
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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被災自治体News

11
３ 金
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南相馬市民文化会館（ゆめはっと）において、東日本大震災追悼式が執り行われました。

東日本大震災から11年目を迎えた本年の追悼式でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大

に伴い、昨年同様、規模を縮小しての開催となりました。

当日は事前に申し込みをしていたご遺族を含む85人にご参列いただき、市長と市議会議長

の式辞などが行われた後、遺族代表の宮口公一氏（小高区）による代表献花が行われました。

11
３ 金



被災自治体News

12
３ 土

3月15日、県立テクノアカデミー浜の生徒が南相馬市役所を訪れ、福島民報社「第7回ふくしま経

済・産業・ものづくり賞 学生部門」の学生金賞受賞を市長へ報告しました。

県立テクノアカデミー浜は、エアレースのワールドチャンピオンとして有名な室屋義秀氏が代表を

務める株式会社パスファインダーと人材育成に関する連携協定を締結しており、令和2年3月からテク

ノアカデミー郡山の生徒とともに、レース用航空機で使用する吸気用部品の設計・開発を行う「REAL

SKYプロジェクト」を進めてきました。

テクノアカデミー浜は製造と性能試験を担当、福島ロボットテストフィールドでの試作や風洞実験

などを経て、令和3年6月には室屋氏本人の操縦によるテストフライトを実現させました。その際に取

得した飛行データを解析した結果、現行品と同等の性能があると評価されたことを受け、今回の受賞

となりました。

15
３ 火

株式会社アルカリスが下太田

工業団地（原町区）に整備する

医薬品生産工場の地鎮祭が､12

日､現地で行われました。

工場では、メッセンジャー

RNA（mRNA）を使ったワクチ

ンや医薬品などが受託製造され

る予定です。

当日は、機械技術科2年でチー

ムリーダーの松本氏と機械技術

科教務主任の渡邉氏が来庁し、

市長へ実際に制作した吸気用部

品の現物を見せて、報告を行い

ました。
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被災自治体News

南相馬市からのお知らせ

令和4年度南相馬市職員（任期付職員 行政事務(一般枠・生活保護ケース

ワーカー枠・農業振興枠)）を募集します 3月15日HP更新

市では第2期復興・創生期間において、復興・再生に向けた取り組みを着実に推進し、

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。

なお、本市では任期付職員等の社会人経験者が一般職（任期の定めのない職員）の採用

試験を受験できる社会人経験者枠の採用試験も行っていますので、任期付職員の経験を活

かして市政の運営に携わることができます。

また、任期付職員として採用後、通算勤務年数が3年以上となる方で年齢が59歳以下

の方は、一般職（任期の定めのない職員）へ登用する選考試験の受験資格が与えられます。

募集職種

採用予定日

5月1日

任期

受け付け期限

4月5日（火）

受験申し込みは、南相馬市ホームページから電子申請によるものとします。

4月5日（火）午後5時までに申請を終えたものまでとなります。

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

次ページへ続きます

募集職種 採用予定数

行政事務（一般枠） 20人程度

行政事務（生活保護ケースワーカー枠） 2人程度

行政事務（農業振興枠） 1人程度

募集職種 任期

行政事務（一般枠） 令和7年3月31日まで

行政事務（生活保護ケースワーカー枠） 令和7年3月31日まで

行政事務（農業振興枠） 令和8年3月31日まで

注意
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被災自治体News
受験案内

以下からダウンロードしてください。

受験案内（任期付職員 行政事務(一般枠・生活保護ケースワーカー枠・農業振興枠)）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/jukennannai040315.pdf

受験資格

試験日

4月10日（日）、4月11日（月）

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

募集職種 年齢・資格・免許等

行政事務
(一般枠･農業振興枠)

年齢要件、特別な資格要件はありませんが、パソコン操作、普通自動車
免許は必須。

行政事務
(生活保護ケースワー
カー枠)

年齢要件はありませんが、社会福祉主事の任用資格を有する者
パソコン操作、普通自動車免許は必須。
(注意) 社会福祉主事の任用資格を有するには、次のいずれかに該当す
ることを要します。
①厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目のうち、大学等におい
て、3科目以上履修し、卒業すること
②厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の課程を修了すること
③社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有すること
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よくある質問

「避難先住所が変わりましたが、どのような手続きが必要ですか？」

避難先住所を浪江町役場に伝えるために避難住民届を記入の上、提出してください。

移動先が分からないと、町からの情報（広報誌、各種通知、お知らせなど）が届かなく

なりますのでご注意ください。

避難住民届 ダウンロード

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/9106.pdf

避難住民届 記入例 ダウンロード

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/9107.pdf

浪江町からのお知らせ
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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

問い合わせ 総務課 行政係 0240-34-0235TEL

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/9106.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/9106.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/9107.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/9107.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/9107.pdf
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新型コロナワクチンの追加（3回目）接種券送付に関するお知らせ

【3月14日現在】 3月14日HP更新

新型コロナワクチン追加接種（３回目）の接種券の発送について、３月１１日、２回目

のワクチン接種が令和3年９月末までに終了している１８歳以上の皆さんへ発送しました。

接種券に「7カ月経過後から接種可能」との表記されていますが、現段階では、2回

目接種から6カ月経過後に3回目接種可能となっています。

対象の方で接種券が届かない方は、下記までお問い合わせ願います。
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双葉町からのお知らせ

注意

問い合わせ 健康福祉課 健康づくり係 0246-84-5205TEL

新型コロナワクチンの追加接種（3回目）について

【更新】 3月4日HP更新

【更新状況】

・「接種券の発送状況」について，２月28日時点の接種券発送状況を更新しました。

新型コロナワクチンの3回目接種について、対象となる人へ接種可能時期に合わせて順

次接種券を送付しています。お住まいの市区町村の接種対象および予約方法を確認のうえ

接種を検討してください。

追加接種（3回目）対象者

2回目接種後、原則6カ月が経過した18歳以上の方

自治体によって異なりますので、お住いの市区町村へご確認ください。

※ お住いの市区町村や職場で早めに接種券が必要なときや、時期が来ても接種券が届か

ないときは、双葉町健康福祉課（0246-84-5205）まで、ご連絡ください。

次ページへ続きます
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接種券の発送状況

２月2８日現在、以下の方に新型コロナワクチンの追加（3回目）接種券を発送してい

ます。

【送付対象者】

2回目までの接種を

⑴ 令和3年8月末日までに完了した18歳以上の方

⑵ 令和3年9月末日までに完了した65歳以上の方

※次の自治体にお住いの方には、それぞれの自治体の発送方法に従って後日送付します。

郡山市、福島市、南相馬市

※お急ぎで3回目接種券が必要になった方には、お申し出により送付することは可能です

ので双葉町健康福祉課までご連絡ください。
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お送りするもの

新型コロナワクチン3回目接種券+予診票

これまでとは異なり、接種券と予診票を合わせた1枚となっています。

予防接種済証

過去2回分を含めた（紙版）接種証明書となりますので、大切に保管してください。

令和3年12月20日からは、二次元コード付き接種証明書（電子版）の発行が可能なス

マートフォン上の専用アプリが公開されています。必要な方は、各自で取得してください。

住所地外接種届出済証

発送月の1日時点の避難先住所で発行しています。

届出済証に記載された市町村以外で接種を希望する人は、希望する市町村で手続きが必

要です。

新型コロナワクチン接種証明書アプリ（デジタル庁）

https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert

問い合わせ 健康福祉課 0246-84-5205TEL

https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert
https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert


3月11日（金）午後2時45分から、総合福祉センター１階ロビー

で、三条市主催で東日本大震災 黙祷及び献花が行われ、避難者や三

条市民の皆さんなどが参列し、犠牲になられた方々の冥福を祈りま

した。
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三条市News



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(2022.3.17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

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

交流ルームひばりは
３月２０日(日)をもちまして閉所いたします。

記念誌『交流ルーム「ひばり」11年のアルバム』は印刷製本中です。（3/17現在）

完成次第、お届けする予定です。もう少しお待ちください。


