
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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15５ 日

１０ページをご覧ください。

5月15日、東京農業大学の学生と福島舞台ファーム

の皆さんによる田植えイベントが開催されました。学

生たちは泥だらけになりながら、苗の手植えを体験し、

農機を活用した田植えを見学しました。
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令和4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13日HP更新

募集職種

受け付け期限

6月3日（金）

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3日（金）午後5時15分までに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（行政事務・土木・電気））［PDF］

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/daisotsu2022.pdf

受験資格

試験日

6月19日（日）

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）または市内公共施設

募集職種 採用予定数

行政事務 11人程度

土木 4人程度

電気 1人程度

募集職種 受験資格

行政事務 平成4年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方（学歴は問いません）

土木 昭和61年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方（学歴は問いません）

電気 昭和61年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方（学歴は問いません）

次ページへ続きます
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注意

南相馬市からのお知らせ
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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

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
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試験内容

第1次試験
行政事務 SPI試験

土木・電気 専門試験、適性検査

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

令和4年度南相馬市職員(社会人経験者 行政事務)を募集します

5月13日HP更新

募集職種

受け付け期限

6月3日（金）

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3日（金）午後5時15分までに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（社会人経験者（行政事務））［PDF］

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/shakaijin2022.pdf

次ページへ続きます

募集職種 採用予定数

行政事務 14人程度

注意

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/11/1120/11203/3/2/shinsei.html
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/11/1120/11203/3/2/shinsei.html
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/shakaijin2022.pdf
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/shakaijin2022.pdf
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受験資格

試験日

6月18日（土）

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）または市内公共施設

試験内容

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

募集職種 受験資格

行政事務
以下のすべてに該当する方
①昭和38年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた方（学歴は問いません）
②民間企業などにおける職務経験を5年以上（令和4年3月31日現在）有する方

浜通り×さんじょうライフvol.5464

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

試験内容

第1次試験 SPI試験

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

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/11/1120/11203/3/2/shinsei.html
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/11/1120/11203/3/2/shinsei.html
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次ページへ続きます

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・商業振興枠））を募集します 5月13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など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

受け付け期限

5月27日（金）

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。

5月27日（金）午後5時までに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（任期付職員 行政事務(一般枠・生活保護ケースワーカー枠・商業振興枠)）

［PDF］

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/ninnkitsuki040515.pdf

受験資格

募集職種 採用予定数

行政事務（一般枠） 10人程度

行政事務（生活保護ケースワーカー枠） 1人程度

行政事務（商業振興枠） 2人程度

募集職種 受験資格

行政事務
（一般枠・商業振興枠）

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

注意
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募集職種 受験資格

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
者また、1年以上の福祉・介護・医療分野の相談業務の経験
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
学などにおいて、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

試験日

6月5日（日）、6月6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

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

次ページへ続きます

令和4年7月1日採用 南相馬市復興支援員を募集します

5月12日HP更新

観光事業による地域おこし活動として観光PRイベントの企画運営などに携わっていた

だける方を募集します。

なお、応募する場合は、必ず添付の募集要項をご確認ください。

業務内容

観光PRイベントの企画運営

観光情報の発信

観光協会のホームページやFacebook（フェイスブック）などの更新、パンフレット

の作成 など

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/11/1120/11203/3/2/shinsei.html
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/11/1120/11203/3/2/shinsei.html
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次ページへ続きます

観光物産品などの開発および販売促進

新規物産品の開発、首都圏などでの物産販売 など（長距離運転業務および荷物運搬有

り）

新たな観光事業の企画開発

観光案内

窓口、電話での観光案内 など

その他

復興支援員向けの研修会への参加 など

就業時間

午前8時30分～午後5時15分

賃金

月給 200,000円

手当

通勤手当上限 5,000円（月額）、住居手当上限 27,500円（月額）

採用予定人数

1人

応募資格

普通自動車一種免許（AT可）

パソコン操作（エクセル・ワード・インターネット）ができ、かつSNSでの情報発信

ができる者

勤務・雇用先

一般社団法人 南相馬観光協会（南相馬市原町区本町2-52）

業務内容問い合わせ先

観光交流課 電話 0244-24-5263

雇用期間

7月1日から令和5年3月31日

※ ただし、勤務実績などに応じ1年ごとに雇用更新する場合があります。

週休日

週休二日制

加入保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
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応募条件

普通自動車運転免許

応募方法

必要書類様式をウェブサイトからダウンロード、または窓口にて受け取り、記入のうえ、

提出（郵送・メール可）ください。

面接は随時行います。詳細な時間、場所などについては、書類選考の結果通知に併せて

お知らせします。

なお、面接日は変更になることがありますので、ご注意ください。

※ 資格免許を有する方は、コピーを同封してください。

書類提出期限

5月31日（火）必着

ダウンロード用様式

令和4年度南相馬市復興支援員募集要項［Word］

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/24/fukkousieninnbosyuyoukou.docx

履歴書［Word］

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/24/hukkousieninrirekisyo.docx

職務経歴書［Word］

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/24/hukkousieninsyokumukeirekisyo.docx

エントリーシート［Word］

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/24/hukkousienninentry.docx

【参考資料】南相馬市復興支援員設置要綱［PDF］

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/24/7734-5.pdf

問い合わせ 経済部 観光交流課 0244-24-5263TEL

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/24/fukkousieninnbosyuyoukou.docx
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/24/fukkousieninnbosyuyoukou.docx
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/24/hukkousieninrirekisyo.docx
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/24/hukkousieninrirekisyo.docx
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/24/hukkousieninsyokumukeirekisyo.docx
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/24/hukkousieninsyokumukeirekisyo.docx
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/24/hukkousienninentry.docx
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/24/hukkousienninentry.docx
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/24/7734-5.pdf
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/24/7734-5.pdf
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避難指示区域別居住状況（4月30日現在）

5月17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、4月30日現在で4,367人とな

り、同区域内の住民登録人口（7,319人）に占める居住率は59．7パーセントになりま

した。

旧避難指示区域内の住民登録人口と居住人口の推移(4月30日現在)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/11/kyojyujinnkousuii_040430.pdf

避難指示区域別の世帯数と人口(4月30日現在)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/11/kyojyujinnkou_040430.pdf

問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 0244-24-5223TEL

マイナンバーカードによるコンビニ交付の停止

（5月21日・27～28日・31日～6月1日） 5月17日HP更新

システムメンテナンスのため、コンビニで交付可能な各種証明書が、下記期間で発行で

きません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。

停止期間

5月21日（土）午前9時～午後3時

5月27日（金）午後5時～5月28日（土）午前6時

5月31日（火）午後7時～6月1日（水）午前6時30分

交付できない証明書

戸籍全部・個人事項証明書、戸籍の附票の写し

コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】

https://www.lg-waps.go.jp/

問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 0244-24-5223TEL

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/11/kyojyujinnkousuii_040430.pdf
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/11/kyojyujinnkousuii_040430.pdf
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/11/kyojyujinnkou_040430.pdf
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/11/kyojyujinnkou_040430.pdf
https://www.lg-waps.go.jp/
https://www.lg-waps.go.jp/
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東京農業大学の学生と福島舞台ファームの皆さん
による田植えイベントが開催されました

ゴールデンウイーク頃から町内各地で田植えが行われており、苗が植えられた田んぼが多

くみられるようになりまし た。

5月15日には東京農業大学の学生と福島舞台ファームの皆さんによる田植えイベントも開

催されました。学生たちは泥だらけになりながら、苗の手植えを体験し、農機を活用した田

植えを見学しました。

町内での水稲の作付けは、平成26年に酒田地区で水稲の実証栽培を開始してから、早い

もので9年目を迎えます。

年々、作付面積が拡大している状況ですが、昨年、収穫したお米の乾燥・貯蔵ができる

「カントリー エレベーター」が完成したこともあり、さらに町内での農業が活性化されるこ

とが期待されます。

浜通り×さんじょうライフvol.54610

浪江町からのお知らせ
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浪江町のトルコギキョウの出荷が始まりました

浪江町ではいよいよ今春のトルコギキョウの収穫・出荷が始まりました。

今年の人気カラーは『セレブピンク』『ジュリアスピンク』とのこと。中でもフリンジ咲

で、ボリュームがあり大輪の可愛らしいピンクのトルコギキョウが首都圏市場で高値を付け

ているとのことです。

浪江町農家さんの真摯な花作りが今年も咲き始めました。

浪江町の取り組みが紹介されました

人気アプリ「TikTok」を活用した“浪江町のプロモーション活動”が、ジチタイワーク

スVol.19（2022年４月28日発行）にて紹介されました。

若い世代に対し、町の現状や魅力をショートムービーを活用して発信しています。

◆記事の詳細はこちら

https://jichitai.works/article/details/1093

◆浪江町公式Tiktokはこちら

https://vt.tiktok.com/ZSdxjd8Xo/
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新型コロナワクチン接種証明書交付・発行について

5月16日HP更新

双葉町からのお知らせ

次ページへ続きます

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種記録（新型コロナウイルス感染症予防接種証

明書）を、接種者からの申請に基づき交付します。

これは、各国への入国時の防疫措置の緩和などのため、接種証明書の提示を求められた

場合に提示するものとして発行するものです。

※ 予防接種済証や予防接種記録書がお手元にある場合は、国内での利用は継続して可能

です。

対象者

新型コロナワクチン接種時に双葉町に住民票があった方

※ 接種後に転出した場合、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた

場合などは、住民登録があったそれぞれの市町村が申請先になります。

接種証明書（紙版）発行の流れ

次の必要書類を郵送または窓口に持参して申請してください。

⑴ 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書 交付申請書［PDF］

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/14023/051601.pdf

⑵ 接種券（接種済証）または接種記録書（先行接種で接種された医療従事者および一部

の高齢者施設等従事者）

⑶ 旅券（パスポート）（渡航時点で有効なもの）

＜場合によっては必要な書類＞

⑷ 旅券に旧姓・別姓・別名の記載がある場合

→旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類

⑸ 代理人による請求の場合

→本人の自署による委任状［Word］

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/14023/051602.doc

⑹ 郵送で申請する場合

→返信用封筒（申請者による切手貼付、返送先住所の記載必須）
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（申請先）

〒974-8212

福島県いわき市東田町2丁目19-4

双葉町役場いわき事務所 健康福祉課健康づくり係

（発行手数料）

無料

接種証明書（電子版）発行の流れ

日本政府が公式に提供する新型コロナワクチン接種証明書（電子版）を取得できるアプ

リが公開されています。

これにより、紙版の接種証明書と同等の内容がスマートフォンのアプリ上で確認ができ

るようになります。

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/vaccinecert/

（発行に必要なもの）

⑴ スマートフォン（iOS13.7以降またはAndroid8.0以降）

⑵ マイナンバーカード

⑶ 券面事項入力補助用暗証番号(マイナンバーカード申請時に設定した数字4ケタの番号)

⑷ パスポート（海外用のみ）

（発行の流れ）

⑴ スマートフォンで接種証明書アプリをダウンロード

App StoreまたはGoogle Playから「接種証明書アプリ」と検索して、インストール

してください。

⑵ マイナンバーカードの読み取り

マイナンバーカード申請時に設定した数字4ケタの番号です。

⑶ 海外用を希望する場合はパスポートを読み取り

関連ページ

新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書（接種証明書）について

（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html

問い合わせ 健康福祉課 0246-84-5205TEL

https://www.digital.go.jp/policies/vaccinecert/
https://www.digital.go.jp/policies/vaccinecert/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html
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復興町民委員会を開催 4月21日

自由民主党復興加速化本部が町内を視察 4月18日

４月１８日、自由民主党東日本復興加速化本部の額賀福志郎本部長、谷公一事務局長、橘

慶一郎事務局長代理ほかが双葉町内を視察しました。

復興加速化本部の方々は、伊澤町長の案内で特定復興再生拠点外の帰還困難区域である石

熊地区の民家の荒廃した状況をご覧になった後、復興が進む拠点内の双葉駅周辺を視察しま

した。伊藤町議会議長、高萩副議長が同行しました。

伊澤町長は「特定復興再生拠点区域外の帰還困難区域の避難指示解除について一定の道筋

が示されましたが、今後は住民が円滑に帰還できるよう、帰還生活に必要な範囲を生活に即

４月２１日、いわき事務所において復興町民委員会を開催しました。

伊澤町長は、「今回の復興まちづくり計画（第三次）は、帰還した後のまちづくりの方向

性を示すもので、検討も終盤

を迎えております。復興まち

づくり計画の策定に向けた復

興町民委員会の委員の皆さま

のご尽力に心から感謝いたし

ます」とあいさついたしまし

た。

して幅広く捉えていただきた

い。併せて東京電力に対して

最高裁の決定を真摯に受け止

め、確定判決に基づく賠償を

他の住民にも行うよう指導す

ること」などを要望し、要望

書を手渡しました。
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燃料デブリ取り出しロボットアームを視察
4月16日
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放射線量等検証委員会最終報告 4月8日

４月８日、いわき事務所において放射線量等検証委員会からの最終報告が行われ、田中俊

一会長から伊澤町長に報告書が手渡されました。

伊澤町長は、「町としても報告内容をしっかりと受け止め、生活環境の整備状況等も勘案

した上で、今年６月以降を目

標とする避難指示解除の是非

について判断し、議会、町民

の皆さんに説明を行ってまい

ります」と御礼を述べました。

大橋加須市長がいわき事務所を訪問 4月7日

４月７日、今期をもって退任される埼玉県加須市の大橋良一市長が、退任のあいさつのた

めいわき事務所へ来庁されました。

大橋市長は、加須市へ避難した双葉町民を受け入れた当時の様子などについて話され、今

後も加須市と双葉町の友好関係が継続するよう祈念すると述べられました。

伊澤町長は、震災以降のさまざまな出来事を振り返りながら、大橋市長の長きにわたる多

大なご支援に感謝のことばを述べるとともに、双葉町の復興について決意を述べ、大橋市長

に花束を手渡しました。

４月１６日、楢葉町にある日本原子力研究開発機構楢葉遠隔技術開発センターにおいて

福島第一原発の燃料デブリの

取り出し装置（ロボットアー

ムなど）について視察を行い、

担当者からの説明を聞きまし

た。
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町立小･中学校合同入学式､ふたば幼稚園入園式
4月8日

４月６日、町立学校仮設校舎体育館において令和４年度双葉町立小学校、中学校合同入学

式が挙行され、小学生３人（南小２人、北小１人）と中学生４人の新入生を迎えました。

伊澤町長は、「一人ひとり

の子どもたちが自分の持って

いる可能性を最大限に伸ばし、

未来を切り拓いていく力を身

に付けることができるよう全

力で支援してまいります」と

祝辞を述べました。

引き続き、ふたば幼稚園の

入園式が仮設園舎で行われ、

新しく１人の園児が入園いた

しました。３歳から５歳まで

のかわいらしい４人の園児が

園生活をスタートさせました。

【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 12

青森県 18

岩手県 10

宮城県 245

秋田県 12

山形県 18

茨城県 452

栃木県 153

群馬県 36

埼玉県 756

千葉県 165

東京都 365

神奈川県 165

新潟県 120

富山県 11

石川県 11

都道府県 人 数

福井県 2

山梨県 14

長野県 12

岐阜県 7

静岡県 28

愛知県 12

三重県 1

滋賀県 1

京都府 12

大阪府 8

兵庫県 2

奈良県 1

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 13

岡山県 4

都道府県 人 数

広島県 3

山口県 3

徳島県 -

香川県 -

愛媛県 5

高知県 -

福岡県 7

佐賀県 3

長崎県 5

熊本県 1

大分県 5

宮崎県 2

鹿児島県 12

沖縄県 4

国外 6

合計 2,722

市町村 人 数

福島市 234

会津若松市 41

郡山市 631

いわき市 2,143

白河市 180

須賀川市 67

喜多方市 6

相馬市 55

二本松市 17

田村市 15

南相馬市 265

伊達市 13

本宮市 43

桑折町 4

川俣町 1

大玉村 11

市町村 人 数

鏡石町 15

天栄村 3

下郷町 2

只見町 2

南会津町 0

猪苗代町 1

会津坂下町 12

会津美里町 3

西郷村 32

泉崎村 8

中島村 2

矢吹町 24

棚倉町 13

塙町 7

石川町 0

平田村 4

避難者総数

6,686

(前月 6,693)

(前月 3,975)

(前月 2,718)

市町村 人 数

三春町 31

小野町 1

広野町 36

楢葉町 11

富岡町 9

川内村 3

大熊町 4

浪江町 6

葛尾村 1

新地町 8

合計 3,964

双葉町民の避難状況（4月30日現在）
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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から常磐富岡ICにおいて、舗装補修工事のため、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

広野IC～常磐富岡IC間（上下線）

5月30日（月）～6月3日（金） 毎夜午後8時～翌朝5時【5夜間】

【予備日：6月6日（月）～8日（水）】

※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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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(2022.5.18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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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

4月30日現在

問い合わせ 防災局 防災企画課 防災事業係 025-282-1606TEL

市町村 人 数

新潟市 817

長岡市 185

三条市 62

柏崎市 478

新発田市 141

小千谷市 7

加茂市 9

十日町市 13

見附市 15

村上市 43

市町村 人 数

燕市 52

糸魚川市 3

妙高市 5

五泉市 16

上越市 22

阿賀野市 32

佐渡市 23

魚沼市 2

南魚沼市 5

胎内市 28

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 22

関川村 -

粟島浦村 -

合 計 1,994

■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 32

3 賃貸住宅･持家･親戚知人宅等 1,957

1+2+3（市町村把握分） 1,994

4 病院 0

5 社会福祉施設 5

合 計 1,999

(前月 2,006) (前月 2,011)


