
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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5月22日発行

Vol.404

21５ 火

浪江町とイオンリテール株式会社は、「災害時におけ

る支援協力に関する協定」を締結しました。

引き続き、災害に強い町を目指し、災害時における取

り組みを行っていきます。

●協定の主な内容

１．食料、飲料水、生活物資等の調達

２．イオンリテール株式会社の店舗において、被災者に

対する水道水、トイレ等の提供

３．イオンリテール株式会社の店舗において、被災者に

対する災害情報の提供

●福島県復興公営住宅入居支援センター

●新潟県



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（4月30日現在）

5月22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、4月30日現在で4,139人とな

り、同区域内の住民登録人口（8,473人）に占める居住率は48.8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

南相馬市からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.4042



被災自治体News

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

避難指示区域別の世帯数と人口（4月30日現在）

5月22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分]

2. 市民の安全と安心を守る!! 平成31年南相馬市消防団春季検閲式 [12分]

3. もしもの時のヒーローに！消防団員募集！ [8分]

4. 同一空域×複数ドローン ─運航管理システム実証試験─ [10分]

5. 平成31年度 入園 進級 祝い式 南相馬市立原町さくらい保育園 [9分]

6. まちなか探訪 ─復興「ありがとう」ホストタウン ジブチ共和国─ [11分]

7. パノラマ360°FLIGHT No.004【原町区】 [3分]

8. 看護の日・看護週間事業のお知らせ [1分]

9. 南相馬市議会 放送日程のお知らせ [3分]

10.リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容 [5/17～5/24]

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.404 3



被災自治体News

南相馬市職員（大学卒程度 一般行政・電気）を募集します

5月15日HP更新

募集職種 採用予定数 受付期間

一般行政 4人程度 5月15日(水)～6月7日(金) 当日消印有効
※受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります。電気 1人程度

試験日 試験会場 試験内容

6月23日(日)

南相馬会場：南相馬市役所（南相
馬市原町区本町2-27）
仙台会場：戦災復興記念館（仙台
市青葉区大町2-12-1）

一般行政
教養試験、専門試験、適性検査、作文
試験、個人面接、身体検査

電気
SPI試験、専門試験、作文試験、個人
面接、身体検査

募集職種・受付期間

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課窓口および各区役所市民総合サービス課窓口で配布します。

月曜日～金曜日：午前8時30分～午後5時15分 各窓口で配布

土曜日・日曜日：午前8時30分～午後5時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書（職種）請求」と朱書きし、返送用に140円切手を貼ったあ

て先（自分宛）を明記した角形2号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. 市公式ウェブサイトからダウンロードできます。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイ

ルをダウンロードしてください。

受験資格

試験日・試験会場・試験内容

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

募集職種 受験資格

一般行政

平成元年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた方（学歴は問いません）

※5月15日号広報で記載のありました年齢要件は誤りです。正しくは、こちらの内
容となります。

電気 昭和55年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた方（学歴は問いません）

浜通り×さんじょうライフvol.4044



被災自治体News

南相馬市職員（大学卒程度 土木）を通年で募集します

5月15日HP更新

5浜通り×さんじょうライフvol.404 

募集職種・受付期間

※ 受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります（各受付期間 終日の消印有効）。

※ 5月15日号広報で記載のありました応募申込期限は誤りです。正しくは、こちらの内

容となります。

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課窓口および各区役所市民総合サービス課窓口で配布します。

月曜日～金曜日：午前8時30分～午後5時15分 各窓口で配布

土曜日・日曜日：午前8時30分～午後5時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書（職種）請求」と朱書きし、返送用に140円切手を貼ったあ

て先（自分宛）を明記した角形2号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. 市公式ウェブサイトからダウンロードできます。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイ

ルをダウンロードしてください。

受験資格

昭和54年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた方（学歴は問いません）

試験日・試験会場・試験内容

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

募集職種 採用予定数

土木 3人程度

受付期間 試験日

5月15日(水)～6月7日(金) 6月23日(日)

6月8日(土)～8月7日(水) 8月25日(日)

8月8日(木)～10月7日(月) 10月27日(日)

10月8日(火)～12月27日(金) 令和2年1月12日(日)

試験日 試験会場 試験内容

6月23日
南相馬会場：南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

SPI試験、専門試験、作文
試験、個人面接、身体検査

仙台会場：戦災復興記念館（仙台市青葉区大町2-12-1）

8月25日
南相馬会場のみ：
南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

10月27日

1月12日



被災自治体News

南相馬市職員（資格免許職 保健師・司書）を募集します

5月15日HP更新

募集職種・受付期間

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課窓口および各区役所市民総合サービス課窓口で配布します。

月曜日～金曜日：午前8時30分～午後5時15分 各窓口で配布

土曜日・日曜日：午前8時30分～午後5時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書（職種）請求」と朱書きし、返送用に140円切手を貼ったあ

て先（自分宛）を明記した角形2号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. 市公式ウェブサイトからダウンロードできます。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイ

ルをダウンロードしてください。

受験資格

試験日・試験会場・試験内容

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

募集職種 採用予定数 受付期間

保健師 2人程度 5月15日(水)～6月7日(金) 当日消印有効
※受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります。司書 1人程度

募集職種 受験資格

保健師
昭和55年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方で、保健師免許を有する方、
または令和2年4月末日までに免許取得見込みの方

司書
昭和60年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた方で、図書館法による司書の資
格を有する方、または令和2年3月末日までに資格取得見込みの方

試験日 試験会場 試験内容

6月23日(日) 南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）
教養試験、適性検査、作文試験、個人面
接、身体検査

浜通り×さんじょうライフvol.4046



被災自治体News

南相馬市職員（社会人経験者 一般行政・学芸員）を募集します

5月15日HP更新

7浜通り×さんじょうライフvol.404 

募集職種・受付期間

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課窓口および各区役所市民総合サービス課窓口で配布します。

月曜日～金曜日：午前8時30分～午後5時15分 各窓口で配布

土曜日・日曜日：午前8時30分～午後5時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書（職種）請求」と朱書きし、返送用に140円切手を貼ったあ

て先（自分宛）を明記した角形2号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. 市公式ウェブサイトからダウンロードできます。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイ

ルをダウンロードしてください。

受験資格

試験日・試験会場・試験内容

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

募集職種 採用予定数 受付期間

一般行政 4人程度
5月15日(水)～6月7日(金) 当日消印有効
※受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります。学芸員

(自然分野)
1人程度

募集職種 受験資格

一般行政
昭和55年4月2日から平成元年4月1日までに生まれた方で、民間企業等における職務経
験を5年以上（平成31年3月31日現在）有する方

学芸員
(自然分野)

昭和55年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた方で、博物館法による学芸員の資格
を有し、私立・公立を問わず、博物館等において学芸員として自然分野の実務経験を5年
以上(平成31年3月31日現在)有する方

試験日 試験会場 試験内容

6月23日(日)
南相馬市役所
（南相馬市原町区本町2-27）

一般行政
SPI試験、作文試験、集団討論、個人面接
、身体検査

学芸員
社会人基礎試験、適性検査、作文試験、個
人面接、身体検査



被災自治体News
南相馬市職員（任期付職員 一般行政・土木）を通年で募集します

5月15日HP更新

募集職種・受付期間

※ 受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります（各受付期間 終日の消印有効）。

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課窓口および各区役所市民総合サービス課窓口で配布します。

月曜日～金曜日：午前8時30分～午後5時15分 各窓口で配布

土曜日・日曜日：午前8時30分～午後5時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書（職種）請求」と朱書きし、返送用に140円切手を貼ったあ

て先（自分宛）を明記した角形2号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. 市公式ウェブサイトからダウンロードできます。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイ

ルをダウンロードしてください。

受験資格

試験日・試験会場・試験内容

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

募集職種 採用予定数

一般行政 8人程度

土木 2人程度

受付期間 試験日

5月15日(水)～5月27日(月) 6月9日(日)

5月28日(火)～6月7日(金) ６月23日(日)

6月8日(土)～8月7日(水) 8月25日(日)

8月8日(木)～10月7日(月) 10月27日(日)

10月8日(火)～12月27日(金) 令和2年1月12日(日)

募集職種 受験資格

一般行政 年齢要件、資格要件なし ※普通自動車運転免許およびパソコン操作技能は
必須。土木 昭和29年4月2日以降に生まれた方

試験日 試験会場 試験内容

6月9日

南相馬市役所
（南相馬市原町区本町2-27）

【一般行政】
教養試験、適性検査、PC技能検査、作文試験、個人
面接、身体検査

【土木】
SPI試験、専門試験、PC技能検査、作文試験、個人面
接、身体検査

6月23日

8月25日

10月27日

1月12日

浜通り×さんじょうライフvol.4048
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しあわせ金婚夫婦 申し込みのお知らせ

5月10日HP更新

TEL

FAX

結婚50周年を迎えられたご夫婦を祝福し、賞状と記念の金メダルが贈られます。

自己申告となっていますので、お忘れなく申し込みください。

対象

昭和44年1月1日から同年12月31日までに結婚された浪江町に住所を置くご夫婦、

または、前回までに申し込みされなかったご夫婦

申し込み方法

●窓口での申し込み

申込用紙を下記窓口に用意してありますので、必要事項を記入の上、申し込みください。

【窓口】

・浪江町老人クラブ連合会事務局

・浪江町役場 本庁舎 介護福祉課

・浪江町役場 各出張所（福島出張所、南相馬出張所、いわき出張所）

●電話・ファクスでの申し込み

浪江町老人クラブ連合会事務局

0240-34-4685

0240-35-5555

申し込み期限

7月11日（木）厳守

表彰伝達

10月に開催される浪江町高齢者福祉大会で表彰されます。

または、希望する方には郵送します。

※ 福島民報新聞社紙上、9月の「祝・金婚夫婦」特集で表彰対象者の氏名・年齢が記載

されます。

【問い合わせ】

浪江町老人クラブ連合会事務局（浪江町社会福祉協議会）

〒979-1513 浪江町大字幾世橋字芋頭5-2

0240-34-4685

0240-35-5555

TEL

FAX

浪江町からのお知らせ

9浜通り×さんじょうライフvol.404 
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【5月27日締切】廃炉の現場を見てみよう！

5月14日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.40410

福島第一原子力発電所では、廃炉に向けての作業が行われており、今年度は燃料プール

から使用済み燃料の取り出しや、原子炉格納容器内の調査等の作業が計画されています。

つきましては、現在福島第一原子力発電所がどのような状況であるか、直接皆さまに確

認していただき、日常生活における不安が少しでも解消されればと考え、このたび、福島

第一原子力発電所の視察を企画しました。

視察を希望する方は、下記の条件、注意事項などを熟読いただき、「視察申込書」に記

入の上、ファクスもしくは郵送にてお申し込みください。

開催日時

6月15日（土） 午前10時～午後4時（予定）

※ 昼食は原子力発電所構内の食堂で取っていただきます。

募集人数

40人

※申し込み人数が40人を超えた場合、抽選となりますのでご了承ください。

申し込み期限

5月27日（月）

※郵送の場合は当日消印を有効とします。

条件

1. 18歳以上の方

2. 平成23年3月11日時点で町民だった方、もしくは現在町民である方

3. 廃炉資料館に現地集合できる方（双葉郡富岡町大字小浜字中央378番地）

4. 自力で歩行可能な方

注意事項

(1)視察当日は顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードな

ど)の原本(写しは不可)を持参、携帯をお願いします。

なお、身分証明書をお持ちでない場合は、入構できませんのでご注意ください。

(2)写真や映像を通じ、原子力発電所構内のさまざまなセキュリティー対策の外部への漏

洩を防止するため、携帯電話・スマートフォン・カメラなど撮影機能のある機器の持

ち込みはできませんので、あらかじめご了承ください。

次ページへ続きます



被災自治体News
(3)服装に関しましては、作業服など汚れても良い「長袖」および「長ズボン」を必ず着

用または持参してください。これは、福島第一原子力発電所視察中、万一の場合、放

射性物質の肌への付着を極力避けるためですのでご理解ください。

靴につきましては、サンダル、下駄、ハイヒールを避け、歩きやすいものでお越しく

ださい。また、女性の方につきましては、スカートは遠慮ください。

(4)皮膚に創傷のある場合は、皮膚から体内に放射性物質を取り込む可能性があるため、

視察できない場合があります。

(5)医療機関にてRI投与など放射線治療をされている方は、汚染調査の際に誤検出される

おそれがあるのでその旨の連絡をお願いします。

(6)今回の視察での被ばく線量は「0.01～0.02ミリマイクロシーベルト」程度と想定さ

れていますが、線量の高い（毎時１ｍSvを超える）区域を通過することがありますの

で、あらかじめご了承ください。

(7)視察決定者には、詳細について後ほどご連絡します。

問い合わせ
総務課 防災安全係 0240-34-0229

0240-35-5352

TEL

FAX

双葉町内の復興整備事業が進んでいます。JR常磐線双葉駅では橋上駅舎の整備が進み、その

形がだんだん明確になってきた様子が空からも見てとれました。

このドローン定点観測では、今後復興に向けて着々と変化する地域の撮影を続けています。

撮影ポイントは下記の通りです。

・復興IC整備地周辺上空（寺沢地区）

・JR双葉駅周辺上空（長塚地区）

・JR常磐線陸橋周辺上空（前田地区）

・双葉海水浴場周辺上空（郡山地区）

・中野地区復興産業拠点周辺上空（中野地区）

復興に向けて日々変化する町内の様子をぜひご覧ください。

https://youtu.be/PSwg5LOvFt8

【YouTube公開情報】
ドローン定点観測(平成31年4月25日撮影)

双葉町からのお知らせ
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被災自治体News

ふるさとを後世に「羽山神社4月大祭」
4月27日(土)、双葉町細谷地区にある羽山神社で4月大祭が開催されました。

羽山神社は社殿の傷みにより再建の話が進められていましたが、工事着工を目前に東日本大震災が発

神社のある細谷地区は除染による廃棄物や土壌を保管する中間貯蔵施設の建設予定地となり、家屋な

どの解体が進められています。

周りの景色が大きく変わっても、この神社が細谷地区の皆さんの心のよりどころになっているのだと

感じました。

双葉町復興支援員(ふたさぽ)濱畑

浜通り×さんじょうライフvol.40412

この日は県内外から行政区役員8人が参列。玉串奉奠(たまぐしほうてん)などの神事が行われ、各地

に避難している町民の無病息災や町の復興を祈願しました。

また、前行政区長の大橋さんが唱歌「故郷(ふるさと)」をオカリナで演奏し、温かい音色を境内に響

かせていました。

この日参列したお一人は「震災後、避難してみんなバラバラになってしまったからね、せめて一年に

一回この羽山神社に集まってみんなと顔を合わせられたら。だってここが自分の“ふるさと”だから」

と話していました。

震災前は年に2回、1月と8月に開催していた羽山神社の大祭ですが、皆さんで話し合い、今後は毎年

4月に行うことにしたそうです。

生し、社殿の屋根などが崩れてし

まいました。

震災後、神社再建に向けた動き

は停滞していましたが、細谷地区

の皆さんの“ふるさとを残した

い”との思いから平成30年8月に

社殿や参道の補修、鳥居の建て替

えが完了しました。



次ページへ続きます

１ 募集期間

６月３日（月）～１４日（金）必着

２ 募集対象

平成２３年３月１１日時点において、田村市、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内

村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村に居住していた方で、次に該当する方です。

○現在も避難指示が継続している区域に居住していた方【居住制限者】

○避難指示が解除された区域に居住していた方で、現在、住宅に困窮している方【旧居住制

限者】

３ 注意事項

・ すでに他の団地に当選している方は、新たに申し込みことはできません。申し込みを希望

する場合は、すでに当選している団地を辞退した上で申し込んでください。

・ 補欠として登録されている方は、今回の募集に応募することができますが、今回当選した

場合は、全ての補欠の権利は無効になりますので、ご了承ください。

・ 優先住宅(車いす対応住宅も含む)は、集合住宅１階部分の住戸であり、優先世帯(65歳以

上の高齢者、障がい者、要介護者を含む世帯）に限り申し込むことができます。

・ 応募者多数の場合、「現在も避難指示が継続している地区に居住していた方」から先に抽

選します。

・ 入居後の復興公営住宅間の住み替えは、世帯人数が増減した場合、身体の機能上の制限を

受ける者となった場合、介護が必要となった場合など、一定の理由がある場合に可能です

ので、ご相談ください。

所在地 団地名 住戸形態 住宅種別 間取り 募集戸数

福島市

笹谷 集合住宅 一般住宅 3LDK 2

飯坂 集合住宅
優先住宅 3LDK 1

一般住宅 3LDK 3

北中央 集合住宅 優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

北沢又

集合住宅
1～6号棟

優先住宅
2LDK 5

3LDK 6

一般住宅 3LDK 5

集合住宅
51号棟

優先住宅
2LDK 3

3LDK 3

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 2

3LDK 6
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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

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 2

2戸1棟(2階建) 一般住宅 3LDK 1

石倉 集合住宅
優先住宅

2LDK 4

3LDK 6

一般住宅 3LDK 22

若宮 集合住宅
優先住宅 2LDK 1

一般住宅 2LDK 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 2

川俣町
壁沢
(ペット可)

2戸1棟(平屋) 優先住宅 2LDK 1

2戸1棟(2階建) 一般住宅
2LDK 2

3LDK 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

日和田 集合住宅 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

八山田 集合住宅
優先住宅 2LDK 1

一般住宅 3LDK 6

東原 集合住宅
優先住宅 2LDK 5

一般住宅 2LDK 1

安積 集合住宅 一般住宅 2LDK 2

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 2

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

南相馬市

北原 集合住宅
優先住宅 2LDK 6

一般住宅 3LDK 6

上町 集合住宅

優先住宅 2LDK 2

一般住宅
2LDK 4

3LDK 10

南町 集合住宅 一般住宅 3LDK 10

牛越 集合住宅

優先住宅
2LDK 1

3LDK 10

一般住宅
2LDK 1

3LDK 42

西町
(ペット可)

2戸1棟(2階建) 一般住宅 3LDK 2

広野町
下北迫
(ペット可)

2戸1棟(平屋) 一般住宅 2LDK 1
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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

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 18

3LDK 20

宮沢 集合住宅

優先住宅
2LDK 1

3LDK 2

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 3

3LDK 3

大原 集合住宅

優先住宅 2LDK 1

一般住宅
2LDK 2

3LDK 2

関船 集合住宅

優先住宅 2LDK 1

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

戸建て(2階建)
または

2戸1棟(2階建)
一般住宅 3LDK 7

四ツ倉 集合住宅
優先住宅 2LDK 1

一般住宅 3LDK 3

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 1

3LDK 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

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 1

3LDK 19

集合住宅
(木造長屋)
5・6号棟

優先住宅 2LDK 6

北好間
(ペット可)

集合住宅
1～3・5・6

号棟

優先住宅 2LDK 8

一般住宅 3LDK 1

北好間
集合住宅

4・7～16号棟

優先住宅
2LDK 9

3LDK 5

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅 3LDK 3
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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

いわき市

泉本谷 集合住宅

優先住宅
2LDK 19

3LDK 19

優先住宅(車いす対応) 3LDK 4

一般住宅
2LDK 6

3LDK 33

磐崎 集合住宅

優先住宅
2LDK 5

3LDK 7

優先住宅(車いす対応) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 4

3LDK 6

平赤井 集合住宅

優先住宅
2LDK 2

3LDK 9

優先住宅(車いす対応) 3LDK 2

一般住宅 3LDK 4

合 計 539

4月30日現在

問い合わせ 震災復興支援課 広域支援対策係 025-282-1732TEL

市町村 人 数

新潟市 1,042

長岡市 219

三条市 74

柏崎市 571

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 66

市町村 人 数

燕市 63

糸魚川市 3

妙高市 5

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 2,503

■市町村把握分

区 分 人 数

1 公営住宅・雇用促進住宅等 26

2 借上げ仮設住宅 153

3 賃貸住宅･持家･親戚知人宅等 2,324

1+2+3（市町村把握分） 2,503

4 病院 0

5 社会福祉施設 12

合 計 2,515

(3/31  2,529) (3/31  2,541)
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先日、渡邉幸藏さん(下田地区)からたくさんのお米をいただきました。

令和への改元を記念してお配りいたします。

配布については、下記の通りです。

配布期間 ５月２６日(日)～６月２日(日)
※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 ご家族１人につき １袋（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。



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 17 44

原町区 4 7

南相馬市 計 21 51

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 4 9

合 計 29 74

三条市に避難している
世帯数と人数(2019.5.22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

５月・６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。

５／２３ ２４ ２５

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ６／１

お米
配布開始

ひばり休み ひばり休み 茶話会
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

お米
配布終了

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


