
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

・福島県沖地震の被害を受けた
市内の様子 ------------------ 2

・給水車の支援について -------- 3

浪江町 ------------------------ 3

・ワクチン・検査パッケージ等の
ためのPCR検査所について --- 8

・交流ルーム「ひばり」
11年のアルバムが完成 ------ 11

・交流ルームひばりは
3月20日(日)をもちまして
閉所いたしました------------ 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

3月24日発行

Vol.539

●被災自治体News

●新潟県

２ページをご覧ください。

3月16日に発生した福島県沖地震の影響により、市

内では鹿島区を中心に停電や断水が発生し、道路の亀

裂やブロック塀の崩落などの被害がありました。
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3月16日に発生した福島県沖地震の影響により、市内では鹿島区を中心に停電や断水が発

生し、道路の亀裂やブロック塀の崩落などの被害がありました。

市では給水活動や飲料水の配布、入浴施設の無料開放を行っているほか、ブルーシート、土

のう袋を配布するなどの対応にあたっています。

鹿島区 旧国道 鹿島区 旧国道付近 鹿島区

沿岸部の歩道 鹿島区 草野大倉鹿島線 鹿島区 草野大倉鹿島線付近

鹿島生涯学習センター 自衛隊
による給水支援

かしま交流センター 自衛隊に
よる給水支援

鹿島生涯学習センター ペット
ボトル飲料水の配布

鹿島区役所 ブルーシート・土
のう袋の配布

原町区 入浴施設の無料開放



被災自治体News

3月16日の地震の影響により鹿島区で断水が続いていたことから、他自治体から給水車の

支援の申し出があり、いわき市様から2台、郡山市様から1台をご支援いただきました。

また長野県飯田市様から職員の方2人と給水車1台をご支援いただきました。

飯田市様には令和元年東日本台風の際もご支援をいただい

ております。

ご支援いただきました各自治体の皆様には本市に心を寄せ

ていただき、改めて御礼を申し上げます。

※鹿島区の断水は3月24日に復旧しました。

浪江町からのお知らせ

卒業おめでとう！
東日本大震災からちょうど11年となる令和4年3月11日、なみえ創成中学校の3回目の卒

業式が行われました。

令和3年度の卒業生は1人でなみえ創成中学校第4号となる卒業生です。

卒業式では、町長、議会議長からお祝いの言葉をいただくとともに、教育長や校長先生か

らは、自信をもって歩んで欲しい！と激励の言葉もいただ

きました。

全校生徒10人の卒業式でしたが、今日の天気と同じで、

非常にあたたかみのある式となりました。

なみえ創成で学んだことを胸に、また、ここまで育てて

くださった保護者への感謝も忘れずに、次のステップに進

み、大きく成長して欲しいと感じました。
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【令和4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

3月18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

5月9日から令和7年3月31日（1年11カ月間）

※ 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

⑴ 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。提出されないときは、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 次の各号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

試験職種 採用予定人員 主な職務内容

一般行政 1人
埋蔵文化財の発掘調査、出土物の整理、報告書の作成など、文化財
に関する業務

試験職種 受験資格

一般行政

次の(ア)および(イ)に該当する方
(ア) 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
する方に限ります）
(イ) 公的機関においての埋蔵文化財発掘調査経験を5年以上有する方

次ページへ続きます



被災自治体News
受験方法および内容

申込受付期限

4月1日（金）

※ 郵送の場合は、4月1日必着とします。

受験申込手続

合格者の発表

試験の種類 試験種目 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

受験申込先
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

提出書類
および

申込方法

【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) 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）
【申込方法】
上記(1)～(4)を揃え、期限までに上記まで提出してください。
（郵送による提出も可）

申込用紙の
請求

申込用紙は、浪江町役場総務課にて交付します。
また、町ホームページからダウンロードもできます。

次ページへ続きます

試験の種類 発表時期 発表方法

第一次試験 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

第二次試験 第二次試験日から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
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勤務条件

申込書 [PDFファイル]

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30103_112906_misc.pdf

職務等経歴書 [PDFファイル]

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30103_112907_misc.pdf

受験票 [PDFファイル]

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30103_112908_misc.pdf

作文試験用紙 [PDFファイル]

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30103_112909_misc.pdf

提出書類チェック表 [PDFファイル]

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30103_112910_misc.pdf

給与種別 内容

給料月額

浪江町職員等の給与等に関する条例などの規定に基づき、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 R3．4．1現在）

※1 上記はモデルケースであり職務経歴等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

勤務日および
時間

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）
※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

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

問い合わせ 総務課 行政係 0240-34-0235TEL

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30103_112906_misc.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30103_112906_misc.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30103_112907_misc.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30103_112907_misc.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30103_112908_misc.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30103_112908_misc.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30103_112909_misc.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30103_112909_misc.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30103_112910_misc.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30103_112910_misc.pdf
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あなたにとっての大平山はどこですか？
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東日本大震災の津波で浪江町では182人の方が犠牲になり、そのうち31人の方が行方不

明となっています。

警察、消防などの関係機関は現在も行方不明の方の手がかりを探すため、捜索活動を行っ

ています。

お亡くなりになられました方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、行方不明の方の一

刻も早い発見を切に願います。

児童などが大平山に避難し、人的被害がなかった請戸小学校は、昨年10月24日に震災遺

構として開館しました。震災遺構浪江町立請戸小学校では、今年の3月11日は200人を超

える方が来館しています。

災害はいつ起こるか分かりません。そのため

日頃の備えが必要です。

あの時はどんな状況だったか、今一度、見て

感じてみませんか？

そして、あなたにとっての大平山がどこなの

か考えてみませんか？



ワクチン・検査パッケージ等のための
PCR検査所について

民間薬局で検査を受ける際の注意事項（PDF）

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/297716.pdf

次ページへ続きます

感染不安を感じる無症状の方を対象とした無料検査を4月30日まで延長しました。

https://vtp-niigata.com/

https://nagaoka-vtp.com/

https://sanjo-vtp.com/

https://covid-kensa.com/joetsu.html

https://niigata-corona-kensa.com/

3月23日更新

浜通り×さんじょうライフvol.5398
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■検査の趣旨

感染拡大を防止しながら、日常生活や経済社会活動の継続を可能とすることを目的として、

PCR検査所を設置します。

また、感染不安を感じる無症状の県民の方についても無料検査の対象とします。（令和4

年4月30日までを予定）

※ワクチン検査パッケージとは

新型コロナウイルス感染症対策と、日常生活の回復や社会経済活動継続の両立に向けて、

将来の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の下においても、飲食店やイベント主催者等

が利用者の検査結果の陰性を確認することにより、感染リスクを抑えながら、飲食やイベン

ト、人の移動等様々な行動制限を緩和するための制度です。

■検査対象者

次のいずれかに該当する方が対象となります

(1)ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業（3月31日まで）

イベント参加などで、事業者等から検査結果陰性の確認を求められている無症状の方

注）上記の場合は、検査の受付時に検査受検の目的を証する書類等（目的となる飲食、イベ

ント、旅行・帰省等の概要・日付が分かるもの）の提示を求めることとします。なお、該当

書類がない場合は、申立書の提出に代えることも可能とします。

(2)感染拡大傾向時の一般検査事業（4月30日まで延長）

感染不安を感じる県内在住の方（ワクチン接種歴の有無は問いません）

※有症状の方は、これまでと同様、かかりつけ医や新潟県新型コロナ受診・相談センターに

ご相談ください。

※検査予約などの手続きは各会場の情報をご確認ください。

■設置場所など

当日現地受け付けも可能ですが、各日回数に上限があるため、事前にホームページからの

予約、または電話での確認をお勧めします。

(1)新潟県ワクチン・検査パッケージ等ＰＣＲ検査所（ＰＣＲ検査）

次ページへ続きます

会場 設置場所 受付時間

新潟会場
新潟市中央区花園1-1-14
「にいがたＰＣＲ検査センター」

午前9時～午後4時
・午前9時～11時30分
・午後0時30分～4時

長岡会場
長岡市台町2-8-35
ホテルニューオータニ長岡
ショッピングアーケード パティオ内1階

午前9時～午後4時30分
・午前9時～11時30分
・午後0時30分～4時30分
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(2)薬局（334カ所）（PCR検査、抗原定性検査）

検査実施事業者一覧（PDF）

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/life/476587_1203744_misc.pdf

※なお、検査実施事業者の新規登録は3月15日で終了しました。

(3)検査件数状況 令和４年３月20日(日)現在

■費用

無料

会場 設置場所 受付時間

三条会場
三条市須頃1-17 メッセピア
三条市須頃1-20 リサーチコア
※日によって会場が異なります。

午前9時～午後4時
・午前9時～11時30分
・午後0時30分～4時

上越会場
上越市藤野新田175-1
上越市観光物産センター２F
※専用の入口をご利用ください。

午前9時30分～午後5時30分
(定休日：月曜日 ※月曜日が祝日
の場合は翌日)
※抗原定性検査も受付が可能です。

問い合わせ 新潟県医療調整本部 地域外来検査グループ 025-256-8474TEL

PCR検査 抗原定性検査 計

12月29日(水) ～ 1月2日(日) 694 205 899

1月3日(月) ～ 1月9日(日) 2,119 2,645 4,764

1月10日(月) ～ 1月16日(日) 3,472 6,202 9,674

1月17日(月) ～ 1月23日(日) 6,108 8,069 14,177

1月24日(月) ～ 1月30日(日) 5,542 7,285 12,827

1月31日(月) ～ 2月6日(日) 4,861 4,314 9,175

2月7日(月) ～ 2月13日(日) 5,010 3,598 8,608

2月14日(月) ～ 2月20日(日) 4,706 4,025 8,731

2月21日(月) ～ 2月27日(日) 4,406 3,016 7,422

2月28日(月) ～ 3月6日(日) 3,884 2,684 6,568

3月7日(月) ～ 3月13日(日) 4,015 2,867 6,882

3月14日(月) ～ 3月20日(日) 3,795 1,671 5,466

合 計 48,612 46,581 95,193
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「はじめに」から

東日本大震災により人命を奪われた犠牲者のみなさまに対して心から哀悼の意を表すると

ともに、被災されたすべての方に心からお見舞い申し上げ、そして一日も早い復興を願って

おります。

平成23年3月11日、三陸沖を震源とする大地震が発生し、その後の福島第一原子力発電

所の事故により、避難者は数十万人にも上りました。三条市では3月16日から市内4か所に

避難所を開設し747人の方々が避難されました。

その後、避難者の方々がアパートなどへ生活の拠点を移すようになり、8月31日には全

ての避難所が閉所しましたが、日頃から気軽に立ち寄って相談したり、情報収集や交涜がで

きるように、6月15日、総合福祉センターに「交涜ルームひばり」が開設されました。

「ひばり」の名前の由来は、南相馬市の伝統の祭り「相馬野馬追」の祭場地の名前が雲雀

ケ原（ひばりがはら）だったことから名付けられました。

交流ルームの運営は、三条市の臨時職員4名体制でスタートし、11月1日からは避難者3

名が三条市の臨時総員に採用されて新たな体制に、さらに平成25年4月1日からは“さんじ

よう∞ふくしま「結」の会”がその業務を引き継ぎ、運営のほか各種交流イベントを実施し

てきましたが、開設から11年が経ち、交流ルームとしての役割を十分に果たせたものと判

断し、令和4年3月20日をもって閉所することになりました。これまでいろいろな方からの

ご支援をいただき運営できましたこと、 この場をお借りして、感謝申し上げます。

たくさんの思い出と共に撮りためた写真の数々を今回アルバムという形に制作しました。

ぜひご覧いただけたら嬉しいです。

交流ルームひばり通信

交流ルーム「ひばり」11年のアルバムが完成
交流ルーム「ひばり」を運営していた『さんじょう∞ふくしま「結」の会』などが撮りた

めたイベントなどの写真や、避難者の皆さんからお寄せいただいた「ひばり」や三条市の思

い出などで構成したアルバムが完成しました。
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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(2022.3.24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した。

平成23年から約11年にわたり、三条市に避難してきた皆さんの交流の場として運営され

てきた交流ルーム「ひばり」ですが、3月20日をもって閉所しました。

長きにわたり避難者を支援してこられた“さんじょう∞ふくしま「結」の会”の皆さま、

ありがとうございました。

さんじょう∞ふくしま「結」の会

千葉宏子さん・金子敏美さん

※千葉和子さんは都合により当日はお休みでした。


