
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
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7月6日から、小高区の浮舟文化会館で新型コロナワ

クチン追加接種（4回目接種）が開始しました。

今回接種対象となるのは65歳以上の高齢者と18歳

～59歳の基礎疾患のある方です。
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7月1日、第72回「社会を明るくする運動」統一啓発集会がひがし生涯学習センターで行わ

れました。

「社会を明るくする運動」とは、すべての国民が犯罪や非行の防止と立ち直りについて考え、

それぞれの立場で力を合わせて犯罪や非行のない地域会社を築くことを目指している国民運動

で、7月は「社会を明るくする運動」の強調月間となっています。

当日は、内閣総理大臣と福島県推進委員会委員長からのメッセージが伝達され、門馬市長が

あいさつをしました。

１７ 金
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６
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7月6日から、小高区の浮舟文化会館で新型コロナワクチン追加接種（4回目接種）が開始

しました。

今回接種対象となるのは65歳以上の高齢者と18歳～59歳の基礎疾患のある方です。

原町区の接種は7月11日から小川町体育館で、鹿島区の接種は7月18日から鹿島体育館で

開始される予定です。
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８
７ 金

7月18日の北泉海水浴場海開きに向けて、7月8日に北泉海水浴場ビーチクリーンを開催し

ました。当日は150人を超えるボランティアが参加し、砂浜の清掃を行いました。

今年の北泉海水浴場の開設期間は7月18日（祝・月）から8月21日（日）で、営業時間は

午前9時から午後4時までです。

3浜通り×さんじょうライフvol.554 

7月8日、市は令和4年度第1回南相馬市環境回復推進委員会を開催し、委員長として東京大

学名誉教授の児玉龍彦氏を選任しました。その後、市長から児玉氏へ委嘱状が手渡されました。

委員会では、仮置場早期解消手段としての除去土壌再生利用や福島県における環境中での放

射性セシウムの挙動、国見山森林公園整備に係る進捗報告など大きく3つのテーマで話し合い

が行われました。

８
７ 金
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南相馬市における第26回参議院議員通常選挙

福島県選挙区選出議員選挙の投開票結果について 7月10日HP更新

問い合わせ 選挙管理委員会事務局 0244-24-5285TEL

【投票結果】 【開票結果】

男 女 合計

当日有権者数 25,585人 25,521人 51,106人

当日投票者数 5,277人 4,567人 9,844人

期日前投票者数 8,152人 9,084人 17,236人

不在者投票者数 373人 451人 824人

投票者総数 13,802人 14,102人 27,904人

最終投票率 53.95% 55.26% 54.60%

候補者氏名 届出政党等 得票数

皆川 まきこ NHK党 608票

小野寺 あきこ 無所属 10,501票

窪山 紗和子 参政党 773票

佐藤 早苗 無所属 1,258票

星 北斗 自由民主党 14,140票

小計（有効投票数） 27,280票

無効 623票

計（投票総数） 27,903票

持帰り外 1票

不受理 0票

合計（投票者総数） 27,904票

南相馬市からのお知らせ

今週の番組 60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 7月 定例記者会見 [12分]

3. 継ぐもの“北郷騎馬会 会長 泉川 清孝”編 [6分]

4. 令和4年度第1回相馬野馬追保存会総会／

令和4年度第一回相馬野馬追執行委員会総会 [10分]

5. 気をつけろ“自転車盗難” [2分]

6. 継ぐもの“北郷騎馬会 螺役 大木戸 琉菜”編 [3分]

7. 南相馬見聞録 曹洞宗同慶寺 [5分]

8. いきいき80体操 筋力トレーニング２ 編 [5分]

9. 四季百景～南相馬 山紫水明の間から～ [5分]

10.空はつながっている 空から見る南相馬市 [7分]

11.リクエストアワーのお知らせ [3分]

番組内容 [7/8～7/15]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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浪江町長選挙の投開票結果のお知らせ

7月10日HP更新

【投票結果】 【開票結果】

男 女 合計

有権者数 6,896人 7,173人 14,069人

投票者数 3,450人 3,504人 6,954人

投票率 50.03% 48.85% 49.43%

候補者氏名 得票数

当 吉田 栄光 6,339票

髙橋 翔 444票

有効投票数 6,783票

浪江町からのお知らせ

浪江町における第26回参議院議員通常選挙

福島県選挙区選出議員選挙の投開票結果について 7月10日HP更新

問い合わせ 選挙管理委員会 0240-34-0235TEL

【投票結果】 【開票結果】

男 女 合計

当日有権者数 7,016人 7,280人 14,296人

投票者数 3,467人 3,517人 6,984人

投票率 49.42% 48.31% 48.85%

候補者氏名 届出政党等 得票数

皆川 まきこ NHK党 186票

小野寺 あきこ 無所属 2,165票

窪山 紗和子 参政党 145票

佐藤 早苗 無所属 385票

星 北斗 自由民主党 3,572票

小計（有効投票数） 6,453票

無効 531票

計（投票総数） 6,984票

持帰り外 0票

不受理 0票

合計（投票者総数） 6,984票
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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

7月7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9月1日～令和7年3月31日（2年7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

試験職種 採用予定人員 主な職務内容

一般行政1 1人
農林水産課農政係で所管する、新規就農者確保事業、営農全般の
PR事業、営農再開支援全般

一般行政2 1人
圃場整備業務全般
※土地改良区での2年程度の実務研修後、町の農業振興業務に従事

保育 2人 保育業務など

注意

注意

次ページへ続きます

試験職種 受験資格

一般行政1 特になし（公的機関または農業関連会社での実務経験があればなお良し）

一般行政2 特になし（公的機関または農業関連会社での実務経験があればなお良し）

保育 保育士資格および幼稚園教諭免許を有する方

浜通り×さんじょうライフvol.5546
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受験方法および内容

申込期限

7月20日（水）

※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カ月以内に撮影・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15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10日以内 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 受験者に郵送により合否を通知

7浜通り×さんじょうライフvol.554 
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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4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/30908_116771_misc.pdf

職務等経歴書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30908_116772_misc.pdf

受験票

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30908_116773_misc.pdf

次ページへ続きます

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
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作文試験用紙

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30908_116774_misc.pdf

提出書類チェック表

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/30908_116775_misc.pdf

問い合わせ 総務課 行政係 0240-34-0235TEL

令和5年度採用 浪江町職員（高卒程度行政職および資格免許職(看護師)）

採用候補者試験のお知らせ 7月13日HP更新

町では、令和5年度採用 浪江町職員（高卒程度行政職・資格免許職（看護師））採用

候補者試験を下記のとおり実施します。

職種、採用予定人員および主な職務内容

採用予定時期 令和5年4月1日以降

受験資格

※ 最終合格決定後、職務経験期間、資格及び免許の確認のため、資格、免許証の写しお

よび在職期間証明書等を提出していただくことになります。

※ 採用時に普通自動車免許を有していることが条件です。

※ 前記の受験資格にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する方は受験できません。

⑴ 日本の国籍を有しない者

⑵ 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

⑶ 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

⑷ 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

試験職種 区分 採用予定人員 主な職務内容

高卒程度 行政職 2人程度 行政全般に関する企画立案､調査､連絡調整､相談業務など

資格免許職 看護師 若干名 診療所における看護業務及び医療行政等全般
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試験の期日、場所および発表

受付期間

7月13日（水）から8月12日（金）まで（執務時間中に限ります。）

郵便による申込書提出の場合は、8月10日（水）までの消印のあるものに限り受け付

けます。

採用パンフレット、受験案内、申込書の請求

受験案内および申込用紙は、浪江町役場 総務課行政係および各出張所で交付します。

郵便により申込用紙を請求する場合は、封筒の表に「令和5年度職員採用試験申込用紙

請求」と朱書し、120円切手を貼った自分宛の返信用封筒（角型2号）を必ず同封のうえ

請求してください。また、下記から申込用紙をダウンロードして使用することもできます。

≪採用パンフレット≫

「令和5年度の行政職（高卒程度）の採用枠は2人、資格免許職（看護師）若干名、積

極的に採用します。変革の道半ばにある浪江町は、新しい力を求めています。私たちと一

緒に、「新たな歴史を作ってくれる方」を心待ちにしています。

採用パンフレットを作成しました。浪江町役場の仕事の理解にお役立てください。

次ページへ続きます

区分 期日 時間 試験場 発表

高卒程度
(行政職)

第1次試験

9月18日
(日)

・受付
午前9時～9時30分

・教養試験
午前10時～正午

（昼休憩）

※教養試験終了後、適性
検査を行います。

「富岡町文化交流セン
ター 学びの森」

双葉郡富岡町大字本岡
王塚622-1

令和4年10月下旬頃
に合格者へ通知する
予定です

資格免許職
(看護師)

第1次試験

・受付
午前9時～9時30分

・職務基礎力試験
午前10時～11時30分

・職務適応性検査
午前11時45分

～午後0時05分

「福島県自治会館」

福島市中町8番2号

第2次試験
11月下旬
頃を予定

第1次試験合格者に改め
て通知します。

「浪江町役場」

浪江町大字幾世橋字六
反田7番地2
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浪江町職員採用パンフレット［PDF］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/16142.pdf

≪受験案内≫

令和5年度採用 浪江町職員（高卒程度行政職及び資格免許職（看護師）

採用候補者試験について［PDF］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/16645.pdf

≪申込書≫

高卒程度行政職採用候補者試験申込書［Excel］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/16643.xlsx

資格免許職（看護師）採用候補者試験申込書［Excel］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/16644.xlsx

申込方法

申込用紙に必要事項を記入し、「浪江町役場 総務課行政係」に提出してください。

申込用紙を郵送する場合には、封筒に「令和5年度職員採用試験申し込み」と朱書して、

必ず簡易書留にて送付してください。

なお、受験票を返送しますので自分宛の封筒（返信用封筒）に84円切手を貼って同封

してください。

※ 申込用紙の受験票欄に忘れずに写真を添付してください。

問い合わせ 総務課 行政係 0240-34-0235TEL
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双葉町における第26回参議院議員通常選挙

福島県選挙区選出議員選挙の投開票結果について 7月10日HP更新

問い合わせ 総務課 0246-84-5201TEL

【投票結果】 【開票結果】

男 女 合計

当日有権者数 2,343人 2,543人 4,886人

当日投票者数 244人 206人 450人

期日前投票者数 670人 698人 1,368人

不在者投票者数 130人 170人 300人

投票者総数 1,044人 1,074人 2,118人

最終投票率 44.56% 42.23% 43.35%

(前回投票率) (46.21%) (44.41%) (45.27%)

候補者氏名 届出政党等 得票数

皆川 まきこ NHK党 55票

小野寺 あきこ 無所属 649票

窪山 紗和子 参政党 61票

佐藤 早苗 無所属 61票

星 北斗 自由民主党 1,214票

小計（有効投票数） 2,040票

無効 78票

計（投票総数） 2,118票

持帰り外 0票

不受理 0票

合計（投票者総数） 2,118票

双葉町からのお知らせ

富山県黒部市議会議員がいわき事務所を訪問 6月29日

６月２９日、富山県黒部市市議会総務文教委員会の議員６人がいわき市錦町にある町立学

校を視察され、舘下教育長や校長と懇談を行いました。その後いわき事務所を訪問され、伊

澤町長から双葉町の復興状況や業務体制について説明し意見交換を行いました。

翌３０日は、職員の案内でJR双葉駅周辺や役場庁舎、産業交流センター、東日本大震災・

原子力災害伝承館など双葉

町内を視察されました。



被災自治体News

富山県新川高校関係者が双葉町内を視察 6月25日

移動販売出発セレモニー 6月10日

６月１０日、イオン浪江店前において食料品や日用品など約５００品目を積んだ移動販売

車の出発式が行われました。移動販売車は水素を燃料としており、５月３１日にイオン東北

とトヨタ自動車、双葉町、浪江町の４者が連携協定を締結し、浪江町内８カ所と双葉町内の

２カ所を順次まわり販売を行います。ルートについては、住民の居住状況やニーズを踏まえ

て柔軟に変更する予定とのことです。

伊澤町長は、「特定復興再生拠点区域の避難指示解除を前に、買い物環境が整い始め、大

変意義深いものがあり、期待しております」と述べました。

６月２５日、富山県の学校法人新井学園の新井公浩理事長と法人が運営する新川高校の浜

元克吉校長ほか関係者が双葉町内を視察されました。

伊澤町長は、産業交流センターの屋上から周囲を見ていただきながら双葉町の震災による
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被害状況や復興の現況などについて説明しました。新川高校

では１２月に双葉町はじめ双葉郡への修学旅行を計画してい

るとのことです。

同日、産業交流センターで行われたウクライナ支援のため

の演奏会に出席し、チェルノブイリ原発事故でふるさとを追

われ、日本で活動を続けているカテリーナ・グジーさんによ

る民族楽器の演奏を聴きました。



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(2022.7.13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

浜通り×さんじょうライフvol.55414

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

被災自治体News

双葉地方町村会､双葉地方町村議会議長会要望活動
6月2日

６月２日、双葉地方町村会、双葉地方町村議会議長会は、自由民主党東日本大震災復興加

速化本部、国土交通省、環境省に対し、双葉地方の復興・再生の加速化に向けた要望活動を

行いました。

伊澤町長、伊藤町議会議長

も参加し、谷公一事務局長、

吉野正芳本部長代理、石井優

国土交通審議官、山口壯環境

大臣に要望書を手渡しました。

避難地域の復興の実現、国

際教育研究拠点の整備、避難

地域の復興に必要な財源の確

保、風評払拭・風化防止対策

の強化、帰還困難区域の取り

扱いなどについて、要望しま

した。


