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南相馬市では、奨学金返還を支援します!

　地域を支える産業に就職し、市内に定住する見
込みの在学生（令和元年度、令和2年度卒業予定の
方）・既卒者の方を対象に、通常の償還年額（利子
分を除き最大18万円）を、正規の修業年数の2倍
の期間（最長8年）交付します。詳細につきまして
は、南相馬市ホームページもしくは下記連絡先ま
でお問い合わせください。
応募・お問い合わせ

南相馬市役所商工労政課人材確保支援係
TEL：0244−24−5346
e-mail：syokorosei@city.minamisoma.lg.jp

「新たな動きが続々始まっています」

　7月に新たに商業施設がオープンしました。新
鮮な野菜や肉、魚をはじめ、温かいお惣菜やお弁
当の購入も可能となり、町内での買い物が大変便
利になりました。
　また、棚塩産業団地には世界最大級の水素製
造プラントを整備中です。本施設で製造された
CO2フリー水素は、2020年東京オリンピック・
パラリンピックでの活用が見込まれています。さ
まざまな実証運用をしていく中で、町内の再生可
能エネルギーの利用拡大を実現していきます。

お問い合わせ　浪江町産業振興課商工労働係

TEL：0240−34−0247

川俣町の復興のシンボル「アンスリウム」

　川俣町では、東日本大震災からの復興
のシンボルとして、アンスリウムという
花を栽培しています。今年6月に開催さ
れた川俣ロードレースでは、優勝した選
手にビクトリーフラワーとして贈呈しま
した。川俣町では、このアンスリウムを
東京オリンピックで公式花としての採用
を目指して活動し復興へ向けたアピール
をしていきます。

お問い合わせ　川俣町役場産業課

TEL：024−566−2111　内線1505

川俣町 南相馬市

「住」が充実の田村市

　「転入子育て世代住宅新築補助」で100
万円。空き家・空き地情報バンクで売却、
賃貸情報を収集。「転入者空き家リフォー
ム補助」で最大250万円。「Uターン引越し
補助」で最大10万円。田村市では「住」に
ついてのサポート体制が充実しておりま
す。田村市へ移住してみませんか?
　詳しい内容については、田村市のホー
ムページをご覧ください。
お問い合わせ　田村市経営戦略室

TEL：0247−81−2117

田村市

広報同封事業GOOD JOBとみおか

　富岡町と富岡町商工会が連携し、町内の事業者
の人材確保支援として、掲載希望事業者の求人情
報を取りまとめたチラシを作り、広報誌への同封
を行うことで、企業の人材不足解消と求職者の就
職支援のための事業を行っております。掲載の
希望があればお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ

富岡町産業振興課	 TEL：0240−22−2111
富岡町商工会	 TEL：0240−22−3307

富岡町

産業団地を整備しています

　葛尾村では、復興事業の一環として2
カ所の産業団地及び賃貸事務所を整備中
であり、令和2年3月に完成予定です。工
場用地や賃貸事務所は低廉な価格で賃貸
し、立地に関する補助制度により立地企
業の皆様の初期投資費用を抑えることが
可能です。
お問い合わせ

葛尾村地域振興課地域づくり推進係
TEL：0240−29−2113

葛尾村 浪江町
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「ふくしまで働く」は福島県内外に避難されている皆様や福島で働きたいと
思っている方々に対して、就労、雇用の視点から福島県内外の支援策や求人情
報等を発信するために厚生労働省福島労働局が発行している広報紙です。

福島県雇用情勢（2019年6月）

有効求人倍率（受理地別）　1.52倍（全国28位）
　　　　　　（就業地別）　1.70倍（全国19位）

求人数は復興需要のピークアウトの影響はあるが、多くの業種で人手不足の
状況が継続しているため高水準を維持し、仕事が探しやすい状況にあります。
個別の求人は、全国のハローワーク、インターネットで検索ができます。
※有効求人倍率／	ハローワークで仕事を探す人1人に対し、何人分の求人があるかを示す指標。

1を上回っていれば、仕事を探す人より仕事の数が多いことになります。

特
集
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避難自治体の主な支援事業紹介
・震災後のわが社
「丸三製紙株式会社」
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　丸三製紙株式会社は、もうすぐ創業100周年を迎えようとしています。
1923（大正12）年、東京都足立区で神山商店として創業し、1943（昭和18）
年に丸三製紙株式会社へ社名を変更しました。その後、1952（昭和27）年に
原町市（現：南相馬市）の誘致企業第一号として同市に工場を建設、1996（平
成8）年に本社を福島県同市に移転しました。
　東日本大震災ならびに東京電力福島第一原発事故からまもなく8年半が
経とうとしています。当時は、原発事故の放射能問題から一時、工場の閉鎖を
余儀なくされましたが、同年6月には全国各地に避難していた従業員全員が
会社に戻り操業再開を果たすことができました。あの大震災の経験から、社
員同士の絆がより一層強まったと実感し、当たり前が当たり前でなくなったこ
とで「人」や「物」の大切さを改めて知る大きなきっかけになりました。

　当社は「段ボール」を構成する2種類の原紙（段ボール原紙）を製造してい
ます。段ボール原紙とは、段ボールの表面と裏面に使用される「ライナー」と、
波型に加工し2枚のライナーに挟まれた「中芯」の二種類の紙のことです。ま
た、段ボール原紙は、ほとんどが一度使用された段ボール古紙を原料として
製造されています。当社の古紙使用率は98%です。つまり、段ボール原紙は
資源を有効利用した「リサイクル商品の優等生」といえます。
　また、紙に特殊な機能を持たせた特殊機能紙も製造しており、油吸着マット
や畳用の保護材など多岐にわたる製品を製造しています。

　2014（平成26）年12月、当社ならびに当社が所属するレンゴーグループ
全体が待ち望んでいた世界最新鋭のライナー抄紙機・8号抄紙機が遂に完成
しました。最新鋭の設備と技術が導入された抄紙機ということもあり、業界
から大きな注目を浴びました。工事は2013（平成25）年7月に着工したもの
の、震災や原発事故による労働力の減少・東北各地での復旧工事ラッシュ等
の影響により、建設作業員や諸資材、宿泊地などの不足が深刻な問題となり、
大幅な遅れが生じました。しかし、建設業者をはじめレンゴーグループ全体の
総力を結集し、約一年半という短期間で無事完成を迎えることができました。
　8号抄紙機の導入により、品質や生産性の向上だけではなく、環境面への配
慮といった意味でもニーズが高まる「薄くて、丈夫な軽量原紙」の製造や省エ
ネ化、古紙使用率アップなども可能となりました。全長約150m、幅10m、高
さ20mにも及ぶ8号抄紙機は、毎分540mものスピード稼働しており、およそ

80分でフルマラソンの距離に匹敵する長さの原紙が製造可能です。また、生
産・販売量が飛躍的にアップし、2017・2018年は2年連続で売上高伸び率が
業界No,1を記録、今後更なる増産・増販を目指して全社員が一丸となってそ
れぞれの役割を果たすべく邁進しています。

　当社は4年後の2023年に創業100周年を迎えようとしており、これに
向けた中期経営計画「丸三アニバーサリープラン100（通称MAP（マップ）
100）」をスタートさせています。MAP100では、当社の成長戦略だけではな
く、「※SDGs」の推進を通して当社の関わる環境、エネルギー、経済、教育など
の諸問題を解決し、次の100年のさらなる成長に向けた基盤を作っていこう
という想いも込められています。
　SDGsへの主な取り組み内容は次のとおりです。
　○自然環境・エネルギー
　　①重油を燃料とするボイラーの非常用化による重油使用量削減
　　②	液化天然ガス（LNG）を燃料とする新発電ボイラーの導入によるCO₂

排出量の削減
　○働きがい・経済成長
　　①生涯現役社会を見据えた「定年延長」と「賃金制度の見直し」
　　②「出産祝金制度」による少子化対策や子育て支援

（第1子：2万円、第2子：5万円、第3子以降：50万円）
　また、有給休暇取得率84%、育児休業取得率100%などは、従業員のワー
クライフバランスにつながっています。

　当社は前述のような様々な取り組みを通し、地域社会の復興と発展に貢献
し、みなさまに愛される会社を目指します。また、従業員の幸せを願う安定収
益のある魅力ある会社となるべく、今後も事業に取り組んでまいります。

※	SDGsは、国連サミットにおい
て、世界中のすべての人や地
球にとって最も重要な目標と
して採択された17の持続可
能な開発目標のこと。

震災後のわが社

丸三製紙株式会社　～つぎの100年に向けて～

【事業所紹介】	 所 在 地：福島県南相馬市
	 事業内容：板紙（段ボール原紙）・特殊紙（機能紙）の製造・加工・販売

HelloWorkハローワークインターネットサービスハローワークインターネットサービス
全国のハローワークが受理した求人情報のうち、求人企業が当ホームページに掲載を希望している求人を検索することができます。
□事業所名や電話番号を閲覧できます。　□求職登録すると閲覧できる情報が増えます。

ホームページアドレス
https: //www.hellowork.go.jp/

HelloWork Internet Service 求人情報検索

都府県 名　　　称 住　　　所 TEL

宮城県 ハローワーク仙台 仙台市宮城野区榴岡4ー2ー3　仙台ＭＴビル5F 022（299）8820

山形県
ハローワーク山形 山形市桧町2ー6ー13 023（684）1521

ハローワーク米沢 米沢市金池3ー1ー39　米沢地方合同庁舎内 0238（22）8155

埼玉県 ハローワーク行田 行田市長野943 048（556）3151

東京都 ハローワーク品川 港区芝5ー35ー3 03（5419）8609

新潟県
ハローワーク新潟　ときめきしごと館 新潟市中央区弁天2ー2ー18　新潟KSビル1F 025（240）4510

ハローワーク柏崎　まちなか相談室 柏崎市東本町1丁目15ー5　フォンジェＳＣ棟地下1F 0257（24）0810

大阪府 ハローワークプラザ難波 大阪市中央区難波2ー2ー3　御堂筋グランドビル4F 06（6214）9200

「福島就職支援コーナー」設置ハローワーク

＜「福島就職支援コーナー」設置ハローワーク連絡先＞



平成31年4月1日（月）より
いわき市内のハローワークの
名称を変更しました。

就職面接会を開催します

※いずれも所在地変更なし

いわき 公共職業安定所
（ハローワーク いわき）

平 公共職業安定所（ハローワーク 平）

いわき 公共職業安定所
小名浜出張所（ハローワーク 小名浜）

いわき 公共職業安定所
勿来出張所（ハローワーク 勿来）
なこそ なこそ

平 公共職業安定所 勿来出張所（ハローワーク 勿来）
なこそ なこそ

平 公共職業安定所 磐城出張所（ハローワーク 磐城）

福島労働局からのお知らせ
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○大卒等就職面接会
日　付 開催場所

10月10日（木） 郡山市市民交流プラザ（郡山市）

10月19日（土） 郡山市市民交流プラザ（郡山市）

10月22日（火） コラッセふくしま（福島市）

11月 5 日（火） アオウゼ（福島市）

11月30日（土） ラコパふくしま（福島市）

12月 7 日（土） ビッグパレットふくしま（郡山市）

○障害者就職面接会
日　付 開催場所

10月 2 日（水） ビッグパレットふくしま（郡山市）

10月10日（木） 東京第一ホテル新白河（西郷村）

10月17日（木） グランシア須賀川（須賀川市）

10月18日（金） コラッセふくしま（福島市）

10月21日（月） 会津アピオスペース（会津若松市）

10月24日（木） ゲストハウス・ヒルトップ・Nリゾート・フェリーチェ（相馬市）

10月29日（火） いわき産業創造館（いわき市）

※	お問い合わせ先は面接会毎に異なりますので、開催が近くなりましたら福島労働局
等のホームページでお問い合わせ先をご確認下さい。


