
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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・なみえスマートモビリティ
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・令和3年度の募集日程および
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●被災自治体News

●交流ルームひばり通信

●福島県復興公営住宅入居支援

●「みなみそうまトピックス」から

●被災自治体News●被災自治体News

3月24日発行

Vol.492

旧小高病院跡地では小高診察所が建設され、3月12日

に建設工事安全祈願祭と起工式が行われました。今後、

12月の開業に向け、工事が進められます。

12３ 金

２ページをご覧ください。



被災自治体News
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12
３

旧小高病院跡地では小高診察所が建設され、3月12日に建設工事安全祈願祭と起工式が行わ

れました。今後、12月の開業に向け、工事が進められます。

鍬入の儀後、門馬市長や施工者代表は玉串を捧げ、工事の安全を祈願しました。

金

22３

小高区子どもの遊び場愛称提案者表彰式が、4月3日開所予定の小高区子どもの遊び場で開催

されました。

同施設の愛称は、市内の小学生以下のお子さんとその保護者から応募のあった199作品から、

最終選考に残った3作品を対象に投票を行い、「NIKOパーク」に決定しました。

月



被災自治体News

９
３

小高区内における交通事故死ゼロ10年達成を記念し、南相

馬市小高区交通安全母の会が、小高区役所正面玄関前に看板を

設置しました。

看板設置後、交通安全母の会の皆さんはのぼり旗を提げて交

通安全街頭啓発活動を実施しました。

火

12３

浪江町にて「なみえスマートモビリティチャレンジ試乗会」が開催されました。

この試乗会は、南相馬市と浪江町、双葉町のほか8企業が2月に締結した「福島県浜通り地域

における新しいモビリティを活用したまちづくり連携協定」に基づくもので、参加自治体向け

に開催されたものです。

試乗会では、おでかけ先に設置されたパネルからタクシーを予約できるシステムや、自動運

転自動車のデモ運転が行われました。

金
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被災自治体News

クレジットカードによる公金支払いサービスの変更と、

切り替え作業に伴う納付サイトの停止 3月19日HP更新

令和3年4月から、クレジット納付 が「Yahoo!公金支払い」から「F-REGI公金支払

い」へ変更になります。

利用開始日時

4月1日（木）午前11時

問い合わせ 総務部 税務課 管理係 0244-24-5220TEL

南相馬市からのお知らせ

●納付サイトの切替作業に伴い、下記の期間はクレジット納付が利用できません。

停止期間

3月31日（水）～4月1日（木）午前10時59分

納付できない市税

•市県民税（普通徴収）

•軽自動車税（種別割）

•固定資産税

•国民健康保険税（普通徴収）

マイナンバーカードによるコンビニ交付の停止（3月27日）

3月23日HP更新

システムのメンテナンスに伴い、コンビニで交付可能な各種証明書が、下記期間で発行

できません。

停止期間

3月27日（土）午後5時～8時

交付できない証明書

すべての証明書

問い合わせ 市民生活部 市民課 戸籍・住民記録係 0244-24-5235TEL

浜通り×さんじょうライフvol.4924



被災自治体News

東日本大震災記録誌

3月17日HP更新

市では、平成23年3月11日の東日本大震災の発災から平成30年3月31日までの期間

を基本として、東日本大震災関連の本市の対応を記した『東日本大震災記録誌』を発刊し

ました。

販売価格

3,000円（A4版、全692ページ）

なお、博物館企画展「南相馬の震災10年」の開催期間中（令和3年3月6日～5月5

日）は、特別価格1,000円（郵便等申込の場合5月5日までの代金必着）で販売します。

郵送を希望する方

購入申込書に必要事項を記入し、代金を同封のうえ、現金書留で南相馬市博物館に送付

してください。代金納入確認後、宅配便などで発送します。

※ 送料は購入者様の実費負担（着払い）となります。

「東日本大震災記録誌」購入申込書

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/43/shinsaikirokushi_moushikomisyo.pdf

【現金書留送付先】

〒975-0051 南相馬市原町区牛来字出口194

南相馬市博物館

0244-23-6421

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. あの日を忘れない 南相馬～10年間の軌跡 [14分]

3. 南相馬市東日本大震災追悼式 [29分]

4. 未来行きの切符 南相馬市の未来予想図 [5分]

5. パノラマ360°～空から見た南相馬市～FLIGHT No.001 [3分]

6. 南相馬市民の歌 [4分]

7. リクエストアワーのお知らせ [3分]

番組内容 [3/19～3/26]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

TEL
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被災自治体News

道の駅なみえ グランドオープンしました！
3月20日（土）、町の“復興のシンボル”である

「道の駅なみえ」がグランドオープンし、道の駅として

は全国で初めて「無印良品」もオープンしました。

当日は屋外ブースにて、「柴栄水産」や「鈴栄水産」

のしらすや白魚などの海産物、「めんの旭屋」のなみえ

焼そば、「石井農園」のかぼちゃ饅頭や漬け物など、浪

江町民にとって懐かしい食材も並び、多くの人で賑わい

ました。

新しく誕生した「なみえの技・なりわい館」には、震災後山形県で酒造りを再開していた

「鈴木酒造店」、二本松市に避難し再開していた「大堀相馬焼協同組合」が入り、10年ぶりに

浪江町で事業を再開します。

この施設では、日本酒や大堀相馬焼を購入できるほか、酒蔵の見学や日本酒の試飲、大堀相

馬焼の陶芸体験（4月から開始予定）ができます。日本酒バー「SakeKuraゆい」もオープン

し、食事をしながら、日本酒を楽しめます。

魅力たっぷりとなった「道の駅なみえ」。

今なら、華道家の假屋崎省吾さんが“浪江町の花と花木”､“大堀相馬焼の器”で製作したフ

ラワーアレンジメントを見ることができます！

浪江町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.4926
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■令和3年度の募集日程および入居予定時期

※ 入居予定時期は、現段階の目安であり変更する場合があります。

回数 募集期間 入居予定時期

第1回 令和3年4月2日（金）～4月12日（月） 令和3年6月以降

第2回 令和3年6月1日（火）～6月9日（水） 令和3年8月以降

第3回 令和3年8月2日（月）～8月10日（火） 令和3年10月以降

第4回 令和3年10月1日（金）～10月12日（火） 令和3年12月以降

第5回 令和3年11月25日（木）～12月3日（金） 令和4年2月以降

第6回 令和4年2月1日（火）～2月9日（水） 令和4年4月以降

被災自治体News

【富岡町から】夜の森の桜の開花について
富岡町は3月23日午後0時35分、町内夜の森地区の開花基準木で開花を確認しました。

つきましては、本日を以て、開花を宣

言します。

本日午前の段階では、まだ完全には開

いていませんでしたが、上記時刻、基準

木に8輪の開花を確認しました。桜並木

を始め、町内各地でつぼみが膨らんでい

る状況で、来週以降、開花が進むとみら

れます。

問い合わせ

産業振興課 商工観光係
0240-22-2111TEL

3月23日



市町村名 世帯数 人数

小高区 15 38

原町区 4 5

南相馬市 計 19 43

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 28 65

三条市に避難している
世帯数と人数(2021.3.24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

３月・４月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

４月から、
日曜日のひばり開設時間が変わります。

午前10時～午後１時

２５ ２６ ２７

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

２８ ２９ ３０ ３１ ４／１ ２ ３

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

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

午前10時
～午後1時

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


