
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

10月7日発行

Vol.469

浪江町が整備する災害公営住宅団地の「請戸住宅団

地」の完成式が、9月29日に行われました。

29９ 火

１２ページをご覧ください。



国民健康保険証は毎年10月更新です

10月1日HP更新

被災自治体News

10月からは新しい保険証をお使いください

10月1日から使用できる新しい保険証は、9月下旬に加入者全員分をまとめて世帯主宛

に簡易書留郵便で郵送しました。新しい保険証の色は、茶色です。

すでに職場の健康保険に加入している方に保険証が届いた場合は、国民健康保険を

やめる手続きが必要となります。

●国保をやめる手続き

1. 手続きに必要なもの

職場から交付された保険証、国民健康保険の保険証、届出人の本人確認書類、印鑑

2. 手続き場所

市役所、各区役所

手続きは、本人または同一世帯の家族などが行うことが可能です。また、避難などで市

役所の窓口に来ることができない場合は郵送での手続きも受け付けます。

郵送での手続きの方法

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/13/1310/13104/4/1143.html

保険証の有効期限について

新しい保険証の有効期限は、原則「令和3年9月30日」です。

ただし、令和3年9月30日までに75歳になる方の有効期限は、「75歳の誕生日の

前日」となります。

75歳の誕生日以降は、後期高齢者医療制度に移行します。別途後期高齢者医療保険

の保険証が送付されます。

古い保険証は返却不要です

有効期限が令和2年9月30日までの古い保険証は、10月1日以降ご自身で処分してく

ださい。個人情報が記載されていますのではさみで切るなどして処分してください。

問い合わせ 市民生活部 市民課 保険年金係 0244-24-5233TEL

注意

南相馬市からのお知らせ

注意
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被災自治体News

南相馬市学生生活緊急支援給付金

10月1日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.469 3

南相馬市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている学生の皆さんの学業の継

続と生活の支援を目的に、学生生活緊急支援給付金を支給します。

案内チラシ

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/40/gakusei_kinkyu_shien_chirashi.pdf

南相馬市学生生活緊急支援給付金交付要綱

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/40/gakusei_kinkyu_shien_youkou.pdf

対象となる方

次のすべてに該当する方

1. 令和2年10月1日時点において大学等 に在学している学生

2. 学生または生計維持者 が令和2年10月1日時点において南相馬市民である方

3. 市が実施する「ふるさと学生応援制度」 に登録をした学生または登録する学生

大学等とは、大学、大学院、短期大学、専門職大学、専門職大学院、専門職短期大

学、高等専門学校（第4学年、第5学年に限る）、専修学校（専門課程）のこと

生計維持者とは、学生の父母など、学生が大学等に在籍するにあたって必要となる

費用（学費、生活費）を負担している方のこと

｢ふるさと学生応援制度｣に未登録の場合、給付金の申請前に登録を行ってください。

南相馬市ふるさと学生応援制度

http://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/11/1110/11103/1_1/12268.html

注意1

注意2

注意3

注意1

注意2

注意3

次ページへ続きます



被災自治体News
給付金額

学生1人 5万円

申請方法

必要書類を準備のうえ、郵送で申請してください。

【申請書類】

学生生活緊急支援給付金交付申請書兼請求書（様式第1号）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/40/gakusei_kinkyu_shien_shinseisho.pdf

【記入例】学生生活緊急支援給付金交付申請書兼請求書（様式第1号）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/40/gakusei_kinkyu_shien_shinseisho_kinyurei.pdf

誓約書（様式第2号）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/40/gakusei_kinkyu_shien_seiyakusho.pdf

【記入例】誓約書（様式第2号）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/40/seiyakusho_kinyurei.pdf

【添付書類】

ふるさと学生応援制度に登録している方は、1「本人確認書類の写し」および、2「在

学証明書または学生証の写し」を省略できます。

1 本人確認書類の写し

・1点で確認できる書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの国または地方公共団体が発行した

顔写真付きの書類

・2点確認が必要な書類

学生証、健康保険証、年金手帳など本人の氏名が記載されている書類

次ページへ続きます
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2 在学証明書または学生証の写し

3 給付金の振込先口座がわかる通帳の写し

生計維持者名義の口座に振り込む場合は、委任状を提出してください。

委任状

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/40/ininjyou.pdf

申請受付期限

令和3年2月26日

【郵送先】

〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

南相馬市役所 教育総務課

0244-24-5282

問い合わせ 教育委員会 教育総務課 0244-24-5282TEL

TEL

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. 令和２年度 南相馬市消防団「民報金ばれん」授賞式 [12分]

3. ロボットの街南相馬でお掃除ロボットの実証実験 [5分]

4. オダカート3.11特別展企画 10年目の春 [9分]

5. Minamisoma５.０“教育先進のまち編” [3分]

6. 大東元気でまっせ体操～座位体操編～ [5分]

7. 四季百景～南相馬 秋景山水を住く～ [5分]

8. みなみそうま見聞録 平出山摩尼院宝蔵寺 [7分]

9. 南相馬市民の歌 [9分]

10.リクエストアワーのお知らせ [3分]

番組内容 [10/2～10/9]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）



被災自治体News

南相馬市職員（大学卒程度 ：行政事務、土木、電気）を募集します

10月5日HP更新

募集職種・受付期間

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

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（職種）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

募集職種 採用予定数 受付期限

行政事務 1人程度
10月5日(月)～10月23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。

土木 3人程度

電気 1人程度

募集職種 受験資格

行政事務 平成2年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方（学歴は問いません）

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）

電気 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）

次ページへ続きます

試験日 試験会場 試験内容

11月14日(土)
南相馬市役所
（南相馬市原町区本町2-27）

第1次試験
教養試験（土木を除く）、専門試験、適
性検査

第2次試験 作文試験、個人面接、身体検査

第3次試験 個人面接

浜通り×さんじょうライフvol.4696



被災自治体News

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

受験案内・申込用紙

受験案内（大卒程度_行政事務・土木・電気）

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

受験申込書（大卒程度_行政事務・土木・電気）

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

受験票（はがき）への貼付シート（大卒程度_行政事務・土木・電気）

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

受験申込書等封筒への貼付シート（大卒程度_行政事務・土木・電気）

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

7浜通り×さんじょうライフvol.469 
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南相馬市職員（社会人経験者：行政事務、土木、電気）を募集します

10月5日HP更新

募集職種・受付期間

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

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（職種）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

募集職種 採用予定数 受付期限

行政事務 2人程度
10月5日(月)～10月23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。

土木 1人程度

電気 2人程度

募集職種 受験資格

行政事務

以下のいずれかに該当する方

①昭和36年4月2日から昭和55年4月1日までに生まれた方で、民間企業などにおける職
務経験を10年以上（令和2年3月31日現在）有し、かつ、同一企業などで5年以上継続し
て勤務（自営業は従事）した実績を有する方

②昭和55年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた方で、民間企業などにおける職務
経験を5年以上（令和2年3月31日現在）有する方

土木 昭和49年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた方（学歴・職歴は問いません）

電気 昭和49年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた方（学歴・職歴は問いません）

次ページへ続きます

試験日 試験会場 試験内容

11月14日(土)
南相馬市役所
（南相馬市原町区本町2-27）

第1次試験 SPI試験、専門試験（行政事務を除く）

第2次試験 個人面接、作文試験、身体検査

第3次試験 個人面接

浜通り×さんじょうライフvol.4698
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問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

受験案内・申込用紙

受験案内（社会人_行政事務・土木・電気）

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

受験申込書（社会人_行政事務・土木・電気）

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

職務経歴書（社会人_行政事務・土木・電気）

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

アピールシート（社会人_行政事務・土木・電気）

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

面接カード（社会人_行政事務・土木・電気）

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

受験票（はがき）への貼付シート（社会人_行政事務・土木・電気）

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

受験申込書等封筒への貼付シート（社会人_行政事務・土木・電気）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/huutoushakaisai.pdf
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第33回野馬追の里健康マラソン大会・第15回ウオーキング大会ONLINE

10月6日HP更新

野馬追の里健康マラソン大会実行委員会では、毎年開催している「野馬追の里健康マラ

ソン大会・ウオーキング大会」について、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため会

場に集まる従来の大会は中止としますが、オンライン大会に形を変えて開催します。

主催

野馬追の里健康マラソン実行委員会

共催

福島民友新聞社・南相馬市・南相馬市教育委員会

開催期間

12月6日（日）午前0時～12月19日（土）午後11時59分 （2週間）

コース

日本全国（自由）

参加資格

国内にお住まいで、期間内に規定距離を完走、完歩できる方

お持ちのスマートフォンにランニングアプリ「TATTA」がダウンロードできる方

開催要項に記載している申込規約と注意事項に同意いただける方

種目

ハーフまたは5kmは、期間内であれば何回でもチャレンジできます。その場合、

最も速いタイムが適用されます。

先着順、定員数に達し次第、エントリーを締め切ります。

参加料

無料

部門
①マラソンの部

フリー
②マラソンの部
高校生以下

③ウオーキングの部

距離
ハーフ

（21.0975km）
5km 2週間で100km

競技方法 開催期間中に規定距離を1回で走り切り完走
開催期間中に100kmを累積
で完走（ジョギングも可）

定員数 500人 500人 1,000人

次ページへ続きます

注意1

注意2

注意1

注意2
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申込方法

ランニングポータルサイト「RUNNET」から、部門別に申し込んでください。

「マラソンの部ハーフ」申込画面（RUNNET）

https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDetailAction.do?raceId=266013&div=1

「マラソンの部5km（高校生以下）」申込画面（RUNNET）

https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDetailAction.do?raceId=266373&div=1

「ウオーキングの部」申込画面（RUNNET）

https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDetailAction.do?raceId=266394&div=1

申込期間

10月15日（木）～11月20日（金）

大会要項

第33回野馬追の里健康マラソン大会・第15回ウオーキング大会ONLINE

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/15/0930_1700_walking_online.pdf

広報みなみそうま10月号

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/15/koho_r0210012.pdf

11浜通り×さんじょうライフvol.469 

問い合わせ 市民生活部 スポーツ推進課 スポーツ推進係 0244-46-2124TEL
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請戸住宅団地が完成
浪江町が整備する災害公営住宅団地の「請戸住宅団地」の完成式が、9月29日に行われま

した。

震災で住宅を失った後も「海を身近に感じて生活していきた

い」「請戸を離れたくない」と、町への早期帰還を希望する

人々のため、官民合同で整備を進め、完成を迎えることができ

ました。計２６戸が整備され、１０月１日から順次入居が始ま

っています。

今後、町が永続的に発展するまちづくりを実現するための先

駆けとなることが期待されます。

浪江町からのお知らせ

【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 53

青森県 40

岩手県 38

宮城県 916

秋田県 44

山形県 119

茨城県 983

栃木県 469

群馬県 132

埼玉県 652

千葉県 565

東京都 799

神奈川県 421

新潟県 310

富山県 15

石川県 24

福井県 12

山梨県 37

都道府県 人 数

長野県 52

岐阜県 17

静岡県 59

愛知県 39

三重県 7

滋賀県 5

京都府 34

大阪府 61

兵庫県 22

奈良県 5

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 5

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 18

国外 12

合計 6,079

市町村 人 数

福島市 2,454

会津若松市 197

郡山市 1,708

いわき市 3,196

白河市 252

須賀川市 143

喜多方市 19

相馬市 440

二本松市 1,028

田村市 69

南相馬市 1,992

伊達市 106

本宮市 473

桑折町 139

国見町 28

川俣町 56

大玉村 195

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 4

磐梯町 4

猪苗代町 19

会津坂下町 20

金山町 1

会津美里町 9

西郷村 140

泉崎村 5

中島村 2

矢吹町 33

棚倉町 7

塙町 2

石川町 6

古殿町 1

市町村 人 数

三春町 72

小野町 12

広野町 45

楢葉町 16

富岡町 17

川内村 4

大熊町 3

浪江町 1,039

葛尾村 5

新地町 87

飯舘村 2

県内 2

合計 14,076

避難者総数

20,155

(前月 20,177)

(前月 14,092)

(前月 6,085)

浪江町民の避難状況（9月30日現在）
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被災自治体News

町長メッセージ（10月1日）

10月1日HP更新

双葉町からのお知らせ

町民の皆さまへ

１０月を迎えました。例年ならスポーツや芸術活動など様々な行事が盛んに開催される

季節ですが、今年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため町が開催す

る行事のほとんどを中止せざるを得ませんでした。町民の皆さまにおかれましては、コロナ

禍の中で様々な活動が制限され、感染防止のためマスクを着用しての生活と不自由な

思いをされていることと思います。

８月２８日、安倍晋三内閣総理大臣が辞任を表明されました。安倍総理（当時）は「福

島の復興なくして日本の再生なし」との基本方針を掲げ、被災地の復興のためにご尽力

いただきました。福島県をたびたび訪問され、双葉町にも３度足をお運びいただきました。

最後にお会いしたのは今年３月７日です。全線開通を控えた常磐線の試運転列車に安

倍総理が乗車され、双葉駅のホームに降り立ちました。私が町の復興状況を説明し、町

への立地が決まった浅野撚糸株式会社のタオルマフラーを差し上げると、笑顔でマフラ

ーを首にかけられました。同日に行われた常磐自動車道常磐双葉インターチェンジの開

通式の際には、そのマフラーを持ってあいさつに臨まれたことを思い出します。双葉町の

復興が着実に進んでいることに感謝し、心からお疲れさまでしたと申し上げたいと思いま

す。また、次の政権に対しては、双葉町の復興が滞ることのない様に切れ目のない対応

を強く要望したいと思います。

昨年は、１０月に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、甚大な被害をもたらしました。町民

の皆さまの中には避難先で水害に遭われた方もおります。また先月、九州地方を襲った

台風１０号では、暴風が吹き荒れ、大規模停電が発生しました。台風シーズンに備え、

町民の皆さまにはそれぞれの避難先のハザードマップや避難場所の確認、薬、飲料水

などの備蓄品や非常持ち出し品等の確認を行い、台風に備えていただきたいと思います。

次ページへ続きます
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被災自治体News

町内の農業の取り組みについて、昨年は両竹地区で行った野菜の試験栽培が台風

の影響を受け中断しましたが、８月２７日に、両竹地区農地保全管理組合の協力のもと、

旧避難指示解除準備区域での野菜の出荷制限解除に向けた試験栽培を両竹地区

のほ場で始めました。今年は新たに８月３０日に下羽鳥・長塚地区農地保全管理組合、

上羽鳥地区農地保全管理実行組合の協力を得ながら、羽鳥・長塚地区でも野菜の

試験栽培の取り組みを始め、それぞれの地区のほ場でキャベツやブロッコリーの苗を植え

付けし、ホウレンソウやコマツナ、コカブの種を蒔きました。収穫した野菜は、県において放

射性セシウム濃度が国の基準値を十分に下回っているかどうかを確認していきます。この

ように双葉町でも、営農再開に向け目に見える形で前進していることを喜ばしく思います。

過ごしやすい季節になりましたが、引き続きコロナ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

平沢復興大臣がいわき事務所を訪問 9月30日

新たに大臣に就任された平沢勝栄復興大臣がいわき事務所を訪問され、伊澤町長、佐々木

清一町議会議長と懇談しました。

伊澤町長は町内の復興状況を説明した後、「1、中間貯蔵施設を受け入れた双葉町における、

世界の関心を集める新たなまちづくり、住民帰還促進と新規居住者確保のための施策実施に

関する重点的・戦略的なサポート、2、町内全域の避難指示解除に向けた見通しや方針の決定、

3、ALPS処理水の国としての責任を持った方針の決定、4、令和4年春頃の特定復興再生拠

点区域の確実な解除等に向けた支援」について要望し、要望書を手渡しました。

平沢復興大臣は、「大臣であると同時に福島県人として、知事や各町長と同じ気持ちで今

まで以上にふるさと再生を前に進めていきたい」と述べられました。
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被災自治体News

経済産業副大臣がいわき事務所を訪問 9月28日

新たに副大臣に就任された江島潔経済産業副大臣がいわき事務所を訪問され、伊澤町長、

佐々木清一町議会議長と懇談しました。

伊澤町長は町内の復興状況を説明した後、「1、中間貯蔵施設を受け入れた双葉町における、

世界の関心を集める新たなまちづくり、住民帰還促進と新規居住者確保のための施策実施に

関する重点的・戦略的なサポート、2、町内全域の避難指示解除に向けた見通しや方針の決定、

3、ALPS処理水の国として

の責任を持った方針の決定、

4、令和4年春頃の特定復興

再生拠点区域の確実な解除等

に向けた支援」について要望

し、要望書を手渡しました。

堀内環境副大臣、神谷政務官がいわき事務所を訪問
9月23日

新たに副大臣になられた堀内詔子環境副大臣と神谷昇政務官がいわき事務所を訪問されま

した。

堀内副大臣、神谷政務官が就任のあいさつをされた後、伊澤町長は双葉町の復興状況を説

明し、「令和4年春頃の特定復興再生拠点区域の確実な解除等に向けた除染等の着実な実施、
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安全第一とした中間貯蔵施設

事業、町内全域の避難指示解

除に向けた見通しや方針の具

体化、新たなまちづくり検討

にあたってのサポート」につ

いてお願いし、意見交換を行

いました。

東日本大震災・原子力災害伝承館を内覧 9月8日

東日本大震災・原子力災害

伝承館の一般公開に先立ち、

9月8日に伝承館内の見学を

行いました。

伊澤町長は、施設の職員か

ら説明を受けながら館内をつ

ぶさに見て回りました。



被災自治体News

原子力損害賠償紛争審査会町内視察 9月2日

国の原子力損害賠償紛争審査会の鎌田薫会長、大塚直会長代理ほか委員による双葉町内の

現地視察が行われ、震災から手付かずで残っている役場本庁舎や産業交流センターなどを視

察されました。産業交流センターでは、屋上から産業団地内

などを視察した後、意見交換会を行いました。伊澤町長と

佐々木清一町議会議長が、避難の長期化に伴う精神的損害を

はじめとする指針の適時適切な見直しなど被害実態に即した

確実な賠償と生活再建の確実な実現に向けて要望書を鎌田会

長に手渡しました。

双葉町民の避難状況（令和2年9月30日現在）

【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 14

青森県 17

岩手県 11

宮城県 247

秋田県 12

山形県 20

茨城県 459

栃木県 154

群馬県 37

埼玉県 787

千葉県 175

東京都 353

神奈川県 172

新潟県 137

富山県 11

石川県 11

都道府県 人 数

福井県 2

山梨県 14

長野県 14

岐阜県 6

静岡県 24

愛知県 8

三重県 1

滋賀県 1

京都府 11

大阪府 8

兵庫県 3

奈良県 1

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 18

岡山県 3

都道府県 人 数

広島県 3

山口県 1

徳島県 -

香川県 -

愛媛県 5

高知県 -

福岡県 8

佐賀県 2

長崎県 5

熊本県 2

大分県 5

宮崎県 1

鹿児島県 14

沖縄県 5

国外 6

合計 2,788

市町村 人 数

福島市 242

会津若松市 46

郡山市 655

いわき市 2,181

白河市 183

須賀川市 66

喜多方市 6

相馬市 56

二本松市 18

田村市 14

南相馬市 265

伊達市 15

本宮市 42

桑折町 6

川俣町 2

大玉村 9

市町村 人 数

鏡石町 10

天栄村 5

下郷町 2

只見町 2

南会津町 1

猪苗代町 1

会津坂下町 12

会津美里町 4

西郷村 30

泉崎村 7

中島村 2

矢吹町 25

棚倉町 13

塙町 7

石川町 1

平田村 3

避難者総数

6,813

(前月 6,815)

(前月 4,026)

(前月 2,789)

市町村 人 数

三春町 22

小野町 1

広野町 40

楢葉町 8

富岡町 5

川内村 3

大熊町 2

浪江町 2

葛尾村 2

新地町 9

合計 4,025
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交流ルームひばり通信

10月3日(土)、下田の渡邊さんの畑に芋ほりに行ってきました。

今回は子どもたちも参加し、12人が楽しく芋ほりをしていました。

芋の品種はベニハルカ。畑から掘り起こし、土を軽く落としビニール袋へ。作業が進む

につれ、畑には芋がいっぱい詰まったビニール袋がたくさん並びました。

それを渡邉さんが運転する車に積んで下まで運んでもらい、おのおのの車に積み込んで

作業は終了。

作業後、渡邊さんの奥さんが用意してくださった栗おこわと具だくさん汁を、みんなで

おいしくいただきました。

今年も大満足の芋ほり体験でした。

渡邉さんご夫婦には今回も大変お世話になり、ありがとうございました。
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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 4 5

南相馬市 計 20 47

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 29 69

三条市に避難している
世帯数と人数(2020.10.7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
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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

１０月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

８ ９ １０

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

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

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

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。


