
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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かねてより病気療養中の浪江町長（馬場 有）が、

６月２７日に逝去いたしました。

ここに生前のご厚誼を深く感謝するとともに、謹んで

お知らせいたします。

浪江町役場本庁舎および二本松事務所に、記帳

所を設けました。

１１ページをご覧ください。
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平成30年度の相馬野馬追の軍者会が原町区のロイヤルホテル丸屋で開かれ、野馬追出場者の

うち指揮官級以上の約110人が出席し、役付辞令と肩証の交付を受けました。

軍者会では、執行委員長を務める門馬市長が「威風堂々の祭事執行をお願いします」などと

あいさつし、副大将や軍師、副軍師などの役付別に肩証などを交付しました。

出席者は、交付された肩証を陣羽織に結び付け、報道機関の取材や撮影に応じていました。

また席上、震災・原発事故後、野馬追に出場する馬の健康維持に尽くした功績をたたえ、全

国公営競馬獣医師協会に特別顕彰が贈られました。

今年度の相馬野馬追は、7月28日(土)から30日(月)までの3日間の日程で開催され、433騎

が出場する予定です。

日
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平成31年度 相馬地方広域市町村圏組合職員募集（消防職員）

7月1日HP更新

問い合わせ 復興企画部 危機管理課 0244-24-5232TEL

南相馬市からのお知らせ

TEL

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

1. 平成３年４月２日～平成１３年４月１日に生まれた方

（学歴は問いません）

2. 採用後、相馬地方管内市町村に居住できる方

受付期限

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（相馬市石上南蛯沢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。

【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

0244-35-0211

3浜通り×さんじょうライフvol.363 
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災害公営住宅 空き住戸の入居者を募集します

7月2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、申し込み資格(1)の方を優先します。

番号 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

2 西川原団地 15号室 2DK 5年 15,600～41,400 あり

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

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

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

5 栄町団地 1号棟104号室 2DK 3年 18,900～50,000 1,000円/月

6 栄町団地 3号棟201号室 2DK 3年 18,900～50,000 1,000円/月

浜通り×さんじょうライフvol.3634
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入居日

８月１日（水）

申込期限

７月１３日（金） ※郵送の場合は当日必着

申し込み方法

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

・申し込み資格(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

・申し込み資格(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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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

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 紅梅団地 B-1-1号室 3DK 18年 19,000～37,400 あり

2 小高 紅梅団地 D-1-2号室 3DK 20年 18,700～36,700 あり

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

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

5 原町 北長野団地 1号棟303号室 3DK 24年 18,400～36,200 あり

6 原町 北長野団地 4号棟203号室 3DK 21年 18,600～36,500 あり

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

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

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

浜通り×さんじょうライフvol.3636

【募集】7月分の市営住宅入居者を募集します

7月2日HP更新

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

８月１日（水）

公募期限

７月１３日（金） ※土・日曜日、祝日を除く。
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平成31年4月採用予定 南相馬市職員≪土木≫を募集します

7月2日HP更新
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募集職種・受付期間

※ 受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります。 ８月２３日（木）の消印有効

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

(1) 南相馬市役所市民課総合案内係および各区役所市民福祉課総合案内係で配布します。

月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 各総合案内係で配布

土曜日・日曜日 午前８時３０分～午後５時 各日直窓口で配布

(2) 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書(土木)請求」と朱書きし、返送用に１２０円切手を貼った宛先（自

分宛）を明記した角形２号封筒を必ず同封して、請求してください。

(3) 市ホームページからダウンロードできます。必ず職種を確認の上、ダウンロードしてください。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイルをダウン

ロードしてください。

受験資格

昭和５４年４月２日～平成１１年４月１日に生まれた方で、次のいずれかに該当する方

1. 大学で土木の専門課程を履修した方、または平成３１年３月末日までに履修見込みの方

2. 高等学校、高等専門学校、専門学校で土木の専門課程を履修した方、または平成３１年３月

末日までに履修見込みの方

3. １級または２級土木施工管理技士の資格を有する方、または平成３１年３月末日までに取得見

込みの方

試験日

９月１６日（日）

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

試験内容

教養試験、専門試験、適性検査

問い合わせ 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

募集職種 採用予定数 受付期限

土木 2人程度 8月23日(木)
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平成31年4月採用予定 南相馬市職員≪高校卒程度≫を募集します

7月2日HP更新

募集職種・受付期間

※ 受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります。 ８月２３日（木）の消印有効

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

(1) 南相馬市役所市民課総合案内係および各区役所市民福祉課総合案内係で配布します。

月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 各総合案内係で配布

土曜日・日曜日 午前８時３０分～午後５時 各日直窓口で配布

(2) 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書(高卒)請求」と朱書きし、返送用に１２０円切手を貼った宛先（自

分宛）を明記した角形２号封筒を必ず同封して、請求してください。

(3) 市ホームページからダウンロードできます。必ず職種を確認の上、ダウンロードしてください。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイルをダウン

ロードしてください。

受験資格

平成９年４月２日～平成１３年４月１日に生まれた方

ただし、四年制大学を卒業した方または四年制大学を平成３１年３月までに卒業見込みの方を

除く。

試験日

９月１６日（日）

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

試験内容

教養試験、適性検査

問い合わせ 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

募集職種 採用予定数 受付期限

一般行政 3人程度 8月23日(木)

浜通り×さんじょうライフvol.3638
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平成30年12月採用予定 南相馬市職員≪任期付職員≫を募集します

7月2日HP更新
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募集職種・受付期間

※ 受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります。 ８月２３日（木）の消印有効

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

(1) 南相馬市役所市民課総合案内係および各区役所市民福祉課総合案内係で配布します。

月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 各総合案内係で配布

土曜日・日曜日 午前８時３０分～午後５時 各日直窓口で配布

(2) 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書(任期付)請求」と朱書きし、返送用に１２０円切手を貼った宛先

（自分宛）を明記した角形２号封筒を必ず同封して、請求してください。

(3) 市ホームページからダウンロードできます。必ず職種を確認の上、ダウンロードしてください。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイルをダウン

ロードしてください。

受験資格

※ 両職種とも、パソコン（ワード、エクセルなど）操作、普通自動車免許は必須です。

試験日

９月１６日（日）

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

試験内容

教養試験、適性検査、作文試験、PC技能検査、専門試験（土木職のみ）

問い合わせ 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

募集職種 採用予定数 受付期限

一般行政 4人程度
8月23日(木)

土木 2人程度

募集職種 受験資格

一般行政 年齢・学歴は問いません。

土木
年齢要件はありません。
1級または2級土木施工管理技士の資格を有する方または大学・高等学校・高等専門学校
のいずれかで土木の専門課程を履修した方
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100年のまちづくりを市民の皆さんとともに

7月1日HP更新

市では、これからのまちづくりについて、市民の皆さんと市長が語り合う「まちづくり市民懇談会」

を全１２回開催します。対象地区以外でも、都合の良い会場でご参加ください。

市民懇談会日程

浜通り×さんじょうライフvol.36310

問い合わせ 復興企画部 企画課 0244-24-5358TEL

地 区 と き ところ

小高区

中部 7月7日(土) 午後6時30分～8時30分

浮舟文化会館東部 7月8日(日) 午後4時30分～6時30分

西部 7月16日(月・祝) 午後4時30分～6時30分

鹿島区

鹿島 7月13日(金) 午後6時30分～8時30分 かしま交流センター

真野 7月14日(土) 午前10時～正午 万葉ふれあいセンター

上真野 7月14日(土) 午後1時30分～3時30分 角川原総合研修センター

八沢 7月15日(日) 午前10時～正午 かしま交流センター

原町区

太田 7月7日(土) 午後1時30分～3時30分 太田生涯学習センター

大甕 7月8日(日) 午前10時～正午 大甕生涯学習センター

高平 7月16日(月・祝) 午前10時～正午 高平生涯学習センター

石神 7月16日(月・祝) 午後1時30分～3時30分 石神生涯学習センター

原町 7月17日(火) 午後6時30分～8時30分 原町生涯学習センター

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. 南相馬市長７月定例記者会見 [11分]

3. まちなか探訪 Vol.3 全国植樹祭サテライト会場レポート [5分]

4. 「広報みなみそうま」市民記者記者証交付式 [11分]

5. 地域おこし協力隊委嘱式 [5分]

6. 平成30年度第1回相馬野馬追保存会総会＆第1回相馬野馬追執行委員会 [17分]

7. 波乗り体操 [7分]

8. リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [7/4～7/11]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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浪江町からのお知らせ

６月２９日

かねてより病気療養中の浪江町長（馬場 有）が、６月２７日に逝去いたしました。

ここに生前のご厚誼を深く感謝するとともに、謹んでお知らせいたします。

また、浪江町役場本庁舎および二本松事務所に、記帳所を設けました。

※ 後日、偲ぶ会を予定しております。詳細等決まりましたら改めてご連絡いたします。

【記帳所】

場所：本庁舎（１階）および二本松事務所

期間：６月２９日（金）から７月１６日（月）

※記帳所でのご香典、ご供物等の儀は固くご辞退

申し上げます。

※二本松事務所では、土日祝日の記帳はできま

せんのでご了承ください。

訃報（浪江町長 馬場 有）
ば ば たもつ

故 馬場有町長をお見送りしました

７月２日(月)午後３時にご自宅を出発され、葬儀場

へ向かわれる途中、役場本庁舎正面入口を経由されま

した。

職員一同、町の復興を望み一心にご功労された生前

のお姿に敬意を表しますとともに、安らかにご永眠さ

れますようお祈りいたしました。
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８月５日は、浪江町長選挙およ浪江町議会議員補欠選挙の投票日です

6月26日HP更新
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問い合わせ 選挙管理委員会 0240-34-0235TEL

この選挙は、私たちの意見や要望の声を町政に反映させるための代表者を選ぶ大切な選挙で

す。

自分の意志と主張で、私たちの代表に最もふさわしい方を選びましょう。

投票できる方

次の要件に当てはまり、浪江町の選挙人名簿に登録されている方です。

日本国民である方

満１８歳以上の方（平成１２年８月６日までに生まれた方）

平成３０年４月２５日までに浪江町に転入届を提出し、引き続き浪江町の住民基本台帳に登

録されている方

※ 投票する前に浪江町から転出された方は、投票できません。

滞在地(避難先)での不在者投票

避難などで遠方へ行かれている方は、滞在地（避難先）の市区町村で不在者投票をすることが

できます。

不在者投票のできる期間 ７月２７日（金）から８月４日（土）

時間・場所 投票する最寄りの選挙管理委員会にお問い合わせください。

※ 避難先の市区町村の選挙管理委員会で投票できるのは、原則、平日(土・日曜日、祝日

を除く)の勤務時間内となりますので、ご注意ください。

三条市での不在者投票については
後日お知らせします。
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国民健康保険の医療費一部負担金等の免除延長のお知らせ

7月2日HP更新

問い合わせ 健康保険課 国保年金係 0240-34-0242TEL

国民健康保険の医療費一部負担金の免除期間が、平成３１年２月２８日まで延長されます。

新しい免除証明書は７月下旬に発送いたします。

８月１日以降に医療機関を受診する場合は保険証といっしょに必ず提示してください。

・国民健康保険の免除証明書・・・オレンジ色のカード型

対象者および免除期間

※１ 「上位所得層」とは、同じ世帯で国民健康保険加入者全員の平成２９年中の基礎控除後の

所得合計額が６００万円を超える世帯

「上位所得層」となった場合は、免除対象外となります。

また、世帯内に未申告者がいる場合、所得の判定ができないため、免除証明書の交付がで

きません。

※２ 「旧避難指示区域等」とは旧居住制限区域および旧避難指示解除準備区域

免除期間内であっても、世帯内の国民健康保険の増加や減少、世帯主の変更、所得の変更

などにより免除対象や免除対象外となる場合があります。

新規転入者のうち、他市町村で国民健康保険の免除を受けていた方は、免除対象者となる

場合もありますので詳しくはお問い合わせください。

注意事項

(1) 町国民健康保険以外の保険に加入の方は、勤務先か保険証に書かれている保険者にお問

い合わせください。

なお、町国民健康保険以外の保険に加入している方で、今回免除証明書が届いた方は、国

民健康保険脱退手続きをしてください。

国民健康保険の保険証と免除証明書は使用できません。

使用した場合、かかった医療費（１０割）を返還していただくことになりますのでご注意ください。

(2) 入院時食事療養費の標準負担額や接骨院等を受診した際の療養費一部負担金相当額の免

除は、平成２４年２月２９日で終了しています。

免除対象者 免除期間

上位所得層（※１）を除く旧避難指示区域等（※２）の方 平成30年8月1日～平成31年2月28日

旧避難指示区域等の方で上位所得層の方 免除対象外

帰還困難区域の方 平成30年8月1日～平成31年2月28日
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後期高齢者医療保険の医療費一部負担金の免除期間延長のお知らせ

7月2日HP更新
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問い合わせ 健康保険課 国保年金係 0240-34-0242TEL

後期高齢者医療保険の医療費一部負担金の免除期間が、平成３１年２月２８日まで延長されま

す。

新しい免除証明書は７月下旬に発送いたします。

８月１日以降に医療機関を受診する場合は保険証といっしょに必ず提示してください。

• 後期高齢者医療保険の免除証明書・・・オレンジ色のA4型

対象者および免除期間

※１ 「上位所得層」とは、同じ世帯で後期高齢者医療被保険者の基礎控除後の総所得金額等

を合算した額が６００万円を超える世帯

※２ 「旧避難指示区域等」とは旧居住制限区域および旧避難指示解除準備区域

免除期間内であっても、世帯内の後期高齢者医療保険加入者の異動や、所得の変更などに

より、免除対象や免除対象外となる場合があります。

新規転入者のうち、他市町村で後期高齢者医療保険の免除を受けていた方は、免除対象者

となる場合もありますので詳しくはお問い合わせください。

免除対象者 免除期間

上位所得層（※１）を除く旧避難指示区域等（※２）の方 平成30年8月1日～平成31年2月28日

旧避難指示区域等の方で上位所得層の方 免除対象外

帰還困難区域の方 平成30年8月1日～平成31年2月28日
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本宮市復興公営住宅（桝形団地）の入居者を募集します（7/11まで）

6月28日HP更新
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本宮市では、原子力災害により避難指示を受けている方が入居できる６１戸の復興公営住宅を

市内３カ所に整備しました。

今回、桝形第二市営住宅で１戸が空室となりましたので、入居者を募集します。

募集する住宅

申込書・募集要項などの入手方法

本宮市白沢総合支所にお問い合わせいただくか、浪江町ホームページからダウンロードしてく

ださい。

申し込み期限

７月１１日（水）必着

申し込み方法

窓口または郵送による提出

【提出・問い合わせ先】

本宮市役所白沢総合支所 地域振興課 地域振興係

〒969－1203 本宮市白岩字堤崎494番地22

0243-44-2113

受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分 ※土・日、祝日を除く

TEL

住宅の名称 所在地 構造など 間取り 募集戸数 ペット

桝形第二市営住宅 本宮市仁井田字桝形 木造平屋建て 3LDK 1戸 不可

問い合わせ 浪江町 生活支援課 住宅支援係 0243-62-0194TEL
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桑折町災害公営住宅入居者の公募について（7/9から8/24まで）

6月29日HP更新

TEL

住宅の名称 所在地 構造など 間取り ペット 入居時期(予定)

桑折町災害公営住宅 桑折町字東段 地内
木造2階建て 3LDK 可

室内で2匹まで
平成30年10月

木造平屋建て 2LDK

問い合わせ 浪江町 生活支援課 住宅支援係 0243-62-0194TEL

桑折町では、下記のとおり、災害公営住宅入居者の募集を行います。

募集する住宅

※ 募集戸数については、お問い合わせください。

募集期間

７月９日（月）～８月２４日（金） ※８月２４日必着

入居資格

(1) 平成２３年３月１１日時点で浪江町民であること

(2) 避難指示区域の外に居住可能な住居（自己所有の住宅等）を有していないこと

(3) 地方税の滞納がないこと

(4) 入居申込者または同居者が暴力団でないこと

【問い合わせ・申込先】

桑折町役場 分庁舎1階 まちづくり推進課

024-582-2124

（午前８時３０分～午後５時 土日祝日を除く）
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町長メッセージ

7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

早いもので春から夏へと季節が移り変わりました。

３月から６月にかけて、各行政区において総会、交流会が開催

されました。私も日程を調整して可能な限り出席し、参加した皆さま

に双葉町特定復興再生拠点区域復興再生計画や復興の具

現化元年としての取組み状況について説明し、懇談しました。改

めて町民の皆さまの故郷双葉町を思う強い気持ちを感じるとともに、

復興に向けたお力添えを賜り、気の引き締まる思いがしました。

５月２６日に、いわき市錦町の仮設校舎体育館で町立幼稚園、小学校の運動会が開

催され、今年も元気いっぱいの子どもたちが笑顔で競技や演技をする姿に声援を送りまし

た。年々子どもたちの数が増え、現在の体育館では狭くなり、来年度に向けて新たな課

題も生じてまいりました。

同日は、友好都市である埼玉県加須市の小学校でも運動会が開催されました。双葉

町の子どもたちが多く就学している騎西小学校では、今年も双葉町民の指導のもと「ふた

ば音頭」を全校生で踊っていただきました。たいへんありがたく騎西小学校のご配慮に心

から感謝申し上げる次第です。

６月２日には、いわき市植田鮫川河川敷公園において双葉町民パークゴルフ大会が

開催され、青空の下私も町民の方と一緒にプレーを楽しみました。これから秋にかけて

様々なスポーツイベントが開催されます。多くの町民の皆さまにご参加いただき、健康の維

持向上と町民同士の交流を深めていただきたいと思います。

６月９日には天皇、皇后両陛下が復興公営住宅北好間団地をご訪問され、復興公

営住宅に住む富岡、大熊、双葉、浪江町の住民の代表と懇談されました。私もその場

に同席させていただき、両陛下の優しく温かなお言葉を受け、心から感謝するとともに、７

年前の避難直後に加須市の旧騎西高校をご訪問の際、避難所にいる皆さんに励ましの

お言葉をかけていただいた時のことが鮮明に蘇りました。今後とも両陛下のご期待に添え

るよう町の復興に取り組んでいかなければとの思いを強くしました。
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翌日の１０日には南相馬市原町区雫地内の海岸防災林整備地区において第６９回

全国植樹祭が開催され、天皇、皇后両陛下のご臨席のもと「育てよう 希望の森を い

のちの森を」をテーマに植樹が行われました。今回の植樹祭が今上陛下最後の植樹祭

となるため、私も感慨深い思いで式典に参加しました。

６月２２日には、今年も双葉厚生病院前の国道６号交差点の花壇に、NPO法人ハッピ

ーロードネットの呼びかけで、町内の復興関連事業に携わる企業の協力により、約２千

株のベコニアの花が植栽され、通る人を和ませてくれています。

暑い夏に向かいます。体調を崩しやすい季節ですので、日ごろの体調管理に気をつけ

て、暑い夏を上手に乗り切りますようにお願いいたします。

双葉町長 伊澤 史朗
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「私のことはあてにするな」

郡山行政区の区長を務めていた佐藤一夫さんは、奥さんにそう伝えざるを得ませんでした。

海沿いの郡山行政区は津波の到来が予想されており、震災直後の混乱の中、地域住民の安否

確認のため決死の覚悟で地区公民館へ向かいました。

一睡もせず地区の見守りを続け迎えた翌朝、町から川俣町への避難指示が発令。

指示に従い避難するも、ビスケット1枚を2人で食べるほど物資が不足しており厳しい状況だ

ったそうです。

そんな過酷な状況を救ってくれたのは、避難先住民によるおにぎりやテレビなどの差し入れ。

「感謝の気持ちが溢れてきた」と佐藤さんは話しています。

お世話になった方々へ佐藤さんが伝えたいメッセージ。ぜひご覧ください。

https://youtu.be/1xnelwg0mG0

【ありがとうメッセージPick Up】#014
炊き出しなど避難先住民からの温かい支援に感謝
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三条市の協力を得て、お盆前の一時帰宅を計画しました。

今回は、避難者のみ(ボランティア同行なし)の一時帰宅です。定員4人(受け付け順)とさ

せていただきます。

梅雨の時期を経て、家の中の湿気やカビ、家周りの伸びた草木も気になっている方もいる

かと思います。

また、ご先祖のお墓参りなども可能です。ご相談いただければ対応させていただきます。

日 時 ８ 月８ 日

行 程 三条市出発 午前 5時頃

現地到着 午前10時頃

＊自宅や目的地に送迎

現地出発 午後 3時頃

三条市到着 午後 9時頃

水

申込締切 ７月１８日(水)正午
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

※片道利用もＯＫです。
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福 島 復 興 本 社

「一時立入、検査受診等にともなう移動費用の賠償」につきまして、以下の通りご請求の受付を開

始させていただきますので、お知らせいたします。請求書類をご希望される方は、大変お手数ですが、

「福島原子力補償相談室（コールセンター）」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

・ご請求対象期間：平成３０年４月１日から平成３０年６月３０日まで（原則３カ月単位）

・ご請求受付開始：平成３０年７月１日

（平成３０年３月２６日お知らせ済み）

なお、やむを得ない理由により、上記以外にも損害の継続を余儀なくされている方につきましては、

別途、ご事情をお伺いさせていただきますので、「福島原子力補償相談室（コールセンター）」までご

連絡くださいますようお願い申し上げます。

問い合わせ
＜原子力事故による損害に対する賠償に関する問い合わせ先 ＞
福島原子力補償相談室（コールセンター）

0120-926-404 午前9時～午後7時(月～金（除く休祝日))
午前9時～午後5時(土・日・休祝日)



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 20 50

原町区 4 7

南相馬市 計 24 57

浪江町 3 11

双葉町 2 4

郡山市 4 9

合 計 33 81

三条市に避難している
世帯数と人数(2018.7.4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

７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。

５日 ６日 ７日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日 １４日

ひばり休み ひばり休み
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

海の日

ひばり休み 茶話会
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み
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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


