
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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●「みなみそうまトピックス」から

1月29日発行

Vol.437

市消防団の出初式が市民文化会館「ゆめはっと」で行

われ、団員約600人が防災に向けた決意を新たにしまし

た。

２ページをご覧ください。

© City of Minamisoma

●被災自治体News

13１ 祝

●新潟県



被災自治体News

浜通り×さんじょうライフvol.4372

市消防団の出初式が市民文化会館「ゆめはっと」で行われ、団員約600人が防災に向けた決

意を新たにしました。

式では、功績のあった団員や永年勤続の団員が表彰されました。また、式典前には、各区団

でパレードや無事故無火災祈願が行われました。

© City of Minamisoma

13
１ 祝

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. テレビで楽しむ展覧会 ─第13回 南相馬市総合美術展覧会─ [20分]

3. 野馬追を知る 武士を知る [15分]

4. 図書館通信 1月号[6分]

5. 遥かな国へ 届け！みんなの心“ジブチ共和国洪水被害たすけあい募金”[3分]

6. プレミアム付商品券 利用期限のお知らせ [1分]

7. 南相馬見聞録～祥雲山 陽山寺～ [5分]

8. 波乗り体操 [7分]

9. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容 [1/24～1/31]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）



被災自治体News
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看護師等合同就職面接会「医療のお仕事面接会in南相馬」

（更新） 1月21日HP更新

問い合わせ 健康福祉部 健康づくり課 健康企画係 0244-23-3680TEL

南相馬市からのお知らせ

市では、医療機関での人材不足を解消するため、南相馬市内の医療機関合同の就職面接

会「医療のお仕事面接会in南相馬」を開催します。

会場では、仕事探しや働くための準備などについて専門の相談員に相談できます。

医療の現場で働きたい方、医療の仕事に興味のある方はぜひご参加ください。

対象者

看護師、准看護師、薬剤師、医療事務、看護助手、事務補助等の求職者、看護学生

内容

参加医療機関ごとにブースを設け、直接面接ができます。

ハローワークの就職相談コーナーも設置します。

とき

2月22日（土）午前10時～午後2時30分（受付時間 午前10時～午後2時）

ところ

市民情報交流センター 2F マルチメディアホール（南相馬市原町区旭町2-7-1）

参加医療機関

医療法人社団 青空会 大町病院

医療法人 相雲会 小野田病院

福島県厚生農業協同組合連合会 鹿島厚生病院

公益財団法人 金森和心会 雲雀ヶ丘病院

南相馬市立総合病院

自己紹介カード

当日会場内で使用します。会場に記載スペースも設けておりますが、事前にご用意いた

だくと受け付けがスムーズです。

各医療機関ごとに1枚使用します。会場内に簡易コピー機（無料）も設置しますので、

不足した際にはご利用ください。

求職者の方々だけでなく、看護学生の方など将来的に就職活動をされる

方もぜひお書きください。

●自己紹介カード（Excel）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/19/jikosyokai.xls



被災自治体News

南相馬市の現況と課題

1月21日HP更新

東日本大震災や原子力災害からの南相馬市の現況と、発展に向けた取組についてまとめ

ました。（令和元年12月末現在）

浜通り×さんじょうライフvol.4374

問い合わせ 復興企画部 企画課 復興推進係 0244-24-5358TEL

資料を添付しましたので
ご覧ください。

南相馬市の世帯のみ

くわしくは、南相馬市ホームページをご覧ください。

「安全運転支援装置設置促進事業助成金」

※浜通り×さんじょうライフ １月８日号(Vol.437)の12ページにも
掲載しています。



被災自治体News

【仮設・借上げ住宅の入居者の方へ】供与期間は令和2年3月末まで

1月24日HP更新

5浜通り×さんじょうライフvol.437 

問い合わせ 生活支援課 住宅支援係 0243-62-0194TEL

浪江町からのお知らせ

令和2年3月末で応急仮設住宅の供与が終了します

令和元年8月に福島県からお知らせがあったとおり、浪江町から避難している方への応

急仮設住宅の供与（無償提供）が令和2年3月末をもって終了となります。

令和2年4月以降の延長はありませんので、期日までに終了できるよう準備をお願いし

ます。

なお、現在のお住まいが借上げ住宅の場合は、令和2年4月以降の契約を自費契約に切

り替えることで継続入居が可能となる場合があります。詳しくは貸主または不動産業者に

お問い合わせください。

「終了届」の提出が必要です

応急仮設住宅の供与終了に伴い、退去の有無にかかわらず「終了届」の提出が必要とな

ります。

終了届は、令和2年2月末までに提出してください。

避難住民届を提出してください

供与終了に伴い避難場所が変更となる方は、避難住民届を町に提出してください。

新潟県の借上げ住宅にお住まいの方

2月末までに必ず「新潟県借上げ住宅明渡し届」を提出してください。

これは、現在の住宅を4月1日から自己名義の契約に切り替えて継続入居する方も

含まれます。

★提出先 貸主、または入居する住宅を管理する宅地建物取引業者

※新潟県へ直接提出するものではありませんので、ご注意ください。

※転居予定の方は、三条市役所 福祉課 福祉・公営住宅係にも、忘れず

ご連絡ください。（TEL 0256-34-5405）



被災自治体News

「(仮称)道の駅なみえ」オープニングスタッフを募集します

1月22日HP更新

「(仮称)道の駅なみえ」は、住民の生活のプラットホームとしてその役割を担うだけで

なく、住民が懐かしい顔に再開できる出会いの場として地域に根付き、また、仕事や観光

で訪れる人が、浪江で培われてきた歴史・風土・産業などの「モノ」「コト」に触れて感

じていただけるような施設を目指します。

「浪江町を五感で感じ、未来へと成長していく道の駅」を、

一緒につくっていきましょう！

募集説明会開催日程

各部門、正社員・パート・アルバイトなど、ご希望に合う働き方がきっとあります。

事前申し込みは不要です。どうぞお気軽に説明会にご参加ください。

浜通り×さんじょうライフvol.4376

問い合わせ 産業振興課 商工労働係 0246-84-5206TEL

会場名 月日 時間 場所

東京 2月8日（土） 午後3時～4時

東京都新宿区西新宿1-14-11
Daiwa西新宿ビル
TKP新宿カンファレンスセンター
カンファレンスルーム5A

上野 2月9日（日） 午前10時～11時

東京都台東区東上野3-18－6
第一吉沢ビル
TKP上野駅前ビジネスセンター
カンファレンスルーム7A

浪江 2月10日（月）
(1)午前10時～11時30分
(2)午後2時～3時30分

浪江町大字幾世橋字六反田7 -2
浪江町役場 3 階 301 会議室

仙台 2月11日（火） 午前10時～11時30分

宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-30
ディーグランツ仙台ビル2 階
TKP仙台東口ビジネスセンター
カンファレンスルーム2A

福島 2月11日（火） 午後3時～4時30分
福島市方木田谷地13-7
あつまっぺ 交流館

二本松 2月12日（水） 午前10時～11時30分
二本松市北トロミ573
平石高田第二工業団地内
浪江町役場二本松事務所 2階大会議室

郡山 2月12日（水） 午後2時30分～4時
郡山市富田町字池ノ上40 1
コスモスふれあいセンター

南相馬

2月14日（金） 午後3時～4時30分
南相馬市原町区石神字坂下 29
石神生涯学習センター和室

2月16日（日） 午前10時～11時30分
南相馬市原町区旭町2 7 1
南相馬市民情報交流センター 小会議室

いわき
2月14日（金） 午前10時30分～正午 いわき市常磐上矢田町叶作13-3

なみえ交流2月16日（日） 午後3時～4時30分

2020年
7月

開所！
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問い合わせ 健康対策課 感染症対策係 025-280-5200TEL

中華人民共和国湖北省武漢市において、昨年12月以降、新型コロナウイルス関連肺炎の発

生が複数報告されています。

コロナウイルスとは

人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。

人に感染症を引き起こすものはこれまで６種類が知られていますが、深刻な呼吸器

疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV（重症急性呼吸器症候群コロナウイルス）と

MERS-CoV（中東呼吸器症候群コロナウイルス）以外は、感染しても通常の風邪など

の重度でない症状にとどまります。

・１月29日午前８時現在、日本における新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生は

７例です。

・１月28日、本感染症について、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染

症」に指定する政令が閣議決定、公布されました。

《皆様へのお願い》
皆様におかれましては、過剰に心配することなく、風邪やインフルエンザが多い時期であ

ることを踏まえて、咳エチケットや手洗い等、引き続き通常の感染対策に努めていただくよ

うお願いします。

武漢市から帰国・入国される方におかれましては、咳や発熱等の症状がある場合には、マ

スクを着用するなどし、事前に医療機関に連絡した上で、受診していただきますよう御協力

をよろしくお願いします。また、医療機関の受診にあっては、武漢市滞在歴があることを事

前に申し出てください。

令和２年１月21日の内閣官房「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する関係閣

僚会議」を受け、感染のリスクが高い地域からの入国者・帰国者に対する検疫が強化されま

す。



避難先住所等の届け出について

市町村名 世帯数 人数

小高区 17 43

原町区 4 7

南相馬市 計 21 50

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 4 9

合 計 29 73

三条市に避難している
世帯数と人数(2020.1.29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

１月・２月の『ひばり』

日 月 火 水 木 金 土

１／３０ ３１ ２／１

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
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
浜通り配布

ひばり休み

浜通り×さんじょうライフvol.4378

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

東日本大震災に伴い避難されている方で、次のような場合は、

全国避難者情報システム（避難者名簿）に登録されている内容を

変更する必要がありますので、ご連絡ください。

・転居したので住所が変わった（変わる予定である）

・家族構成が変わった（子が進学などで転出、帰還した家族がい

るなど）

・避難生活が終了した（避難の意思を有しなくなった）

連絡先
三条市役所 福祉課 福祉・公営住宅係

0256-34-5405TEL


