
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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南相馬市民文化会館「ゆめはっと」で令和3年成人式

が開催され、188人の新成人の皆さんが出席しました。
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被災自治体News

浜通り×さんじょうライフvol.5232

11月23日、南相馬市民文化会館「ゆめはっと」で令和3年成人式が開催され、188人の新成人の

皆さんが出席しました。

全国的な新型コロナウイルスの感染拡大の影響で2度延期されましたが、入り口での消毒や体温測定

など、感染対策を講じたうえで開催されました。

式典では、東日本大震災の犠牲者の方々へ黙とうをささげ、新成人を代表して吉田彩佳さんが成人

の誓いを発表しました。

式典終了後、新成人の皆さんは出身小学校ごとに分かれて会場内に集まり、同級生との再会を喜び

ました。

会場には、石上第二小学校出身の新成人の皆さんが、小学6年生のときに作成したタイムカプセルが

置かれました。卒業生の皆さんは、ノートや野球ボールなど、タイムカプセルの中身を手に取りなが

ら、当時の思い出話に花を咲かせていました。
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被災自治体News

南相馬市総合防災訓練を石神第二小学校体育館、小高中学校体育館、鹿島生涯学習センター

の3カ所で実施しました。

自主防災組織や福島県自動車販売店協会、防災士の皆さんが参加し、市職員と連携して訓練

を行いました。

訓練では、令和元年東日本台風による被害状況を踏まえ、災害情報共有システム（LINE）

を活用した情報収集、新型コロナウイルス感染症に対応した避難所の設置、電気自動車を活用

した給電、給水車による給水などを行いました。

21
11 日
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被災自治体News
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福島ロボットテストフィールドで「イノベこども科学祭2021」が開催されました。

これは、地元企業や学校、各団体などの協力を得て開催されたもので、子どもたちが物づく

り体験や科学実験を通して、地域の復興や地域経済を支える人材輩出のきっかけづくりを目指

すものです。

当日は、「みなみそうま未来えがき大使」のせきぐちあいみ氏によるVRパフォーマンスや

eスポーツ体験、スタンプラリーなど各ブースで趣向を凝らしたさまざまな催しが行われ、子

どもたちの楽しそうな笑い声があふれていました。

13
11 土



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

11月22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4年1月4日～令和5年3月31日（1年3カ月間）

任用期間は、業務の進み具合などにより最長5年まで延長する場合があります。

受験資格

⑴ 職種別要件【一般行政】

次の(ア)から(ウ)に該当する方

(ア) ネットワーク保守技術の知識を有していること

(イ) パソコンのメンテナンス技術を有していること

(ウ) 情報処理技術全般の知識を有していること

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。

⑵ 共通要件

(ア) 普通自動車運転免許を有していること

(イ) 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

(ウ) 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

⑶ 次のいずれかに該当する方は受験できません。

(ア) 日本の国籍を有しない者

(イ) 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

(ウ) 本町職員として懲戒免職の処分を受け、この処分の日から2年を経過しない者

(エ) 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

次ページへ続きます

浪江町からのお知らせ

5浜通り×さんじょうライフvol.523 

試験職種 採用予定人員 主な職務内容

一般行政 1人
庁内情報機器等のメンテナンス、自治体ＤＸの推進、帰還
困難区域の情報インフラ整備など

注意

注意



被災自治体News
受験方法および内容

申込期限

12月3日（金）

※郵送の場合は、受付期間最終日必着とします。

申し込み方法

下記提出書類を揃え、期限までに提出してください。

（郵送による提出も可）

【提出書類】

⑴ 受験申込書

写真を貼り付けてください。

（申込前3花月以内に撮影・上半身脱帽・大きさ縦6cm×横4．5cm）

⑵ 職務等経歴書

⑶ 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）

⑷ 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 双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地の2

合格者の発表

次ページへ続きます

試験種別 試験内容

第1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2次試験 面接試験：第1次試験合格者を対象に20分程度の個別面接

試験種別 発表時期 発表方法

第1次試験 受付締切から1週間以内 受験者に郵送により合否を通知

第2次試験 第2次試験日から2週間以内 役場掲示板に掲載するほか受験者に合否を通知

浜通り×さんじょうライフvol.5236



被災自治体News
主な勤務条件

■給料月額

浪江町職員等の給与等に関する条例等の規定に基づき、実務経験および職責などを検討

して決定

経験年数を加算した給料額モデルケース（月額 令和3月4月1日現在）

※1 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。

※2 任期中の昇給はありません。

■諸手当

期末・勤勉手当、通勤手当、超過勤務手当、扶養手当などについては、それぞれの支給

要件に応じて支給

■勤務日・勤務時間

午前8時30分～午後5時15分（正午から午後1時までは休憩）

※1 業務の状況によって超過勤務あり

※2 休日は、土曜日、日曜日および祝日

申込書など

申込書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/29419_110469_misc.pdf

職務等経歴書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/29419_110470_misc.pdf

受験票

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/29419_110471_misc.pdf

次ページへ続きます
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民間経験年数 10年 20年 30年

大学卒 218,800円 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



被災自治体News

作文試験用紙

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/29419_110472_misc.pdf

提出書類チェック表

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/29419_110473_misc.pdf

問い合わせ 総務課 行政係 0240-34-0235TEL

【都道府県別】(福島県外) 【福島県内市町村別】
都道府県 人 数

北海道 52

青森県 41

岩手県 37

宮城県 926

秋田県 40

山形県 113

茨城県 975

栃木県 457

群馬県 131

埼玉県 652

千葉県 555

東京都 791

神奈川県 411

新潟県 287

富山県 15

石川県 25

福井県 8

山梨県 38

都道府県 人 数

長野県 54

岐阜県 19

静岡県 58

愛知県 36

三重県 7

滋賀県 5

京都府 34

大阪府 60

兵庫県 25

奈良県 6

和歌山県 1

鳥取県 -

島根県 5

岡山県 23

広島県 10

山口県 1

徳島県 1

香川県 6

都道府県 人 数

愛媛県 10

高知県 5

福岡県 19

佐賀県 4

長崎県 11

熊本県 6

大分県 5

宮崎県 10

鹿児島県 8

沖縄県 19

国外 13

合計 6,015

市町村 人 数

福島市 2,329

会津若松市 187

郡山市 1,670

いわき市 3,120

白河市 256

須賀川市 140

喜多方市 19

相馬市 428

二本松市 967

田村市 72

南相馬市 1,930

伊達市 106

本宮市 456

桑折町 140

国見町 28

川俣町 50

大玉村 182

鏡石町 7

市町村 人 数

天栄村 1

下郷町 3

南会津町 9

北塩原村 3

西会津町 4

磐梯町 4

猪苗代町 20

会津坂下町 20

金山町 1

会津美里町 9

西郷村 129

泉崎村 6

中島村 2

矢吹町 38

棚倉町 7

塙町 3

石川町 5

古殿町 1

市町村 人 数

三春町 75

小野町 11

広野町 51

楢葉町 19

富岡町 21

川内村 4

大熊町 6

双葉町 -

浪江町 1,237

葛尾村 5

新地町 81

飯舘村 2

県内 1

合計 13,865

避難者総数

19,880

(前月 19,903)

(前月 13,878)

(前月 6,025)

浪江町民の避難状況（10月31日現在）

浜通り×さんじょうライフvol.5238



被災自治体News

誰でも無料で使える「乗合いタクシーサービス」が
始まっています

浪江町では、昨年度から、地域を支える新たなモビリティサービスの導入に向けた取組が

進められていて、今年度も町内において、オンデマンド配車サービスの実証実験「なみえス

マートモビリティ」を実施しています。

11月6日から始まった実証実験では、町の中心部である権現堂・幾世橋地区内を自由に行

き来できるサービスが行われています。

利用登録さえ行えば、誰でも無料でサービスを利用でき、スマートフォンやデジタル停留

所から乗車の予約が可能です。

浪江駅から学校・道の駅なみえなどへの移動、夜の町を楽しむための移動手段などとして

利用できます。

観光目的で町にいらした方でも利用できますので、ぜひ、事前に登録のうえ、ご利用くだ

さい。

◆サービスの営業時間

11月6日～12月18日

月曜日～水曜日 午前8時～午後7時

木曜日・金曜日 午前8時～午後9時

土曜日 午前9時～午後7時

※日曜日はサービス休止

なみえスマートモビリティのホームページ

https://www.smamobi.jp/

詳しくは、町のホームページをご覧ください

「町内でモビリティサービスの実証実験を開始（11月6日～）」

https://www.town.namie.fukushima.jp/site/events/29358.html

（情報統計係 及川）
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被災自治体News

ポッドキャスト配信を始めました

浪江町の皆さんの、積極的なチャレンジ精神と温かさや優しさを全世界に伝えたく、今月

からポッドキャスト配信を始めました。

「ポッドキャスト」は、ラジオとは違って、放送を好きな時に好きな所から再生して聴く

ことができる音声メディアです。

11月6日(土)に道の駅なみえで開催された「標葉祭り」では、イベントのステージ出演ア

ーティスト（HAPPYふくしま隊、浪江町復興応援アイドルreborn、牛来美佳さん）を招い

て公開生配信を行いました。

ゲストの方々には、「うけどん絵描き歌」に挑戦してもらったり、おすすめスポットや初

解禁の情報を教えてもらったり、盛り上がりっぱなしの配信となりました。現在もその模様

をお楽しみいただけますので、チェックしてみてくださいね。

今後は町の皆さんへのインタビュー内容を配信していきますので、乞うご期待ください。

（なみえプロモーション課 早水）

ポッドキャスト「ナミエノココチ」

https://open.spotify.com/show/5zFSjd9nyIQF8yth1iMd1Q?si=fabb76122094483e&nd=1

浜通り×さんじょうライフvol.52310



被災自治体News

令和3年度双葉町会計年度任用職員募集のお知らせ

11月24日HP更新

双葉町では、令和3年度会計年度任用職員を下記要領により募集します。

雇用期間

令和4年1月1日～令和4年3月31日

勤務地

双葉町教育委員会事務所（いわき市植田町中央一丁目16-13エムケービル2F）

募集業種等

◆上記の業務詳細は、ハローワーク求人票をご確認ください。

面接予定日および会場

双葉町教育委員会で随時行います。

※ 面接開始時間は個別に連絡します。

※ 面接前に書類選考を実施します。書類選考の結果、不採用となる場合があります。

応募方法

指定の履歴書・職務経歴書に記入のうえ、お住まいのお近くの「ハローワーク」が発行

する「紹介状」と併せて持参いただくか、もしくは郵送してください。

履歴書・職務経歴書

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13477/entry.doc

休業手当または失業手当を受けている方が給付を受けながらの雇用はできません。

【応募先】

〒974-8261 いわき市植田町中央1丁目16－13 エムケービル2F

双葉町役場教育委員会 教育総務課 担当者宛

0246-84-5210

双葉町からのお知らせ

業務名 求人職種 求人数 就業時間 業務内容

行政一般
事務補助

事務職 1
午前8時30分

～午後4時

事務および業務補助

※必要な経験等：パソコン操作，普通自動
車運転免許（AT可）

注意

TEL
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市町村名 世帯数 人数

小高区 15 37

原町区 3 3

南相馬市 計 18 40

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 27 62

三条市に避難している
世帯数と人数(2021.11.25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

１１月・１２月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

１１／26 27

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

２８ ２９ ３０ １２／１ ２ ３ ４

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

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

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


