
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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31１ 木

原町区の災害公営住宅で、日本郵便が無人走行の配送

ロボットを使った実証実験を行いました。

実験は平成29年12月に続いて2回目で、今回は集合

住宅を想定した、実際の住環境により近い環境での実証

実験です。

二輪型のロボットが荷物を積み、人や物を感知しなが

ら片道約100mを時速約2kmで進みました。

スマートフォンに通知を受けた住民が玄関先で荷物を

受け取り、実験は成功しました。



被災自治体News

© City of Minamisoma

３
２ 日

第13回南相馬市民俗芸能発表会が市民文化会館「ゆめはっと」で開催され、市民ら約500

人が来場し地域の文化に親しみました。

東京電力福島第一原発事故の影響で、双葉郡の民俗芸能団体の発表・観賞の機会が減少して

いることから今回、浪江、双葉両町の芸能保存会が1団体ずつ出演し、市内の7団体と合わせて

9団体が地域の神楽や踊りを披露しました。市外の団体が発表会に出演するのは初めてです。

浜通り×さんじょうライフvol.3902

北萱浜の天狗舞(原町区) 村上の田植踊(小高区) 南津島の田植踊(浪江町) 

下町子供手踊(鹿島区)

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２月定例記者会見 [10分]

3. 走って！歩いて！さわやか野馬追の里

第31回野馬追の里健康マラソン大会・第13回ウォーキング大会 [26分]

4. ロボットをもっと身近に ～スクールチャレンジ南相馬市大会～ [13分]

5. 南相馬見聞録～久保山地蔵院安養寺 [5分]

6. 平成30年南相馬市議会 第4回12月定例会放送日程のお知らせ [3分]

7. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容 [2/6～2/13]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）



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

2月1日HP更新

次ページへ続きます

南相馬市からのお知らせ

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

《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。

入居日

３月１日（金）

申込期限

２月１４日（木） ※郵送の場合は当日必着

№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 西川原団地 28号室 1・2階 3DK 5年 22,300～59,100 あり

2 西川原第二団地 3号棟102号室 1階 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 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 大町西団地 103号室 1階 2DK 4年 18,200～48,400 1,000円/月

5 萱浜団地 29号室 1階 2DK 3年 17,800～47,100 あり
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被災自治体News

TEL

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

【募集】2月分の市営住宅入居者を募集します

2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

３月１日（金）

公募期限

２月１４日（木） ※申し込み受け付けは、土・日曜日、祝日を除く。

次ページへ続きます
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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

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 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 原町 国見町団地 5号棟103号室 1階 3DK 33年 15,900～31,200 あり

№ 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 D-4-2号室 1・2階 3DK 19年 18,900～37,000 あり

2 小高 紅梅団地 1号棟1号室 1階 3DK 30年 12,900～19,200 あり

3 小高 万ヶ廹団地 1-1号室 1・2階 3DK 14年 16,700～24,900 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 二見町団地 2号棟403号室 4階 3DK 37年 14,300～28,100 あり

№ 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 鹿島 定住促進住宅 1号棟404号室 4階 3DK 26年 9,800～19,300 あり
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本宮市復興公営住宅の入居者を募集します（2/18まで）

2月4日HP更新

浪江町からのお知らせ

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

２月１８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

桝形第二市営住宅 本宮市仁井田字桝形

構造など 間取り 募集戸数 ペット

木造平屋建て 3LDK 1戸 不可

問い合わせ 生活支援課 住宅支援係 0243-62-0194TEL
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「いこいの村 なみえ」 従業員募集

2月1日HP更新

次ページへ続きます

(財)福島なみえ勤労福祉事業団では、「いこいの村なみえ」の従業員を募集しています。

フロントスタッフ

経験者を優遇します。

主な業務内容

チェックイン、チェックアウト、管内案内や電話応対などのフロント業務全般

清掃業務

事務全般

その他付随する業務

雇用形態

正社員

勤務時間

シフト制

(例)

①午前９時～午後５時

②午前７時～午後３時

③午後２時～１０時

※ １カ月の変形労働時間あり（実働８時間）

応募資格

不問

※ ホテル、旅館等の勤務経験の方、優遇します。

※ 未経験者も大歓迎。丁寧に指導します。

※ 大型自動車免許をお持ちの方、優遇します。

給与

（財）福島なみえ勤労福祉事業団の給与規定による。（１８７，０００円から）

経験に応じて優遇

各種手当

賞与制度あり、昇給制度あり

役職手当・家族手当・通勤手当・宿直手当・住宅手当・職能手当・深夜勤務手当など
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被災自治体News

次ページへ続きます

浜通り×さんじょうライフvol.3908

加入保険

雇用・労災・健康・厚生年金

休日

月６日以上

有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、特別有給休暇（結婚、慶弔）、介護休暇、その他各種

休暇制度あり

パート従業員

業務内容

ナイトフロント、送迎バス運転

雇用形態

アルバイト・パート

勤務時間

ナイトフロント

シフトによる交代制

午後５時～１０時

時間や曜日、勤務日数は調整可能です。希望を最大限考慮しますので、ご相談ください。

応募資格

大型自動車運転免許

※ ホテル、旅館などの勤務経験があればなお可

※ 未経験者も大歓迎。丁寧に指導します。

給与

時給９００円～１，２８３円

各種手当

賞与制度あり、昇給制度あり、正社員登用制度あり

役職手当・通勤手当・職能手当・時間外勤務手当

加入保険

雇用・労災・健康・厚生年金

休日

希望を考慮します。



被災自治体News

問い合わせ
浪江町役場産業振興課商工労働係内 いこいの村なみえ担当者

0240-34-0247TEL

9浜通り×さんじょうライフvol.390 

応募方法(共通)

「いこいの村なみえ エントリーシート」を浪江町ホームページからダウンロードの上、必要事項

を記入して、下記のとおり応募してください。

メールにて応募の場合

浪江町役場産業振興課商工労働係 いこいの村なみえ担当者

（メールアドレス： namie15010@town.namie.lg.jp）へ

「いこいの村なみえ ●●●●募集」という件名で記入済みのエントリーシートを添付してメールで

応募してください。

※ ●●●●のところに、応募職種（フロントスタッフ、パート従業員）を入力してください。

締め切り ３月１日（金） までに送信いただいたメールが有効

郵送にて応募の場合

下記宛先に、記入済みのエントリーシートを郵送してください。

【郵送先】

〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2

浪江町役場産業振興課商工労働係内 いこいの村なみえ●●●●応募担当者 宛

※ ●●●●のところに、応募職種（フロントスタッフ、パート従業員）を記入してください。

締め切り ３月１日（金） 消印有効

窓口にて応募の場合

浪江町役場本庁舎3階 産業振興課商工労働係窓口 いこいの村なみえ担当まで記入済みの

エントリーシートを提出してください。

締め切り ３月１日（金） までに提出
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浪江町東日本大震災八周年追悼式を開催します

2月1日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.39010

平成２３年３月１１日、午後２時４６分に発生した震度６強の地震および沿岸部を襲った大津波に

より、浪江町内での死者・行方不明者が１８０余名にのぼり、６００棟以上の家屋などが流失するな

どの甚大な被害を受けました。

お亡くなりになった方々のご冥福と行方不明者の方が一日も早くご家族の元へお帰りになること

をお祈りし、町主催による追悼式を執り行います。

※ ご遺族の方に、追悼式開催のご案内を送付しています。出欠回答票を返送されていない方に

つきましては、ご返送くださいますようお願いします。

※ 追悼式終了後、遺族会主催による慰霊祭も執り行われます。

日時

３月１１日（月） 午後１時３０分から

場所

如水典礼さくらホール（浪江町大字高瀬字原田2番地）

問い合わせ 介護福祉課 福祉係 0240-34-0238TEL
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町長メッセージ

2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

平成最後の年となる新年を迎えてから早いもので

１カ月が経ちました。

１月１日の元旦には、山田行政区の髙野トク様が

めでたく満百歳を迎えられ、白河市内で行われた

賀寿式に出席してお祝いを申し上げました。

１月３日には、いわき市において平成３１年双葉町成人式を挙行し、７０人の新成人に

成人証書を授与いたしました。今年新成人となられた皆さんは、東日本大震災発生当

時、小学６年生でした。小学校の卒業式もできないまま避難となり、双葉中学校への入

学も叶いませんでした。多感な時期に大変なご苦労があったことと思いますが、困難にも

負けず、ご自身の努力やご家族の支えにより立派に成人された姿に改めて感動を覚えま

した。

また当日は賀詞交換会を開催し、吉野正芳前復興大臣をはじめ、増子輝彦参議院

議員、森まさこ参議院議員、吉田栄光県議会議長、橋本徹県議会議員、佐々木清

一町議会議長をはじめ町議会議員等、多くの方々にご出席いただきました。

１月４日の仕事始めには、町の復興と町民の皆さまのご健康とご多幸を祈願し、双葉ダ

ルマに目入れを行いました。職員に対し、本年は町の復興を更に加速するため、復興に

向けた取り組みを継続して実行し具現化すべく、各課連携のもと一丸となって取り組むよ

う訓示を行いました。

また同日、東京電力ホールディングス(株)小早川智明代表執行役社長がいわき事務

所を訪問した際に双葉町としての要求書を手渡しました。要求書の主な内容としては、福

島第一原子力発電所の廃炉関連、原子力損害賠償関係、双葉町の復旧・復興に

向けた取り組みへの協力関係についてであり、特に原子力損害賠償については、他の

被災地域と比較した時の双葉町の特殊な事情を十分認識し、被害実態に即した賠償

を継続かつ確実に行うよう東京電力は国としっかりと協議し、改めて加害者としての責任

を全うするように強く求めました。

11浜通り×さんじょうライフvol.390 



被災自治体News

１月１２日、１３日の両日には新春恒例の双葉町ダルマ市が、復興公営住宅勿来

酒井団地内のイベント広場で盛大に開催されました。勿来酒井団地内での開催は初め

てでしたが、両日とも天候にも恵まれ、奉納神楽や巨大ダルマ引き、町芸術文化団体

連絡協議会による芸能発表などが行われ、県内外に避難されている町民の皆さんや地

域住民の皆さんなど大勢の来場者で賑わいました。今年も夢ふたば人のご尽力により開

催されたものであり、改めて感謝を申し上げ、今後も町民の皆さまの絆の維持や伝統の継

承に対して町としてしっかりと支援していきたいと考えています。

双葉町長 伊澤 史朗

双葉町民の避難状況（平成31年1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 13

青森県 15

岩手県 10

宮城県 243

秋田県 11

山形県 26

茨城県 469

栃木県 151

群馬県 39

埼玉県 818

千葉県 171

東京都 342

神奈川県 167

新潟県 144

富山県 14

石川県 13

都道府県 人 数

福井県 1

山梨県 14

長野県 17

岐阜県 6

静岡県 33

愛知県 6

三重県 1

滋賀県 1

京都府 9

大阪府 5

兵庫県 2

奈良県 1

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 17

岡山県 3

都道府県 人 数

広島県 3

山口県 -

徳島県 -

香川県 -

愛媛県 5

高知県 -

福岡県 9

佐賀県 4

長崎県 5

熊本県 2

大分県 6

宮崎県 1

鹿児島県 12

沖縄県 4

国外 5

合計 2,818

市町村 人 数

福島市 248

会津若松市 47

郡山市 696

いわき市 2,203

白河市 189

須賀川市 65

喜多方市 8

相馬市 56

二本松市 16

田村市 19

南相馬市 264

伊達市 10

本宮市 36

桑折町 5

川俣町 3

大玉村 7

市町村 人 数

鏡石町 9

天栄村 4

下郷町 2

只見町 2

南会津町 1

猪苗代町 1

会津坂下町 10

会津美里町 6

西郷村 31

泉崎村 7

中島村 2

矢吹町 28

棚倉町 10

塙町 8

平田村 3

三春町 15

避難者総数

6,891

(前月 6,898)

(前月 4,076)

(前月 2,822)

市町村 人 数

小野町 1

広野町 39

楢葉町 7

川内村 5

葛尾村 1

新地町 9

合計 4,073
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被災自治体News

震災後、避難指示により川俣町へ避難した志賀徳子さん。

その後、双葉町は埼玉県加須市へ避難することになりますが、志賀さんは家族を頼り神戸市

に避難します。

はじめに川俣町の避難所で感じたありがとうを話してくれた志賀さん。

調理師の経験がある志賀さんは川俣町の避難所で食事の準備を行っていました。その中で素

直に手伝ってくれた双葉中学校の生徒たちに感謝したそうです。

また、食料を持参し毎日炊き出しを行ってくれた川俣町の婦人会の皆さんや、服を支援して

くれた川俣町職員の方、石油を運んでくれた双葉町のガソリンスタンドの従業員などさまざま

な方からの支援に感謝したとお話してくれました。

川俣町の次に避難した神戸では被災者支援団体が行っていた旅行やお茶会に参加したことで、

今も交流が続く大切な出会いがあったと話しています。

避難先での出会いを大切に思っている志賀さんのありがとうメッセージ。ぜひご覧ください。

https://youtu.be/W82nIKE7V9w

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。

https://youtu.be/77P5Vl0rj2k

【ありがとうメッセージPick Up】#045
今も交流が続く避難先での出会いに感謝
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被災自治体News

行政区長会を開催

福島県原子力防災訓練テレビ会議

1月24日

1月21日

東京電力福島第二原発の事故

を想定した福島県原子力防災訓

練が行われ、伊澤町長も国や県、

関係市町村とテレビ会議システ

ムで情報を共有しながら避難状

況などの確認を行いました。

行政区長会を開催いたしまし

た。町から行政区長の皆さんに、

平成30年度町政懇談会の概要、

避難指示解除に関する考え方、

双葉町内の復興・復旧の取組み

状況について説明し、ご意見を

いただきました。

双葉町ダルマ市 1月12日、13日

夢ふたば人主催による新春恒例の双葉町ダルマ市が復興公営住宅勿来酒井団地内のイベント広場で

開催され、伊澤町長は、震災後も毎年開催されていることに対して感謝を述べるとともに、町民の皆

さんの無病息災と双葉町の復興を願いながら、巨大ダルマ引きに参加しました。

また、奉納神楽や子ども樽神輿、芸能発表会、民俗芸能の発表、ダルマ神輿などの催しも観覧し、

出演された方々を労いました。
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被災自治体News

東京電力社長が来庁
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1月4日

双葉町成人式を開催 1月3日

いわきワシントンホテルにおいて平成31年双葉町成人式を挙行しました。

伊澤町長は新成人の代表者へ成人証書を授与し、「厳しい避難生活で多くの困難を乗り越えた皆さ

んには、双葉町との関わりを持ち続けていただき、まちづくりにも積極的に参加してほしい」と人生

の輝かしい門出を祝い、式辞を述べました。

東京電力ホールディングス（株）小早川智明代表執行役社長が来庁しました。

伊澤町長は、岩本久人副議長とともに福島第一原子力発電所の廃炉、原子力損害賠償の完全実施お

よび復旧・復興への協力に関する要求書を手渡しました。

特に、福島第一原子力発電所の廃炉関連の積極的かつ確実な情報発信の徹底や、長期避難を強いら

れることによる町民の精神的苦

痛、生活費の増加費用などに対

する賠償について、個別具体的

な事情への対応を含め、これま

での町・町議会からの要求を踏

まえ早急に対応することなどを

強く求めました。

髙野トク様賀寿式 1月1日

満百歳を迎えられた髙野トクさん（山田）の賀寿式が白河市鹿島ガーデンヴィラにおいてご家族や

ご親族の方々が見守る中、執り行われました。

初めに長寿をお祝いし伊澤町長から賀寿と敬老祝い金を贈り、続いて福島県知事賀寿と会津塗りの

木杯を伝達しました。

伊澤町長は「震災以降の大き

な環境の変化にも耐えられ、こ

れまでの人生を心身ともに健康

に過ごされたことに敬意を表し

ます。これからも健康に留意さ

れ、私ども後進のためにご指導

賜りますようお願いたします」

と長寿を祝いました。



環境省は、１月３１日(木)に、福島県双葉郡大熊町の中間貯蔵施設区域内に「中間貯蔵工事

情報センター」を開所いたしました。

中間貯蔵工事情報センターにおいては、中間貯蔵施設工事の進捗や安全への取組の紹介を中

心として、放射線モニタリング情報、区域内の様々な地点のドローン映像、中間貯蔵施設が立

地する大熊町・双葉町に関する情報などの提供を通じて、中間貯蔵工事の進展と、福島の環境

再生・復興に向けた貢献を紹介いたします。

■中間貯蔵工事情報センターについて

住所 ：福島県双葉郡大熊町大字小入野字向畑256（国道６号沿い）

開所時間：午前10時～午後４時

定休日 ：日曜日、月曜日（※月曜日が祝日の場合は開所し、翌平日を定休日とします）

年末年始（12月29日～１月３日）

入館料 ：無料

設置 ：環境省

運営 ：中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）

駐車場、トイレあり

※入館には事前の予約などの手続きは不要です。国道６号から直接入場いただけます。

■今後の予定（中間貯蔵施設見学会の開催）

平成31年２月頃から、月１回程度、中間貯蔵施設区域内をバスで周回する中間貯蔵施設見

学会を実施します（事前申込制）。中間貯蔵施設見学会の詳細については、後日、中間貯蔵施

設情報サイトなどで公表予定です。

中間貯蔵施設情報サイト：http://josen.env.go.jp/chukanchozou/
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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 48

原町区 4 7

南相馬市 計 24 55

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 4 9

合 計 32 78

三条市に避難している
世帯数と人数(2019.2.6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

２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 ８ ９

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６

建国記念の日

ひばり休み 版画教室
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

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


