
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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●対象者

(1)接種日現在満65歳以上の方

(2)接種日現在満60歳以上65歳未満で、心臓・じん臓・呼

吸器の機能障がいまたはヒト免疫不全ウイルスによる免

疫機能障がいを有し、個別に案内が届いた方

(3) (1)または(2)に該当し、東日本大震災で三条市に避難さ

れている方

●実施期限 平成31年３月31日

●接種回数 実施期間中に１回

●実施場所 三条市内および新潟県内の指定医療機関

※事前に予約が必要です。希望の医療機関に

直接お問い合わせください。

●接種費用 １,６２０円

(医療機関の窓口でお支払いください｡)

※対象者のうち生活保護世帯の方は無料です。

被保護証明書を医療機関窓口に提示してくだ

さい。

●持ち物 健康保険証(生年月日などを確認するため)

※「予診票」「受診票」などは医療機関にあり

ます。

●三条市News

三条市News

問い合わせ
三条市 健康づくり課 健診係

0256-34-5443（直通）TEL

●新潟県



被災自治体News

平成31年4月採用予定 南相馬市職員≪任期付職員≫を募集します

11月27日HP更新

南相馬市からのお知らせ
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募集職種・採用予定数

受付期限

平成３１年１月７日（月） ※当日の消印有効

※ 受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります。

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。

1. 南相馬市役所市民課総合案内係および各区役所市民福祉課総合案内係で配布します。

月曜日から金曜日：午前８時３０分～午後５時１５分 各総合案内係で配布

土曜日・日曜日： 午前８時３０分～午後５時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書（職種）請求」と朱書きし、返送用に１２０円切手を貼った宛先（自分

宛）を明記した角形２号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. ホームページからダウンロードできます。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイルをダウン

ロードしてください。

受験資格

※ 全職種とも、パソコン（ワード、エクセルなど）操作、普通自動車免許は必須です。

職種 採用予定数

一般行政 26人程度

土木 2人程度

建築 1人程度

職種 受験資格

一般行政 年齢・学歴は問いません。

土木
年齢要件はありません。
1級または2級土木施工管理技士の資格を有する方または大学・高等学校・高等専門学校・
専門学校のいずれかで土木の専門課程を履修した者（履修見込み含む）。

建築
年齢要件はありません。
1級または2級建築士の資格を有する方

次ページへ続きます



被災自治体News

問い合わせ 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

試験日

平成３１年１月２０日（日）

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

試験内容

教養試験、適性検査、作文試験、PC技能検査、専門試験（土木・建築のみ）

次ページへ続きます

平成31年4月採用予定 南相馬市職員≪司書≫≪土木≫を募集します

11月27日HP更新

募集職種・採用予定数

受付期限

平成３１年１月１５日（火） ※当日の消印有効

※ 受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります。

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。

1. 南相馬市役所市民課総合案内係および各区役所市民福祉課総合案内係で配布します。

月曜日から金曜日：午前８時３０分～午後５時１５分 各総合案内係で配布

土曜日・日曜日： 午前８時３０分～午後５時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書（職種）請求」と朱書きし、返送用に１２０円切手を貼った宛先（自分

宛）を明記した角形２号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. ホームページからダウンロードできます。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイルをダウン

ロードしてください。

職種 採用予定数

司書 1人程度

土木 2人程度
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受験資格

※ 受験資格の詳細については、必ず受験案内を確認してください。

試験日

平成３１年１月２７日（日）

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

試験内容

職種 受験資格

司書

以下の全てに該当する方
1.昭和54年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた方
2.図書館法による司書の資格を有する方
3.公共図書館職員として司書業務経験を通算5年以上(平成30年3月31日現在)有する方

土木

昭和54年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方で、次のいずれかに該当する方
1.大学で土木の専門課程を履修した方、または平成31年3月末日までに履修見込みの方
2.高等学校、高等専門学校、専門学校で土木の専門課程を履修した方、または平成31年3
月末日までに履修見込みの方
3.1級または2級土木施工管理技士の資格を有する方

問い合わせ 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

職種 試験内容

司書 社会人基礎試験、作文試験、適性検査、専門試験

土木 教養試験、専門試験、適性検査

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. 市長の部屋へようこそ！ さがら灯ろう流しの会 [7分]

3. 物づくりで街づくり みなみそうまヤタイワークショップ [19分]

4. おだか月あかりコンサート 星と憧れをめぐる旅 [17分]

5. 季節の恵みをいただく～新田川の鮭と鮭川食堂 [9分]

6. 四季百景～南相馬 秋景山水を往く～ [5分]

7. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容 [11/28～12/5]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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寺内前霊園の申し込みおよび利用状況について

11月27日HP更新

寺内前霊園の自由墳墓の使用状況をお知らせします。

×印の区画は使用されている区画です。

利用を検討されている方は白い区画の番号（空区画）をお選びいただき住民生活課へご相談く

ださい。

双葉町からのお知らせ

これまで町内の共同墓地や寺院で使用していた墓石は１３,０００cpmを超えない場合に限り、

寺内前霊園へ移転することができます。

ただし、霊園には移転基準がありますので、事前に住民生活課へご相談ください。

なお、墓石などの移転の前には東京電力双葉町グループ（TEL:080-6847-2986）に線量の

測定を依頼することができます。

問い合わせ 住民生活課 0246-84-5206TEL
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震災前、齋藤恒光さんは双葉町で長年野球の監督を務めていました。

震災後、福島で避難生活を送る齋藤さんに電話をくれたのは地元野球チームの監督。一緒に

住む所を探してくれるなど、不慣れな土地での案内役をかってでてくれました。

福島の子どもたちを指導してほしい。野球指導の再開には後ろ向きだった齋藤さんですが、

野球の練習日に張り合いを感じていたのも事実。次第に福島の子たちを県大会、東北大会に出

場させてあげたいと思うようになったと言います。

野球を通して培ったご縁に感謝し、今は高校で活躍している福島の教え子たちの応援を欠か

さないという齋藤さんのメッセージ。ぜひご覧ください。

https://youtu.be/yaSRyjCuuak

【ありがとうメッセージPick Up】#035
スポーツ交流で培ったご縁への感謝

10月31日現在

問い合わせ 震災復興支援課 広域支援対策室 025-282-1732TEL

市町村 人 数

新潟市 1,079

長岡市 224

三条市 80

柏崎市 584

新発田市 165

小千谷市 17

加茂市 9

十日町市 19

見附市 22

村上市 75

市町村 人 数

燕市 62

糸魚川市 3

妙高市 6

五泉市 22

上越市 46

阿賀野市 31

佐渡市 29

魚沼市 9

南魚沼市 11

胎内市 46

市町村 人 数

聖籠町 8

弥彦村 7

田上町 -

阿賀町 -

出雲崎町 2

湯沢町 11

津南町 -

刈羽村 37

関川村 -

粟島浦村 -

合 計 2,604

■市町村把握分

区 分 人 数

1 公営住宅・雇用促進住宅等 65

2 借上げ仮設住宅 242

3 賃貸住宅･持家･親戚知人宅等 2,297

1+2+3（市町村把握分） 2,604

4 病院 0

5 社会福祉施設 14

合 計 2,618

(9/30  2,621) (9/30  2,635)

浜通り×さんじょうライフvol.3826
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県営住宅（支援対象避難者向け）入居募集のご案内

11月27日HP更新

問い合わせ
〒960-8043 福島市中町８番２号 福島県自治会館内（７階）
県北地区県営住宅管理事務所
(特定非営利活動法人循環型社会推進センター) 024-521-7991

福島県からのお知らせ

募集対象者

現在、仮設住宅もしくは借上げ住宅に居住している方

持ち家を所有しているが、大規模半壊以上の認定を受け、現在は他の住戸に仮住まいの方

（罹災証明の提出が必要）

申し込み受け付け

１２月３日（月）～１２月７日（金）

午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日・日曜日・祝日は除く）

県北地区県営住宅管理室（福島県自治会館7階、福島市中町8番2号）

募集団地・戸数

県営住宅 一般住宅 ５６戸（山下町、宮代、蓬莱、花見山）

※ 詳しくは、県北地区県営住宅管理室ホームページをご覧ください。

公開抽選会

１２月１０日（月） 午前１０時 場所：ふくしま中町会館 ６階南会議室

抽選結果通知（郵送）：１２月１１日（火）

入居説明会

１２月１９日（水） 午前１０時 場所：ふくしま中町会館 6階南会議室

※ 入居指定日が１月１日の住戸以外は改めてお知らせします。

鍵引き渡し

１２月２８日(金) 午前９時３０分～正午

場所：県北地区県営住宅管理室（自治会館7階、福島市中町8番2号）

※ 入居指定日が１月１日の住戸以外は改めてお知らせします。

入居指定日

平成３１年１月１日（火） ほか

TEL
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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 20 50

原町区 4 7

南相馬市 計 24 57

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 4 9

合 計 32 80

三条市に避難している
世帯数と人数(2018.11.28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

交流ルームひばり通信

１１月・１２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。

１１／２９ ３０ １２／１

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

ひばり休み 茶話会
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

ひばり休み ひばり休み 版画教室
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

浜通り×さんじょうライフvol.3828

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


