
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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相馬野馬追を車体にあしらった「相馬野馬追ラッピン

グ列車」の出発式が、JR原ノ町駅で行われました。

●南相馬市ＨＰ「フォトレポ」から
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復興支援熱気球イベント「のまおい夢気球プロジェクト」が、相馬野馬追のメイン会場の雲

雀ヶ原祭場地で開催されました。

初日の26日夕方は、熱気球を点灯するライトアップショーが行われました。熱気球が参加者

の掛け声を合図に点灯し、夜空に美しく浮かび上がりました。

最終日の27日朝には、体験搭乗が行われました。参加者は熱気球のバスケットから、眼下に

広がる南相馬の町の風景を楽しんでいました。

土
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相馬野馬追を車体にあしらった「相馬野馬追ラッピング列車」の出発式が、JR原ノ町駅で行

われました。

ラッピング列車は2両編成の電車2本で、側面に勇壮な甲冑

騎馬武者の姿が大きくあしらわれています。

運行区間は常磐線の原ノ町～仙台間、東北本線の新白河～

一ノ関間、仙山線の仙台～山形間です。

11月中旬までの約6カ月間、計370キロの区間を走って

相馬野馬追をPRします。

金

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. 第12回 南相馬市 民俗芸能発表会 塩崎獅子舞（塩崎獅子舞保存会） [24分]

3. 地酒「御本陣」酒米田植え体験イベント [9分]

4. 第四回 相馬サムライフェス ～熱い闘いがここにある～ [18分]

5. 南相馬市民の歌 MJCアンサンブル [4分]

6. リクエストアワーのお知らせ [3分]

番組内容 [5/30～6/6]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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旧避難指示区域内の住民登録人口と居住人口の推移

4月30日現在

旧避難指示区域内の小高区および原町区の居住人口は、平成３０年４月３０日現在で３,１６８人

となり、同区域内の住民登録人口（９,１８２人）に占める居住率は３４.５％になりました。

問い合わせ 復興企画部 被災者支援・定住推進課 0244-24-5223TEL

南相馬市からのお知らせ

小高区

原町区

浜通り×さんじょうライフvol.3584



被災自治体News

平成31年度採用 浪江町職員採用候補者試験のお知らせ

5月28日HP更新

5浜通り×さんじょうライフvol.358 

次ページへ続きます

職種、採用予定人員および主な職務内容

※ 採用予定時期 平成３１年４月１日以降

受験資格

※ 職務経験期間、資格および免許の確認のため、最終合格決定後、資格、免許証の写しおよ

び在職期間証明書などを提出していただくことになります。

※ 採用時に普通自動車免許を有していることが条件です。

※ 前記の受験資格にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する方は受験できません。

(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) 本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) 日本国憲法施行の日以後において、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

試験職種 採用予定人数 主な職種内容

大学卒程度 一般事務 4人程度 行政全般に関する企画立案、調査、連絡調整、相談業務など

資格免許職

建築 1人程度 建築業務および建築行政事務

保健師 若干名 健康相談、保健指導、巡回訪問業務および保健行政事務など

保育士 3人程度 子育て支援・保育行政等全般

大学卒程度 一般行政 昭和58年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた方(学歴は問いません。)

資格免許職

建築
昭和53年4月2日以降に生まれた方で、2級以上の建築士の資格を有する方ま
たは平成31年3月末までに取得見込みの方(学歴は問いません。)

保健師
昭和53年4月2日以降に生まれた方で、保健師免許を有する方または平成31年
3月末までに取得見込みの方(学歴は問いません。)

保育士
昭和43年4月2日以降に生まれた方で、保育士資格および幼稚園教諭免許を有
する方または平成31年3月末までに取得見込みの方(学歴は問いません。)

浪江町からのお知らせ



被災自治体News

区分 期日 時間 試験会場 発表

第1次試験 7月22日

受付 午前9時～9時30分

教養試験 午前10時～正午

専門試験(一般行政・建築)
午後1時～3時

専門試験（保健師・保育士）
午後1時～2時30分

適性検査 専門試験終了後に適性
検査を行います。
・事務適性検査
・一般性格診断検査
・職場適応性検査

福島市
金谷川1番地
「福島大学」

平成30年8月下旬

役場掲示板に合格者の
受験番号を掲示するほか
合格者に通知します。

試験の期日、場所および発表

第２次試験 ９月中旬（第１次試験合格者に別途通知します。）

受付期限

６月２２日（金） ※執務時間中に限ります。

郵便による申込書提出の場合は、６月２０日（水）までの消印のあるものに限り受け付けます。

受験案内、申込書の請求

受験案内および申込用紙は、「浪江町役場本庁舎 総務課行政係、二本松事務所 生活支援

課」で交付します。

郵便により申込用紙を請求する場合は、封筒の表に「H３１採用試験申込用紙請求」と朱書し、

１２０円切手を貼った自分宛の返信用封筒（角型２号）を必ず同封の上請求してください。

また、町ホームページからダウンロードして使用することもできます。

申し込み方法

申込用紙に必要事項を記入し、「浪江町役場本庁舎 総務課」に提出してください。

申込用紙を郵送する場合は８２円切手を貼った自分宛の封筒を同封し、その表に「H３１採用試

験申込」と朱書して、必ず簡易書留にて送付してください。

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

４ｃｍ×横４ｃｍ)１枚を写真欄に貼って受験当日に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の貼っていない場合は受験できません。）

問い合わせ 総務課 行政係 0240-34-0235TEL
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被災自治体News

「いこいの村 なみえ」 従業員募集

5月24日HP更新

次ページへ続きます

(財)福島なみえ勤労福祉事業団では、「いこいの村なみえ」の従業員を募集しています。

フロントスタッフ

主な業務内容

チェックイン、チェックアウト、管内案内や電話応対などのフロント業務全般

清掃業務

事務全般

その他付随する業務

雇用形態

正社員

勤務時間

シフト制

(例)

①午前９時～午後５時

②午前７時～午後３時

③午後２時～１０時

※ 宿直あり。

※ １カ月の変形労働時間あり（実働８時間）

応募資格

不問

※ ホテル、旅館などの勤務経験があればなお可

※ 未経験者も大歓迎。丁寧に指導します。

※ 建築物環境衛生管理技術者優遇します。

給与

（財）福島なみえ勤労福祉事業団の給与規定による。（１８７，０００円から）

経験に応じて優遇

各種手当

賞与制度あり、昇給制度あり

役職手当・家族手当・通勤手当・宿直手当・住宅手当・職能手当・深夜勤務手当など
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被災自治体News

次ページへ続きます

加入保険

雇用・労災・健康・厚生年金

休日

月６日以上

有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、特別有給休暇（結婚、慶弔）、介護休暇、その他各種

休暇制度あり

ナイトフロント

主な業務内容

チェックイン、チェックアウト、管内案内や電話応対などのフロント業務全般

清掃業務（客室、館内）

その他付随する業務

雇用形態

正社員

勤務時間

シフト制

(例)

午後１０時～翌日午前１１時（休憩５時間）

※１カ月の変形労働時間あり（実働８時間）

応募資格

不問

※ ホテル、旅館などの勤務経験があればなお可

※ 未経験者も大歓迎。丁寧に指導します。

給与

（財）福島なみえ勤労福祉事業団の給与規定による。（１８７，０００円から）

経験に応じて優遇

各種手当

賞与制度あり、昇給制度あり

役職手当・家族手当・通勤手当・宿直手当・住宅手当・職能手当・深夜勤務手当など
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次ページへ続きます

加入保険

雇用・労災・健康・厚生年金

休日

月６日以上

有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、特別有給休暇（結婚、慶弔）、介護休暇、その他各種

休暇制度あり

パート従業員

主な業務内容

（1）清掃スタッフ：客室、館内清掃

（2）ナイトフロント（夜勤フロント業務）

雇用形態

アルバイト・パート

勤務時間

（1）清掃スタッフ

午前９時～午後６時の間で３時間から勤務可能です。

時間や曜日、勤務日数は調整可能です。希望を最大限考慮しますので、ご相談ください。

（2）ナイトフロント

シフトによる交代制

例） 午後１０時～翌日午前１１時（休憩５時間）

時間や曜日、勤務日数は調整可能です。希望を最大限考慮しますので、ご相談ください。

応募資格

不問

※ ホテル、旅館などの勤務経験があればなお可

※ 未経験者も大歓迎。丁寧に指導します。

給与

時給９００円から

（1）清掃スタッフ： ９００円～９５０円

（2）ナイトフロント： ９００円～１，２８３円
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問い合わせ
浪江町役場産業振興課商工労働係内 いこいの村なみえ担当者

0240-34-0247TEL

応募方法(全職種共通)

「いこいの村なみえ エントリーシート」を浪江町ホームページからダウンロードの上、必要事項

を記入して、下記のとおり応募してください。

■メールにて応募の場合

浪江町役場産業振興課商工労働係 いこいの村なみえ担当者

（メールアドレス： namie15010@town.namie.lg.jp）へ

「いこいの村なみえ ●●●●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てメールで

応募してください。

※ ●●●●のところに、応募職種（フロントスタッフ、ナイトフロント、パート従業員）を入力してく

ださい。

■郵送にて応募の場合

下記宛先に、記入済みのエントリーシートを郵送してください。

【郵送先】

〒979-1592 福島県双葉郡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内 いこいの村なみえ●●●●応募担当者 宛

※ ●●●●のところに、応募職種（フロントスタッフ、ナイトフロント、パート従業員）を記入してく

ださい。

■窓口にて応募の場合

浪江町役場本庁舎3階 産業振興課商工労働係窓口 いこいの村なみえ担当まで記入済みの

エントリーシートを提出してください。

浜通り×さんじょうライフvol.35810

各種手当

賞与制度あり、昇給制度あり、正社員登用制度あり

役職手当・通勤手当・・職能手当・時間外勤務手当

加入保険

雇用・労災・健康・厚生年金

休日

希望を考慮します。
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【6月3日開催】 復活・創生 日山（天王山）山開き

5月22日HP更新
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阿武隈高原中部県立自然公園に指定されている日山（天王山）の第３２回山開きが、６月３日

（日）に周辺５市町村（二本松市、葛尾村、田村市、浪江町、川俣町）で構成する「日山県立自然

公園保護連絡協議会」主催により、日山（天王山）山頂で開催されます。

山開きは、平成２３年３月１１日の東日本大震災ならびに東京電力福島第一原子力発電所の事

故により中断をしていましたが、８年ぶりに開催することになりました。

放射線量については、山頂中央広場高さ１ｍで平成２３年０.９６μSｖ/ｈあったものが、平成２９

年で０.１９μSｖ/ｈとなっています。

※ 今回の山開きでは、登山道のうち、浪江町の岩下・羽附、および葛尾村の登山道は閉鎖とな

っていますので利用できません。二本松市の田沢・茂原、田村市の上移、川俣町の下田代登

山口から登頂してください。なお、町からの送迎バスなどはありません。

開催日

６月３日（日)

イベントについて

●安全祈願祭

午前１１時～（予定）

※記念品進呈 先着１,０００人

●紅白餅奉納

問い合わせ 産業振興課 商工労働係 0240-34-0247TEL

●日山の美女コンテスト

参加資格：女性（高校生以上）

受付：山頂にて

受付時間：午前１０時～１１時

浪江町生産供給力強化協議会が、浪江町苅宿地区で

花きの実証栽培を始めました。この栽培は、国産花き

イノベーション推進事業の一環として始められたもの

で、今後は、生け花用の「カキツバタ」「コウホネ」

「スイセン」の生産・流通を実証していきます。

「カキツバタ」を含むこれらの品目は、生け花界で

は流通量が少なく入手が困難なもの。現在、800本の

カキツバタは順調に生育しており、将来的には浪江町

が産地の一つとなることが期待されています。

苅宿で花きの実証栽培
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飲料水やあたたかい食べ物。

震災を経験しなければ、私たちはこれらのありがたみを知らずに過ごしていたのかもしれま

せん。

千吉良(ちぎら)髙志さんは、大渋滞する道路上で「お水飲んで行きな」と声をかけてくれた

方、避難先の川俣町でお湯を沸かして提供してくれた方々への感謝を語りました。

「みんなが大変な時だから」と、当時千吉良さんに手を差し伸べてくれた方もまた大地震と

原発事故の被災者でした。

避難時には家族や地域の垣根を越えて、互いに助け合い励まし合いながら非常事態を乗り切

ろうとしていました。名前も知らない見ず知らずの人に助けられたという話は少なくありませ

ん。

「できる範囲で震災の教訓を伝えていきたい」

知らない誰かに助けられた千吉良さんは、今度は、知らない誰かの役に立とうと前を向いてい

ます。

いつか助けてくれたその方にこのメッセージが届くことを願って。ぜひご覧ください。

https://youtu.be/igajrnGdEH8

【ありがとうメッセージPick Up】#009
渋滞の疲れを癒やしてくれた方への感謝

双葉町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.35812



福 島 復 興 本 社

５月２９日

東京電力ホールディングス株式会社

福島復興本社

「生命・身体的損害に係る賠償」につきまして、以下の通りご請求の受付を開始させてい

ただきますので、お知らせいたします。ご請求書類をご希望される方は、大変お手数ですが、

末尾に記載の「福島原子力補償相談室（コールセンター）」までご連絡くださいますようお

願い申し上げます。

・ご請求対象期間：平成30年3月1日から5月31日まで（原則3カ月単位）

・ご請求受付開始：平成30年6月1日

なお、当社事故により避難等を余儀なくされたことで、生命・身体的損害による就労不能

損害を被られている方につきましては、「生命・身体的損害に係る賠償」にて就労不能損害

をご請求くださいますようお願い申し上げます。

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 ＞
東京電力 福島原子力補償相談室（コールセンター）

0120-926-404 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)

平成30年5月25日現在
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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

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

市町村名 世帯数 人数

小高区 21 51

原町区 4 7

南相馬市 計 25 58

浪江町 3 11

双葉町 2 4

郡山市 4 9

合 計 34 82

三条市に避難している
世帯数と人数(2018.5.30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

交流ルームひばり通信

５月・６月の『ひばり』

日 月 火 水 木 金 土

★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。

５月３１日 ６月１日 ２日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日

親子いちご
狩り

ひばり休み 茶話会
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

ひばり休み

１０日 １１日 １２日 １３日 １４日 １５日 １６日

ひばり休み ひばり休み

南相馬市
一時帰宅 ひばり休み

浜通り配布
ひばり休み

ひばり休み

浜通り×さんじょうライフvol.35814

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）

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[運営時間] 日・水・金 午前10時～午後2時

月 午前10時～正午


