
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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市内の小学校全15校でそれぞれ、入学式が行われました。

このうち、上真野小学校で行われた入学式では、7人の児童が入場し、一人一人名前を呼ば

れました。柿沼校長が、代表の児童に教科書を手渡しました。

この日は、原町第二、高平、上真野の各小学校を取材しました。

月

原町第二小学校

高平小学校

上真野小学校
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旧避難指示区域内の住民登録人口と居住人口の推移（3月31日現在）

4月12日HP更新

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３月３１日現在で４,０３５人

となり、同区域内の住民登録人口（８,５２３人）に占める居住率は４７.３パーセントになりました。

問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 被災者支援係 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.400 3
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問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 被災者支援係 0244-24-5223TEL

浜通り×さんじょうライフvol.4004

避難指示区域別の世帯数と人口（3月31日現在）

4月12日HP更新

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. 南相馬市長４月定例記者会見

3. 『小高病院・総合病院の病床再編』に関する市民説明会

4. 今度は英国から日本へ!! 英国ロセット校訪問団 市長表敬訪問

5. 平成30年度 南相馬市環境美化運動推進協力者表彰式

6. 未来にはばたけ！新たな翼

株式会社スペースエンターテインメントラボラトリー・南相馬市 連携協定締結式

7. 南相馬 四季百景～桜花爛漫 万葉の里～

8. リクエストアワーのお知らせ

番組内容 [4/17～4/24]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）



被災自治体News

第7回南相馬市鎮魂復興市民植樹祭

4月15日HP更新

問い合わせ 経済部 農林整備課 林業係 0244-24-5378TEL

６月２日（日）に「第７回南相馬市鎮魂復興市民植樹祭」を小高区塚原地内の海岸防災林で開

催します。

この植樹祭は、東日本大震災で犠牲になった人々を慰霊し、震災の経験や教訓をいつまでも

忘れず後世に継承する場をつくるとともに、津波を緩衝するための「いのちを守る緑の防災林」の

実現を目指すものです。

昨年６月に当市を会場に天皇皇后両陛下ご臨席のもと開催されました「第６９回全国植樹祭」の

理念を引き継ぎ、復興へ力強く歩み続ける当市の姿と、国内外から寄せられた支援への感謝の

気持ちを発信しながら、本植樹祭による皆さまの願いや祈りがこもった小さな苗木が、未来の礎を

築く「鎮魂の森」となります。

どなたでも植樹できますので、多くのみなさまの参加をお待ちしています。

とき

６月２日（日） ※雨天決行・荒天中止

正午 開会 （午前１１時受け付け開始）

ところ

小高区塚原地内（海岸防災林）

内容

植物生態学者の指導による植樹、イベント、アトラクション、

物産販売など

服装

汚れてもよい動きやすい服装、運動靴（または長靴）、帽子

持ち物

飲み物、軍手、ハンドシャベル、タオル、雨具（かっぱ）など

申込方法

申込書に必要事項を記入の上、持参・ファクス・郵送・電子メールでお申し込みください。

※ 申込書はホームページからダウンロードできます。

【申込先】

南相馬市 経済部 農林整備課

〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地(北庁舎2階)

0244-23-7420

norinseibi@city.minamisoma.lg.jp

浜通り×さんじょうライフvol.400 5
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被災自治体News

北部衛生センターでの持ち込み受け入れが開始されます

4月1日HP更新

平成３１年４月から、北部衛生センターで家庭ごみの受け入れを行います。（持ち込みのみ）

平日の受け入れに加え、毎月の休日のうち下表の指定される一日に限っても受け入れを行いま

す。

ごみステーションに出し切れない量のごみが出る場合は、持ち込み処分をご利用ください。

受け入れ日 曜日 祝日名など

4月29日 月 昭和の日

5月6日 月 こどもの日振替休日

6月16日 日

7月15日 月 海の日

8月12日 月 山の日振替休日

9月16日 月 敬老の日

受け入れ時間

平日（月曜日～金曜日） 午前９時３０分～１１時３０分、午後１時～３時３０分

祝日・休日（上記日程表のとおり） 午前９時３０分～１１時３０分（午前のみ）

＜注意事項＞

※ 帰還困難区域からのごみは持ち込めません。

※ ごみの種類によっては持ち込めないものもあります。

【問い合わせ先】

●双葉地方広域市町村圏組合 北部衛生センター

0240-35-5454（直通）

平日 午前９時３０分～午後３時３０分

●双葉地方広域市町村圏組合 施設維持課

0240-22-3333（代表）

平日 午前８時３０分～午後５時１５分

受け入れ日 曜日 祝日名など

10月14日 月 体育の日

11月4日 月 文化の日振替休日

12月15日 日

1月13日 月 成人の日

2月24日 月 天皇誕生日振替休日

3月20日 金 春分の日

問い合わせ 住民課 除染環境係 0240-34-0228TEL

TEL

TEL

浪江町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.4006
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東京電力による浪江町内家屋清掃（片付け）のお知らせ

4月1日HP更新

浪江町内（帰還困難区域を除く）の住宅の清掃（片付け）を実施させていただきますので、下記

受付ダイヤルまでお申し込みください。

※回収については、双葉地方広域市町村圏組合等による有料回収となります。

対象区域

帰還困難区域を除いた区域

対象範囲

個人宅の居住部分

実施内容

不要となった家財道具等の屋外（敷地内）への搬出および掃き掃除

【申し込み先】

東京電力ホールディングス株式会社 受付ダイヤル

080-5527-3959 （電話が混み合うこともございますのでご了承ください。）

受付期限：8月30日(金)

受付時間：平日 午前９時～正午、午後１時～４時 （土・日、祝祭日を除く。）

※片付け予定件数を超えた場合はキャンセル待ちとなります。ご了承ください。

実施期限

９月２７日（金）

お願い事項

作業は１８人程度で１住宅１日を基本として実施します。作業が終了しない場合、再度日程調

整の上、お伺いします。（複数回実施する場合もございます。）

作業の安全と実施内容確認のため、事前に弊社社員が現地調査をさせていただきます。

解体が決まっている住宅は、実施できません。必要なものを屋内から搬出したいなどのご要望

は、電話にてご相談をお願いします。

危険と判断される作業は、お引き受けできない場合がございます。

作業の際は、ご本人またはご家族の立会いを必ずお願いします。

片付けにより発生した廃棄物は、回収業者が回収に伺います。回収までの間、敷地内での仮

置きをお願いします。

除染作業､庭木などの伐採､敷地外への物品運搬などは致しかねますので､ご了承願います。

受付期間以降の実施は、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。

問い合わせ 住民課 除染環境係 0240-34-0228TEL

浜通り×さんじょうライフvol.400 7
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双葉町からのお知らせ

平成31年度一時立入りのお知らせ

4月12日HP更新

町内へ一時立入りをする際には申し込みが必要です。実施スケジュールを確認の上、コールセ

ンターへ電話で申し込んでください。

※ スクリーニング場受け付け休止日に立入りを希望する場合は、双葉町住民生活課で受け付け

が可能です。なお、双葉町住民生活課で受け付けされた帰還困難区域通行証は郵送となり

ますので、立入希望日の１週間前までに申し込んでください。

※ 案内文書は各世帯主様宛にコールセンターから送付します。

案内文書の送付先を変更する場合は、住民生活課に変更内容をご連絡ください。

スケジュールや最新の予約状況は、専用ホームページからも確認できます。

専用ホームページ http://www.ichijitachiiri.com/

一時立入りコールセンターについて

コールセンター受け付け電話番号 0120-220-788

予約受付時間 平日 午前８時～午後８時 / 土日・祝日 午前８時～午後５時

一時立入りを希望する世帯の方は、コールセンターへ立入り希望日・受け付け中継基地名・

立入り車両情報・立入り人数・帯同業者の有無・立入り場所などをお伝えください。

予約時は問い合わせ番号を伝えていただくと、手続きがスムーズに進みます。

※問い合わせ番号は案内文書に記載されている７けたの番号です。

免許証など本人確認ができるもの、車両通行証、立入り者名簿を忘れずにお持ちください。

当日受け付けは、午前９時から正午まで、高津戸スクリーニング場（富岡町）および加倉スクリ

ーニング場（浪江町）で実施します。

※お盆・お彼岸は立入りの安全確保などの観点から、中継基地ごとの受け付け上限世帯数を

設けさせていただきます。

立入りは、必ず各月のバス立入り初日の１カ月前までに事前にお申し込みください。

一時立入りの注意点

立入り回数は、１世帯当たりバス立入りを含め年間３０回が上限です。

立入り時間は、午前９時から午後４時の最大７時間です。

バスによる立入りの場合は、自宅またはお墓付近でバスを降車してから２時間が上限です。

熱中症の予防のために、こまめに水分や塩分を補給し無理をせず作業の合間に休憩を取る

などをしてください。

次ページへ続きます



被災自治体News

問い合わせ 住民生活課 0246-84-5206TEL

世帯主車両と同行するご親戚や業者の車両は、津島活性化センター、加倉、毛萱・波倉スク

リーニング場で受け付けした場合は5台まで可能（世帯主車両と併せて６台まで）となりました。

ただし、高瀬、中屋敷、大川原、高津戸スクリーニング場についてはこれまで同様、2台まで

（世帯主車両と併せて３台まで）となります。

気象状況などにより、やむを得ず一時立入りを中止することがあります。

双葉町への一時立入りのしおり［第7版］主な内容

双葉町への立入りについて（立入りの留意点・スクリーニング場・仮設トイレの設置場所など）

避難指示解除準備区域への立入り（双葉町内ゲート・国道6号立入りルートなど）

公益目的での一時立入り（公益目的での一時立入りについてなど）

特別通過交通について（特別通過交通制度概要など）

双葉町民以外のお墓参りについて（申請手続きについてなど）

連絡先一覧

今月の特集は、「祈る・伝える〜8度目の3.11〜」です。

東日本大震災から8年。今年も各地で追悼行事が行われました。

3月9日には、双葉町の山田芸能保存会が町内でじゃんがら念仏踊りを行いました。震災のあ

った3月に、毎年町内へ立ち入り続けている山田芸能保存会。じゃんがら念仏踊りを続けるメ

ンバーの思いをお伝えしています。

3月11日には、いわき市の復興公営住宅勿来酒井団地にて、双葉町復興支援員主催の「フラ

ワーズエール」が開催されました。今年の花絵のテーマは「祈り」です。約8000本のカーネ

ーションを使用し、参加者の皆さんと一緒に花びらのじゅうたん・インフィオラータの制作を

行いました。

エンディングでは、双葉町埼玉自治会と県南双樹会の追悼行事の様子も紹介しています。

ぜひご覧ください。

https://youtu.be/kQTCwuU9ZYM

【YouTube公開情報】
ニュースふたば特集版2019年4月1日号

浜通り×さんじょうライフvol.400 9



被災自治体News
富岡町からのお知らせ

借上げ型町営住宅「上の町団地」(うえのまちだんち)の随時募集について

4月10日HP更新

富岡町内への移住・定住を希望する方に対し、町で借上げた住宅の貸し出しをいたします。

平成３１年４月から５年間を期限とした定期借家制度での賃貸となり、１回限り再契約可能です。

入居を希望する方は、下記の物件概要および入居要件を確認の上、入居申し込み期限までに

書類の提出をお願いします。

募集住宅「上の町団地」概要

次ページへ続きます

※左右反転タイプもあります。

浜通り×さんじょうライフvol.40010
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入居要件について

入居については、下記６つの要件が全て当てはまる方が該当となります。

1. 同居親族があること（事実上婚姻関係と同様の事情にある者とその他婚姻の予約者を含む）

2. 収入（政令月収）が１５８，０００円以上４８７，０００円以下であること

3. 町内に居住を希望し、かつ居住するための住宅を必要としている者であること

4. 市町村税を滞納していないこと

5. 過去に町営住宅等に入居していた者であっては、未納の家賃等の債務がないこと

6. 入居する者または同居しようとする親族が暴力団員等でないこと

次ページへ続きます

キッチン

洗面所

浴室 トイレ

洋室 和室

浜通り×さんじょうライフvol.400 11



被災自治体News
申請時に必要な書類

入居決定後に必要な書類

申し込みについて

随時入居募集していますので、富岡町役場総務課管財係までお問い合わせください。

入居開始日は４月中旬以降を予定しています。

問い合わせ 総務課 管財係 0240-22-2111TEL

書類 備考

借上げ型町営住宅入居申込書

住民票謄本 続柄等記載のもの

所得証明書（申込日前年1年間の所得） 18歳以上の方全員分

税の納税証明書（滞納なし証明書） 税金を納めている方全員分

婚姻の予約を証する書類 婚姻を前提として申込む場合

書類 備考

請書

借上げ型町営住宅入居者連帯保証人確認書

所得証明書（申込日前年1年間の所得） 独立の生計を営み、確実な保証能力を有する者

印鑑登録証明書

3月31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 1,054

長岡市 219

三条市 77

柏崎市 573

新発田市 155

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 44

阿賀野市 31

佐渡市 27

魚沼市 6

南魚沼市 11

胎内市 45

市町村 人 数

聖籠町 3

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 2,529

■市町村把握分

区 分 人 数

1 公営住宅・雇用促進住宅等 45

2 借上げ仮設住宅 216

3 賃貸住宅･持家･親戚知人宅等 2,268

1+2+3（市町村把握分） 2,529

4 病院 0

5 社会福祉施設 12

合 計 2,541

(2/28  2,548) (2/28  2,560)
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次ページへ続きます

４月１日から４月１２日まで入居者の募集を行いました、2019年度第１回復興公営住宅

入居者募集の団地ごとの募集結果をお知らせします。

所在地 団地名 住戸形態 住宅種別 間取り 募集戸数 応募数

福島市

笹谷 集合住宅 一般住宅 3LDK 2

飯坂 集合住宅 一般住宅 3LDK 4 1

北中央 集合住宅 優先住宅 3LDK 1 1

北沢又

集合住宅
1～6号棟

優先住宅
2LDK 5

3LDK 5

一般住宅 3LDK 2

集合住宅
51号棟

優先住宅
2LDK 3

3LDK 4 1

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅 3LDK 12 6

二本松市

根柄山
(ペット可)

戸建て(平屋)
または

2戸1棟(平屋)
一般住宅 2LDK 1 2

2戸1棟(2階建) 一般住宅 3LDK 1 1

石倉 集合住宅

優先住宅
2LDK 4

3LDK 6

一般住宅
2LDK 1 1

3LDK 18 1

若宮 集合住宅 優先住宅 2LDK 2 1

表
(ペット可)

集合住宅

優先住宅
2LDK 2

3LDK 3

一般住宅
2LDK 4

3LDK 3 1

川俣町
壁沢
(ペット可)

2戸1棟(2階建) 一般住宅 2LDK 2

郡山市

柴宮

集合住宅
57号棟

優先住宅 2LDK 3

一般住宅 3LDK 2

集合住宅
58・59号棟

優先住宅 2LDK 1

富田
集合住宅
1～3号棟

優先住宅 2LDK 2

一般住宅 3LDK 4 2

八山田 集合住宅
優先住宅 2LDK 2 1

一般住宅 3LDK 6 1

東原 集合住宅

優先住宅 2LDK 5

一般住宅
2LDK 1

3LDK 1 1

守山駅西
(ペット可)

2戸1棟(平屋) 一般住宅 2LDK 3

2戸1棟(2階建) 一般住宅 3LDK 3 2
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次ページへ続きます

所在地 団地名 住戸形態 住宅種別 間取り 募集戸数 応募数

田村市
石崎南
(ペット可)

2戸1棟(2階建) 一般住宅 3LDK 1 3

三春町
平沢
(ペット可)

戸建て(2階建) 一般住宅 3LDK 2

会津若松市
古川町 集合住宅 一般住宅 3LDK 5

年貢町 集合住宅 一般住宅 3LDK 3 1

南相馬市

北原 集合住宅
優先住宅 2LDK 6 1

一般住宅 3LDK 7 3

上町 集合住宅

優先住宅 2LDK 2

一般住宅
2LDK 5 2

3LDK 9

南町 集合住宅 一般住宅 3LDK 11 1

牛越 集合住宅

優先住宅
2LDK 1

3LDK 10

一般住宅
2LDK 4 3

3LDK 44 2

西町
(ペット可)

2戸1棟(2階建) 一般住宅 3LDK 1

広野町
下北迫
(ペット可)

2戸1棟(平屋) 一般住宅 2LDK 1

いわき市

湯長谷 集合住宅 一般住宅 3LDK 7

下神白 集合住宅

優先住宅
2LDK 4

3LDK 4

一般住宅
2LDK 17

3LDK 19 1

宮沢 集合住宅
優先住宅

2LDK 2 1

3LDK 2

一般住宅 2LDK 2 1

関船 集合住宅
優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅 3LDK 1

高萩
(ペット可)

2戸1棟(平屋) 優先住宅(車いす対応) 2LDK 1

戸建て(平屋)
または

2戸1棟(平屋)
一般住宅 2LDK 3 1

戸建て(2階建)
または

2戸1棟(2階建)
一般住宅 3LDK 3

大原 集合住宅

優先住宅 2LDK 1

一般住宅
2LDK 2

3LDK 1

中原
(ペット可)

集合住宅
1～3号棟

優先住宅
2LDK 2

3LDK 4

一般住宅 2LDK 2 1

中原
集合住宅
4～7号棟

優先住宅
2LDK 5

3LDK 12

一般住宅
2LDK 1

3LDK 15
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所在地 団地名 住戸形態 住宅種別 間取り 募集戸数 応募数

いわき市

平赤井 集合住宅

優先住宅
2LDK 3

3LDK 9

優先住宅(車いす対応) 3LDK 2

一般住宅 3LDK 3

四ツ倉 集合住宅

優先住宅 2LDK 1

一般住宅
2LDK 1 2

3LDK 4 1

下矢田 集合住宅 優先住宅 2LDK 1

北好間
(ペット可)

集合住宅
1～3・5・6

号棟
優先住宅 2LDK 9

北好間
集合住宅

4・7～16号棟

優先住宅
2LDK 8

3LDK 5

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅 2LDK 2 4

泉本谷 集合住宅

優先住宅
2LDK 21 1

3LDK 19

優先住宅(車いす対応) 3LDK 4

一般住宅
2LDK 9 2

3LDK 35 2

勿来酒井

集合住宅
2～4号棟

優先住宅
2LDK 4

3LDK 4

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 2 1

3LDK 20 1

集合住宅
(木造長屋)
5・6号棟

優先住宅 2LDK 6

磐崎 集合住宅

優先住宅
2LDK 5

3LDK 8 1

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 5

3LDK 9 3

合 計 544 62

■抽選会

日時 ４月２３日（火）午前１０時から

場所 福島県復興公営住宅入居支援センター（福島県自治会館７階）

※抽選会への参加・不参加は、抽選結果に全く影響ありません。
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4月12日

東日本高速道路株式会社

NEXCO東日本（東京都千代田区）は、お客さまに高速道路を安全・安心・快適にご利用い

ただくため、 磐越自動車道 新潟中央ジャンクション（JCT）～会津若松インターチェン

ジ（IC）間で、舗装補修工事等に伴う夜間通行止めを実施します。

NEXCO東日本 お客さまセンター
0570-024-024 （ナビダイヤル）（24時間）
03-5338-7524 （PHS、IP電話のお客さま）

問い合わせ
TEL

TEL
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こどもの日も近づき、渡邉幸藏さん(下田地区)から子どもたちへ、お米をいただきました。

配布については、下記の通りです。

配布期間 ４月１９日(金)～２６日(金)
※交流ルーム「ひばり」の休館日は、裏表紙のカレンダーでご確認ください。

配布場所 交流ルーム「ひばり」

対象 中学生以下

お米 お子さん１人につき 5kg

※申し訳ございませんが、お届けはできません。

※期間内に受け取れない場合は、交流ルーム「ひばり」までご相談ください。

※ご連絡がないまま期限を過ぎてしまったお米は、適切な方法で有効に使わせていただき

ますので、ご了承ください。

交流ルームひばり通信
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問い合わせ
交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０

みほん
今週号と一緒に

お配りした引換券を

必ずご持参ください。

※渡邉さんからは、今回の分のほかにもたくさんのお米をいただきました。

お配りする準備ができましたら、改めてお知らせいたします。



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(2019.4.17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

４月・５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。

４／１８ １９ ２０

ひばり休み
浜通り配布

お米
プレゼント
配布開始

ひばり休み

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

ひばり休み 版画教室
ひばり休み
浜通り配布

お米
プレゼント
配布終了

ひばり休み

２８ ２９ ３０ ５／１ ２ ３ ４

ひばり休み

昭和の日

ひばり休み

国民の休日
(退位の日)

ひばり休み

即位の日

ひばり休み

国民の休日

ひばり休み

憲法記念日

ひばり休み

みどりの日

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

★ひばりのゴールデンウィークのお休み ４／２７～５／７


