
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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くわしくは次号でご報告します。

10月3日(水)、今回で最後となる、通算12回目の

一時帰宅支援＆復興ボランティア派遣が行われました。



被災自治体News

小高郵便局近くに建設中の商業施設「小高ストア」の建物が出来上がってきました。

１０月末に建物が完成し、施設と設備の検査後１２月上旬開店予定です。

小高の避難指示が解除され２年以上が経過

しました。

7月31日現在1,303世帯2,877人の人たち

が小高で生活し、少なからず買い物には不便を

感じていました。

生活環境も徐々に整い始めた小高で待望の

スーパーになります。大いに期待しています。

〔市民記者・原敏則〕

スーパー「小高ストア」12月上旬開店予定

浜通り×さんじょうライフvol.3742

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１０月定例記者会見 [9分]

3. ＭＪＣアンサンブル東京公演コンサート

震災を乗り越えて 復興と、その先の「夢」を唄う [20分]

4. 南相馬市の高校生が海を越えて学んだ世界

南相馬市派遣学生 出発・帰国報告会 [15分]

5. 市長の部屋へようこそ！ 一之宮町まちづくり協議会 [9分]

6. 南相馬市民の歌 [4分]

7. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容 [10/3～10/10]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

© City of Minamisoma

南相馬市からのお知らせ



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

10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、申し込み資格(1)の方を優先します。

№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

2 西川原団地 15号室 1階 2DK 5年 15,600～41,400 あり

3 西川原第二団地 3号棟203号室 2階 3DK 3年 18,500～49,100 1,000円/月

№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

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

5 大町西団地 103号室 1階 2DK 4年 18,200～48,400 1,000円/月

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

№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 小高上町団地 7号棟2号室 1・2階 3DK 3年 19,800～52,400 1,000円/月
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被災自治体News

TEL

入居日

１１月１日（木）

申込期限

１０月１２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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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

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 階数 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 1・2階 3DK 18年 19,000～37,400 あり

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

3 小高 紅梅団地 D-4-2号室 1・2階 3DK 19年 18,900～37,000 あり

4 小高 万ヶ廹団地 27-2号室 1・2階 3DK 8年 17,700～34,800 なし

5 原町 国見町団地 2号棟401号室 4階 3DK 34年 14,600～28,800 あり

6 原町 仲町団地 1号棟503号室 5階 3K 45年 9,800～16,400 あり

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

【募集】10月分の市営住宅入居者を募集します

10月1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

１１月１日（木）

公募期限

１０月１２日（金） ※申し込み受け付けは、土・日曜日、祝日を除く。
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被災自治体News
平成30年度南相馬市特定疾患患者見舞金支給の申請手続きについて

10月1日HP更新

平成３０年度南相馬市特定疾患患者見舞金支給の申請手続きを下記のとおり行いますので、

期間内に手続きをしてください。

対象

１０月１日（基準日）において南相馬市に住民票を有する(1)または(2)の方

(1) 指定難病医療費受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方

(2) 福島県小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方と生計を同一にする保護者

※ 特定疾病療養受療証（人工透析等）をお持ちの方は、見舞金支給の対象にはなりません。

支給金額

２万円

申請受付期間

１０月２２日（月）～１１月２２日（木） ※土曜日、日曜日、祝日を除く。

午前９時～午後５時

※ 申請受付期間内に手続きをとられなかった方は、見舞金支給の対象にはなりません。

申請に必要な書類等

申請書

基準日において有効な「指定難病医療費受給者証」、「特定疾患医療受給者証」、「福島県小

児慢性特定疾病医療受給者証」の写し

対象者の預金通帳の写し（対象者が未成年である場合は、保護者の通帳）

印鑑

保護者の身分証明書（対象者が未成年である場合）

※ 昨年度申請した方には、１０月下旬（予定）に市から申請書類等を郵送します。

※ 昨年度申請しなかった方は、１０月２２日以降に下記の問い合わせ先・申請場所で申請してく

ださい。

【問い合わせ先・申請場所】

・南相馬市役所 社会福祉課社会福祉係（東庁舎1階） 0244-24-5243

・鹿島区市民福祉課福祉係（鹿島区役所1階） 0244-46-2114

・小高区市民福祉課福祉係（小高区役所1階） 0244-44-6413

※郵送による申請先

〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地 南相馬市役所

社会福祉課 特定疾患患者見舞金担当

TEL

TEL

TEL
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被災自治体News

9月29日、浪江町地域スポーツセンターにおいて、双葉郡８町村の祭典「ふたばワールド

2018inなみえ」が開催されました。

「ふたばワールド」は再会・交流の機会を創出するイベントとして平成25年に再開し、浪江

町では震災後初めての開催。オープニングアクトは浪江町川添芸能保存会の川添神楽、その後、

標葉郷騎馬会の礼螺吹奏により「ふたばワールド2018inなみえ」がスタートしました。

ステージイベントは、「浪江町相馬流れ山踊り保存会」を始めとするふたば伝承隊のパフォ

ーマンス、歌手の美川憲一さんや浪江町出身のシンガーソングライター牛来美佳さんのライブ

などで会場は大いに盛り上がりました。

また、会場では大相撲玉ノ井部屋プロデュースによる地元食材で作った大鍋「鮭の酒粕ちゃ

んこ鍋」が振る舞われるなど、来場した住民の皆さんが交流を深める場となりました。

ふたばワールド2018inなみえ

これまで浪江町タブレットキャラクターとして皆さまに親しまれてきた「うけどん」ですが、

先日１０月１日、吉田町長より、「浪江町イメージアップキャラクター」として委嘱を受けま

した。

今後はタブレットに関連したイベントだけでなく、町外を含むさまざまなイベントで町の情

報を発信していくこととなります。うけどんの更なる活躍にご期待ください！

うけどんがイメージアップキャラクターに
委嘱されました

浪江町からのお知らせ浪江町からのお知らせ
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被災自治体News

町長メッセージ

10月1日HP更新

双葉町からのお知らせ

実りの秋を迎えました。

８月には、各避難先の自治会でそれぞれ趣向を凝らした夏祭りや盆踊り大会が開催さ

れました。私もできる限り出席して町民の皆さんと懇談しました。また、相馬盆唄や双葉音

頭を踊る皆さんの姿を拝見し、ふるさと双葉町への思いにふれることができました。

８月２８日には、中野地区復興産業拠点への進出第１号となる株式会社アルメディオ

（髙橋靖社長）と企業立地協定締結を行いました。同社は、オーディオ機器やパソコン

関連のテスト用メディア、工業炉用の断熱材などを国内外で生産しているほか、カーボン

ファイバー加工など新分野進出にも積極的に取り組んでいる企業であり、産業拠点内の

約２ヘクタールの土地に工場を建設予定であり、町としても大きな期待を寄せているところ

です。

９月４日、非常に強い勢力の台風２１号が日本に上陸し、近畿地方を中心に強風や

高潮などによる大きな被害をもたらしました。

さらに９月６日の午前３時８分頃には北海道胆振（いぶり）地方中東部を震源とする最

大震度7の地震が発生し、大規模な土砂崩れや住宅の倒壊、液状化現象など甚大な

被害をもたらすとともに、多くの犠牲者を出しました。双葉町から北海道に避難している皆

さんは無事という公表を聞き、胸をなでおろしましたが、ニュースなどの映像を見て被害の

大きさに驚くばかりでした。いつどこで発生するかわからない災害に対する備えについて、

対応策を講じていかなければならないことを痛感しました。

９月６日から１２日までの７日間、第３回双葉町議会定例会を招集しました。提出した１７

議案については、慎重な審議をいただきすべて原案のとおり可決されました。

１０月６日には、Ｊヴィレッジにおいて、昨年に続きオリンピックデー・フェスタｉｎふたば、ふた

ばスポーツフェスティバル２０１８を開催いたします。６人のオリンピアンとふれあいながら、誰

でも楽しめるレクリエーションを行い、交流を深めていただきたいと思います。そして震災前

に行われていた町民体育祭を思い出しながら、体を動かし、さわやかな汗を流していただ

ければと思います。

次ページへ続きます
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被災自治体News

高野芳彦さんは震災のあった夜、自宅にいました。余震の揺れがひどく、道路で休んでいた

高野さん。その時、通りかかった地元消防団の姿を見て、驚いたと言います。「自分たちも被

災し家族がいるにも関わらず、地域を巡回してくれるなんて誰もが容易にできることではな

い。」高野さんは消防団の活動を心から讃え、今なお感謝の思いを募らせています。

その後、避難指示の防災無線を聞き、川俣町へと移動した高野さん。不安な状況の中、何時

間もかかってようやく到着した川俣町。そこで受けたあたたかい支援に、ありがたみを感じず

にはいられなかったそうです。

ありがとうメッセージを通して震災を振り返り、自分が経験したからこそ伝えられることが

あると話す高野さん。高野さんの思いを、ぜひご覧ください。

https://youtu.be/YRcb3wjL9fg

【ありがとうメッセージPick Up】#026
地域を巡回してくれた地元双葉町の消防団への感謝

今年度も１０月１１日から１１月１７日までの期間に県内外１１会場において町政懇談会

を開催いたします。今回の町政懇談会では、特に帰町に向けた基本的な方針案につい

て説明するとともに、広く町民の皆さまから双葉町の復興に対するお考えやご意見を拝聴

し、町政に反映してまいりたいと考えております。ぜひこの機会に、お誘い合わせのうえ、お

近くの会場に足をお運びいただきますようお願いいたします。

過ごしやすい季節になりましたが、寒さに向かう時節ですので、健康管理にはくれぐれも

ご留意されますようお願いいたします。

双葉町長 伊澤 史朗
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被災自治体News

長年一緒に暮らしてきた愛犬は、家族同然という方は多いのではないでしょうか。震災時、

家族6人・愛犬2匹での避難となった石橋忠重さん。動物は避難所の中に入ることができなかっ

たため、3月の寒さの中、石橋さんは愛犬と車中で寝ていたそうです。

また、石橋さんは中学入学を控えたお孫さんのことも気がかりでした。入学式までにどこか

に落ち着かなくては。そんな思いで震災からの日々を過ごしていました。

そんな時、救いの手を述べてくれたのは、群馬県内に別荘を持つ一人の女性でした。その女

性は「今は別荘を使っていないから、誰かのために」と群馬県に避難者受け入れを申し出てい

ました。群馬の方にはいろいろお世話になったと話す石橋さん。石橋さんのありがとうメッセ

ージ、ぜひご覧ください。

https://youtu.be/twt9dO4SlAs

また、震災から7年が経過し未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

る動画もあわせて配信中です。

ぜひご覧いただき、震災や原発事故について振り返る時間を共有できれば幸いです。

https://youtu.be/77P5Vl0rj2k

【ありがとうメッセージPick Up】#027
愛犬を連れた避難を受け入れてくれた方への感謝
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双葉町民の避難状況
【都道府県別】 平成30年9月30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 174 静岡県 35 島根県 17 長崎県 5

岩手県 11 東京都 341 愛知県 6 岡山県 3 熊本県 2

宮城県 244 神奈川県 166 三重県 1 広島県 3 大分県 6

秋田県 10 新潟県 144 滋賀県 1 山口県 - 宮崎県 1

山形県 26 富山県 14 京都府 9 徳島県 - 鹿児島県 12

福島県 4,075 石川県 13 大阪府 5 香川県 - 沖縄県 4

茨城県 470 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 6,899

群馬県 40 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 252 田村市 18 西郷村 34

会津若松市 45 南相馬市 260 矢吹町 28

郡山市 692 伊達市 9 棚倉町 10

いわき市 2,208 本宮市 38 塙町 8

白河市 189 桑折町 5 三春町 15

須賀川市 66 大玉村 7 広野町 40

喜多方市 8 鏡石町 9 新地町 9

相馬市 52 会津坂下町 10 その他 38

二本松市 18 会津美里町 7 合 計 4,075

(前月 6,892)

(前月 4,074)

所在 人数

福島県内に避難している方 4,075

福島県外に避難している方 2,824

＊所在不明者 2人
＊死亡者 677人

うち災害関連死亡者 170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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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。

（概要については平成３０年３月２６日お知らせ済み）

・ご請求対象期間：平成３０年７月１日から平成３０年９月３０日まで（原則３カ月単位）

・ご請求受付開始：平成３０年１０月１日

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)



三条市News

●期 間 １０月１２日（金）～２６日（金） ※土・日は投票できません。

●時 間 午前８時30分～午後５時30分

●場 所 三条市選挙管理委員会事務局 （三条市役所第二庁舎１階１０１会議室）

手続方法

①投票用紙一式を請求する。
避難元自治体の選挙管理委員会から届いた「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、

返信用封筒に入れて郵送してください。

②投票用紙一式を受け取る。
避難元自治体の選挙管理委員会から「投票用紙、投票

用封筒（内封筒と外封筒）、不在者投票証明書」が郵送さ

れます。

③三条市選挙管理委員会で投票する。
受け取った封筒一式を持参して投票してください。

避難元自治体の投票所(期日前投票所を含む)で投票する方は、請求しないように注意願
います。
請求してからは、避難元自治体の投票所で投票することができなくなる場合があります。

投票済みの用紙を郵送する必要があるため、
余裕を持って早めの投票をお願いします。

証明書の開封や投票用紙への事前記入は
絶対にしないでください。

投票ができなくなります。

問い合わせ 三条市選挙管理委員会事務局 0256-34-5594（直通）

１０月１１日（木）告示 １０月２８日（日）投開票

TEL

不
在
者
投
票

三条市役所三条庁舎

選挙管理委員会
事務局

第二庁舎

【三条市長選挙の投票が１０月２８日に行われる場合】

１０月２２日（月）～２７日（土） は、午後８時まで投票できます。

浜通り×さんじょうライフvol.37412
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県央食品卸売センター

交流ルームひばり通信

三条市の台所を預かる県央食品卸売センター様から、今年もお誘いいただきました。

季節の野菜、果物の競売やバナナのたたき売り、ゲームなど楽しいイベントもあります。

ぜひ、お仲間をお誘いの上、ご来場ください。

と き １０月６日

8:50 お客様入場

卵10個入り大特売セール

9:00 もりかご、季節の野菜・果物競売

バナナのたたき売り

10:00 ゲーム 野菜の収穫祭 ほか

12:00 終了

ところ (株)三条中央青果卸売市場内

県央食品卸売センター

三条市上須頃4840-17 TEL 0256-34-5855

※受付で「ひめさゆりカード」を提示していただくと、

一世帯につき１,０００円分の商品券を差し上げます。

土
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問い合わせ
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

今年も、下田の渡邉さんの畑に芋ほりに行きませんか。対象は、子ども(20歳未満)と、

その家族です。

いつも、お米を頂戴している渡邉さんご夫婦に、直接感謝の気持ちをお伝えするチャン

スです。

と き １０月６日 ※雨天の場合、10月13日（土）

午前10時 現地集合

作業終了次第、現地解散とします。(午後1時終了予定)

ところ 三条市棚鱗1443-2(渡辺青果直売所裏の畑) 

持ち物 軍手、長靴、汗拭きタオル、帽子

※ゴム手袋もあると便利です。

土

たなひれ

問い合わせ
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０



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 1 3

郡山市 4 9

合 計 32 80

三条市に避難している
世帯数と人数(2018.10.4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

１０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 ６

ひばり休み

こども
芋ほり体験

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

ひばり休み

体育の日

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

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

ひばり休み 茶話会
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

浜通り配布
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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


