
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。

目 次

週刊 避難者応援情報紙

・市内の幼稚園で七夕行事 ------ 2

・原町第二中学校でホストタウンの
授業を行いました ------------ 2

南相馬市 ---------------------- 3

浪江町 ------------------------ 6

双葉町 ------------------------ 10

郡山市 ------------------------ 12

・県外避難者の受入状況 ------- 8

・新型コロナウイルス感染症に関する
市民の皆様等へのお願い ----- 13

・7月･8月の「ひばり」 -------- 14

1浜通り×さんじょうライフvol.459 

●「みなみそうまトピックス」から

7月15日発行

Vol.459

●交流ルームひばり通信

現在の東京都でのクラスターの発生状況や、今後、

東京都からの帰省等の増加が予想されることを踏まえ

て、7月14日、三条市長が市民の皆様等に対してメッ

セージを出しました。

★次号の浜通り×さんじょうライフは、
７月３０日（木）お届けの予定です。

１３ページをご覧ください。

●三条市ホームページ
「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.city.sanjo.niigata.jp/kinkyu/12245.html

●被災自治体News

●新潟県

●三条市News
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市が進めている復興「ありがとう」ホストタウンについて、原町第二中学校の1年生が総合

学習でホストタウンをテーマに取組むことになり、5月28日と6月25日、市職員がホストタウ

ンについての授業を行いました。

生徒の皆さんは、交流相手国・地域の文化やホストタウンとして今何ができるのかというこ

とを真剣に考え、グループワークでも積極的に意見を出しあっていました。生徒の皆さんにと

って、世界に目を向ける良い機会になったと思います。今後は、各グループがそれぞれの交流

相手国・地域について調べまとめたものを発表する予定となっており、それらがまとまりまし

たら市ホームページなどで紹介する予定です。

7月7日の七夕にちなみ、市内の幼稚園では、園児たちの夢

や希望が広がるようにと七夕行事が催されました。

市内の幼稚園のうち、さゆり幼稚園と高平幼稚園の様子を

写真で紹介します。
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南相馬市職員（大学卒程度：土木）を募集します

7月15日HP更新

試験日 試験会場 試験内容

9月20日(日)
南相馬市役所
（南相馬市原町区本町2-27）

第1次試験 専門試験、適性検査

第2次試験 作文試験、個人面接、身体検査

募集職種・受付期間

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課窓口および各区役所市民総合サービス課窓口で配布します。

月曜日～金曜日：午前8時30分～午後5時15分 各窓口で配布

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（大卒 土木）請求」と朱書きし、返送用に140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. 市公式ウェブサイト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

試験日・試験会場・試験内容

受験案内・申込用紙

R2受験案内（大卒 土木）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/jyukenannaidoboku.pdf

募集職種 受付期限

大卒 土木
7月15日(水)～8月20日(木) 当日消印有効
※受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります。

募集職種 受験資格

大卒 土木 平成2年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人（学歴は問いません）

次ページへ続きます

3浜通り×さんじょうライフvol.459 

南相馬市からのお知らせ
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問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

受験申込書（大卒 土木）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/jyukenmoushikomidoboku.pdf

受験票（はがき）への貼付シート（大卒 土木）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/hagakidoboku.pdf

受験申込書等封筒への貼付シート（大卒 土木）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/huutoudoboku.pdf

浜通り×さんじょうライフvol.4594

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. 南相馬市長 7月定例記者会見 [13分]

3. 南相馬市議会 新型コロナウイルス感染症対策研修会 [26分]

4. 特別定額給付金の申請期限について [2分]

5. 交通事故防止【ドライバー編】福島県警交通啓発動画 [1分]

6. 南相馬市健康福祉センター「ゆらっと」開所式 [8分]

7. 南相馬市議会令和2年第2回(3月)定例会 放送日程のお知らせ [3分]

8. 南相馬市民の歌 [4分]

9. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容 [7/10～7/17]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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相馬地方広域市町村圏組合 消防職員募集

7月14日HP更新

相馬地方広域市町村圏組合では、令和3年4月採用の消防職員を募集します。

採用予定人員

5人程度

受験資格

1. 平成5年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人（学歴は問いません）

2. 採用後、相馬地方管内市町村に居住できる人

受付期間

7月1日（水）～9月11日（金）

受付場所

相馬地方広域市町村圏組合事務局総務課（相馬市役所3階）

第1次試験

試験日 10月18日（日）

試験会場 相馬地方広域消防本部（南相馬市原町区高見町一丁目272）

試験方法 教養試験（高校卒業程度）、体力試験、適性検査

第2次試験

第1次試験合格者に別途通知します。

申込用紙

申込用紙は、組合事務局、相馬地方広域消防本部、相馬地方の各消防署・分署および相

馬看護専門学校にて交付します。

相馬地方広域市町村圏組合のホームページからもダウンロードできます。

http://www.soma-area.jp/

【申し込み･問い合わせ先】

〒976-8601 相馬市中村字北町63番地の3

相馬地方広域市町村圏組合事務局総務課

0244-35-0211TEL

問い合わせ 復興企画部 危機管理課 消防係 0244-24-5232TEL
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令和3年度採用 浪江町職員(高校卒程度・社会人経験者)採用候補者試験を

実施します 7月15日HP更新

試験職種、採用予定人数、職務内容、受験資格など

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) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで、または執行を受けることがなくな

るまでの者

(3) 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

(4) 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

試験の期日および会場、発表

■1次試験

■2次試験

11月下旬に実施予定

日程などは、1次試験合格者に別途通知します。

浜通り×さんじょうライフvol.4596

浪江町からのお知らせ

試験職種
採用予定

人数
主な職務内容 受験資格

高校卒程度
（行政職）

若干名
行政全般に関する企画立案、
調査、連絡調整、相談業務等

平成11年4月2日から平成15年4月1日まで
に生まれた方（学歴は問いません。）

社会人経験者
（行政職）

若干名
昭和54年4月2日から昭和60年4月1日まで
に生まれた方（学歴は問いません。）

注意

注意

次ページへ続きます

職種 試験期日 試験時間 会場 発表

高校卒程度
（行政職）

9月20日
(日)

受付 午前9時～午前9時30分
教養試験 午前10時～正午
適性検査
・事務適性検査
・一般性格診断検査
※教養試験終了後、適性検査を行
います。

富岡町大字本岡大塚
622-1

「富岡町文化交流セ
ンター学びの森」

10月下旬

役場掲示板に合格
者番号を掲示する
ほか、合格者に通
知します。

社会人経験者
（行政職）

受付 午前9時～午前9時30分
職務基礎力試験

午前10時～午前11時30分
職務適応性検査

午前11時45分～午後0時5分

福島市中町8番2号

「福島県自治会館」
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次ページへ続きます

注意

試験方法

申込受付期間

7月15日(水)～8月14日(金) ※執務時間内に限ります。

郵送の場合は、8月12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書は、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。

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。

申込書をダウンロードする場合は、A4サイズの用紙に印刷してください。

郵便により申込用紙を請求する場合は、封筒の表に「令和3年度 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。

受験案内

令和3年度浪江町職員(高校卒程度及び社会人経験者(行政職))

採用候補者試験について

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/12614.pdf

令和3年度職員採用試験申込書(高校卒程度行政職)（Excel）

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/12616.xlsx

令和3年度職員採用試験申込書(社会人経験者(行政職)) （Excel）

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/12617.xlsx

注意

注意

職種 1次試験 2次試験

高校卒程度
（行政職）

(1)教養試験
職員として必要な一般知識及び知能について、択一式によ

る筆記試験を行います。
(2)適性検査

事務職員としての適応性検査、性格診断検査を行います。
1次試験合格者に対して､
小論文試験、個別面接に
よる試験を行います。

社会人経験者
（行政職）

(1)職務基礎力試験
公務に必要な基礎的な知的能力について、択一式による筆

記試験を行います。
(2)職務適応性検査

職務遂行に必要な適正についての検査を行います。

7浜通り×さんじょうライフvol.459 
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注意

申し込み方法

申込書に必要事項を記入し、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「浪江町役場本庁舎 総務課」に提出し

てください。

申込書を郵送する場合は、 「令和3年度 採用試験申込み」と朱書して、必ず簡易書留

で送付してください。また84円切手を貼った自分宛の封筒（長3号）を忘れずに同封し

てください。

受験当日は、必ず受験票を持参してください。

（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。）

【申込書提出先・問い合わせ先】

〒979-1592 双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2

浪江町役場 総務課行政係

0240-34-0235（直通）TEL

6月30日現在

問い合わせ 震災復興支援課 広域支援対策係 025-282-1732TEL

市町村 人 数

新潟市 929

長岡市 208

三条市 70

柏崎市 530

新発田市 146

小千谷市 16

加茂市 9

十日町市 15

見附市 16

村上市 64

市町村 人 数

燕市 59

糸魚川市 3

妙高市 5

五泉市 22

上越市 42

阿賀野市 31

佐渡市 26

魚沼市 6

南魚沼市 10

胎内市 43

市町村 人 数

聖籠町 -

弥彦村 7

田上町 -

阿賀町 -

出雲崎町 1

湯沢町 7

津南町 -

刈羽村 31

関川村 -

粟島浦村 -

合 計 2,296

■市町村把握分

区 分 人 数

1 公営住宅・雇用促進住宅等 5

2 借上げ仮設住宅 41

3 賃貸住宅･持家･親戚知人宅等 2,250

1+2+3（市町村把握分） 2,296

4 病院 0

5 社会福祉施設 8

合 計 2,304

(5/31  2,303) (5/31  2,311)
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町内小中学校校舎解体に伴う見学会を
実施します
町内の小中学校は現在一部を除き休校中ですが、その校舎は、今後の活用についてさまざま

な検討をしてきましたが、東日本大震災による被害に加えて、避難以来使用されていなかった

ことによる老朽化などから、やむを得ず解体することとなりました。

これらの校舎においては、今回のイベントが地域の皆さんや同窓生の皆さんが集える最後の

機会となります。各学校へ足を運んでいただき、改めて学校やその歴史に触れてみてはいかが

でしょうか。

日時：7月23日（木・祝）、24日（金・祝）、25日（土）

午前10時から午後3時まで

対象施設：浪江小学校、幾世橋小学校、大堀小学校、苅野小学校、浪江中学校

その他詳細については、下記のページをご覧ください。

https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/12/25299.html

9浜通り×さんじょうライフvol.459 

浪江小学校 幾世橋小学校 大堀小学校

苅野小学校 浪江中学校
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令和2年度 国民健康保険税について

7月14日HP更新

双葉町からのお知らせ

問い合わせ 戸籍税務課 0246-84-5204TEL

生活物資支援意向確認実施のお知らせ

7月10日HP更新

毎年年末に、町民の皆さまへ配送している生活物資につきまして、今年も避難世帯ごと

に配送を予定しています。

届け先は、町に届出のある避難先にしていますが、例年「保管期間満了」や「あて所な

し」で多くの生活物資が戻ってきています。

このようなことから、今年度も事前に生活物資支援事業意向確認を実施し、希望のあっ

た世帯にのみ配送することとしました。

つきましては、7月中を目途に生活物資支援事業意向確認を往復はがきにより実施しま

すので、報告期限までに返信くださるようお願いします。

なお、不明な点がありましたら、ご連絡ください。

問い合わせ 生活支援課 0246-84-5419TEL

令和2年度国民健康保険税納税通知書兼減免決定通知書を7月15日（水）に発送します。

※今年度も減免条例の規定に基づき、全額減免となりますので納付の必要はありません。

減免について

次年度以降の減免については決定次第お知らせします。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は、世帯主の方が納税義務者となります。

世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の方が加入していれば、世帯主宛に

通知書が送付されます。

浜通り×さんじょうライフvol.45910
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復興への願いを七夕に〜JR双葉駅七夕飾り〜
7月4日、JR双葉駅でいわき・まごころ双葉会による七夕飾りの設置が行われました。

いわき・まごころ双葉会は、毎年8月にいわき市で行われる

「いわき七夕まつり」に七夕飾りを出展しています。今年は

新型コロナウイルス感染拡大防止のためイベントが中止とな

ったことを受け、双葉駅に飾ることが決まりました。

双葉駅に設置されたのは、高さおよそ4メートルの七夕飾り

です。物干し竿にロープで固定し、皆さんで力を合わせて駅

の1階から2階に引き上げ、自由通路から吊り下げられました。

この日はあいにくの雨でしたが、程よい湿気が、保管して

いる間に飾りについてしまったシワ（折グセ）をとってくれ

ていました。

「私の顔のシワも伸びればいいのにねぇ」なんて冗談を交え

ながら、設置作業は順調に進みました。

設置後、いわき・まごころ双葉会の石田会長は「ふるさとに帰ってきたときに、双葉駅に

寄って七夕飾りを見てもらえればありがたい。来年はいわき市と双葉町の両方に飾ることが

出来たらいいなと思っています」と話していました。

およそ1時間後、色とりどり

の七夕飾り6基が駅構内に並び

ました。

飾りを見上げる皆さんの目

線の先には、「復興へ ふた

ば」の文字が。この七夕飾り

には、いわき・まごころ双葉会の皆さんの“一日も早い双葉町

の復興”への願いが込められていました。
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被災自治体News

特別定額給付金の処理状況

7月14日HP更新

郡山市からのお知らせ

特別定額給付金に係る処理状況等については次のとおりです。

なお、次回の振り込み日は７月16日(木)です。

■処理状況（申請および審査完了は７月13日現在、給付は７月14日現在）

※ 申請件数は、重複申請および不備補正後の再申請を除いた数に調整しています。

※ 申請件数の進捗率は、給付対象世帯数(142,777世帯)に対する申請件数の割合です。

※ 審査完了件数は、不備などがなく、給付準備ができた件数です。

※ 審査完了の進捗率は、申請件数に対する審査完了件数の割合です。

※ 給付の進捗率は、申請件数に対する給付件数の割合です。

※ 日次の申請・審査完了・給付件数は速報値であり、累計数は確定値を基に修正してい

ます。

■申請期限

申請期限は、８月19日(水)【当日消印有効】となっています。

市から送付された申請書に必要事項を記入いただき、必要書類を添付の上、郵送にて早

めに申請ください。

日次 累計
進捗率※

件数（件） 金額 件数（件） 金額

申 請 203 138,993 97.35%

審査完了 221 138,881 99.92%

給 付 82 1,340万円 138,275 316億2,060万円 99.48%
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現在の東京都でのクラスターの発生状況や、今後、東京都からの帰省等の増加が予想され

ることを踏まえて、7月14日、三条市長が市民の皆様等に対してメッセージを出しました。

市民の皆様等へのお願い

新型コロナウイルスの感染が極めて限定的である新潟県では、意識的に日々の生活や社会

経済活動を以前の状態に戻していくべき局面にありますが、その一方で、東京都では、新規

の感染者数が高い水準で推移し続けており、小池東京都知事は、感染の拡大を警戒しなけれ

ばならない段階にあるとの認識の下、都民に対して不要不急の他県への移動について注意を

呼びかけています。

こうしたことを受け、7月7日に私から、市民の皆様に東京都との往来等について慎重に御

判断くださるようお願いしたところですが、現在の東京都でのクラスターの発生状況や今後

東京都からの帰省等の増加が予想されることに鑑み、改めて次のことをお願いいたします。

会食によってクラスター（感染集団）が発生していることを踏まえ、東京都からの来訪者

との会食については、特に慎重に御判断ください。

なお、東京都などとの往来状況について、その傾向を把握するため、現在、JR燕三条駅の

新幹線乗降者数を毎週水曜日と土曜日に独自に調査し、市のホームページで公表しています。

繰り返しになりますが、感染が極めて限定的で感染経路も把握できている新潟県において

は、三密の回避などの感染予防策を適切に講じながら、様々な活動を意識的に以前と同様の

形で送っていただくことが重要であると考えておりますが、今後感染経路がわからない感染

者が急増するような事態を招かないためにも、感染の拡大を警戒しなければならない状況に

ある東京都との往来については、慎重に判断されるよう重ねてお願い申し上げます。

令和2年7月14日

三条市長 國定 勇人
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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 3 4

南相馬市 計 20 47

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 29 70

三条市に避難している
世帯数と人数(2020.7.15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
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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

0256-34-5405TEL

交流ルームひばり通信

７月・８月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

７／１６ １７ １８

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

午前10時
～午後３時

ひばり休み ひばり休み
午前10時
～午後1時

海の日

ひばり休み

スポーツの日

ひばり休み ひばり休み

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ８／１

ひばり休み ひばり休み ひばり休み
午前10時
～午後1時

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

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）
運営：さんじょう∞ふくしま「結」の会

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開設時間] 日 午前10時～午後3時

水 午前10時～午後1時

※さんじょう∞ふくしま「結」の会

避難者と三条市のボランティアの有志で組織している団体で、「交流ルームひばり」の運営を無償で

行っています。「交流ルームひばり」へお気軽にお立ち寄りください。


