
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●被災自治体News
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●交流ルームひばり通信

●NEXCO東日本

福島県スローガン
「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」

２ページをご覧ください。

記念碑が設置されたメモリアルパークは、「震災の記

憶を未来へつなぐ」をコンセプトに、「震災の記憶を後

世に伝承していく場所」、また「鎮魂及び慰霊の場とし

て海を眺めることができる高台」として、原町区北泉地

区に整備されました。

★次号の浜通り×さんじょうライフは、
５月１３日（木）お届けの予定です。

24
４ 土



被災自治体News

24４ 土

南相馬市メモリアルパーク記念碑除幕式が行われました。

記念碑が設置されたメモリアルパークは、「震災の記憶を未来へつなぐ」をコンセプトに、

「震災の記憶を後世に伝承していく場所」、また「鎮魂及び慰霊の場として海を眺めることが

できる高台」として、原町区北泉地区に整備されました。

当日は、東日本大震災時の津波到達高11.1メートルを標記したモニュメントと、犠牲になら

れた方々の御芳名を記した記銘碑が、市長をはじめ、金沢および北泉地区の遺族代表の方など

の手で除幕されました。

浜通り×さんじょうライフvol.4972

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. 南相馬市役所 辞令交付式 [17分]

3. ─継ぐもの─馬と共に歩む未来 [6分]

4. 生涯学習チャンネル～お家で簡単『クルミちりめん』～ [10分]

5. 南相馬市ごみの現状～生ごみ・紙ごみ対策～ [8分]

6. 南相馬市いよいよ始まる新型コロナウイルスワクチン接種 [15分]

7. リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [4/23～4/30]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）



被災自治体News

南相馬市既存住宅状況調査技術者派遣制度

4月20日HP更新

市では、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により避難をされた市内の既

存住宅の所有者が当該住宅の劣化状況などの調査を希望する場合に、既存住宅状況調査技

術者を派遣します。

既存住宅状況調査とは

既存住宅状況調査は、建築士事務所に所属する既存住宅状況調査技術者として登録され

た者が、建物の基礎、外壁などのひび割れ、雨漏りなどの劣化事象、不具合事象について

目視により現地調査を行い、修繕計画（修繕内容、概算費用、工期など）を作成するもの

です。

対象となる住宅

次の要件をすべて満たす住宅

1. 所有者が帰還等する予定の市内に存する戸建住宅

（併用住宅の場合は、住宅の部分の床面積が延べ面積の1/2以上のもの）

2. 避難以降居住していない住宅

3. 過去にこの制度による既存住宅状況調査を受けていない住宅

対象者

対象住宅の所有者で、前年度分の市税を滞納していない方

調査費用

無料

受け付け戸数

5件

応募者多数の場合は抽選となります。また、5件に達しない場合は募集期間を延長し

ます。

募集期間

5月17日（月）～6月30日（水）

申し込み方法

「南相馬市既存住宅状況調査技術者派遣申込書」に必要事項を記入し、1部提出してく

ださい。

南相馬市からのお知らせ

3浜通り×さんじょうライフvol.497 

注意

次ページへ続きます



被災自治体News
【申し込みに必要なもの】

申込書

建物の案内図

建物の平面図

建物の写真（東西南北 計4枚）

前年度分の納税証明書

市で発行する届出避難場所証明書

要綱・様式ダウンロード

南相馬市既存住宅状況調査技術者派遣事業実施要綱

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/27/20190514-092929.pdf

申込様式 (Word)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/27/20210416_x6i4i.doc

申込書記入例

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/27/20210416_9lu97.pdf

申請手続きの流れ

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/27/20190514-093031.pdf

問い合わせ 建設部 建築住宅課 建築営繕係 0244-24-5255TEL

浜通り×さんじょうライフvol.4974
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国見山ライブカメラの配信

4月28日HP更新

南相馬市の沿岸部から市街地および里山の状況をインターネットでリアルタイム配信し

ています。

【主なズームアップ地点】

①小高区 村上城跡 ②原町区 ロボットテストフィールド

③原町区 南相馬市役所本庁舎 ④鹿島区 万葉の風風力発電所 ⑤北泉海浜公園

国見山ライブカメラ

http://live.arksystem.jp/minamisoma/

問い合わせ 経済部 農林整備課 林業係 0244-24-5378TEL



被災自治体News

【学校の歴史残し】浪江町立学校の歴史やデータを順次公開します

4月21日HP更新

浪江町立学校の歴史やデータを順次公開します。

資料が多くありますので、公開の準備ができたところから公開していきます。

現在公開している資料

【学校の歴史残し】浪江町立学校の歴史やデータを順次公開します（浪江町HP）

https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/12/26045.html

浪江町からのお知らせ

学校名 公開している資料

浪江小学校 校歌楽譜、歴代PTA会長

幾世橋小学校 校歌楽譜、歴代学校長、歴代PTA会長、歴代同窓会長、賞状、トロフィー・盾

請戸小学校 校歌楽譜、賞状、トロフィー・盾

大堀小学校 校歌楽譜、歴代校長、賞状、トロフィー・盾

苅野小学校 校歌楽譜、歴代学校長、歴代PTA会長、賞状、トロフィー・盾

津島小学校 校歌楽譜

浪江中学校 校歌楽譜、歴代PTA会長

浪江東中学校 校歌楽譜

津島中学校 校歌楽譜

問い合わせ 教育委員会事務局 学校教育係 0240-34-5710TEL

浜通り×さんじょうライフvol.4976
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子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）について

4月27日HP更新

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、

その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給す

るものです（県内にお住まいの方は福島県から支給されます）。

制度概要チラシ

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14018.pdf

対象者

以下の⑴から⑶のいずれかに該当する方が対象となります。

⑴ 令和3年4月分の児童扶養手当が支給される方

⑵ 公的年金等 を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止さ

れる方

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となっている方

遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養

手当の申請をしていれば、令和3年4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。

給付額

児童1人当たり一律5万円

申請方法

⑴ 令和3年4月分の児童扶養手当が支給される方

申請は不要です。

令和3年4月分の児童扶養手当を受給している口座に振り込まれます。

※ 口座を解約しているなどの場合は、下記の届出書を提出してください。

支給口座登録等の届出書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/14019.pdf

【振込予定日】 5月11日（火）

※ 口座を解約しているなどにより振込不能となった場合には、支給日は遅れることとな

りますのであらかじめご了承願います。
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被災自治体News
⑵ 公的年金等を受給していて、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方

申請が必要です。

申請受付開始日や申請書類などは、詳細が決まり次第、お知らせします。

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となっている方

申請が必要です。

申請受付開始日や申請書類などは、詳細が決まり次第、お知らせします。

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分について

現在国において具体的な制度を検討中です。詳細が示され次第、お知らせします。

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）に関する情報

•厚生労働省コールセンター

電話番号 0120-400-903（受付時間 平日午前9時～午後6時）

•厚生労働省ホームページ

子育て世帯生活支援特別給付金

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html

•福島県ホームページ

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）について

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035a/seikatsushien-hitorioya.html

問い合わせ 教育委員会事務局 子育て支援係 0240-34-0252TEL

浜通り×さんじょうライフvol.4978



NEXCO東日本 お客さまセンター
0570-024-024 または 03-5308-2424

問い合わせ
TEL

NEXCO東日本新潟支社（新潟市中央区）および東北支社（仙台市青葉区）は、 磐越

自動車道 会津若松インターチェンジ～新潟中央ジャンクジョンで、対面通行区間の舗装補修

工事などに伴う夜間通行止めを実施します。

お出かけの際には、時間にゆとりをもって出発いただくとともに、走行の際には国道49号

などへの迂回をお願いします。

■通行止め区間・日時 ※通行止めは、平日20時～翌6時まで行います。

※天候などによって中止する場合がありますので、高速道路をご利用の際は「ドラとら」など

のWebサイトで最新の情報を確認いただきますようお願いします。

E49

E49
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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(2021.4.28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
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交流ルームひばり通信

４月・５月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

日曜日のひばり開設時間が変わりました。

午前10時～午後１時

４／２９ ３０ ５／１

昭和の日

ひばり休み ひばり休み ひばり休み

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

ひばり休み

憲法記念日

ひばり休み

みどりの日

ひばり休み

こどもの日

ひばり休み ひばり休み ひばり休み ひばり休み

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

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・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


