
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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●被災自治体News

10月23日発行

Vol.425

●三条市News町内大川原の実証田の稲刈りが10月10日に行われま

した。

町農業委員会によると、避難指示の一部解除後初の栽

培となった今年は、震災後では一番の豊作だったそうで

す。田んぼの管理が容易になったことと、イノシシ対策

を強化したことが要因とみられます。

収穫したコメは全袋検査後、もち米は餅つきイベント

で振る舞い、コシヒカリもイベントなどで町民に配りた

いそうです。

1010 木



この度、南相馬市では、新潟県に避難されている市民の皆様を対象として、帰還や生活再

建に向けた相談会を開催します。

相談を希望する場合は、電話で予約をお願いします。予約いただいた方を優先させていた

だきますが、当日予約のない方も相談いただけます。

なお、電話での相談も受け付けています。

●相談形式 個別面談 １組30分程度（予約状況によっては延長対応します。）

●相談内容 ・避難、帰還、南相馬市に関すること など

・賠償に関すること（10日のみ）：賠償担当職員が対応します。

予約・問い合わせ 被災者支援課 0244-24-5223
（平日 午前8時30分～午後5時15分）

TEL

被災自治体News

日 時 会 場

11月9日(土) 午後1時～4時30分 新潟国際友好会館
（クロスパルにいがた内）
新潟市中央区礎町通3ノ町2086

306講座室

11月10日(日) 午前9時30分～午後2時 201講座室

南相馬市からのお知らせ

クロスパルにいがた

•交通の案内
JR：新潟駅下車徒歩20分
バス：本町または礎町下車徒歩3～5分

浜通り×さんじょうライフvol.4252



被災自治体News

「南相馬☆未来絵日記」表彰式のようす

10月21日HP更新

問い合わせ 市民生活部 生活環境課 新エネルギー推進係 0244-24-5248TEL

市では、市内小学校5・6年生を対象に、家族や友だちと一緒に再生可能エネルギーや

省エネルギーについて考えてもらうきっかけ作りとして、「みんなで考えよう 未来の南

相馬のエネルギー」をテーマに南相馬☆未来絵日記の作品を募集しました。

今年度は84作品の応募があり、以下の方々が入賞されました。

最優秀賞

上真野小学校6年 佐藤美友（さとうみゆ）さん

特別賞

原町第三小学校6年 太田優希（おおたゆき）さん

鹿島小学校6年 西田栞皐（にしだかこ）さん

入選

小高小学校5年 高田柚奈（たかだゆな）さん

八沢小学校6年 今野李緒菜（こんのりおな）さん

原町第三小学校6年 瀬尾悠月（せおゆづき）さん

上真野小学校5年 高橋実夢（たかはしみゆ）さん

上真野小学校6年 大谷史哉（おおがいふみや）さん

石神第二小学校5年 池田ひまり（いけだひまり）さん

石神第二小学校6年 伏見小春（ふしみこはる）さん

石神第二小学校6年 川崎雅也（かわさきまさや）さん

その中から、 優秀および特別賞に輝いた

3人が、10月3日（木）に行われた表彰式に

おいて、松浦副市長から賞状と記念品を授与

されました。

浜通り×さんじょうライフvol.425 3



被災自治体News
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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. 小高産技高×南相馬市×イオン 共同開発弁当の販売報告会

～感謝の想いが詰まった相双の味～ [10分]

3. TEPIA先端技術館プレゼンツ

プログラミング体験広場 in 南相馬 [19分]

4. 民族芸能発表会～山田のじゃんがら念仏踊～ [20分]

5. 南相馬見聞録～多珂神社 [7分]

6. リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [10/18～10/25]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

マイナンバーカードによるコンビニ交付の停止

10月21日HP更新

システムメンテナンスのため、コンビニで交付可能な各種証明書が、下記期間で発行で

きません。

停止日時

10月26日（土）午前6時30分～午後11時

交付できない証明書

すべての証明書

問い合わせ 市民生活部 市民課 戸籍・住民記録係 0244-24-5235TEL



被災自治体News

ふたばワールド2019 in Jヴィレッジ

10月5日、Jヴィレッジ(楢葉町)において、双葉郡8町村の祭典「ふたばワールド2019 

in Jヴィレッジ」が開催されました。

福島県内外に避難している双葉地方の皆さんの再会・交流の機会を創出し、「ふるさとふ

たば」の復興に向けた意識を高める場として、今年で7回目の開催。毎年恒例の地元食材で

作る「ふたばの”大鍋”プロジェクト」では、貴乃花光司さんプロデュースの「塩ちゃんこ

鍋」が振る舞われたほか、ステージイベントでは、演歌歌手の川中美幸さんなど豪華ゲスト

の登場、「浪江町相馬流れ山踊り保存会」や「Wonderなみえ」によるパフォーマンスで、

会場は大いに盛り上がりました。

浪江町ブースでは、「うけどんのイラスト」に塗り絵をして作る「オリジナルうけどん缶

バッジ」作りや、浪江町のお店やイベント情報などのPRを実施。また、町のPRのために

「うけどん」が会場内を練り歩くと、記念写真を撮る来場者に囲まれるなど、多くの皆さん

と触れ合いました。

今年は晴天に恵まれ、過去 高の約32,500人が来場し、浪江町をはじめとする双葉地方

の皆さんが、「食」や「イベント」を通して交流を深める場になりました。

浪江町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.425 5



被災自治体News
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双葉町からのお知らせ

令和元年度双葉町住民意向調査について（受付中）

10月18日HP更新

回答はお済みですか？ 住民意向調査に協力をお願いします

復興庁、福島県と合同で実施している住民意向調査につきまして、実施期間は9月25

日（水）～10月8日（火）となっていますが、回答がお済みでない方は、締め切りを過

ぎていても構いませんので、早めに調査への協力をお願いします。

多くの町民の皆さまの声を反映した“町民一人一人の復興”と“町の復興”が進められ

ますよう、調査への協力をお願いします。

対象者

各世帯（分散避難されている場合は、それぞれの世帯）の代表者に専用の封筒で調査票

を送付しましたので、送付された代表者ごとに回答をお願いします。

提出方法

記入後、同封の返信用封筒に入れて郵便ポストへ投かんしてください。（切手不要）

問い合わせ 復興推進課 0246-84-5203TEL

「ふるさと双葉町」
ふたばワールド2019 in Jヴィレッジ

10月5日(土)、楢葉町にあるナショナルトレーニングセンターJヴィレッジで、「ふたばワールド

2019 in Jヴィレッジ」が開催されました。

このイベントは、福島県内外に避難している双葉郡

8町村の人たちの再会・交流を目的に開催されており、

震災後7回目となる今回は「ふるさとふたば∞（むげ

んだい）」がテーマです。オープニングセレモニーで

は、双葉地方町村会会長である伊澤史朗双葉町長のあ

いさつをはじめとして、双葉郡8町村の代表児童、生

徒が各町村旗とふるさとふたばむげんだいフラッグを

掲げて登場。双葉町からも2人の園児、児童が登壇し、

ふたばワールド2019の開幕を盛り上げました。

次ページへ続きます



被災自治体News
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ージ寄せ書きコーナーを設置し、会場を訪れた町民の方が交流しながら寄せ書きに協力してください

ました。当日は各避難先からシャトルバスが出たこともあり、遠方からイベントに訪れた町民の方が、

久しぶりに会った方と懐かしそうに話す姿も見られました。

各町村の復旧・復興に向けた取り組みなどを紹介するPRコー

ナーには双葉町観光協会が出展。ステンシルアート、缶バッジ作

りが体験できるワークショップを開催し、世代を問わず多くの方

が立ち寄り大盛況でした。ブースの一角に「双葉町のいまとこれ

から」と題したパネル展示がありました。

また、双葉町復興支援員（ふたさぽ）もブース内に、11月17

日に開催されるふくしま駅伝に出場する選手に向けた応援メッセ

メインステージでは、有名タレントによるパフォーマンスが会場

を湧かせていました。双葉町からもJAスマイル大正琴の皆さんが

登壇し「八木節」など2曲を披露しました。息もぴったりの美しい

音色が秋晴れの空に響き、客席の人たちはうっとりした様子で演奏

に聴き入っていました。

グランドフィナーレでは無数の風船が快晴の空に舞い上がりまし

た。

訪れた人たちの歓声を響かせつつ幕を閉じたふたばワールド

2019。会場の至る所で双葉町民の活躍や、笑顔が見られました。

双葉町復興支援員(ふたさぽ)宮本



被災自治体News

コアレックス信栄株式会社様からの
支援物資 10月22日

第13回災害対策本部会議 10月22日

コアレックス信栄株式会社様から支援物資をいただきました。

静岡県富士宮市から、社員の方がトラックで輸送くださいま

した。

市役所特別会議室で、午後1時

30分から「第13回災害対策本

部会議」を開催しました。

郡山市からのお知らせ

鳥取市からの支援物資 10月19日

姉妹都市・鳥取市から支援物

資をいただきました。

職員8人の皆様が、トラック

で輸送くださいました。

奈良市からの支援物資 10月18日

姉妹都市・奈良市から見舞金

と支援物資をいただきました。

浜通り×さんじょうライフvol.4258



被災自治体News

第9回災害対策本部会議

久留米市長からの寄附 10月17日

姉妹都市・久留米市の大久保勉市長がお見舞いと激励にいらっ

しゃいました。併せて、義援金をいただきました。

市役所特別会議室で、午後1時

30分から「第9回災害対策本部

会議」を開催しました。

会議に参加された志位和夫 日

本共産党委員長等に、市内の被

災状況を説明しました。

10月18日

安倍首相への被災状況説明 10月17日

台風第19号の被害状況を把握

するため、中央工業団地と高瀬

小学校を視察された安倍首相、

武田防災担当大臣に対し、市内

の被災状況を説明しました。

第6回災害対策本部会議 10月15日

市役所特別会議室で、午後0時

50分から「第6回災害対策本部

会議」を開催しました。

災害対策本部職員に対して、

内堀知事から激励の言葉があり

ました。
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被災自治体News

市内の被災状況確認 10月15日

赤木小学校や小泉小学校など

の被災状況を確認しました。

第4回災害対策本部会議 10月13日

市役所正庁で、午後1時から

「第4回災害対策本部会議」を開

催しました。

会議に参加された根本匠衆議

院議員に、市内の被災状況を説

明しました。

第1回災害対策本部会議 10月12日

災害対策室で、午後2時から

「第1回災害対策本部会議」を開

催しました。

第1回緊急庁内防災会議 10月10日

台風第19号の接近に備え、午

後4時から災害対策室で「第1回

緊急庁内防災会議」を開催しま

した。

浜通り×さんじょうライフvol.42510



三条市News

手続方法

①投票用紙一式を請求する。
住民票のある市町村の選挙管理委員会から届く「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項

を記入し、返信用封筒に入れて郵送してください。

②投票用紙一式を受け取る。
住民票のある市町村の選挙管理委員会から「投票用

紙、投票用封筒（内封筒と外封筒）、不在者投票証明

書」が郵送されます。

③三条市選挙管理委員会で投票する。
受け取った封筒一式を持参して投票してください。

住民票のある市町村の投票所(期日前投票所を含む)で投票する方は、請求しないように
注意願います。
請求してからは、住民票のある市町村の投票所で投票することができなくなる場合があ
ります。

投票済みの用紙を郵送する必要があるため、
余裕を持って早めの投票をお願いします。

証明書の開封や投票用紙への事前記入は
絶対にしないでください。

投票ができなくなります。

問い合わせ 三条市選挙管理委員会事務局 0256-34-5594（直通）TEL

１０月３１日（木）告示 １１月１０日（日）投開票

●期 間 １１月１日（金）～８日（金） ※平日のみ

●時 間 午前8時30分～午後5時30分

●場 所 三条市選挙管理委員会事務局（三条市役所三条庁舎3階）

不
在
者
投
票

三条市役所三条庁舎

正面玄関

・正面玄関のエレベーターを
ご利用ください。

・３階で降りて左側へ進んで
ください。行政課内にあり
ます。
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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 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(2019.10.23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

１０月・１１月の『ひばり』

日 月 火 水 木 金 土

１０／２４ ２５ ２６

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １１／１ ２

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

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

文化の日 振替休日

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.42512

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


