
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

●被災自治体News●被災自治体News

5月19日発行
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●交流ルームひばり通信

●NEXCO東日本

鹿島区浮田地内に約20人の参加者が集まり、地酒

「御本陣」で使われる酒米の田植え体験を行いました。

15
５ 土

２ページをご覧ください。



被災自治体News

15５ 土

鹿島区浮田地内に約20人の参加者が集まり、地酒「御本陣」で使われる酒米の田植え体験を

行いました。今回植えた酒米は福島県のオリジナル品種「夢の香」です。参加者は生産農家の

酒井洋さんから苗を植え方について説明を受けた後、稲田に入り、苗を一本一本、丁寧に植え

ていました。秋には稲刈りの体験イベントを予定しています。

浜通り×さんじょうライフvol.4992

30
４ 金

秋田県大館市から南相馬市に秋田犬の子犬1頭が贈られました。子犬の名前「大馬」で、大

館市の「大」と南相馬の「馬」の文字から名づけられました。

「大馬」は元北海道大大学准教授の鈴木延夫さんと秋田犬「サンボ」と一緒に小高区に住ん

でいます。

「サンボ」と「大馬」は旧避難指示区域で鳥獣被害防止に活躍する予定です。
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令和3年度南相馬市職員（任期付職員 行政事務）を募集します

5月12日HP更新

市では第2期復興・創生期間において、復興・再生に向けた取組を着実に推進し、新た

な課題にも柔軟かつスピード感をもって対応していくため、南相馬市任期付職員を募集し

ます。

募集職種

行政事務 7人程度

受け付け期限

6月4日（金） 午後５時15分

受験申し込み受け付けは、市ホームページから電子申請によるものとします。

6月4日（金）午後5時15分までに本申請を終えたものまでとなります。

受験案内

以下からダウンロードしてください。

受験案内（任期付）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/2021ninkitsukibosyu0512.pdf

受験資格

年齢要件、資格要件なし

普通自動車運転免許およびパソコン操作技能は必須

試験日

6月13日（日）、14日（月）

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

受験申込

南相馬市職員採用試験電子申請案内のページから申し込んでください。

南相馬市職員採用試験電子申請案内

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/11/1120/11203/3/2/shinsei.html

南相馬市からのお知らせ

3浜通り×さんじょうライフvol.499 

注意

注意

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL
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令和3年度南相馬市職員(大学卒程度：行政事務､土木､電気)を募集します

5月14日HP更新

募集職種

受け付け期限

6月4日（金） 午後５時15分

受験申し込み受け付けは、市ホームページから電子申請によるものとします。

6月4日（金）午後5時15分までに本申請を終えたものまでとなります。

受験案内

以下からダウンロードしてください。

受験案内（大学卒程度）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/2021jukenannaidaisotsu0514.pdf

受験資格

試験日

6月20日（日）

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

原町区福祉会館（南相馬市原町区小川町322-1）

会場がどちらになるかはメールで通知します。

募集職種 採用予定数

行政事務 6人程度

土木 3人程度

電気 2人程度

募集職種 受験資格

行政事務 平成3年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた方（学歴は問いません）

土木 平成3年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方（学歴は問いません）

電気 平成3年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた方（学歴は問いません）

次ページへ続きます

浜通り×さんじょうライフvol.4994

注意

注意
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問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

試験内容

行政事務の筆記試験は、SPI試験に変更となります。

受験申込

南相馬市職員採用試験電子申請案内のページから申し込んでください。

南相馬市職員採用試験電子申請案内

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/11/1120/11203/3/2/shinsei.html

5浜通り×さんじょうライフvol.499 

試験内容

第1次試験 SPI試験（行政事務）、専門試験（土木、電気）

第2次試験 個人面接、作文試験、身体検査

第3次試験 個人面接

注意

令和3年度南相馬市職員（社会人経験者：行政事務、土木、電気）を

募集します 5月14日HP更新

募集職種

受け付け期限

6月4日（金） 午後５時15分

受験申し込み受け付けは、市ホームページから電子申請によるものとします。

6月4日（金）午後5時15分までに本申請を終えたものまでとなります。

次ページへ続きます

募集職種 採用予定数

行政事務 8人程度

土木 2人程度

電気 1人程度

注意
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受験案内

以下からダウンロードしてください。

受験案内（社会人経験者）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/2021jukennannnaishakajin0514.pdf

受験資格

試験日

6月19日（土）

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

原町区福祉会館（南相馬市原町区小川町322-1）

会場がどちらになるかはメールで通知します。

募集職種 受験資格

行政事務 昭和37年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた方(学歴・職歴は問いません)

土木 昭和50年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた方(学歴・職歴は問いません)

電気 昭和50年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた方(学歴・職歴は問いません)
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注意

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

試験内容

行政事務の筆記試験は、SPI試験に変更となります。

受験申込

南相馬市職員採用試験電子申請案内のページから申し込んでください。

南相馬市職員採用試験電子申請案内

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/11/1120/11203/3/2/shinsei.html

試験内容

第1次試験 SPI試験（行政事務）、専門試験（土木、電気）

第2次試験 個人面接、作文試験、身体検査

第3次試験 個人面接

注意
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令和3年度南相馬市職員（資格免許職：保健師、学芸員）を募集します

5月14日HP更新

募集職種

受け付け期限

6月4日（金） 午後５時15分

受験申し込み受け付けは、市ホームページから電子申請によるものとします。

6月4日（金）午後5時15分までに本申請を終えたものまでとなります。

受験案内

以下からダウンロードしてください。

受験案内（資格免許職）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/2021jukenannnaishikaku0514.pdf

受験資格

試験日

6月20日（日）

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

原町区福祉会館（南相馬市原町区小川町322-1）

会場がどちらになるかはメールで通知します。

募集職種 採用予定数

保健師 2人程度

学芸員（考古分野） 1人程度

募集職種 受験資格

保健師
昭和61年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた者で、保健師免許を有する者、
または令和4年4月までに免許取得見込みの者

学芸員
（考古分野）

昭和61年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた者で、学芸員資格を有する者、
または令和4年4月までに免許取得見込みの者

次ページへ続きます

注意

注意

7浜通り×さんじょうライフvol.499 



被災自治体News

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

試験内容

行政事務の筆記試験は、SPI試験に変更となります。

受験申込

南相馬市職員採用試験電子申請案内のページから申し込んでください。

南相馬市職員採用試験電子申請案内

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/11/1120/11203/3/2/shinsei.html

試験内容

第1次試験 SPI試験

第2次試験 作文試験、個人面接、身体検査

第3次試験 個人面接

注意

今週の番組 90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 ５月 定例記者会見 [20分]

3. ありがとう小高・福浦・金房・鳩原 小高区4小学校閉校式＆小高小学校開校式 [25分]

4. 歌い継ぐ小高の心 校歌とともに巡る 小高区4小学校 [9分]

5. 東日本大震災からの復興・復旧支援情報提供のお願い [1分]

6. 南相馬市議会 令和3年第1回（3月）定例会放送日程のお知らせ [3分]

7. 南相馬市いよいよ始まる新型コロナウイルスワクチン接種 [15分]

8. 四季百景～南相馬清流を巡る真野側紀行～ [5分]

9. お家でできる軽体操～腰痛予防編～ [4分]

10.南相馬市民の歌 [4分]

11.リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [5/14～5/21]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

浜通り×さんじょうライフvol.4998
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【第1・3月曜開催】町弁護士による法律相談会【二本松・福島】

5月19日HP更新

法律問題などに関する相談会を開催します

町の弁護士が法律問題についてアドバイスします。

気軽にご参加ください。

開催日時

福島出張所 毎月第1週月曜日 時間 午後1時～4時

二本松出張所 毎月第3週月曜日 〃

※ 祝日に当たる場合は、休み明けの平日となります。

＜開催日＞

※は第1、3月曜日以外の開催日となっていますので、ご注意ください。

相談会場

浪江町役場二本松出張所・福島出張所 相談室

※ 窓口にお声掛けしてください。

※ 予約不要ですが、1組ずつの相談となりますので、お待たせすることがあります。

※ 相談弁護士は町の職員であるため、代理人になることはできません。

裁判などの代理が必要な案件の場合は、弁護士会を紹介することとなります。

浪江町からのお知らせ

月
第1開催日

(福島出張所）
第2開催日

(二本松出張所）

6 7日（月） 21日（月）

7 5日（月） 19日（月）

8 2日（月） 16日（月）

9 6日（月） 21日（火）※

問い合わせ 介護福祉課 避難生活支援係 0240-34-0260TEL
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しあわせ金婚夫婦 申し込みのお知らせ

5月14日HP更新

ご夫婦で築いた しあわせ家族 地域社会に貢献50年

結婚50周年を迎えられたご夫婦を祝福し、賞状と記念の金メダルが贈られます。自己

申告となっておりますので、お忘れなくお申し込みください。

対象

昭和46年1月1日から同年12月31日までに結婚された浪江町に住所を置くご夫婦、ま

たは、前回までに申し込みされなかったご夫婦

申込方法

申込用紙を下記窓口に用意してありますので、必要事項を記入のうえ、お申し込みくだ

さい。

【窓口】・浪江町老人クラブ連合会事務局

・浪江町役場本庁舎 介護福祉課

・浪江町役場 各出張所（福島、二本松、いわき）

【電話】・浪江町老人クラブ連合会事務局（0240-34-0238）

申し込み締め切り

7月5日（月）厳守

表彰伝達

10月に開催される浪江町高齢者福祉大会で表彰。または希望される方には郵送します。

※ 福島民報紙上に9月の「祝・金婚夫婦」特集で表彰対象者の氏名・年齢が記載されま

す。

※ 新型コロナウイルスの感染状況によっては大会内容の変更、延期もしくは中止もあり

ます。

【問い合わせ】

浪江町老人クラブ連合会事務局（浪江町社会福祉協議会）

○浪江事務所

〒979-1513 浪江町大字幾世橋字大添52-1

0240-34-4685 0240-35-5555

浜通り×さんじょうライフvol.49910
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令和4年度 双葉町職員採用候補者試験 受験案内

5月17日HP更新

試験職種・採用予定人員

受け付け期限

6月11日（金） 月曜日から金曜日の業務時間内（午前8時30分～午後5時15分）

郵送による申込書提出の場合は、6月9日（水）までの消印有効

受験資格

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。

1. 日本国籍を有しない者

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

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

試験の期日および場所

職種 採用予定人員

行政職 若干名

土木職 若干名

行政職
（大学卒程度試験）

昭和61年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた者（学歴は問い
ません）

土木職
（大学卒、短大卒・
高専卒程度試験）

昭和56年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた者（学歴は問い
ません）

次ページへ続きます

注意

双葉町からのお知らせ

区分 期日 場所 合格発表

第1次試験
7月11日（日）

午前9時から午後4時予定
福島大学（予定）

（福島市）
9月中旬

第2次試験 日時・場所など詳細は、第1次試験合格者に通知します
第2次試験日から
30日以内の日
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試験の方法および内容

⑴ 第1次試験

⑵ 第2次試験（全試験職種共通）

合格者の採用

1. 合格者は採用候補者名簿に記載され、令和4年4月1日以後欠員が生じた都度採用され

ます。（この採用候補者名簿の有効活用は原則として、1年間です）

2. たとえば、令和4年4月1日付けで採用された場合、最低でも令和4年9月30日までの

期間は条件附職員として、役場の行政事務補助員として業務に就いていただき、適性

を判断した後各課に正職員として配属になります。したがって、正式採用は、令和4

年10月1日以後になります。また、この条件附採用職員の期間に役場職員としてふさ

わしくないと判断された場合は、正式採用されない場合があります。

受験者本人ならびに第三者に関わらず、採用を有利に運ぶ目的をもって便宜を図るた

めの行為をした場合は受験資格を失います。また、採用後この事実が明らかとなった

場合は、採用が取り消されます。

受験手続

1. 申込用紙の請求

申込用紙は、双葉町いわき事務所総務課で交付します。

郵便により申込用紙を請求する場合には、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と

朱書きし、１２０円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形２号：240ミリ×332ミ

リ）を必ず同封し、双葉町いわき事務所総務課へ郵送してください。

※ 郡山支所および埼玉支所での用紙交付および郵便請求による申し込みはできません。

試験種目 試験職種 出題分野

教養試験
（筆記）

行政職
土木職

時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題
文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題

専門試験
（筆記）

行政職
政治学、行政学、憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済学、
財政学、社会政策、国際関係

土木職
数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画（都
市計画を含む）、材料・施工

性格特性検査
（筆記）

全職種
公務員に求められる資質（指導性・情緒安定性・慎重性・積極性
・意志力・規範性）に関する性格検査

職場適応性検査
(筆記)

全職種
職場に求められる対人関係（自我強度・積極性・柔軟性・共感性
）に関する適応性の検査

試験職種 試験内容

行政職
土木職

（ア）論文試験 論理性、表現力をみる
（イ）口述試験 個別面接による人物評価
（ウ）身体検査 医師発行の身体検査書を提出

注意

次ページへ続きます
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被災自治体News
2. 申込方法

申込用紙に必要事項を記入し、必要書類を添えて双葉町いわき事務所総務課へ提出して

ください。また、郵送により申込用紙を提出する場合は、封筒の表に「職員採用試験申

込」と朱書きし、添付書類を添えて必ず簡易書留で郵送してください。

【添付書類】

○ 84円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（長形３号：120ミリ×235ミリ）

○ 履歴書（市販のものでも可能）

○ 誓約書

３. その他

⑴ 受験票を受領したときは、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6cm×横4.5cm)1枚を写真欄に貼って受験当日必ず持参してください。

受験票がない場合または受験票に写真が貼っていない場合は受験できません。

⑵ 受験の際は「HB」の鉛筆と消しゴムを持参してください。これ以外の筆記用具は使用

できません。

⑶ 試験当日の試験会場への自家用車の乗り入れを禁止します。また家族による送迎も会

場周辺の渋滞により遅刻するおそれがあるので、公共交通機関を利用してください。

※ 福島大学は、ＪＲ東北本線金谷川駅から徒歩５分です。

試験結果の開示

試験の結果については、双葉町個人情報保護条例第17条第1項の規定により、口頭で

請求できます。ただし、電話、はがきなどによる請求では開示できません。

受験者本人であることを明らかにする顔写真入りの書類（運転免許証、学生証、旅券な

ど）を持参のうえ、受験者本人が直接、双葉町いわき事務所総務課へおいでください。
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注意

問い合わせ 総務課 0246-84-5201TEL

試験 開示請求できる者 開示内容 開示期間

第1次試験 第1次試験不合格者
総合得点・順位 合格者発表日から1カ月間

第2次試験 第2次試験受験者



NEXCO東日本 お客さまセンター
0570-024-024 または 03-5308-2424

問い合わせ
TEL

NEXCO東日本いわき管理事務所は、2車線区間（片側1車線）の 常磐自動車道 広野

ICから新地ICにおいて、防風柵工事、付加車線工事および車線区分柵設置工事等のため、下記

のとおり夜間通行止めを実施します。

■通行止め区間・日時

【1】広野IC～常磐富岡IC間（上下線） 6月7日（月）～11日（金）午後8時～翌朝5時

【予備日：6月14日（月）～16日（水）】

【2】常磐富岡IC～南相馬IC間（上下線） 6月17日（木）～23日（水）午後8時～翌朝5時

【予備日：6月24日（木）、25日（金）】

【3】南相馬IC～新地IC間（上下線） 7月5日（月）～16日（金）午後8時～翌朝5時

【予備日：7月19日（月）、20日（火）】

※夜間通行止めは、平日の午後8時から翌朝5時まで行います。

（金曜日の夜間工事は土曜日の早朝5時まで行います）

※天候などによって中止する場合がありますので、高速道路をご利用の際は「ドラとら」など

のWebサイトで最新の情報を確認いただきますようお願いします。

Ｅ6

Ｅ6
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交流ルームひばり通信
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問い合わせ
交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０

配布期限 ５月２３日(日)

配布場所 交流ルーム「ひばり」

対象 家族１人につき １袋（5kg）

※申し訳ございませんが、お届けはできません。

※期間内に受け取れない場合は、交流ルーム「ひばり」

までご相談ください。

※ご連絡がないまま期限を過ぎてしまったお米は、適切

な方法で有効に使わせていただきますので、ご了承く

ださい。

お願い
新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止のため、

総合福祉センターに入館の際は、

マスク着用、手指消毒を

お願いします。

また、お子さんは

なるべくお連れにならないよう

お願いします。

お配りした引換券を

必ずご持参ください。

交流ルームひばりが開設されて今年で10年を迎えます。

避難されてきた皆さんのこれまでを、交流ルームひばりスタッフや三条市、避難者などが撮

影してきた写真をもとに、記念誌にまとめて発行したいと考えています。

そこで、一緒に記念誌の作成にあたっていただける方を募集します。

編集会議の予定

・6月から毎月1回第3水曜日 ひばり開設時間内

・10月まで全5回

・写真の選定などを行います。

平日の日中ということもあり、毎回参加いただくのが難しい方もいらっしゃるかと思います

が、できるだけ毎回参加いただける方の応募をお待ちしています。よろしくお願いします。

応募先 交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０



市町村名 世帯数 人数

小高区 15 38

原町区 4 4

南相馬市 計 19 42

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 28 64

三条市に避難している
世帯数と人数(2021.5.19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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交流ルームひばり通信

５月・６月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

日曜日のひばり開設時間が変わりました。

午前10時～午後１時

５／２０ ２１ ２２

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

お米
配布終了

ひばり休み ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

３０ ３１ ６／１ ２ ３ ４ ５

ひばり休み ひばり休み ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

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・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


