実行委員会合唱団、

いわき市役所混声合唱団の３団体による献奏（合同合唱）

(6) 献花 いわき市長 ・ ご遺族代表 ・ いわき市議会議長 ・ ご遺族（全員）

(7) 閉式

(8) 自由献花（午後４時終了予定）

注1） 事前の申し込みは不要です。また、出席に際しては、礼服でなくても結構です。

注2） 駐車場に限りがあり、式典当日は、混雑が予想されますので、公共交通機関の利用または

乗り合わせでのご来場をお願いします。

注3） 自由献花は、ご来場いただいた方はどなたでも献花することができます。また、献花の花は

市が用意します。

注4） ３月１１日(日)午後２時４６分に、各消防署などにて1分間のサイレン吹鳴を行います。
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次ページへ続きます

１月２９日～２月２日の応募状況についてお知らせします。

引き続き、２月１６日（金）まで応募を受け付けるとともに、すでに申し込みをされた方の希望先変更を

受け付けます。

１ 募集期限 ２月１６日（金） ※当日消印有効

２ 募集対象者

(1) 募集開始時（１月２９日）に避難指示を受けている方

(2) 避難指示が解除された区域に存する住宅に平成２３年３月１１日において居住していた方で、現に

住宅に困窮している方

※ 集合住宅の1階部分に設けている優先住宅の高齢者の入居要件を、75歳以上から「65歳

以上」に引き下げます。

■募集開始時に避難指示を受けている方が応募できる団地

浜通り×さんじょうライフvol.34324

所在地 団地名 住戸形態 住宅種別 間取り
募集
戸数

申込合計避難指示を
受けている方

避難指示が
解除された方

郡山市

柴宮

集合住宅
57号棟

優先住宅 2LDK 2 0

一般住宅 3LDK 3 0

集合住宅
58・59号

棟
優先住宅

2LDK 1 0

3LDK 1 0

富田

集合住宅
1～3号棟

優先住宅 2LDK 2 0

一般住宅 3LDK 7 0

集合住宅
4号棟

一般住宅 3LDK 1 0

日和田 集合住宅 一般住宅 3LDK 1 0

八山田 集合住宅
優先住宅 2LDK 1 0

一般住宅 3LDK 1 0

東原 集合住宅
優先住宅 2LDK 1 0

一般住宅 3LDK 2 0

安積 集合住宅
優先住宅 2LDK 1 0

一般住宅 3LDK 1 0

守山駅西
(ペット可)

2戸1棟
(平屋)

一般住宅

2LDK 2 0

2戸1棟
(2階建)

3LDK 3 0

田村市
石崎北
(ペット可)

2戸1棟
(平屋)

一般住宅 2LDK 1 0

三春町
平沢
(ペット可)

戸建て
(平屋)

一般住宅

2LDK 3 0

戸建て
(2階建)

3LDK 5 0



次ページへ続きます

所在地 団地名 住戸形態 住宅種別 間取り
募集
戸数

申込合計避難指示を
受けている方

避難指示が
解除された方

会津若松市

古川町 集合住宅 一般住宅 3LDK 3 0

年貢町

集合住宅 一般住宅 3LDK 1 0

集合住宅
(ﾒｿﾞﾈｯﾄ)

優先住宅 3LDK 1 0

一般住宅 2LDK 1 0

いわき市

勿来酒井

集合住宅
2～4号棟

優先住宅
2LDK 3 0

3LDK 4 0

一般住宅 3LDK 14 0

集合住宅
(木造長屋)
5・6号棟

優先住宅 2LDK 6 0

勿来酒井
(ペット可)

戸建て
(平屋)

一般住宅 2LDK 1 0

磐崎
(下湯長谷)

集合住宅

優先住宅
2LDK 3 0

3LDK 7 0

優先住宅
(車ｲｽ対応)

3LDK 2 0

一般住宅
2LDK 4 0

3LDK 8 0

■募集開始時に避難指示を受けている方のほか、

避難指示が解除された方も応募できる団地

所在地 団地名 住戸形態 住宅種別 間取り
募集
戸数

申込合計避難指示を
受けている方

避難指示が
解除された方

福島市

北信 集合住宅
優先住宅 3LDK 1 1 1

一般住宅 3LDK 1 1 1

笹谷 集合住宅 優先住宅 3LDK 1 0

北中央 集合住宅 優先住宅 2LDK 1 0

飯坂 集合住宅 一般住宅
2LDK 2 0

3LDK 1 0

北沢又 集合住宅

優先住宅
2LDK 8 0

3LDK 7 2 2

一般住宅
2LDK 3 0

3LDK 11 2 2

北沢又
(ペット可)

2戸1棟
(2階建)

一般住宅 2LDK 3 1 1

北沢又2 集合住宅

優先住宅
2LDK 6 0

3LDK 11 0

優先住宅
(車ｲｽ対応)

3LDK 2 0

一般住宅
2LDK 9 0

3LDK 28 0

25浜通り×さんじょうライフvol.343 



次ページへ続きます
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所在地 団地名 住戸形態 住宅種別 間取り
募集
戸数

申込合計避難指示を
受けている方

避難指示が
解除された方

二本松市

石倉 集合住宅

優先住宅
2LDK 4 0

3LDK 6 0

優先住宅
(車ｲｽ対応)

3LDK 1 0

一般住宅
2LDK 4 0

3LDK 19 0

若宮 集合住宅

優先住宅 2LDK 1 0

一般住宅
2LDK 2 0

3LDK 1 0

表
(ペット可)

集合住宅

優先住宅
2LDK 1 0

3LDK 2 0

一般住宅
2LDK 3 1 1

3LDK 3 0

川俣町
壁沢
(ペット可)

2戸1棟
(平屋)

優先住宅 2LDK 1 0

2戸1棟
(2階建)

一般住宅
2LDK 3 0

3LDK 4 0

南相馬市

北原 集合住宅
優先住宅

2LDK 6 0

3LDK 1 0

一般住宅 3LDK 4 0

牛越 集合住宅

優先住宅
2LDK 3 0

3LDK 16 0

優先住宅
(車ｲｽ対応)

3LDK 1 0

一般住宅
2LDK 9 0

3LDK 46 0

広野町
下北迫
(ペット可)

2戸1棟
(2階建)

一般住宅 3LDK 1 0

いわき市

湯長谷 集合住宅 優先住宅 2LDK 1 0

下神白 集合住宅
優先住宅

2LDK 2 0

3LDK 1 0

一般住宅 2LDK 2 0

高萩
(ペット可)

2戸1棟
(平屋)

優先住宅
(車ｲｽ対応)

2LDK 1 0

宮沢 集合住宅
優先住宅 2LDK 1 0

一般住宅 2LDK 1 0

大原 集合住宅 優先住宅 2LDK 1 0

中原
(ペット可)

集合住宅
1～3号棟

優先住宅
2LDK 2 0

3LDK 4 0

優先住宅
(車ｲｽ対応)

3LDK 1 0

一般住宅 3LDK 1 0



所在地 団地名 住戸形態 住宅種別 間取り
募集
戸数

申込合計避難指示を
受けている方

避難指示が
解除された方

いわき市

中原
集合住宅
4～7号棟

優先住宅
2LDK 6 0

3LDK 12 0

優先住宅
(車ｲｽ対応)

3LDK 1 0

一般住宅
2LDK 3 0

3LDK 20 0

平赤井 集合住宅

優先住宅
2LDK 4 0

3LDK 9 0

優先住宅
(車ｲｽ対応)

3LDK 1 0

一般住宅 3LDK 4 0

四ッ倉 集合住宅 一般住宅
2LDK 1 0

3LDK 7 0

北好間
(ペット可)

集合住宅
1～3･5･6

号棟

優先住宅 2LDK 10 0

一般住宅
2LDK 2 0

3LDK 5 1 1 2

北好間
集合住宅
4・7～16

号棟

優先住宅
2LDK 10 1 1

3LDK 7 1 1 2

優先住宅
(車ｲｽ対応)

3LDK 1 1 1 2

一般住宅
2LDK 10 2 2

3LDK 11 2 2

泉本谷
(泉町本谷)

集合住宅

優先住宅
2LDK 19 0

3LDK 23 0

優先住宅
(車ｲｽ対応)

3LDK 3 0

一般住宅
2LDK 9 0

3LDK 36 0

合 計 566 3 16 19
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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

市町村名 世帯数 人数

小高区 21 51

原町区 4 7

南相馬市 計 25 58

浪江町 6 15

双葉町 3 5

富岡町 1 1

いわき市 1 5

郡山市 4 9

合 計 40 93

三条市に避難している
世帯数と人数(2018.2.7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

２月の『ひばり』

日 月 火 水 木 金 土

★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。

８日 ９日 １０日

ひばり休み
浜通り配布

１１日 １２日 １３日 １４日 １５日 １６日 １７日

建国記念の日 振替休日

ひばり休み ひばり休み 版画教室
ひばり休み
浜通り配布

１８日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日

ひばり休み 茶話会
ひばり休み
浜通り配布

浜通り×さんじょうライフvol.34328


