
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。

目 次

週刊 避難者応援情報紙

南相馬市----------------------- 2

浪江町 ----------------------- 8

双葉町 ----------------------- 12

・原子力損害賠償債権の消滅時効に
関する当社の考え方について--- 14

・11月の「ひばり」------------ 16

●交流ルームひばり通信
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●被災自治体News

11月6日発行

Vol.427

●東京電力ホールディングス

１１月８日（金）まで
●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）

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。

問い合わせ
三条市選挙管理委員会事務局

0256-34-5594（直通）TEL

※ 南相馬市・相馬郡飯館村選挙区と双葉郡選挙区は

無投票になりました。

郡山市の方のみ
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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（10月31日現在）

11月5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、10月31日現在で4,200人と

なり、同区域内の住民登録人口（8,220人）に占める居住率は51．1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.4272



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（10月31日現在）

11月5日HP更新

第19回福島県議会議員一般選挙について

10月31日HP更新

南相馬市・相馬郡飯館村選挙区は無投票になりました

第19回福島県議会議員一般選挙の南相馬市・相馬郡飯館村選挙区は、10月31日午後

５時で立候補届出の受け付けが締め切られた結果、立候補者が定数（2人）を超えなかっ

たため、投票を行わないこととなりました。

【候補者情報】

問い合わせ 選挙管理委員会事務局 0244-24-5285TEL

届け出順 候補者氏名 年齢 党派

1 高野 光二（たかの みつじ） 67 国民民主党

2 太田 光秋（おおた みつあき） 51 自由民主党
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災害公営住宅入居者募集（11月分）

11月1日HP更新

次ページへ続きます

市では、これまで南相馬市民を対象に東日本大震災で家屋が半壊以上の判定を受けた方、

原子力災害により避難指示を受けて家屋を解体された方を対象として災害公営住宅入居者

を募集してきましたが、10月1日から以下のとおり申し込み資格を拡大しています。

以前の申し込み資格

① 東日本大震災により居住していた住宅が全壊・全流出の世帯

② 東日本大震災により居住していた住宅が半壊・大規模半壊で解体した、または解体す

ることが確実である世帯

③ 原子力災害により避難指示を受けた世帯で、家屋を解体した、または解体することが

確実である世帯

※ これまでは、平成23年3月11日時点に南相馬市民で申し込み資格がある世帯が申し

込みできました。

拡大する申し込み資格

④ 市外で東日本大震災により居住していた住宅が半壊・大規模半壊以で解体した、また

は解体することが確実である世帯

⑤ 市外で東日本大震災により居住していた住宅が全壊・全流出の世帯

⑥ 現在でも原子力災害により避難指示を受けている世帯（居住制限者）

⑦ 原子力災害による避難指示が解除された区域で現に住宅に困窮している世帯

※ 平成23年3月11日時点で申し込み資格がある世帯であれば、市外の方でも申し込み

できます。

※ すでに復興公営住宅や災害公営住宅に入居している方（入居決定している人を含む）

や避難指示区域外に自己所有の住居を所有している方は申し込みができません。

※ 申し込み多数の場合は、市内でり災された方を優先します。

※ ただし、以下に該当する場合は、申し込みができません。

市税および過去に公営住宅に入居されていた場合の家賃に滞納がある方

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当する世帯

募集住宅

《小高区》

№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 小高東町団地 14号室 1階 2DK 4年 16,500～43,900 あり
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№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

2 西町団地 4号棟202号室 2・3階 4DK 6年 23,400～62,000 あり

3 西川原団地 28号室 1・2階 3DK 6年 22,100～58,500 あり

4 西川原第二団地 3号棟102号室 1階 2DK 4年 15,400～40,800 1,000円/月

《鹿島区》

《原町区》

※ 家賃については東日本大震災特別家賃低減事業により減額される場合があります。

入居日

12月1日（日）

申込期限

１１月１４日（木） ※郵送の場合は当日必着

申し込み方法

市建築住宅課へ、「災害公営住宅入居申込書」を提出してください。

申込書は、市建築住宅課で配布しています。また、市公式ウェブサイトからもダウン

ロードできます。

添付書類

住民票（世帯全員が記載されているもの）

所得証明書（入居希望者全員分）

納税証明書（入居希望者全員分）※完納証明書でも可

その他下記の書類

・申し込み資格①②④⑤の方

全壊の方はり災証明書の写し、半壊以上の方はり災証明書の写し、家屋の解体

証明書または解体申出書の写し

・申し込み資格③⑥⑦の方：被災証明書の写しなど

申し込み窓口

南相馬市役所 建築住宅課 午前８時30分～午後５時15分（土・日、祝日を除く）

【郵送先・問い合わせ先】

〒975－8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

南相馬市役所 建築住宅課 市営住宅係 0244-24-5253TEL

№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

5 栄町団地 1号棟103号室 1階 2DK 4年 19,000～50,400 1,000円/月

6 大町西団地 103号室 1階 2DK 5年 18,200～48,200 1,000円/月

7 大町東団地 407号室 4階 2DK 6年 18,000～47,600 1,000円/月

8 萱浜団地 38号室 1階 2DK 4年 17,500～46,400 あり
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入居者を公募する市営住宅

一般世帯の住宅

【市営住宅の入居基準】

•住宅に困っていることが明らかな方

•市町村税を滞納していない方（入居世帯の中で、課税されているすべての方）

•同居する親族がいる方（60歳以上の方など、単身入居可能な場合もあります。）

•暴力団員でないこと

•世帯の収入が基準を超えないこと

定住促進住宅

№ 区 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 小高 万ヶ廹団地 1-1号室 1・2階 3DK 15年 16,300～32,100 あり

2 小高 万ヶ廹団地 27-2号室 1・2階 3DK 9年 17,300～34,100 なし

3 原町 仲町団地 2号棟304号室 3階 3K 45年 8,700～16,500 あり

4 原町 仲町団地 2号棟408号室 4階 3K 45年 8,700～16,500 あり

5 原町 国見町団地 1号棟401号室 4階 3K 37年 14,400～28,200 あり

6 原町 二見町団地 2号棟403号室 4階 3DK 39年 14,300～28,100 あり

7 原町 北長野団地 1号棟308号室 3階 3DK 25年 18,200～35,700 あり

8 原町 北長野団地 4号棟205号室 2階 3DK 23年 18,800～37,000 あり

市営住宅入居者募集（11月分）

11月1日HP更新

市営住宅の入居者を募集します。

入居資格や申し込み方法などについて、右QRコードから市公式ウェブサイトで確認の

上、お申し込みください。

申込者が重複した場合は、抽選会を開催し入居者を決定します。

入居日

12月1日（日）

公募期限

１１月１４日（木） ※申し込み受け付けは、土・日曜日、祝日を除く。

№ 区 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 鹿島 定住促進住宅 2号棟305号室 3階 3DK 27年 11,000～21,700 あり
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問い合わせ 建設部 建築住宅課 市営住宅係 0244-24-5253TEL

中堅所得者向け住宅

【中堅所得者向けの住宅の入居基準】

•市町村税を滞納していない方（入居世帯の中で、課税されているすべての方）

•同居する親族がいる方

•暴力団員でないこと

•世帯の収入が基準の範囲内（原則階層は158,001～259,000円）であること

★ 間取り、駐車場料金、浴槽・風呂釜の有無など、詳細は、市営住宅公募要項をご覧く

ださい。（市公式ウェブサイトからダウンロードできます）

●令和元年11月市営住宅公募要項 (Excelブック)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/27/20191028-154820.xls

№ 区 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 小高 紅梅団地 B-2-1号室 1・2階 3DK 17年 33,500～45,200 あり

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. おだか月あかりコンサート 秋の心に寄り添う響き [20分]

3. 交通ルールを守ろう 南相馬市交通安全パレード [8分]

4. 台風19号等の被災者支援の特設相談窓口開設 [4分]

5. 災害ボランティア募集のお知らせ [2分]

6. 笑顔あふれるみんなの集い けんこうお楽しみ会 [10分]

7. 確にゃんしてね！プレミアム付商品券 [3分]

8. 南相馬市議会放送日程のお知らせ [3分]

9. 台風19号等の被災者支援の特設相談窓口開設 [4分]

10.リクエストアワーのお知らせ [4分]

番組内容 [11/1～11/8]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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新しい町営住宅の入居者を募集します！

（募集期間：11月6日～27日） 11月1日HP更新

浪江町からのお知らせ

町では、請戸地区に整備する新しい町営住宅について入居希望者の募集をします。

町営住宅への入居を希望する方は、募集要項（詳しい資料）を確認の上、申し込み手続

きをしてください。

募集期間

11月6日～11月27日【消印有効】

応募方法

※ 募集要項（詳しい資料）で詳細を確認の上、申し込みください。

◎ 申込書の入手方法

浪江町ホームページから申込書をダウンロード

浪江町役場住宅水道課住宅係（電話：0240-34-0232）に連絡の上郵送

◎ 記入例を参考に申込書を作成し、添付書類を添えて、浪江町住宅水道課住宅係（本庁

舎）または生活支援課住宅支援係（二本松事務所）に提出するか、郵送してください。

【郵送先】

〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2

浪江町役場 住宅水道課 住宅係

※ 添付書類など申し込みについての詳細は募集要項で確認ください。

申し込み条件

※ 詳細な申し込み資格については、募集要項を確認ください。

平成23年3月11日において浪江町に居住していた方のうち、次のイから二のいずれ
かに該当し、町への帰還に際し住宅に困窮していると認められる方（すでに浪江町に
帰還し浪江町内に住宅を確保している方は申し込みできません）

イ. 東日本大震災により居住していた住宅が全壊・全流失の世帯

ロ. 東日本大震災により居住していた住宅が半壊・大規模半壊で解体した、または解
体することが確実である世帯

ハ. 帰還困難区域に居住していた世帯

二. 町への帰還に際し、町内に居住する住宅がないと認められる世帯

次ページへ続きます
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次ページへ続きます

住宅名称 住宅分類 募集住宅概要 募集戸数 想定家賃（円） 入居予定時期

(仮称)請戸
住宅団地

災害公営
住宅

木造平屋
戸建

2LDK 74平米 11 6,100～52,900
令和2年10月

3LDK 84平米 15 6,900～60,100

募集する住宅

※ 床面積および想定家賃は計画段階の数値を記載しています。詳細設計の中で多少の増

減が生じる場合があります。

※ 想定家賃は低所得者など特に配慮が必要な世帯向けの減額措置を行った後の家賃を記

載しています。詳細は募集要項（詳しい資料）で確認ください。

※ 一定のルールを守っていただくことによりペットの飼育を可能としています。

位置図

イメージ図
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次ページへ続きます

平面図

入居までのスケジュール

手続きなど 予定

1 募集要項等配布開始 11月1日

2 入居申込書受付開始 11月6日

3 入居申込書提出期限 11月27日

4 公開抽選会 12月中

5 入居手続き 令和2年8月～

6 （仮称）請戸住宅団地完成 令和2年9月末

7 入居開始 令和2年10月
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申し込みに際して注意事項

◎ 部屋を選ぶことはできません。募集期間終了後、抽選で部屋を決定します。

◎ 「町営住宅入居辞退届」を提出することで、申し込み後に辞退することができます。

（入居後は退去手続きを取っていただくことになります。）

ただし、申し込み後はなるべく辞退されないようよく検討の上お申し込みください。

◎ 正式な入居手続きの中で、応募要件を満たしていないことが明らかとなった場合、入

居は取り消しとなります。

◎ 応募に際しては募集要項をよく確認の上お申し込みください。

【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 911

秋田県 45

山形県 125

茨城県 997

栃木県 474

群馬県 138

埼玉県 659

千葉県 562

東京都 845

神奈川県 422

新潟県 333

富山県 16

石川県 27

福井県 11

山梨県 37

都道府県 人 数

長野県 54

岐阜県 16

静岡県 51

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 4

岡山県 22

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 14

国外 10

合計 6,179

市町村 人 数

福島市 2,559

会津若松市 197

郡山市 1,773

いわき市 3,244

白河市 242

須賀川市 148

喜多方市 24

相馬市 454

二本松市 1,069

田村市 69

南相馬市 2,029

伊達市 111

本宮市 484

桑折町 140

国見町 29

川俣町 60

大玉村 194

鏡石町 8

市町村 人 数

天栄村 1

下郷町 4

南会津町 9

北塩原村 2

西会津町 2

磐梯町 4

猪苗代町 23

会津坂下町 19

金山町 1

会津美里町 9

西郷村 145

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 71

小野町 13

広野町 42

楢葉町 17

富岡町 10

川内村 4

大熊町 3

浪江町 797

葛尾村 5

新地町 84

飯舘村 2

県内 2

合計 14,157

避難者総数

20,336

(前月 20,354)

(前月 14,168)

(前月 6,186)

浪江町民の避難状況（令和元年10月31日現在）

問い合わせ 住宅水道課 住宅係 0240-34-0232TEL
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双葉町避難指示解除準備区域とJR双葉駅周辺等の一部区域の避難指示解除

に関する住民説明会の開催について 11月1日HP更新

問い合わせ 住民生活課 帰町準備室 0246-88-8107TEL

町では、昨年12月に策定した「避難指示解除に関する考え方 ～避難指示解除に向け

た諸条件とスケジュール整理～」により、令和2年春に避難指示解除準備区域とJR双葉

駅周辺等の一部区域（以下、「避難指示解除対象区域」といいます。）の避難指示解除を、

令和4年春に特定復興再生拠点区域全域の避難指示解除を目標に復興復旧のさまざまな取

り組みを進めているところです。

町としましては、双葉町放射線量等検証委員会の最終報告などをもとに検討した結果、

避難指示解除対象区域の避難指示の解除を進めてまいりたいと考えております。

つきましては、11月７日から開催されます町政懇談会と併せて、避難指示解除対象区

域の解除に関する住民説明会を、町と国の共催で開催いたしますので、お忙しいところ申

し訳ありませんが、御出席いただきますようご案内申し上げます。

町政懇談会日程

月日 時間 場所

11月7日
(木)

14:00
～16:00

いわき市
いわき市中央公民館 2階（中会議室1・2）
いわき市平字堂根町1-4 TEL:0246-22-5431

11月8日
(金)

10:00
～12:00

南相馬市
南相馬市民文化会館ゆめはっと 1階（多目的ホール）
南相馬市原町区本町2丁目28番地の1 TEL:0244-25-2761

15:00
～17:00

仙台市
TKP仙台南町通カンファレンスセンター 7階7C
宮城県仙台市青葉区中央3丁目6-10仙台南町通ビル

TEL:022-200-2617

11月9日
(土)

10:00
～12:00

福島市
福島県青少年会館 2階（大研修室）
福島市黒岩字田部屋53番5号 TEL:024-546-8311

11月15日
(金)

10:00
～12:00

加須市
キャッスルきさい 1階（多目的室）
埼玉県加須市根古屋633番地10 TEL:0480-73-3101

15:00
～17:00

つくば市
つくば研究支援センター 2階（研究室A)
茨城県つくば市千現2-1-6 TEL:029-858-6000

11月16日
(土)

10:00
～12:00

東京都
全国町村会館 2階（第2会議室）
東京都千代田区永田町1丁目11-35 TEL:03-3581-0471

11月20日
(水)

14:00
～16:00

白河市
白河市図書館地域交流会議室 1階（中会議室1,2）
白河市道場小路96-5 TEL:0248-23-3250

11月21日
(木)

10:00
～12:00

郡山市
南東北総合卸センター 2階（中会議室）
郡山市喜久田町卸1丁目1-1 TEL:024-959-6001

11月22日
(金)

10:00
～12:00

柏崎市
柏崎市産業文化会館 2階（第2会議室）
新潟県柏崎市駅前2丁目2番45号 TEL:0257-24-7633

11月30日
(土)

10:00
～12:00

いわき市
復興公営住宅勿来酒井団地（集会所）
いわき市勿来酒井青柳8-2

TEL:0246-84-5202（秘書広報課）

双葉町からのお知らせ
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町長メッセージ（令和元年11月1日）

11月1日HP更新

次ページへ続きます

町民の皆さまへ

日に日に秋の深まりを感じる季節となりました。

１０月１２日、１３日にかけて日本列島を縦断した大型台風１９号が各地で記録的な大

雨を降らせ、河川の氾濫や堤防の決壊、土砂崩れなどが相次ぎ、想像を絶する甚大な

被害をもたらしました。犠牲になられた方々のご冥福をお祈りするとともに、町民の皆さまを

はじめ被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。

さて、９月１１日に第４次安倍第２次改造内閣が発足し、双葉町の復興に関係が深い

復興大臣、環境大臣、経済産業大臣が交代しました。

９月１７日には小泉進次郎環境大臣がいわき事務所を訪問され、佐々木清一町議会

議長とともに懇談しました。私から小泉環境大臣に「双葉町は被災市町村の中で唯一

避難指示が解除されておらず、他の被災自治体とは復興の状況が違っており、さまざまな

多くの課題を抱えている。また、新たな復興のステージを迎えており、復興財源や支援の

あり方などが模索されていることから、双葉町が取り残されることがないよう覚悟を持って

復興の道筋をつけていただきたい」とお願いしました。

９月１８日には菅原一秀経済産業大臣（当時）、田中和德復興大臣がそれぞれＪＲ双

葉駅周辺を視察され、双葉町コミュニティセンターにて懇談いたしました。両大臣には

「現状をよく視察され、状況を理解していただき、各種復興事業が停滞することなく双葉

町の復興が成し遂げられるまで継続した支援をお願いしたい」と申し上げました。

９月２７日、双葉町放射線量等検証委員会の田中俊一委員長から検証結果に関す

る最終報告書を受け取りました。来年春頃の先行的な避難指示解除を目標とする地域

の放射線量について、「解除に当たっては、線量は十分に低減していると判断する」との

報告内容でした。ただし、除染していない区域からの影響で一部に線量が高い部分もあ

り、早急に除染に着手して線量の低減化を図るべきとのご指摘もありましたので、環境省

に対応を求めながら、報告書の提言を実現できるよう体制を整え、来年春頃の先行的な

避難指示解除や令和４年春の特定復興再生拠点区域全域の避難指示の解除を目

指したいと考えております。
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福 島 復 興 本 社

被災自治体News

１０月１日には、田中復興大臣をはじめ多くの来賓の皆さまのご臨席を賜り『町民の皆さ

んの帰還』を目指す環境整備事業として、ＪＲ双葉駅西側第一地区一団地の復興再

生拠点市街地形成施設事業の安全祈願祭と起工式を執り行いました。令和４年春に

帰還を希望する町民の皆さまや就業者を対象に戸建て住宅３２戸、集合住宅５６戸を建

設する予定です。新たな双葉町としてのスタートを切る地区として、規模は小さくても豊か

な暮らしができるよう整備してまいります。

今年度の町政懇談会は、今月７日から県内外１１カ所で開催いたします。避難指示

解除についての説明も併せて行いますので、ぜひお近くの会場に足をお運びいただきます

ようお願いします。

冬に向かう時節ですので、風邪などひかぬよう体調管理にはくれぐれもご留意されますよ

うお願いいたします。

双葉町長 伊澤 史朗

10月30日

東京電力ホールディングス株式会社

福島復興本社

原子力損害賠償債権の消滅時効に関する当社の考え方につきましては、2013年2月4日

にお知らせしております。

その後、本件事故に係る消滅時効に関しては、2013年12月に原賠時効特例法が成立し、

時効期間は3年間から10年間に延長されました。

そうしたなか、再来年の2021年3月には本件事故から10年が経過することから、昨今、

本件事故に係る消滅時効に関関する当社のする当社の考え方についてのお問い合わせが多く

寄せられています。そこで、消滅時効に考え方について、従前の考え方から変更がないこと

を改めてお知らせいたします。

次ページへ続きます
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＜消滅時効に関する当社の考え方＞

当社は、2013年2月4日にお知らせした以下の内容のとおり、時効の完成をもって一律

に賠償請求をお断りすることは考えておらず、時効完成後も新々・総合特別事業計画の「3

つの誓い」に掲げる「最後の一人まで賠償貫徹」という考え方のもと、消滅時効に関して柔

軟な対応を行わせていただきたいと考えております。

(1)消滅時効の起算点

被害者の方々が損害を現実に認識し、当社に対して損害賠償請求をすることが事実上可

能な状況になった時点であり、具体的には、それぞれの損害について「当社が中間指針等を

踏まえ賠償請求の受付を開始した時」と考えております。

(2)時効の中断事由

当社が仮払補償金をお支払させていただいた被害者の方々に対し、当社に対する請求を

促す各種のダイレクトメールや、損害額を予め印字する等したご請求書を送付させていただ

く行為が、民法上、消滅時効の進行を中断させる「債務の承認」に該当すると解釈できると

考えておりますので、被害者の方々が当社からダイレクトメール等を受領された場合、その

時点から、再び新たな時効期間が進行すると考えております。（なお、2020年4月施行の

改正民法により、上記の「時効の中断」については「時効の更新」に改められますが、消滅

時効に関する当社の考え方に影響を及ぼすものではございません。）

(3)柔軟な対応

(1)(2)に該当しない被害者の方々についても、時効の完成をもって一律に賠償請求をお断

りすることは考えておらず、時効完成後も、ご請求者さまの個別のご事情を踏まえ、消滅時

効に関して柔軟な対応を行わせていただきたいと考えております。

当社といたしましては、「3つの誓い」に掲げておりますとおり、引き続き、被害者の

方々に寄り添い、真摯に対応してまいります。具体的には、最後のお一人まで賠償を貫徹す

るべく、引き続き、当社本賠償をご請求いただいていない被害者の方々に対し、窓口対応に

加え、戸別訪問などを実施してまいります。

賠償のお手続きに関してご不明な点がある場合は、大変お手数ですが、末尾に記載の「福

島原子力補償相談室（コールセンター）」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

※原賠時効特例法

「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実

な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関

する法律」

問い合わせ
＜原子力事故による損害に対する賠償に関する問い合わせ先 ＞
福島原子力補償相談室（コールセンター）

0120-926-404 午前9時～午後7時(月～金（除く休祝日))
午前9時～午後5時(土・日・休祝日)
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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(2019.11.6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

１１月の『ひばり』

日 月 火 水 木 金 土

７ ８ ９

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６

ひばり休み
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
浜通り配布

勤労感謝の日

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


