
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。

目 次

週刊 避難者応援情報紙

南相馬市----------------------- 2

浪江町 ----------------------- 5

双葉町 ----------------------- 6

・東日本大震災 黙祷及び献花---- 11

・3月の「ひばり」------------- 12

●交流ルームひばり通信

●被災自治体News
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平成３１年３月以降も医療機関等における窓口での

一部負担金の免除措置の継続となる方には、更新した

免除証明書を平成31年2月末にお送りしています。

お手元に届かない場合は、お手数ですが都道府県の

協会けんぽ支部までお問い合わせください。

●三条市News

対象区分 有効期限

現に帰還困難区域、居住制限区域、避難指
示解除準備区域に指定されている区域の方

平成32年

(2020年)

2月29日

次の区域等の方で、上位所得層(※１)に該
当しない方(※２)

・旧緊急時避難準備区域の方

・特定避難勧奨地点の指定を受けていた方

・平成２９年度までに居住制限区域、避難
指示解除準備区域の指定が解除された方

(※1)上位所得層とは、事業主から受ける毎月の給料などの

報酬の月額が５３万円以上の被保険者をいいます。

(※2)上位所得層から一般所得層（標準報酬月額５０万円以

下）に所得区分の改定が行われた場合は、改めて免除

申請をしていただくことで所得区分の改定された月か

ら免除措置の対象となり、一部負担金が免除されます。

全国健康保険協会（協会けんぽ）
新潟支部 025-242-0262

問い合わせ
TEL
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3月分の災害公営住宅 空き住戸の入居者を募集します

3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

№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

2 西町団地 4号棟202号室 2・3階 4DK 4年 23,500～62,200 あり

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

4 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

5 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

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

7 大町東団地 407号室 4階 2DK 5年 18,000～47,800 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 東町団地 14号室 1階 2DK 3年 16,700～44,300 あり

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。

入居日

４月１日（月）
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3月分の市営住宅入居者を募集します

3月1日HP更新

次ページへ続きます

申込期限

３月１４日（木） ※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 0244-24-5253TEL

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

４月１日（月）

公募期限

３月１４日（木） ※申し込み受け付けは、土・日曜日、祝日を除く。
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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

中堅者向け住宅

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 D-5-1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 仲町団地 4号棟102号室 1階 3K 46年 10,600～20,900 あり

6 原町 三島町団地 1号棟302号室 3階 3K 31年 16,600～32,600 あり

7 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 小高 紅梅団地 B-3-1号室 1・2階 3DK 16年 33,800～45,700 あり

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. 第６回 復興支援「びかむコンサート」 [27分]

3. ドローンが開く！新しい未来予測のかたち！

空間情報収集ドローン型ロボットの開発 [17分]

4. 第７回 いちばん星フェスタ in 南相馬～縁を響かせる～ [5分]

5. 波乗り体操 [7分]

6. リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [3/6～3/13]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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東京電力ホールディングス(株)による住宅への進入路等除草のお知らせ

2月28日HP更新

問い合わせ 住民課 除染環境係 0240-34-0228

TEL
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浪江町からのお知らせ

対象区域

浪江町全区域

対象範囲

公道から自宅玄関までの進入路および１台～２台分の駐車スペースの除草

実施内容

ご自宅に一時帰宅される際に支障となっている自宅玄関までの進入路および、１台～２台分の

駐車スペースの雑草について、除草作業を実施させていただきますので下記受け付けダイヤル

までお申し込みください。

【申し込み受け付け】

東京電力ホールディングス株式会社 受け付けダイヤル

０８０－５５２７－３９５９ （電話が混み合うことがあります。ご了承ください。）

・受付期限：３月２８日（木）

・受付時間：平日の午前９時から正午、午後１時～４時（土日・祝祭日は受け付けできません）

・実施期限：３月２８日（木） （来年度も引き続き実施を予定しています。）

お願い事項

除草にあたり、現地確認や準備を実施させていただきますので、申し込み受け付けから翌月

以降の実施となります。（区域によっては数カ月程度お時間をいただく場合があります。）

除染作業、庭木・植木の伐採、更地の除草は致しかねますので、ご了承願います。

除草および現地確認のため、敷地内に立ち入りさせていただきます。

作業日時の指定や立ち会いはご容赦願います。

作業実施前に弊社作業責任者からご連絡させていただきます。

倒壊家屋などにより安全作業に支障をきたすような場合には、作業ができないことがございま

す。

除草は刈り倒しを基本とし、敷地内に置かせていただきます。

受付期間以降の実施については、各関係機関との調整となりますので、決まり次第お知らせ

します。

TEL
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町長メッセージ

双葉町からのお知らせ

次ページへ続きます

早いもので、東日本大震災及び東京電力福島第一原子

力発電所の事故から９年目を迎えようとしています。

全町避難という世界にも類を見ない大災害に見舞われ、長

い間町民の皆さまに町の復興や町への帰還についてお示し

することができない状況が続きましたが、平成２８年に復興まち

づくり計画（第二次）を策定し、平成２９年には福島復興再生

特別措置法の一部改正により、帰還困難区域を含めた双葉町内の復興まちづくりに着

手できるようになりました。そして双葉町特定復興再生拠点区域復興再生計画が国の認

定を受けたことで、町への帰還環境整備に向けて前進することができ、昨年は復興の具

現化に向けて大きく動き出した１年でありました。

５月には、双葉町の除染後の農地を保全する双葉町農地保全管理組合が設立され、

営農再開についても動き出しました。

８月には、ＪＲ双葉駅舎の橋上化や東西自由通路新設工事の安全祈願祭、起工式

が執り行われ、２０１９年度末のＪＲ常磐線の全線開通に向け施設整備を進めております。

また、町への人の流れを構築するため、各拠点を有機的に結び付ける常磐自動車道

双葉インターチェンジ（仮称）の整備に続き、１１月にはインターチェンジから拠点区域への

アクセス道路となる復興シンボル軸（県道井手長塚線、長塚請戸浪江線）の起工式が

行われ、２０２０年の暫定供用を目指しております。

本年２月９日には、福島県で整備を進めているアーカイブ拠点施設の安全祈願祭、

起工式が中野地内で執り行われました。隣接する産業交流センターについても、２０２０

年の東京オリンピック・パラリンピックに合わせて開業できるよう準備を進めております。アー

カイブ拠点施設・産業交流センターを活用した情報発信を行うことにより、周辺の施設と

も連携しながら、被災地への人の流れを生み、本格復興に向けた推進力としていきます。

このように復興に向けて事業が進められるのも町の復興のためにご理解と協力をいただ

き、断腸の思いで用地をご提供くださった当該地区の地権者の皆さまのお陰であると心か

ら感謝申し上げ、重ねて御礼を申し上げます。

「住む拠点」として整備する駅西地区については、現在用地取得に取り組んでおり、２０

２２年春の居住開始を目指して公営住宅や賃貸住宅等の建設、分譲地の整備など帰

3月1日HP更新
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還環境整備を進めてまいりますので、町民の皆さまの一層のご理解とご協力をお願いいた

します。

ようやく念願であった復興事業が動き出し、避難指示解除に関する考え方として避難

指示解除に向けた諸条件とスケジュールを町政懇談会などでお示しすることができるよう

になりましたが、まだまだ復興に向けて乗り越えなければならない多くの課題があり、時間を

要すると思いますが、双葉町を必ず復興させるという強い信念のもと着実に事業を進めて

まいる所存です。

震災から丸８年にあたる３月１１日にはいわき市勿来町において「東日本大震災双葉

町追悼式」を挙行いたします。震災で亡くなられた方、またふるさとに帰ることができずに無

念のまま避難先で亡くなられた方々に対し、心からご冥福をお祈りするとともに、町の復

旧・復興に向けて着実に進んでいることを報告したいと考えております。

今年は、昨年に比べて暖かい日が多く感じますが、降水量が少なく空気が乾燥してイ

ンフルエンザが猛威をふるっているようです。三寒四温の時節柄、体調管理にはくれぐれ

も気をつけて過ごされますようお願いいたします。

双葉町長 伊澤 史朗

双葉町民の避難状況（平成31年2月28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 468

栃木県 149

群馬県 39

埼玉県 818

千葉県 170

東京都 341

神奈川県 166

新潟県 143

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 32

愛知県 6

三重県 1

滋賀県 1

京都府 9

大阪府 6

兵庫県 2

奈良県 1

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 18

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 2,812

市町村 人 数

福島市 246

会津若松市 47

郡山市 694

いわき市 2,204

白河市 187

須賀川市 65

喜多方市 7

相馬市 56

二本松市 18

田村市 19

南相馬市 265

伊達市 10

本宮市 37

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

6,887

(前月 6,891)

(前月 4,073)

(前月 2,818)

市町村 人 数

小野町 1

広野町 39

楢葉町 7

富岡町 4

川内村 5

葛尾村 1

新地町 9

合計 4,075
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平成31年度双葉町臨時職員(有資格職)追加募集のお知らせ

3月4日HP更新

双葉町では、下記募集要領により臨時職員を追加募集します。

雇用期間

４月１日～９月３０日

募集期限

３月１４日（木）

・持参の場合：平日 午前８時３０分～午後５時１５分（土、日曜日の受け付けはしていません。）

・郵送の場合：３月１３日（水）までの消印有効

※ 応募状況により募集締め切りを繰り上げる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

勤務地

双葉町役場埼玉支所（埼玉県加須市騎西36-1 加須市役所騎西総合支所内）

募集業種等

埼玉支所募集業務

浜通り×さんじょうライフvol.3948

業務名 求人職種 求人数 就業時間 業務の内容

健康支援
業務

保健師資格 2
午前8時30分

～
午後5時15分

避難者支援の仕事です。
〇保健事業の支援
〇健康相談の支援
担当エリアは、加須市および周辺市です。
※要：普通自動車運転免許

※上記業務詳細は、ハローワーク求人票をご確認ください。

面接予定日および会場

※ 面接開始時間は通知などで個別に連絡します。

応募方法

・市販の履歴書に記入の上、近くの「ハローワーク」が発行する「紹介状」と併せて持参するか、も

しくは郵送してください。

・休業手当または失業手当を受けている方が、給付を受けながらの雇用はできませんのでご注意

ください。

【応募先・問い合わせ先】

〒974-8212 いわき市東田町二丁目19-4

双葉町いわき事務所総務課行政係 0246-84-5200

区分 期日 場所

埼玉支所業務 個別に連絡します 双葉町役場埼玉支所

TEL



被災自治体News

企業立地に係る説明会を開催（東京都） 2月21日

企業立地に係る説明会を開催（いわき市） 2月15日

東京都AP新橋において中野地区で整備を進め働く拠点となる復

興産業拠点への企業の進出に向け説明会を行い県内外の企業から

46人が参加しました。また、磯崎仁彦経済産業副大臣も出席され、

あいさつをいただきました。

伊澤町長は、「双葉町の復興は息の長い取組みとなりますが、

今般の中野地区復興産業拠点の整備を含め町として引き続き復興

に向けて全力で取り組んでまいります」とあいさつを述べました。

双葉町いわき事務所において中野地区で整備を進め働く拠点と

なる復興産業拠点への企業の進出に向け説明会を行い県内外の企

業から32人が参加しました。

伊澤町長は、「今後皆さまが双葉町への立地を具体的に検討す

る上でのご要望や疑問点などについてもご意見をいただきますよ

うお願いいたします」とあいさつを述べました。

黒部市長が来庁、双葉町内を視察 2月14、15日

震災後、継続して職員を派遣していただいている富山県黒部市から2月14日、15日、大野久芳市

長と2人の幹部職員が双葉町を訪問されました。

14日は町立学校を視察後、サポートセンター「ひだまり」や復興公営住宅勿来酒井団地を視察さ

れ、いわき事務所で意見交換を行いました。

15日は伊澤町長の案内で双葉町内に入り、被災の現状と復興の状況を視察されました。伊澤町長

は大野市長にこれまでのご支援に感謝するとともに今後とも交流を図っていきたいと述べました。
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被災自治体News

江尻クミ様賀寿式 2月13日

浜通り×さんじょうライフvol.39410

東日本大震災・原子力災害アーカイブ拠点施設
起工式 2月9日

双葉町中野地区内の建設予定地において、福島県による東日本大震災・原子力アーカイブ拠点施設

の安全祈願祭及び起工式が開催されました。

起工式には国、県、町の関係者約80人が出席し、鈴木正晃副知事は「国内外からいただいた支援

への感謝の気持ちを伝え、観光客などが交流できる施設となります」と式辞を述べられました。

伊澤町長は、「世界にも例がない、この理不尽な状況に直面し、今なお戦っている我々の経験を世

代を超え、国を超えて継承し、共有する使命があるものと考えております」と祝辞を述べました。

江尻クミさん（長塚一）がめでたく満百歳を迎えられ、避難先のいわき市にある特別養護老人ホー

ムせんだんにおいて、ご家族、ご親戚の方々や施設の利用者、職員の方々が見守る中、賀寿式が行わ

れました。

伊澤町長は、「生活のペースを守り、好きなことに没頭されることで、心身の健康意識を高く持た

れ、日々努力を積み上げてこられたことが長寿につながっていると拝察いたします。今後も後進のた

めに、ご指導を賜りますようお願い申し上げます」とお祝いの言葉を述べました。



●と き ３月１１日 午後2時45分～3時

●ところ 総合福祉センター １階ロビー

●主 催 三条市

●参加予定者 市内の避難者、三条市民ほか

月

東日本大震災から8年を迎える3月11日(月)に、亡くなられた方々の鎮魂と、被災地の

復興を願い、地震発生時刻の午後2時46分に合わせて黙とうを捧げ、献花を行います。

今年は平日の開催となりますが、多くの方の参加をお待ちしています。

（昨年の様子）

11浜通り×さんじょうライフvol.394 
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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 19 47

原町区 4 7

南相馬市 計 23 54

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 4 9

合 計 31 77

三条市に避難している
世帯数と人数(2019.3.6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

３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

東日本大震災
黙祷及び献花

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

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

ひばり休み ひばり休み 茶話会

春分の日

ひばり休み ひばり休み浜通り配布

浜通り×さんじょうライフvol.39412

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


