
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

5月25日発行

Vol.547

17５ 火

３ページをご覧ください。

5月17日、鹿島区の鹿島農村環境改善センター(万葉

ふれあいセンター)で令和4年度南相馬市地域防災研修

会が開催されました。

当日は、鹿島区の行政区長が参加し、防災に関する

講話を聞いた後、グループに分かれ地図を用いた図上

訓練を行いました。

研修会は5月18日に小高区で行われ、26日と27日

に原町区でも開催されます。

●被災自治体News

●福島県復興公営住宅入居支援センター



被災自治体News

文部科学省が令和3年度から開始しているマイスター・ハイスクール事業（次世代地域産業

人材育成刷新事業）は、産業界と地域の企業、専門高校が一体となって、 先端の職業人材育

成システム構築し、その成果を全国の専門高校で共有することを目的とした取り組みで、全国

で12校が採択を受けています。

東北では唯一、小高産業技術高校が採択を受けており、「ふくしまの未来を創るテクノロジ

スト育成事業」をテーマとして取り組んでいます。この取り組みは、急速に変化する産業構造

や仕事内容に柔軟に対応できる資質、能力を身に着けるため、4つのC（Challenge挑戦、

Cooperate協働、Create創造、Continue継続）を掲げ、地域復興・創生への中核を担うテ

クノロジストの育成を目指すもので、昨年度、基礎・基盤の育成プログラムに取り組んだ現在

の2年生が今年度は新たに発展応用力の育成に係るカリキュラムに取り組んでいます。

取材当日は、南相馬ロボット産業協議会の会長でマイスター・ハイスクールCEOである五

十嵐伸一氏とTakeruSoftware代表の山崎潤一氏が講師役として招かれ、機械科の生徒を対

象とした廃炉や災害に寄与するロボット技術の実習を行っていました。

生徒たちは、山崎氏が、市販のキットをベースに設計した農業支援ロボット「農馬（ノ

マ）」の制作に取り組んでいました。「農馬（ノマ）」は農耕馬のように荷物を運び、人を追

従するロボットです。通常、自動追従するロボットとなると、システムが複雑化し、天候など

様々な条件で誤動作を引き起こすという課題がありました。そこで、山崎氏は紐を引くという

動きをセンサーで検知して追従し、左右に紐を引いたときは、頭部のセンサーを使って方向転

換を行うシンプルな仕組みを考案しました。独居老人などのごみ捨てなどでの活用が期待でき

るそうです。

生徒たちは、休み時間も惜しみながら、試行錯誤を繰り返していました。

12
５ 木
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5月17日、鹿島区の鹿島農村環境改善センター(万葉ふれあいセンター)で令和4年度南相馬

市地域防災研修会が開催されました。

地域防災研修会は、地域における防災力の向上を目的として、開催するものです。

当日は、鹿島区の行政区長が参加し、防災に関する講話を聞いた後、グループに分かれ地図

を用いた図上訓練を行いました。

参加した行政区長たちはアドバイザーからの指摘などを受けながら、ハザードマップを基に

地図の危機箇所や災害時に利用できる施設などを確認しました。また、防災上の課題の整理、

課題への対策対応なども検討しました。

研修会は5月18日に小高区で行われ、26日と27日に原町区でも開催されます。

17
５ 火

20
５ 金

小高園芸団地地域営農支援施設の建設工事に先立ち、小高

区飯崎南原において、施工業者であるクボタアグリサービス

株式会社主催による安全祈願祭および起工式が執り行われま

した。

出席者はくわ入れを行った後、玉串を捧げ、工事の安全を

祈願しました。

小高園芸団地地域営農支援施設は令和5年2月末の共用開始

を予定しています。



被災自治体News

新型コロナワクチン追加接種(4回目接種)について

5月19日HP更新

市では、現在、4回目のワクチン接種に向けた準備を進めています。

4回目接種にあたっては、事前に、これまでと同様、接種希望について意向調査を実施

します。

5月下旬から65歳以上の方を皮切りに、順次、調査票をお送りしますので、お手元に

届き次第、回答をお願いします。

意向調査の回答があった方に対し、6月中旬から順次、接種券（接種券一体型予診票）

などをお届けする予定です。

対象者

3回目接種から5カ月以上経過した方のうち

60歳以上の方

18歳から59歳の基礎疾患を有する方

障害者手帳などをお持ちの方、1・2回目接種時に基礎疾患を自己申告した方は

市で把握しています。

1・2回目接種時に申告していない方は、申告により接種券発行を申し込みくだ

さい。

6月上旬から申告の受け付けを開始する予定です。

接種回数

1回

浜通り×さんじょうライフvol.5474

南相馬市からのお知らせ

注意

注意

問い合わせ
新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
ワクチン接種に関すること 0120-268-237



被災自治体News

浪江町長選挙の日程について

5月16日HP更新

4月28日の選挙管理委員会で、8月4日任期満了となる浪江町長の選挙について、以下

の日程で行うことが決定しました。

投票日

7月10日（日）

立候補届出受け付け（告示日）

日時 6月22日（水）午前8時30分～午後5時

場所 浪江町役場本庁舎 2階 大会議室

不在者投票

投票所へ来ることができない方（遠方にお住まい、仕事や用事がある、新型コロナウィ

ルス感染が心配など）でも、お住まいや職場などの 寄りの市役所・町村役場で投票でき

る制度です。

※ 不在者投票の手続き方法は、6月送付予定の「選挙のお知らせ」や「広報なみえ6月

号」をご確認ください。

選挙公報と入場券

立候補者受け付け終了（告示日6月22日の午後5時）以降に発送します。

「選挙のお知らせ」

6月上旬頃、個人ごとに発送予定です。

投票所の場所、投票できる時間、不在者投票の手続き方法などを掲載します。

浪江町からのお知らせ

問い合わせ 選挙管理委員会 0240-34-0235TEL
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「がんばる浪江町！プレミアム付商品券」の販売について

5月20日HP更新

地域の需要を喚起し事業者ならびに町民双方の帰還の促進に役立てるとともに、新型コ

ロナウイルスの感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援することを目的に

「がんばる浪江町！プレミアム付商品券」を販売します。

令和4年度がんばる浪江町！プレミアム付商品券のチラシ［PDF］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/16160.pdf

商品券取扱店の一覧表［PDF］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/16159.pdf

購入申込書の様式

● 購入日時点で浪江町に住民登録をしている人、または平成23年3月11日時点で住民だ

った人

がんばる浪江町！プレミアム付商品券購入申込書［PDF］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/16186.pdf

がんばる浪江町！プレミアム付商品券購入申込書［Excel］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/16203.xlsx

※ 別の世帯の人が代理で購入する場合に必要な委任状は、購入申込書の下段に記入欄が

あります。

※ 申込書は販売窓口（浪江町役場産業振興課）にも準備していますので、購入時に記入

してもかまいません。（二本松・福島・いわきの各出張所でも入手できます。）

● 購入日時点で浪江町内の事業所に勤務している人

がんばる浪江町！プレミアム付商品券購入申込書(町内勤務者用)［PDF］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/16193.pdf

浜通り×さんじょうライフvol.5476

次ページへ続きます
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がんばる浪江町！プレミアム付商品券購入申込書(町内勤務者用)［Excel］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/16194.xlsx

※ 勤務者本人以外からの申し込みはできません。

※ 勤務証明書は、購入申込書（町内勤務者用）の下段に記入欄があります。

販売価格

500円券（30枚綴り） 1冊 10,000円 （額面15,000円）

1,000円券（15枚綴り） 1冊 10,000円 （額面15,000円）

おひとり50,000円（額面75,000円）まで購入できます。

内訳

⑴新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分

おひとり20,000円（額面30,000円）まで ※令和4年度限り

⑵福島県事業再開・帰還促進事業交付金分

おひとり30,000円（額面45,000円）まで

購入するときに持ってくるもの

● 購入日時点で浪江町に住民登録をしている人、または平成23年3月11日時点で住民だ

った人

(1) 購入する額の現金

(2) 実際に窓口に来られる人の身分証（免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど）

● 別の世帯の人が代理で購入する場合

(1) 購入する額の現金

(2) 実際に窓口に来られる人の身分証（免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど）

(3) 委任状（購入申込書の下段に記入欄があります。任意の様式でもかまいません。）

● 購入日時点で浪江町内の事業所に勤務している人

(1) 購入する額の現金

(2) 勤務者本人の顔写真付きの身分証（免許証、マイナンバーカードなど）

(3) 勤務証明書（町内勤務者用の購入申込書の下段に記入欄があります。任意の様式でも

かまいません。）

次ページへ続きます
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販売場所

浪江町役場 本庁舎 3階

産業振興課 商工労働係 窓口

※ 6月11日（土）と12日（日）は、役場2階会議室で販売します。

販売期間

6月11日（土） ～令和5年1月31日（火）

販売日時

◆平日 午前9時～午後5時 ※毎週水曜日は、午後7時まで

◆毎月第2土曜日・日曜日 午前10時30分～午後2時

6月11日（土）、12日（日）

7月9日（土）、10日（日）

8月13日（土）、14日（日）

9月10日（土）、11日（日）

10月8日（土）、9日（日）

11月12日（土）、13日（日）

12月10日（土）、11日（日）

令和5年1月14日（土）、15日（日）

使用期限

令和5年1月31日（火）

※ 使用期限を過ぎると無効になります。

※ 商品券の再発行、払い戻し、譲渡はできません。

他の自治体で本事業と同様の商品券を重複して購入することはできません。

浜通り×さんじょうライフvol.5478

問い合わせ 産業振興課 商工労働係 0240-34-0247TEL

注意
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【令和4年度採用】浪江町任期付職員の採用候補者試験を実施します

5月24日HP更新

試験職種、採用予定人員および主な職務内容

採用予定時期および任用期間

令和4年7月1日～令和7年3月31日（2年8カ月間）

任用期間は、業務の進み具合などにより 長5年まで延長する場合があります。

受験資格

⑴ 職種別要件【一般行政】

社会人として実務経験が5年以上ある方(公的機関での労務管理業務、または社員研修

の実務経験があればなお良し）

終合格決定後、資格証、修了証の写しおよび在職期間証明書などを提出していただ

くこととなります。

提出がされないときには、内定などの取り消しを行う場合があります。

⑵ 共通要件

(ア) 普通自動車運転免許を有していること

(イ) Microsoft WordおよびExcelを使った文書作成および表計算処理ができること

(ウ) 町民の方へ親切・丁寧・粘り強く窓口や電話での対応ができること

⑶ 次のいずれかに該当する方は受験できません。

(ア) 日本の国籍を有しない者

(イ) 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

(ウ) 本町職員として懲戒免職の処分を受け、この処分の日から2年を経過しない者

(エ) 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
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試験職種 採用予定人員 主な職務内容

一般行政 1人
職員研修の運営・企画業務、行政区長会に係る補助金や事務局
運営業務、職員の労務管理・福利厚生業務といった総務課行政
係所管業務(応募者の適正を踏まえて分担します。)

注意

注意

次ページへ続きます



被災自治体News
受験方法および内容

申込期限

6月3日（金）

※郵送の場合は、受付期間 終日必着とします。

申し込み方法

下記提出書類を揃え、期限までに提出してください。

（郵送による提出も可）

【提出書類】

⑴ 受験申込書

写真を貼り付けてください。

（申込前3カ月以内に撮影・上半身脱帽・大きさ縦6cm×横4．5cm）

⑵ 職務等経歴書

⑶ 受験票

写真を貼り付けてください。

（申込前3カ月以内に撮影・上半身脱帽・大きさ縦6cm×横4．5cm）

⑷ 応募作文 次のテーマについて述べてください。

《テーマ》

あなたのこれまでの経験をどのように浪江町職員としての業務に生かし、町の復興に

どう貢献していきたいかを述べなさい。（500字以内）

【提出先】

浪江町役場 総務課 行政係

〒979-1592 双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地の2

合格者の発表

次ページへ続きます

試験種別 試験内容

第1次試験 書類選考：提出された書類（応募作文等）により選考

第2次試験 面接試験：第1次試験合格者を対象に20分程度の個別面接

試験種別 発表時期 発表方法

第1次試験 受付締切から1週間以内 受験者に郵送により合否を通知

第2次試験 第2次試験日から2週間以内 受験者に合否を通知
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主な勤務条件

■給料月額

浪江町職員等の給与等に関する条例等の規定に基づき、実務経験および職責などを検討

して決定

経験年数を加算した給料額モデルケース（月額 令和4月4月1日現在）

※1 上記はモデルケースであり職務経歴などの内容により金額が変わる場合があります。

※2 任期中の昇給はありません。

■諸手当

期末・勤勉手当、通勤手当、超過勤務手当、扶養手当などについては、それぞれの支給

要件に応じて支給

■勤務日・勤務時間

午前8時30分～午後5時15分（正午から午後1時までは休憩）

※1 業務の状況によって超過勤務あり

※2 休日は、土曜日、日曜日および祝日

申込書など

申込書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30514_114570_misc.pdf

職務等経歴書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30514_114571_misc.pdf

受験票

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30514_114572_misc.pdf

次ページへ続きます
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民間経験年数 10年 20年 30年

大学卒 218,800円 272,600円 293,100円

短大卒 216,900円 257,700円 293,100円

高校卒 183,400円 248,700円 287,500円

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30514_114570_misc.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30514_114570_misc.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30514_114571_misc.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30514_114571_misc.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30514_114572_misc.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30514_114572_misc.pdf
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■募集期間

６月１日（水）～６月９日（木）必着

■募集対象

1. 平成23年３月11日時点において、田村市、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、

大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村に居住していた方で、次に該当する方

・現在も避難指示が継続している区域に居住していた方（居住制限者）

・避難指示が解除された区域に居住していた方で、現在、住宅に困窮している方

（旧居住制限者）

2. 東日本大震災において被災・避難した次に該当する方で、現在、住宅に困窮している方

・地震・津波により住宅を失った方（地震・津波被災者）

・平成23年３月11日時点で中通り、浜通り（避難指示が継続している区域を除く）に居住

していた方（子ども・被災者支援法に定める「支援対象避難者」）

■申し込み方法

福島県復興公営住宅入居支援センターから入居申込書を入手し、必要事項を記入の上、必

要書類を添付して返送してください。

次ページへ続きます

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30514_114573_misc.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30514_114573_misc.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30514_114574_misc.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30514_114574_misc.pdf


次ページへ続きます

■注意事項

・ 第２希望の団地まで申し込みできます。

・ 優先住宅(車いす対応住宅も含む)は、集合住宅１階部分の住戸であり、優先世帯(60歳以

上の高齢者、障がい者、要介護者を含む世帯）に限り申し込みができます。

・ 入居後の復興公営住宅間の住み替えは、世帯人数が増減した場合、身体の機能上の制限を

受ける者となった場合、介護が必要となった場合など、一定の理由がある場合に可能です

ので、ご相談ください。

・ 第1・第2希望の両方とも落選された方には、意向を伺い、空いている住戸をご案内する

場合があります。なお、第2希望の団地の記載がなかった方には、ご案内は行いません。

・ 補欠として登録されている方も応募できますが、当選した場合は、補欠の権利は無効とな

りますので、ご了承ください。

・ ペット可の住戸において室内飼育をした場合、ペットによる室内の汚損や破損の程度によ

り、退去時に修繕費用が高額となる場合がありますのでご注意ください。

※募集対象「１」の方

応募者多数の場合､｢避難指示が継続している地区に居住していた方｣から先に抽選します。

※３月16日に発生した地震の影響により、募集戸数を調整する場合があります。

■募集団地

※ 募集対象「1」（居住制限者、旧居住制限者）と、募集対象「2」（地震・津波被災者

および支援対象避難者）を対象とした募集団地は、それぞれ別の一覧表となります。

●居住制限者、旧居住制限者を対象とした募集団地

所在地 団地名 建設年度
災害
リスク

住戸形態 住宅の種類 間取り
募集
戸数

福島市

北信 H26 - 集合住宅
優先住宅(車いす) 3LDK 1

一般住宅 3LDK 2

笹谷 Ｈ26 - 集合住宅 一般住宅 3LDK 4

飯坂 H27 - 集合住宅

優先住宅 3LDK 3

一般住宅
2LDK 3

3LDK 3

北中央 H28 内水 集合住宅 一般住宅 3LDK 2

北沢又
(ペット可)

H28 -

2戸1棟(2階建) 一般住宅 2LDK 2

戸建て(2階建)
または

2戸1棟(2階建)
一般住宅 3LDK 1

北沢又 H28～H30 - 集合住宅

優先住宅
2LDK 1

3LDK 1

優先住宅(車いす) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 2

3LDK 4
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次ページへ続きます

所在地 団地名 建設年度
災害
リスク

住戸形態 住宅の種類 間取り
募集
戸数

二本松市

根柄山
(ペット可)

H28 -

戸建て(平屋)
または

2戸1棟(平屋)
一般住宅 2LDK 8

2戸1棟(2階建) 一般住宅 3LDK 5

石倉 H28～H29 - 集合住宅

優先住宅
2LDK 4

3LDK 3

優先住宅(車いす) 3LDK 2

一般住宅
2LDK 5

3LDK 13

若宮 H29 - 集合住宅 一般住宅
2LDK 1

3LDK 2

表
(ペット可)

H29
土砂
災害

集合住宅

優先住宅
2LDK 2

3LDK 2

優先住宅(車いす) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 7

3LDK 3

川俣町
壁沢
(ペット可)

H28 -

2戸1棟(平屋) 優先住宅 2LDK 3

2戸1棟(2階建) 一般住宅
2LDK 4

3LDK 3

郡山市

柴宮

H26 - 集合住宅57号棟
優先住宅 2LDK 2

一般住宅 3LDK 2

H27 -
集合住宅

58・59号棟

優先住宅 2LDK 1

一般住宅
2LDK 1

3LDK 1

日和田 H26 - 集合住宅 優先住宅 2LDK 2

富田 H26～H27 -

集合住宅
1～3号棟

優先住宅 2LDK 3

一般住宅 3LDK 2

集合住宅
4号棟

優先住宅(車いす) 3LDK 1

一般住宅 2LDK 2

八山田 H26～H27 - 集合住宅
優先住宅 2LDK 2

一般住宅 3LDK 2

東原 H26～H27 -
集合住宅
1・2号棟

優先住宅 2LDK 3

一般住宅 3LDK 2

安積 H27 - 集合住宅 一般住宅
2LDK 1

3LDK 1

鶴見坦 H27 - 集合住宅 優先住宅
2LDK 1

3LDK 1

守山駅西
(ペット可)

H28 -
2戸1棟(平屋) 一般住宅 2LDK 1

2戸1棟(2階建) 一般住宅 3LDK 3

田村市

石崎北
(ペット可)

H28 - 2戸1棟(平屋) 一般住宅 2LDK 1

石崎南
(ペット可)

H28 - 2戸1棟(2階建) 一般住宅 3LDK 1

三春町
平沢
(ペット可)

H28 -
戸建て(平屋) 一般住宅 2LDK 2

戸建て(2階建) 一般住宅 3LDK 3

白河市
南湖南
(ペット可)

H28 - 2戸1棟(平屋) 一般住宅 2LDK 1
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次ページへ続きます

所在地 団地名 建設年度
災害
リスク

住戸形態 住宅の種類 間取り
募集
戸数

会津
若松市

古川町 H26 - 集合住宅
優先住宅 2LDK 3

一般住宅 3LDK 6

年貢町 H27 -

集合住宅 一般住宅 3LDK 10

集合住宅
(メゾネット)

優先住宅 3LDK 1

一般住宅 2LDK 1

白虎
(ペット可)

H27 - 戸建て(2階建) 一般住宅 3LDK 4

城北
(ペット可)

H27～H28 -
2戸1棟(平屋) 一般住宅 1LDK 1

戸建て(平屋) 一般住宅 2LDK 1

南相馬市

北原 H28 - 集合住宅

優先住宅
2LDK 2

3LDK 5

優先住宅(車いす) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 8

3LDK 13

上町 H28 - 集合住宅

優先住宅
2LDK 2

3LDK 2

優先住宅(車いす) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 4

3LDK 7

南町 H28 - 集合住宅

優先住宅 2LDK 1

一般住宅
2LDK 2

3LDK 12

牛越 H28～H29 - 集合住宅

優先住宅
2LDK 1

3LDK 6

優先住宅(車いす) 3LDK 2

一般住宅
2LDK 7

3LDK 20

西町
(ペット可)

H28 洪水 2戸1棟(2階建) 一般住宅
2LDK 1

3LDK 1

広野町
下北迫
(ペット可)

H29 -
2戸1棟(平屋) 一般住宅 2LDK 1

2戸1棟(2階建) 一般住宅 3LDK 3

いわき市

湯長谷 H26 - 集合住宅
優先住宅 2LDK 1

一般住宅 3LDK 4

下神白 H26 津波 集合住宅

優先住宅
2LDK 1

3LDK 1

一般住宅
2LDK 5

3LDK 6

宮沢 H28 - 集合住宅

優先住宅 2LDK 1

優先住宅(車いす) 3LDk 1

一般住宅
2LDK 4

3LDK 7

大原 H28 津波 集合住宅

優先住宅 2LDK 1

一般住宅
2LDK 3

3LDK 5

関船 H27 - 集合住宅

優先住宅 3LDK 2

優先住宅(車いす) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 2

3LDK 2
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次ページへ続きます

所在地 団地名 建設年度
災害
リスク

住戸形態 住宅の種類 間取り
募集
戸数

高萩
(ペット可)

H28 洪水

2戸1棟(平屋) 優先住宅(車いす) 2LDK 1

戸建て(2階建)
または

2戸1棟(2階建)
一般住宅 3LDK 6

四ツ倉 H29 洪水 集合住宅

優先住宅
2LDK 1

3LDK 2

優先住宅(車いす) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 2

3LDK 14

下矢田 H29 - 集合住宅 優先住宅(車いす) 3LDK 1

中原
(ペット可)

H28
洪水
津波

集合住宅
1～3号棟

優先住宅
2LDK 1

3LDK 2

優先住宅(車いす) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 2

3LDK 3

中原 H28
洪水
津波

集合住宅
4～7号棟

優先住宅
2LDK 2

3LDK 3

一般住宅
2LDK 5

3LDK 1

いわき市

勿来酒井 H29 -

集合住宅
2～4号棟

優先住宅
2LDK 1

3LDK 1

優先住宅(車いす) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 2

3LDK 4

集合住宅
(木造長屋)
5・6号棟

優先住宅 2LDK 3

北好間
(ペット可)

H29 洪水
集合住宅

1～3･5･6号棟
一般住宅 3LDK 2

北好間 H29 洪水
集合住宅

4・7～16号棟

優先住宅 3LDK 2

優先住宅(車いす) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 5

3LDK 5

泉本谷 H29
土砂
災害

集合住宅

優先住宅 3LDK 3

優先住宅(車いす) 3LDK 2

一般住宅
2LDK 3

3LDK 4

磐崎 H29 洪水 集合住宅

優先住宅 3LDK 1

優先住宅(車いす) 3LDK 1

一般住宅 3LDK 2

平赤井 H29 洪水 集合住宅

優先住宅
2LDK 1

3LDK 5

優先住宅(車いす) 3LDK 1

一般住宅
2LDK 1

3LDK 3
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●「地震・津波被災者」および子ども･被災者支援法に定める「支援対象避難者」

を対象とした募集団地

次ページへ続きます

所在地 団地名 建設年度
災害
リスク

住戸形態 住宅の種類 間取り
募集
戸数

福島市 北沢又 H28～H30 - 集合住宅
優先住宅 2LDK 1

一般住宅 2LDK 1

二本松市 石倉 H28～H29 - 集合住宅
優先住宅 3LDK 4

一般住宅 3LDK 18

川俣町
壁沢
(ペット可)

H28 -

2戸1棟(平屋) 優先住宅 2LDK 1

2戸1棟(2階建) 一般住宅
2LDK 5

3LDK 4

郡山市 富田 H26～H27 -
集合住宅
1～3号棟

優先住宅 2LDK 2

一般住宅 3LDK 2

南相馬市

北原 H28 - 集合住宅

優先住宅 2LDK 4

一般住宅
2LDK 2

3LDK 5

上町 H28 - 集合住宅

優先住宅
2LDK 2

3LDK 1

優先住宅(車いす) 3LDK 1

一般住宅 3LDK 7

南町 H28 - 集合住宅 一般住宅 3LDK 8

牛越 H28～H29 - 集合住宅
優先住宅 3LDK 7

一般住宅 3LDK 17

いわき市

下神白 H26 津波 集合住宅 一般住宅
2LDK 7

3LDK 6

高萩
(ペット可)

H28 洪水

戸建て(平屋)
または

2戸1棟(平屋)
一般住宅 2LDK 2

戸建て(2階建)
または

2戸1棟(2階建)
一般住宅 3LDK 7

中原 H28
洪水
津波

集合住宅
4～7号棟

優先住宅 3LDK 4

一般住宅 3LDK 1

勿来酒井 H29 -

集合住宅
2～4号棟

優先住宅 2LDK 1

集合住宅
(木造長屋)
5・6号棟

優先住宅 2LDK 1

北好間
(ペット可)

H29 洪水
集合住宅

1～3･5･6号棟
優先住宅 2LDK 3

泉本谷 H29
土砂
災害

集合住宅 優先住宅
2LDK 5

3LDK 6

平赤井 H29 洪水 集合住宅 優先住宅
2LDK 3

3LDK 5
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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(2022.5.25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.54718

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

■入居申込書と記入例

居住制限者用（現在も避難指示が継続している区域に居住していた方）

https://www.npo-junkan.jp/upload/files/%2881%29.pdf

旧居住制限者用（避難指示が解除された区域に居住していた方）

https://www.npo-junkan.jp/upload/files/%2883%29.pdf

地震・津波被災者用（地震・津波により住宅を失った方）

https://www.npo-junkan.jp/upload/files/%2885%29.pdf

支援対象避難者用（平成23年3月11日時点で中通り、浜通り（避難指示が

継続している区域を除く）に居住していた方）

https://www.npo-junkan.jp/upload/files/%2886%29.pdf

https://www.npo-junkan.jp/upload/files/%2881%29.pdf
https://www.npo-junkan.jp/upload/files/%2881%29.pdf
https://www.npo-junkan.jp/upload/files/%2883%29.pdf
https://www.npo-junkan.jp/upload/files/%2883%29.pdf
https://www.npo-junkan.jp/upload/files/%2885%29.pdf
https://www.npo-junkan.jp/upload/files/%2885%29.pdf
https://www.npo-junkan.jp/upload/files/%2886%29.pdf
https://www.npo-junkan.jp/upload/files/%2886%29.pdf



