
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

・春季競馬大会・ノマハラマルシェ
----------------------- 2

・「なの花めいろ」無料開放 ---- 2

南相馬市 ---------------------- 3

浪江町 ------------------------ 6

双葉町 ------------------------ 12

・県外避難者の受入状況 -------- 18

・常磐自動車道
（いわき四倉IC～広野IC間）
夜間通行止めの実施 ---------- 18

・幸藏さんからお米を頂戴しました
----------------------- 19

・5月の「ひばり」------------- 20
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●被災自治体News●被災自治体News

5月12日発行

Vol.498

●交流ルームひばり通信

●NEXCO東日本

避難元市町村に住民票がある人が

三条市でワクチン接種を受けるとき

「住所地外接種届出済証」が必要です。

65歳以上の方には、接種クーポン券、予診票、住所地

外接種届出済証などを、避難先住所に発送しています。

接種の予約はコールセンターで手続きをお願いします。

インターネットでの予約はできません。

その際、お手元に接種クーポン券と住所地外接種届出済

証をご用意ください。

コールセンター

０２５６-３３-８７８０
※平日 午前9時～午後5時

※5月15日（土）、16日（日）は

予約を受け付けています。

三条市ホームページ

「新型コロナワクチン接種」

●新潟県



被災自治体News

25４ 日

第75回相馬野馬追振興春季競馬大会が原町区の雲雀ヶ原祭場地で開催され、小高郷のプチュ

ーン（馬主・騎手 本間隼人さん）が予選1着馬の決勝レースを制し、優勝を飾りました。

競馬大会は、相馬野馬追に出場する騎馬の乗馬技術の向上を目的に、毎年春と秋に開催され

ています。令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響で中止となったため、春季競馬大会

の開催は2年ぶりです。

浜通り×さんじょうライフvol.4982

24
４ 土

毎年恒例となっている市民団体「福興浜団」主催の「なの花

めいろ」が4月24日と25日の両日、無料開放されました。

この迷路は、2013年(平成25年)から続けられているもの

で、今年は、笑顔が入っている五輪のマークなどが菜の花畑に

描かれました。

当日は、多くの家族連れが巨大な迷路に入り、子供たちが元

気に走り回っていました。

野馬追に出場する騎馬武者たちが一転、色鮮やかなジョッキ

ースタイルに身を包み、白熱したレースを繰り広げました。

同じ会場では「ノマハラマルシェ」が初開催されました。

実行委員会の主催、市の共催で、地元の“ウマ”い飲食店や

馬にちなんだグッズなどのブースが出展され、多くの市民らが

訪れました。
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子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）について

4月30日HP更新

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、

その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給し

ます。

支給対象者

次のいずれかに該当する方

⑴ 令和3年4月分の児童扶養手当の受給者

⑵ 公的年金等(遺族年金・障がい年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給して

いて、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

令和元年の所得が、制限額を下回る方に限ります。

既に児童扶養手当の認定を受けている方だけでなく、認定を受けていない方で、過去

に児童扶養手当の申請をしていたとすれば、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が

全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

⑶ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の受給

者と同じ水準となっている方

支給額

対象児童1人当たり 5万円

申請方法

⑴ 令和3年4月分の児童扶養手当の受給者

申請不要

⑵ 公的年金等を受給していて、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

必要書類を窓口に直接、または郵送で提出してください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親世帯分）申請書（請求書）(Excelファイル)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/18/kyuhukinsinsei.xlsx

簡易な収入見込額の申立書（申請者本人・扶養義務者用）

【公的年金給付等受給者】 (Excelファイル)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/18/syunyumousitatenenkin.xlsx

扶養義務者用は同居の親族がいる場合に提出してください。

南相馬市からのお知らせ

3浜通り×さんじょうライフvol.498 

注意

次ページへ続きます

注意

注意
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簡易な所得見込額の申立書【公的年金等受給者】 (Excelファイル)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/18/syotokumousitatenenkin.xlsx

【添付書類】

請求者本人および児童の戸籍謄本

児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成の認定を受けている方は不要

振込口座の分かるもの（通帳・キャッシュカードの写し）

令和2年度（令和元年中(平成31年1月～令和元年12月)）の年金受給額が分かるもの

（年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書の写し）

⑶ 新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の受給者と同

じ水準となっている方

必要書類を窓口に直接、または郵送で提出してください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親世帯分） 申請書（請求書）(Excelファイル)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/18/kyuhukinsinsei.xlsx

簡易な収入見込額の申立書（申請者本人・扶養義務者用）

【家計急変者】(Excelファイル)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/18/syunyumousitatekakeikyuhen.xlsx

扶養義務者用は同居の親族がいる場合に提出してください。

簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(Excelファイル)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/18/syotokumousitatekakeikyuhen.xlsx

【添付書類】

戸籍謄本（児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成の認定を受けている方は不要）

振込口座の分かるもの（通帳・キャッシュカードの写し）

令和2年2月以降の任意の1カ月の収入について分かる給与明細書、帳簿等の写し

令和2年2月以降の任意の1カ月の年金受給金額の分かるもの（年金決定通知書、年金

額改定通知書、年金振込通知書の写し）

公的年金を受給していない方は不要

申請期限

12月24日（金）

注意

注意

注意

次ページへ続きます
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支給日

⑴ 令和3年4月分の児童扶養手当の受給者

5月26日（水）予定（児童扶養手当支給している口座に振り込み）

⑵ それ以外の給付

申請内容を確認後6月以降順次支払い

5浜通り×さんじょうライフvol.498 

問い合わせ こども未来部 こども家庭課 子育て支援係 0244-24-5215TEL

今週の番組 90分 ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. ─継ぐもの─馬と共に誰よりも速く [8分]

3. 南相馬市×ベンチャーキャピタル金融機関等連携協定締結記念式典[12分]

4. ホストタウン応援グッズ 二中から市へ。そして相手国へ─ [11分]

5. いきいき80体操～お口の体操編～ [8分]

6. 南相馬市議会 令和3年第1回（3月）定例会放送日程のお知らせ [3分]

7. 第43回南相馬市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 [25分]

8. 南相馬市いよいよ始まる新型コロナウイルスワクチン接種 [15分]

9. 四季百景～命を守る木々を育む～ [4分]

10.リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [5/7～5/14]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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令和3年度第1回浪江町営住宅等入居者募集

5月1日HP更新

町営住宅の入居予定者を次のとおり募集します。

募集のお知らせ

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14177.pdf

募集期限

5月21日（金） ※当日消印有効

募集住宅

すべての住宅でペットの飼育が可能です。

優先住宅は、幾世橋集合住宅の1階部分の住戸であり、優先世帯(65歳以上の高齢者、

障がい者、要介護者を含む世帯)に限り申し込むことができます。

申込資格

住宅の種別により申込資格が異なりますので、ご注意ください。

詳しくは募集要項をご覧ください。

【共通要件】

次のすべての要件を満たす方

現に住宅に困窮していること ※住宅困窮理由は申込書の裏面で確認してください。

市町村の税に滞納がないこと

過去に町営住宅に入居していたことがある場合、未納家賃がないこと

暴力団員でないこと

浪江町からのお知らせ

種別 住宅名 住戸形態 構造 間取り 住宅種類 募集戸数

災害公営住宅
幾世橋住宅団地 戸建て 木造平屋

3LDK 一般住宅 2

2LDK 一般住宅 4

請戸住宅団地 戸建て 木造平屋 2LDK 一般住宅 2

福島再生賃貸住宅 幾世橋集合住宅 集合住宅 Rc5階建て

3DK 一般住宅 3

1LDK 一般住宅 3

1LDK車いす 優先住宅 2

浜通り×さんじょうライフvol.4986

次ページへ続きます
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【災害公営住宅】（帰還者向け：幾世橋住宅団地・請戸住宅団地）

平成23年3月11日時点で、浪江町内に居住していた方で、次のいずれかに該当する方

町への帰還に際し、町内に自己所有の住宅がない方

帰還困難区域の方

【福島再生賃貸住宅】（帰還者・新規転入者向け：幾世橋集合住宅）

世帯の収入が基準額（月額487,000円）超えない世帯で、次のいずれかに該当する方

平成23年3月11日時点で、浪江町内に居住していた方

浪江町に新たに転入する（すでにしている）方

【町営住宅】（帰還者・低額所得者向け：御殿南住宅）

⑴ 平成23年3月11日時点で､浪江町内に居住していた方で、次のいずれかに該当する方

町への帰還に際し、町内に自己所有の住宅がない方

帰還困難区域の方

⑵ 上記以外の方

世帯の収入が月額158,000円（裁量世帯214,000円）を超えない方

募集要項

【災害公営住宅】

幾世橋住宅団地募集要項

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14178.pdf

請戸住宅団地募集要項

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14179.pdf

【福島再生賃貸住宅】

幾世橋集合住宅募集要項

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14180.pdf

【町営住宅】

御殿南住宅募集要項

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14181.pdf

次ページへ続きます
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申込方法

申込書に必要書類を添付して提出してください。

町営住宅入居申込書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14139.pdf

申込先

【窓口・郵送】 住宅水道課住宅係 ※当日消印有効

〒979-1952 双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2

【窓口のみ】 各出張所（福島・二本松・いわき）

浜通り×さんじょうライフvol.4988

問い合わせ 住宅水道課 住宅係 0240-34-0232TEL

令和4年度採用 浪江町職員（大卒行政職および資格免許職）

採用試験のお知らせ 5月11日HP更新

職種、採用予定人員および主な職務内容

採用予定時期

令和4年4月1日以降

受験資格

※ 最終合格決定後、職務経験期間、資格および免許の確認のため、資格、免許証の写し

および在職期間証明書などを提出していただくことになります。

※ 採用時に普通自動車免許を有していることが条件です。

職種 区分 採用予定人員 主な職務内容

大卒程度 行政職 3人程度
行政全般に関する企画立案、調査、連絡調整、相談
業務など

資格免許職 保健師 2人程度
健康診断、母子保健、老人保健、感染症予防、健康
教育・相談業務など行政における保健衛生事務全般

資格免許職 保育士 若干名
認定こども園の運営業務、子育て支援業務、保育行
政事務など全般

次ページへ続きます
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※ 前記の受験資格にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する方は受験できません。

⑴ 日本の国籍を有しない者

⑵ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなく

なるまでの者

⑶ 本町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

⑷ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

試験の期日、場所および発表

受付期間

5月11日（火）～6月11日（金） ※執務時間中に限ります。

郵便による申込書提出の場合は、6月9日（水）までの消印有効

次ページへ続きます

区分 期日 時間 試験場 発表

第1次試験
7月11日
（日）

午前9時～9時30分 受付

【行政職】
教養試験 午前10時～正午

【保健師・保育士】
教養試験 午前10時～正午

（昼休憩）

【行政職】
専門試験 午後1時～3時

【保健師・保育士】
専門試験 午後1時～2時30分

※行政職および資格免許職の専
門試験終了後、適性検査を行い
ます。

試験終了時刻については、適性
検査の実施状況により変動する
可能性があります。

「福島大学」

福島市金谷川
1番地

8月下旬頃に合格者
へ通知します。また
浪江町役場掲示板に
合格者の受験番号を
掲示するほか町ホー
ムページへの掲載を
行います。

第2次試験 9月下旬頃 第1次試験合格者に別途通知

「浪江町役場」

浪江町大字幾世
橋字六反田7番
地2

別途通知

注意
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受験案内、申込書の請求

受験案内および申込用紙は、浪江町役場総務課行政係および各出張所で交付します。

郵便により申込用紙を請求する場合は、封筒の表に「令和4年度職員採用試験申込用紙

請求」と朱書し、120円切手を貼った自分宛の返信用封筒（角型2号）を必ず同封のうえ

請求してください。また、下記から申込用紙をダウンロードして使用することもできます。

≪受験案内≫

令和4年度採用 浪江町職員（大卒程度行政職及び資格免許職（保健師・保育士））

採用候補者試験について

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14197.pdf

≪申込書≫

大卒程度行政職採用候補者試験申込書(Excelファイル)

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14198.xlsx

資格免許職（保健師）採用候補者試験申込書(Excelファイル) 

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14200.xlsx

資格免許職（保育士）採用候補者試験申込書(Excelファイル) 

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14201.xlsx

申し込み方法

申込用紙に必要事項を記入し、「浪江町役場 総務課行政係」に提出してください。

申込用紙を郵送する場合には、封筒に「令和4年度職員採用試験申し込み」と朱書して、

必ず簡易書留で送付してください。

なお、受験票を返送しますので自分宛の封筒（返信用封筒）に84円切手を貼って同封

してください。

申込用紙の受験票欄に忘れずに写真を添付してください。

問い合わせ 総務課 行政係 0240-34-0235TEL
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浪江町の新しい特産品を目指して
群馬県でトップクラスの“長ネギ生産量”を誇る生産者さんが、4月21日から浪江町内で長

ネギの栽培を開始しました。

現在、町では、東日本大震災やそれに伴う原発事故による避難の長期化などにより営農でき

なくなった農地が多いため、農地所有者の意向を踏まえたうえで、農地所有者と担い手のマッ

チング作業を進めています。

今回、ＪＡさんなどにも仲介の協力をいただき、営業規模の拡大を目指している (有)青高フ

ァームさん と (株)群馬電機工業さん が、浪江町内で長ネギの栽培を始めることになりました。

両企業は、令和元年から町内で長ネギの実証栽培を行っており、昨年は「品質の良い長ネギ

を収穫できた」と、町に報告にいらっしゃいました。

将来的には、作付面積を約100haまで拡大する予定で、町の新たな特産品の一つとして「浪

江産の長ネギ」の生産が期待されます。

【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 917

秋田県 40

山形県 116

茨城県 974

栃木県 458

群馬県 132

埼玉県 658

千葉県 556

東京都 794

神奈川県 416

新潟県 294

富山県 15

石川県 25

福井県 8

山梨県 37

都道府県 人 数

長野県 54

岐阜県 19

静岡県 59

愛知県 38

三重県 7

滋賀県 5

京都府 34

大阪府 60

兵庫県 22

奈良県 5

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 6

岡山県 23

広島県 11

山口県 1

徳島県 1

香川県 5

都道府県 人 数

愛媛県 10

高知県 5

福岡県 19

佐賀県 4

長崎県 11

熊本県 6

大分県 5

宮崎県 10

鹿児島県 8

沖縄県 19

国外 13

合計 6,031

市町村 人 数

福島市 2,392

会津若松市 190

郡山市 1,678

いわき市 3,164

白河市 251

須賀川市 145

喜多方市 19

相馬市 434

二本松市 1,000

田村市 72

南相馬市 1,958

伊達市 103

本宮市 460

桑折町 140

国見町 28

川俣町 55

大玉村 186

鏡石町 7

市町村 人 数

天栄村 1

下郷町 3

南会津町 9

北塩原村 3

西会津町 4

磐梯町 4

猪苗代町 21

会津坂下町 20

金山町 1

会津美里町 9

西郷村 134

泉崎村 5

中島村 2

矢吹町 38

棚倉町 7

塙町 3

石川町 6

古殿町 1

市町村 人 数

三春町 74

小野町 11

広野町 49

楢葉町 17

富岡町 19

川内村 4

大熊町 4

双葉町 -

浪江町 1,154

葛尾村 5

新地町 81

飯舘村 2

県内 2

合計 13,975

避難者総数

20,006

(前月 20,032)

(前月 13,991)

(前月 6,041)

浪江町民の避難状況（4月30日現在）
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町長メッセージ（5月1日）

5月1日HP更新

双葉町からのお知らせ

町民の皆さまへ

新緑が目に鮮やかな５月を迎えました。いわき事務所前のハナミズキも満開を迎え例年

より季節が早く進んでいるように感じます。そのような中、新型コロナウイルス感染症が未だ

に収束の見通しが立たず、ウイルスの変異株による感染が急速に広がっており、「まん延

防止重点措置」の適用都市が拡大するなど予断を許さない状況にあります。予防対策

としてのワクチン接種については、医療従事者への先行接種、４月には６５歳以上の高

齢者、基礎疾患のある方などを優先に行い、続いて一般の方への接種の予定が示され

ております。全町避難が続いている双葉町については、避難先の自治体での接種となり

ますので、随時、町民の皆さんに情報を提供し、速やかにワクチン接種ができるよう全力

を尽くしてまいりますので、ご家庭においても引き続きマスクの着用、手洗い、うがいの励行

など感染予防対策をお願いいたします。

さて、３月２５日には、ＪＲ双葉駅前において１年延期となった東京２０２０オリンピックの聖

火リレーが行われました。大橋良一加須市長はじめ来賓の方々のご臨席のもと、標葉せ

んだん太鼓の勇壮な演奏の中、３人のランナーによって聖火の希望の灯りが繋げられまし

た。

新年度のスタートとなる４月１日にはいわき事務所において職員辞令交付式を行いまし

た。新規採用職員３名、農林水産省より１名、福島県より２名の派遣職員が加わり業務

を開始しました。さらに、町の現状をご理解いただき、今年度も引き続き神奈川県、新潟

県柏崎市、福井県敦賀市、茨城県北茨城市、新たに茨城県東海村、宮城県女川町

から、町の復旧・復興と町民の皆さんの生活支援などの課題解決のために６名の職員を

派遣していただきました。改めて厚く御礼を申し上げます。また、以前支援職員として勤務

していた富山県黒部市職員で双葉町の復興のために働きたいとの強い思いから、新た

に双葉町職員となった方もおり、このようなご縁に感謝するとともに大変心強く思っていると

ころです。

次ページへ続きます
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職員に対しては、来年春頃の双葉町特定復興再生拠点区域全域の避難指示解除

と町への帰還開始という目標に向けて町民の思いを胸に、チーム双葉となって町の復興

に取り組むよう訓示しました。

双葉町産業交流センターにおいて、４月１４日には、長野県千曲市に本社のある衣類

の製造・販売等の事業を展開するフレックスジャパン株式会社、４月２６日には、京都府

京都市に本社のあるドローンの販売、保守・メンテナンス等の事業を展開する株式会社

WorldLink＆Companyと、中野地区復興産業拠点への立地協定を締結しました。新たな

企業が進出することで、雇用の創出につながると期待しております。中野地区への立地

企業は１９件、２４社となりました。

新年度は、昨年に続きコロナ禍の中でのスタートとなりましたが、来年春頃に町への帰

還を目指す双葉町にとっては復興へのスピードを緩めることなく、しっかりと各種事業に取

り組んでまいりますので町民の皆さまの一層のご理解とご協力をお願いいたします。

双葉町長 伊澤 史朗

双葉町民の避難状況（4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 13

青森県 17

岩手県 10

宮城県 245

秋田県 13

山形県 20

茨城県 462

栃木県 156

群馬県 36

埼玉県 774

千葉県 174

東京都 360

神奈川県 169

新潟県 128

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 13

岐阜県 7

静岡県 25

愛知県 9

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 2,769

市町村 人 数

福島市 245

会津若松市 40

郡山市 654

いわき市 2,167

白河市 180

須賀川市 68

喜多方市 7

相馬市 56

二本松市 17

田村市 14

南相馬市 272

伊達市 12

本宮市 44

桑折町 6

川俣町 1

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 24

棚倉町 12

塙町 7

石川町 1

平田村 4

避難者総数

6,787

(前月 6,790)

(前月 4,010)

(前月 2,780)

市町村 人 数

三春町 28

小野町 1

広野町 40

楢葉町 8

富岡町 7

川内村 3

大熊町 3

浪江町 3

葛尾村 2

新地町 8

合計 4,018
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元役場職員の桑原達治さんの避難先である島根県松江市にあるNPO法人プロジェクトゆうあいの主

催で３月１日から31日の間、松江から双葉までの距離1,000kmを目指して「桑原達治記念杯オンラ

インチャリティマラソン」を開催し、３月14日には桑原さんがランナーの皆さんを応援して完走賞を

復興応援チャリティマラソンから寄付 4月30日

贈呈しました。集まった募金は

双葉町の復興のためにご寄付い

ただきました。

４月30日、伊澤町長はいわき

事務所でリモートにより桑原さ

ん、プロジェクトゆうあいの代

表者に御礼を述べるとともに対

談を行いました。

リモートによる行幸啓 4月28日

東日本大震災・原子力災害伝承館において天皇、皇后両陛下と伊澤町長、梅田壽嘉さん、谷津田尊

之さん、山本敦子さんがオンラインで画面越しに懇談を行い、両陛下から温かい励ましの言葉をいた

だきました。

懇談の前には双葉町の状況について伊澤町長が説明しました。

ＡＲＭ双葉プレオープン 4月28日

東日本大震災と原発事故後、初めての開業となるビジネスホテル「ARM双葉」が中野地区に5月1

日からオープンするに先立ち、4月28日にプレオープン（内覧会）が行われました。

式典で、伊澤町長は「町民の皆さまによる一時立ち寄りをはじめ、ビジネスや観光での利便性が飛

躍的に高まるため、大いに期待を

寄せております。さらに、宿泊業

は裾野がひろい産業でもあること

から、今後も従業員の雇用や関連

産業との連携など、企業の活力を

通じて町の復興に大いに貢献して

いただけるものと感じておりま

す」とあいさつを述べました。
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有害狩猟鳥獣捕獲隊に委嘱状を交付 4月20日

いわき事務所において双葉町有害対象狩猟鳥獣捕獲隊委嘱状交付式を行い、伊澤町長から４人の隊

員に委嘱状が手渡されました。

伊澤町長は、「町への帰還に向けて特定復興再生拠点区域内での有害鳥獣による被害の軽減や多く

の方や車両等の出入りが予想され有害鳥獣の捕獲は必要不可欠であることから捕獲隊の皆さまのご協

力をお願いします」とあいさつしました。
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廃炉汚染水福島評議会 4月18日

いわきワシントンホテルにおいて第２２回廃炉汚染水対策福島

評議会が開催され出席しました。

政府や東京電力から処理水の海洋放出に関する方針を改めて説

明があり、意見交換を行いました。

小泉環境大臣がいわき事務所を訪問 4月17日

小泉進次郎環境大臣、神谷昇環境大臣政務官がいわき事務所を訪問し、伊澤町長、伊藤町議会議長

と懇談しました。

伊澤町長は「ＡＬＰS処理水の取り扱いについては、ＩＡＥＡなど第３者の評価により客観性を高

め、透明性を持った情報を発信するとともに、地元をはじめ国民の皆さんへの丁寧な説明をお願いし

ます」と強く要望しました。
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加須市を表敬訪問 4月16日

伊澤町長は徳永副町長とともに加須市の大橋良一市長、柿沼秀雄市議会議長を訪問し、３期目の町

長就任のあいさつと日頃から町民がお世話になっていること、聖火リレーの記念式典に出席していた

柏崎市長がいわき事務所を訪問 4月14日

梶山経済産業大臣がいわき事務所を訪問 4月13日

梶山弘志経済産業大臣がいわき事務所を訪問されました。梶山大臣は、ＡＬＰＳ処理水の取り扱い

に係る方針の決定について伊澤町長、伊藤町議会議長、高萩副議長に説明しました。

だいたことなどに対し、感謝の

言葉を述べ、加須市に避難して

いる町民への新型コロナウイル

ス予防接種についてもお願いし

ました。

また、旧騎西高校玄関前に設

置された3.11モニュメントを見

学しました。

いわき事務所に職員を派遣していただいている新潟県柏崎市の櫻井雅浩市長がいわき事務所を訪れ

ました。

伊澤町長は、櫻井市長に町の復興のために職員を派遣いただいていることに感謝の言葉を述べ、双

葉町の現状について説明しました。

懇談終了後、双葉町内に移動し、伊澤町長は櫻井市長をＪＲ双葉駅や産業交流センターなどに案内

しました。

伊澤町長は、「政府が決定した海洋放出の方針を受け止めたい。

今後のＡＬＰＳ処理水の取り扱いについては、福島第一の廃炉作

業を進めていく中で、政府が責任を持って第三者機関が関与する

などして安全性を確認、監視し、福島第一原発だけでなく、国内

外の原発や処理水に関する情報発信をしっかり行い、国民の理解

を得てほしい」と述べました。
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自由民主党復興加速化本部が町内を視察 4月12日

自由民主党東日本復興加速化本部の額賀福志郎本部長、谷公一事務局長ほかが双葉町内を視察しま

した。

復興加速化本部の方々は、伊澤町長の案内でまちなか再生ゾーンである新山地区を歩き、復興再生
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町立小･中学校合同入学式､ふたば幼稚園入園式
4月6日

町立学校仮設校舎体育館において令和３年度双葉町立小学校、中学校合同入学式が新型コロナウイ

ルスの予防策を講じながら規模を縮小して挙行され、小学生４人と中学生１人の新入生を迎えました。

伊澤町長は、「これまでの幼

稚園や小学校生活との違いにと

まどうことがあるかもしれませ

んが、自ら考え、判断し、みん

なで協力し合いながら、明るく

たくましい双葉町立学校の一員

として立派に成長していくこと

を心より願っています」と祝辞

を述べました。

引き続き、ふたば幼稚園の入

園式が仮設園舎で行われ、新し

く４人の園児が入園しました。

３歳から５歳までのかわいらし

い６人の園児が園生活をスター

トさせました。

拠点外である鴻草地区を車窓か

ら視察しました。続いて産業交

流センターや東日本大震災・原

子力災害伝承館を見学しました。

伊藤町議会議長、高萩副議長が

同行しました。

伊澤町長は「帰還困難区域全

域の避難指示解除と居住再開に

向け、国としての目標や見通し

を早急に明らかにし、除染等、

帰還に向けた必要な対応の実施

に全力で取り組んでほしい」と

要望し、要望書を手渡しました。



NEXCO東日本 お客さまセンター
0570-024-024 または 03-5308-2424

問い合わせ
TEL

NEXCO東日本いわき工事事務所（福島県いわき市）は、一部区間を除いた2車線区間（片

側1車線）の 常磐自動車道 いわき四倉ICから広野ICにおいて、4車線化工事のため下

記のとおり夜間通行止めを実施します。

■通行止め区間・日時

いわき四倉IC～広野IC間（上下線）

5月18日(火)～21日(金)

毎日午後8時～翌日午前5時

予備日：5月24日(月)～27日(木)

■迂回路

県道35号－県道245号－国道6号－県道上北迫下北迫線

※天候などによって中止する場合がありますので、高速道路をご利用の際は「ドラとら」など

のWebサイトで最新の情報を確認いただきますようお願いします。

Ｅ6

Ｅ6
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4月30日現在

問い合わせ 県民生活課 広域避難者支援係 025-282-1732TEL

市町村 人 数

新潟市 882

長岡市 203

三条市 65

柏崎市 502

新発田市 142

小千谷市 7

加茂市 9

十日町市 14

見附市 15

村上市 61

市町村 人 数

燕市 57

糸魚川市 3

妙高市 5

五泉市 16

上越市 41

阿賀野市 32

佐渡市 24

魚沼市 6

南魚沼市 9

胎内市 31

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 23

関川村 -

粟島浦村 -

合 計 2,161

■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 32

3 賃貸住宅･持家･親戚知人宅等 2,124

1+2+3（市町村把握分） 2,161

4 病院 0

5 社会福祉施設 5

合 計 2,166

(前月 2,181) (前月 2,186)



5月12日、渡邉幸藏さん(下田)からたくさんのお米をいただきました。

いつも避難者のことを気にかけてくださり、大変ありがたく感謝申し

上げます。

今回は下記のとおり配布します。

交流ルームひばり通信

浜通り×さんじょうライフvol.498 19

問い合わせ 交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０

今週号と一緒に

お配りした引換券を

必ずご持参ください。
みほん

配布期間 ５月１６日(日)～５月２３日(日)

配布場所 交流ルーム「ひばり」

※交流ルーム「ひばり」の開設時間は、

裏表紙カレンダーで確認ください。

対象 家族１人につき １袋（5kg）

※申し訳ございませんが、お届けはできません。

※期間内に受け取れない場合は、交流ルーム「ひばり」

までご相談ください。

※ご連絡がないまま期限を過ぎてしまったお米は、適切

な方法で有効に使わせていただきますので、ご了承く

ださい。

お願い
新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止のため、

総合福祉センターに入館の際は、

マスク着用、手指消毒を

お願いします。

また、お子さんは

なるべくお連れにならないよう

お願いします。



市町村名 世帯数 人数

小高区 15 38

原町区 4 5

南相馬市 計 19 43

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 28 65

三条市に避難している
世帯数と人数(2021.5.12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.49820

交流ルームひばり通信

５月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

日曜日のひばり開設時間が変わりました。

午前10時～午後１時

１３ １４ １５

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

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

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

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・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


