
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

・秋季競馬大会 ---------------- 2

南相馬市 ---------------------- 3

浪江町 ------------------------ 6

・常磐自動車道
（いわき湯本IC～南相馬IC間）
磐越自動車道
（いわきJCT～いわき三和IC間）
本線夜間通行止めおよび
常磐双葉IC閉鎖の実施 -------- 11

・10月･11月の「ひばり」 ----- 12
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●「みなみそうまトピックス」から

●交流ルームひばり通信

●NEXCO東日本

10月21日発行

Vol.471

門馬和夫市長が、かしま交流センターで記者会見し、

南相馬オリジナルのパッケージを披露しました。

馬をモチーフにしたイラストで、「みんなにウマい南

相馬米」のキャッチフレーズが印刷されています。

南相馬市は昨年、福島県産米として販売していた米を

南相馬産米として販売する取り組みを始めていました。

1910 月

●被災自治体News



被災自治体News

1810 日

第74回相馬野馬追振興秋季競馬大会が、相馬野馬追のメイン会場となる雲雀ヶ原祭場地で開

催され、中ノ郷のルーラー（騎手 佐藤博人さん）が予選1着馬の決勝レースを制しました。

今大会の出走馬は23頭で、1周約1,400メートルのダートコースで、予選と決勝などを合わ

せて9レースが行われました。

競馬大会は、相馬野馬追に出場する騎馬の乗馬技術の向上を目的に、毎年春と秋に開かれて

います。

浜通り×さんじょうライフvol.4712

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. 南相馬市産業創造センター開所式 [20分]

3. 大空を見上げよう Fly for All [6分]

4. 第33回野馬追の里健康マラソン大会・第15回ウォーキング大会

オンライン参加者募集 [6分]

5. 南相馬市職員募集のお知らせ [2分]

6. 第14回南相馬市民俗芸能発表会“原三小の宝財踊”[11分]

7. 南相馬市消費喚起応援事業 [3分]

8. お家でできる軽体操～バランス・つまづき予防編～ [4分]

9. 南相馬市民の歌 [4分]

10.リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [10/16～10/23]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）



個人積算線量測定新規申し込みの受け付け

被災自治体News

市では、令和３年１月から新たに個人積算線量測定を希望する方を募集します。

現在測定中の方は継続して届きますので、申し込みは不要です。

対象

本市に住民登録している方

震災以降に本市から転出した方

本市に避難している方

本市に通勤・通学している方

測定期間

令和3年1月1日～3月31日 測定期間は3カ月です。（年4回実施しています。）

注意事項

正しい測定結果を得るために、ガラスバッジの取り扱いは次のとおりお願いします。

継続して身に着けるか、常に自分の身近な所に置いてください。

測定終了後、すみやかに測定業者に送付してください。

測定料金

無料

ガラスバッジは貸し出し測定するものです。

紛失した場合は実費相当額3,850円を負担していただくことになりますので、

ご注意ください。

申込方法

申込書・同意書に必要事項を記入のうえ、郵送またはファクスでお送りください。

【申込先】

南相馬市役所 健康づくり課 放射線健康係

〒979-2102 南相馬市小高区小高字金谷前84（小高保健福祉センター）

0244-44-2123

南相馬市からのお知らせ

注意

FAX

次ページへ続きます
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被災自治体News
申込書・同意書

個人積算線量測定（ガラスバッジ貸与による）申込書・同意書 (Excelファイル)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/19/R2_GB_HP1.xls

個人積算線量測定（ガラスバッジ貸与による）申込書・同意書記入例 (Excelファイル)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/19/R2_GB_HP2.xls

※ 申込書・同意書は、健康づくり課放射線健康係、各保健センター、

各生涯学習センターに備え付けてあります。

申込期限

11月２日(月) 必着

浜通り×さんじょうライフvol.4714

問い合わせ 健康福祉部 健康づくり課 放射線健康係 0244-44-2121TEL

ホストタウンワークショップ
「福島レッドホープスによる野球教室」

10月3日(土)、市が進めている復興「ありがとう」ホストタウン交流として、福島レッドホ

ープスによるワークショップを行いました。

ワークショップは米国および台湾野球チームのホストタウンである本市の野球スポーツ少年

団を対象に、元メジャーリーガーの岩村監督率いる福島レッドホープスにより、講話型・実践

型ワークショップを実施することで、米国や台湾とのスポーツを通した文化交流につなげ、ホ

ストタウンとしての機運を高めることを目的に開催されました。

①岩村監督による講話 ②選手によるバッティング指導 ③集合写真

問い合わせ スポーツ推進課 ホストタウン推進係 0244-44-6014TEL



乳がん検診を受けましょう～10月はピンクリボン月間です～

10月16日HP更新

被災自治体News

乳がんは日本の女性の11人に1人がかかる病気で、30歳以降から増えはじめ、40歳

から50歳代にピークを迎えます。早期発見・早期治療で95％以上治り、唯一自分で発見

できるがんです。

月1回の自己触診と、2年に1度の乳がん検診の受診で早期発見に努めましょう。

ピンクリボン月間とは

乳がんについての正しい知識を多くの方に知ってもらい、乳がんによって引き起こされ

る悲しみから一人でも多くの人を守ろうという「ピンクリボン運動」が世界規模で行われ

ています。

毎年10月は、「ピンクリボン月間」として、乳がんについての正しい知識を広め、乳

がん検診の受診や自己触診を勧め、乳がんの早期発見、早期治療を目指しています。

乳がん自己触診について

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/19/20201013_ea144.pdf

問い合わせ 健康福祉部 健康づくり課 健康推進係 0244-23-3680TEL

あかりのファンタジー
イルミネーションinおだか

小高観光協会では、あかりのファンタジーイルミネーション

inおだかを開催します。

●と き 11月14日(土)～令和3年1月11日(祝)

午後5時～8時

●ところ 小高区内の各所

（個人宅や事業所、小高区4小学校）

問い合わせ 小高観光協会 0244-44-6014TEL

5浜通り×さんじょうライフvol.471 



【令和2年度採用】浪江町任期付職員（保育士）の採用候補者試験の

お知らせ 10月12日HP更新

被災自治体News

試験職種、採用予定人員および主な職務内容

採用予定時期および任用期間

令和3年1月4日から3年間

任用期間は、業務の進捗状況により最長5年まで延長する場合があります。

受験資格

1. 基本要件

昭和45年4月2日以降の生まれ

保育士資格および幼稚園教諭免許を有している

保育業務経験が3年以上

※ 学歴は問いません。

最終合格決定後、資格証、修了証の写しおよび在職期間証明書などを提出していた

だくこととなります。

提出がされないときには、内定などの取り消しを行う場合があります。

2. その他の要件

普通自動車運転免許を有している。

Microsoft WordおよびExcelを使った文書作成および表計算処理ができる。

町民の方へ親切・丁寧・粘り強く窓口や電話での対応ができる。

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。

日本国籍を有しない者

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

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

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

浪江町からのお知らせ

次ページへ続きます

試験職種 採用予定人員 主な職務内容

保育士 1人
浪江にじいろこども園における保育業務及び子育て支援・保育行政
全般

注意

注意

注意
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被災自治体News
受験申込手続きなど

1. 受験申込先

浪江町役場 総務課 行政係

〒979-1592 双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地の2

2. 提出書類

(1)受験申込書・・・写真を貼り付けてください。

申込前3カ月以内に撮影・上半身脱帽・大きさ 縦6cm×横4.5cm

(2)職務等経歴書

(3)受験票・・・写真を貼り付けてください。

申込前3カ月以内に撮影・上半身脱帽・大きさ 縦6cm×横4.5cm

(4)資格免許証の写し

(5)応募作文・・・次のテーマについて述べてください。

【テーマ】あなたのこれまでの経験をどのように浪江町職員としての業務に生かし、

町の復興にどう貢献していきたいかを述べなさい。（500字以内）

3. 申し込み方法

上記(1)から(5)を揃え、期限までに浪江町役場総務課行政係まで提出してください。

（郵送による提出も可）

4. 申込用紙の請求

申込用紙は、浪江町役場総務課で交付します。また、ホームページからもダウンロード

できます。

提出書類チェック表

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13093.pdf

受験申込書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13094.pdf

職務等経歴書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13095.pdf
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被災自治体News
受験票

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13096.pdf

応募作文様式

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13097.pdf

申込期限

11月4日（水）

郵送の場合は、11月4日（水）までの消印のあるものに限り受け付けます。

試験方法および内容

合格者の発表

給与・手当

給与は、浪江町の条例などに基づき、実務経験や職責などを勘案して決定します。

その他通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当、扶養手当などが、それぞれの支給要

件に応じて支給されます。

主な勤務条件

原則として、勤務時間は午前8時30分から午後5時15分（正午から午後1時までは休

憩時間）までの7時間45分、休日は、土曜日・日曜日および祝日です。

※ 業務の進行状況などによっては、時差勤務や時間外勤務があります。

注意

試験方法 試験内容

第一次試験 書類選考 提出された書類（応募作文等）により選考

第二次試験 面接試験 第一次試験合格者を対象に20分程度の個別面接

発表時期 発表方法

第一次試験
合格者

受付締め切りから1週間以内 受験者に郵送により合否を通知します。

最終合格者 第二次試験日から2週間以内
浪江町役場掲示板に掲載するほか、受験者に合否
を通知します。

問い合わせ 総務課 行政係 0240-34-0235TEL

申込用紙などに含まれる受験者の個人情報については、職員採用試験以外の

目的には一切使用しません。また、提出された書類は返却しません。
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【学校の歴史残し】浪江町立学校の歴史やデータを順次公開します

10月1日HP更新

被災自治体News

浪江町立学校の資料が多くありますので、準備ができたところから公開していきます。

浪江小学校

校歌楽譜

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13077.pdf

幾世橋小学校

校歌楽譜

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13103.pdf

歴代学校長

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13079.pdf

歴代PTA会長

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13080.pdf

歴代同窓会長

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13098.pdf

請戸小学校

校歌楽譜

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13083.pdf

大堀小学校

校歌楽譜

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13084.pdf
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被災自治体News
苅野小学校

校歌楽譜

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13085.pdf

歴代学校長

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13092.pdf

歴代PTA会長

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13087.pdf

津島小学校

校歌楽譜

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13088.pdf

浪江中学校

校歌楽譜

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13089.pdf

浪江東中学校

校歌楽譜

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13090.pdf

津島中学校

校歌楽譜

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13091.pdf

問い合わせ 教育委員会事務局 学校教育係 0240-34-5710TEL
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NEXCO東日本 お客さまセンター
0570-024-024 （ナビダイヤル）（24時間）
03-5338-7524 （PHS、IP電話のお客さま）

問い合わせ
TEL

TEL

NEXCO東日本いわき管理事務所およびいわき工事事務所（福島県いわき市）は、2車線区

間（片側1車線）の 常磐自動車道 いわき湯本ICから南相馬ICおよび 磐越自動車道

いわきJCTからいわき三和ICにおいて、4車線化工事、情報板更新工事などの実施のため、下

記のとおり本線夜間通行止め、および常磐双葉ICの閉鎖を実施します。

■通行止め区間および期間

【1】11月12日(木)1夜間 午後8時～翌朝5時

常磐自動車道 いわき湯本IC～いわき中央IC間（上下線）

磐越自動車道 いわきJCT～いわき三和IC間（上下線）

〔主な作業内容：情報板更新工事〕 【予備日：11月13日(金)】

【2】11月16日(月)～20日(金)5夜間 午後8時～翌朝5時

常磐自動車道 いわき中央IC～広野（ひろの）IC間（上下線）

〔主な作業内容：4車線化工事〕

【3】11月24日(火)～12月4日(金)9夜間 午後8時～翌朝5時

常磐自動車道 いわき中央IC～いわき四倉IC間（上下線）

〔主な作業内容：4車線化工事〕

【4】12月8日(火)～15日(火)6夜間 午後8時～翌朝5時

常磐自動車道 常磐富岡IC～南相馬IC間（上下線）

〔主な作業内容：橋梁・トンネル設備点検〕

【5】12月4日(金)1夜間 午後8時～翌朝5時、12月8日(火)午後1時～8時

常磐自動車道 常磐双葉IC（出入口）

〔主な作業内容：橋梁架設工事〕

【6】12月22日(火)1夜間 午後8時～翌朝5時

常磐自動車道 いわき湯本IC～いわきJCT間（下り線）

常磐自動車道 いわきJCT～いわき中央IC間（上り線）

〔主な作業内容：情報板更新工事〕

E6

E49

E49

E6
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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 16 42

原町区 4 5

南相馬市 計 20 47

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 29 69

三条市に避難している
世帯数と人数(2020.10.21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

浜通り×さんじょうライフvol.47112

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

１０月・１１月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

１０／２２ ２３ ２４

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

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

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

１１／１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

午前10時
～午後３時

ひばり休み

文化の日

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。


