
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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８月２３日（木）お届けの予定です。



被災自治体News
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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８月定例記者会見 [8分]

3. ITプログラミング１日体験会 in 南相馬 [23分]

4. 「元気と勇気と希望」を持って

小高中生徒会による７月豪雨災害への義援金受領式 [5分]

5. 市長の部屋へようこそ！ 株式会社キクチ [6分]

6. 四季百景～南相馬 夏・向日葵～ [4分]

7. 野馬追の里健康マラソン大会参加者募集 [4分]

8. 波乗り体操 [7分]

9. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容 [8/8～8/15]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

© City of Minamisoma
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小高区大富行政区で１日から、同行政区の住民の皆さんたちがつくった「ヒマワリ迷路」が

一般開放されています。

取り組みは今年で２年目で、約７０アールの敷地にヒマワリの種をまき、準備を進めてきま

した。

迷路のデザインは、東京大大学院生と福島大生が手掛けました。

ヒマワリの見頃が終わるまで開放するそうで、８月中旬まで楽しめそうだとのことです。

住所は小高区大富字不動沢１４７－４で、大富集落センターの東側です。

水

南相馬市からのお知らせ



被災自治体News

南相馬市既存住宅状況調査技術者派遣制度のご案内

広報みなみそうま8月1日号掲載(5月15日HP更新)
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市では、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により避難をされた市内の既存住

宅の所有者が当該住宅の劣化状況などの調査を希望する場合に、既存住宅状況調査技術者を

派遣します。

既存住宅状況調査とは

既存住宅状況調査は、建築士事務所に所属する既存住宅状況調査技術者として登録された

者が、建物の基礎、外壁などのひび割れ、雨漏りなどの劣化事象、不具合事象について目視に

より現地調査を行い、修繕計画（修繕内容、概算費用、工期など）を作成するものです。

対象となる住宅

次の要件を全て満たす住宅

1. 所有者が帰還する予定の市内に存する戸建住宅

（併用住宅の場合は、住宅の部分の床面積が延べ面積の1/2以上のもの）

2. 避難以降居住していない住宅

3. 過去にこの制度による既存住宅状況調査を受けていない住宅

対象者

対象住宅の所有者で、前年度分の市税を滞納していない方

調査費用

無料

募集期限

８月３１日（金）

※ 先着順で申し込みを受け付け、予算がなくなった場合は期限前でも終了します。

申し込み方法

「南相馬市既存住宅状況調査技術者派遣申込書」に必要事項を記入し、２部提出してください。

《申し込みに必要なもの》

申込書 建物の案内図 建物の平面図

建物の写真（東西南北 計４枚） 前年度分の納税証明書

市で発行する届出避難場所証明書 印かん

問い合わせ 建築住宅課 建築営繕係 0244-24-5255TEL



被災自治体News

浪江町長選挙および浪江町議会議員補欠選挙の開票結果について

(8月5日執行) 8月5日HP更新

浪江町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.3674

問い合わせ 選挙管理委員会 0240-34-0235TEL

男 女 計

有権者数(人) 7,464 7,953 15,417

投票者数(人) 3,290 3,351 6,641

棄権者数(人) 4,174 4,602 8,776

投票率(%) 44.08 42.14 43.08

候補者氏名 得票数

吉沢 まさみ 1,282

当 吉田 かずひろ 5,231

有効投票 6,513

無効投票 128

持ち帰り票 0

投票総数 6,641

浪江町長選挙

■開票結果 ■確定投票率

浪江町議会議員補欠選挙

■開票結果 ■確定投票率

男 女 計

有権者数(人) 7,464 7,953 15,417

投票者数(人) 3,289 3,351 6,640

棄権者数(人) 4,175 4,602 8,777

投票率(%) 44.06 42.14 43.07

候補者氏名 得票数

当 大浦 泰夫 3,398

佐々木 しげる 2,987

有効投票 6,385

無効投票 255

持ち帰り票 0

投票総数 6,640



被災自治体News

「馬場有前町長を偲ぶ会」を開催します

8月1日HP更新
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問い合わせ 総務課 秘書係 0240-34-0239TEL

馬場有町長の生前の功績に敬意を表し、「馬場有前町長を偲ぶ会」を開催します。

とき

８月１２日（日） 午後１時～２時３０分

ところ

浪江町地域スポーツセンター

（浪江町大字権現堂字下馬洗田５－２）

服装

平服（特に取決めはありません）

次第

（１）開式の辞

（２）黙とう

（３）主催者あいさつ

（４）お別れの言葉

（５）思い出のスライド

（６）献花

（７）お礼の言葉

（８）閉式の辞

その他

・供花、供物、香典などは、謹んでご辞退申し上げます。

・どなたでも参加いただけます。参加された方からの献花の時間をとらせていただきます。

・会場内に、休憩、交流スペースを設けます。



被災自治体News

本宮市復興公営住宅（吹上団地）の入居者を募集します（8/20まで）

8月7日HP更新

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、吹上市営住宅で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

８月２０日（月）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

吹上市営住宅 本宮市仁井田字吹上 RC集合3階建て 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

浜通り×さんじょうライフvol.3676



被災自治体News

特別通過交通制度の適用について

8月2日HP更新
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問い合わせ 総務課 秘書係 0240-34-0239TEL

帰還困難区域であることから、区域内の道路は一般車の通行が制限されていました。

この度、以下の路線について、帰還困難区域の特別通過交通制度を適用し、通行証の所持・

確認を要せずに通行できるようになります。

運用対象路線

国道３９９号（国道１１４号から葛尾村方面）

国道４５９号（国道１１４号から羽附、川俣町方面）

県道３５号いわき浪江線（国道１１４号室原から大堀大伝橋）

県道２５３号落合浪江線（県道３５号いわき浪江線から酒井、高瀬方面）

運用開始日

８月２日

特別通過交通運用開始後の帰還困難区域の一時立入方法について

特別通過交通制度が適用された路線は、通行の際の通行証などは不要になります。

対象の路線から帰還困難区域の自宅などへ立入りする場合は、これまでどおり「一時立入車両

通行証」などの交付を受けてから立入ることとなりますので、ご注意ください。



被災自治体News

双葉町からのお知らせ

7月28日相馬野馬追祭出陣式
7月28日から30日まで国指定の重要無形民俗文化財である相馬野馬追祭が南相馬市雲雀ヶ原祭場

地で開催されました。

28日には、震災後8年ぶりに

浪江町内において標葉郷から出

陣する56騎の出陣式が執り行わ

れました。

伊澤町長は浪江町中央公園で

行われた出陣式に出席し、町内

の沿道を練り歩く標葉郷騎馬隊

の武者行列に声援を送りました。

7月28日～30日京丹波町・双葉町子ども交流事業
7月28日から30日まで、双葉町の友好町である京都府京丹波町から中学生、高校生、松本和久教

育長、中野昭社会教育委員代表など15人がいわき市を訪問しました。

28日は町立学校仮設校舎で交流事業の開会式が行われ、復興の願いを込めて作った双葉ダルマの

切り絵はがきが伊澤町長に贈られました。伊澤町長との町の復興に関する意見交換の後、町立学校内

や復興公営住宅勿来酒井団地を見学しました。

29日京丹波町の生徒たちは、双葉中学校の生徒と一緒に相馬野馬追祭やアクアマリンふくしまな

どを見学し交流を深めました。

30日には、特別養護老人ホームせんだんを訪問して入所者と交流しました。

閉会式はいわき事務所で行われ、今後も交流活動を続けていくことを約束して有意義な3日間の交

流を終えました。

浜通り×さんじょうライフvol.3678



被災自治体News

7月21日ふくしま駅伝双葉町チーム合宿激励
7月21日、22日、ふくしま駅伝双葉町チームの合宿が北塩原村のスポーツパーク桧原湖で行われ、

監督、選手14人が参加しました。

伊澤町長も応援に駆けつけ、参加した選手の皆さんを激励しました。

7月25日原子力損害賠償審査会が双葉町内を視察
国の原子力損害賠償紛争審査会の鎌田薫会長ほか委員による双葉町内視察が行われ、中野地区復興

産業拠点やまちなか再生ゾーンなどを見学しました。

駅コミュニティセンターでは伊澤町長が原子力損害賠償紛争審査会の今後の審議に向けた要望書を

鎌田会長に手渡しました。

7月7日かながわ避難者と共にあゆむ会

テレコムセンター展望台（東京）において、NPO法人「かながわ避難者と共にあゆむ会」と双葉町

の共催により東京や神奈川近隣に避難している町民といわき・まごころ双葉会との交流会が開催され

ました。

伊澤町長は、双葉町特定復興

再生拠点区域復興再生計画の概

要について説明するとともに、

計画の具体的な取り組みについ

て説明しました。

9浜通り×さんじょうライフvol.367 



被災自治体News

7月6日自民党復興加速化本部との意見交換会
自民党復興加速化本部根本匠本部長代理、上杉謙太郎衆議院議員が双葉郡の各町村を視察された後、

7月6日東京電力ホールディングス小早川社長が来庁

浜通り×さんじょうライフvol.36710

東京電力ホールディングス株式会社小早川智明代表執行取締役社長、大倉誠常務取締役復興本社代

表が来庁し、福島第二原子力発電所の廃炉方針について説明しました。

伊澤町長は「事故から7年が経過する中でようやく方針が示されたが、長く時間がかかったように

7月6日双葉町自治会連絡協議会を開催

感じる。今後廃炉に向けて具体

的な取り組みを検討されると思

うが、過酷事故を起こした福島

第一原子力発電所の廃炉作業が

遅れることのないようにお願い

したい」と述べました。

いわき事務所に来庁され、伊澤

町長と意見交換を行いました。

伊澤町長は、復興財源や国の

支援体制の長期確保、町の意向

を尊重した避難指示解除、復興

拠点の段階的な拡大などについ

て要望書を手渡しました。

いわき事務所において双葉町自治会連絡協議会を開催し、県内外

の8つの自治会から会長ほか役員の方が集まりました。

伊澤町長は、「震災後における町民の避難、そして分散後の町民

の絆、結びつきなど自治会活動を通してコミュニティの構築に大き

く寄与、貢献されていることに御礼を申し上げます」とあいさつし

ました。

7月3日自由民主党復興加速化本部が町内視察
自由民主党東日本大震災復興加速化本部の額賀福志郎本部長が双

葉町役場を視察したあと、駅コミュニティセンターで伊澤町長と意

見交換を行いました。

伊澤町長は額賀本部長に対し、双葉町の復興に向けた重点要望に

ついて説明し、要望書を手渡しました。



被災自治体News

7月2日中央省庁へ要望活動
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佐々木清一町議会議長とともに、平成31年度予算の概算要求に向けた国への要望活動をしました。

吉野正芳復興大臣をはじめ、農林水産省、経済産業省、環境省、国土交通省、総務省、公明党復興

加速化本部に対し、町の現状を説明し、町の復興に向けた重点事項の実現に向けて要望書を手渡しま

した。

7月1日双葉郡スポーツ交流大会
浪江町、広野町を会場に双葉郡スポーツ交流大会が開催され、双葉町からはバレーボール、野球、

剣道、グラウンドゴルフの4競技に出場し、熱戦が繰り広げられました。

伊澤町長は、各試合会場を回り選手の皆さんを激励しました。双葉町チームは、避難先から選手

の皆さんが集合しての参加でしたが、バレーボールが優勝、野球が準優勝と健闘しました。



7月31日時点

搬出
市町村

予定量(㎥)
搬入量
(㎥)

通常輸送
学校等輸送

1 双葉町
132,700

8,688
-

2 浪江町
130,300

12,359
-

3 葛尾村
71,000

11,388
-

4 相馬市
16,100

-

5 南相馬市
113,200

8,401
-

6 飯舘村
151,600

17,050
-

7 福島市
78,700

9,104
20,000

8 二本松市
50,000

11,326
-

9 本宮市
20,600

7,806
-

10 伊達市
62,600

10,225
6,000

11 国見町
16,300

6,948
-

12 桑折町
19,200

-

13 川俣町
71,600

21,490
-

14 大玉村
13,700

6,806
-

■双葉工区

※フレキシブルコンテナなど1袋の体積を
1m3と換算しています。

搬出
市町村

予定量(㎥)
搬入量
(㎥)

通常輸送
学校等輸送

1 大熊町
147,000

32,173
-

2 富岡町
162,400

30,017
-

3 楢葉町
72,400

29,166
-

4 広野町
31,900

-

5 川内村
42,400

21,198
-

6 いわき市
22,200

4,869
7,800

7 郡山市
67,200

45,663
20,900

8 白河市
33,800

12,944
100

9 須賀川市
22,000

11,309
3,600

10 田村市
47,800

9,908
300

11 鏡石町
-

300

12 三春町
24,400

-

13 矢吹町
13,900

5,700
-

14 天栄村
16,100

955
-

15 西郷村
54,900

13,079
-

16 泉崎村
15,200

5,324
-

17 中島村
6,400

5,827
-

■大熊工区

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に関するお問い合わせ
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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２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12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。

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 １０月３日 詳しい日程は後日お知らせします。

集合場所 総合福祉センター

申込締切 ８月２４日(金) 正午

※浪江町、双葉町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

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(2018.8.8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

８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。

9日 10日 11日

ひばり休み
浜通り配布

山の日

ひばり休み

１２日 １３日 １４日 １５日 １６日 1７日 １８日

ひばり休み ひばり休み ひばり休み ひばり休み ひばり休み ひばり休み

１９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５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

浜通り×さんじょうライフvol.36714

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

交流ルーム「ひばり」夏季休暇は８月11日(土・祝)～1６日(木)です。


