
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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●「みなみそうまトピックス」から

●交流ルームひばり通信

●被災自治体News

Vol.520
11月4日発行

11月3日(水・祝)、体育文化会館において令和3年度

三条市表彰式が開催され、その中で、下田の渡邉幸藏さ

んと、さんじょう∞ふくしま「結」の会が、特別表彰を

受けられました。

これは、東日本大震災による避難者と三条市との懸け

橋として貢献されたことによるものです。

表彰の様子などは次号掲載します。

３11
祝

水



被災自治体News
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24
10 日

第75回相馬野馬追振興秋季競馬大会が、相馬野馬追のメイン会場となる雲雀ヶ原祭場地で開催され、

北郷のマヤノペガサス（騎手 鹿頭星也さん）が予選1着馬の決勝レースを制しました。

今大会の出走馬は24頭で、1周約1,400mのダートコースで、予選と決勝などを合わせて9レース

が行われました。

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、毎年春と秋に開かれています。

16     ～17
10 土

新型コロナウイルス感染拡大防止を取りながら、10月16日、17日の2日間、小高生涯学習センタ

ー（浮舟文化会館）において、執行委員会主催による「小高区文芸・美術作品展」が開催されました。

館内では、区内の文化団体による美しい盆栽や俳句、写真、ニット作品などが展示されたほか、小

高小中学校の児童生徒による作品も展示され、室外には「アクアマリンふくしま」の移動水族館が設

置されていました。

日



被災自治体News

南相馬市における衆議院議員総選挙の投・開票結果

10月31日HP更新

候補者氏名(届出順)
候補者届出

政党等の名称
得票数

1 かねこ 恵美 立憲民主党 15,837票

2 亀岡 よしたみ 自由民主党 15,695票

小計（有効投票数） 31,532票

無効 446票

計（投票総数） 31,978票

持ち帰り 0票

合計（投票者総数） 31,978票

政党名（届出順） 得票数

1 社会民主党 644票

2 立憲民主党 8,522.449票

3 日本共産党 1,796票

4 自由民主党 12,012票

5 日本維新の会 1,478票

6 国民民主党 1,516.550票

7 れいわ新選組 1,167票

8 公明党 3,731票

9
ＮＨＫと裁判してる党
弁護士法７２条違反で

328票

小計（得票総数） 31,192.999票

按分切捨て票数 0.001票

小計（有効投票数） 31,193票

無効 779票

計（投票総数） 31,972票

持ち帰り 0票

合計（投票者総数） 31,972票

問い合わせ 選挙管理委員会事務局 0244-24-5285TEL

南相馬市からのお知らせ

投票結果

※ 投票者総数は小選挙区選出議員選挙のものです。

開票結果

[衆議院福島県小選挙区選出議員選挙] [衆議院東北選挙区比例代表選出議員選挙]

男 女 合計

有権者数 25,644人 25.711人 51,355人

投票者数 15,750人 16,228人 31,978人

棄権者数 9,894人 9,483人 19,377人

投票率 61.42% 63.12% 62.27%

(前回投票率) (57.20%) (57.21%) (57.20%)

3浜通り×さんじょうライフvol.520 



「NET119緊急通報システム」の運用を開始します

（相馬地方広域消防本部） 11月4日HP更新

相馬地方広域消防本部では、11月1日から「NET119緊急通報システム」の運用を開

始しています。

このシステムは、携帯電話やスマートフォンのインターネット機能を利用し、簡単な画

面操作で119番通報することができ、相馬地方在住で、聴覚や発話に障がいがあるなど

音声による119番通報が困難な方を対象としています。

利用には、事前の登録が必要となります。

相馬地方広域消防本部ホームページ

http://soma119.com/

被災自治体News

問い合わせ 復興企画部 危機管理課 消防災害対策係 0244-24-5232TEL

浜通り×さんじょうライフvol.5204



被災自治体News

浪江町における衆議院議員総選挙の投・開票結果

10月31日HP更新

候補者氏名(届出順)
候補者届出

政党等の名称
得票数

1 くまがい 智 日本共産党 2,151票

2 吉野 まさよし 自由民主党 4,070票

小計（有効投票数） 6,221票

無効 215票

計（投票総数） 6,436票

持ち帰り 0票

合計（投票者総数） 6,436票

投票結果

※ 投票者総数は小選挙区選出議員選挙のものです。

開票結果

[衆議院福島県小選挙区選出議員選挙] [衆議院東北選挙区比例代表選出議員選挙]

問い合わせ 総務課 行政係(選挙管理委員会) 0240-34-0235TEL

浪江町からのお知らせ

男 女 合計

有権者数 7,119人 7,429人 14,548人

投票者数 3,281人 3,155人 6,436人

棄権者数 3,838人 4,274人 8,112人

投票率 46.09% 42.47% 44.24%

(前回投票率) (48.31%) (45.73%) (46.98%)

浜通り×さんじょうライフvol.520 5

政党名（届出順） 得票数

1 社会民主党 141票

2 立憲民主党 1,529.178票

3 日本共産党 495票

4 自由民主党 2,272票

5 日本維新の会 322票

6 国民民主党 300.821票

7 れいわ新選組 294票

8 公明党 810票

9
ＮＨＫと裁判してる党
弁護士法７２条違反で

83票

小計（得票総数） 6,246.999票

按分切捨て票数 0.001票

小計（有効投票数） 6,247票

無効 189票

計（投票総数） 6,436票

持ち帰り 0票

合計（投票者総数） 6,436票



被災自治体News

令和3年度第3回浪江町営住宅等入居者募集

11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/15251.pdf

募集期間

11月8日（月）～11月19日（金） ※期間内必着

募集住宅

優先住宅は、幾世橋集合住宅の1階部分にあり、優先世帯(65歳以上の高齢者、障が

い者、要介護者がいる世帯)に限り申し込むことができます。

子育て世帯、高齢者(75歳以上)・障がい者・要介護者がいる世帯には、抽選の優遇措

置があります。

すべての住宅でペットの飼育が可能です。

家賃は世帯の所得に応じて決定します。

幾世橋集合住宅、請戸住宅団地は家賃のほかに共益費がかかります。

請戸住宅団地は家賃・共益費のほかに浄化槽の清掃費がかかります。

申込資格

住宅の種別により申込資格が異なりますので、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。

市町村の税の未納がないこと

過去に町営住宅に入居していたことがある場合、家賃に未納がないこと

暴力団員でないこと

種別 住宅名 住戸タイプ 間取り 住宅種類 募集戸数

災害公営住宅
幾世橋住宅団地 木造戸建て

3LDK 一般住宅 2

2LDK 一般住宅 0

請戸住宅団地 木造戸建て 2LDK 一般住宅 2

福島再生賃貸住宅 幾世橋集合住宅 RC5階建て

3DK 一般住宅 1

1LDK 優先住宅 2

1LDK 優先住宅(車いす) 2

町営住宅 御殿南住宅 木造2戸1棟 2DK 一般住宅 1

浜通り×さんじょうライフvol.5206

次ページへ続きます

注意

注意



被災自治体News
【災害公営住宅】（幾世橋住宅団地・請戸住宅団地）

平成23年3月11日時点で町内に居住し、浪江町に帰還する方で、次のいずれかに該当

する方

町内に居住する住宅がない方（申込者名義の住宅がない）

帰還困難区域にお住まいだった方

【福島再生賃貸住宅】（幾世橋集合住宅）

世帯の年間所得の月額が487,000円を超えない方で、次のいずれかに該当する方

平成23年3月11日時点で町内に居住し、浪江町に帰還する方

浪江町に移住する方

【町営住宅】（御殿南住宅）

町内に居住する住宅がない方で、次のいずれかに該当する方

平成23年3月11日時点で町内に居住し、浪江町に帰還する方

世帯の年間所得の月額158,000円 を超えない方

裁量世帯(高齢者(60歳以上)、障がい者、要介護者、就学前の子どもがいる世帯）は

月額214,000円

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/14753.pdf

請戸住宅団地募集要項

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14754.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/14755.pdf

【町営住宅】

御殿南住宅募集要項

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14756.pdf

次ページへ続きます
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被災自治体News
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

被災家屋に関する同意書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14740.pdf

給与支払証明書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14741.pdf

退職証明書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14742.pdf

申込先

【窓口・郵送】 住宅水道課住宅係 ※期間内必着

〒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.5208

問い合わせ 住宅水道課 住宅係 0240-34-0232TEL



被災自治体News

【11月19日締め切り】施設の愛称を募集します

11月1日HP更新

町では、令和4年度供用開始予定で「ふれあいセンターなみえ」跡地に多くの年代の町

民が集い、活動する施設を建設中です。新しい施設がより多くの方々に親しまれ愛着のあ

る施設となるよう愛称を募集します。

募集チラシ

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15224.pdf

応募資格

どなたでも応募できます。

募集期限

11月19日（金）必着

愛称の内容・基準

親しみやすく、おぼえやすく、呼びやすいもの

自作・未発表のもの

応募方法

次の事項を記載し、郵便、電子メール、ファックス、または窓口へ持参のいずれかの方

法でご応募ください（任意の応募用紙も可）。

愛称

愛称の意味、考案の理由

応募者の浪江町の住所または出身地の大字

応募者の避難先または現在の住所

応募者の氏名、年齢、電話番号

応募用紙 [Word]

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15232.docx

次ページへ続きます
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被災自治体News
応募先

【持参の場合】

介護福祉課、教育委員会事務局、地域スポーツセンター、各出張所（二本松、福島、い

わき）の窓口へお持ちください。

【電子メールの場合】

namie42030@town.namie.lg.jp （教育委員会事務局子育て支援係）

【郵送・ファックスの場合】

教育委員会事務局子育て支援係 宛

〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2

0240-34-3659

選考方法および発表

関係者で協議し決定します。決定した愛称は、町ホームページおよび広報なみえにて発

表予定です。

注意事項

応募点数は1人1点とします。

採用作品に関する著作権その他一切の権利は、浪江町に帰属します。

応募者の個人情報は本目的にのみ使用し、愛称の採用が決定した方については、応募

作品、氏名を公表する場合があります。

【問い合わせ先】

■介護関連施設に関すること

介護福祉課 介護係 0240-34-0226

■まちづくり支援施設および運動公園に関すること

教育委員会事務局 生涯学習係 0240-34-3941

■屋内アスレチック施設に関すること

教育委員会事務局 子育て支援係 0240-34-0252

浜通り×さんじょうライフvol.52010
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被災自治体News

町民の皆さまへ（町長メッセージ）

11月1日HP更新

一段と日の暮れるのが早くなり秋の深まりを感じる季節となりました。

今年７月に出されていた４回目の新型コロナウイルスの緊急事態宣言、まん延防止等重点措

置が９月３０日をもって全都道府県で解除され、少しずつ元の生活に戻りつつあるところですが、

町民の皆さまには油断せずに引き続き基本的な感染防止対策を行っていただくようお願いいたし

ます。

コロナ禍の影響が震災復興に影を落とし、様々な局面で計画の変更などをせざるを得ない状

況にあり、特定復興再生拠点区域全域の避難指示解除の目標時期を来年６月以降とさせて

いただきましたが、双葉町は、特定復興再生拠点区域全域の避難指示解除に向けた環境整

備を揺るぎない優先施策として取り組んできたところであり、今後も鋭意取り組んでまいります。

さて、双葉地方広域市町村圏組合が設置・管理し、震災により運用を休止していた鴻草地

内にある斎場「聖香苑」が１０月１日より再開しました。それに合わせて町道１０１号新山・鴻草線

（旧国道）及び町道１０９号鴻草・寺松線の一部区間で特別通過交通制度が適用され、通行

証の取得・確認を要することなく日中の車での通行が可能となりました。町内の復旧・復興事業

の加速や準備宿泊など特定復興再生拠点区域全域の避難指示解除に向けた施策に資す

るものと期待しております。

１０月は岸田文雄内閣が誕生し、双葉町に関係の深い復興大臣、環境大臣、経済産業大

臣が交代するなど大きな動きがありました。岸田総理大臣は所信表明演説の中で「東日本大

震災からの復興なくして日本の再生なし。この強い思いの下で、被災者支援、産業・なりわいの

再建、福島の復興・再生に全力で取り組みます」と述べられており、１０月１０日には萩生田光

一経済産業大臣と町内で意見交換を行い、１７日には岸田総理と西銘恒三郎復興大臣が

の町内視察を視察されました。さらに２１日には西銘恒三郎復興大臣がいわき事務所を訪問さ

れ意見交換を行いました。私からは双葉町の現状について説明し、双葉町の復興が滞ることの

ないよう切れ目のない対応、復興に必要な予算の措置を強くお願いしました。

１０月１５日には大熊町と合同で各省庁への要望活動を行い、併せて東京電力ホールディン

グス（株）へ要求活動を行いました。詳しい要望・要求の内容については、次ページに掲載して

あるとおりです。

１０月７日開催の議会全員協議会において、準備宿泊について議員の皆さまに説明しました。

現在行われている町政懇談会の中でも準備宿泊等について町民の皆さまにご説明いたします

ので、お近くの会場にお越しいただきますようお願いいたします。

寒さに向かう時節ですので、風邪などひかぬよう体調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

双葉町からのお知らせ
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被災自治体News

双葉町における衆議院議員総選挙の投・開票結果

10月31日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.52012

候補者氏名(届出順)
候補者届出

政党等の名称
得票数

1 くまがい 智 日本共産党 606票

2 吉野 まさよし 自由民主党 1,615票

小計（有効投票数） 2,221票

無効 69票

計（投票総数） 2,290票

持ち帰り 0票

合計（投票者総数） 2,290票

問い合わせ 総務課 0246-84-5201TEL

投票結果

※ 投票者総数は小選挙区選出議員選挙のものです。

開票結果

[衆議院福島県小選挙区選出議員選挙] [衆議院東北選挙区比例代表選出議員選挙]

男 女 合計

当日有権者数 2,370人 2,570人 4,940人

当日投票者数 303人 262人 565人

期日前投票者数 686人 714人 1,400人

不在者投票者数 135人 190人 325人

投票者総数 1,124人 1,166人 2,290人

最終投票率 47.43% 45.37% 46.36%

(前回投票率) (49.12%) (47.07%) (48.05%)

政党名（届出順） 得票数

1 社会民主党 60票

2 立憲民主党 515.741票

3 日本共産党 125票

4 自由民主党 908票

5 日本維新の会 93票

6 国民民主党 129.258票

7 れいわ新選組 87票

8 公明党 261票

9
ＮＨＫと裁判してる党
弁護士法７２条違反で

18票

小計（得票総数） 2,196.999票

按分切捨て票数 0.001票

小計（有効投票数） 2,197票

無効 93票

計（投票総数） 2,290票

持ち帰り 0票

合計（投票者総数） 2,290票



被災自治体News

郡山市における衆議院議員総選挙の投・開票結果

10月31日HP更新

候補者氏名(届出順)
候補者届出

政党等の名称
得票数

1 馬場 ゆうき 立憲民主党 64,865票

2 根本 匠 自由民主党 75,937票

小計（有効投票数） 140,802票

無効 2,405票

計（投票総数） 143,207票

持ち帰り 1票

合計（投票者総数） 143,208票

問い合わせ 選挙管理委員会事務局 024-924-2461TEL

投票結果

※ 投票者総数は小選挙区選出議員選挙のものです。

開票結果

[衆議院福島県小選挙区選出議員選挙] [衆議院東北選挙区比例代表選出議員選挙]

郡山市からのお知らせ

男 女 合計

有権者数 131,222人 138,048人 269,270人

投票者数 69,673人 73,535人 143,208人

棄権者数 61,549人 64,513人 126,062人

投票率 53.10% 53.27% 53.18%

(前回投票率) (51.42%) (51.32%) (51.37%)
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政党名（届出順） 得票数

1 社会民主党 2,988票

2 立憲民主党 35,532.624票

3 日本共産党 9,045票

4 自由民主党 49,421票

5 日本維新の会 9,395票

6 国民民主党 7,599.375票

7 れいわ新選組 5,841票

8 公明党 15,800票

9
ＮＨＫと裁判してる党
弁護士法７２条違反で

2,372票

小計（得票総数） 137,991.999票

按分切捨て票数 0.001票

小計（有効投票数） 137,992票

無効 5,202票

計（投票総数） 143,194票

持ち帰り 1票

合計（投票者総数） 143,195票



市町村名 世帯数 人数

小高区 15 37

原町区 3 3

南相馬市 計 18 40

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 27 62

三条市に避難している
世帯数と人数(2021.11.4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
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交流ルームひばり通信

１１月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

５ ６

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

ひばり休み 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

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

ひばり休み 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

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


