
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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被災自治体News

© City of Minamisoma

今週の番組 ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 市長メッセージ ～2017年を振り返って～ [8分]

3. 第30回 野馬追の里健康マラソン記念大会 [30分]

4. イルミネーション点灯式inおだか2017 [12分]

5. 南相馬市・株式会社ヨークベニマル

災害時における協力協定調印式 [5分]

6. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容[12/20～12/27]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

５12 火

市では、株式会社ヨークベニマルと「災害時における生活物資等の供給協力に関する協定」

を締結しました。

調印式は市役所で行われ、桜井市長と株式会社ヨークベニマルの佐藤三治仙南ゾーンマネジ

ャーが協定書に調印しました。

協定は、市内で災害が発生、または発生のおそれがある場合、市からの要請を受けたヨーク

ベニマルが生活物資等を優先的に市に供給、運搬するものです。
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「かしまの一本松」お別れ式

南相馬市からのお知らせ

南相馬市データ放送12月19日更新

かしまの一本松を守る会では「ありがとう かしまの一本松 お別れ式」を開催します。

一本松へのお別れメッセージも募集し、お別れ式当日に会場へ掲示します。ライトアップも実施

します。

(1)お別れ式

【と き】 １２月２７日（水）午前１０時３０分～

【ところ】鹿島区南右田地内一本松自生地

(2)お別れメッセージ

【応募方法】 はがきサイズで郵送または持参

【応募期限】 １２月２４日（日）

(3)ライトアップ

【と き】 １２月２３日（土・祝）、２４日（日）

午後５時～８時

【応募先・問い合わせ先】

〒９７９－２３９２ 南相馬市鹿島区西町一丁目１

鹿島区役所産業建設課

0244-46-2134TEL

「かしまの一本松」

東日本大震災の津波に耐え、復興の象徴となっていた南相馬市鹿島区南右田の

「かしまの一本松」が、防災林整備や枯死などの理由から、１２月２７日に伐採

されることになりました。

伐採された一本松は、かしまの一本松を守る会が活用することになっていて、

表札や木製のオカリナに加工する予定です。

なお、一本松がある南相馬市鹿島区南右田は津波で行政区の全７０世帯が流失

し、５４人が犠牲になりました。現在は、ほぼ全域が住居を新築できない災害危

険区域に指定されています。
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Pepperサミット in 南相馬
全国の小・中学生が人型ロボット「Pepper」用のプログラムを実演・プレゼンする

コンテスト「Pepperサミット in 南相馬」が、12月17日(日)市内のホテルで開かれま

した。

コンテストは原町商工会議所の主催で、市内の少年少女発明クラブをはじめ、大阪、

兵庫などから６チームが参加し、それぞれの地元をＰＲする自作のプログラムを披露し

ました。

コンテストの結果、神奈川県相模原市の相模女子大小学部チームが最優秀賞に輝きま

した。

会場には、Pepperを活用した近未来商店街が併設され、多くの人でにぎわっていま

した。

南相馬市では、国の福島イノベーションコースト構想に基づき、ロボット産業に関す

る政策に取り組んでいます。

© City of Minamisoma
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本宮市復興公営住宅の入居者を募集します（12月28日まで）

12月20日HP更新

5浜通り×さんじょうライフvol.338 

TEL

問い合わせ 浪江町役場 生活支援課 住宅支援係 0243-62-0194TEL

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

●吹上市営住宅の概要

申込期限

１２月２８日（木）必着

申込書

本宮市白沢総合支所に問い合わせいただくか、浪江町ホームページからダウンロードしてくだ

さい。

申込方法

窓口または郵送による提出

【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

（午前８時３０分～午後５時１５分 ※土日祝日を除く）

RC集合3階建て構造など

3LDK間 取 り

不可ペ ッ ト

本宮市仁井田字吹上所 在 地

浪江町からのお知らせ
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浪江町まちづくり会社（仮） 正社員募集について

12月14日HP更新

平成３０年２月に設立されるまちづくり会社の正社員を募集します。

チャレンジ精神にあふれた方と役場が力を合わせてこれから作り上げる会社です。

条件など詳細につきましては、決定次第ホームページなどにてお知らせします。

募集期限

平成３０年１月１２日（金）

職種

応募資格

・高校卒業以上

・普通自動車免許（ＡＴ限定免許可）

・パソコン操作スキル（ワード、エクセル）

・原則として浪江町内に居住できること（町外からの通勤も可能だが、通勤手当の上限あり）

給与・手当・加入保険・休日について

・経理の経験がある方（労務管理の経験があればなお可）

・物事を前向きに捉えられる方

・対話力・行動力がある方

・課題解決策の提案ができる方

・仕事のセルフチェックができる方

・イベントが好きな方

・自分自身と周りを同時に大切にできる方

・上記のことをこれから身に付けたい意志がある方

(2)事務職員

・物事を前向きに捉え、どんな話でも肯定的な姿勢で聴ける方

・対話力のある方

・企画・提案ができ、行動力のある方

・イベント運営が好きな方

・自分自身と周りを大切にできる方

・上記のことをこれから身に付けたい意志がある方

(1)総合業務の職員

雇用・労災・健康・厚生加入保険

家族手当・住宅手当・通勤手当・時間外勤務手当・

休日勤務手当・賞与・昇給年1回あり
各種手当

週休2日制

その他、年末年始休暇、夏季休暇、有給休暇
休日

応相談（15万円～20万円）

当法人給与規定による。
給与

次ページへ続きます
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雇用期間

定年あり

一律 ６５歳

選考期間について

※試用期間あり。（業務開始後、３カ月）

応募用紙について

まちづくり会社エントリーシートに必要事項を記入し、下記のとおりご応募ください。

※エントリーシートはホームページからダウンロードできます。

●メールで応募

浪江町役場産業振興課商工労働係（namie15010@town.namie.lg.jp）へ、「浪江町まちづくり会

社正社員募集」という件名で、記入済みのエントリーシートを添付し、メールで１月１２日（金）まで

にご応募ください。

●郵送で応募

記入済みのエントリーシートを郵送ください。（１月１２日（金）消印有効）

【郵送先】

〒979-1592

浪江町大字幾世橋字六反田7番地2

浪江町役場産業振興課商工労働係

まちづくり会社正社員応募係 宛

●窓口で応募

浪江町役場本庁舎３階 産業振興課商工労働係窓口まで、記入済みのエントリーシートを１月

１２日（金）までに提出してください。

平成30年3月中旬採用説明

平成30年2月中旬採用決定

平成30年2月初旬
（面接）

二次選考

平成30年4月2日業務開始

平成30年1月中旬
（電話などによるヒアリング・書類による）

一次選考

問い合わせ 産業振興課 商工労働係 0240-34-0247TEL

浜通り×さんじょうライフvol.338 7



被災自治体News

原子力損害賠償紛争解決センターいわき支所の移転のお知らせ

12月15日HP更新

原子力損害賠償紛争解決センター（ADRセンター） のいわき支所について、１２月１８日から以

下のとおり変更となりました。

移転先 ： いわきセンタービル４階（福島県いわき市平字小太郎町1-6）

受付時間 ： 午前９時～午後５時（平日）

【問い合わせ先】

原子力損害賠償紛争解決センター

0120-377-155

受付時間 ： 午前１０時～午後５時（平日）

12月まるしぇの日は大盛り上がり！
12月９日(土)・10日(日)、毎月恒例のまるしぇの日に合わせ、「復興うつくしま

YOSAKOI相双まつり」が開催されました。

県内外から多数のチームが集結し、晴天の下、迫力の演舞で会場を大いに沸かせまし

た。

また、９日(土)には福岡ソフトバンクホークスから内川選手、上林選手が登場。 お雑

煮のふるまいの餅つきにも参加され、ファンとの交流に会場は笑顔に包まれました。
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被災自治体News

平成30年度双葉町職員（任期付職員）採用候補者試験受験案内

12月13日HP更新

若干名

若干名

若干名

若干名

採用予定
人員

事業用地の調査業務、事業用地取得に係る交渉および契約なら
びに登記業務、事業用地の物件などの調査・積算、補償に関す
る業務

一般行政職
(用地業務)

災害復旧事業(道路、下水道、橋梁)、復興拠点整備事業(造成、
上下水道)に係る設計、積算業務および発注、工事監督業務

土木職

窓口における届出受け付け、相談、助成、広報、指導などの業
務、帳票作成、文書整理、データ入力などに関する業務

一般行政職

仮設住宅、借上住宅居住者、その他住宅在宅者などの健康支援
業務、母子保健、成人保健などに関する指導、保健事業用務

保健師

主な職務内容職 種

次ページへ続きます

双葉町からのお知らせ

双葉町では、昨年１２月に策定した「双葉町復興まちづくり計画（第二次）に基づき、将来的な町

内全域の居住環境整備に向けた第一歩として、帰還困難区域内の一部を「特定復興再生拠点

区域」に設定して、魅力ある住環境と確固たる産業基盤を兼ね備えた町の再興を図るため、

○新たな産業・雇用の場となる「復興産業拠点の整備」（中野地区）

○新たな産業・雇用の場と連携した「新たな生活の場の確保」と「既存市街地の再生」

（JR双葉駅を中心とした低線量区域）

を進めており、平成３４年初春までの特定復興再生拠点区域全域の避難指示解除を目指してい

ます。

町では、復旧・復興事業を速やかに実施していくため、一時的に増加する業務などに対応する

職員が必要なことから、任期の定めのある職員を募集します。

受付期限

平成３０年１月１９日（金）

○ 受け付けは、月曜日から金曜日の業務時間内（午前８時３０分～午後５時１５分）

○ 郵送による申込書提出の場合は、平成３０年１月１７日（水）までの消印有効

○ 申込書は、双葉町いわき事務所総務課（２階事務室）で交付します。また申込書の郵送も可能

です。郵送での請求方法は、【受験手続き(1)②】を参照してください。

○ 申込書の提出先は、双葉町いわき事務所総務課となります。郡山支所および埼玉支所では

受け付けできませんのでご注意ください。また、申込書には添付する書類がありますので、早

めに手続きをお願いします。

試験職種、採用予定人員および主な職務内容
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次ページへ続きます

民間企業(公団・財団を含む)や公的機関(国、地方自治体)などにおいて、
用地取得や登記事務、戸籍(相続調査など)関係事務などに関する実務経験
を5年以上有する者。年齢および学歴は問いません。

一般行政職
(用地業務)

1級もしくは2級土木施工管理技士の資格を有する者(平成30年3月31日ま
でに取得見込み含む)または5年以上の公共土木工事の計画､設計､積算また
は施工管理に関する実務経験を有する者。年齢および学歴は問いません。

土木職

パソコンの基本操作(文書作成や表計算処理など)ができる者。年齢および
学歴は問いません。

一般行政職

保健師資格免許所有者または平成30年4月までに取得見込みの者。年齢お
よび学歴は問いません。

保健師

受 験 資 格
区分試験
（職 種）

福島県いわき市東田町
二丁目19-4
双葉町いわき事務所
TEL:0246-84-5200

場所

平成30年2月中旬まで
に双葉町いわき事務所掲
示場に掲示するほか、合
否の結果を受験者全員に
通知します。

平成30年1月31日(水)
受 付 午前8時30分～8時45分
論文試験 午前9時～10時10分
口述試験 午前10時30分～

合格発表期日

受験資格

次の（1）の資格を有し、（2）の欠格事項の何れにも該当しなければ受験できます。

(1)資格

(2)欠格事項

① 日本の国籍を有しない者

② 成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む。）

③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまで

の者

④ 双葉町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

⑤ 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団

体を結成し、またはこれに加入した者

試験の期日、場所および合格発表

※時間は変更となる場合があります。
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双葉町いわき事務所 総務課行政係
〒974-8212 福島県いわき市東田町二丁目19-4

提 出 先

平成30年1月19日(金)
※郵送の場合、平成30年1月17日(水)までの消印有効

提出期限

①申込書 ②履歴書(市販のものでも可能) ③職務経歴書
④面接カード ⑤身体検査書または健康診断書 ⑥誓約書

提出書類

次ページへ続きます

文章による表現力、課題に対する理解力、内容構成などの能力について論
(作)文による筆記試験を行います。

論文試験

主として、人格、性格を見る目的で面接試験を行います。面接試験

試 験 内 容試験職種

試験の方法および内容

採用および任期

（1）採用は平成３０年４月１日の予定です。

（2）任期は平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで。業務の進捗に応じ、最大５年間まで任

期を延長する場合があります。

※ 受験者本人ならびに第三者に関わらず、採用を有利に運ぶ目的をもって便宜を図るための行

為をした場合は、受験資格を失います。また、採用後この事実が明らかとなった場合は、採用

が取り消されます。

受験手続き

(1)申込書の請求

① 申込書は、双葉町いわき事務所総務課で交付します。（町ホームページからダウンロードする

こともできます。）

② 郵便で申込書を請求する場合には、封筒の表に「任期付職員採用試験申込書請求」と朱書き

し、１２０円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形２号:２４０mm×３３２mm）を必ず同封の

上、郵送してください。

※ 郡山支所、埼玉支所での申込書交付および郵便請求による申し込みはできません。

(2)申し込みの方法

① 申込書を郵送する場合は、封筒の表に「任期付職員採用試験申込」と朱書きし、８２円切手を

貼った宛先明記の返信用封筒（長形３号:１２０mm×２３５mm）と履歴書、職務経歴書、面接カ

ード、身体検査書または健康診断書、誓約書を必ず同封し、「簡易書留」で郵送してください｡

（※後日、受験票を送付します。）

② 受験票を受領したときは、最近６カ月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、

縦６cm×横４.５cm）１枚を写真欄に貼って試験当日必ず持参してください。

※ 受験票がない場合、または受験票に写真が貼っていない場合は受験できません。
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被災自治体News

183,400円～233,900円程度全職共通

給料月額区分試験(職種)

総合得点・順位

開示内容

合格者発表日から1カ月間受験者

開示期間開示請求できる者

問い合わせ 総務課 0246-84-5201TEL

浜通り×さんじょうライフvol.33812

(3)その他

① 受験の際は、黒のボールペンまたは万年筆、「HB」の鉛筆と消しゴムを持参してください。これ

以外の筆記用具は使用できません。また昼食は受験者各自で用意願います。

② 試験当日、自家用車で来る方は、双葉町いわき事務所第一駐車場を利用してください。電車

を利用する方は、常磐線植田駅で降りてください。いわき事務所までは徒歩５分程度です。

給与

（1）給料は町の条例などに基づき、学歴、職歴などにより調整の上決定します。

なお、任期中の昇給はありません。

（2）上記（1）のほか、給与条例の規定に従い、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、

期末手当および勤勉手当などが支給されます。

（3）勤務時間は、1週間当たり３８時間４５分で、週休日および祝日を除いて午前８時３０分から午

後５時１５分までとなります。

（4）年次有給休暇、特別休暇などの各種休暇制度が適用されます。

（5）上記の給料月額は、給与改定により額が変わる場合があります。

試験結果の開示

試験の結果については、双葉町個人情報保護条例第１７条第１項の規定により、口頭で請求で

きます。ただし、電話、はがきなどによる請求では開示できません。受験者本人であることを明らか

にする顔写真入りの書類（運転免許証、旅券など）を持参の上、受験者本人が直接、双葉町いわ

き事務所総務課へおいでください。



11月30日現在

問い合わせ 震災復興支援課 広域支援対策室 025-282-1759TEL

76村上市

22見附市

19十日町市

9加茂市

17小千谷市

179新発田市

647柏崎市

99三条市

225長岡市

1,145新潟市

人 数市町村

46胎内市

14南魚沼市

9魚沼市

30佐渡市

29阿賀野市

54上越市

24五泉市

7妙高市

3糸魚川市

61燕市

人 数市町村

2,776合 計

-粟島浦村

-関川村

38刈羽村

-津南町

11湯沢町

4出雲崎町

-阿賀町

-田上町

-弥彦村

8聖籠町

人 数市町村

■市町村把握分

2,3453 その他（親戚・知人宅等）

2,7761+2+3（市町村把握分）

3592 借上げ仮設住宅

04 病院

175 社会福祉施設

区 分 人 数

1 公営住宅・雇用促進住宅等 72

合 計 2,793

(10/31  2,785) (10/31  2,802)

被災自治体News
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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 0244-22-2111

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

浪江町 0240-34-2111

双葉町 0246-84-5200

富岡町 0240-22-2111

いわき市 0246-22-1111

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

6127南相馬市 計

42

4

1

1

3

6

5

22

世帯数

97

9

5

1

5

16

8

53

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(2017.12.20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

１２月・１月の『ひばり』

ひばり休み

ひばり休み

天皇誕生日

ひばり休み

版画教室

ひばり休み ひばり休み

元日

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

１２月２１日

６日５日４日３日2日１月１日３１日

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

30日２9日２8日２7日26日25日24日

２３日２２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

浜通り×さんじょうライフvol.33814

交流ルーム「ひばり」年末年始のお休み １２月２８日(木)～１月５日(金)

本年もありがとうございました


