
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

●交流ルームひばり通信

9月2日発行

Vol.465

県立テクノアカデミー浜自動車整備科では、自動車整

備科の実習教材として所有していた救急車両を、「ふた

ば医療センター附属病院」に寄贈しました。

８月２０日（木）に行われた贈呈式において、学生が

車両の鍵と車検証を谷川院長に手渡しました。

１３ページをご覧ください。

20８ 木
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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（7月31日現在）

8月31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、7月31日現在で4,308人とな

り、同区域内の住民登録人口（7,879人）に占める居住率は54．7パーセントになりま

した。

南相馬市からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.4652

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



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（7月31日現在）

8月31日HP更新

3浜通り×さんじょうライフvol.465 
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入居者を募集する市営住宅

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

中堅所得者向け住宅

【中堅所得者向け住宅の入居基準】

•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円から259,000円)であること

№ 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 E-2-2号室 1・2階 3DK 24年 17,900～35,100 あり

2 原町 三島町団地 2号棟201号室 2階 3K 31年 16,800～33,100 あり

3 原町 北長野団地 1号棟308号室 3階 3DK 26年 18,200～35,700 あり

4 原町 北長野団地 4号棟205号室 2階 3DK 24年 18,800～36,900 あり

5 原町 国見町団地 2号棟407号室 4階 3K 36年 14,800～29,100 あり

6 原町 国見町団地 2号棟408号室 4階 3K 36年 14,800～29,100 あり

7 原町 二見町団地 1号棟301号室 3階 3DK 40年 14,300～28,100 あり

№ 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 18年 33,100～44,800 あり

問い合わせ 建設部 建築住宅課 市営住宅係 0244-24-5253TEL

市営住宅入居者募集（9月分）

9月1日更新

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

10月1日（木）

申込期限

９月１４日（月） ※郵送の場合は当日必着

浜通り×さんじょうライフvol.4654
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災害公営住宅入居者募集（9月分）

9月1日更新

注意

注意

入居日

10月1日（木）

申込期限

９月１４日（月） ※郵送の場合は当日必着

申込多数の場合は抽選となりますが、災害公営住宅は「り災」した方を優先します。

募集住宅

《鹿島区》

《原町区》

家賃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。

問い合わせ 建設部 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 18,900～50,200 あり

5 萱浜団地 27号室 1階 2DK 4年 17,400～46,200 あり

6 大町西団地 504号室 5階 3DK 5年 21,700～57,500 あり

7 大町東団地 212号室 2階 2DK 5年 17,900～47,400 あり

8 大町南団地 502号室 5階 3DK 4年 22,000～58,300 あり

9
大町東団地

(高齢者向け)
6号室 1階 2DK 5年 16,600～43,900 あり

№ 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 23,300～61,700 あり

2 西川原第二団地 3号棟102号室 1階 2DK ４年 15,300～40,700 あり

3 西川原第二団地 1号棟204号室 2階 2DK 4年 15,300～40,700 あり

5浜通り×さんじょうライフvol.465 
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令和2年度 敬老祝金支給のご案内

9月1日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.4656

先般の条例改正により、今年度から77歳の方への敬老祝い金が1万円から5千円へ変更

となりました。

なお、震災などの影響で、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。

対象となる方には「敬老祝金受領に係る口座振込依頼書」を9月上旬に発送しますので、

必要事項を記入し、返送してください。

対象者

9月15日現在、市内に住所を有する77歳と88歳の方

ただし、9月14日以前に転出または死亡された方および令和元年6月16日以後に転

入された方は、対象になりません。

【対象者一覧】

【申込先・問い合わせ先】

健康福祉部長寿福祉課長寿福祉係 0244-24-5239

小高区市民総合サービス課 0244-44-6711

鹿島区市民総合サービス課 0244-46-2112

注意

対象者 対象者の生年月日 金額

77歳 昭和17年9月17日～昭和18年9月16日 ５千円

88歳 昭和6年9月17日～昭和7年9月16日 １万円

TEL

TEL

TEL
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南相馬市職員（大学卒程度 ：土木）を募集します

9月1日HP更新

募集職種・受付期限

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。

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（大学卒程度 土木）請求」と朱書きし、返送用に140円切手

を貼った宛先（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

受験案内・申込用紙

R2.9 受験案内（大卒 土木）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/jyukenannaikugatu.pdf

募集職種 採用予定数 受付期限

大学卒程度
土木

2人程度
9月18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。

募集職種 受験資格

大学卒程度
土木

平成2年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方（学歴は問いません）

7浜通り×さんじょうライフvol.465 

試験日 試験会場 試験内容

10月18日(日)
南相馬市役所
（南相馬市原町区本町2-27）

第一次試験 専門試験、適性検査

第二次試験 作文試験、個人面接、身体検査

次ページへ続きます
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問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

R2.9 受験申込書（大卒 土木）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/jyukenmoushikomishokugatu.pdf

R2.9 受験票貼付シート（大卒 土木）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/jyukenhyoukugatu.pdf

R2.9 封筒貼付シート（大卒 土木）
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/huutoukugatu.pdf

浜通り×さんじょうライフvol.4658

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. 2020年少し寂しい夏 夜空に咲いた大輪の華 [6分]

3. 生涯学習チャンネル『ペットボトル風車』を作ろう [11分]

4. １通の手紙から始まった 南相馬からの贈り物 [3分]

5. 南相馬見聞録 あれから…75年目の夏 [8分]

6. 第14回南相馬市民俗芸能発表会“相農の神楽” [16分]

7. 月刊 図書館通信９月号 [5分]

8. 大東元気でまっせ体操～座位ストレッチ編～ [5分]

9. Minamisoma5.0 “ベンチャー輩出のまち”編 [3分]

10.リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容 [8/28～9/4]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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【道の駅なみえ】営業再開について

8月28日HP更新

道の駅「なみえ」につきましては運営する「一般社団法人まちづくりなみえ」の社員が

新型コロナウイルスに感染したことが確認され、8月20日から一時休業をしていました。

町民の皆さま、来館頂いた皆さん、納入業者・関係機関の皆さまには、大変ご心配・ご

不便をおかけしたことお詫び申し上げます。

すでに、トイレや交通情報・休憩所・授乳室などの公共エリアにつきましては8月28

日に再開をさせていただきましたが、この度の産地直売所・ベーカリー・フードテラスの

再開に際しましては、お客様が安心して利用いただけるよう、町と運営会社で下記のとお

り安全確保の取り組みの実施と感染防止のためのさらなる対策を検討してまいりました。

● 安全が確保できるよう下記の取り組みを実施しました。

1. 施設（駅舎）の清掃・消毒の実施

2. 濃厚接触者のPCR検査の実施および陰性の確認

3. 濃厚接触者以外の道の駅全従業員の自主PCR検査の実施と陰性の確認

● 新型コロナウイルス感染拡大防止策のさらなる強化として下記の取り組みを実施して

まいります。

1. これまでも実施していた、従業員および納入業者の体温測定・体調報告の徹底強化

2. 入館者への手指消毒およびマスク着用のさらなる周知徹底

3. 入館者の体温測定実施（37.5℃以上の方は入館を遠慮いただく）のための対策強化

4. 施設各所での拭き取り消毒の強化

5. フードテラスの席数を減らす（対面席を設けない）

6. フードテラスでの席間アクリル板の増設

以上のことが整理されたため、産地直売所・ベーカリー・フードテラス施設を下記のと

おり再開することとなりましたのでお知らせします。

◆再開日 8月31日（月）

◆休館日 毎週水曜日（トイレ・交通情報・授乳室は利用できます）

浪江町からのお知らせ

問い合わせ 産業振興課 商工労働係 0240-34-0247TEL

9浜通り×さんじょうライフvol.465 
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町長メッセージ（9月1日）

9月1日HP更新

双葉町からのお知らせ

町民の皆さまへ

遅い梅雨明けとともに猛暑となった夏も終わりに近づき、暑さの中にも少しずつ秋の気

配が感じられるようになりました。

季節が秋に変わろうとする中でも新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大が収

まることなく未だに収束が見えない状況です。そのため、９月に開催を予定し準備を進めて

まいりました双葉町敬老会、１０月に予定しておりました令和２年度町政懇談会、ふたばス

ポーツフェスティバル２０２０を町民の皆さまの感染リスクを鑑み、健康と安全確保のため

止む無く中止と判断いたしました。各種行事は、県内外で避難生活を送っている町民の

皆さまが久しぶりの再会に旧交を温めながら交流する場であり、町政懇談会は町政に対

する町民の皆さまのご意見を広くお聴きするため毎年開催しているところですが、残念なが

ら、今年度は開催できる状況ではありません。来年度開催できることを願うとともに、新型

コロナウイルス感染症の早い収束を切に願っております。

そのような状況の中でも８月７日には復興庁、環境省、経済産業省、与党である自由

民主党東日本大震災復興加速化本部、公明党東日本大震災復興加速化本部へ

の要望活動を大熊町と合同で行いました。各大臣には中間貯蔵施設を受け入れた大

熊町、双葉町の復興に向けてさらなるご支援をお願いいたしました。(※）

９月２０日には中野地区に県が整備を進めていた「東日本大震災・原子力災害伝承

館」が開館いたします。県が収集した資料の展示や「語り部」による講話、大型スクリーン

での映像放映などを通じ、未曽有の複合災害に記録と教訓を国や世代を超えて継承、

発信することがコンセプトであり、町民の皆さまにもぜひご覧いただきたいと思います。

さらに１０月には伝承館に隣接して「双葉町産業交流センター」(Ｆ-ＢＩＣＣ)がオープン

いたします。中野地区復興産業拠点の中核施設として、貸事務所に１０社の企業が入

居するほか、貸会議室やフードコート・レストラン等の商業機能を備えており、一時立入り

される町民の皆さまや周辺施設への来訪者、そして中野地区での就業者に利用され、

次ページへ続きます

浜通り×さんじょうライフvol.46510
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賑わいを生み出す施設になるものと期待しております。復興のスタートを感じていただける

便利な施設となれるよう、一層努力してまいりますので、ぜひご活用ください。

夏から秋へと季節が移り変わります。季節の変わり目は体調を崩しやすい時期なので、

新型コロナウイルス感染症の予防対策と併せて健康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

(※) 要望内容については、今週号に添付の「要望書」をご覧ください。

（双葉町の世帯のみ）

11浜通り×さんじょうライフvol.465 

大熊町との合同要望活動 8月7日

伊澤町長は、岩本久人町議会副議長とともに大熊町と合同で復興庁、経済産業省、環境省、

ならびに政府与党である自由民主党東日本復興加速化本部、公明党東日本大震災復興加速化

本部へ要望活動を行いました。

各大臣には、中間貯蔵施設

を受け入れた大熊町、双葉町

の復興に向けてさらなる支援

をお願いしました。
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浜通り×さんじょうライフvol.46512

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２６ 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１３日(日)正午
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

※片道利用もＯＫです。

新型コロナウイルス感染症

対策をして実施しますので

安心して参加ください。

借上げ住宅の供与期間の延長について

8月26日HP更新

福島県は、令和3年3月末までとしていました、借上げ住宅の供与期間について、1年

間延長し、令和4年3月末までとすることを決定しましたのでお知らせします。

令和4年4月以降については、福島県が避難指示区域の実情や解除後の住まいの確保状

況などを踏まえ、今後判断します。

なお、県外の借上げ住宅などについては、福島県から期間延長措置を要請しているとこ

ろですが、各都道府県の判断となりますので、避難先の自治体にご確認ください。

【問い合わせ先】

福島県被災者のくらし再建相談ダイヤル 0120-303-059

受付時間:午前9時～午後5時 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）

問い合わせ 生活支援課 0246-84-5419TEL
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福島県からのお知らせ

13浜通り×さんじょうライフvol.465 

県立テクノアカデミー浜自動車整備科では、自動車整備科の実習教材として所有していた救

急車両を、授業の一環として職員の指導のもと学生が整備を行い、相双地域の中核的な医療設

備である「ふたば医療センター附属病院」に寄贈しました。

８月２０日（木）に行われた贈呈式において、学生が車両の鍵と車検証を谷川院長に手渡し

ました。

谷川院長からは、「今まで救急搬送は地元消防署に頼らざるをえなかったが、今回の寄贈に

より小回りがきくようになり、地域医療の強化を図ることができることになった。学生たちの

思いがこもった車両を大事に使わせていただきたい」と感謝状が贈呈されました。

また、立ち会った学生からは「双葉地域や病院に貢献することができてうれしい」「患者さ

んのために使用していただきたい」と感想が述べられました。

学生たちにとっては、日頃の実習の成果で社会貢献できる貴重な機会となりました。

【福島県立テクノアカデミー浜】
救急車両をふたば医療センター附属病院に寄贈

内装設備の整備 ステッカー貼り付け

鍵と車検証を谷川院長に手渡す
阿部さんと早川さん（ともに自動車整備科２年）



避難先住所等の届け出について

市町村名 世帯数 人数

小高区 16 42

原町区 3 4

南相馬市 計 19 46

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 28 69

三条市に避難している
世帯数と人数(2020.9.2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

浜通り×さんじょうライフvol.46514

東日本大震災に伴い避難されている方で、次のような場合は、

全国避難者情報システム（避難者名簿）に登録されている内容を

変更する必要がありますので、ご連絡ください。

・転居したので住所が変わった（変わる予定である）

・家族構成が変わった（子が進学などで転出、帰還した家族がい

るなど）

・避難生活が終了した（避難の意思を有しなくなった）

連絡先
三条市役所 福祉課

0256-34-5405TEL

交流ルームひばり通信

９月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

３ ４ ５

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

午前10時
～午後３時

ひばり休み ひばり休み
午前10時
～午後1時

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

午前10時
～午後３時

ひばり休み ひばり休み
午前10時
～午後1時

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

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）
運営：さんじょう∞ふくしま「結」の会

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開設時間] 日 午前10時～午後3時

水 午前10時～午後1時

※さんじょう∞ふくしま「結」の会

避難者と三条市のボランティアの有志で組織している団体で、「交流ルームひばり」の運営を無償で

行っています。「交流ルームひばり」へお気軽にお立ち寄りください。


