
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

●新潟県

10月28日発行

Vol.472

●被災自治体News

１３ページをご覧ください。



被災自治体News

1910 月

市は、今年生産された「南相馬市産天のつぶ」の出発式と新パッケージとなった新米発表会を開催し

ました。

新パッケージのデザインは、本市になじみの深い「馬」をモチーフにし、疾走感のあるデザインとカ

ラフルな色合いにより「南相馬の明るい未来に向かって駆け抜ける様子」を表しています。

発表会では、天のつぶと市内（もしくは地元）の食材などを組み合わせた、色とりどりのおにぎりが

振る舞われました。

浜通り×さんじょうライフvol.4722

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. シェリー＆ネイトが行く。～相馬盆踊り～ [15分]

3. 南相馬就職ナビ “株式会社福建コンサルタント” [5分]

4. Minamisoma5.0 “ロボットのまち編” [13分]

5. 第33回野馬追の里健康マラソン大会・第15回ウォーキング大会

オンライン参加者募集 [6分]

6. 相馬看護専門学校 学生募集 [5分]

7. 南相馬市消費喚起応援事業 [3分]

8. 南相馬市民の歌 [9分]

9. リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [10/23～10/30]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）



被災自治体News

1710 土

福島ロボットテストフィールドにおいて、「テクノフェア2020＆そうそうこども科学祭

2020」が開催されました。

当日はあいにくの雨模様でしたが、ロボット競技大会をはじめ、エアロバティックパイロッ

ト室屋義秀選手のエアショー、せきぐちあいみさんのVR体験などさまざまなイベントや展示

が行われました。

来場者は、日ごろ見ることの無いさまざまなロボットや最新技術などに触れ、理解を深めま

した。
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被災自治体News

旧避難指示区域内の住民登録人口と居住人口の推移（9月30日現在）

10月27日HP更新

旧避難指示区域内の小高区および原町区の居住人口は、9月30日現在で4,305人とな

り、同区域内の住民登録人口（7,796人）に占める居住率は55．2パーセントになりま

した。

問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 被災者支援係 0244-24-5223TEL

南相馬市からのお知らせ
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被災自治体News

問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 被災者支援係 0244-24-5223TEL

避難指示区域別の世帯数と人口（9月30日現在）

10月27日HP更新
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被災自治体News

双葉町タブレット「あんしんセキュリティ」インストールのお願い

10月28日HP更新

双葉町からのお知らせ

あんしんセキュリティを導入願います

「あんしんセキュリティ」はウイルス対策ソフトのひとつで、詐欺を目的にしたウイル

スの脅威からタブレットを守るものです。

現在、使用中のあんしんスキャンは12月末で終了予定となっています。

このため、後継の「あんしんセキュリティ」のインストールをお願いします。

【問い合わせ】

ふたばアプリ運営サポートセンター 0120-274-280

午前9時～午後6時（土日祝・年末年始除く）

インストール・導入方法

タブレットのホーム画面6ページ目に

「あんしんセキュリティ」が追加されま

した。

※ あんしんセキュリティのアイコンが

表示されないときは、画面左下の

ボタンをタップしてください。

あんしんセキュリティをタップすると、

メッセージ画面が表示されます。

浜通り×さんじょうライフvol.4726

次ページへ続きます



被災自治体News

（インストール中）

インストールが終わると、

「アプリをインストールしました」と

メッセージ画面が表示されます。

あんしんセキュリティのアイコンを

タップします。

あんしんセキュリティの設定画面で、

「規約に同意して利用を開始」ボタンを

タップします。

次ページへ続きます
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被災自治体News

初期設定を開始する」をタップします。

「情報取得中」の表示が消えたら、

「初期設定を開始する」をタップします。

「次の画面へ」をタップします。

あんしんセキュリティに通話の発信と

管理を許可しますか？と表示されたら、

許可をタップします。

あんしんセキュリティに端末上の写真、

メディア、ファイルへのアクセスを許可

しますか？と表示されたら、こちらも許

可をタップします。

対策設定画面で

「設定画面を起動する」をタップします。

浜通り×さんじょうライフvol.4728

次ページへ続きます



被災自治体News

画面中央の「あんしんセキュリティ」

をタップします。

「セキュリティ対策を動作させるために

ONにしてください」と表示されたら、画

面の右上にあるスイッチをタップします。

「あんしんセキュリティを利用しますか

？」と表示されたら、右下にあるOKを

タップします。

「電池の最適化を無視」と表示されたら、

「はい」をタップします。

あんしんスキャン

このアプリをアンインストールしますか

？と表示されたら、OKをタップします。

以上で終了です。

問い合わせ 秘書広報課 0246-84-5202TEL
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被災自治体News

妊婦・児童のインフルエンザ予防接種費用の助成のお知らせ

10月27日HP更新

郡山市からのお知らせ

妊婦・児童の新型コロナウイルスとインフルエンザの同時発症の防止や重症化の予防、

さらにはそのまん延の予防を目的として、妊婦・児童のインフルエンザ予防接種費用を助

成します。

対象者

接種当日に、郡山市内に住民登録をしている方のうち次のいずれかに該当する方

1．母子健康手帳を交付されている妊婦の方

2．生後6カ月から小学校2年生までのお子さん

対象接種期間

10月1日（木）～12月31日（木）に接種したもの

助成内容

ワクチン接種代全額（児童は2回分）

申請により全額払い戻します。（償還払い制度）

申請方法

申請書に必要事項を記入し、下記の必要書類を添えてメールで申請します。

【必要書類】

1. インフルエンザ予防接種費用助成申請書

妊婦・児童インフルエンザ予防接種費用助成申請書(Word)

https://www.city.koriyama.lg.jp/material/files/group/3/shinseisyo.docx

2. 医療機関で発行された領収書

3. 母子健康手帳のインフルエンザ予防接種記録のあるページの写し

【メールで送付する場合】

申請書や添付書類すべてをカメラで撮影し（データを圧縮してください）、メールに添

付し申請します。（スマートフォンでも申請可能です）

【インフルエンザ予防接種助成専用メールアドレス】

infuruenzajyosei@city.koriyama.lg.jp

次ページへ続きます
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被災自治体News
＊ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご協力お願いします。

＊ 添付書類または、提出書類に不備、不足がないよう申請ください。

＊ 領収書を紛失した場合は、医療機関発行の予防接種証明書でも可能です。金額が分か

るようにお願いします。

申請期間

10月26日（月）～令和3年3月31日（水）【消印有効】

期日を過ぎたものは、受理できませんのご了承ください。
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注意

問い合わせ こども部 こども支援課 024-924-2525TEL

「福島・山形・新潟」泊まってプレゼントキャンペーンについて

10月27日HP更新

福島県からのお知らせ

福島・新潟・山形の３県では、１１月１日から三県の相互宿泊キャンペーンの第２弾と

して、３県宿泊者に抽選で各県の特産品が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

３県在住の皆さん、ぜひお互いの県に泊まりに行って秋冬を楽しんでください。

宿泊対象期間

１１月１日（日）～令和３年１月３１日（日）宿泊分

応募期間

１１月１日（日）～令和３年２月１０日（水）必着

対象者

福島・新潟・山形の３県にお住まいの方

対象宿泊施設

【福島県】 福島県内の旅館・ホテルなど宿泊施設

【新潟県】 「つなぐ、にいがた。」再旅キャンペーン参加施設

【山形県】 県民泊まって元気キャンペーン参加施設

次ページへ続きます



被災自治体News
賞品

【２県宿泊賞】 30人

３県のうち２県にそれぞれ１泊以上宿泊した場合、３県特産品セット（２万円相当分）

【１県宿泊賞】 210人

３県のうちいずれか１県に１泊以上宿泊した場合、各県特産品（５千円相当）

応募方法

特設サイト（１１月１日午前０時公開）からお申し込みください。

https://sanken-present.com/

【問い合わせ】

専用コールセンター 023-666-3215

浜通り×さんじょうライフvol.47212

TEL

「福島・新潟・山形」泊まってプレゼントキャンペーンチラシ

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/411370.pdf

(参考) ３県の宿泊割引等キャンペーン

【福島県】 福島県宿泊割引

１泊お1人 7,700円以上（税込）での宿泊に対し5,000円割引

宿泊期間：令和３年１月３１日（日）宿泊分まで

【新潟県】 「つなぐ、にいがた。」再旅キャンペーン

次回宿泊時に利用できる宿泊クーポン10,000円分を抽選でプレゼント

応募期間：令和２年１１月１日（日）から令和３年２月２８日（日）まで

【山形県】 県民泊まって元気キャンペーン

1,000円以上の宿泊に対し1,000円ごとに500円割引（最大5,000円割引）

宿泊期間：令和３年１月３１日（日）宿泊分まで

詳しくは各ホームページで確認してください。

問い合わせ 観光交流課 観光推進担当 0246-84-5202TEL



問い合わせ
新潟県新型コロナウイルス感染症コールセンター

025-282-1754 ※月～金(祝日除く)午前8時30分～午後5時TEL
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新潟県では、新型コロナウイルス感染拡大防止と社会経済活動の両立を目指し、LINE公式

アカウント「新潟県-新型コロナ対策パーソナルサポート」を活用した新たなサービス「新潟

県新型コロナお知らせシステム」をスタートしました。

県内の施設や店舗、イベント会場などに掲示されたQRコードを読み取っていただくことで、

万が一、施設などを利用された方に感染が判明し、不特定の方への感染のおそれが高いと思わ

れる場合などに、同じ施設などを同じ日時に利用された方々に対して、県から注意喚起の

LINEメッセージをお送りします。

利用方法

1 利用規約や個人情報保護方針、詳しい利用方法を確認してください。

2 新潟県LINE公式アカウント「新潟県-新型コロナ対策パーソナルサポート」を友だち登録

してください。（※未登録の場合のみ。未登録であった場合は、初めて施設などでQRコード

を読み取った際に友だち登録画面が表示されるので登録してください。）

3 利用した施設などに掲示されているQRコードをLINEアプリなどで読み取って登録してく

ださい。同じ施設などであっても、利用するたびに読み取る必要があります。

4 同じ施設などで、同じ日時に利用していた方に新型コロナウイルスの感染が確認された場

合、必要に応じて、県からLINEメッセージをお届けします。

5 メッセージを受け取った方は、健康観察、体調管理に留意し、体調の変化や症状などが見

られる場合は、記載されている相談窓口に相談してください。

事前の友だち登録はこちらから →

新潟県新型コロナお知らせシステム

利用規約 個人情報保護方針 利用方法

●三条市内の対象施設一覧（公共施設など）は、

三条市のホームページをご覧ください。

添付したチラシをご覧ください。



避難先住所等の届け出について

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(2020.10.28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.47214

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
三条市役所 福祉課

0256-34-5405TEL

交流ルームひばり通信

１０月・１１月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

１０／２９ ３０ ３１

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

１１／１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

午前10時
～午後３時

ひばり休み

文化の日

ひばり休み
午前10時
～午後1時

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

午前10時
～午後３時

ひばり休み ひばり休み
午前10時
～午後1時

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。


