
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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交流ルームひばり通信

１１ページをご覧ください。

★次号の浜通り×さんじょうライフは、
３月２２日（金）お届けの予定です。

●被災自治体News

●新潟県
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東日本大震災から丸8年を迎え、南相馬市東日本大震災追悼式がゆめはっとで行われました。

遺族をはじめ約400人が参列し、震災などで亡くなった市民1,149人らの冥福を祈りました。

式では、参列者全員で市民歌を斉唱した後、門馬市長が式辞を述べ、続いて、国が主催する

東京での追悼式の映像が中継されました。

午後２時46分、8年前の地震が発生した時刻に合わせ1分間の黙とうをささげました。

中継終了後、津波によって、当時5歳の二男、翔太君を含め、3人の身内を失った遺族代表の

齋藤誠さん(小高区塚原)が三男の優太君と2人で登壇し、追悼の言葉を述べ、会場は悲しみに包

まれました。

その後、参列者全員が献花を行い、犠牲になられた方々の冥福を祈りました。

月



被災自治体News

© City of Minamisoma

３
３

東京マラソン2019のパブリックビューイングが、小高交流センターで行われました。

パブリックビューイングは同日、東京都で開催された東京マラソン2019に出場する本市小高区出身

の今井正人選手（トヨタ自動車九州）を応援するために企画されました。

会場には、市民ら約30人が訪れ、東京マラソン2019のテレビ中継が投影された100インチのスク

リーンに向けて声援を送りました。

今井選手は、2時間10分30秒で6位となり、平成32年(2020年)に開催される東京五輪の出場選手

を決めるための大会「マラソングランドチャンピオンシップ」(9月15日開催)の出場権を獲得しました。

日

３
３ 日

全国春季火災予防運動に合わせた市消防団の防火パレードが、小高、鹿島、原町の各区で行われまし

た。

このうち原町区では、原町区団員95人、女性消防隊員10人が参加し、ポンプ車や積載車など35台

が市消防・防災センターを出発し、市内で広報・啓発活動を展開しました。

【小高区】 【鹿島区】 【原町区】

3浜通り×さんじょうライフvol.395 



被災自治体News

旧避難指示区域内の住民登録人口と居住人口の推移

2月28日現在

旧避難指示区域内の小高区および原町区の居住人口は、平成３１年２月２８日現在で３,６６５人

となり、同区域内の住民登録人口（８,６７７人）に占める居住率は４２.２パーセントになりました。

問い合わせ 復興企画部 被災者支援・定住推進課 0244-24-5223TEL

小高区

原町区

南相馬市からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.3954



被災自治体News

避難指示区域別の世帯数と人口

2月28日現在

問い合わせ 復興企画部 被災者支援・定住推進課 0244-24-5223TEL

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. 高校生から市長へ「小高区での実践事業」～活動報告会～ [25分]

3. 平成30年度 第2回相馬野馬追保存会総会

平成30年度 第2回相馬野馬追執行委員会 [10分]

4. 市長の部屋へようこそ！ 株式会社天晴 [5分]

5. 仲町どんと祭 ～ 無病息災 五穀豊穣を願って [7分]

6. 南相馬市の歌 [9分]

7. リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [3/13～3/20]

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.395 5



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（3/13～3/26）

3月13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、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

３月２６日（火）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

吹上市営住宅 本宮市仁井田字吹上

構造など 間取り 募集戸数 ペット

RC集合3階建 3LDK 1戸 不可

問い合わせ 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.3956



被災自治体News
【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 54

青森県 47

岩手県 37

宮城県 900

秋田県 47

山形県 133

茨城県 999

栃木県 479

群馬県 139

埼玉県 666

千葉県 573

東京都 839

神奈川県 416

新潟県 350

富山県 16

石川県 27

福井県 11

山梨県 41

都道府県 人 数

長野県 55

岐阜県 16

静岡県 52

愛知県 41

三重県 7

滋賀県 6

京都府 33

大阪府 65

兵庫県 20

奈良県 5

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 6

岡山県 20

広島県 10

山口県 1

徳島県 1

香川県 5

都道府県 人 数

愛媛県 9

高知県 5

福岡県 19

佐賀県 4

長崎県 10

熊本県 6

大分県 5

宮崎県 10

鹿児島県 8

沖縄県 13

国外 11

合計 6,217

市町村 人 数

福島市 2,645

会津若松市 203

郡山市 1,802

いわき市 3,248

白河市 241

須賀川市 150

喜多方市 24

相馬市 461

二本松市 1,113

田村市 75

南相馬市 2,070

伊達市 113

本宮市 505

桑折町 149

国見町 26

川俣町 64

大玉村 184

鏡石町 8

市町村 人 数

天栄村 1

下郷町 4

南会津町 7

北塩原村 2

西会津町 2

磐梯町 4

猪苗代町 26

会津坂下町 19

金山町 1

会津美里町 9

西郷村 149

泉崎村 5

中島村 1

矢吹町 33

棚倉町 6

塙町 2

石川町 5

玉川村 1

市町村 人 数

古殿町 1

三春町 72

小野町 12

広野町 44

楢葉町 17

富岡町 7

川内村 4

浪江町 651

葛尾村 5

新地町 83

飯舘村 1

その他 2

合計 14,257

避難者総数

20,474

(前月 20,492)

(前月 14,270)

(前月 6,222)

浪江町民の避難状況（平成31年2月28日現在）
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2月28日現在

問い合わせ 震災復興支援課 広域支援対策室 025-282-1732TEL

市町村 人 数

新潟市 1,047

長岡市 219

三条市 77

柏崎市 581

新発田市 165

小千谷市 17

加茂市 9

十日町市 19

見附市 16

村上市 75

市町村 人 数

燕市 62

糸魚川市 3

妙高市 6

五泉市 22

上越市 45

阿賀野市 31

佐渡市 29

魚沼市 6

南魚沼市 11

胎内市 46

市町村 人 数

聖籠町 7

弥彦村 7

田上町 -

阿賀町 -

出雲崎町 1

湯沢町 11

津南町 -

刈羽村 36

関川村 -

粟島浦村 -

合 計 2,548

■市町村把握分

区 分 人 数

1 公営住宅・雇用促進住宅等 48

2 借上げ仮設住宅 224

3 賃貸住宅･持家･親戚知人宅等 2,276

1+2+3（市町村把握分） 2,548

4 病院 0

5 社会福祉施設 12

合 計 2,560

(1/31  2,565) (1/31  2,578)



被災自治体News

「双葉町ありがとうメッセージ」プロジェクト！

平成30年度の配信を開始しました（更新） 3月11日HP更新

平成２９年８月「双葉町からのありがとうを全国へ伝えませんか」という呼びかけとともに「双葉町

ありがとうメッセージプロジェクト」が始動しました。

本年度も、１月４日から３カ月にわたり、全３６本のありがとうメッセージを双葉町公式YouTubeチ

ャンネルにて公開します。

■配信スケジュール

浜通り×さんじょうライフvol.3958

配信日 動画 お名前 タイトル

1月4日(金) #046 相樂比呂紀さん 支え見守り続けてくださる方々への感謝

1月7日(月) #047 鎌田益實さん 先の見えない避難生活での全てのご支援に感謝

1月9日(水) #048 小川貴永さん 公営住宅での開業を支援してくれた方への感謝

1月11日(金) #049 玉野典子さん 不安を受け止め励まし続けてくれた方々への感謝

1月14日(月) #050 渡邉一彌さん 自転車で走り回っていただいた津島の方への感謝

1月16日(水) #051 南場信子さん 友好都市・友好町から受けた支援に感謝

1月18日(金) #052 横山久勝さん 太鼓でつながった絆 仲間たちの思いに感謝

1月21日(月) #053 江又トミさん 避難先での数々の出会い お世話になった方へ感謝

1月23日(水) #054 大友ミヱさん 優しく接してくれた郡山市・福島市の方へ感謝

1月25日(金) #055 鵜沼友恵さん 今の自分を支えてくれるかけがえのない出会いに感謝

1月28日(月) #056 西内隆夫さん 福岡県古賀市の皆さんの温かさに感謝

1月30日(水) #057 今泉祐一さん いただいた全てのご支援に感謝

2月1日(金) #058 田代清子さん ヘルスケアーふたばの職員皆さんへの感謝

2月4日(月) #059 佐々木寿美子さん 愛犬との避難生活を支えてくれた方への感謝

2月6日(水) #060 髙野弘行さん 住まいを用意してくれた恩人への感謝

2月8日(金) #061 伊澤和夫さん 生活面を支えてくれた下宿所の大家さんへの感謝

2月11日(月) #062 木幡敏郎さん 避難先で農業を再開できたことに感謝

2月13日(水) #063 藤田博司さん 避難を受け入れてくれた埼玉県への感謝

2月15日(金) #064 舛倉敏江さん 震災当初から今も続くご支援に感謝

2月18日(月) #065 小野田明さん 支えてくれた友人達の言葉に感謝

2月20日(水) #066 岡村隆夫さん 双葉町の為に何かしたいという温かい気持ちに感謝

2月22日(金) #067 渡辺一政さん 家族と離れ離れの生活を支えてくれた皆さんへ感謝

2月25日(月) #068 高野麻里さん スポーツクラブの活動再開に対する支援への感謝

2月27日(水) #069 井戸川則隆さん 今後の生き方の指針となった支援者の思いに感謝

3月1日(金) #070 今泉春雄さん 支えてくれた全国の仲間たちに感謝

3月4日(月) #071 齊藤宗一さん 避難生活を支えてくれた全国の皆さんへの感謝

3月6日(水) #072 渡邉浩二さん 柏崎市で支援してくれた皆さんへ感謝

3月8日(金) #073 髙倉伊助さん 様々な面で支援してくれた須賀川市への感謝

3月11日(月) #074 西内芳隆さん お世話になった福島高校の先生方と古賀市への感謝

3月13日(水) #075 河野弘幸さん 自分と両親を支えてくれた周囲の方々への感謝

3月15日(金) #076 児玉達郎さん 祖母を受け入れてくれた介護施設の皆さんへの感謝

3月18日(月) #077 髙田義雄さん 避難先の島根県でお世話になった方々への感謝

3月20日(水) #078 小野田真澄さん 気遣ってくださった皆さんへの感謝

問い合わせ 秘書広報課 0246-84-5202TEL

双葉町からのお知らせ



被災自治体News

休憩施設「双葉ふれあい広場」をご利用いただけます

3月11日HP更新

環境省発注の除染工事を受注した企業(前田建設工業JV様)のご厚意により、事業所の一角を

休憩施設「双葉ふれあい広場」としてご利用できます。

休憩施設位置図

双葉町大字長塚地内（作山農機様敷地内）

利用可能な日時

年末年始の長期休暇などを除く全日（土日祝日もご利用頂けます）

午前９時３０分～午後４時３０分

利用可能な設備等

休憩室（２０人程度着席可能）

自動販売機

ウォーターサーバー

トイレ（水洗）

ドローンによる町内空撮映像

双葉町を再現した模型
次ページへ続きます
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被災自治体News

TEL

利用時の注意点

1. いわき方面から北進にて、敷地内に入場する際には、南進する対向車線の車両に十分に注

意してください。

2. 敷地内の来場者専用駐車場に駐車し、ふれあい広場入口から施設内へお入りください。休憩

目的以外での駐車はご遠慮ください。

3. ふれあい広場の敷地境界に設置してありますバリケードを越えて帰還困難区域に徒歩で入退

することは厳禁です。

4. 水道は飲料不可のため、お手洗いにのみご使用ください。

5. 飲料用にはふれあい広場内のウォーターサーバー、もしくは自動販売機をご利用ください。

6. 自動販売機で購入した缶、ビン、ペットボトルを除き、持参した飲食物の容器等（ゴミ）につい

てはお持ち帰りください。

【問い合わせ先】

前田建設工業株式会社

双葉町作業所相談窓口（担当：宮崎,中西）

0240-23-6044

昨年12月に策定された「避難指示解除に関する考え方」の内容をニュースふたば特集版とし

てまとめました。

平成29年9月に特定復興再生拠点区域復興再生計画が内閣総理大臣の認定を受けたことによ

り、現在、町内の環境整備が急速に進められています。

「避難指示解除に関する考え方」は今後町への帰還に向けて整備を進める中で、取り組むべき

課題やスケジュールなどについてまとめたものです。

この動画では、町がこれからどのような考え方で復興整備を進め、帰還を目指すのかを紹介

しています。ぜひご覧ください。

https://youtu.be/6evvsrXJ_n4

【YouTube公開情報】
ニュースふたば特集版2019年3月1日号
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3月11日（月）午後2時45分から、総合福祉センター１階ロビーで、

三条市主催で東日本大震災 黙祷及び献花が行われ、避難者や三条市民の

皆さんなどが参列し、犠牲になられた方々の冥福を祈りました。

【黙祷】

【献花】

交流ルームひばり通信

浜通り×さんじょうライフvol.395 11
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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(2019.3.13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。

１４ １５ １６

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

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

ひばり休み 版画教室 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.39512

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


