
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

●交流ルームひばり通信

12月16日発行

Vol.479

●被災自治体News

12月13日、おだか千本桜プロジェクト第9回桜植樹

祭が開催されました。

おだか千本桜プロジェクトは、桜の植樹や花々の植栽

活動を通じて、小高の復興再生活動を行っています。

1312 日

２ページをご覧ください。

●新潟県

●東京電力ホールディングス

●NEXCO東日本



被災自治体News

1312 日
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12月13日、おだか千本桜プロジェクト第9回桜植樹祭が

開催されました。

おだか千本桜プロジェクトは、桜の植樹や花々の植栽活動

を通じて、小高の復興再生活動を行っています。

当日は、ボランティアの皆さんが小高川堤防沿いに約100

本の河津桜を植樹し、思い思いのメッセージを書いた札をか

けました。

10
12 木

福島中央テレビの「ゴジてれChu！」で、小高交流センターが生中継で紹介されました。

番組では、お笑いコンビ母心の進行で、野馬追通り銘醸館の甲冑着付け体験やセデッテかし

まの売れ筋商品を、笑いを交えながら楽しく紹介していただきました。



被災自治体News

1412 月

12月14日に「fukushima さくらプロジェクト」植樹式がセデッテかしまで行われました。

「fukushima さくらプロジェクト」は震災の記憶を風化させず、復興支援につなげる取り

組みをしています。

植樹式では、「fukushima さくらプロジェクト」に参加する企業から市へ、福島県で育て

られた新種の桜「はるか」の苗木が寄贈されました。

植樹された「はるか」は福島・東北を応援するシンボルとして、「はるかかなたの未来に広

がって欲しい」という想いを込めて、NHK大河ドラマ「八重の桜」で主役を演じた、綾瀬はる

かさんにより名付けられた桜です。
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14
12 月

12月14日に石神中学校においてドローンxプログラミング授業が行われました。

授業では、プログラミングについての説明を受けた後、グループに分かれて実際にプログラ

ミングを体験しました。

その後、みんなでドローンの社会的活用アイデアを考えて発表しました。ドローンで家を飛

ばしたり、目の不自由な方々をドローンで補助したり、ドローンで観光地を案内したりするな

ど、色々な面白いアイデアが発表されました。



被災自治体News

1112 金

公立幼稚園、保育園、認定こども園の職員を対象に、コロナウイルス感染症対策研修会を市

情報交流センターにて開催しました。

研修会では、東京慈恵会医科大学葛飾医療センター中央検査部の越智小枝先生をお招きし、

「新型コロナウイルス感染症と共存していくために」と題して講演をいただきました。

講演では、まずは動く大人が気を付けなければいけないこと、換気の頻度などについて学び

ました。また、今やってはいけないこととして、無理な「禁止事項」「罰則」を増やすこと、

感染者の「責任追及」をすること、「専門家」の発言をうのみにすることを挙げられました。

今回の研修会で学んだことを、日々の教育・保育に生かしていきます。

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. 第14回 南相馬市発明工夫展 [14分]

3. 新たな未来への一歩 福島ロボットテストフィールド開所式 [12分]

4. ふるさとからの贈り物～南相馬産天のつぶ～ [7分]

5. 第14回 南相馬市民俗芸能発表会“麦搗踊他”[8分]

6. まちおと“太田小学校”[5分]

7. 防災コーナー設置のお知らせ [2分]

8. お家でできる軽体操～転倒予防編～ [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 [12/11～12/18]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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被災自治体News

旧避難指示区域内の住民登録人口と居住人口の推移（11月30日現在）

12月11日HP更新

旧避難指示区域内の小高区および原町区の居住人口は、11月30日現在で4,301人と

なり、同区域内の住民登録人口（7,740人）に占める居住率は55．6パーセントになり

ました。

問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 被災者支援係 0244-24-5223TEL

南相馬市からのお知らせ
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被災自治体News

問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 被災者支援係 0244-24-5223TEL

避難指示区域別の世帯数と人口（11月30日現在）

12月11日HP更新
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被災自治体News

【令和3年度採用】浪江町任期付職員の採用候補者試験を実施します

12月11日HP更新

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4月1日から3年間

任用期間は、業務の進捗状況などにより最長5年まで延長する場合があります。

受験資格

1. 職種別要件

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、内定等の取消しを行う場合があ

ります。）

浪江町からのお知らせ

試験職種 採用予定人員 主な職務内容

一般行政

1人
町長、副町長などの政策広報業務および職員メンタルヘル
ス対策等福利厚生業務等行政事務全般

1人
避難住民証明書など各種証明発行窓口業務および行政事務
全般

一般行政
(文化財)

2人
復興関連事業に係る埋蔵文化財発掘調査・報告書作成等業
務および行政事務全般

電気主任
技術者

1人
一括受電施設等公共施設の電気工作物保安管理業務および
行政事務全般

注意

試験職種 受験資格

一般行政
昭和40年4月2日以降に生まれた者で、地方公共団体における行政事務経験
が3年以上ある方（学歴は問いません。）

一般行政
(文化財)

次の(1)または(2)に該当する方
(1)大学（大学院を含み、短期大学を除く。）において、考古学（歴史学、
文化財学その他これに類する専門課程）を専攻し卒業した方（発掘調査の
経験を有する方に限る。）
(2)埋蔵文化財発掘調査の調査または調査補助員として、5年以上の経験を
有する方

電気主任
技術者

昭和40年4月2日以降に生まれた者で、第3種電気主任技術者の資格を有す
る方で､電気工作物保安管理業務経験が5年以上ある方(学歴は問いません｡)

注意

次ページへ続きます
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被災自治体News
2. 共通要件

(1) 普通自動車運転免許を有していること

(2) 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こと

(3) 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こと

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。

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

受験申込

下記(1)～(5)を、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。

(1)受験申込書…写真を貼り付けてください。

申し込み前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。

申し込み前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（電気主任技術者のみ）

(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）

【提出先】

浪江町役場 総務課 行政係

〒979-1592

福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地の2

申込受付期限

令和3年1月4日（月） 当日消印有効

注意

次ページへ続きます
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被災自治体News
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/13321.pdf

受験申込書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13322.pdf

職務等経歴書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13326.pdf

受験票

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13324.pdf

応募作文様式

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13325.pdf

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。

試験方法 試験内容

第一次試験 書類選考 提出された書類（応募作文など）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。

次ページへ続きます
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被災自治体News
【経験年数を加算した給料月額モデルケース】

上記はモデルケースであり職務経歴などの内容により金額が変わる場合があります。

また、任期中の昇給はありません。

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。

浜通り×さんじょうライフvol.47910

問い合わせ 総務課 行政係 0240-34-0235TEL

民間経験年数 10年 20年 30年

大学卒 218,800年 272,600円 293,100円

短大卒 216,900円 257,700円 293,100円

高校卒 183,400円 248,700円 287,500円

注意

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。

11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 901

長岡市 205

三条市 69

柏崎市 528

新発田市 147

小千谷市 -

加茂市 9

十日町市 14

見附市 15

村上市 64

市町村 人 数

燕市 60

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 39

市町村 人 数

聖籠町 -

弥彦村 7

田上町 -

阿賀町 -

出雲崎町 -

湯沢町 7

津南町 -

刈羽村 31

関川村 -

粟島浦村 -

合 計 2,241

■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 40

3 賃貸住宅･持家･親戚知人宅等 2,196

1+2+3（市町村把握分） 2,241

4 病院 0

5 社会福祉施設 7

合 計 2,248

(10/31  2,251) (10/31  2,258)



被災自治体News

NAMIE WATER～なみえの水～
販売記念発表会
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12月７日（月）、町内で飲まれている水道水をペットボトルに詰めた「NAMIE WATER ～

なみえの水～」の販売記念発表会が町役場で行われました。

その後、吉田町長が浪江にじいろこども園を訪れ、子どもたちと試飲を行いました。

この水は、町内の取水場で地下からくみ上げており、毎日行われる放射性物質の検査では、

放射性物質の検出量は限界値未満で、安全でおいしい水です。

パッケージには、町の伝統的工芸品「大堀相馬焼」の特徴である「青ひび」、町のシンボル

「カモメ」、「コスモス」、「マツ」などが描かれています。今年度は２万本を製造し、「道

の駅なみえ」や「町住宅水道課窓口」にて、1本100円(税込)で販売しています。

今後、国際的な品質評価コンテスト「モンドセレクション」に応募するなど、浪江町の水の

安全性やおいしさを国内外にPRしていく予定です。



福 島 復 興 本 社

原子力損害賠償に関するお問い合わせや、請求書類のご請求につきましては、下記連絡先

までご連絡くださいますよう、お願いいたします。なお、耳の不自由な方につきましては、

ご家族やご支援者の方を通じてお電話いただくか、もしくは、専用ファックス（0120-

722-251)まで、ご連絡くださいますようお願いいたします。

また、年末年始における福島原子力補償相談室（コールセンター）の受付時間は、通常と

異なりますのでご注意願います。

ご相談者さまにおかれましては、ご不便をおかけすることになり誠に申し訳ございません

が、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

年 月 日 受付時間

令和2年

12月28日(月) 9：00～19：00

12月29日(火) 9：00～19：00

12月30日(水) 9：00～19：00

12月31日(木) お休み

令和3年

1月1日(金・祝) お休み

1月2日(土) お休み

1月3日(日) お休み

1月4日(月) 9：00～19：00

●福島県内の相談窓口は12月29日

から1月3日は休館です。

年明けは1月4日以降、各窓口の

受付曜日と時間で通常どおり開館

します。

ただし、各窓口ごとに受付曜日と

時間が異なりますので、事前にご

確認のうえご利用ください。
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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 いわき中央ICから相馬ICにおいて、4車線化工事、付

加車線工事などの実施のため下記のとおり夜間通行止め、および四倉PAの昼夜連続閉鎖を実

施します。

■通行止め区間および期間

【1】 南相馬IC～相馬IC間（上下線）

令和3年1月6日(水)～8日(金)3夜間 午後8時～翌朝5時

令和3年2月8日(月)～10日(水)3夜間 午後8時～翌朝5時

〔主な作業内容：付加車線工事〕 【予備日：1月12日(火)、2月12日(金)】

【2】 四倉PA（下り線）

令和3年1月11日(月)午後8時～15日(金)翌朝5時 5日間昼夜連続閉鎖

〔主な作業内容：4車線化工事〕 【予備日：1月16日(土)、17日(日)】

※閉鎖期間中は、お手洗い・フードコート・ショッピングコーナー・飲食のご利用も

できませんので、近隣の休憩施設をご利用ください。

【3】 いわき中央IC～広野IC間（上下線）

令和3年1月13日(水)～15日(金)3夜間 午後8時～翌朝5時

〔主な作業内容：4車線化工事〕 【予備日：1月16日(土)、17日(日)】

【4】 広野IC～常磐富岡IC間（上下線）

令和3年1月18日(月)～22日(金)5夜間 午後8時～翌朝5時

令和3年2月1日(月)～5日(金)5夜間 午後8時～翌朝5時

〔主な作業内容：付加車線工事〕 【予備日：なし】

【5】 いわき四倉IC～常磐富岡IC間（上下線）

令和3年1月25日(月)～29日(金)5夜間 午後8時～翌朝5時

〔主な作業内容：4車線化工事、付加車線工事〕

【予備日：2月1日(月)～5日(金) いわき四倉IC～広野IC間のみ】

E6

E6
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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(2020.12.16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.47914

交流ルームひばり通信

１２月・１月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

交流ルームひばりの年末年始のお休み
12月27日(日)～1月6日(水)

１２／１７ １８ １９

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

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

２7 ２8 ２9 ３0 31 １／１ ２

ひばり休み ひばり休み ひばり休み ひばり休み ひばり休み

元日

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。

避難先住所等の届け出について

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 福祉課 福祉・公営住宅係

0256-34-5405TEL


