
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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震災後、町内での開催が３回目となる「復興なみえ

町十日市祭」が、１１月２３日・２４日、浪江町地域

スポーツセンターにおいて開催されました。

８ページをご覧ください。
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●東京電力ホールディングス
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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（11月30日現在）

12月3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、11月30日現在で4,192人と

なり、同区域内の住民登録人口（8,183人）に占める居住率は51．2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.4312

前回の記事



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（11月30日現在）

12月3日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.431 3



被災自治体News

災害公営住宅入居者募集（12月分）

12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

《鹿島区》

浜通り×さんじょうライフvol.4314

№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

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

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

3 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



被災自治体News
《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

令和2年1月1日（水・祝）

申込期限

１２月１３日（金） ※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

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

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

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

7 萱浜団地 38号室 1階 2DK 4年 17,500～46,400 あり

5浜通り×さんじょうライフvol.431 



被災自治体News

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 小高 紅梅団地 D-2-2号室 1・2階 3DK 21年 18,500～36,300 なし

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（12月分）

12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

令和2年1月1日（水・祝）

公募期限

１２月１３日（金） ※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 1号棟305号室 3階 3DK 27年 11,000～21,700 あり

浜通り×さんじょうライフvol.4316

次ページへ続きます



被災自治体News

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12月市営住宅公募要項 (Excelブック)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/27/20191120-144756.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

7浜通り×さんじょうライフvol.431 

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. パスポートのいらない英国へ in British Hills [20分]

3. 伝統を、思いを — 弓が紡ぐ心 ─相馬中村藩日置流印西派弓組─ [19分]

4. 南相馬の心に寄り添うルンバ 自動掃除機ロボット寄贈懇談会 [8分]

5. 南相馬市民の歌 [9分]

6. リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [11/29～12/6]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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震災後、町内での開催が３回目となる「復興なみえ

町十日市祭」が、１１月２３日・２４日、浪江町地域

スポーツセンターにおいて開催されました。

両日ともにあいにくの雨だったにもかかわらず、約27,500人が来場し、約100店舗が軒を

連ねた“大露店市”や「なみえ焼そば」などのグルメや名産品を楽しめる“浪江名店街”は、

思い思いに露店を楽しむ人でにぎわいました。昨年同様、大堀相馬焼「大せとまつり」や「Ｎ

ＰＢ ベースボールフェスタ2019in浪江町・十日市祭」も同時開催され、会場は大盛況。

浪江町出身アーティストによるライブや各地域芸能団体による華麗な舞の披露、町立小学

校・中学校の子どもたちによる合同発表など、訪れた人たちは盛りだくさんのステージイベン

トを楽しんでいました。

特に、24日に開催された「ももいろクローバーZ」のステージイベントでは、町内外から多

くの人が訪れ、歌やダンスに合わせて声援を送るなど、会場が一体となり盛り上がっていまし

た。また、“浪江町から元気を届けるご当地アイドル”「浪江女子発組合」のデビュー発表も

ありました。

なお、 来年4月には、Ｊヴィレッジ（楢葉町）で開催予定の「ももクロ春の一大事2020 笑

顔のチカラ つなげるオモイ in 楢葉・広野・浪江三町合同大会」で「ももいろクローバーZ」

が登場し、再び双葉郡を盛り上げてくれます。

雨でも大盛り上がり
「復興なみえ町十日市祭」が開催されました

浪江町からのお知らせ



被災自治体News

浪江町内を華やかに彩るイルミネーションが今年もスタートしました。

11月28日、まち・なみ・まるしぇ内で行われた「イルミネーション点灯式」では、ライト

アップの瞬間を会場に集まった皆さんがカウントダウンで迎え、その後、振る舞われたケーキ

などを食べながら、思い思いにイルミネーションを楽しんでいました。

まち・なみ・まるしぇ、浪江町役場の点灯からはじまり､徐々に町内各地をライトアップして

いきます。

※令和2年1月31日(金)まで 毎日午後5時～10時に点灯

浪江町内にイルミネーションが点灯しました

【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 910

秋田県 45

山形県 123

茨城県 996

栃木県 471

群馬県 136

埼玉県 661

千葉県 561

東京都 839

神奈川県 423

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 66

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 12

合計 6,169

市町村 人 数

福島市 2,550

会津若松市 195

郡山市 1,769

いわき市 3,238

白河市 242

須賀川市 148

喜多方市 24

相馬市 454

二本松市 1,067

田村市 68

南相馬市 2,035

伊達市 112

本宮市 484

桑折町 139

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 144

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 43

楢葉町 17

富岡町 10

川内村 4

大熊町 3

浪江町 805

葛尾村 5

新地町 84

飯舘村 2

県内 2

合計 14,147

避難者総数

20,316

(前月 20,336)

(前月 14,168)

(前月 6,179)

浪江町民の避難状況（令和元年11月30日現在）

浜通り×さんじょうライフvol.431 9
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町長メッセージ（令和元年12月1日）

12月1日HP更新

次ページへ続きます

町民の皆さまへ

今年のカレンダーも最後の１枚となりました。何かと慌しい師走を迎え、日ごとに寒さが一

段と身にしみるようになってきました。

１０月には台風第１９号、さらには１０月２５日の大雨・洪水により全国各地に甚大な被

害をもたらしました。双葉町内でも石熊橋の崩落、倒木や土砂崩れ、町民グラウンドの冠

水、住宅や倉庫などで床上、床下浸水などの被害がありました。全町避難のため人的

な被害はなかったものの、避難先で床上浸水などの被害があった町民の方々もおり、一

日も早い生活再建を願っております。地球温暖化の影響なのか台風や大雨が毎年のよ

うに大きな災害をもたらしています。あらためていつどこで発生するかわからない自然災害

に対する備えについて、対応策を講じていかなければならないことを胆に銘じておかないと

いけないと感じております。

１１月３日、いわき事務所において、ご来賓の方々が見守る中、令和元年度双葉町表

彰式を挙行いたしました。今年度の表彰式では、永年にわたり双葉町消防団員として功

績のあった３人の方に特別功労表彰を、消防団員や双葉町職員として多年にわたり役

職に精励された４人の方に永年勤続表彰を授与しました。また、双葉町のために物心両

面にわたりご支援いただきました６団体に感謝状を贈呈しました。住民福祉の向上や町政

進展、避難者支援に多大な貢献をされました方々に対して、改めて敬意と感謝を申し上

げます。

１１月７日から３０日まで、県内外１１会場で町政懇談会と併せて住民説明会を開催い

たしました。国等の関係者の方々も出席し、「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ついて」をメインテーマとして、来年春の避難

指示を解除しようとする区域についての双葉町放射線量等検証委員会の最終報告の

内容や特定復興再生拠点区域の立入規制緩和、町としての復興・再生に向けた取り

組みについて説明しました。今後、町民の皆さんからのご意見を参考に、町議会にも住

民説明会の経過等を報告するとともに協議を進め、避難指示の解除の判断を示してい

きたいと考えております。遠方からご出席いただいた皆さまに心から感謝申し上げます。

双葉町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.43110
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福 島 復 興 本 社

11月27日

東京電力ホールディングス株式会社

福島復興本社

「生命・身体的損害に係る賠償」につきまして、以下の通りご請求の受付を開始させてい

ただきますので、お知らせいたします。請求書類をご希望される方は、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。

・ご請求対象期間：2019年9月1日から11月30日まで（原則3カ月単位）

・ご請求受付開始：12月1日

なお、当社事故により避難等を余儀なくされたことで、生命・身体的損害による就労不能

損害を被られている方につきましては、「生命・身体的損害に係る賠償」にて就労不能損害

をご請求くださいますようお願い申し上げます。

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)

双葉町では今後も復興まちづくり計画（第二次）に基づき、双葉町の復興を前進させ、

令和４年春の町への帰還を目指して町民の皆さまが安心し、希望の持てる生活環境が

整うよう様々な課題に全力で取り組んでまいります。

結びに、今年一年間、双葉町民に対しご支援いただいたすべての皆さまに厚く御礼を

申し上げますとともに、町民の皆さまにおかれましては、ご壮健にて新年を迎えられますよう

心よりご祈念申し上げます。

双葉町長 伊澤 史朗

被災自治体News



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(2019.12.4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

１２月の『ひばり』

日 月 火 水 木 金 土

５ ６ ７

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

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.43112

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


