
週刊 避難者応援情報紙

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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14２ 火

復興庁が、南相馬市の住民意向調査の調査結果を発表

しました。

帰還の意向については、「震災当時の住居に住んでい

る」と「戻ることを決めている」を合わせると50.8％

になり、前回調査した平成25年の結果と比較すると、

21.5ポイント上回りました。

４ページをご覧ください。

2月15日発行

Vol.295

●東京電力

13.5 37.3 13.9 10.2 15.7 9.3

震災当時の住居に
住んでいる

戻ることを
決めている

まだ判断が
つかない

震災当時の地区には
戻らないが、南相馬
市内に住みたい

南相馬市には
戻らない

無回答
●交流ルームひばり通信

●JR東日本水戸支社

●新潟県



3,540

人 数

合 計

市町村

1塙町

1矢祭町

南相馬市民の避難状況 ※南相馬市外に避難している人数

【都道府県別】 平成29年2月9日現在

都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数

福島県 3,540 群馬県 113 兵庫県 18 広島県 5 宮崎県 1

宮城県 1,314 北海道 54 愛知県 17 大分県 5 和歌山県 -

東京都 481 長野県 51 京都府 16 富山県 3 鳥取県 -

茨城県 470 山梨県 49 福井県 12 愛媛県 3 徳島県 -

新潟県 460 秋田県 42 沖縄県 12 佐賀県 3 高知県 -

山形県 452 岩手県 36 滋賀県 9 三重県 2 熊本県 -

埼玉県 423 静岡県 32 岐阜県 8 山口県 2 鹿児島県 -

栃木県 326 石川県 28 岡山県 8 香川県 2 海外 10

千葉県 275 大阪府 23 福岡県 8 奈良県 1 合 計 8,606

神奈川県 265 青森県 18 長崎県 8 島根県 1

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

福島市 900 喜多方市 32 大玉村 9 磐梯町 4

相馬市 842 本宮市 31 棚倉町 9 泉崎村 4

いわき市 528 会津坂下町 22 田村市 8 楢葉町 3

郡山市 423 鏡石町 15 南会津町 7 天栄村 2

会津若松市 163 西郷村 14 金山町 7 鮫川村 2

新地町 145 桑折町 14 会津美里町 6 浅川町 2

二本松市 82 猪苗代町 14 矢吹町 6 小野町 2

須賀川市 76 川俣町 13 古殿町 5 国見町 1

伊達市 70 西会津町 11 北塩原村 5

白河市 47 三春町 10 広野町 4

71,561人平成23年3月11日現在の人口

6,766人市内転居

15,953人

11人

10,601人

5,341人

8,606人

(5,066人)

8,606人

47,002人

2,055人

3,124人

35,057人

計

所在不明

転出

死亡（震災以外の死亡含む）

その他

計

（うち福島県外）

市外の知人宅や借上げ住宅等

市外避難者

計

市内の仮設住宅

市内の知人宅や借上げ住宅等

自宅居住

市内居住者

56,315人71,561人計

42,988人47,116人原町区

12,195人11,603人鹿島区

1,132人12,842人小高区

平成29年
2月9日現在の

居住者数

平成23年
3月11日現在の

人口

※平成23年3月11日以降の転入者および他市町村
からの避難者を含むため、避難の状況の市内居
住者数と合計の数が異なります。

南相馬市からのお知らせ

被災自治体News

(他市町村からの避難者 2,628人)

(2/2  8,646)
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昨年の追悼式

被災自治体News

南相馬市東日本大震災追悼式の開催について

2月10日HP更新

問い合わせ 健康福祉部 社会福祉課 0244-24-5243

平成２３年３月１１日の東日本大震災により犠牲となられた方々に対し、６年を迎えるこの日に哀

悼の意を捧げるとともに市の復興と創造を誓うため、南相馬市東日本大震災追悼式を開催します。

とき

３月１１日（土） 受け付け 午後１時１５分（大ホールへの入場)

開始 午後２時１５分

終了 午後３時３０分

ところ

南相馬市民文化会館「ゆめはっと」大ホール

内容

開式の辞

市民歌斉唱

市長式辞

～国追悼式の中継～

文仁親王同妃両殿下御臨席

開式の辞

国歌斉唱

黙とう

内閣総理大臣式辞

文仁親王殿下のおことば

追悼の辞

遺族代表のことば

主催者、来賓、遺族全員による献花

閉式の辞

その他

・ 遺族の代表の方には案内状を送付しますが、案内状にかかわらずどなたでも参列いただけま

す。

・ 一般参列者の方のために、ゆめはっとロビーに記帳所を設けます。

・ 供花、供物などは辞退いたします。献花用の生花は市で用意します。

・ 平服でお越しください。

・ 駐車場は、ゆめはっと西側（旧文化センター跡）駐車場および原町保健センター駐車場を

ご利用ください。

・ 当日の午後２時４６分には、お亡くなりになられた方の冥福を祈り、サイレンを鳴らします。

TEL

浜通り×さんじょうライフvol.295 3
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平成28年度「住民意向調査」調査結果【速報版】の公表について

2月14日復興庁HP更新

15.7％南相馬市以外に住みたい(住んでいる)

12.9％
当時の住居以外(同じ地区)に住みたい(住
んでいる)

当時の住居以外(南相馬市内の別地区)に住
みたい(住んでいる)

当時の住居に住みたい 24.4％
戻ることを決
めている

+21.5％29.3％50.8％

13.5％震災当時の住居に住んでいる

▲0.2％

▲30.1％

前回比

26.1％

44.0％

平成25年

10.2％

13.9％

平成28年

25.9％
戻らないと決
めている

まだ判断がつかない

40.1％介護・福祉サービスに不安があるから

53.0％原子力発電所の安全性に不安があるから

51.8％生活に必要な商業施設などが元に戻りそうにないから

39.8％放射線量の低下、除染の効果に不安があるから

61.1％医療環境に不安があるから

浜通り×さんじょうライフvol.2954

47.4％生活に必要な商業施設などが元に戻りそうにないから

53.2％医療環境に不安があるから

52.9％すでに恒久住宅を取得したから

46.0％避難先の方が利便性がいいから

54.8％原子力発電所の安全性に不安があるから
住民意向調査
速報版を
添付しました。

※南相馬市の世帯

問い合わせ 復興企画部 企画課 0244-24-5358TEL

調査概要

調査主体 復興庁、福島県、南相馬市

調査対象 避難指示が解除された地域に住民登録していた世帯の代表者（３,７４６世帯）

調査時期 平成２８年１１月２１日～１２月５日

回答者数 ２,４０７世帯（回収率 ６４.３％）

調査結果のポイント

市民の現状や今後の帰還時期、帰還の判断に必要な条件、市外居住の状況などを把握し、今

後の施策検討のための基礎的情報収集などを目的に実施（記名式）

(1)避難指示解除後の帰還意向（将来の定住意向）

(2)現時点で将来の定住先について判断できない理由（上位抜粋）

※避難指示解除後の帰還意向で「現時点では、まだ判断がつかない」と回答した方のみ回答

(3)南相馬市以外に住みたい(住んでいる)理由（上位抜粋）

※避難指示解除後の帰還意向で「南相馬市以外の場所に住みたい（住んでいる）」と回答した方のみ回答



被災自治体News

4月1日採用 臨時職員を募集します

2月13日HP更新

事務補助、なんでも相談受付業務等

職種および勤務条件

1 事務補助（※）

2 なんでも相談受付業務（パート）

3 食品放射能測定業務

総務課 0244-24-5222業務内容問い合わせ先

南相馬市役所
小高区役所
鹿島区役所
原町保健センター

配属先

パソコン（エクセル・ワード・インターネット）の操作が可能な方応募資格要件

15人程度採用予定人数

日給6,700円賃金

午前8時30分～午後5時15分就業時間

各課の事務補助業務（各種データ入力、書類整理、窓口対応など）業務内容

次ページへ続きます

生活環境課 0244-24-5240業務内容問い合わせ先

南相馬市放射線対策総合センター
（南相馬市原町区萱浜字巣掛場45－76）

配属先

パソコン（エクセル・ワード・インターネット）の操作が可能な方
普通自動車免許第1種（AT可）

応募資格要件

1人採用予定人数

時給860円賃金

午前10時～午後5時就業時間

・電話による相談予約受付
・当日の相談者の予約確認
・来客案内
・パソコンによる簡単なデータ入力
○火曜～金曜の週4日勤務となります。

業務内容

生活環境課 0244-24-5231業務内容問い合わせ先

原町区内の生涯学習センター配属先

パソコン（エクセル・ワード・インターネット）の操作が可能な方
普通自動車免許第1種（AT可）

応募資格要件

1人採用予定人数

日給6,700円賃金

午前8時30分～午後5時15分就業時間

・食品等の放射線簡易分析
・検査結果の取りまとめおよび報告
・検査結果についての説明など

業務内容

浜通り×さんじょうライフvol.295 5
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浜通り×さんじょうライフvol.2956

農政課 0244-24-5261業務内容問い合わせ先

南相馬市役所配属先

猟銃の所持許可
普通自動車一種免許(AT可)

応募資格要件

1人採用予定人数

日給6,400円賃金

午前8時30分～午後5時15分就業時間

・市内一円の見回り業務
・住民からの報告による対応、相談業務
・サル、イノシシなどの有害鳥獣の追い払い、捕獲業務
○狩猟経験者の方

業務内容

次ページへ続きます

農政課 0244-24-5261業務内容問い合わせ先

原町生涯学習センター
（南相馬市原町区小川町322-1）

配属先

パソコン（エクセル・ワード・インターネット）の操作が可能な方
普通自動車免許第1種（AT可）

応募資格要件

1人採用予定人数

日給7,700円賃金

午前8時30分～午後5時15分就業時間

・農産物など放射性物質の測定、結果の公表
・土壌の採取および測定
・農業用水の採水および測定
・データ入力作業

業務内容

小高区市民福祉課 0244-44-6713業務内容問い合わせ先

小高区役所配属先

普通自動車免許第1種（AT可）応募資格要件

5人程度採用予定人数

(1)日給7,000円
(2)(3)日給10,500円

賃金

3交代制となります。
(1)午前8時～午後4時45分
(2)午後4時～午前0時45分
(3)午前0時～8時45分

就業時間

・原発事故による旧警戒区域（小高区全域・原町区南部)内の巡回、盗難防止、火災の初期
発見など
＊小高区役所へは自家用車で出勤後、数人の班体制にて公用車で巡回業務
※マイカー通勤可能な方

業務内容

4 有害鳥獣選任員

5 農作物放射能測定業務

6 小高区屋外警備業務

雇用期間

４月１日～６月３０日

ただし、勤務実績などに応じ３カ月ごとに雇用更新する場合があります。



被災自治体News

次ページへ続きます

教育総務課 0244-24-5282業務内容問い合わせ先

教育委員会配属先

パソコン操作が可能な方応募資格要件

1人採用予定人数

日給6,500円賃金

・月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分（休憩60分）

就業時間

教育委員会事務局内において事務の補助を行います。
・書類作成のためのパソコン入力
・来客、電話の応対や取り次ぎ
・ファイリングなどによる書類の整理
・その他教育委員会事務に関わる補助業務など

業務内容

TEL

週休日

週休二日制

加入保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

※ №1の臨時職員については、午前９時～午後４時（６時間）の勤務も対応可能です。

ご相談ください。

応募条件

各職種に応じた資格免許

普通自動車運転免許

応募方法

履歴書に希望職種を記入の上、下記まで提出してください。（郵送可）

後日、面接試験の日程をお知らせします。

※資格免許を有する方は、コピーを同封してください。

提出期限

２月２４日（金）必着

【書類提出・問い合わせ先】

南相馬市役所 総務部総務課 人事給与係

〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

0244-24-5222

事務補助、学習支援員等

職種および勤務条件

1 事務補助

浜通り×さんじょうライフvol.295 7



2 学習支援員

3 学校介助員

4 学校給食調理員

被災自治体News
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学校教育課 0244-24-5283業務内容問い合わせ先

小中学校配属先

小中学校いずれかの教員免許を有する方応募資格要件

5人採用予定人数

教員実務経験 5年未満 日給8,200円
教員実務経験 5年以上 日給8,900円

賃金

・月～金曜日
午前8時～午後4時30分（休憩45分）

※学校長期休業中は、年間20日以内での勤務がありますが、それ以外は勤務を要しない日
となります。

就業時間

市内の小中学校において学習活動上のサポート業務を行います。
・発達障がいなどを有する児童生徒に対する学習支援や学習活動上における安全確保
・問題行動や被災などにより特別の支援が必要とされる児童生徒に対する学習支援や相談
など

業務内容

次ページへ続きます

学校教育課 0244-24-5283業務内容問い合わせ先

小中学校配属先

資格要件なし応募資格要件

1人採用予定人数

日給8,200円賃金

・月～金曜日
午前8時～午後4時30分（休憩45分）

※学校長期休業中は、年間20日以内での勤務がありますが、それ以外は勤務を要しない日
となります。

就業時間

児童生徒の学校生活における介助を行います。
・車いすでの教室移動の補助
・食事、排泄の補助など

業務内容

学校教育課 0244-24-5283業務内容問い合わせ先

小中学校配属先

・資格要件なし
・調理師免許を有する方を優遇

応募資格要件

1人採用予定人数

調理師免許なし 日給6,700円
調理師免許あり 日給7,100円

賃金

・月～金曜日
午前8時～午後4時30分（休憩45分）

※給食のない日は基本的に勤務を要しない日となります。

就業時間

学校給食調理を行います。
・食材の受け取り、下処理、材料カット、調理、配膳、下膳、洗浄作業など

業務内容



5 学校給食食材放射能測定業務

6 保育園給食および清掃業務

7 保育園給食食材放射能測定業務

被災自治体News

学校教育課 0244-24-5283業務内容問い合わせ先

小中学校給食センター配属先

パソコン操作が可能な方応募資格要件

1人採用予定人数

日給6,700円賃金

・月～金曜日
午前8時～午後4時30分（休憩45分）

※給食のない日は基本的に勤務を要しない日となります。

就業時間

主に学校給食などの放射能簡易分析を行います。
・測定器操作
・パソコン入力
・データ管理
・来客、電話の応対や取り次ぎ
・ファイリングなどによる書類の整理
・その他、学校事務補助など

業務内容

次ページへ続きます

幼児教育課 0244-24-5242業務内容問い合わせ先

公立保育園配属先

・資格要件なし
・調理師免許を有する方を優遇

応募資格要件

1人採用予定人数

調理師免許なし 日給6,700円
調理師免許あり 日給7,100円

賃金

・月～土曜日の間で週5日
(1)午前8時～午後4時45分
(2)午前8時30分～午後5時15分
※勤務する保育園によって勤務時間が変わります（休憩60分）

就業時間

給食調理業務および清掃業務を行います。
・給食提供に伴う食品の衛生管理
・食材の受け取り、下処理、材料カット、調理配膳、下膳、洗浄作業
・園内の清掃業務など

業務内容

幼児教育課 0244-24-5242業務内容問い合わせ先

公立保育園
私立保育園

配属先

パソコン操作が可能な方応募資格要件

1人採用予定人数

日給6,700円賃金

・月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分（休憩60分）

就業時間

主に保育園給食などの放射能簡易分析を行います。
・測定器操作
・パソコン入力
・データ管理
・来客、電話の応対や取り次ぎ
・保育園管理業務補助（園内外の清掃など）

業務内容

浜通り×さんじょうライフvol.295 9



8 幼稚園介助員（パート）

9 文化財発掘整理補助

10 事務補助(埴谷島尾記念文学資料館)

被災自治体News
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幼児教育課0244-24-5242業務内容問い合わせ先

公立幼稚園配属先

資格要件なし応募資格要件

5人採用予定人数

時給940円賃金

・月～金曜日
(1)午前8時～午後2時
(2)午前9時～午後3時
※勤務する幼稚園によって勤務時間が変わります（休憩60分）
※幼稚園休業日は基本的に勤務を要しない日となります。

就業時間

幼児の介助補助を行います。
・支援を要する園児の生活援助、指導、活動の援助
・衣服の着脱、食事の際の介助、排泄の介助
・幼稚園教諭の補助など

業務内容

次ページへ続きます

文化財課 0244-24-5284業務内容問い合わせ先

文化財整理室配属先

資格要件なし応募資格要件

2人採用予定人数

日給6,700円賃金

・月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分（休憩60分）

就業時間

文化財整理室において事務補助および発掘調査出土品の整理作業を行います。
・出土品の水洗い、組み立て
・図化作業（作図）
・写真整理、データ入力など

業務内容

中央図書館 0244-23-7789業務内容問い合わせ先

埴谷島尾記念文学資料館配属先

パソコン操作が可能な方応募資格要件

1人採用予定人数

日給6,700円賃金

・就業日は文学資料館勤務表による
午前8時30分～午後5時15分（休憩60分）

※土・日・祝日も勤務あり（週休二日制）

就業時間

埴谷島尾記念文学資料館（小高区）において事務の補助を行います。
・書類作成のためのパソコン入力
・来館者対応、電話応対や取り次ぎ
・ファイリングなどによる書類の整理
・公用車を運転しての文書の受け渡し
・その他資料館事務に関わる補助業務など

業務内容
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雇用期間

４月１日～６月３０日

※ただし、勤務実績などに応じ、３カ月ごとに雇用更新する場合があります。

加入保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

応募条件

各職種に応じた資格免許

普通自動車運転免許

応募方法

履歴書に希望職種を記入の上、下記まで提出してください。（郵送可）

後日、面接試験の日程をお知らせします。

※資格免許を有する方は、コピーを同封してください。

募集期限

２月２４日（金）必着

【書類提出・問い合わせ先】

南相馬市教育委員会 教育総務課 総務係

〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

0244-24-5282TEL

今週の番組（90分） ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 市長定例会 2月記者会見 [20分]

3. 寒さを吹き飛ばせ！冬まつりinはらまち [20分]

4. 平成28年度 小高4小学校学習発表会

終回 6年生 劇「つなごう小高の絆」後半 [20分]

5. 市長訪問報告(副市長対応)

義援金受納 関場建設株式会社 [2分]

6. 小高から未来へ 島尾敏雄のふるさとを巡る

赤坂憲雄と巡る「いなかぶり」ツアー [25分]

7. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容[2/15～2/22]

今週は、冬の恒例行事「冬まつ
りｉｎはらまち」、多数の来場者
がイベントを楽しんだ様子や小高
４小学校学習発表会「 終回」な
どをお届けします。

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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4月1日採用 嘱託職員を募集します

2月13日HP更新
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鹿島生涯学習センター施設管理人、看護師等

職種および勤務条件

1 鹿島生涯学習センター施設管理人

2 看護師

3 保健師または看護師

文化スポーツ課（鹿島生涯学習センター） 0244-46-5116業務内容問い合わせ先

鹿島生涯学習センター（南相馬市鹿島区寺内字迎田22）配属先

・普通自動車免許第1種（MT）
・危険物乙種第4類または丙種のいずれかの資格を有する方尚可

応募資格要件

1人採用予定人数

月給177,600円賃金

午前8時30分～午後5時15分就業時間

・施設全体の管理(併設の鹿島農村環境改善センター(万葉ふれあいセンター)を含む)
・貸館時の設備設置および説明
・屋外の景観美化(周辺の整備、草刈りなど)

業務内容

次ページへ続きます

健康づくり課（鹿島保健センター） 0244-46-1451業務内容問い合わせ先

鹿島保健センター（南相馬市鹿島区西町三丁目2）配属先

・看護師免許を有する方
・普通自動車免許第1種（AT可）
・パソコン操作が可能な方

応募資格要件

1人採用予定人数

月給238,600円賃金

午前8時30分～午後5時15分就業時間

・市内被災者の健康管理のための訪問活動
・訪問記録の作成 など

業務内容

健康づくり課 0244-24-5336業務内容問い合わせ先

原町保健センター（原町区小川町322-1）配属先

・保健師または看護師免許を有する方
・普通自動車免許第1種（AT可）
・パソコン操作が可能な方

応募資格要件

1人採用予定人数

（保健師） 月給248,200円
（看護師） 月給238,600円

賃金

午前8時30分～午後5時15分就業時間

・妊産婦・乳幼児の健康相談
・家庭訪問（2人体制）での対応
・母子保健事業関係の乳幼児健診 など

業務内容
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高松ホーム 0244-22-2937業務内容問い合わせ先

高松ホーム配属先

介護福祉士もしくは介護職員初任者研修修了者（旧ホームヘルパー2級）を有する方を優遇応募資格要件

2人採用予定人数

【基本給】
（介護福祉士）月給203,600円
（介護職員初任者研修修了者（旧ホームヘルパー2級））月給177,600円
（上記以外）月給167,600円

+
【夜勤手当】
31,000円～38,750円

賃金

3交代のシフト制となります
(1)午前8時30分～午後5時15分
(2)午前9時30分～午後6時15分
(3)午後4時～午前9時

就業時間

・施設入所者、入院患者などの生活全般にわたる介護業務
・食事、入浴、排せつなどの介助 など

業務内容

次ページへ続きます

農政課 0244-24-5261業務内容問い合わせ先

南相馬市役所配属先

・普通自動車免許第1種（AT可）を有し、農業各般に精通している方
※但し、普及指導員資格もしくは農業経営指導経験を有する方優遇

応募資格要件

1人採用予定人数

月給227,100円賃金

午前8時30分～午後5時15分就業時間

・農業者からの各種相談業務、情報提供など
・農業者から経営に関する相談業務
・認定農業者の各種相談業務
・更新に係る書類手続きおよび情報提供など

業務内容

4 寮母・寮父

5 農業経営改善支援相談員

雇用期間

４月１日～平成３０年３月３１日

※ただし、勤務実績等に応じ、年度ごとに雇用更新する場合があります。

週休日

週休二日制

加入保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

応募条件

各職種に応じた資格免許

普通自動車運転免許

13浜通り×さんじょうライフvol.295
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次ページへ続きます

教育総務課 0244-24-5282業務内容問い合わせ先

教育総務課配属先

内装工で普通自動車第1種免許を有する方応募資格要件

1人採用予定人数

月給266,600円賃金

・月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分（休憩60分）

就業時間

市内小中学校や公共施設の営繕を行います。
・クロス修理、張り替え、塗装
・トイレ踏み台、スロープ、掲示板などの材料調達・加工・運搬
・物品の配達、施設の修理、点検など

業務内容

応募方法

履歴書に希望職種を記入の上、下記まで提出してください。（郵送可）

後日、面接試験の日程をお知らせします。

※資格免許を有する方は、コピーを同封してください。

募集期限

２月２４日（金）必着

【書類提出・問い合わせ先】

南相馬市役所 総務部総務課 人事給与係

〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

0244-24-5222TEL

幼児教育課 0244-24-5242業務内容問い合わせ先

公立保育園配属先

保育士資格を有する方応募資格要件

16人採用予定人数

月給202,100円賃金

・月～土曜日の間で週5日
午前7時～午後7時の間で1日7時間45分勤務

※週38.75時間の変則勤務

就業時間

0～5歳児の保育を行います。
・基本的生活習慣を身につけるための援助
・食事、排泄、お昼寝などのお世話
・年齢に応じた遊びの援助や各種行事の準備、指導

業務内容

営繕大工(内装工)、保育士等

職種および勤務条件

1 営繕大工(内装工)

2 保育士



3 保育所看護師

4 幼稚園教諭

5 預かり保育幼稚園教諭

被災自治体News

次ページへ続きます

幼児教育課 0244-24-5242業務内容問い合わせ先

公立保育園配属先

看護師または准看護師免許を有する方応募資格要件

1人採用予定人数

月給203,600円賃金

・月～土曜日の間で週5日
午前7時～午後7時の間で1日7時間45分勤務

※週38.75時間の変則勤務

就業時間

園児の健康管理・保育業務を行います。
・園児の健康管理、成長記録、測定など
・アレルギー児の対応
・0～5歳児の保育（食事、排泄、お昼寝などのお世話）
・年齢に応じた遊びの援助や各種行事の準備、指導

業務内容

幼児教育課 0244-24-5242業務内容問い合わせ先

公立幼稚園配属先

幼稚園教諭または保育士資格を有する方応募資格要件

4人採用予定人数

月給161,700円賃金

・月～金曜日
午後1時15分～6時15分（休憩0分）

・土曜日
午前8時～午後6時15分（休憩60分）

※週34.25時間の変則勤務

就業時間

市内公立幼稚園で、幼稚園降園後に保育が必要な園児の預かり保育を行います。
・自由遊び、季節に応じた遊び、音楽的な遊び、製作活動
・絵本の読み聞かせやワーク
・おやつ、お昼寝などの対応
・3歳児に対しては生活習慣援助（トイレ）など

業務内容

幼児教育課 0244-24-5242業務内容問い合わせ先

公立幼稚園配属先

幼稚園教諭免許を有する方応募資格要件

1人採用予定人数

月給202,100円賃金

・月～金曜日
(1)午前7時30分～午後4時15分
(2)午前8時～午後4時45分
※いずれも休憩60分の交代制勤務

就業時間

3～5歳児いずれかのクラス担任として、幼稚園教育課程に基づくクラス運営全般を行いま
す。
・運動や音楽、遊びなどを通じての教育
・園児の安全、健康面の管理など

業務内容
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6 放課後児童クラブ支援員補助員

7 埋蔵文化財調査員

8 市史編さん編集員

被災自治体News
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次ページへ続きます

幼児教育課 0244-24-5242業務内容問い合わせ先

児童クラブ配属先

・支援員：保育士・社会福祉士資格、教員・幼稚園教諭免許を有する方のほか基準に該当
する方
・補助員：資格要件なし

応募資格要件

5人採用予定人数

支援員 月給143,500円
補助員 月給131,900円

賃金

・月～金曜日
午後0時30分～6時（休憩0分）

・土曜日
午前7時30分～午後6時の間で5.5時間勤務（休憩0分）

※週35.5時間の変則勤務
※月～金曜日のうち週1回は午前7時30分～午後6時の時間内で8時間勤務(休憩60分)あり
※夏･冬・春休みなどは、午前7時30分～午後6時の間で5.5時間勤務と週1回の8時間勤務

就業時間

市内の小学校､児童センターに設置された放課後児童クラブで児童の生活指導を行います。
・自由遊び、集団遊び、スポーツ活動、生活指導など

業務内容

文化財課 0244-24-5284業務内容問い合わせ先

文化財整理室配属先

大学などで考古学を専攻し、パソコン操作ができる方で、普通自動車第1種免許を有する方応募資格要件

1人採用予定人数

月給265,000円賃金

・月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分（休憩60分）

就業時間

埋蔵文化財発掘調査に関わる業務を行います。
・発掘調査の実施（測量、記録作成、写真撮影、作業員への指示・管理など）
・整理調査の実施（出土遺物の実測、製図、原稿執筆、報告書作成など）

業務内容

文化財課 0244-24-5284業務内容問い合わせ先

博物館内市史編さん室配属先

大学などで歴史分野を専攻し、パソコン操作ができる方で、普通自動車第1種免許を有する
方

応募資格要件

2人採用予定人数

月給177,600円賃金

・月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分（休憩60分）

就業時間

南相馬市博物館で郷土史編さん発行を目的に原町市史・小高町史・鹿島町史に係る調査、
整理、編集を行います。

業務内容
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中央図書館 0244-23-7789業務内容問い合わせ先

各図書館配属先

司書または司書補の資格を有し、普通自動車第1種免許を有する方応募資格要件

1人採用予定人数

月給202,100円賃金

・図書館勤務表による交代制
(1) 午前8時30分～午後5時15分（休憩60分）
(2) 午前9時～午後5時45分（休憩60分）
(3)午前11時30分～午後8時15分（休憩60分）
※土日祝日も勤務あり（週休二日制）

就業時間

中央図書館や鹿島図書館、小高図書館において司書業務を行います。
・図書の貸出や返却業務
・資料整理や資料収集業務など

業務内容

9 司書

雇用期間

４月１日～平成３０年３月３１日

※ただし、勤務実績等に応じ、年度ごとに雇用更新する場合があります。

※定年制あり ６５歳 （満６５歳に達する年度を越えて雇用はいたしません。）

加入保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

※№６児童クラブ支援員補助員は非常勤公務災害に加入

応募条件

各職種に応じた資格免許

普通自動車運転免許

応募方法

履歴書に希望職種を記入の上、下記まで提出してください。（郵送可）

後日、面接試験の日程をお知らせします。

※資格免許を有する方は、コピーを同封してください。

募集期限

２月２４日（金）必着

【書類提出・問い合わせ先】

南相馬市教育委員会 教育総務課 総務係

〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

0244-24-5282TEL
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被災自治体News

浪江町住民懇談会の開催状況について

2月10日HP更新
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浪江町からのお知らせ

164
いわき市文化センター 大ホール
(いわき市平字堂根町1-4)

2月2日(木)いわき

227
サンライフ南相馬 集会室
(南相馬市原町区小川町322-1)

2月6日(月)南相馬

115
星陵会館 ホール
(東京都千代田区永田町2－16－2)

2月7日(火)東京

2月10日(金)

2月1日(水)

1月31日(火)

1月29日(日)

1月28日(土)

1月27日(金)

1月26日(木)

開催日

福島

ひたちなか

仙台

23
大阪会館 D会場
(大阪府大阪市中央区本町4－1－52)

午前10時
～正午

大阪

146
福島テルサ FTホール
(福島市上町4－25)

142
ビッグパレットふくしま コンベンションホール
(郡山市南二丁目52)

郡山

81
仙台国際センター 大会議室「橘」
(宮城県仙台市青葉区青葉山無番地)

180
安達文化ホール ホール
(二本松市油井濡石1-2)

二本松

38
ワークプラザ勝田 多目的ホール
(茨城県ひたちなか市東石川1279)

133
地域スポーツセンター サブアリーナ
(浪江町大字権現堂字下馬洗田5-2)

午後1時30分
～3時30分

浪江

参加人数場所時間会場

国から避難指示解除に向けた考え方などについての説明、「浪江町復興計画【第二次】策定委

員会」がとりまとめている浪江町復興計画【第二次】（案）の概要の説明、また、町民の皆さまと意

見交換を行う、浪江町住民懇談会の開催状況をお知らせします。

住民懇談会の内容

1. 説明

(1) 環境省 福島環境再生事務所

浪江町における除染および廃棄物処理について

(2) 原子力災害現地対策本部

浪江町の復興・再生に向けた取り組みについて

（避難指示解除に関する国の考え方）

(3) 浪江町

「避難指示解除に関する有識者検証委員会」フォローアップ会合報告書および浪江町復興

計画【第二次】について

2. 意見交換

問い合わせ 復興推進課 復興企画係 0243-62-4731TEL



被災自治体News

復興に向けた国の取り組みを確認

2月9日HP更新

富岡町からのお知らせ

２月８日、富岡町役場郡山事務所 桑野分室（議場）において、全員協議会を開催し、内閣府か

ら当町の復興に向けた国の取り組みについて説明を受けました。

議員からは、国の取り組みに対して大筋で理解はするものの、細かな部分でまだ検討する余地

があり、さらなる取り組みの強化を求める声が多く聞かれました。

出された主な意見は以下のとおりです。

○さらなる放射線量の低減

年間被ばく線量１ミリシーベルトという目標に向かって、

フォローアップ除染を徹底すること

○交通安全対策の推進

県道の拡幅、修繕工事を早急に進めること

○行政サービスの維持に対する支援の継続、強化

国からの継続した人材派遣を実施するとともに、他の

自治体への派遣要請を行うこと

○帰還困難区域の方向性の明示

今後、帰還困難区域をどうするか、国としての考えをしっかりと明示すること

○危険家屋の解体の推進

町内にある危険家屋について、早急な解体を実施すること

○鳥獣被害対策の強化

有害鳥獣対策に要する経費（電気柵など）に補助金を支給すること

問い合わせ 議会事務局 0120-33-6466

富岡町避難指示解除に係る住民説明会の質疑応答内容について

2月14日HP更新

富岡町の避難指示解除に係る国による住民説明会が１月２９日に東京都墨田区で行われ、８８

人の方が出席しました。

説明会での質疑応答内容を
添付しました。

※富岡町の世帯

問い合わせ 総務課 0120-33-6466
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被災自治体News

不安払しょくにつながる安全の確保と安心の提供を要望

2月9日HP更新

町は、２月７日、高木陽介原子力災害現地対策本部長（経済産業省副大臣）に対し、住民説明

会などで質問や要望が多かった放射線量の低減や町民の生活再建、帰還後の行政サービスの

充実など、帰還開始はもとよりその後の復興を見据えた国の積極的な取り組みを緊急要望しまし

た。

問い合わせ 富岡町役場 0120-33-6466

緊急要望書を添付しました。

※富岡町の世帯

宮本町長は「避難指示解除に関する住民説明会で町民

からいただいたご意見に基づく課題を取りまとめた。不安を

確実に払しょくする安全・安心の確保にむけた対応を願う」

と強く要望。

高木本部長は「避難指示解除とその後の復興に関する要

望を受け止める。復興を実感し、そして自信がもてる町とな

るように、関係機関と連携し真摯に対応する」と明言しました。

問い合わせ 震災復興支援課 広域支援対策室 025-282-1732TEL

提出期限
２月２４日（金）必着

該当する世帯には書類を郵送しましたが、4月1日以降も入居を希望する方も、3月31日

までに退去する予定の方も、期限までに書類を提出してくださるようお願いします。

■4月1日以降も入居を希望する場合

・新潟県借上げ住宅使用貸借契約書 ２通

■3月31日までに退去する予定の場合

・退去予定事前連絡票

※「新潟県借上げ住宅明渡し届」について

仲介業者(または貸主)と三条市役所福祉課に連絡の上、退去日の１カ月前までに

提出してください。
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●主な駅までの運賃

富岡駅～原ノ町駅 670円

富岡駅～相馬駅 970円

富岡駅～いわき駅 670円

ＪＲ東日本水戸支社では、竜田駅～原ノ町駅間に列車代行バスを運行していますが、富岡

駅（東京電力ホールディングス(株)旧エネルギー館前）に停車する準備が整ったことから、

列車代行バスを「富岡駅」に停車いたします。

※乗車の際は、あらかじめJR線の

切符をお買い求めいただくか、

車内でお支払いください。

なお、車内では、つり銭を用意

しておりませんので小銭をご用

意ください。
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※富岡駅前交通広場が改良工事中のため、当面の間は

東京電力ホールディングス(株)旧エネルギー館前に

停留所を設置いたします。



福島復興本社

次ページへ続きます

２月１３日

当社は、これまで当社事故発生時点で持ち家にお住まいであった方に対する住居確保にかかる

費用の賠償として、移住先住居の再取得費用および帰還先住居の建替え・修繕費用のうち、必要か

つ合理的な追加的費用を賠償上限金額※1の範囲内でお支払いしております。

このたび、本年１月３１日に開催された原子力損害賠償紛争審査会において移住先標準宅地単価

が見直されたことを踏まえ、以下のとおり、賠償上限金額を見直しさせていただくことといたしましたの

でお知らせいたします。

１．見直しの対象となるご請求者さま

当社事故発生時点にお住まいであった住所と同一所在に、宅地または借地権のいずれかを所有・

設定されている方のうち、原子力損害賠償紛争審査会で移住先標準宅地単価の見直された本年

１月３１日（以下「基準日」）以降、住居確保にかかる費用の賠償において、「移住先住居の再取得費

用」を新規にご請求される方を対象とさせていただきます。

なお、すでに「移住先住居の再取得費用」をご請求いただいている場合でも、基準日時点におい

て、「確定賠償」※2の金額が、見直し前の賠償上限金額に達していない方につきましては見直しの

対象とさせていただきます。

２．見直し内容

本年１月３１日に開催された原子力損害賠償紛争審査会において、移住先標準宅地単価が

４１,０００円/㎡から４３,０００円/㎡に見直しされたことに伴い、賠償上限金額における宅地・借地権の

再取得費用について見直しさせていただきます。

３．取扱い見直しの適用時点

基準日以降にご請求された際に適用させていただきます。

４．その他

上記「１．対象となるご請求者さま」につきましては、順次変更内容に関するダイレクトメールをお送

りさせていただきます。また、各ご請求者さまにおける今回の移住先標準宅地単価の見直しによる具

体的な賠償上限金額につきましては、お取り寄せいただくご請求書類にてお知らせいたします。

※1 賠償上限金額は、「宅地・建物・借地権」の賠償金額に、「東京電力株式会社 福島第一、第二

原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補」において示さ

れた算定方法により対象資産ごとに算定した金額を加算して設定させていただいております。

なお、原子力損害賠償紛争審査会における移住先標準宅地単価の見直しにあわせて、賠償上限

金額は都度見直されております。

※2 確定賠償は、費用が実際に発生した後に領収書等をご提出いただき、賠償金をお支払いさせ

ていただくご請求方法です。
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問い合わせ
＜原子力事故による損害に対する賠償に関する問い合わせ先 ＞
福島原子力補償相談室 財物（土地・建物・家財）ご相談専用ダイヤル

0120-926-596 午前9時～午後7時(月～金（除く休祝日))
午前9時～午後5時(土・日・休祝日) 
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≪参考≫

見直し内容イメージ

※1 住宅の再取得費用の算定式は以下のとおり

住宅の再取得費用＝（算定対象資産の想定新築価格－算定対象資産の時価相当額）×７５％

＋住宅の再取得にかかる諸費用

※2 住居確保にかかる費用（持ち家）の賠償において「移住」をご選択されたご請求者さまについて

は、ご請求いたただいた金額がすでにお支払いさせていただいている宅地・建物・借地権の賠償金

額を超えた場合に、超過分を「移住先住居の再取得費用」の範囲内で賠償させていただきます。

【宅地・借地権の再取得費用の算定式】

※3 「東京電力株式会社 福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に

関する中間指針第四次追補」にもとづき、移住を余儀なくされた区域以外にお住まいであった方で

移住先住居の再取得費用をご請求いただく方は、７５％を乗じて算定させていただきます。

※4 借地権をご請求いただいた方は、借地権割合をさらに乗じて算定させていただきます。

※5 宅地・借地権の再取得にかかる諸費用も変更の対象となります。



市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-24-5232 浪江町:平石高田第二工業団地内

（二本松市北トロミ573番地）

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

富岡町:郡山市大槻町西ノ宮48-5

浪江町 0243-62-0123

双葉町 0246-84-5200

富岡町 0120-33-6466

いわき市 0246-25-0500

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

原町区

小高区

6932南相馬市 計

48

4

1

1

3

7

5

27

世帯数

108

10

5

1

6

17

8

61

人数市町村名

浪江町

双葉町

富岡町

いわき市

郡山市

合 計

三条市に避難している
世帯数と人数(2017.2.15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

問い合わせ 0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開館時間] 午前9時30分～午後3時

TEL

E-mail
交流ルーム ひばり（総合福祉センター内）

交流ルームひばり通信

２月・３月の『ひばり』

茶話会

版画教室

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

２月１６日

４日３日２日３月１日２８日２７日２６日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

２５日２４日２３日２２日２１日２０日１９日

１８日１７日
★版画教室 第2・4水曜日午前１０時～正午
★茶話会＆簡単な手芸教室

第1・3・5水曜日午前10時～午後２時

気軽に参加ください。

土金木水火月日
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