
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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被災自治体News

1912 土

本市と交流のある自治体の特産品が集まる「市交流自治体フェア2020」は、栄町商店街で

開催された「栄町感謝祭」の中で繰り広げられました。

例年は、本市と災害協定を結ぶ自治体を招待して行われますが、今回は新型コロナウイルス

感染症の感染拡大の影響で、各自治体から商品を預かって販売しました。

浜通り×さんじょうライフvol.4802

22
12 火

原町第一小学校においてドローンxプログラミング授業が行われました。

授業では、ドローンのいろいろな社会的活用方法について学びました。その後、ドローンに

搭載されたカメラの映像を見ながら、体育館の中から外で飛んでいるドローンを操作しました。

短い時間でしたが、子どもたちは、ドローンの魅力を思う存分体験しました。

【参加自治体】全12自治体

福島県北塩原村､茨城県取手市､

群馬県東吾妻町､群馬県片品村､

東京都杉並区､新潟県燕市､

新潟県小千谷市､富山県南砺市､

山梨県忍野村､長野県飯田市､

静岡県牧之原市､愛知県知多市



被災自治体News
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令和3年南相馬市成人式の延期について

12月17日HP更新

令和3年成人式につきましては、令和3年1月10日に感染防止対策を講じたうえで開催

することで準備を進めていました。

しかし、全国的に新型コロナウイルスが感染拡大していること、また福島県においても

ステージII（感染者の漸増および医療提供体制への負荷が蓄積する段階）に移行したこと

を受けて、新成人および市民の皆さまの安全・安心を確保するため、延期することに決定

しました。

新成人の皆さま、ご家族の皆さまにおかれましては、成人式に向けて準備していたこと

と思いますが、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

また、振袖レンタル費用などの補償はできません。ご理解くださいますようお願いいた

します。

新型コロナウイルス感染症にかかる今後の動向や対応方針により、再度開催内容を変更

する可能性があることをご了承ください。

成人式延期のお知らせはがきについては、12月18日以降順次発送します。

延期後の日程について

日時 令和3年5月2日（日） 午後1時（受付 正午～）

会場 南相馬市民文化会館「ゆめはっと」大ホール

その他、申し込み方法などの詳細につきましては、確定次第改めてご案内します。

注意

問い合わせ 教育委員会 生涯学習課 生涯学習係 0244-24-5249TEL

南相馬市からのお知らせ



被災自治体News

ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について

12月16日HP更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親

世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減

少に対する支援のため支給しているひとり親世帯臨時特別給付金について、「基本給付」

の再支給を実施します。

ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内（厚生労働省）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/18/hitorioyasetairinzikyuhu_saisikyu.pdf

支給対象者

次の⑴～⑶のいずれかに該当する方

⑴ 令和2年6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

ており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

平成30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2年6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

1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円

給付金の支給手続き

■令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている方

申請は不要です。

支給対象となる方へは、郵送でご案内します。

児童扶養手当で指定している口座に振り込みます。

(児童扶養手当の認定の無い方は、1回目の基本給付を支給した口座に振り込みます。)

注意

注意

次ページへ続きます
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被災自治体News
■令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方

次のいずれかに該当する方は、早めに基本給付の申請を行ってください。再支給分の基

本給付と併せて申請することができます。

1. 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が支給停止と

なる方

2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当

を受給している方と同じ水準になっている方

ひとり親世帯臨時特別給付金について

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/childcare/shussan_kosodate/2/3/12528.html

申請期限

令和3年2月26日（金）

支給日

■令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている方

令和2年12月24日（木）予定

■令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方

再支給分の基本給付と併せて申請すれば、基本給付と再給付分を併せて給付します。

（審査後、支給が決定しましたら通知を送付します。）

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 60分 ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. テレビで楽しむ展覧会 第14回南相馬市総合美術展覧会 [14分]

3. 起業型地域おこし協力隊委嘱式 [12分]

4. 防災メールの登録方法 [7分]

5. Next CommonsLab南相馬 起業型地域おこし協力隊中間活動報告会 [8分]

6. あかりのファンタジーイルミネーションinおだか 点灯式 [5分]

7. まちおと～なつかしまつり盆踊り講座～ [2分]

8. 防災コーナー設置のお知らせ [4分]

9. Minamisoma5.0「日常に溶け込んだまち」編 [4分]

10.リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [12/18～12/25]

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

【本宮市復興公営住宅】吹上団地の入居者を募集します

（1/15締め切り） 12月22日HP更新

浪江町からのお知らせ

本宮市では、原子力災害により避難指示を受けている方が入居できる６１戸の復興公営

住宅を市内３カ所に整備しました。

今回、吹上市営住宅で１戸が空室となりましたので、入居者を募集します。

募集する住宅

募集に関する内容はこちらで確認してください。

本宮市復興公営住宅入居者募集要領

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13401.pdf

本宮市復興公営住宅位置

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/11318.pdf

吹上市営住宅配置図

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13403.pdf

間取図

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/11322.pdf

住宅の名称 所在地

吹上市営住宅 本宮市仁井田字吹上

構造など 間取り 募集戸数 ペット

RC集合3階建 3LDK 1戸 不可

次ページへ続きます
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被災自治体News
申し込み期限

令和3年1月15日（金）必着

申し込み方法

窓口または郵送による提出

申込書

復興公営住宅入居候補者選考申込書［Wordファイル］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13402.docx

【提出・問い合わせ先】

本宮市役所白沢総合支所 地域振興課 地域振興係

〒969－1203 本宮市白岩字堤崎494番地22

0243-44-2113

受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分

※土・日、祝日を除く

TEL

問い合わせ 生活支援課 避難生活支援係 0243-62-0305TEL

【本宮市復興公営住宅】桝形団地の入居者を募集します

（1/15締め切り） 12月22日HP更新

次ページへ続きます

本宮市では、原子力災害により避難指示を受けている方が入居できる６１戸の復興公営

住宅を市内３カ所に整備しました。

今回、桝形市営住宅で１戸が空室となりましたので、入居者を募集します。

募集する住宅

住宅の名称 所在地

桝形市営住宅 本宮市仁井田字桝形

構造など 間取り 募集戸数 ペット

木造平屋建て 3LDK 1戸 不可

7浜通り×さんじょうライフvol.480 



被災自治体News
募集に関する内容はこちらで確認してください。

本宮市復興公営住宅入居者募集要領

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13399.pdf

本宮市復興公営住宅位置

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/12052.pdf

桝形市営住宅配置図

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/12053.pdf

間取図

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/12054.png

次ページへ続きます

申し込み期限

令和3年1月15日（金）必着

申し込み方法

窓口または郵送による提出

申込書

復興公営住宅入居候補者選考申込書［Wordファイル］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13400.docx

【提出・問い合わせ先】

本宮市役所白沢総合支所 地域振興課 地域振興係

〒969－1203 本宮市白岩字堤崎494番地22

0243-44-2113

受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分

※土・日、祝日を除く

TEL

問い合わせ 生活支援課 避難生活支援係 0243-62-0305TEL

浜通り×さんじょうライフvol.4808



三条市News

手続方法

①投票用紙一式を請求する。
双葉町選挙管理委員会から届く「不在者投票用紙請求書」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。
双葉町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。

双葉町の投票所(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、双葉町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

１月１４日（木）告示 １月２４日（日）投開票

●期 間 １月１５日（金）～２２日（金） ※平日のみ

●時 間 午前8時30分～午後5時30分

●場 所 三条市選挙管理委員会事務局（三条市役所三条庁舎3階）

不
在
者
投
票

三条市役所三条庁舎

正面玄関

・正面玄関のエレベーターを
ご利用ください。

・３階で降りて左側へ進んで
ください。行政課内にあり
ます。
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東日本大震災の発災、東京電力福島第一原子力発電所の事故から、令和３年３月で10年

を迎えます。

いまなお一部で福島に関する風評が残る中、福島の農林水産物・観光地を応援するため、

その魅力を日本全国に伝えることができる句を募集します。

●テーマ 「福島の農林水産物・観光地の魅力」

●募集要項 ・自作の未発表作品で２句一組で応募ください（何組でも応募可）。

・難解な用語には補足を添えてください。

・楷書で丁寧に記入し、難解な文字にはふりがなをつけてください。

・応募規定に違反する場合、応募の対象から除外し、入賞作品でも取り消すこ

とがあります。

・応募作品の差し替え、修正は受け付けません。誤字脱字などないよう十分に

ご確認ください。

●募集期間 12月21日（月）～令和３年２月５日（金）※応募期間内必着

●応募方法 応募用紙に必要事項を記載のうえ、郵送により応募

https://www.reconstruction.go.jp/10year/documents/haiku-oubo.pdf

●選者審査 選者による審査を基に、復興大臣、復興副大臣が参加した審査会にて、福島の

魅力をより伝えるものを入賞作品として決定します。

●表彰 ・福島復興賞１人（福島県奥飯坂穴原温泉吉川屋貴賓室ペア宿泊券）

・入賞５人

●結果発表 令和３年３月上旬頃、入賞者に通知するとともに復興庁HPなどに掲載し発表

します。

●その他 ・作品および氏名、お住まいの都道府県名を復興庁HPなどで紹介させていた

だく場合があります。

・応募作品の発表や出版に関する著作権は、二次使用も含め復興庁に帰属しま

す。

【個人情報の取り扱い】
記入いただいた個人情報は適切に管理し、漏えい、不正流用、改ざんなどの防止に適切な対策を

講じるとともに、本人確認および賞品発送のための情報としてのみ利用させていただきます。

問い合わせ 復興庁調査・調整班 03-6328-0220TEL

永瀬十悟(福島県在住の俳人) 夏井いつき(俳人)

©後藤さくら
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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(2020.12.23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.48012

交流ルームひばり通信

１２月・１月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

交流ルームひばりの年末年始のお休み
12月27日(日)～1月6日(水)

１２／２４ ２５ ２６

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

２7 ２8 ２9 ３0 31 １／１ ２

ひばり休み ひばり休み ひばり休み ひばり休み ひばり休み

元日

ひばり休み ひばり休み

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

ひばり休み 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 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。

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


