
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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日本郵便は、福島県・南相馬市・浪江町の協力により、

小高～浪江郵便局間（約９km）で、ドローンを使った

自立飛行による試験輸送を、１１月７日から始めます。

■飛行予定日 毎月第2・第3週 火曜～木曜

■飛行時間帯 午前9時～午後4時

■飛行回数 1日最大2往復

■飛行高度 60m以下

■飛行速度 秒速15ｍ(時速約54km）以下

■積載する物 郵便局内で使う書類・パンフレットなど

２㎏以内の荷物

この試験実績を踏まえ、

将来的にお客さまの荷物や

書類などの配送が可能かを

検討していきます。

（10月30日の

プレスリリースなどから）

小高
郵便局

浪江
郵便局

約9km

●南相馬市ＨＰ「フォトレポ」から



被災自治体News

© City of Minamisoma

８９ 土

東京電力福島第一原発事故に伴い、放射性物質を含んだイノシシなど捕獲した有害鳥獣を焼

却処分する有害鳥獣焼却施設建設工事の安全祈願祭が、原町区小沢地内の整備予定地で行われ

ました。

施設は、平成31年度の稼働を目指し1日当たり6頭程度、年

間で1,500頭程度の焼却処理を見込みます。

さらに、施設では十分な容量のバグフィルターを備え、煙か

ら飛灰を取り除き放射性物質の飛散を防ぐほか、煙突を屋根に

設置しないなどして、一般の建物と変わりない外観の形成に配

慮しました。

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！ 佐久法人会 [6分]

3. おとなの修学旅行！ ～南相馬市施設めぐり～ [30分]

4. つながる想い ～かしまの一本松工芸盆栽の寄付受納～ [8分]

5. 想いは永遠に ～ありがとう かしまの一本松 お別れ式～ [12分]

6. 南相馬市議会放送のお知らせ [2分]

番組内容 [10/31～11/7]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

浜通り×さんじょうライフvol.3782



被災自治体News

福島県知事選挙の投開票結果について(10月28日執行)

【南相馬市】 10月28日HP更新

問い合わせ 福島県選挙管理委員会事務局 024-521-7062TEL

■開票結果 ■確定投票率

男 女 計

有権者数(人) 25,870 26,496 52,366

投票者数(人) 12,185 13,649 25,834

棄権者数(人) 13,685 12,847 26,532

投票率(%) 47.10 51.51 49.33

候補者氏名 得票数

内堀 まさお 23,692

金山 じゅん 218

髙橋 翔 503

町田 かずし 1,166

有効投票 25,579

無効投票 255

持ち帰り票 0

投票総数 25,834

南相馬市からのお知らせ

市と会津大学は１０月２５日、福島イノベーション・コースト構想の実現に向けた連携協定

を結びました。

市と会津大学は、地元企業や教育機関とも連携・協力

しながら、人材の育成や産業支援などに取り組みます。

福島イノベーション・コースト構想の実現に向けた取

り組みを通じて、本市の復興と再生につなげる狙いです。

協定の内容は以下の通りです。

１ ロボット分野等に係る産業人材育成に関すること

２ ロボット分野等に係る産業支援に関すること

３ 福島ロボットテストフィールド等における産学連携の推進に関すること

４ 南相馬市の復興と相双地域の振興に向けた取組の支援に関すること

５ その他相互に連携・協力することが必要と認められる事項

会津大学と連携協定を締結
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被災自治体News

浪江町からのお知らせ

福島県知事選挙の投開票結果について(10月28日執行)

【浪江町】 10月28日HP更新

問い合わせ 福島県選挙管理委員会事務局 024-521-7062TEL

■開票結果 ■確定投票率

男 女 計

有権者数(人) 7,457 7,942 15,399

投票者数(人) 2,836 2,904 5,740

棄権者数(人) 4,621 5,038 9,659

投票率(%) 38.03 36.57 37.28

候補者氏名 得票数

内堀 まさお 5,261

金山 じゅん 77

髙橋 翔 109

町田 かずし 249

有効投票 5,696

無効投票 44

持ち帰り票 0

投票総数 5,740

「復興なみえ町十日市祭」を開催します

10月26日HP更新

会場

浪江町地域スポーツセンター敷地内 （浪江町大字権現堂字下馬洗田5-2）

※ 車でお越しの際は、ふれあいセンター南側駐車場、中央公園駐車場、浪江小学校駐車場、

浪江町役場駐車場をご利用ください。路上・私有地への駐車はお控えください。

日程・開催時間

１１月２４日(土) 午前１０時～午後５時

１１月２５日(日) 午前１０時～午後４時

問い合わせ
復興なみえ町十日市祭運営委員会・浪江町商工会

0240-35-3321TEL
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被災自治体News

平成30年度双葉町住民意向調査を開始します

10月29日HP更新

今後の生活設計や帰還意向について、皆さまのお考えを把握するため、今年度も復興庁、福

島県との共同で住民意向調査を実施します。

多くの町民の皆さまの声を反映した“町民一人一人の復興”と“町の復興”が進められますよう、

調査への協力をお願いします。

実施期間

１０月２９日（月）～１１月１４日（水）

対象

各世帯（分離避難されている場合は、それぞれの

世帯）の代表者に専用の封筒で調査票を送付しま

すので、送付された代表者ごとに回答をお願いしま

す。

提出方法

記入後、同封の返信用封筒へ調査票を封入し、

郵便ポストへ投かんしてください。（切手不要）

【問い合わせ先】

○復興庁「住民意向調査」問い合わせセンター 0120-746-116

[設置期間：１０月３０日（火）～１１月１４日（水） 平日午前１０時～午後５時]

○福島県 避難地域復興局 生活拠点課 024-521-8617

○双葉町 いわき事務所 復興推進課 0246-84-5203
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双葉町からのお知らせ



被災自治体News

双葉町老人クラブ連合会会長も務める玉野憲一さん。支援者の皆さんの小さな心遣いを見逃

さず今も心に留めています。

ゆっくりと思い出しながら、優しい口調で語られる玉野さんの震災直後のエピソード。全町

避難で川俣町へと向かう大渋滞の道路で道標になってくれた人たち、川俣町で町民みんなに配

給されたおにぎり、全国から届いた支援物資。

玉野さんのお話からは、避難者が味わった苦労とともに、避難者を支えようと努めてくださ

った周囲の方々の温かみを感じることができます。ぜひご覧ください。

https://youtu.be/33PR6gfsMwg

【ありがとうメッセージPick Up】#031
川俣町の皆さんの気遣いと多くの支援物資への感謝

福島県知事選挙の投開票結果について(10月28日執行)

【双葉町】 10月28日HP更新

問い合わせ 福島県選挙管理委員会事務局 024-521-7062TEL

■開票結果 ■確定投票率

男 女 計

有権者数(人) 2,470 2,704 5,174

投票者数(人) 892 990 1,882

棄権者数(人) 1,578 1,714 3,292

投票率(%) 36.11 36.61 36.37

候補者氏名 得票数

内堀 まさお 1,722

金山 じゅん 22

髙橋 翔 33

町田 かずし 84

有効投票 1,861

無効投票 21

持ち帰り票 0

投票総数 1,882
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被災自治体News

総務省「全国避難者情報システム」に登載されている

郡山市から他市町村への避難者数について 10月25日HP更新

郡山市からのお知らせ

問い合わせ 市民部 市民課 024-924-2131TEL

１０月１日現在で総務省「全国避難者情報システム」に登載されている郡山市から他市区町村

への避難者数は下記のとおりです。

なお、避難者数は、避難者からの任意の届け出により集計したものです。

避難者数

(1) 総計 ４,０１９人 （県内７０人 県外３,９４９人）

(2) 避難者のうち１８歳未満 １,５１２人 （県内３４人 県外１,４７８人）

※ 平成３０年９月１日現在の避難者数総計４,０２４人から５人減少しています。

避難者数の推移
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被災自治体News

福島県知事選挙の投開票結果について(10月28日執行)

【郡山市】 10月28日HP更新

問い合わせ 福島県選挙管理委員会事務局 024-521-7062TEL

■開票結果 ■確定投票率

男 女 計

有権者数(人) 131,043 138,096 269,139

投票者数(人) 49,116 55,727 104,843

棄権者数(人) 81,927 82,369 164,296

投票率(%) 37.48 40.35 38.95

候補者氏名 得票数

内堀 まさお 92,984

金山 じゅん 2,388

髙橋 翔 3,417

町田 かずし 5,025

有効投票 103,814

無効投票 1,030

持ち帰り票 -1

投票総数 104,843

福島県知事選挙の投開票結果について(10月28日執行)

10月28日HP更新

問い合わせ 選挙管理委員会事務局 024-521-7062TEL

■開票結果 ■確定投票率

男 女 計

有権者数(人) 778,412 821,406 1,599,818

投票者数(人) 340,825 379,708 720,533

棄権者数(人) 437,587 441,698 879,285

投票率(%) 43.78 46.23 45.04

候補者氏名 得票数

当 内堀 まさお 650,982

金山 じゅん 10,259

髙橋 翔 17,159

町田 かずし 35,029

有効投票 713,429

無効投票 7,096

持ち帰り票 4

不受理票 4

投票者総数 720,533

福島県からのお知らせ
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三条市News

●期 間 １１月１２日（月）～１６日（金）

●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。
南相馬市選挙管理委員会から１１月上旬に届く「不在者投票宣誓書兼請求書」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。
南相馬市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。

南相馬市の投票所(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、南相馬市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）

１１月１１日（日）告示 １１月１８日（日）投開票

TEL

不
在
者
投
票
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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 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(2018.10.31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

１１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。

１ ２ ３

ひばり休み
浜通り配布

文化の日

ひばり休み

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

ひばり休み 茶話会
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

ひばり休み 版画教室
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


