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南相馬市民の避難状況 ※南相馬市外に避難している人数

【都道府県別】 平成30年2月28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

福島県 2,563 群馬県 82 大阪府 14 広島県 4 和歌山県 -

宮城県 1,019 北海道 45 兵庫県 11 福岡県 3 鳥取県 -

茨城県 400 長野県 39 沖縄県 10 三重県 2 徳島県 -

東京都 375 秋田県 33 岐阜県 9 山口県 2 高知県 -

新潟県 370 山梨県 33 京都府 9 香川県 2 熊本県 -

山形県 350 岩手県 27 福井県 8 愛媛県 2 宮崎県 -

埼玉県 345 静岡県 20 滋賀県 8 佐賀県 2 鹿児島県 -

栃木県 250 石川県 19 岡山県 6 富山県 1 海外 7

千葉県 205 青森県 14 長崎県 5 奈良県 1 合 計 6,511

神奈川県 196 愛知県 14 大分県 5 島根県 1

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

福島市 667 喜多方市 26 桑折町 6 鮫川村 2

相馬市 561 会津坂下町 17 会津美里町 6 浅川町 2

いわき市 421 本宮市 15 田村市 5 飯舘村 2

郡山市 321 鏡石町 15 矢吹町 5 小野町 1

会津若松市 113 西郷村 13 古殿町 5 矢祭町 1

新地町 94 西会津町 11 猪苗代町 4 楢葉町 1

伊達市 62 川俣町 8 棚倉町 4 合 計 2,563

須賀川市 58 大玉村 8 広野町 3

二本松市 57 三春町 8 天栄村 2

白河市 30 金山町 7 南会津町 2

平成23年3月11日現在の人口 71,561人

市内居住者

自宅居住 35,782人

市内の知人宅や借上げ住宅等 2,446人

市内の仮設住宅 660人

市内転居 7,975人

計 46,863人

市外避難者

市外の知人宅や借上げ住宅等 6,511人

（うち福島県外） (3,948人)

計 6,511人

その他

死亡（震災以外の死亡含む） 6,213人

転出 11,967人

所在不明 7人

計 18,187人

平成23年
3月11日現在の

人口

平成30年
2月28日現在の

居住者数

小高区 12,842人 2,512人

鹿島区 11,603人 10,813人

原町区 47,116人 41,087人

他市町村
の避難者

― 2,944人

計 71,561人 57,356人

※平成23年3月11日以降の転入者および他市町村
からの避難者を含むため、避難の状況の市内居
住者数と合計の数が異なります。

南相馬市からのお知らせ

被災自治体News

(1/31  6,600)

(1/31  2,614)
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被災自治体News
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朝日座・大谷家住宅・高島家住宅が国の登録文化財に指定されました

3月14日HP更新

問い合わせ 教育委員会 文化財課 0244-24-5284TEL

南相馬市内に所在する朝日座（原町区大町一丁目）、大谷家住宅（鹿島区栃窪）、高島家住宅

のコンクリート蔵（小高区上町一丁目）が国の登録文化財に指定されました。

朝日座

朝日座は大正１２年（１９２３年）７月に芝居小屋兼常設映画館「旭座」として落成しました。

その後の昭和２６年（１９５１年）に「朝日座」に改称し、昭和３０年代には映画専用館に大改修を

経て、現在の姿になりました。

平成３年（１９９１年）には常設映画館としては閉館を迎えたが、そ

の後も、平成２０年（２００８年）に発足した「朝日座を楽しむ会」の人

々を中心に、定期的な映画の上映やイベントなどを通して、地域の

人々により活用されています。

平成２６年（２０１４年）４月に国の登録文化財に指定されました。

大谷家住宅

大谷家住宅は、鹿島区栃窪に所在しており、現在は栃窪簡易郵便局として利用されています。

鹿島市街地から真野ダムへ向かう県道２６８号線沿いに、風情の

ある高麗門を挟んで２棟の土蔵が並んでいるのをご覧になられた

方も多いと思います。

これらの建物は明治時代後期から昭和初期に建設されたもので、

平成２８年（２０１６年）８月に住宅門・中蔵・東蔵の３件が国の登録

文化財に指定されました。

高島家住宅

高島家住宅は、小高区上町一丁目、原町区方面から県道１２０号線を小高方面に向かい、小高

川を渡り駅前通りに入る交差点に所在しています。

高島家は初代の高島慶治郎氏がこの場所で鍛冶屋を始めたことを契機に、呉服屋や紙すき工

場の経営などを営み現在に至っています。

「クラ」と呼ばれる鉄筋コンクリート造の建物は昭和初期に建てられたもので、陸屋根を壁面から

張り出すように造り、洋風の意匠の持ち送りで支える構造で、外階段から上る屋上の周囲に施さ

れた装飾的なパラペットでは、開口を菱形と長方形を交互に配置

しています。高島家のクラのような意匠を持つ鉄筋コンクリート造り

の建物は全国的に見ても類例がなく、当地方特有の建築意匠とな

っています。

高島家住宅は平成２９年（２０１７年）１０月に国の登録文化財に

指定されました。



被災自治体News

表敬訪問 原町高校生

県立原町高校3年生で、福島県立医科大学医学部に合格した鈴木諒さんと日本体育大学体

2月27日 市役所

浜通り×さんじょうライフvol.3484

消防車両交付・配車式

南相馬消防署小高分署と同飯舘分署に最新式の救

急車を配備することになり、車両の交付・配車式が

行われました。

相馬地方広域市町村圏組合の管理者を務める市長

は「住民の尊い命を守るため有効に活用してほし

い」と訓示しました。

2月26日 市消防・防災センター

懇談 東京電力社長

東京電力ホールディングス(株)の小早川智明社長

らが市役所を訪れました。

市長は、「不合理な賠償格差の是正について」な

どを盛り込んだ「原子力損害賠償に関する要求書」

を手渡し、被害を受けた市民への誠実な対応を求め

ました。また、平成28年度分における固定資産税

の減収分など市の損害賠償を請求しました。

2月22日 市役所

育学部に合格した鎌田彰悟さんが市長を表敬訪問し

ました。 二人ともサッカー部に所属しながら部活

と勉強の両立に励み、難関校突破を果たしました。

将来は地域に貢献したいという目標を聞いた市長

は「さまざまな困難を乗り越え努力を重ねた二人の

姿は頼もしく心強い。これからの活躍を期待してい

る」と、新たな門出を迎える若者にエールを送りま

した。



被災自治体News
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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. 福島ロボットテストフィールド 起工式 [6分]

3. 市長へのプレゼンテーション

～高校生が考え実践する小高のまちづくりについて～ [24分]

4. 校舎を彩る光・・・

学校でプロジェクションマッピング！ in鹿島小学校 [15分]

5. 南相馬見聞録 多珂神社 [7分]

6. パノラマ360° ～空から見た南相馬市～

FLIGHT No.003【鹿島区編】 [3分]

7. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容 [3/14～3/21]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

3月11日、浪江町内の如水典礼さくらホールにおいて、浪江町東日本大震災七周年追悼式

が行われました。

東日本大震災から7年。追悼式にはご遺族・来賓合わせて165人の方が出席しました。式

の始めに参加者全員で黙とうをささげ、犠牲になられた方々のご冥福を祈りました。

また、請戸地区では、行方不明者の特別捜索も行われ、行方不明者の手掛かりとなるよう

なものが発見されました。

浪江町東日本大震災七周年追悼式

浪江町からのお知らせ
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「いこいの村 なみえ」 従業員募集

3月13日HP更新

次ページへ続きます

(財)福島なみえ勤労福祉事業団では、「いこいの村なみえ」の従業員を募集しています。

支配人

主な業務内容

いこいの村なみえの支配人として、宿泊施設の管理運営、従業員、スタッフの指導など全般を

行っていただきます。

チェックイン、チェックアウト、管内案内や電話応対等のフロント業務全般

スタッフの教育、育成、管理

備品消耗品などの業者交渉、発注管理

再オープンに向けた準備・顧客管理、施設管理、その他管理業務

雇用形態

正社員

勤務時間

シフト制

(例)

①午前９時～午後５時

②午前７時～午後３時

③午後２時～１０時

※宿直あり。

※１カ月の変形労働時間あり（実働８時間）

応募資格

普通自動車免許（ＡＴ限定免許可）

他、次のいずれかの経験をお持ちの方を優遇します。

ホテル、旅館などの勤務経験

事業責任者の経験

経営の経験など

建築物環境衛生管理技術者

給与

（財）福島なみえ勤労福祉事業団の給与規定による。（３５１，０００円から）

経験に応じて優遇

各種手当

賞与制度あり、昇給制度あり

役職手当・家族手当・通勤手当・宿直手当・住宅手当・職能手当・深夜勤務手当

浜通り×さんじょうライフvol.3486



被災自治体News
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次ページへ続きます

加入保険

雇用・労災・健康・厚生年金

休日

月６日以上

有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、特別有給休暇（結婚、慶弔）、介護休暇、その他各種

休暇制度あり

フロントスタッフ

主な業務内容

チェックイン、チェックアウト、管内案内や電話応対などのフロント業務全般

清掃業務

その他付随する業務

雇用形態

正社員

勤務時間

シフト制

(例)

①午前９時～午後５時

②午前７時～午後３時

③午後２時～１０時

※宿直あり。

※１カ月の変形労働時間あり（実働８時間）

応募資格

不問

※ ホテル、旅館などの勤務経験があればなお可

※ 未経験者も大歓迎。丁寧に指導します。

※ 建築物環境衛生管理技術者優遇します。

給与

（財）福島なみえ勤労福祉事業団の給与規定による。（１８７，０００円から）

経験に応じて優遇

各種手当

賞与制度あり、昇給制度あり

役職手当・家族手当・通勤手当・宿直手当・住宅手当・職能手当・深夜勤務手当など



被災自治体News

次ページへ続きます

加入保険

雇用・労災・健康・厚生年金

休日

月６日以上

有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、特別有給休暇（結婚、慶弔）、介護休暇、その他各種

休暇制度あり

ナイトフロント

主な業務内容

チェックイン、チェックアウト、管内案内や電話応対などのフロント業務全般

清掃業務（客室、館内）

その他付随する業務

雇用形態

正社員

勤務時間

シフト制

(例)

午後１０時～翌日午前１１時

※１カ月の変形労働時間あり（実働８時間）

応募資格

不問

※ ホテル、旅館などの勤務経験があればなお可

※ 未経験者も大歓迎。丁寧に指導します。

給与

（財）福島なみえ勤労福祉事業団の給与規定による。（１８７，０００円から）

経験に応じて優遇

各種手当

賞与制度あり、昇給制度あり

役職手当・家族手当・通勤手当・宿直手当・住宅手当・職能手当・深夜勤務手当など

加入保険

雇用・労災・健康・厚生年金

浜通り×さんじょうライフvol.3488
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次ページへ続きます

休日

月６日以上

有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、特別有給休暇（結婚、慶弔）、介護休暇、その他各種

休暇制度あり

パート従業員

主な業務内容

（1）清掃スタッフ：客室、館内清掃

（2）ナイトフロント（夜勤フロント業務）

雇用形態

アルバイト・パート

勤務時間

（1）清掃スタッフ

午前９時～午後６時の間で３時間から勤務可能です。

時間や曜日、勤務日数は調整可能です。希望を最大限考慮しますので、ご相談ください。

（2）ナイトフロント

シフトによる交代制

例） 午後１０時～翌日午前１１時（休憩５時間）

時間や曜日、勤務日数は調整可能です。希望を最大限考慮しますので、ご相談ください。

応募資格

不問

※ ホテル、旅館などの勤務経験があればなお可

※ 未経験者も大歓迎。丁寧に指導します。

給与

時給９００円から

（1）清掃スタッフ： ９００円～９５０円

（2）ナイトフロント： ９００円～１，２８３円

各種手当

賞与制度あり、昇給制度あり、正社員登用制度あり

役職手当・通勤手当・・職能手当・時間外勤務手当

加入保険

雇用・労災・健康・厚生年金

休日

希望を考慮します。
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問い合わせ
浪江町役場産業振興課商工労働係内 いこいの村なみえ担当者

0240-34-0247TEL

応募方法(全職種共通)

「いこいの村なみえ エントリーシート」を浪江町ホームページからダウンロードの上、必要事項

を記入して、下記のとおり応募してください。

■メールにて応募の場合

浪江町役場産業振興課商工労働係 いこいの村なみえ担当者

（メールアドレス： namie15010@town.namie.lg.jp）へ

「いこいの村なみえ ●●●●募集」という件名で記入済みのエントリーシートを添付してメールで

応募してください。

※●●●●のところに、応募職種（支配人、フロントスタッフ、ナイトフロント、パート従業員）を記

入してください。

■郵送にて応募の場合

下記宛先に、記入済みのエントリーシートを郵送してください。

【郵送先】

〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2

浪江町役場産業振興課商工労働係内 いこいの村なみえ●●●●応募担当者 宛

※●●●●のところに、応募職種（支配人、フロントスタッフ、ナイトフロント、パート従業員）を記

入してください。

■窓口にて応募の場合

浪江町役場本庁舎3階 産業振興課商工労働係窓口 いこいの村なみえ担当まで記入済みの

エントリーシートを提出してください。

浜通り×さんじょうライフvol.34810
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ホールボディカウンターによる内部被ばく検査の実施について

3月12日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.348 11

双葉町からのお知らせ

双葉町では、加須市騎西コミュニティセンターおよび双葉町いわき事務所にホールボディカウン

ター（WBC）を設置し、内部被ばく検査を行ってきましたが、このたびそれぞれの設置場所を移設

し、検査の実施ができなくなります。

平成３０年３月から検査を希望する方は、下記の場所で受検くださるようお願いします。

申込方法は施設により異なりますので、確認のうえ予約・受検されますようお願いします。

検査実施場所

→①②に関しては検査日の前週の金曜日までに受付専用ダイヤルに申し込みをしてください。

【受付専用ダイヤル】 ０８０-５７４４-０３３４
（午前９時～午後５時 土日祝日・年末年始を除く）

→③に関しては予約不要です。時間内にお越しください。

→④⑤に関しては平成３０年４月以降に検査開始予定です。

①楢葉町内 ふたば復興診療所（ふたばリカーレ）

楢葉町大字北田字中満289-1

検査日
毎週月・火・水曜日
午前9時30分～午後3時30分（正午～午後1時を除く）

②浪江町内 浪江町役場駐車場

浪江町大字幾世橋字六反田7-2

検査日
毎週金・土曜日
午前9時30分～午後3時30分（正午～午後1時を除く）

③富岡町内 富岡町立とみおか診療所

富岡町大字小浜字中央374-1

検査日
毎月4日程度 3月… 3月21日(水･祝)～3月24日(土)
午前9時～午後4時（正午～午後1時30分を除く）
※4月以降の検査日は富岡町ホームページで確認してください。

④いわき市内 双葉郡立好間診療所

いわき市好間町北好間字中川原12-1 北好間復興公営住宅内

診療日 毎週月・水・金曜日

⑤いわき市内 双葉郡立勿来診療所

いわき市勿来町酒井青柳14-1 勿来酒井復興公営住宅内

診療日 毎週火・木曜日

次ページへ続きます



被災自治体News

問い合わせ 健康福祉課 0246-84-5205TEL

参考 ホールボディカウンター検査について

●ホールボディカウンターとは？

体内から出る放射線を計測する装置です。車に搭載したホールボディカウンターで検査を行い

ます。

●内部被ばく検査とは？

現在体内にある放射性物質（セシウム１３４および１３７）を測定し、おおむね一生の間に受けると

思われる線量を推計します。

※ 検査装置などから放射線を浴びることはありません。また痛みを伴うこともありません。

・検査に際してご持参いただくものはありません。

・検査時は２分程度自立することが必要になります。

・検査日時点でおおむね１歳から４歳未満の子どもについては、床面から９０cm高の台座（いす）

を使用して検査を行います。

・検査実施場所①②③は車載式ホールボディカウンター、④⑤は建物内に設置したホールボデ

ィカウンターによる検査です。

参考

浜通り×さんじょうライフvol.34812



被災自治体News

富岡町からのお知らせ

東日本大震災から丸７年を迎えた３月１１日、富岡町消防団は警察（双葉署・福島県警本

部・郡山北署）、双葉消防本部と合同で、津波により行方が判明していない方々の一斉捜索

を富岡川河口で行いました。

富岡町ではまだ６人の方の行方が分かっておらず、参加した７４人はご家族の心に思いを

寄せながら活動を行いました。

今後も思い出の品や手掛かりの捜索を継続して実施していきます。

消防団による一斉捜索を行いました

富岡町立富岡第一・第二中学校卒業証書授与式が３月１３日に行われ、９人の生徒が三春

町の学び舎を巣立ちました。

式では富岡第二中学校の村上順一校長が「三春校では、ごく当たり前にある学校生活とは

違い、通常では得難い体験をしてきました。この経験は今後生きていく上で必ず役に立ちま

す」と話すとともに、生徒一人ひとりへ思い出を交えた激励のメッセージを送りました。

これに対し卒業生代表の原田萌さんが「三春校でしかできない特色ある行事の数々は、関

わった人々の熱い想いと支え合いの気持ち、絆を感じるものばかりでした。三春校で学んだ

ことを糧とし、自分の道を自分の足で歩み、未来へ向かってより良き道を切り拓いていきま

す」と三春校での思い出を振り返りながら、新たなステージでの飛躍を誓いました。

思い出と希望を胸に 新たな一歩を踏み出す
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復興公営住宅の完成写真

3月9日HP更新

福島県からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.34814

北好間団地（いわき市）

建設場所： いわき市好間町北好間 地内

構造・階数： 鉄筋コンクリート造 ３階建て

棟数・戸数： １６棟・３２３戸

入居可能時期： （１１４戸）平成３０年１月、（２０９戸）平成３０年２月～３月

※ペット可の住棟については、当選住棟により入居可能時期が異なります。

建設工事中であった北工区３棟（５１戸）を含め、全３２３戸が完成しました。

全ての工事が完了し、１～１６棟まで
全ての部屋が入居可能となりました。

今回完成した２号棟を北側から見てい
ます。住棟の北側に駐車場が整備され
ています。

屋外の倉庫です。各住宅に倉庫が整備
されています。

３LDKのリビングの写真です。
対面キッチンを採用しています。

１階住戸は、玄関の扉が引き戸になっ
ています。

中庭の写真です。日当たりのよいスペ
ースとなっています。

団地内の集会所です。
集会室が３室あります。

診療所

問い合わせ 建築住宅課 復興住宅整備担当 024-521-8387TEL

2LDKのリビングの写真です。
居間と和室をつなげて広く使えます。
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平成30年4月 富岡町に「ふたば医療センター附属病院」を開院します

3月5日HP更新

問い合わせ 病院経営課 024-521-7226TEL



交流ルームひばり通信

大崎コミュニティ「どんぐりころころ大崎」(代表高橋会長)様から頂戴しました寄付金を

利用させていただき、子どもたちに進級のお祝いの準備をいたしました。

プレゼント内容 図書カード（2,000円分）

対 象 者 0歳～中学３年生 (18人)

受取期間 3月11日(日)～28日(水) 

受取場所 交流ルームひばり

※ひばりの休みは裏表紙のカレンダーでご確認ください。

※期間内に受け取れない方はご連絡ください。

問い合わせ
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

引換券を
忘れずに

お持ちください。

三条市食生活改善推進委員協議会のご厚意により、３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 ３月２８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 ３月２３日(金) 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

浜通り×さんじょうライフvol.34816



3月11日(日)午後2時45分から、総合福祉センター１階ロビーで、

東日本大震災 黙祷及び献花が行われ、避難者や三条市民の皆さんなど

約70人が参列しました。

【黙祷】

【献花】

交流ルームひばり通信

浜通り×さんじょうライフvol.348 17



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(2018.3.14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

交流ルームひばり通信

３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。

１５日 １６日 １７日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

１８日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日

ひばり休み ひばり休み

春分の日

茶話会 ひばり休み
浜通り配布

食推食事会
申込締切

ひばり休み

２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日

ひばり休み

版画教室
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

食推食事会

浜通り×さんじょうライフvol.34818

問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[運営時間] 日・水・金 午前10時～午後2時

月 午前10時～正午


