
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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小高区の盆踊り大会「おだか夏まつり」が小高交流セ

ンター「浮舟文化会館」周辺で開催されました。
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© Minamisoma City

小高区の盆踊り大会「おだか夏まつり」が小高交流センター「浮舟文化会館」周辺で開催さ

れました。

盆踊りでは、大人の部と子どもの部に分かれて、地域の老若男女が相馬盆歌に合わせてやぐ

らの周囲を踊り歩きました。

会場には、出店が並んだほか､特設ステージが組まれ、太鼓やお笑いのライブが行われました。

浮舟文化会館内では、ロボットを操作できるコーナーが設営され、市が現在、復興重点戦略

に掲げて取り組んでいる、福島ロボットテストフィールドを核とした新産業創出と人材誘導を

プロモーションしていました。

12８ 月
休/
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© Minamisoma City

鹿島区の盆踊り大会「なつ・かし・まつり」がかしま交流センター駐車場で開催されました。

会場では、屋台や昔の懐かしい遊びを体験できたほか、スイカ割りや盆踊りが行われました。

なつ・かし・まつりの開催には、市の市民提案型一体感醸成事業補助金を活用していただき

ました。

11８ 日
祝/

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. 相馬野馬追2019／1日目 五郷出陣！令和に響く武士の聲(こえ) [30分]

3. 南相馬市民俗芸能発表会“南津島の田植え踊” [23分]

4. 四季百景～南相馬 夏・向日葵～ [4分]

5. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容 [8/16～8/23]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

3浜通り×さんじょうライフvol.416 
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プレミアム商品券の販売（引換）を開始しました

8月8日HP更新

南相馬市事業再開・帰還促進プレミアム商品券の販売（引換）を開始しました。

南相馬市事業再開・帰還促進プレミアム商品券実行委員会では、南相馬市の経済の活性

化と事業者ならびに市民の帰還の促進を目的として、お得な50％のプレミアム付き商品

券を販売（引換）します。

購入申し込みをした方は、期日までに「南相馬市事業再開・帰還促進プレミアム商品

券」をお買い求めいただき、南相馬市での買い物にお役立てください。

詳細につきましては、下記商品券専用ホームページで確認してください。

南相馬市事業再開・帰還促進プレミアム商品券専用ホームページ

https://www.minamisoma-premium.jp/

販売期限

8月29日（木）

※ 8月24日（土）、8月25日（日）除く

※ 8月29日（木）以降は購入（引換）できませんので、必ず期間内に購入（引換）して

ください。

販売時間

午前10時～午後5時

商品券購入（引換）時にお持ちいただくもの

購入者（代理者）証明書･･･････････････切り離さずにお持ちください。

商品券購入代金（1冊10,000円）･･････支払いは現金のみとなります。

商品券購入時に行うこと

購入者（代理者）証明書に記載されている方の名前を、商品券の冊子に1冊ずつ記載し

ていただきます。

氏名ゴム印を使用できますので、お持ちの方はご持参ください。

次ページへ続きます

南相馬市からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.4164
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購入可能冊数が抽選となりました

申し込み多数により申込希望冊数が発行部数105,000冊を超えたため、商品券の購入

可能冊数は抽選となりました。

抽選方法は、申込者全員を当選とし、希望冊数の多い方から順に減冊しています。この

ことで、5冊から3冊に減冊されている方もいますのでご了承ください。なお、申込者の

約8割の方が抽選の対象となっています。

※ 購入者（代理者）証明書に記載されている購入可能冊数は、抽選後の冊数です。

【問い合わせ】

南相馬市事業再開・帰還促進プレミアム商品券実行委員会

市商工労政課（事務局） 0244-24-5264

小高商工会 0244-32-0300

鹿島商工会 0244-46-2250

原町商店連合会 0244-24-1150

原町商工会議所 0244-22-1141

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

問い合わせ 経済部 商工労政課 商業振興係 0244-24-5264TEL

敬老祝金

南相馬市データ放送8月19日更新

市では、令和元年度の敬老祝金の対象となる方に、敬老祝金受領のための口座振替依頼

書を発送します。必要事項を記入の上、返送をお願いします。

東京電力福島第一原発事故の影響で市外に避難している方もいるため、口座振り込みで

支給します。

発送対象と支給金額

9月15日現在、市内に住所を有し、次のいずれかに当てはまる方

77歳の方（昭和16年9月17日～昭和17年9月16日生まれ）……5,000円

88歳の方（昭和5年9月17日～昭和6年9月16日生まれ） ……１万円

※ 9月14日以前に転出または死亡された方、6月16日以後に転入された方は対象となり

ません。

【問い合わせ】

福祉部 長寿福祉課 0244-24-5239

小高区 市民総合サービス課 0244-44-6413

鹿島区 市民総合サービス課 0244-46-2113

TEL

TEL

TEL
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浪江町からのお知らせ

令和元年10月1日から幼児教育・保育が無償化されます

8月19日HP更新

次ページへ続きます

幼児教育および保育の重要性を鑑み、子育てを行う家庭の経済的負担を軽減するため、

令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」がはじまります。

幼稚園、認可保育所、認定こども園等

3歳から5歳（満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です）までの

すべての子どもの利用料が無償化されます。

子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園の利用料は、月額25,700円

を上限として無償化されます。

0歳から2歳までの子どもは、住民税非課税世帯が無償化されます。

食材料費（給食・おやつ など）、通園送迎費、行事費などは無償化の対象外です。

認可保育所、認定こども園、地域型保育の延長保育の利用料は無償化の対象外です。

幼稚園、認定こども園の預かり保育

無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」（就労等認可保育所の利用と

同等の要件）を受ける必要があります。

3歳から5歳について、利用日数に応じて月額11,300円を上限として利用料が無償化

されます。

認可外保育施設等

認可外保育施設、認可保育所などの一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポー

トセンター事業の利用料についても無償化の対象になります。

無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

注）保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。

3歳から5歳までの子どもは、月額37,000円を上限として利用料が無償化されます。

0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限として利用料

が無償化されます。

食材料費、通園送迎費、行事費などは無償化の対象外です。

就学前の障がい児の発達支援

就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利

用料が無償化されます。

浜通り×さんじょうライフvol.4166
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無償化に伴う手続き

無償化の対象となるための手続きについては、現在避難している市区町村で行ってくだ

さい。

【認可保育所・認定こども園・認可外保育施設等に関する問い合わせ】

教育委員会事務局子育て支援係

0240-34-0252

【幼稚園に関する問い合わせ】

教育委員会事務局学校教育係

0240-34-5710

TEL

TEL

問い合わせ 教育委員会事務局 子育て支援係 0240-34-0252TEL

8月10日と11日、「なみえ夏まつり・夏休み爆笑ライブinなみえ」が開催されました。

11日は約3,500人の来場者が訪れ、サンドウィッチマンによる「天下無敵の爆裂ライブinな

みえ3」では、会場が笑いの渦に巻き込まれました。夏まつりでは、川添芸能保存会による盆

踊り、浪江町復興応援アイドル"reborn"などによる様々なステージイベントや、町内の飲食店

を中心とした露店、ドーナツやクレープなどの移動販売店が軒を連ねました。

恒例となった花火大会には約1,500人が訪れ、浪江町ならではの近距離で打ち上げられた大

輪の花火に多くの歓声が上がりました。

なみえ夏まつり・夏休み爆笑ライブinなみえ
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【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 56

青森県 44

岩手県 37

宮城県 913

秋田県 45

山形県 127

茨城県 998

栃木県 472

群馬県 135

埼玉県 660

千葉県 567

東京都 852

神奈川県 416

新潟県 334

富山県 16

石川県 27

福井県 11

山梨県 39

都道府県 人 数

長野県 55

岐阜県 16

静岡県 52

愛知県 39

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 8

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 10

合計 6,188

市町村 人 数

福島市 2,575

会津若松市 199

郡山市 1,787

いわき市 3,244

白河市 240

須賀川市 150

喜多方市 24

相馬市 462

二本松市 1,077

田村市 71

南相馬市 2,050

伊達市 110

本宮市 487

桑折町 144

国見町 26

川俣町 62

大玉村 192

鏡石町 8

市町村 人 数

天栄村 1

下郷町 4

南会津町 8

北塩原村 2

西会津町 2

磐梯町 4

猪苗代町 24

会津坂下町 19

金山町 1

会津美里町 9

西郷村 147

泉崎村 5

中島村 1

矢吹町 32

棚倉町 6

塙町 2

石川町 6

玉川村 1

市町村 人 数

古殿町 1

三春町 73

小野町 13

広野町 43

楢葉町 17

富岡町 9

川内村 4

大熊町 2

浪江町 746

葛尾村 5

新地町 84

飯舘村 2

県内 2

合計 14,183

避難者総数

20,371

(前月 20,382)

(前月 14,184)

(前月 6,198)

浪江町民の避難状況（令和元年7月31日現在）

浜通り×さんじょうライフvol.4168

双葉町からのお知らせ

双葉町放射線量等検証委員会における検証結果について（中間報告）

8月7日HP更新

双葉町放射線量等検証委員会は、平成31年４月23日以降、委員会を3回開催し、委員

による双葉町内の現地視察や事務局などからの個別説明を受けながら、双葉町内の避難指

示解除準備区域及び特定復興再生拠点区域の放射線量の低減状況等について、これまでの

検証内容をとりまとめた「双葉町放射線量等検証委員会における検証結果について（中間

報告）」を令和元年7月29日付で田中委員長から伊澤町長へ提出されました。

「双葉町放射線量等検証委員会における検証結果について
（中間報告）」を添付しましたので、ご覧ください。

双葉町の世帯のみ

問い合わせ 住民生活課 帰町準備室 0246-88-8107TEL
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「ふたばスポーツフェスティバル2019」参加申込延長のお知らせ

8月20日HP更新

9浜通り×さんじょうライフvol.416 

問い合わせ 教育委員会 教育総務課 0246-84-5210TEL

「ふたばスポーツフェスティバル2019」の、参加申込期限を下記のとおり延長します。

申込延長期限：9月13日(金)

スポーツにより双葉町民の皆さまの交流を図ることを目的に「ふたばスポーツフェステ

ィバル2019」が下記日程により開催されます。内容は玉入れや宝拾いなど、どなたでも

参加できる競技が中心となります。

双葉町民の皆さまで共に汗を流し、交流を深めませんか。お誘いあわせの上、ふるって

ご参加ください。

日時

10月12日(土) 午前10時30分～午後2時30分 ※受付開始 午前9時30分

会場

J-VILLAGE 雨天練習場（楢葉町山田岡美シ森8）

競技種目

玉入れ、宝拾い、ボールとさんぽ、キャッチングボールむかで、ボウリング

※ 内容は変更になる場合があります。

申し込み方法

申込書に必要事項を記入の上、問い合わせ先まで持参、郵送、FAXにて受け付けてい

ます。

申込書は「ふたばのわ7月号」に同封し、各ご家庭に配布しています。また、ホームペ

ージに申込書様式を掲載していますので、そちらを活用いただいても構いません。

※ ふたばスポーツフェスティバル2019は「福島特定原子力施設地域振興交付金事業」

を活用して実施します。



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

8月2日

東日本高速道路株式会社

東北支社いわき管理事務所

NEXCO東日本いわき管理事務所は、2車線区間（片側1車線）の 常磐自動車道いわ

き中央IC～新地IC間において、舗装補修工事、防風柵設置工事、4車線化工事、トンネル設備

補修・点検および清掃、橋りょう点検（本線橋・跨道橋）のため、下記のとおり夜間通行止め

を実施します。

■通行止め区間、通行止め期間

※予備日：11月1日（金）、11月5日（火）～8日（金）、11月11日（月）～15日（金）

■通行止め時間 午後8時～翌午前5時

※天候などによって規制期間を変更する場合がありますので、「ドラとら」などのウェブサイ

トで 新の情報をご確認ください。

※小雨決行としますが、大雨および強風の恐れがある場合は延期します。

なお、夜間通行止めの実施判断は実施当日の午後1時に行います。

№ 通行止め区間 通行止め期間

1 広野IC～常磐富岡IC間（上下線） 9月2日（月）～13日（金）（10夜間）

2 南相馬IC～新地IC間（上下線） 9月24日（火）～10月4日（金）（9夜間）

3 いわき中央IC～広野IC間（上下線）
10月15日（火）～18日（金）
10月23日（水）～30日（水）（10夜間）

4 常磐富岡IC～南相馬IC間（上下線） 10月31日（木）（1夜間）

浜通り×さんじょうライフvol.41610



交流ルームひばり通信

三条市の協力を得て、秋の一時帰宅を計画しました。

避難者のみの一時帰宅です。定員4人(受け付け順)とさせていただきます。

家の中の片付けをしたい方や、家周りの伸びた草木が気になる方もいるかと思います。

また、お墓参りなども可能です。ご相談いただければ対応させていただきます。

日 時 ９ 月２１ 日

行 程 三条市出発 午前 5時頃

現地到着 午前10時頃

＊自宅や目的地に送迎

現地出発 午後 3時頃

三条市到着 午後 9時頃

土

申込締切 ９月６日(金)正午
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

※片道利用もＯＫです。

浜通り×さんじょうライフvol.416 11

7月31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 1,018

長岡市 214

三条市 75

柏崎市 557

新発田市 150

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 43

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 2,454

■市町村把握分

区 分 人 数

1 公営住宅・雇用促進住宅等 21

2 借上げ仮設住宅 140

3 賃貸住宅･持家･親戚知人宅等 2,293

1+2+3（市町村把握分） 2,454

4 病院 0

5 社会福祉施設 12

合 計 2,466

(6/30  2,465) (6/30  2,477)



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 18 45

原町区 4 7

南相馬市 計 22 52

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 4 9

合 計 30 75

三条市に避難している
世帯数と人数(2019.8.21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

８月・９月の『ひばり』

日 月 火 水 木 金 土

８／22 ２３ ２４

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

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

９／１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

浜通り×さんじょうライフvol.41612

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


