
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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７月２１日（日）投票

●期 間 ７月５日（金）～２０日（土）
※土・日曜日、祝日も投票できます。

●時 間 午前8時30分～午後8時

●場 所 三条市選挙管理委員会事務局

（三条市役所第二庁舎１階101会議室）

不在者投票

6月26日の臨時閣議で、第25回参議院議員通常選挙

の選挙期日が決まりました。

下記日程で不在者投票が行われますので、棄権しない

で投票しましょう。



三条市News

●期 間 ７月５日（金）～２０日（土）
※土・日曜日、祝日も投票できます。

●時 間 午前8時30分～午後8時

●場 所 三条市選挙管理委員会事務局（三条市役所第二庁舎１階101会議室）

手続方法

①投票用紙一式を請求する。
避難元自治体の選挙管理委員会から届く「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入

し、返信用封筒に入れて郵送してください。

②投票用紙一式を受け取る。
避難元自治体の選挙管理委員会から「投票用紙、投

票用封筒（内封筒と外封筒）、不在者投票証明書」が

郵送されます。

③三条市選挙管理委員会で投票する。
受け取った封筒一式を持参して投票してください。

避難元自治体の投票所(期日前投票所を含む)で投票する方は、請求しないように注意願
います。
請求してからは、避難元自治体の投票所で投票することができなくなる場合があります。

投票済みの用紙を郵送する必要があるため、
余裕を持って早めの投票をお願いします。

証明書の開封や投票用紙への事前記入は
絶対にしないでください。

投票ができなくなります。

問い合わせ 三条市選挙管理委員会事務局 0256-34-5594（直通）TEL

不
在
者
投
票

三条市役所三条庁舎

選挙管理委員会
事務局

第二庁舎

７月４日（木）公示 ７月２１日（日）投票
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被災自治体News

© Minamisoma City

南相馬市立鹿島小学校の3年生64人を対象に、ドローンを活用した授業を実施しました。

校庭上空にドローンを飛行させ、児童はモニターに映し出された学校周辺の空撮映像を見な

がら、地域の様子、市内の土地利用状況などについて学びました。

映像が映し出されると、子どもたちからは「わたしの家だ！」、「あそこに風力発電があ

る！」などの歓声が上がりました。

30
５ 木
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クレジットカードで市税が納付できます

【再掲載】

南相馬市からのお知らせ

次ページへ続きます

南相馬市の市税がインターネットを通じて、クレジット納付できます。

パソコンやスマートフォンなど、インターネットに接続できる環境があれば、自宅で簡

単に納付ができますので、ぜひご利用ください。

納付できる市税

•市県民税(普通徴収)

•軽自動車税

•固定資産税

•国民健康保険税(普通徴収)

準備いただくもの

•納付書 ※「納付番号」「確認番号」のあるもの

•利用可能なクレジットカード

VISA マスターカード JCB ｱﾒﾘｶﾝｴｷｽﾌﾟﾚｽ ﾀﾞｲﾅｰｽｸﾗﾌﾞ

決済手数料

クレジットカードによる支払いには、下表のとおり決済手数料がかかります。

利用方法

「Yahoo(ヤフー)！公金支払い」 にアクセスし、画面の指示に従って手続きをしてく

ださい。

https://koukin.yahoo.co.jp/

納付金額(納付書1枚ごと) 決済手数料(税込み)

～10,000円 108円

10,001～20,000円 216円

20,001～30,000円 324円

30,001～40,000円 432円

40,001～50,000円 540円

以降10,000円増えるごとに 108円ずつ加算

浜通り×さんじょうライフvol.4094
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注意事項

• 南相馬市からは領収書、納付済通知書の発行は行いませんので、納税通知書とカード

会社の発行するご利用明細書などでご確認ください。

• 車検などで納税証明書の発行を急ぎの方は、納付書での現金納付をご利用ください。

• 納期限から１カ月が過ぎた納付書や、「納付番号」などが表示されていない納付書は

クレジット納付できません。(督促状については「納付番号」などが表示されていれ

ば、発行日から６カ月まで使用できます。)

• 期別(納付書1枚)ごとに手続きが必要です。一度手続きを行っても以後の年度・期別は

自動引落しにはなりません。

• インターネット限定のサービスのため、市・区役所、金融機関窓口およびコンビニエ

ンスストア店頭ではクレジットカードによる納付はできません。

• 重複納入された場合や減額更正した場合であっても、納付時に負担された決済手数料

は返金できません。

問い合わせ 総務部 税務課 管理係 0244-24-5220TEL
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【東京2020大会】聖火リレーの聖火ランナー募集

6月25日HP更新

東京2020オリンピック聖火リレーの聖火ランナー募集概要と応募方法について、主催

者である東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会から公表されている内容

をご案内します。

詳細は、東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会

公式ウェブサイトをご覧ください。

https://tokyo2020.org/jp/games/torch/

東京2020オリンピック聖火リレー・聖火ランナー募集概要

■応募要件のポイント

•平成20年(2008年)4月1日以前に生まれた人

•国籍・性別は問わません

•走行を希望する各都道府県にゆかりがある人

■応募先

(1)東京2020オリンピック聖火リレープレゼンティングパートナー（4社）

・日本コカ・コーラ株式会社

・トヨタ自動車株式会社

・日本生命相互保険会社

・日本電信電話株式会社(NTT)

(2)各都道府県実行委員会

※ 一人当たり各応募先へ1回、計5回の応募ができます。

■応募期間

(1)6月17日(月)～8月31日(土)

•日本コカ・コーラ株式会社

(2)6月24日(月)～8月31日(土)

•トヨタ自動車株式会社

•日本生命相互保険会社

•日本電信電話株式会社(NTT) 

(3)7月1日(月)～8月31日(土)

•東京2020オリンピック聖火リレーふくしま実行委員会

『TOKYO2020ふくしま情報サイト ふくしまプラス2020』

次ページへ続きます
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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

0244-46-2134TEL

■ランナー決定までの流れ

各応募先が、応募者から提出された事項を基に、次に記載する「聖火ランナー選定の基

本的な考え方」に沿って選考を行い、東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委

員会に候補者を推薦し、東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会が聖火ラ

ンナーを決定。

聖火ランナーとして決定した場合は、令和元年(2019年)12月以降に通知される。

■聖火ランナー選定の基本的な考え方

・ 対象は全ての人々

・ 国籍、障害の有無、性別、年齢のバランスに配慮しながら、幅広い分野から選定し、

開かれたリレーとする

・ 地域で活動している人を中心に選定

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会公式ウェブ

サイトに、聖火ランナーについてよくあるご質問が掲載されています

のでご覧ください。

https://tokyo2020.org/jp/special/torch/olympic/faq/

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. 福島ロボットテストフィールド

南相馬滑走路開所！固定翼ドローン公開実験 [7分]

3. 強い心と心の絆 第４回復興24時間マラソンラージボール卓球 [14分]

4. 南相馬市民俗芸能発表会 Vol.02“村上の田植踊” [20分]

5. 月刊 図書館通信 ６月号 [5分]

6. 四季百景～南相馬 山紫水明の間から～ [6分]

7. みんなで南相馬市を盛り上げよう！

プレミアム商品券ご購入申込開始！！ [1分]

8. 南相馬市民の歌 [4分]

9. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容 [6/21～6/28]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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被災自治体News

町内では新たな商業施設のオープンに向けて準備が進んでいる様子が目に入ってきます。

役場北側では、町民の憩いの場となる交流・情報発信拠点施設（仮称：道の駅なみえ）建設

のために盛土が始まっています。

また、役場南側では、生鮮食品・医療品などが購入できるスーパー（イオン浪江店）が7月

14日のオープンに向けて冷蔵庫や棚の設置を進めています。

町民の生活が便利になる環境が整いつつあります

皆さんは、平成29年4月、浪江町に期間限定の「終着駅」が誕生していたことをご存じでし

たか。そう「JR常磐線・浪江駅」です。

近年、人気テレビ番組のコーナーで“「終着駅」の世界”が特集されたり、有名タレントが

「終着駅」から旅をスタートする番組が放送されたり、また、旅行雑誌で特集が組まれたりす

るなど、今「終着駅」が、鉄道ファンの枠をこえて、世間の脚光を浴びつつあるようです。

あまた存在する途中駅とは異なる存在感があり、その特別な響きに引かれ、旅情を感じて訪

ねて来る人も少なくない「終着駅」。ひとつの旅の終わる場所であり、また始まる場所でもあ

り…そこを訪ねる人がいて、それを迎える人、そこから旅立つ人がいます。

「浪江駅」は「終着駅」であるとともに、いわば“震災からの復興の最前線”でもあります。

駅周辺では今、飲食店などがオープンし、震災以前のようなにぎわいを徐々に取り戻し始めて

います。現在、本数は少ないですが、浪江駅と仙台駅を結ぶ直通列車も走っています。

期間限定の「終着駅」～JR常磐線・浪江駅～

町民の生活が便利になる環境

が少しずつ整っていく様子を日

々見ていると、町の復興が一歩

一歩進んでいることを感じます。

（情報統計係 岩橋）

束の間の「終着駅・浪江」は、

令和2年春に予定されている

“JR常磐線全線再開通”をもっ

て、その幕を閉じます。

(情報統計係 大竹)

浪江町からのお知らせ
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生活物資支援意向確認実施のお知らせ

6月24日HP更新

双葉町からのお知らせ

毎年年末に、町民の皆さんへ配送している生活物資につきまして、今年も避難世帯ごと

に配送を予定しています。

お届け先は、町に届出のある避難先にしていますが、例年「保管期間満了」や「あて所

なし」で多くの生活物資が戻ってきています。

このようなことから、平成30年度から事前に生活物資支援事業意向確認を実施し、希

望のあった世帯にのみ配送することとしました。

つきましては、今年度も7月中を目途に生活物資支援事業意向確認を往復はがきにより

実施しますので、回答期限厳守で回答くださるようお願いします。

なお、不明な点がありましたら、ご連絡ください。

問い合わせ 産業課・農業委員会 0246-84-5214TEL

役場庁舎等の敷地内禁煙について

6月26日HP更新

「健康増進法の一部を改正する法律（平成30年法律第78号）」の一部施行により、令

和元年7月1日から行政機関の庁舎等（第一種施設）の敷地内禁煙が定められています。

また、健康的で生き生きとした生活の実現のため町が策定した「健康ふたば21計画

（平成30年3月策定）」では、町公共施設内禁煙実施率の向上として敷地内全面禁煙を

目標としています。

これらのことから、下記施設の敷地内を禁煙とさせていただきます。

喫煙者の方にはご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

敷地内禁煙とする施設

・ 双葉町役場いわき事務所

・ 双葉町役場教育委員会事務所

・ 双葉町役場郡山支所

・ 双葉町役場埼玉支所

・ 双葉町役場つくば連絡所

・ 双葉町役場南相馬連絡所
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町からのお知らせ注目情報は、双葉町の企業2社と協定を結んだ「双葉町中野地区復興産業

拠点における企業立地協定締結式」です。その他、双葉町出身の競輪選手・渡邉一成さん「紺

綬褒章伝達式」や、5月13日に行われた「双葉町行政区長会」の様子、「令和2年度双葉町職

員採用候補者試験受験案内」のお知らせです。

こみゅにてぃーふたばは、仮設校舎体育館で5回目の開催となった「双葉町立幼稚園・小学

校 合同運動会」や、NPO法人双葉ふれあいクラブ主催の「双葉町民交流パークゴルフ大会」

の様子、双葉町出身の箏奏者大川義秋さんも出演された「箏とギターのポップ・コンサート」

の様子です。

エンディングは双葉町駅伝チーム選手募集案内です。

双葉町駅伝部 井戸川俊キャプテンからのメッセージも

紹介しています。ぜひご覧ください。

https://youtu.be/Cl9pK8NZhzo

【YouTube公開情報】
ニュースふたば情報版2019年6月17日号

交流ルームひばり通信

三条市の協力を得て、お盆前の一時帰宅を計画しました。

避難者のみの一時帰宅です。定員4人(受け付け順)とさせていただきます。

梅雨の時期を経て、家の中の湿気やカビ、家周りの伸びた草木も気になる方もいるかと思

います。

また、ご先祖のお墓参りなども可能です。ご相談いただければ対応させていただきます。

日 時 ８ 月７ 日

行 程 三条市出発 午前 5時頃

現地到着 午前10時頃

＊自宅や目的地に送迎

現地出発 午後 3時頃

三条市到着 午後 9時頃

水

申込締切 ７月１５日(月・祝)正午
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

※片道利用もＯＫです。
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市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-22-2111

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

浪江町 0240-34-2111

双葉町 0246-84-5200

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

市町村名 世帯数 人数

小高区 17 44

原町区 4 7

南相馬市 計 21 51

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 4 9

合 計 29 74

三条市に避難している
世帯数と人数(2019.6.26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

交流ルームひばり通信

６月・７月の『ひばり』

日 月 火 水 木 金 土

★版画教室 第2・4水曜日午前１０時～正午
★茶話会＆簡単な手芸教室

第1・3・5水曜日午前10時～午後２時

気軽に参加ください。

６／２７ ２８ ２９

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

３０ ７／１ ２ ３ ４ ５ ６

ひばり休み 茶話会
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 版画教室
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み
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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）

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[運営時間] 日・水・金 午前10時～午後2時

月 午前10時～正午


