
令和3年4月2日 須賀川市記者会見

１ 福島県沖地震の被害概要及び支援等について

２ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について

３ 「二人の円谷」について

４ 震災アーカイブについて

５ 日本図書館協会建築賞の受賞について

６ その他
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福島県沖地震の被害概要及び支援策等について

【令和3年2月13日（土）発生】福島県沖を震源とする地震による被害状況

１ 負傷者等 5人（消防本部公表）

２ 住家被害（り災証明書発行件数） 922件

※り災証明書申請件数 1,767件

３ 市内各施設被害状況

令和3年4月2日 須賀川市記者会見 【担当：市民安全課】

種 別 箇所数 被害内容等

公共施設被害 46施設 内外壁のひび割れ、天井の一部落下等

道路被害 88か所 路面の段差・ひび割れ等

水道施設 13か所 給水管の破損等

農業施設 46か所 ため池堤体亀裂、農道路面亀裂、水路破損等

商工業（事業者）被害 248件 被害額：91,000千円

市指定史跡被害 1か所 長沼城址落石

令和3年3月31日時点
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福島県沖地震の被害概要及び支援策等について

【令和3年2月13日（土）発生】福島県沖を震源とする地震に係る各種支援制度

現在実施している支援制度について

令和3年4月2日 須賀川市記者会見 【担当：市民安全課】

支援分野 支援制度

り災証明書等 り災証明書・被災証明書の交付

見舞金・貸付金 災害見舞金の給付、災害援護貸付金の貸し付け

税等（減免・延長） 市県民税・固定資産税・国民健康保険税等の減免、市税等納期限の延長等

医療・介護 国民健康保険一部負担金の免除、介護保険サービス利用料の免除

子育て・教育 保育所等の保育料の減免、被災保護者への災害給付金の給付等

住宅 住宅の応急修理制度、一時的な市営住宅の無償提供（一時避難受入れ）

商工業 市民交流センターtette使用料の免除

衛生・健康・災害ごみ 保健師等による健康相談、被災家屋等の公費解体

その他 災害ボランティアの派遣
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福島県沖地震の被害概要及び支援策等について

被災した家屋等の公費による解体・撤去について

令和３年福島県沖を震源とする地震により被災した家屋等について、二次被害の防止や生活環境の保全

と市民生活の安全・安心の確保、そして被災者の生活再建支援を目的として実施。

１ 対象となる家屋

（１）り災証明書（市が発行するもの）で、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と判定された個人所有の家屋

（空き家は対象外）

（２）生活環境保全上支障があると市が判断した非住家（倉庫、蔵、大谷石・ブロック塀など）

※非住家は「り災証明書」の判定を行っていないため、環境課職員及び委託業者（有資格専門家）が現地確認を実施

２ 支援内容

令和3年4月2日 須賀川市記者会見 【担当：市民安全課 環境課】

公費解体 損壊した被災家屋等の所有者の申請に基づき、市が所有者に代わり解体・撤去する

費用償還
被害判定を受けた家屋等において、早急な解体・撤去を要するため、「公費解体」を待たずに、自らの費用負
担により解体・撤去した所有者に対し、市が定める基準の範囲内で、解体・撤去に要した費用を償還する
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福島県沖地震の被害概要及び支援策等について

３ 受付期間等

４ 申請時の必要書類等
（１）被災家屋等に係る「り災証明書」

（２）身分証明書（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等）の写し

（３）被災家屋等の配置図

（４）被災家屋等に係る全部事項証明書（建物登記されていない場合は、納税通知書など所有者や建物面積等がわかるもの）

（５）被災家屋等の被災状況がわかる写真等

（６）その他市長が必要と認める書類

５ 注意事項
り災証明書の判定（非住家の場合は、現地確認実施）前に解体した場合は対象外

（※被害状況及び適用面積・発生廃棄物量の確認ができないため）

令和3年4月2日 須賀川市記者会見

受付内容 期 間 受付時間 受付場所

公費解体 令和３年４月５日（月）～５月３１日（月） 午前９時から正午
平日

午後１時から午後５時

環境課窓口カウンター

（必要書類が整った場合は郵送も

可能とします。）
費用償還 令和３年４月５日（月）～７月３０日（金）

（※解体終了後の申請）

【担当：市民安全課 環境課】 5



令和3年度 固定資産税の当初課税について

福島県沖地震の被害概要及び支援策等について

変更前 変更後

納税通知書発送 令和３年５月１日 令和３年７月１日

第１期納期限 令和３年５月３１日 令和３年８月２日

第２期納期限 令和３年８月２日 令和３年９月３０日

第３期納期限 令和３年１２月２７日 変更なし

第４期納期限 令和４年２月２８日 変更なし

※全体に２か月延期します。

令和3年4月2日 須賀川市記者会見 【担当：税務課】 6

2月発生の福島県沖地震に伴う被災者への支援として、令和3年度の固定資産税の
当初課税スケジュールを例年と変更し、次のとおり行います。



福島県沖地震の被害概要及び支援策等について

変更前 変更後

１ 証明書の交付開始日 令和３年４月１日（木） 令和３年６月１日（火）

２ 縦覧期間 令和３年４月１日（木）～５月３１日（月） 令和３年６月１日（火）～８月２日（月）

３ 閲覧開始日 令和３年４月１日（木） 令和３年６月１日（火）

令和3年4月2日 須賀川市記者会見

固定資産税に関する証明書交付、縦覧・閲覧の開始日の変更

対象は次のとおりです。

１ 証明書
資産証明書、土地・名寄帳、評価証明書、公課証明書、登録事項証明書、資産なし証明書

２ 縦覧
土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿

３ 閲覧
土地・家屋名寄帳、固定資産課税台帳記載事項、償却資産課税台帳および種類別明細書

【担当：税務課】 7



質疑応答
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新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について

令和3年4月2日 須賀川市記者会見 【担当：健康づくり課】

老人ホーム等のクラスター対策と
して高齢者が入居・居住する社会
福祉施設等の入居者及び従業員
を優先して4月19日の週から接
種を開始します。

対象となる施設と現在調整中
（市内２２か所）

ワクチンの優先接種

４月１２日（月）～１６日(金) ９７５人 × ２回分
(1,950回分）

４月26日（月）～30日(金) ９７５人 × １回分
（975回分）

※上記以降の予定は現在のところ未定です。

須賀川市に配分されるワクチン数

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について
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新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について

令和3年4月2日 須賀川市記者会見 【担当：健康づくり課】

下記の地域（地区）と須賀川アリーナ間で
シャトルバスを運行する予定です。

・長沼地域
・岩瀬地域
・大東地区
・小塩江地区

※運行期間は高齢者等向けにワクチンを接種している期間です。

集団接種会場までのシャトルバス運行

〇集団接種
須賀川アリーナを会場として
５月１１日から開始予定

〇個別接種
５月１１日から接種開始できるよう
医師会と協議をすすめています。

高齢者に対するワクチン接種

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について
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新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について

令和3年4月2日 須賀川市記者会見 【担当：健康づくり課】

移設先 公立岩瀬病院敷地内（須賀川市北町20番地）

移設年月日 令和3年4月1日

診療日及び時間
平日（月・水・金曜日）週３日 午後１時～午後３時
【年末年始（12/29～1/3）を除く】
※休診日【火・木・土・日曜日・祝祭日】

対象者
須賀川市・鏡石町・天栄村に居住する方又は地区内に所在
する事業所等に勤務する人で、かかりつけ医から紹介が
あった人（対象は中学生以上）

受付方法 かかりつけ医からの電話予約（完全予約制）

須賀川市地域外来の移設について
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新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について

新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、感染症治療

や高齢者・障がい者への福祉サービス提供に日々尽力され

ている、医療機関、介護・障がい者施設従事者の方々へ、

市民の皆さまからの感謝を込めた応援メッセージを贈る

『心に花を咲かせようプロジェクト』の取り組みを進めてい

ます。

今月から、市のホームページと公式ＬＩＮＥアプリに

応援メッセージの投稿フォームを開設しました。

皆さまの感謝の気持ちがこもったメッセージを募集します。

お寄せいただいたメッセージは、市のホームページやウル

トラＦＭで紹介します。

心に花を咲かせようプロジェクト 医療・介護・障がい者施設の従事者への
応援メッセージ投稿フォームの開設

令和3年4月2日 須賀川市記者会見

市公式ＬＩＮＥアプリメニュー

【担当：長寿福祉課】 12



質疑応答
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「二人の円谷」顕彰事業

１ 名誉市民章の授与

令和3年4月2日 須賀川市記者会見

円谷英二氏、円谷幸吉氏名誉市民章授与式

〇期 日 令和３年７月７日（水）予定

〇場 所 須賀川市民交流センター予定

〇内 容 称号記及び名誉市民賞の授与

※名誉市民推戴（令和３年２月１８日議会同意）

【担当：秘書広報課】 14

名誉市民章称号記



「二人の円谷」顕彰事業

２ 二人の円谷コンテンツ作成

令和3年4月2日 須賀川市記者会見

二人の円谷テレビ番組制作・放映

〇概 要 BS放送による全国向け番組、

民放局による県内地上波番組

〇放送日 BS放送 ７月４日（日）予定

県内地上波 ７月中 予定
Ⓒ円谷プロ

【担当：企画政策課】 15



「二人の円谷」顕彰事業

３ 円谷幸吉メモリアルホール改修、円谷幸吉写真展

令和3年4月2日 須賀川市記者会見

円谷幸吉メモリアルホール改修事業
メモリアルホール改修及び展示内容リニューアル

【リニューアルオープン１０月中旬 予定】

円谷幸吉写真展

〇期 間 ７月上旬から２週間程度

〇場 所 須賀川市民交流センター 予定

〇内 容 メモリアルホールの未公開写真展示、トークイベント

【担当：生涯学習スポーツ課】 16



〇期 間 令和３年１２月から令和４年２月まで

(４０日程度)

〇場 所 須賀川市文化センター

〇内 容 円谷英二監督の日本映像史に関する企画展

(国立映画アーカイブとの共催）

※「国立映画アーカイブ」

独立行政法人国立美術館が運営する日本で唯一の国立映画機関

「二人の円谷」顕彰事業

４ 円谷英二生誕１２０周年記念企画展

令和3年4月2日 須賀川市記者会見 【担当：文化振興課】 17



「二人の円谷」顕彰事業

５ 好きです わたしの すかがわ 『須賀川事典』 発行

〇内 容 特撮監督である尾上克郎氏の監修のもと、

「特撮」を通した市の魅力について、特撮アー

カイブセンターに深く関わっていただいた

庵野秀明監督をはじめ、各界著名人からの

メッセージ等を取りまとめたもの

〇配 布 ４月中に市内全戸配布予定

〇発行部数 ３０，０００部

令和3年4月2日 須賀川市記者会見 【担当：企画政策課】

Ⓒ円谷プロ
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「二人の円谷」顕彰タイアップ事業

「二人の円谷」顕彰タイアップ事業

「光の町支所」の開設
・時 期 ３月

・内 容 株式会社円谷プロダクションが展開するデジタルプラットフォーム

「ツブラヤ・イマジネーション」内に開設

Ｍ７８星雲光の国姉妹都市提携記念イベント（牡丹園）
・時 期 ５月

・内 容 須賀川牡丹園内周遊スタンプラリーなど

円谷幸吉選手顕彰ラッピング（配電用地上機器）
・時 期 ３月

・内 容 円谷幸吉メモリアルパーク内

オリンピック・パラリンピック強化指定選手奨励金交付
・時 期 ６月

・内 容 強化指定選手への奨励金交付

令和3年4月2日 須賀川市記者会見 【担当：生涯学習スポーツ課、観光交流課】

19
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「二人の円谷」年間スケジュール（予定）

「二人の円谷」顕彰タイアップ事業

令和3年4月2日 須賀川市記者会見 【担当：企画政策課】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

M78星雲光の国姉妹都市提携記念イベント(牡丹園内) 観光交流課

オリンピック・パラリンピック強化指定選手奨励金交付 生涯学習スポーツ課

円谷幸吉メモリアルマラソン大会 生涯学習スポーツ課
大
会

特撮アーカイブセンター　開館１周年記念イベント 文化振興課

円谷英二ミュージアム　上映会
企画課

（市民交流ｾﾝﾀｰ）

競技スポーツ推進事業（幸吉賞の表彰） 生涯学習スポーツ課

2022年（令和4年）
事業 担当課

2021年（令和3年）

「二人の円谷」顕彰
タイアップ事業

20



質疑応答
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震災復興アーカイブについて

震災復興アーカイブ事業

【概要】

未曾有の被害をもたらした東日本大震災から10年、

新たな未来へ歩み続ける「須賀川のまち」の姿を

写真や映像で振り返ります。

令和3年4月2日 須賀川市記者会見 【担当：行政管理課】 22



震災復興アーカイブについて

震災復興アーカイブ事業

令和3年4月2日 須賀川市記者会見 【担当：行政管理課】

【主な事業内容】

① アーカイブ映像の制作

本市の今の映像と震災以降の写真などを素材とし、

記録映像として残します。

・ 震災時の写真と現在の映像を対比できる構成
・ ドローンを活用した上空からの撮影 など
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震災復興アーカイブについて

震災復興アーカイブ事業

令和3年4月2日 須賀川市記者会見 【担当：行政管理課】

【主な事業内容】

② 「創造的復興の歩み」概要版の作成

復興計画を推進してきたこれまでの経過について、

写真を中心に記録としてまとめます。

Ａ４判カラー８ページ （予定）
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震災復興アーカイブについて

震災復興アーカイブ事業

令和3年4月2日 須賀川市記者会見 【担当：行政管理課】

【主な事業内容】

③ 市民交流センター（tette）、各公民館での展示

アーカイブ映像や、震災当時と今とを比較できる写真を

展示し、復興に向けて歩んできた本市を広く市民と共有

します。

市内９か所で開催 予定

25



質疑応答
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市民交流センター tｅｔｔｅ の受賞について

第36回 日本図書館協会建築賞の受賞について

公共図書館２館、大学図書館２館の計４館が

審査され、須賀川市民交流センターｔｅｔｔｅが

受賞館に選ばれました。

令和3年4月2日 須賀川市記者会見 【担当：市民交流センター総務課】

【概要】

日本図書館協会建築賞は、昭和60年(1985年)に「優れた
図書館建築を顕彰し、それを広く世に知らせることによって、
図書館建築の質の向上を図ること」を目的に行われています。

27

◆ライブラリーオブザイヤー2020優秀賞(昨年11月)との

ダブル受賞は東北初!!



１　評価内容

　　市民交流センターｔｅｔｔｅが、この度、日本図書館協会建築賞を受賞しました。

　　評価された点としては、街への馴染ませ方や、開館までのプロセス、そして多機能融合型図

　書館における資料配置とサービスの展開方法などが挙げられました。

　　具体的には、積層するフロアをずらして、上下のつながりがわかり光も入る吹き抜けや、

　外部テラスを各方面に生み出していることなどです。

　　施設の機能としては、図書館、公民館、子育て支援施設、ミュージアムを、従来型の区分で

　はなく、利用者の活動を「まな　ぶ」「つくる」「あそぶ」など９つの動詞に変換し、場の組

　でみ換えを試み、図書館の本をその区分にあわせて排架していること。日常生活と行動と本を

　つなげる考え方のもと、本のラベル、サイン、ウェブサイトなどを統一したデザインシステム

　で分かり易くまとめ仕上げていることなどです。

　　さらに、市の関係部署と設計者等のチーム体制の構築や、市民ワークショップも頻繁に開催

　し、機能融合を目指すコンセプトが確立されたことが評価されました。

２　受賞歴

応募総数等 受賞年月日

(1) 照明優秀技術賞((一財)照明学会東北支部) 受賞数4件 R1.5.15

(2) 日本サインデザイン賞銀賞・審査委員特別賞 応募総数299件中、上位20件 R1.7.23

(3) グッドデザイン賞ベスト１００ 応募総数4,772件中、上位100件 R1.10.31

(4) グッドデザイン賞金賞（経済産業大臣賞） 応募総数4,772件中、上位20件 R1.12.4

(5) ディスプレイ産業賞奨励賞(円谷英二ミュージアム) 応募総数119件中、上位24件 R1.11.11

(6) 日本建築学会賞(作品)現地審査 応募総数38件中、上位9件 R1.12

(7) 日本建築学会作品選集 R2.3

(8) 日本建築学会作品選奨 応募総数96件中、上位12件 R2.3

(9) JIA優秀建築賞(日本建築家協会) 応募総数187件中、上位6件 R2.3.8

(10) 東北建築賞(日本建築家協会東北支部) 応募総数24件中、上位5件 R2.5.16

(11)
まちのチカラを引き出したPPPアワード2020
 賑わいづくり賞（日経BP総合研究所）

応募総数25件
賑わいづくり部門1位

R2.9.30

(12)
Library of the Year2020優秀賞
(NPO法人知的資源イニシアティブ)

二次審査12件中
優秀賞4件

R2.11.5

(13) 第61回BCS賞(一般社団法人日本建設業連合会) 申請75件中、受賞数15件 R2.12.18

(14) 第36回図書館建築賞(公益社団法人日本図書館協会) 申請4件中、受賞1件 R3.3.3

日本図書館協会建築賞受賞に係る評価内容及び受賞歴

受　　賞　　名
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６ その他
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