
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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●交流ルームひばり通信

●新潟県

市内の小学校で入学式が行われ、新入生324人が新

たな学校生活を歩み出しました。

２ページをご覧ください。
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市内の小学校で入学式が行われ、新入生324人が新たな学校生活を歩み出しました。

今回は八沢、原町第一、高平、大甕の各小学校を取材しました。

新入生は上級生や保護者に見守られながら緊張した面持ちで式に臨み、名前を呼ばれると元気よく大

きな声で返事をしました。式が終わった後、新入生は担任の先生の話を聞き、新しく始まる学校生活に

向けて期待に胸を膨らませていました。

金
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6月1日採用 南相馬市復興支援員を募集します

4月11日HP更新

南相馬市からのお知らせ

次ページへ続きます

業務内容

観光事業による地域おこし活動
・観光PRイベントの企画運営
・観光情報の発信

－観光協会のホームページやFacebook等の更新、パンフレットの作成
など

・観光物産品等の開発及び販売促進
－新規物産品の開発、首都圏等での物産販売 など（運転業務有り）

・新たな観光事業の企画開発
・観光案内

－窓口、電話での観光案内 など
・その他

－復興支援員向けの研修会への参加 など

就業時間 午前8時30分～午後5時15分

賃金 月給200,000円

手当 通勤手当上限5,000円（月額）、住居手当上限27,500円（月額）

採用予定人数 1人

応募資格
・普通自動車一種免許（AT可）
・パソコン操作（エクセル・ワード・インターネット）が可能な方

勤務先 （一社）南相馬観光協会（南相馬市原町区本町2-52）

業務内容問い合わせ先 観光交流課 0244-24-5263

市では、観光事業による地域おこし活動として観光PRイベントの企画運営などに携わっていた

だける方を、下記のとおり募集します。

なお、詳しくは募集要項をご覧ください。

勤務条件

雇用期間

６月１日～平成３１年３月３１日

※ 勤務実績などに応じ、１年ごとに雇用更新する場合があります。

※ ６月１日より前に勤務することが可能で希望する場合は、ご相談ください。

週休日

週休二日制

加入保険

健康保険、厚生年金、雇用保険

3浜通り×さんじょうライフvol.352 
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応募条件

普通自動車運転免許

応募方法

必要書類様式をホームページからダウンロード、または下記窓口で受け取り、記入の上、提出

（郵送可）ください。

書類選考の合格者に対し、面接を平成５月７日（月曜日）に実施します。

時間は別途ご連絡します。

※ 資格免許を有する方は、コピーを同封してください。

提出期限

４月２６日（木）必着

※ 直接持参の場合の受け付け

午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日、日曜日および祝日を除く）

※ 郵送または電子メールの場合、提出期限日必着

【書類提出・問い合わせ先】

南相馬市役所 経済部観光交流課

〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

0244-24-5263TEL

今週の番組 60分 ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 春色満開！夜空に咲く 夜の森公園桜まつり点灯式 [8分]

3. 平成29年度 第4期 南相馬みらい創造塾 企画事業発表＆卒塾式 [20分]

4. 大きくなって戻ってきてね！ 八沢小学校児童 鮭稚魚放流体験 [9分]

5. ラストメッセージ ありがとう ひばりＦＭ大感謝祭 [6分]

6. 波乗り体操 [7分]

7. 南相馬市民の歌 原町混声合唱団 [4分]

8. 南相馬市議会 平成30年第1回定例会 放送日程のお知らせ [2分]

9. リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [4/11～4/18]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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町内で新しいこども園、小中学校がスタート

浪江町からのお知らせ
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4月5日に「浪江にじいろこども園」が開園し、入園式が行われました。

やさしい木の香りに包まれた新しい園舎には、入園する13人の園児の声が響き渡り、元気あふれ

る時間が流れました。

また、4月6日には「なみえ創成小・中学校」が開校。

8人の小学生と2人の中学生が入学し、浪江での学校生活を始めました。地域の方々が植えたパン

ジーやビオラの花もきれいに咲き、この日を歓迎するかのようでした。

浪江町民の避難状況（平成30年3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 60

青森県 46

岩手県 35

宮城県 886

秋田県 49

山形県 141

茨城県 1,003

栃木県 487

群馬県 144

埼玉県 686

千葉県 564

東京都 848

神奈川県 422

新潟県 371

富山県 15

石川県 27

福井県 12

山梨県 41

長野県 52

岐阜県 15

都道府県 人 数

静岡県 53

愛知県 39

三重県 6

滋賀県 4

京都府 36

大阪府 63

兵庫県 20

奈良県 5

和歌山県 -

鳥取県 1

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 9

熊本県 6

大分県 5

宮崎県 10

鹿児島県 7

沖縄県 15

国外 10

合計 6,277

市町村 人 数

福島市 2,812

会津若松市 215

郡山市 1,824

いわき市 3,244

白河市 246

須賀川市 150

喜多方市 24

相馬市 471

二本松市 1,179

田村市 78

南相馬市 2,066

伊達市 108

本宮市 518

桑折町 169

国見町 26

川俣町 73

大玉村 165

鏡石町 9

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 34

会津坂下町 21

金山町 1

会津美里町 9

西郷村 149

泉崎村 5

中島村 1

矢吹町 27

棚倉町 7

塙町 2

鮫川村 4

石川町 8

玉川村 2

平田村 1

古殿町 1

市町村 人 数

三春町 73

小野町 12

広野町 42

楢葉町 15

富岡町 2

川内村 6

浪江町 430

葛尾村 2

新地町 84

その他 3

合計 14,343

避難者総数

20,620

(前月 20,633)

(前月 14,366)

(前月 6,267)
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市町村 名称 郵便番号 住所 備考

桑折町 桑折駅前 969-1606 伊達郡桑折町字東段30 H30.2.28閉鎖

二本松市

郭内公園 964-0904 二本松市郭内2丁目93-1 Ｈ29.12.31閉鎖

塩沢農村広場 964-0001 二本松市中ノ目100 H30.3.29閉鎖

岳下住民センター 964-0887 二本松市三保内72-1 H30.1.22閉鎖

旧平石小学校 964-0982 二本松市赤井沢472

安達運動場 969-1404 二本松市油井字長谷堂230 H30.3.31閉鎖

建設技術学院跡 964-0938 二本松市安達ヶ原1丁目55-1 Ｈ29.7.31閉鎖

杉田住民センター 964-0856 二本松市西町223-1 Ｈ29.7.31閉鎖

杉内多目的運動広場 964-0314 二本松市西勝田字杉内235 Ｈ29.12.31閉鎖

杉田農村広場 964-0837 二本松市七ツ段128

大平農村広場 964-0957 二本松市太子堂327 H29.3.31閉鎖

永田農村広場 964-0029 二本松市永田6丁目513-2 Ｈ29.12.31閉鎖

福島市

笹谷東部 960-0241 福島市笹谷字片目清水36-4

南矢野目 960-0112 福島市南矢野目字中谷地33

北幹線第一 960-0231 福島市飯坂町平野字早川原20-1

森合町 960-8003 福島市森合町16-16

しのぶ台 960-1107 福島市上鳥渡字しのぶ台29-4

宮代第一 960-0116 福島市宮代字向上川原1

宮代第二 960-0116 福島市宮代字一本松86-3 H30.3.31閉鎖

旧佐原小学校 960-2158 福島市佐原字田中内74 Ｈ29.12.31閉鎖

本宮市

石神第一 969-1204 本宮市糠沢字石神55 H29.11.15閉鎖

石神第二 969-1204 本宮市糠沢字石神61 Ｈ29.12.31閉鎖

栗木平 969-1205 本宮市和田字牛ヶ平58 H30.3.31閉鎖

小田部 969-1204 本宮市糠沢字小田部1 Ｈ29.12.25閉鎖

和田石上 969-1205 本宮市和田字石上141-1 H28.9.9閉鎖

高木 969-1101 本宮市高木字黒作1 Ｈ29.10.31閉鎖

恵向 969-1104 本宮市荒井字恵向121-6

相馬市 大野台第8 976-0001 相馬市大野台2丁目2-4 H30.3.31閉鎖

川俣町
中山工業団地第一 960-1406 伊達郡川俣町大字鶴沢字中山1-17 Ｈ29.6.5閉鎖

中山工業団地第二 960-1406 伊達郡川俣町大字鶴沢字中山1-12 Ｈ29.12.25閉鎖

南相馬市 八方内 975-0061 南相馬市原町区大木戸字八方内106

浪江町仮設住宅一覧

4月6日HP更新

問い合わせ 生活支援課 住宅支援係 0243-62-0194TEL



双葉町民の避難状況
【都道府県別】 平成30年3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 14 千葉県 172 静岡県 35 島根県 17 長崎県 5

岩手県 10 東京都 345 愛知県 5 岡山県 3 熊本県 2

宮城県 243 神奈川県 170 三重県 1 広島県 3 大分県 6

秋田県 9 新潟県 148 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 4,071 石川県 14 大阪府 4 香川県 - 沖縄県 4

茨城県 473 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 6,909

群馬県 41 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 260 田村市 19 西郷村 35

会津若松市 46 南相馬市 254 矢吹町 29

郡山市 708 伊達市 10 棚倉町 11

いわき市 2,175 本宮市 40 塙町 8

白河市 200 桑折町 5 三春町 15

須賀川市 66 大玉村 7 広野町 35

喜多方市 7 鏡石町 10 新地町 6

相馬市 57 会津坂下町 10 その他 31

二本松市 18 会津美里町 9 合 計 4,071

(前月 6,911)

(前月 4,081)

所在 人数

福島県内に避難している方 4,071

福島県外に避難している方 2,838

＊所在不明者 3人
うち津波による行方不明者 1人

＊死亡者 641人
うち災害関連死亡者 167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
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双葉町からのお知らせ

震災から7年が経過し、いまだ全町避難

が続いている双葉町の現状、町の取り組

みが分かる動画を、ユーチューブで配信

中です。

▶https://youtu.be/77P5Vl0rj2k

「双葉町のいま」配信中です



避難・居住先別人数
【都道府県別】 平成30年4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 30 埼玉県 406 岐阜県 - 鳥取県 - 佐賀県 5

青森県 9 千葉県 328 静岡県 32 島根県 5 長崎県 5

岩手県 7 東京都 425 愛知県 15 岡山県 1 熊本県 5

宮城県 150 神奈川県 212 三重県 5 広島県 3 大分県 6

秋田県 9 新潟県 167 滋賀県 1 山口県 4 宮崎県 9

山形県 11 富山県 - 京都府 3 徳島県 6 鹿児島県 6

福島県 10,428 石川県 8 大阪府 21 香川県 2 沖縄県 8

茨城県 537 福井県 - 兵庫県 1 愛媛県 - 海外 3

栃木県 165 山梨県 12 奈良県 - 高知県 5 合 計 13,167

群馬県 67 長野県 37 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 221 南相馬市 126 三春町 214

会津若松市 83 伊達市 21 小野町 13

郡山市 2,369 本宮市 36 広野町 137

いわき市 5,870 国見町 7 楢葉町 22

白河市 76 大玉村 153 富岡町 561

須賀川市 72 猪苗代町 11 川内村 22

喜多方市 32 西郷村 37 新地町 14

相馬市 51 泉崎村 11 その他 48

二本松市 37 矢吹町 23 合 計 10,428

田村市 153 玉川村 8

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 13,188)

福島県内避難者数 10,428

福島県外避難者数 2,739

合計 13,167

福島県内避難世帯数 5,193

福島県外避難世帯数 1,409

合計 6,602

(前月 10,422)

富岡町からのお知らせ

文化交流センター「学びの森」１階の富岡町図書館が再オープンしました。

●開館時間

平成30年度は、午前10時～午後５時

●休館日

・毎週月曜日

・祝日（こどもの日、文化の日は開館）

・祝日と月曜が重なった場合その翌日

・特別整理期間

・毎月月末（図書整理日）

・年末年始（12月29日～１月３日）

富岡町図書館が再オープンしました



3月31日現在

問い合わせ 震災復興支援課 広域支援対策室 025-282-1732TEL

市町村 人 数

新潟市 1,112

長岡市 221

三条市 93

柏崎市 618

新発田市 165

小千谷市 17

加茂市 9

十日町市 19

見附市 22

村上市 75

市町村 人 数

燕市 62

糸魚川市 3

妙高市 7

五泉市 22

上越市 51

阿賀野市 30

佐渡市 29

魚沼市 9

南魚沼市 14

胎内市 46

市町村 人 数

聖籠町 8

弥彦村 7

田上町 -

阿賀町 -

出雲崎町 4

湯沢町 11

津南町 -

刈羽村 37

関川村 -

粟島浦村 -

合 計 2,691

■市町村把握分

区 分 人 数

1 公営住宅・雇用促進住宅等 68

2 借上げ仮設住宅 304

3 賃貸住宅･持家･親戚知人宅等 2,319

1+2+3（市町村把握分） 2,691

4 病院 0

5 社会福祉施設 15

合 計 2,706

(2/28  2,748) (2/28  2,763)
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●自主避難者への居住に係る支援

小・中学生がいる自主避難者への民間賃貸住宅の家賃支援

・小・中学生がいる世帯で、学区変更を伴うために公営住宅への移転ができない子育て世帯を

支援するため、民間住宅の家賃を補助します。

・福島県の民間賃貸住宅家賃補助に、１万円の上乗せ支援を行い、合計で月額３万円まで補助

します。

●「高速バス」、「高速道路利用料金」の支援

平成30年度も引き続き、本県に避難されているお子さんに会いに来られるご家族に対し、

「高速バス料金」および「高速道路料金」の支援を行います。

※「高速バス料金」の支援については、平成28年8月から避難元の祖父母に会いに行く本県

に避難されているひとり親世帯も対象です。

※「避難者支援コンシュルジュ事業」については、平成30年3月31日で終了しました。



3月28日

全国健康保険協会では、東日本大震災で被災された加入者の皆さまが受診された健診・保健

指導（協会けんぽが実施するものに限る）に要した費用の還付を行っています。

平成30年度におきましても還付の取り扱いを延長することとしましたので、還付対象者、

申請方法などについては下記をご参照願います。

■還付の対象者について

次の（１）と（２）の要件を満たされている方が対象となります。

（１）以下の健診などを受けている方

•被保険者の方・・・生活習慣病予防健診、肝炎ウイルス検査

•被扶養者の方・・・特定健康診査、特定保健指導

※健診などを受けた際に、独自に追加された検査（協会けんぽからの補助が無い検査）の費用

は還付対象になりません。

（２）一部負担金等免除証明書の発行を受けられた方

健康保険一部負担金等免除対象の方が、年度途中で対象から外れる場合、対象外となった年

度においては、健診・保健指導の費用の還付対象となります。

■還付対象期間などについて

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等の対象地域の被災者の方および平

成23年3月11日から平成31年3月31日までに受けた健診などの費用が還付対象となります。

ただし、健診などを受けた日（保健指導については初回面談を受けた日）の翌日から起算し

て２年以内に申請していただく必要があります。

■申請方法（申請書類）について

「還付申請書」に必要事項をご記入のうえ、「領収書」および「健康保険一部負担金等免除

証明書」を添付して、お近くの協会けんぽ支部に郵送してください。

全国健康保険協会（協会けんぽ） 新潟支部 025-242-0260問い合わせ TEL

還付申請書 添付書類

生活習慣病予防健診
・領収書
・一部負担金等免除証明書
（いずれもコピー可）

特定健康診査

特定保健指導

浜通り×さんじょうライフvol.35210



交流ルームひばり通信

問い合わせ・申し込み
交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０

今年１回目の一時帰宅支援バスの運行が決定しました。

今回(通算11回目)も、新潟県内のボランティア、三条市役所、三条市社会福祉協議会、

ひばりボランティアが同行しての一時帰宅です。

今回は、マイクロバスでの移動になりますが、三条市から南相馬市まで運転する負担もな

く、電車での乗り換えもなく移動できます。

また、同行のボランティアにお願いして、家の片付け、外回りの清掃などをお考えの方は、

参加申し込みの際にひばりへお申し出ください。

日 時 ６月１３日 詳しい日程は後日お知らせします。

集合場所 三条市総合福祉センター

申込締切 ４月２２日(日) 正午

※浪江町・双葉町・富岡町などへも一時帰宅支援を行います。お問い合わせください。

水
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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(2018.4.11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

４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。

１２日 １３日 １４日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

１５日 １６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 ２１日

ひばり休み 茶話会
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み
ひばり

午後休み

２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日 ２８日

一時帰宅
支援バス
締め切り

ひばり休み 版画教室
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み
ひばり

午後休み

浜通り×さんじょうライフvol.35212

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


