
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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被災自治体News
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南相馬観光協会の「2018野馬追の里キャンペーンスタッフ」が決まり、発表会が市内のホ

テルで開かれました。

スタッフのメンバーは、4年連続で務める沢田藍さん（原町区）と、新たに選ばれた島夏穂

さん（原町区）、鈴木美咲さん（原町区）、関口真理さん（相馬市）の4人です。

スタッフは相馬野馬追にちなんだ陣羽織の衣装がトレードマークで、この日から約1年間、

市内外の催しなどで相馬野馬追や南相馬の魅力を発信します。

7月28日（土）に開幕する相馬野馬追で活動を開始する予定です。

水

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. 市長の部屋へようこそ！ 相馬野馬追×藁文字コラボレーション作品 [5分]

3. 平成30年度 南相馬市立高平小学校大運動会 [25分]

4. 第7回復興支援熱気球イベント

のまおい夢気球プロジェクトin雲雀ヶ原祭場地 [15分]

5. まちなか探訪―復興「ありがとう」ホストタウン講演会 [5分]

6. 波乗り体操 [7分]

7. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容 [6/6～6/13]

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

児童手当現況届を忘れずに

6月1日HP更新

児童手当を受けている方は、毎年６月に「現況届」の提出が必要です。該当する方には、６月上

旬に現況届用紙を送付しますので、期間内に提出してください。

提出がない場合は、受給資格があっても６月からの手当が受けられなくなりますので、忘れずに

提出してください。

通常受付窓口

６月２９日（金）まで 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日を除く）

また、次の日程で、専用窓口および延長窓口を設けますので、ご利用ください。

※ 専用窓口および延長窓口は混雑が予想されます。上記、通常窓口もご利用ください。

専用受付窓口

６月２０日（水）～２１日（木） 午前８時３０分～午後５時

南相馬市役所東庁舎２階 第三会議室

延長受付窓口

６月１９日（火）～２０日（水） 午後５時～７時

鹿島区役所市民福祉課（区役所庁舎1階）

６月２０日（水）～２１日（木） 午後５時～７時

南相馬市役所子育て支援課（市役所東庁舎1階）

【提出先・問い合わせ先】

健康福祉部 子育て支援課 0244-24-5215

鹿島区市民福祉課 0244-46-2114

小高区市民福祉課 0244-44-6413

TEL

TEL

TEL

問い合わせ 健康福祉部 子育て支援課 0244-24-5215TEL

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

6月1日HP更新

次ページへ続きます

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。

申し込み資格

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

７月１日（日）

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 1号棟104号室 2DK 3年 15,400～41,000 1,000円/月

3 西川原第二団地 3号棟203号室 3DK 3年 18,500～49,100 1,000円/月

4 西川原第二団地 4号棟203号室 3DK 3年 18,500～49,100 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 3年 18,600～49,200 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

5 大町東団地 404号室 3DK 4年 21,600～57,300 1,000円/月

6 栄町団地 1号棟104号室 2DK 3年 18,900～50,000 1,000円/月
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被災自治体News

【募集】6月分の市営住宅入居者を募集します

6月1日HP更新

次ページへ続きます

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

７月１日（日）

公募期限

６月１４日（木） ※土・日曜日、祝日を除く。

TEL

申込期限

６月１４日（木） ※郵送の場合は当日必着

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
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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

優先世帯の住宅

※ 優先世帯とは、２０歳未満の子を扶養している寡婦、老人または心身障がい者などの世帯で

す。

※ 優先世帯以外の方は「優先世帯の住宅」に申し込みができません。

※ 住宅の入居基準は、「一般世帯の住宅」と同様です。

一般世帯の住宅

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 原町 仲町団地 3号棟102号室 3K 44年 10,600～20,900 あり

№ 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 紅梅団地 D-1-2号室 3DK 20年 18,700～36,700 あり

2 小高 紅梅団地 D-4-2号室 3DK 19年 18,900～37,000 あり

3 小高 万ヶ廹団地 6-1号室 3DK 13年 16,900～33,200 あり

4 鹿島 大河内第二団地 150号室 2K 49年 3,900～7,700 なし

5 鹿島 前田団地 1号棟2号室 3DK 9年 17,800～35,000 あり

6 原町 仲町団地 1号棟406号室 3K 45年 9,800～16,400 あり

7 原町 仲町団地 1号棟503号室 3K 45年 9,800～16,400 あり

8 原町 仲町団地 4号棟402号室 3K 44年 10,600～20,900 あり

9 原町 仲町団地 6号棟404号室 3K 43年 11,400～22,300 あり

10 原町 仲町団地 8号棟303号室 3K 40年 12,700～25,000 あり

№ 区 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 鹿島 定住促進住宅 1号棟101号室 3DK 26年 12,300～24,200 あり

浜通り×さんじょうライフvol.3596



被災自治体News

相馬地方広域市町村圏組合から消防職員募集のお知らせ

南相馬市データ放送6月6日更新

相馬地方広域市町村圏組合では、平成３１年４月採用の消防職員を募集します。

採用予定人員

３人程度

受験資格

平成３年４月２日～平成１３年４月１日生まれ（学歴は問いません）

採用後、相馬地方管内市町村に居住できる方

受付期間

７月２日（月）～８月１０日（金）

※ 郵送の場合、８月１０日必着

受付場所

事務局総務課（相馬市役所３階）

第１次試験

試験日：９月１６日（日）

試験会場：相馬看護専門学校（相馬市石神字南蛯沢３４４）

試験方法：教養試験（高校卒業程度）、体力試験、適性検査

第２次試験

第１次試験合格者に対して別途通知します。

申込用紙

申込用紙は、組合事務局、相馬地方広域消防本部、相馬地方の各消防署・分署および相馬看

護専門学校にて交付します。

組合のホームページからもダウンロードできます。

【申し込み・問い合わせ先】

〒９７６－８６０１

相馬市中村字北町６３番地の３

相馬地方広域市町村圏組合事務局総務課

0244-35-0211TEL
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被災自治体News

第69回全国植樹祭ふくしま2018の開催が、今週末に迫りました。

市では当日、メイン会場に入場できない皆さんが植樹祭を大スクリーンの中継で楽しめる

サテライト会場の設営に取り組んでいます。

市内が盛り上がりを見せるなか、小・中学校などでは、全国植樹祭をテーマにした学校給

食が出ました。６月４日のメニューは、豊かな大地に大きな根を張る樹木に見立てた、グリ

ーンカールレタスとツリーハンバーグなど。子どもたちが大木のようにすくすくと育ち、困

難に負けない人になってほしいとの願いが込められています。

原町区の原町第一小学校では、一年生が「おいしいね」と笑顔で頬張っていました。

全国植樹祭をテーマにした学校給食

© City of Minamisoma

本市の鹿島区の農業後継者団体ASK（鹿島区農業後継者団体）と八沢幼稚園は５月３１日、

市職員の協力のもと、園児と一緒にゴーヤーの苗を植え「緑のカーテン」を設置しました。

暑さを抑える自然のカーテンとして園児を涼やかにしてくれることに加えて、秋ごろに実

ったおいしいゴーヤーを園児が収穫することで、農業の楽しさを知ってもらえる契機になる

とASKでは考えています。

ゴーヤーカーテンを設置しました

浜通り×さんじょうライフvol.3598



被災自治体News

国・県義援金第2次配分追加7回目の振り込みを開始しました

5月31日HP更新

浪江町からのお知らせ

日本赤十字社・福島県などに寄せられた義援金（第２次配分追加７回目）を、受付事務の簡素

化・迅速化を図るため、前回（第２次配分追加６回目）の口座に振り込みを開始しました。

※ 今回の配分についての口座変更などの受け付けは終了しました。

振込金額

１人当たり １０,０００円 （内訳：国４,４００円 県１,３００円 町４,３００円）

振込時期

５月３１日（木）から順次振り込んでいます。

※ 振り込み通知などは送付しません。受取口座の通帳確認をお願いします。

対象者

平成２３年３月１１日時点で浪江町に居住していた方（第２次配分追加６回目を受け取りの方）

※ 平成３０年４月１日を基準日とする

※ 基準日までに出生され浪江町に住民票のある児は対象

※ 平成３０年４月１日より前に亡くなられた方は対象外

問い合わせ 介護福祉課 福祉係 0240-34-0238TEL

来月末に行われる相馬野馬追祭で、震災後初めて

浪江町内における標葉郷騎馬隊の行列が再開される

こととなりました。併せて出陣式と標葉郷神旗争奪

戦も再開されます。

勇壮な騎馬行列や神旗争奪戦を身近に観覧できる

機会です。ぜひお越しください。

浪江で騎馬行列が復活

9浜通り×さんじょうライフvol.359 



被災自治体News

浪江町民の避難状況（平成30年5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 48

岩手県 36

宮城県 893

秋田県 47

山形県 138

茨城県 993

栃木県 485

群馬県 142

埼玉県 678

千葉県 568

東京都 851

神奈川県 415

新潟県 364

富山県 15

石川県 26

福井県 12

山梨県 42

長野県 52

岐阜県 16

都道府県 人 数

静岡県 53

愛知県 41

三重県 6

滋賀県 5

京都府 37

大阪府 65

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 9

山口県 -

徳島県 1

香川県 5

愛媛県 11

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 11

合計 6,258

市町村 人 数

福島市 2,719

会津若松市 213

郡山市 1,820

いわき市 3,262

白河市 241

須賀川市 150

喜多方市 24

相馬市 457

二本松市 1,163

田村市 77

南相馬市 2,086

伊達市 110

本宮市 520

桑折町 157

国見町 27

川俣町 72

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 10

北塩原村 2

西会津町 2

磐梯町 4

猪苗代町 27

会津坂下町 20

金山町 1

会津美里町 9

西郷村 150

泉崎村 5

中島村 1

矢吹町 31

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

市町村 人 数

三春町 75

小野町 12

広野町 43

楢葉町 17

富岡町 4

川内村 5

浪江町 520

葛尾村 2

新地町 85

その他 3

合計 14,330

避難者総数

20,588

(前月 20,599)

(前月 14,327)

(前月 6,272)
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福島県避難市町村家賃等支援事業助成金の対象者拡大について

（5月31日公表） 6月5日HP更新

福島県が今年度から実施している家賃等支援事業について、平成３０年４月1日から平成３１年

３月３１日の間に応急仮設住宅から民間賃貸住宅等へ転居した世帯を、新たに家賃等支援の対

象とすることとなりました。

なお、手続など詳細については、６月末を目途に公表、８月上旬に申請受け付けを開始するこ

ととし、原則として応急仮設住宅一戸当たりの助成金の上限は、全国一律月６万円（５人以上の

世帯は月９万円）となる予定です。

対象拡大前の本事業の概要（平成30年４月16日発表）

応急仮設住宅の供与が平成３１年３月末まで一律延長された区域から避難し、東京電力ホール

ディングスからの家賃賠償が平成３０年３月末で終了した世帯のうち、家賃等の支援を必要とする

世帯に対して、応急仮設住宅の供与を受けている世帯と同等の生活再建支援を行うものです。

【問い合わせ先】

福島県家賃等支援事務センター

0120-900-775

受付時間 午前９時～午後５時（土日祝休日、年末年始を除く。）
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町長メッセージ

6月1日HP更新

双葉町からのお知らせ

次ページへ続きます

アジサイの花が雨に映える季節となりました。

４月２０日、内堀雅雄福島県知事が、町外拠点として位置づ

けている県営復興公営住宅勿来酒井団地や双葉郡立勿来診

療所、双葉町サポートセンターひだまり等を視察されました。サポ

ートセンターひだまりでは、利用者の方々に優しく声をかけ、一緒

に健康体操をされるなど、内堀知事の訪問に利用者の皆さんは

感激しておりました。私から町内の復興状況や町民の生活再建、山積する課題などにつ

いて説明するとともに、今後とも更なるご支援をお願いしました。視察後はいわき事務所で

職員に対し「復興公営住宅は完成しましたが、まだ町民の避難が続いている状況にあり

ます。復興の行く手には高い壁が立ちはだかっていますが、常にチャレンジ精神を持ち業

務にあたってください。今後も町を中心に県や国、関係機関が一体となって必要な施策

を進めるため、しっかりと意見交換をしていきたい」と激励の言葉をいただきました。

４月２５日には行政区長会を開催し、区長の皆さんに委嘱状を交付ました。１７行政区

のうち１０の行政区で区長の交代があり、新たに区長になられた皆さまには、行政と地区

の皆さまの橋渡し役としてご活躍いただきたいと思います。

４月３０日には友好都市である埼玉県加須市の騎西藤まつりに出席し、震災以降多

大なご支援をいただいております加須市の皆さまに、心から感謝の言葉を申し上げ、今後

とも変わらぬ交流の輪を広げていくことをお誓い申し上げました。

５月９日にはいわき事務所において、双葉町農地保全管理組合設立総会が開催され

ました。双葉町は原発事故による農地等の放射能汚染、避難指示により営農休止を余

儀なくされており、避難指示解除準備区域においては農地等の除染が完了したものの、

その後農地の管理ができていないことから、雑草や柳の木が生い茂り荒廃している状態

であります。このたびの農地保全管理組合の設立は双葉町の復興と農業再生の先駆け

となる確かな一歩を踏み出したものであり、大きな期待が寄せられています。本来なら今ご

ろの季節になると双葉町では、田植えも終わり青々とした田園風景が広がり、夜になると

一斉にカエルが鳴き出します。目を閉じると自然豊かな双葉町の美しい風景が浮かんで

きます。

11浜通り×さんじょうライフvol.359 
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震災当時、行政区長を務めていた中村さん。

一度友人を頼り静岡へ避難するも、避難所で困難な生活をしている双葉町民の様子をメディ

アで知り、行政区長として自分だけが良い環境にいてはダメだと思い、自ら埼玉県加須市の避

難所へ移動したそうです。

加須市の避難所では地元の商工会の方々に物資の提供などで大変お世話になり、いまだに足

を向けて寝られないと話す中村さん。

加須市の次の移動先であるつくば市では、住居の手配をしてくれた財務省の方や、体操を通

じた地域住民との交流を行ってくれた筑波大学の教授などさまざまな方に感謝していると話し

ています。

中村さんが震災後辿った各地域でお世話になった方への感謝、地域住民とともに歩んでいこ

うという中村さんの前向きな気持ちを感じられるメッセージです。ぜひご覧ください。

https://youtu.be/pMGDznRZNrI

【ありがとうメッセージPick Up】#010
避難先での数えきれない支援に感謝

浜通り×さんじょうライフvol.35912

６月１日から双葉町寺内前霊園の使用区画の申し込みを開始します。墓地について

検討されている方は、広報紙、ホームページ、タブレット等をご覧になっていただき、わから

ないことがあれば住民生活課までお問い合わせいただきたいと思います。

間もなく梅雨の季節を迎えます。気温の変化が激しい時期でありますので、町民の皆さ

まにはくれぐれもお身体に気をつけてお過ごしくださいますようお願いいたします。

双葉町長 伊澤 史朗
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寺内前霊園の使用申込みが6月から始まりました

5月31日HP更新

13浜通り×さんじょうライフvol.359 

震災以降、町民の皆さまから多くの要望がありました、新しい町営墓地である「寺内前霊園」が

整備され、６月から使用区画の申し込みが始まりました。

「寺内前霊園」は特定復興再生拠点区域内の長塚字寺内前にあります。

墓の種類と料金

種類 大きさ 区画数など 使用料など 備考

自由墳墓 2mx3ｍ 258区画

永代使用料 24万5,000円
管理料の年払い 年額1,500円
又は永代管理料として3万円の納付も可
能です。

一般的な墓地の区画
です。

納骨墓 0.5mx0.46m 72基

年額使用料 3,000円
保証金 3万円
使用期間10年以内の場合は保証金返還
※年額使用料の未払いがある場合には
保証金から差し引きされます。

お骨壺を仮安置する
お墓です。

永代墓 6mx6m 1基 1体 6万円
町が管理するお墓な
ので家族や親族の負
担が減らせます。

次ページへ続きます

▲自由墳墓 ▲納骨墓

▲永代墓



被災自治体News

次ページへ続きます

自由墳墓の区画

寺内前霊園の設備

■水汲み場（園内４カ所）

水道水は井戸水を利用。水質検査および

滅菌処理を行うことで、安全性は確認してい

ますが飲料水として使用しないでください。

■男女別トイレ、多目的トイレ

■駐車場

普通車用１４台、車いすなど駐車場２台、

マイクロバス用２台

■休憩用東屋

浜通り×さんじょうライフvol.35914
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申し込み方法

いわき事務所、埼玉・郡山支所で配付している「双葉町寺内前霊園使用区画希望書」を双葉町

住民生活課へ提出してください。町ホームページからダウンロードも可能です。

※ 納骨墓、永代墓を申し込みの方は住民生活課までご連絡ください。

様式の郵送を希望する場合は、住民生活課までご連絡ください。

申込期限

６月２９日（金） ※当日の消印有効

※ 郵送の場合、事前に住民生活課へ電話連絡をお願いします。

注意事項

希望する区画が競合した場合は、公開による抽選で使用区画を決定させていただきます。

抽選対象の方には事前に電話などで連絡しますので、必ず申込者本人または代理人の方の

出席をお願いします。

抽選日以降の申し込みの場合は、受け付け順に使用区画を決定していきます。

自由墳墓の使用区画の状況は随時、町ホームページなどでお知らせします。

永代墓に埋蔵された焼骨は返還できません。

町外の方の使用料は５割増しとなります。

抽選日

７月１３日（金） 午後１時３０分 双葉町いわき事務所２階大会議室

問い合わせ 住民生活課 0246-84-5206TEL



双葉町民の避難状況
【都道府県別】 平成30年5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 13 埼玉県 819 岐阜県 6 鳥取県 - 佐賀県 4

青森県 15 千葉県 171 静岡県 33 島根県 17 長崎県 5

岩手県 10 東京都 340 愛知県 6 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 9 新潟県 142 滋賀県 1 山口県 - 宮崎県 1

山形県 26 富山県 13 京都府 9 徳島県 - 鹿児島県 12

福島県 4,069 石川県 13 大阪府 5 香川県 - 沖縄県 4

茨城県 472 福井県 1 兵庫県 2 愛媛県 5 海外 4

栃木県 152 山梨県 14 奈良県 1 高知県 - 合 計 6,890

群馬県 42 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 255 田村市 18 西郷村 34

会津若松市 45 南相馬市 256 矢吹町 25

郡山市 695 伊達市 10 棚倉町 10

いわき市 2,194 本宮市 39 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 38

喜多方市 8 鏡石町 10 新地町 9

相馬市 53 会津坂下町 10 その他 34

二本松市 18 会津美里町 7 合 計 4,069

(前月 6,891)

(前月 4,072)

所在 人数

福島県内に避難している方 4,069

福島県外に避難している方 2,821

＊所在不明者 2人
＊死亡者 658人

うち災害関連死亡者 168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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町立幼稚園、小学校運動会
町立学校仮設校舎体育館において、「みんなが主役 運動会、応援も競技も演技も全力だ」をスロ

ーガンに町立幼稚園・小学校合同運動会が開催され、保護者や来賓、町民の皆さんが見守る中、園児

9人、児童31人が多彩な種目に取り組み、元気いっぱい体育館を駆け回りました。

伊澤町長は「元気いっぱいの子どもたちの笑顔は、復興を目指す、今の双葉町にとって大きな希望

と励ましになります」と子どもたちを激励し、拍手を送りました。

5月26日
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5月23日復興庁事務次官が勿来酒井団地を視察
復興庁の関博之事務次官がいわき市勿来酒井地区にある復興公営住宅や双葉郡立勿来診療所、双葉

町サポートセンター「ひだまり」を視察しました。

伊澤町長は町の復興状況や町民の生活再建などについて説明しながら、施設内を案内しました。

5月18日企業立地フェア2018でプレゼンテーション
5月16日から18日まで、東京ビックサイトにおいて企業立地フェア2018が開催され、双葉町で

はブースを出展し、18日には、伊澤町長が中野地区復興産業拠点への立地に関するプレゼンテーシ

ョンを行いました。

伊澤町長は「中野地区産業復興拠点に関する最新の状況と産業団地の概要について説明させていた

だきます。今後皆さまが双葉町

への立地を具体的に検討する上

でのご要望や疑問点などについ

てもご意見をいただきますよう

お願いいたします」とあいさつ

を述べ、中野地区復興産業拠点

について説明をいたしました。

5月21日双葉町地域農業再生協議会総会
いわき事務所において双葉町地域農業再生協議会総会を開催しました。

伊澤町長は「荒廃した農地の保全管理を行う組合が今月9日に設立し、避難指示解除準備区域の水

田再生活用拠点および次世代園

芸チャレンジ拠点内の29haの

農地の保全管理を行うことにな

ったことは、双葉町の農業再生

の先駆けとなり、非常に大きな

一歩を踏み出したものであると

確信しています」とあいさつを

述べました。
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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

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 3 11

双葉町 2 4

郡山市 4 9

合 計 34 82

三条市に避難している
世帯数と人数(2018.6.6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

６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。

７日 ８日 ９日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

１０日 １１日 １２日 １３日 １４日 １５日 １６日

ひばり休み ひばり休み

南相馬市
一時帰宅 ひばり休み

浜通り配布
ひばり休み

ひばり休み

１７日 １８日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日

ひばり休み 茶話会
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

浜通り×さんじょうライフvol.35918

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


