
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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●日本年金機構

2月20日発行

Vol.392

東日本大震災から8年を迎える3月11日(月)に、亡く

なられた方々の鎮魂と、被災地の復興を願い、地震発生

時刻の午後2時46分に合わせて黙とうを捧げ、献花を

行います。

交流ルームひばり通信

●と き ３月１１日

午後2時45分～3時

●ところ 総合福祉センター １階ロビー

●主 催 三条市

●参加予定者 市内の避難者、三条市民ほか

月

（昨年の様子）



所得[※1]：国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等

※ 世帯内の国民健康保険加入者の増加や世帯主の変更、所得の変更によって、一部負担金

等の免除措置の対象から外れる場合があります。

※ 避難指示が解除された区域の方で、国民健康保険加入世帯員の中に、税の申告が済んでい

ないなどの理由で所得の確認ができない方がいる場合は、一部負担金等免除証明書を交付

できませんので、ご注意ください。

被災自治体News

国民健康保険の一部負担金の免除期間について

2月15日HP更新

一部負担金の免除期間については、下記のとおりです。

医療機関を利用するときには忘れずに提示してください。

対象者 有効期限

(1)避難指示が継続中の帰還困難区域等
の方

平成32年2月29日まで

(2)避難指示が解除された旧居住制限区
域の方・旧避難指示解除準備区域の方

(3)旧緊急時避難準備区域の方

(4)旧特定避難勧奨地点の方

平成31年7月31日まで

同じ世帯の国保加入者全員の平成29年中の所得[※1]の合計が
600万円を超える上位所得層の世帯は､免除対象外となります。
◆平成31年8月1日から平成32年2月29日までの免除について
は、同じ世帯の国保加入者全員の平成30年中の所得[※1]の合
計が600万円を超える上位所得層の世帯は、免除対象外となり
ます。

(5)避難指示等対象地域以外の方および
(2)～(4)の上位所得層で免除対象外と
なった方で、震災により被災された方
（震災による住宅の全半壊など）

平成32年3月31日まで

■お手元の保険証をご確認ください。

上記の一部負担金免除期間延長となるのは、南相

馬市の国民健康保険に加入している方のみです。

職場の健康保険証を使っている方は、職場の保険

担当者の方か、保険証に記載されている健康保険組

合などにお問い合わせください。

問い合わせ
市民生活部 市民課 保険年金係 0244-24-5233
小高区 市民福祉課 総合案内係 0244-44-6711
鹿島区 市民福祉課 総合案内係 0244-46-2113
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南相馬市からのお知らせ

TEL

TEL

TEL



被災自治体News

後期高齢者医療保険の一部負担金等免除期間の延長

2月15日HP更新

一部負担金の免除期間は下記のとおりです。

医療機関を利用する時は忘れずに保険証と免除証明書を提示してください。

なお、避難指示が解除された区域の方で、後期高齢者医療保険加入世帯員の中に、税の申告

が済んでいないなどの理由で所得の確認ができない方がいる場合は、一部負担金等免除証明

書を交付できませんので、ご注意ください。

対象者 有効期限

(1)避難指示が継続中の帰還困難
区域等の方

平成32年2月29日まで

(2)旧居住制限区域の方
(3)旧避難指示解除準備区域の方
(4)旧緊急時避難準備区域の方
(5)旧特定避難勧奨地点の方
（一部負担金等免除申請により
認定されている方）

平成31年7月31日まで

同じ世帯の後期高齢者医療保険加入者全員の平成29年中の所得
[※]の合計が600万円を超える上位所得層の世帯は、免除対象外
となります。
◆平成31年8月1日から平成32年2月28日までの免除について
同じ世帯の後期高齢者医療保険加入者全員の平成30年中の所得
[※]の合計が600万円を超える上位所得層の世帯は、免除対象外
となります。
平成31年8月1日以降、免除措置が継続される方には、7月末ま
でに新しい免除証明書をお送りする予定です。

【※】所得：後期高齢者医療保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等

＊ 世帯内の後期高齢者医療被保険者の増加や所得の変更によって、一部負担金の免除措置

の対象から外れる場合があります。
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問い合わせ
市民生活部 市民課 保険年金係 0244-24-5233
小高区 市民福祉課 総合案内係 0244-44-6711
鹿島区 市民福祉課 総合案内係 0244-46-2113

TEL

TEL

TEL



被災自治体News

「復興総合計画後期基本計画」および「小高病院・総合病院の病床再編」

に関する市民説明会 2月19日HP更新

市では、東日本大震災と東京電力福島第一原発事故からの復旧・復興の進捗と新たな課題に

対応するため、前期基本計画の取り組みを検証し、推進すべき施策を示した「復興総合計画後

期基本計画」を平成３１年１月２５日に策定しました。

また、市立病院では、平成３０年８月から、南相馬市立病院改革プラン策定委員会において、小

高病院と総合病院の病床再編について議論を重ね、市立２病院の「病床再編計画（素案）」を取

りまとめ、平成３１年２月２０日（水）からパブリックコメントを実施します。

上記２つの内容を併せた説明会を、市長・副市長出席のもと、次のとおり開催します。

日時・場所

２月２６日（火）午後２時～３時３０分 小高生涯学習センター「浮舟文化会館」

２月２７日（水）午後６時～７時３０分 原町区福祉会館

※内容は両日で同じです。

担当課

●復興総合計画後期基本計画

復興企画部企画課 0244-24-5358

●小高病院・総合病院の病床再編

市立総合病院経営企画室 0244-23-2560

問い合わせ 復興企画部 企画課 企画係 0244-24-5358TEL
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TEL

TEL

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. 平成31年度 南相馬市成人式 ありがとう～20年分の感謝～ [27分]

3. にぎわいいっぱい！小高交流センターオープン！ [14分]

4. 市長の部屋へようこそ！ 創価学会 [5分]

5. 南相馬市民の歌 [9分]

6. リクエストアワーのお知らせ [3分]

番組内容 [2/20～2/27]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）



被災自治体News

相馬看護専門学校一般入学試験（後期）について

2月13日HP更新

問い合わせ 復興企画部 企画課 企画係 0244-24-5358TEL

相馬看護専門学校では、平成３１年４月入学の学生を次により募集します。

募集人員

若干名

受験料

２万円

受験資格

高等学校を卒業した者（平成３１年３月卒業見込みの者を含む）、または、これと同等以上の学

力があると認められる者

願書受け付け

２月２２日（金）～３月１４日（木） ※郵送の場合は３月１４日必着

試験期日

３月１８日（月）

試験の方法

数学Ｉ、小論文、面接試験

募集要項・受験願書の配布

募集要項・受験願書は、相馬看護専門学校で配布しています。

郵送希望の場合は、返信先（氏名、郵便番号、住所）を記載し２５０円切手を貼った返信用封筒

（角形２号２４cm×３３cm、もしくはＡ４サイズが折らずに入る封筒）を必ず同封のうえ請求してくだ

さい。

請求の際は、封筒に「募集要項請求」と朱書きしてください。

募集要項と一緒に、スクールガイド（学校案内）および過去問（前年度一般入学試験問題）をお

送りします。

※ 過去問に解答は添付できません。

【問い合わせ先・請求先】

〒976－0006 相馬市石上字南蛯沢344

相馬看護専門学校総務係 0244-37-8118TEL
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被災自治体News

平成31年4月1日採用 臨時職員を募集します（総務課）

2月15日HP更新

1 事務補助

2 有害鳥獣捕獲専任員

3 有害鳥獣捕獲補助員

4 作業補助

業務内容 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）

就業時間 午前8時30分～午後5時15分
※以下のパート時間の勤務についても対応可能です。ご相談ください。
午前9時～午後4時（6時間勤務）

賃金 日給6,800円

採用予定人数 15人程度

応募資格要件 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

配属先 市役所各庁舎

業務内容問い合わせ先 総務課人事給与係 0244-24-5222

業務内容 ・営農再開に向けた有害鳥獣（イノシシなど）の捕獲業務
（わな設置、捕獲、目撃情報による現地確認および対策指導）

就業時間 午前8時30分～午後5時15分

賃金 日給9,100円

採用予定人数 2人

応募資格要件 ・第一種猟銃免許
・わな猟免許
・普通自動車第一種免許(AT可)

配属先 市役所北庁舎

業務内容問い合わせ先 農政課 0244-24-5261

業務内容 上記捕獲専任員の補助業務

就業時間 午前8時30分～午後5時15分

賃金 日給6,500円

採用予定人数 2人

応募資格要件 普通自動車第一種免許(AT可)

配属先 市役所北庁舎

業務内容問い合わせ先 農政課 0244-24-5261

業務内容 小高区役所庁舎内外の環境美化（清掃・草刈）や、まちなか花いっぱい事業の管理等

就業時間 午前8時30分～午後5時15分

賃金 日給6,500円

採用予定人数 1人

応募資格要件 普通自動車第一種免許(AT可)

配属先 小高区役所

業務内容問い合わせ先 小高区地域振興課 0244-44-2112

次ページへ続きます
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被災自治体News

次ページへ続きます

TEL

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。

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

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２８日（木）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

平成31年4月1日採用 嘱託職員を募集します（総務課）

2月15日HP更新

1 公用車運転手

業務内容 公用車運転業務兼ねて集中管理車両の維持管理業務

就業時間 午前8時30分～午後5時15分

賃金 月給245,700円

採用予定人数 1人

応募資格要件 大型自動車免許を有する方

配属先 市役所北庁舎

業務内容問い合わせ先 財政課 0244-24-5225
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被災自治体News

浜通り×さんじょうライフvol.3928

2 保健師

3 助産師

4 家庭児童相談員

5 生活保護面接相談員

業務内容 子育て世代包括支援センターにおける妊娠・出産・育児などの相談および支援などの業務

就業時間 午前8時30分～午後5時15分

賃金 月給250,300円

採用予定人数 1人

応募資格要件 ・保健師免許と普通自動車第一種免許(AT可)を有する方
・パソコン（エクセル・ワードなど）の操作が可能な方

配属先 原町保健センター（子育て世代包括支援センター）
（南相馬市原町区小川町322-1）

業務内容問い合わせ先 健康づくり課 0244-23-3680

業務内容 子育て世代包括支援センターにおける妊娠・出産・育児などの相談および支援などの業務

就業時間 午前8時30分～午後5時15分

賃金 月給250,300円

採用予定人数 1人

応募資格要件 ・助産師免許と普通自動車第一種免許(AT可)を有する方
・パソコン（エクセル・ワードなど）の操作が可能な方

配属先 原町保健センター（子育て世代包括支援センター）
（南相馬市原町区小川町322-1）

業務内容問い合わせ先 健康づくり課 0244-23-3680

次ページへ続きます

業務内容 子どもや家庭などに関する相談業務

就業時間 午前8時30分～午後5時15分

賃金 月給125,100円（週3日勤務）

採用予定人数 1人

応募資格要件 学校教育法に基づく大学で、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学もしくは社会学を専修
する学科またはこれらに相当する課程を修めた方

配属先 市役所東庁舎

業務内容問い合わせ先 子育て支援課 0244-24-5215

業務内容 生活保護に関する面接・電話相談、申請支援など

就業時間 午前8時30分～午後5時15分

賃金 月給204,200円

採用予定人数 1人

応募資格要件 社会福祉士資格（実務経験1年以上）または社会福祉主事資格（実務経験3年以上）を有す
る方

配属先 市役所東庁舎

業務内容問い合わせ先 社会福祉課 0244-24-5243



被災自治体News
6 介護保険認定調査員

7 消費生活相談員

業務内容 要介護認定申請者への訪問および面談による介護認定調査業務（戸別訪問調査などあり）

就業時間 午前8時30分～午後5時15分

賃金 月給211,800円

採用予定人数 2人

応募資格要件 普通自動車第一種免許(AT可)を有し、介護支援専門員もしくは社会福祉士、看護師、保健
師、介護福祉士のいずれかを有する方

配属先 市役所東庁舎

業務内容問い合わせ先 長寿福祉課 0244-24-5334

業務内容 ・消費生活に関する相談受付・処理およびこれらに付随する業務
・出前講座の講師など、消費者教育および啓発

就業時間 午前8時30分～午後5時15分

賃金 月給204,200円

採用予定人数 1人

応募資格要件 ・消費生活相談員資格を有する方
・普通自動車第一種免許(AT可)を有する方

配属先 市役所本庁舎

業務内容問い合わせ先 生活環境課 0244-24-5230

TEL

雇用期間

４月１日～平成３２年３月３１日

※ただし、勤務実績に応じ、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

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２８日（木）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
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被災自治体News

平成31年4月1日採用 臨時職員を募集します（教育総務課）

2月15日HP更新

業務内容 市内の小中学校において児童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、校外授業の場合付き添う可能性もあります。
・排泄などの補助、言語補助

就業時間 ・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、学校長が指定した日を除き基本的に勤務を要しない日となります。

賃金 日給8,300円

採用予定人数 2人

応募資格要件 資格要件なし

配属先 市内の小中学校

業務内容問い合わせ先 学校教育課 0244-24-5283

1 学校事務補助

2 学習支援員

3 学校介助員

次ページへ続きます

浜通り×さんじょうライフvol.39210

業務内容 市内の小中学校における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、その他学校事務に関わる補助業務

就業時間 ・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、学校長が指定した日を除き基本的に勤務を要しない日となります。

賃金 日給6,800円

採用予定人数 1人

応募資格要件 パソコン操作が可能な方

配属先 市内の小中学校

業務内容問い合わせ先 教育総務課 0244-24-5282

業務内容 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

就業時間 ・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、学校長が指定した日を除き基本的に勤務を要しない日となります。

賃金 教員免許なし 日給8,300円
教員免許あり 日給9,000円

採用予定人数 6人

応募資格要件 小中学校いずれかの教員免許を有する方

配属先 市内の小中学校

業務内容問い合わせ先 学校教育課 0244-24-5283



4 事務補助(学校給食食材放射能測定業務)

5 保育園介助員（パート）

6 幼稚園介助員（パート）

被災自治体News

次ページへ続きます

業務内容 市内の小中学校給食などの食材の放射能簡易分析を行います。
・電話受付、窓口応対、測定器操作、パソコン入力（ワード・エクセル）、データ管理、
その他学校事務に関わる補助業務など

就業時間 ・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、学校長が指定した日を除き基本的に勤務を要しない日となります。

賃金 日給6,800円

採用予定人数 2人

応募資格要件 パソコン操作が可能な方

配属先 市内の小中学校

業務内容問い合わせ先 学校教育課 0244-24-5283

11浜通り×さんじょうライフvol.392 

業務内容 保育園で幼児の介助保育を行います。
・支援を要する園児について、生活援助や指導、活動の援助（衣服の着脱、食事の際の介
助、排泄など）
・保育活動全般における保育士の補助

就業時間 ・月～土曜日
午前7時～午後7時の間で5時間程度勤務

※就業する園によって勤務時間が変わります。

賃金 保育士資格なし 時給870円
保育士資格あり 時給950円

採用予定人数 5人

応募資格要件 ・資格要件なし
・保育士免許、子育て経験あればなお可

配属先 市内の公立保育園

業務内容問い合わせ先 幼児教育課 0244-24-5242

業務内容 幼稚園で園児の介助保育を行います。
・支援を要する園児について、生活援助や指導、活動の援助（衣服の着脱、食事の際の介
助、排泄など）
・保育活動全般における幼稚園教諭の補助

就業時間 ・月～金曜日
①午前8時～午後2時 1日6時間勤務（休憩0分）
②午前9時～午後3時 1日6時間勤務（休憩0分）

※就業する園によって勤務時間が変わります。
※幼稚園の長期休業中は、基本的に勤務を要しない火となります。

賃金 幼稚園教諭または保育士資格なし 時給870円
幼稚園教諭または保育士資格あり 時給950円

採用予定人数 2人

応募資格要件 ・資格要件なし
・幼稚園教諭または保育士免許、子育て経験あればなお可

配属先 市内の公立幼稚園

業務内容問い合わせ先 幼児教育課 0244-24-5242



7 幼稚園預かり保育補助（パート）

8 放課後児童クラブ補助員（パート）

9 事務補助（埴谷・島尾記念文学資料館）

被災自治体News

次ページへ続きます

業務内容 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
•制作活動、絵本の読み聞かせやワーク、おやつ、お昼寝などの対応
•生活習慣援助（排泄など）

就業時間 ・月～金曜日
午後1時15分～6時15分 1日5時間勤務（休憩0分）

賃金 幼稚園教諭または保育士資格なし 時給870円
幼稚園教諭または保育士資格あり 時給950円

採用予定人数 2人

応募資格要件 ・資格要件なし
・幼稚園教諭または保育士免許、子育て経験あればなお可

配属先 市内の公立幼稚園

業務内容問い合わせ先 幼児教育課 0244-24-5242

業務内容 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

就業時間 ・月～金曜日
午後1時～6時 1日5時間勤務（休憩0分）

※就業時間については、相談に応じます。

賃金 時給870円

採用予定人数 2人

応募資格要件 資格要件なし

配属先 市内の児童クラブ

業務内容問い合わせ先 幼児教育課 0244-24-5242

業務内容 事務の補助を行います。
・書類作成などのためのパソコン入力、来客、電話の対応および取り次ぎ
・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かかわる補助業務

就業時間 図書館勤務表による交代勤務（土・日・祝日も勤務あり）
午前8時30分～午後5時15分（休憩60分）

賃金 日給6,800円

採用予定人数 1人

応募資格要件 ・パソコン操作が可能な方
・普通自動車第一種免許(AT可)

配属先 埴谷・島尾記念文学資料館
（小高区本町二丁目89-1）

業務内容問い合わせ先 埴谷・島尾記念文学資料館 0244-66-1011

浜通り×さんじょうライフvol.39212



被災自治体News

次ページへ続きます

TEL

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

有給休暇

年休制度あり、忌引休暇など

応募条件

各職種に応じた資格免許

応募方法

履歴書（写真添付）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２８日（木）必着

【書類提出・問い合わせ先】

南相馬市教育委員会事務局 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

0244-24-5282

平成31年4月1日採用 嘱託職員を募集します（教育総務課）

2月15日HP更新

業務内容 市内小中学校図書館において図書の貸出や返却業務を行います。
•資料整理業務、読み聞かせなど
就業場所は主に小中学校となりますが、中央図書館での勤務もあります。

就業時間 ・月～金曜日
午前8時～午後4時30分（休憩45分）

賃金 月給204,200円

採用予定人数 1人

応募資格要件 ・司書免許（見込み含む）
・普通自動車第1種免許を有する方

配属先 市内の小中学校

業務内容問い合わせ先 学校教育課 0244-24-5283

1 学校司書

浜通り×さんじょうライフvol.392 13



被災自治体News

浜通り×さんじょうライフvol.39214

2 学校図書館支援員

3 保育士

4 看護師（保育園）

業務内容 中央図書館や市内小中学校図書館において図書の貸出や返却業務を行います。
・資料整理業務、読み聞かせなど
就業場所は主に小中学校となりますが、中央図書館での勤務もあります。

就業時間 ・月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分（休憩60分）

賃金 月給204,200円

採用予定人数 3人

応募資格要件 ・司書免許（見込み含む）
・普通自動車第1種免許を有する方

配属先 中央図書館および市内小中学校

業務内容問い合わせ先 中央図書館 0244-23-7789

業務内容 市内の公立保育園において、0歳～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・排せつ・お昼寝などの世話）
・年齢に応じた遊びの援助や各種行事の準備、指導など

就業時間 ・月～土曜日の間で5日間（園長の指定する日）
午前8時～午後7時の間で1日7時間45分勤務

※週38時間45分の変則勤務

賃金 月給204,200円

採用予定人数 15人

応募資格要件 保育士資格を有する方

配属先 市内の公立保育園

業務内容問い合わせ先 幼児教育課 0244-24-5242

次ページへ続きます

業務内容 市内の公立保育園において、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
・アレルギー児や医療的ケアが必要な園児の対応、0歳～5歳児の保育
・年齢に応じた遊びの援助や各種行事の準備、指導など

就業時間 ・月～土曜日の間で5日間（園長の指定する日）
午前8時～午後7時の間で1日7時間45分勤務

※週38時間45分の変則勤務

賃金 月給206,000円

採用予定人数 1人

応募資格要件 看護師または准看護師免許を有する方

配属先 市内の公立保育園

業務内容問い合わせ先 幼児教育課 0244-24-5242



5 幼稚園預かり保育教諭

6 放課後児童クラブ支援員または補助員

7 博物館学芸員（歴史・民俗）

被災自治体News

業務内容 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
・制作活動、絵本の読み聞かせやワーク、おやつ、お昼寝などの対応
・生活習慣援助（排泄など）

就業時間 月～土曜日
・月～金曜日 午後1時15分～6時15分 1日5時間勤務（休憩0分）
・土曜日 午前8時～午後6時15分 1日9時間15分勤務（休憩60分）
週34時間15分の変則勤務

賃金 月給163,400円

採用予定人数 1人

応募資格要件 幼稚園教諭または保育士資格を有する方

配属先 市内の公立幼稚園

業務内容問い合わせ先 幼児教育課 0244-24-5242

15浜通り×さんじょうライフvol.392 

業務内容 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

就業時間 ・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時間30分の変則勤務
※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時間30分勤務と週1回の8時間勤務

賃金 支援員：①保育士等の有資格者 月給174,600円
②無資格者 月給163,200円

補助員：月給160,700円

採用予定人数 3人

応募資格要件 支援員：①に必要な資格は、保育士・社会福祉士資格、教員・幼稚園教諭免許等。
上記資格を有する方は、県研修受講後、支援員となります。
無資格者は、2年間の実務経験後、県研修受講を経て支援員となります。

補助員：資格要件なし

配属先 市内の児童クラブ

業務内容問い合わせ先 幼児教育課 0244-24-5242

業務内容 ・相馬野馬追等民俗および歴史に関する業務
・資料収集、調査研究、展示会開催、講座等教育普及業務

就業時間 火～日曜日の間で5日間
・午前8時30分～午後5時15分（休憩60分）
平日、土曜、日曜、祝日において交代制勤務

賃金 月給267,100円

採用予定人数 1人

応募資格要件 ・学芸員資格を有する方
・普通自動車第一種免許を有する方

配属先 南相馬市博物館

業務内容問い合わせ先 南相馬市博物館 0244-23-6421

次ページへ続きます



8 市史編さん編集員

被災自治体News

業務内容 ・震災記録誌の編さん作業
・東日本大震災及び原子力災害の関係資料の収集

就業時間 ・月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分（休憩60分）

賃金 月給179,700円

採用予定人数 1人

応募資格要件 ・パソコンおよびデザイン編集ソフトの操作が可能な方
・普通自動車第一種免許を有する方

配属先 南相馬市博物館または文化財整理室
（南相馬市原町区本陣前一丁目70）

業務内容問い合わせ先 文化財課 0244-25-7300

雇用期間

４月１日～平成３２年３月３１日

※ただし、勤務実績に応じ、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の児童クラブ支援員等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

応募方法

履歴書（写真添付）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２８日（木）必着

【書類提出・問い合わせ先】

南相馬市教育委員会事務局 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

浜通り×さんじょうライフvol.39216



被災自治体News

本宮市復興公営住宅の入居者を募集します（2/19～3/4）

2月19日HP更新

浪江町からのお知らせ

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、桝形第二市営住宅で１戸が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

申込書・募集要項などの入手方法

本宮市白沢総合支所にお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。

申し込み期限

３月４日（月）必着

申し込み方法

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

受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分 ※土・日、祝日を除く

TEL

住宅の名称 所在地

桝形第二市営住宅 本宮市仁井田字桝形

構造など 間取り 募集戸数 ペット

木造平屋建て 3LDK 1戸 不可

問い合わせ 生活支援課 住宅支援係 0243-62-0194TEL
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被災自治体News

介護サービス利用料等の免除期間延長のお知らせ

2月15日HP更新

介護保険サービス利用料（自己負担分）の免除期間が平成32年2月末まで延長されることにな

りました。

また、引き続き介護保険被保険者証の提示により免除証明書の添付なしで介護サービスを利

用することができます。

問い合わせ 健康福祉課 0246-84-5205TEL

浜通り×さんじょうライフvol.39218

双葉町からのお知らせ

2月7日に「ドローン定点観測(平成31年1月28日撮影)」を配信いたしました。

撮影ポイントは下記の通りです。

・復興IC整備地周辺上空（寺沢地区）

・JR双葉駅周辺上空（長塚地区）

・JR常磐線陸橋周辺上空（前田地区）

・双葉海水浴場周辺上空（郡山地区）

・中野地区復興産業拠点周辺上空（中野地区）

撮影日の前日に雪が降ったようで、今回は町内の雪景色を撮影することができました。

復興に向けて日々変化する様子とともに町内の冬の風景をぜひご覧ください。

https://youtu.be/5PgLEsSMeWU

【YouTube公開情報】
ドローン定点観測(平成31年1月28日撮影)



2月18日

■国民年金保険料未納期間のお知らせ

国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします。

お知らせが届いた時点でまだ国民年金保険料を納付いただいていない場合は、お手元の納付

書により早めに納めてください。

●お送りするもの

国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告状）

通知書に、国民年金保険料を納めていない期間と金額を記載しています。

平成31年1月16日時点の情報に基づき発行しておりますので、すでに納めた期間や免除

等が承認された期間が未納と表示されている場合があります。あらかじめご了承ください。

【行き違いの例】

・平成31年1月16日時点で保険料の免除等申請が審査中のとき

・平成31年1月16日の直前に保険料を納めたとき（※）

※ 金融機関等で保険料を納めた情報が日本年金機構に届くまでに数日間かかるため。

●発送日

2月18日および2月20日 郵便局持込み

（悪天候等の郵便事情により配達が遅延することがあります。）

●保険料の納め方

・国民年金保険料納付書でお近くの金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納めて

ください。

・お手元に納付書がない場合は再発行いたしますので、通知書に記載されている年金事務所

までご連絡ください。

・ATMやインターネットバンキングによる電子納付もご利用できます。電子納付に関して

ご不明の点は、ご利用の金融機関等にお問い合わせください。

●その他

ご不明な点は、お近くの年金事務所または通知書に記載されている、日本年金機構が業務

を委託している民間事業者へご連絡ください。

なお、委託事業者の訪問員が現金をお預かりすることはありません。

19浜通り×さんじょうライフvol.392 



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 19 47

原町区 4 7

南相馬市 計 23 54

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 4 9

合 計 31 77

三条市に避難している
世帯数と人数(2019.2.20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

交流ルームひばり通信

２月・３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。

２／２１ ２２ ２３

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ３／１ ２

ひばり休み 版画教室
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

ひばり休み 茶話会
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.39220

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


