
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

・沿岸部で行方不明者の一斉捜索
----------------------- 2

・株式会社クフウシヤと
南相馬市との協定締結式 ------ 2

南相馬市 ---------------------- 3

浪江町 ------------------------ 7

双葉町 ------------------------ 10

・県外避難者の受入状況 -------- 12

・東日本大震災 黙祷及び献花---- 13

・2月･3月の「ひばり」 -------- 14
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●「みなみそうまトピックス」から

●交流ルームひばり通信

2月17日発行

Vol.487

2月11日で東日本大震災と原発事故から9年11カ月

となるのを前に、鹿島区の真野川漁港と右田海岸で10

日、福島県警による行方不明者の一斉捜索が行われまし

た。

10
２ 水

２ページをご覧ください。

●被災自治体News

●新潟県
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10２ 水

2月11日で東日本大震災と原発事故から9年11カ月となるのを前に、鹿島区の真野川漁港と右田海

岸で10日、福島県警による行方不明者の一斉捜索が行われました。

南相馬署の署員と県警機動隊員らが約70人体制で、行方不明者の手がかりを捜索しました。

浜通り×さんじょうライフvol.4872

９
２ 火

2月9日に南相馬市と株式会社クフウシヤは、福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)

構想の実現に向けて、ロボット開発や人材育成等について相互に協力するため連携協定を結びました。

同日、株式会社クフウシヤが開発した自律移動掃除ロボット「Asion」の製品第1号のお披露目がブ

ライダル＆ホテル ラフィーヌで行われ、同ホテルに導入されました。
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令和2年度第2回看護師等合同就職面接会「医療と福祉合同就職フェア」

2月12日HP更新

次ページへ続きます

市では、医療機関、介護福祉施設などでの人材不足を解消するため、南相馬市内の医療

機関などの合同就職面接会「医療と福祉 合同就職フェア」を開催します。

会場では、仕事探しや働くための準備などについて専門の相談員に相談できます。

医療や介護等の現場で働きたい方、資格がなくても興味のある方はぜひご参加ください。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、中止する場合があります。そ

の際は、ホームページでお知らせします。

対象者

看護師、准看護師、薬剤師、医療事務、看護助手、事務補助等の求職者、看護学生、介

護福祉施設などで働きたい方

内容

参加医療機関、介護福祉施設ごとにブースを設け、直接面接ができます。

ハローワークの就職相談コーナーも設置します。

とき

2月20日（土）午前10時～午後2時30分（受付時間 午前10時～午後2時）

ところ

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）

参加医療機関

医療法人社団青空会大町病院

医療法人相雲会小野田病院

福島県厚生農業協同組合連合会鹿島厚生病院

公益財団法人金森和心会雲雀ヶ丘病院

南相馬市立総合病院

しんどうクリニック

医療法人伸裕会介護老人保健施設長生院

医療法人慈誠会介護老人保健施設ヨッシーランド

合計8施設

南相馬市からのお知らせ

3浜通り×さんじょうライフvol.487 
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自己紹介カード

当日会場内で使用します。会場に記載スペースを設けていますが、事前に用意しておく

と受け付けがスムーズです。

各医療機関ごとに1枚使用します。会場内に簡易コピー機（無料）を設置しますので、

不足した際には利用してください。

求職者だけでなく、看護学生など将来的に就職活動をする方もぜひ書いてください。

自己紹介カード (Excel)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/19/jikoshokaicard.xlsx

自己紹介カード（記入例）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/19/jikoshoukai_card_kinyurei.pdf

医療と福祉合同就職フェア（令和2年度 第2回福祉のしごと就職説明会）

長寿福祉課では、2月28日に「医療と福祉合同就職フェア」を開催します。

医療と福祉合同就職フェア（令和2年度 第2回福祉のしごと就職説明会）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/business/shuroshien/14391.html

問い合わせ 健康福祉部 健康づくり課 健康企画係 0244-23-3680TEL
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南相馬市のホストタウンPR動画が完成しました

2月12日HP更新

市が進めている復興「ありがとう」ホストタウン交流の一環として、ジブチ共和国や台

湾など震災時に多大な支援をいただいた交流相手国や地域に対して、南相馬市の復興状況

や感謝の気持ちを発信する動画を制作しました。

動画は、「空編」「VOICE編」「未来への切符編」の3編で構成しています。

「空編」は、南相馬市と交流相手国が同じ空で繋がっていることを表しながら、ドロ

ーンを活用し空から南相馬を紹介しています。

「VOICE編」は、震災後も前を向き復興に携わる市民の声を通して、南相馬の現状を

紹介しています。

「未来への切符編」は、子どもたちや市民に「理想とする南相馬の将来像」を自由に

発言してもらい、復興に向け市民が明るく生活している様子を紹介しています。

3編とも日本語版のほか、英語字幕版と台湾語字幕版を制作し、交流相手国はじめ広く

国内外に南相馬の復興状況を発信していきます。

動画への出演にご協力いただきました多くの市民の皆様に、心から感謝を申し上げます。

「PR動画：空編」（日本語版）

https://www.youtube.com/watch?v=LZ2CQG2o7Ak

「PR動画：VOICE編」（日本語版）

https://www.youtube.com/watch?v=w51wknSt3SQ

「PR動画：未来への切符編」（日本語版）

https://www.youtube.com/watch?v=dgKfyEe1ELc

5浜通り×さんじょうライフvol.487 

問い合わせ
市民生活部 スポーツ推進課 ホストタウン推進係

0244-24-5358TEL
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令和2年度南相馬市東日本大震災追悼式

2月16日HP更新

平成23年3月11日に発生した東日本大震災から10年を迎えるこの日に、犠牲となら

れた方々に哀悼の意を捧げるため、追悼式を開催します。

なお、新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ、規模を縮小し、感染症対策を講じて

実施します。

とき

3月11日(木) 午後1時30分 受付開始(大ホールへの入場)

2時20分 式典開始

3時45分 終了(予定）

ところ

南相馬市民文化会館「ゆめはっと」 大ホール

内容

開式の辞

市民歌献奏

市長式辞

国追悼式の中継（予定）

追悼の辞（市議会議長）

御遺族代表のことば

主催者、来賓、遺族代表による献花

閉式の辞

ライブ配信について

3月11日（木）午後2時20分から「東日本大震災追悼式」の模様について、みなみそ

うまチャンネルでライブ配信を予定しています。

みなみそうまチャンネルライブ中継配信ページ

http://www.minamisoma.tv/channel/

問い合わせ 健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係 0244-24-5243TEL

浜通り×さんじょうライフvol.4876
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【町長メッセージ】 令和3年2月13日震度6弱の地震発生を受けて

2月15日HP更新

令和３年２月１３日２３時０８分発生した地震によって、浪江町は震度６弱の揺れを観測

しました。

多くの皆様より、支援のお申し出やお見舞いのメッセージを頂いておりますこと、温かいお

心遣いに御礼を申し上げます。

現在の町の状況は、幸いにも人的被害の報告はなく、避難された方々もご自宅などに

戻られ避難所の提供は終了しています。また、町道に段差や亀裂などの損傷が数か所

見つかっている他、住宅や公共施設で多少の被害が報告されています。

幸いにも１０年前のような大きな被害はありませんでしたが、町民の方々におかれましては、

ご自宅などの被害に留まらず、震災時の辛い記憶がよみがえり大きな不安を感じた方や、

新型コロナウイルスへの警戒に加えて、この度の地震と、度重なる災害に心労を重ねてお

られる方々もいらっしゃると思います。

町民の皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。

町では、この度のような災害に備えるべく、防災備蓄倉庫や防災コミュニティセンター等

の整備を早急に進め、引続き、町民の安全、安心の確保に取り組んでまいります。

浪江町長 吉田 数博

浪江町からのお知らせ

問い合わせ 総務課 秘書係 0240-34-0239TEL
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新型コロナウイルスワクチン接種について

2月16日HP更新

◆2月16日時点の情報です。

新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を抑え、感染対策の決め手となるワクチンの

接種準備が全国一斉に進められています。

浪江町では、町民の皆さまが町内や居住先（避難先）においても、ワクチン接種が受け

られるよう準備を進めています。

接種順番・スケジュール

接種開始時期

国からの指示により、医療従事者、高齢者、64歳以下の基礎疾患のある方などから順

番に接種を始めます。

※ 3月下旬以降に65歳以上の方へ「接種券(2回分)」を発送開始予定です。

接種費用

無料（全額公費負担）

接種回数

ワクチンの効果を高めるため、1人2回接種します。

※ ワクチンの種類により、3週間または4週間の間隔で接種します。

※ 1回目と2回目は同じ製薬会社のワクチンを接種する必要があります。

開始予定月 対象者

3月～ 医療従事者、救急隊員など

4月～
65歳以上の方（昭和32年4月1日以前に生まれた人）、
高齢者施設などの職員（条件を満たせば施設入所者と同時接種可能）

調整中 64歳以下の基礎疾患のある方

調整中 64歳以下のすべての方（16歳未満は当面対象外の方向で検討中）

次ページへ続きます
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接種方法

浪江「町内」に居住する方

浪江町地域スポーツセンターにて、集団接種を実施する予定です。

●浪江町に住民票が「ある」方

1. 接種券が浪江町から送付される

高齢者は3月下旬発送予定、それ以外の方は4月以降発送予定

2. 接種可能な時期を確認する

国からの発表後に、厚生労働省や浪江町のHPなどを確認ください。

年齢によって接種時期が異なります。

3. ワクチン接種の予約をする

※予約専用ダイヤルを準備中です。

4. 予約した日時にワクチン接種を受ける

【持ち物】接種券、予診票、身分証明書（運転免許証、保険証など）

●浪江町に住民票が「ない」方

住民票のある自治体から接種券が送付されます。

※ 浪江町での予約方法等は検討中です。

浪江「町外」に居住（避難）されている方

居住地でワクチン接種を受けてください。

接種券は浪江町から避難先住所にお送りします。

高齢者は3月下旬発送予定、それ以外の方は4月以降発送予定です。

予約方法などについては、居住先自治体にお問い合わせください。

ワクチンに関する相談・問い合わせ

厚生労働省コロナワクチンコールセンター

電話番号 0120-761-770

受付時間 午前9時から午後9時まで（土日、祝日含む）

9浜通り×さんじょうライフvol.487 

三条市では、3月に市コールセンターを開設する予定です。

問い合わせ電話番号などが決まりましたら、改めてお知らせします。

問い合わせ 健康保険課 健康係 0240-34-0249TEL
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次ページへ続きます

双葉町からのお知らせ
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双葉町民の避難状況（令和3年1月31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 13

青森県 17

岩手県 11

宮城県 248

秋田県 12

山形県 20

茨城県 461

栃木県 155

群馬県 37

埼玉県 778

千葉県 177

東京都 354

神奈川県 172

新潟県 136

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 25

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 17

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 12

沖縄県 5

国外 6

合計 2,782

市町村 人 数

福島市 239

会津若松市 45

郡山市 654

いわき市 2,180

白河市 181

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 270

伊達市 12

本宮市 42

桑折町 6

川俣町 2

大玉村 10

市町村 人 数

鏡石町 10

天栄村 3

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

6,803

(前月 6,807)

(前月 4,021)

(前月 2,786)

市町村 人 数

三春町 24

小野町 1

広野町 41

楢葉町 8

富岡町 5

川内村 3

大熊町 3

浪江町 2

葛尾村 2

新地町 8

合計 4,021

ドキュメンタリージャパン取材 1月26日

「フタバから遠く離れて」のドキュメンタリー映画を制作した舩橋淳監督がドキュメンタ

リージャパンの委託を受けて、震災から１０年を迎える双葉町の特集番組を制作するため伊

澤町長の案内で町内を撮影し、産業交流センターで取材を行いました。

伊澤町長は、１０年の歳月を振り返りながら舩橋監督からの質問に答えました。
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当選証書付与式 1月25日

当選証書付与式が行われ、無投票で３選を果たした伊澤町長と、双葉町議会議員一般選挙

において当選した8人の議員の方々に鴻崎太郎選挙管理委員会委員長から当選証書が付与され

ました。

町長３期目の任期は、令和３年３月10日から令和７年３月９日までの４年間になります。

BSフジ取材 1月16日

宮城県女川町出身の俳優であり歌手である中村雅俊さんが東日本大震災から10年を迎える

双葉町を訪問し、伊澤町長の説明でJR双葉駅前や駅西地区、産業交流センターなど町内を視

察されました。

中村さんは「震災から10年が経ち、風化があるのは事実として仕方がないことだと思うが、

自分が被災地を訪れ話したりすることが報道されることで震災は終わってないと思ってもら

えることが復興支援の１つになると思っている。復興は進んでいるが、手付かずのところも

あって格差を感じる。被災者の心の復興に向けこれからも協力していきたい」と話されまし

た。

次ページへ続きます
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東京電力福島復興本社代表が来庁 1月8日

東京電力ホールディングス(株)大倉誠福島復興本社代表が新年のあいさつのため来庁しまし

た。

伊澤町長は、佐々木清一議長とともに福島第一原子力発電所の廃炉、原子力損害賠償の完

全実施及び復旧・復興への協力に関する要求書を手渡しました。

特に、福島第一原子力発電所の廃炉関連の積極的かつ確実な情報発信の徹底や、長期避難

による個別の具体的な事情への対応を含め、これまでの町・町議会からの要求を踏まえ早急

に対応することなどを強く求めました。

1月31日現在

問い合わせ 震災復興支援課 広域支援対策係 025-282-1732TEL

市町村 人 数

新潟市 890

長岡市 204

三条市 69

柏崎市 523

新発田市 147

小千谷市 7

加茂市 9

十日町市 14

見附市 15

村上市 63

市町村 人 数

燕市 60

糸魚川市 3

妙高市 5

五泉市 22

上越市 42

阿賀野市 31

佐渡市 26

魚沼市 6

南魚沼市 9

胎内市 39

市町村 人 数

聖籠町 -

弥彦村 7

田上町 -

阿賀町 -

出雲崎町 -

湯沢町 7

津南町 -

刈羽村 31

関川村 -

粟島浦村 -

合 計 2,229

■市町村把握分

区 分 人 数

1 公営住宅・雇用促進住宅等 5

2 借上げ仮設住宅 36

3 賃貸住宅･持家･親戚知人宅等 2,188

1+2+3（市町村把握分） 2,229

4 病院 0

5 社会福祉施設 5

合 計 2,234

(12/31  2,237) (12/31  2,243)



●と き ３月１１日 午後2時45分～3時

●ところ 総合福祉センター １階ロビー

●主 催 三条市

●協 力 さんじょう∞ふくしま「結」の会

●参加予定者 市内の避難者、三条市民ほか

※終了後も、当日の総合福祉センター開館時間内は献花していただけます。

木

東日本大震災から10年の節目を迎える3月11日(木)に、亡くなられた方々の鎮魂と、被

災地の復興を願い､地震発生時刻の午後2時46分に合わせて黙とうを捧げ､献花を行います。

平日での開催となりますが、新型コロナウイルス感染症対策をとって開催します。

・椅子の間隔をあけて着席していただきます。

・マスク着用、手指消毒にご協力ください。

・発熱や風邪症状などがある場合は、参加をお控えください。

※感染状況によっては、開催を中止する場合があります。
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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(2021.2.17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.48714

交流ルームひばり通信

２月・３月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

２／１８ １９ ２０

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

ひばり休み

天皇誕生日

ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

２８ ３／１ ２ ３ ４ ５ ６

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 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。

避難先住所等の届け出について

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 福祉課 福祉・公営住宅係

0256-34-5405TEL


