
「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。

・富岡町長からのメッセージ　
・震災後のわが社
  「富士コンピュータ株式会社」

福島県雇用情勢 （2021年9月）
有効求人倍率（受理地別）1.31倍（全国20位）
　　　　　 （就業地別）1.43倍（全国17位）
有効求人は、減少傾向ではあるものの保健師、一般事務、介護サービスなど
32,870 人分の申込みがあります。
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。

あなたのキャリアが
財産になる
ジョブ・カードは、
あなたの職業能力を「見える化」し、
キャリア形成に役立てることができる
キャリア・プランニングツールです。

「ジョブ・カード制度総合サイト」
https://jobcard.mhlw.go.jp

友だち追加

ジョブ・カードの活用について、詳しくは最寄りのハローワークまでお問い合わせください。

ジョブ・カード制度総合サイト 検 索 ＠jobcard

ジョブ・カードの作り方のアドバイス
ジョブ・カードの活用に向けた情報を
お届けします。

　福島県内外に避難されている皆様に心からお見舞い申し上げます。
　東日本大震災並びに原子力発電所事故により全町避難を余儀なくされてから10年が経過いたしま
した。この間、富岡町内は町民の皆様をはじめ、関係する多くの皆様のご尽力により、双葉郡の中
枢拠点機能を担うべく、にぎわいが徐々に戻りつつあります。令和５年春を目標に特定復興再生拠
点区域の避難指示解除を目指しており、町内における活動範囲も広がりを見せております。
　一方で特定復興再生拠点区域外となっている地域も含めた町内全域の避難指示解除、避難に伴い
停滞している地域産業の活性化など、まだまだ、取り組まなければならない課題は山積しております。
　このような中、私は町内全域で均衡ある発展を図っていくことが富岡町の真の復興であると考えてお
り、これまでの10年間の歩みを大切にしながら「人がまちをつくり、まちもまた人をつくる」、「一人ひと
りの声を聴き、人に寄り添い、人を育む」を信条・信念として、まちづくりに全力で取り組んでまいります。
　政策の柱である「多様な交流の促進」「福祉・医療の充実」「魅力ある教育の実践」「産業の集積に
よる雇用の創出」「新たな地域コミュニティの創造」にしっかりと取り組み、これらを一つひとつ積
み重ね、居住人口の増加や地域経済の好循環につなげていくことで、活力ある町をつくりだすこと
ができるものと考えております。
　特に町に戻りたい町民の皆様のご希望が叶うよう、さらには若い世代を中心とした新たな移住定
住を積極的に受け入れるため、生活環境の整備を進めるとともに、町内での事業再開や起業に向け
た支援、産業団地等における雇用の確保、子育て支援と特色ある教育の充実を図ってまいります。
加えて、交流人口の拡大を図るべく、関係機関とも連携し、来訪者が再び訪れたくなるまちづくり
に取り組んでまいります。このような取組が、「町内に戻ってきたい」「これから町民になりたい」
と感じていただけるものと考えております。
　富岡町に心を寄せてくださる全ての皆様とともに、あらゆる叡智を結集して「希望と笑顔あふれ
るまち」の実現に向けて誠心・誠意努めてまいりますので、皆様のご理解とご支援を賜りますよう
心からお願い申し上げます。

是非QRコードにスマホ・携帯をかざして
求人情報をチェックしてください
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

https://求人ボックス.com/地方創生-福島県

経験豊かな専任の相談員が対応します（担
当制）。就職や生活再建に関する悩みや不
安など、お気軽にご相談ください。パート希
望の方、女性の再就職およびシニア（55歳
以上）の就職支援、県外に避難されている
方の再就職支援など、幅広くご相談に対応
します（性別年齢不問）。

就職できるまでの生活資金や、住居の確保
など生活再建に関する各種制度や、取扱い
窓口を紹介します。将来的なライフプラン
の相談にも応じます。

きめ細かな就職相談を行い、センターが独
自に開拓した県内企業の求人情報を紹介し
ます。
また、センター内のパソコンでハローワーク
の求人情報を閲覧することもできます。

就職活動に役立つセミナー情報、イベント
情報、希望する職種に必要なスキルを身に
つけるための職業訓練など、最新の情報を
提供します。

■ ■ 就職支援の主な流れ ■ ■

就職相談・職業紹介

各種セミナー・職業訓練情報

専任の相談員が常駐

窓口相談 巡回相談 電話相談 メール相談

確かなサポート体制でしっかり応援！
専任の相談員が親身になってお応えします！

雇用保険
受給者には、
利用証明書を
発行します。

ご利用
無料
(予約制）

1 8765432

定着支援内定・入社面接
アドバイス

応募活動の
促進

応募書類
作成支援目標設定

利用説明
•

登録

求人情報の
収集
・

検索方法の
アドバイス

サ
ポ
ー
ト
内
容 生活資金情報・住居情報の提供

【開館日】月曜～土曜 10:00～19:00
【休館日】日曜・祝日・年末年始
           （12月29日～1月3日）

白河事務所
☎0248-27-0041
〒961-0074
白河市郭内1 NTT白河ビル 1階
● JR白河駅より徒歩約3分

会津若松事務所

☎0242-27-8258
〒965-0816
会津若松市南千石町6-5
会津若松商工会議所会館 2階
● 会津バス「御薬園」バス停より

徒歩約5分
【開館日】月曜～土曜 10:00～19:00
【休館日】日曜・祝日・年末年始
           （12月29日～1月3日）

富岡事務所

☎0240-23-7880
〒979-1111
双葉郡富岡町小浜553-2
富岡合同庁舎 ２階

【開館日】月曜～金曜 9：00～17：00
【休館日】土曜・日曜・祝日・年末年始
          （12月29日～１月３日）

【開館日】月曜～土曜 10:00～19:00
【休館日】日曜・祝日・年末年始
           （12月29日～1月3日）

南相馬事務所

☎0244-23-1239
〒975-0007
南相馬市原町区南町1-1
松本ビル 2階
● 原町郵便局目の前

【開館日】月曜～土曜 10:00～19:00
【休館日】日曜・祝日・年末年始
           （12月29日～1月3日）

いわき事務所

☎0246-25-7131
〒970-8026
いわき市平字梅本15
県いわき合同庁舎　西分庁舎1階
● 常磐交通バス「合同庁舎前」
  バス停より徒歩約30秒

駐車場あり 駐車場あり

駐車場あり

駐車場あり

駐車場あり

【開館日】月曜～土曜 10:00～19:00
【休館日】日曜・祝日・年末年始
          （12月29日～1月3日）

郡山事務所
☎024-925-0811

〒963-8002
郡山市駅前1-14-21 郡山花椿ビル 8階

指定駐車場の「ティーワン郡山駅
西口駐車場」に駐車された方は、駐車
券をカウンセラーに提示ください。

（60分無料）

事業運営会社：株式会社パソナ
協力：厚生労働省福島労働局、公益社団法人 福島相双復興推進機構（福島相双復興官民合同チーム）

経済産業省委託事業 福島求人支援チーム応募事務局経済産業省委託事業 福島求人支援チーム応募事務局

設置／福島県　 委託先／株式会社パソナ

避難している方・福島で働きたい方へ

☎024（529）5438
福島労働局

　　職業対策課発行

2021年

秋号

特
集

ふく まし で働く働く

復興にかける想い　避難されている方へのメッセージ

移住のご相談
　12市町村への移住を
　　　　　　考えてらっしゃる方に

移住のご相談
　12市町村への移住を
　　　　　　考えてらっしゃる方に

支援センターの役割支援センターの役割

●全国の移住に関心を持つ層への
　情報発信
●仕事や住まいの情報提供
●移住体験ツアー等の企画実施

働きたくなる
　　暮らしたくなる
　　　　チャレンジできる
12市町村を共に創ることを通じて
福島の復興と創生を進めます

働きたくなる
　　暮らしたくなる
　　　　チャレンジできる
12市町村を共に創ることを通じて
福島の復興と創生を進めます

受付時間 8：30～ 17：00
※土日祝日・年末年始除く

移住相談専用電話番号

初めてのご連絡の際はホームページにございます
相談受付カードをご記入後、ご連絡お願いします。

移住相談専用メールアドレス

山本　育男  町長

富 岡 町

ジョブ・カード制度総合サイト

ふ
く
し
ま
の

12
市
町
村
で
の
暮
ら
し

　
　
　考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

ふくしま 12市町村移住支援センター

ふくしま 12 市町村移住支援センターは、2021 年 7 月 1 日に 12 市町村への移住・定住を促進するため、広域連携が効果的な事業や 12 市町村による移住施策
の支援等を行うため福島県が設置しました。12市町村の移住・定住の促進委向けた課題を把握しその解決にあたります。

一般の方のお問い合わせ

広域戦略等

●市町村、まちづくり会社、
　移住希望者の支援
●12市町村への
　移住希望者相談対応
●市町村との連携事業の実施

移住支援等

●ノウハウの蓄積及び共有
●全国の先進事例等の調査・分析

ノウハウ蓄積等

0800-800-3305

ijyu-shien@fipo.or.jp
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TEL:024(524)2121

チェックしてね！

福島広域雇用促進支援協議会

「この職場で私も働きたい！その場で応募を決意！」
S.K 様（43歳・女性）

事前就職相談会では、面接会の時にどの企業の話を聞くか、何か質問
することはあるか、自分にも出来そうな仕事かどうか、ということを
相談員とじっくり話をすることが出来ました。励ましやアドバイスを
もらいながら準備が出来たので、心強かったです。
相談会に参加せずに、面接会に行っていたら「自分にはこの仕事は無
理だろうな」と諦めてしまったと思います。しかし、段階を踏んだこ
とで自分では選択しない企業の話を聞いてみようという気持ちになり
ました。

面接会で話を聞いた企業で、職場体験が出来ることを知り、せっかくの
機会なので体験させていただくことにしました。
担当者から丁寧に説明をしていただきながら、店舗やバックヤードを見
学しました。各売り場担当者とも何度かすれ違いましたが、その度に「ス
タッフ同士仲が良く、チームワークが良いな」という印象を受けました。
アットホームな雰囲気のこの職場で、私も働きたい！と思い、その場で
応募を決意しました。その後は、電話で相談員に応募までをサポートし
ていただき、体験先への就職が決まりました！

私は、協議会との関わりで自分に自信を持つことが出来ました。一人で求人を眺めて悶々
としているよりも、一歩踏み出すこと、相談してみることが大事だと思います。

出産してから専業主婦をしていましたが、子供が小学生になり少し手
が離れたため、仕事をしようと思って動き出しました。しかし、何の
仕事をしたいか、どうやって仕事探しをしていけばいいか分からずに
いたところ、友人から面接会があることを教えてもらい、行くことに
決めました。予約した時に、相談員から『事前就職相談会』を案内さ
れて、こちらにも参加する事にしました。

『就職面接会』の出展企業で体験

これから就職活動をする方へ

事前就職相談会
することはあるか、自分にも出来そうな仕事かどうか、ということ
相談員とじっくり話をすることが出来ました。励ましやアドバイス
もらいながら準備が出来たので、心強かったです
相談会に参加せずに、面接会に行っていたら「自分にはこの仕事は
理だろうな」と諦めてしまったと思います。しかし、段階を踏んだ
とで自分では選択しない企業の話を聞いてみようという気持ちにな
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機会なので体験させていただくことにしました。
担当者から丁寧に説明をしていただきながら、店舗やバックヤードを見
学しました。各売り場担当者とも何度かすれ違いましたが、その度に「ス

チームワークが良いな」という印象を受けました。
アットホームな雰囲気のこの職場で、私も働きたい！と思い、その場で
応募を決意しました。その後は、電話で相談員に応募までをサポートし
ていただき、体験先への就職が決まりました！

「この職場で私も働きたい！その場で応募を決意！」
歳・女性）

では、面接会の時にどの企業の話を聞くか、何か質問

出産してから専業主婦をしていましたが、子供が小学生になり少し手
が離れたため、仕事をしようと思って動き出しました。しかし、何の
仕事をしたいか、どうやって仕事探しをしていけばいいか分からずに
いたところ、友人から面接会があることを教えてもらい、行くことに

事前就職相談会』を案内さ

『事前就職相談会』⇒『就職面接会』へ参加

面接会当日のイメージができる
仕事探しは準備から始めよう

「職場を見て、聞いて、やってみる」
体験型の就職活動をサポート！

求人票には載ってない情報も！？
たくさんの企業と直接話せる

590

「はたらっこ」

news!

大集合！
ふくしま

で働きたい人

当社は兵庫県加古川市に本社を構え、1979 年創業時から地域密着型の IT
関連事業を展開しています。具体的にはソフトウェア開発、Web 制作、IT 
技術者派遣、人材紹介事業、公共職業訓練事業、広域通信制・単位制高等学校
運営など多岐にわたった事業展開を行っています。特に広域通信制・単位制
高等学校の相生学院高校はテニスの全国大会優勝の常連校に成長しボクシン
グやゴルフなど輝かしい成績を収めています。

震災後、2018 年に福島イノベーション構想の事業を知り、兵庫県から浜
通り地域に移住した職員と地元雇用の人材を IT 技術者、ロボット技術者、プ
ログラマーに育成しながら営業しております。

福島県に進出を決意した当社代表には、福島県が第二の故郷と思いを持つ
エピソードがあります。父親が太平洋戦争の時に、千島列島の択捉島で震洋
というモーターボートに爆弾を積み込んだ特攻船の訓練中に終戦を迎えまし
た。そして、１機しかない水上艇で福島県の小名浜に帰着し、その後に現代表
が出生されたため、福島県が第二のふるさとであり、恩返しがしたいとの強
い想いがあったということです。

現在開発・製造をしている AI 介護コミュニケーションロボット「ふくちゃ
ん３号」は代表が自身の母親の介護で苦労した経験から、特別養護老人ホー
ム等に入居の高齢者や居宅で過ごす高齢者の話し相手として、話すことによ
る認知症予防や、介護者の負担軽減に寄与できないかとの思いから開発をす
すめたものです。デイサービス施設、介護老人保健施設等各種介護福祉施設
で可愛がられています。ある介護施設ではロビーに置いていた「ふくちゃん」
が行方不明になり、探していたところ入居高齢者の個室でお話をしていまし
た。その他、おじいちゃんから「人と話をするときは帽子くらい脱ぎなさい」
とからかわれたり、歌を歌うふくちゃんに気を取られ一緒に歌を歌う利用者
が多いため、介護職員の他の仕事がはかどるなどの声を聞いています。

今後は施設だけでなく、個人宅でも見守りや話し相手ができる「ふくちゃん」
が広く普及するように改良を重ねていきたいと考えております。

創業以来 43 年間、地域社会に貢献する為のビジネスを追求してきた当社
にとって、当該新規事業は、震災地域経済の発展に貢献するとともに、将来
を担う当社の中核ビジネスに成長させる為に、挑戦する価値のある事業に出
会えたと考えています。

福島県での開発は、当初兵庫県からの職員が中心で、右も左もわからない
状態でありましたが、ロボット産業を応援するという、福島イノベーション
構想の一環で、人材確保の雇用面、研究施設の紹介など開発支援の面、関連

製造会社との連携支援など、様々な支援
体制に助けられ、地元ロボット設計会社、
電気基盤関連会社、樹脂部品設計製造会
社、人材紹介会社、職業訓練施設と関係
を持つことができ、無事「ふくちゃん 3
号」が完成をすることとなりました。完
成後は、さらに福島県の公共施設の支援
を受け、実証実験の機会を頂戴し意見収
集→改良→実証の PDCA サイクルが実

施できております。3 年間を費やしの AI 介護支援コミュニケーションロボッ
ト「ふくちゃん」を開発し、現在は営業販売をして、研究開発費の回収時期
となっており、福島県産ロボットに対する購入補助金などが活用できること
で支援をいただいている状態です。

2021 年度より、これらの経験を生かして、さらに新たに大きな目標を設
定してロボット人形「凛」として開発を進めています。

さらに、もう一つの事業として、GAFA といわれる「 IT プラットフォーマー」
のなかでも「アマゾン」に代表されるネット通販事業の興成に着目して、ア
マゾンに対抗して地元の大河「阿武隈川」から命名した「あぶくまシステム」
として CtoC の e コマースの運営をはじめております。美術品を中心とした
ショッピングサイトとオークションサイト出品代行を手始めにアマゾンに負
けないようなショッピングサイトを目指しております。

当社の地元雇用職員は、まったくの未経験者から、大学でシステム系を学
んだ新卒や既卒の人材、CAD 経験者、など多様ですが、文系だと思っていた
人が意外とプログラミング開発に優れた能力があったりということもあり、
人口の少ない当地にあっても、強
い興味があればチャレンジしても
らいたいと考えています。

福島県浜通りをアメリカのシリ
コンバレーのような先端技術の拠
点となるように、地元関連企業や
地元の方々と協力して創り上げた
いと微力ながら頑張っていくつも
りです。
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【事業所紹介】
所 在 地：福島県浪江町、福島ロボットテストフィールド
事業内容：AI 介護コミュニケーションロボット「ふくちゃん」の開発、製造、販売
　　　　　ネット通販システム「あぶくまシステム」運営
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★福島県内での訓練メニュー★福島県内での訓練メニュー
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TEL:024(524)2121

チェックしてね！

福島広域雇用促進支援協議会

「この職場で私も働きたい！その場で応募を決意！」
S.K 様（43歳・女性）

事前就職相談会では、面接会の時にどの企業の話を聞くか、何か質問
することはあるか、自分にも出来そうな仕事かどうか、ということを
相談員とじっくり話をすることが出来ました。励ましやアドバイスを
もらいながら準備が出来たので、心強かったです。
相談会に参加せずに、面接会に行っていたら「自分にはこの仕事は無
理だろうな」と諦めてしまったと思います。しかし、段階を踏んだこ
とで自分では選択しない企業の話を聞いてみようという気持ちになり
ました。

面接会で話を聞いた企業で、職場体験が出来ることを知り、せっかくの
機会なので体験させていただくことにしました。
担当者から丁寧に説明をしていただきながら、店舗やバックヤードを見
学しました。各売り場担当者とも何度かすれ違いましたが、その度に「ス
タッフ同士仲が良く、チームワークが良いな」という印象を受けました。
アットホームな雰囲気のこの職場で、私も働きたい！と思い、その場で
応募を決意しました。その後は、電話で相談員に応募までをサポートし
ていただき、体験先への就職が決まりました！

私は、協議会との関わりで自分に自信を持つことが出来ました。一人で求人を眺めて悶々
としているよりも、一歩踏み出すこと、相談してみることが大事だと思います。

出産してから専業主婦をしていましたが、子供が小学生になり少し手
が離れたため、仕事をしようと思って動き出しました。しかし、何の
仕事をしたいか、どうやって仕事探しをしていけばいいか分からずに
いたところ、友人から面接会があることを教えてもらい、行くことに
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これから就職活動をする方へ
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面接会当日のイメージができる
仕事探しは準備から始めよう

「職場を見て、聞いて、やってみる」
体験型の就職活動をサポート！

求人票には載ってない情報も！？
たくさんの企業と直接話せる
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「はたらっこ」

news!

大集合！
ふくしま

で働きたい人

当社は兵庫県加古川市に本社を構え、1979 年創業時から地域密着型の IT
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を受け、実証実験の機会を頂戴し意見収
集→改良→実証の PDCA サイクルが実

施できております。3 年間を費やしの AI 介護支援コミュニケーションロボッ
ト「ふくちゃん」を開発し、現在は営業販売をして、研究開発費の回収時期
となっており、福島県産ロボットに対する購入補助金などが活用できること
で支援をいただいている状態です。

2021 年度より、これらの経験を生かして、さらに新たに大きな目標を設
定してロボット人形「凛」として開発を進めています。

さらに、もう一つの事業として、GAFA といわれる「 IT プラットフォーマー」
のなかでも「アマゾン」に代表されるネット通販事業の興成に着目して、ア
マゾンに対抗して地元の大河「阿武隈川」から命名した「あぶくまシステム」
として CtoC の e コマースの運営をはじめております。美術品を中心とした
ショッピングサイトとオークションサイト出品代行を手始めにアマゾンに負
けないようなショッピングサイトを目指しております。

当社の地元雇用職員は、まったくの未経験者から、大学でシステム系を学
んだ新卒や既卒の人材、CAD 経験者、など多様ですが、文系だと思っていた
人が意外とプログラミング開発に優れた能力があったりということもあり、
人口の少ない当地にあっても、強
い興味があればチャレンジしても
らいたいと考えています。

福島県浜通りをアメリカのシリ
コンバレーのような先端技術の拠
点となるように、地元関連企業や
地元の方々と協力して創り上げた
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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。

・富岡町長からのメッセージ　
・震災後のわが社
  「富士コンピュータ株式会社」

福島県雇用情勢 （2021年9月）
有効求人倍率（受理地別）1.31倍（全国20位）
　　　　　 （就業地別）1.43倍（全国17位）
有効求人は、減少傾向ではあるものの保健師、一般事務、介護サービスなど
32,870 人分の申込みがあります。
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。

あなたのキャリアが
財産になる
ジョブ・カードは、
あなたの職業能力を「見える化」し、
キャリア形成に役立てることができる
キャリア・プランニングツールです。

「ジョブ・カード制度総合サイト」
https://jobcard.mhlw.go.jp

友だち追加

ジョブ・カードの活用について、詳しくは最寄りのハローワークまでお問い合わせください。

ジョブ・カード制度総合サイト 検 索 ＠jobcard

ジョブ・カードの作り方のアドバイス
ジョブ・カードの活用に向けた情報を
お届けします。

　福島県内外に避難されている皆様に心からお見舞い申し上げます。
　東日本大震災並びに原子力発電所事故により全町避難を余儀なくされてから10年が経過いたしま
した。この間、富岡町内は町民の皆様をはじめ、関係する多くの皆様のご尽力により、双葉郡の中
枢拠点機能を担うべく、にぎわいが徐々に戻りつつあります。令和５年春を目標に特定復興再生拠
点区域の避難指示解除を目指しており、町内における活動範囲も広がりを見せております。
　一方で特定復興再生拠点区域外となっている地域も含めた町内全域の避難指示解除、避難に伴い
停滞している地域産業の活性化など、まだまだ、取り組まなければならない課題は山積しております。
　このような中、私は町内全域で均衡ある発展を図っていくことが富岡町の真の復興であると考えてお
り、これまでの10年間の歩みを大切にしながら「人がまちをつくり、まちもまた人をつくる」、「一人ひと
りの声を聴き、人に寄り添い、人を育む」を信条・信念として、まちづくりに全力で取り組んでまいります。
　政策の柱である「多様な交流の促進」「福祉・医療の充実」「魅力ある教育の実践」「産業の集積に
よる雇用の創出」「新たな地域コミュニティの創造」にしっかりと取り組み、これらを一つひとつ積
み重ね、居住人口の増加や地域経済の好循環につなげていくことで、活力ある町をつくりだすこと
ができるものと考えております。
　特に町に戻りたい町民の皆様のご希望が叶うよう、さらには若い世代を中心とした新たな移住定
住を積極的に受け入れるため、生活環境の整備を進めるとともに、町内での事業再開や起業に向け
た支援、産業団地等における雇用の確保、子育て支援と特色ある教育の充実を図ってまいります。
加えて、交流人口の拡大を図るべく、関係機関とも連携し、来訪者が再び訪れたくなるまちづくり
に取り組んでまいります。このような取組が、「町内に戻ってきたい」「これから町民になりたい」
と感じていただけるものと考えております。
　富岡町に心を寄せてくださる全ての皆様とともに、あらゆる叡智を結集して「希望と笑顔あふれ
るまち」の実現に向けて誠心・誠意努めてまいりますので、皆様のご理解とご支援を賜りますよう
心からお願い申し上げます。

是非QRコードにスマホ・携帯をかざして
求人情報をチェックしてください
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

https://求人ボックス.com/地方創生-福島県

経験豊かな専任の相談員が対応します（担
当制）。就職や生活再建に関する悩みや不
安など、お気軽にご相談ください。パート希
望の方、女性の再就職およびシニア（55歳
以上）の就職支援、県外に避難されている
方の再就職支援など、幅広くご相談に対応
します（性別年齢不問）。

就職できるまでの生活資金や、住居の確保
など生活再建に関する各種制度や、取扱い
窓口を紹介します。将来的なライフプラン
の相談にも応じます。

きめ細かな就職相談を行い、センターが独
自に開拓した県内企業の求人情報を紹介し
ます。
また、センター内のパソコンでハローワーク
の求人情報を閲覧することもできます。

就職活動に役立つセミナー情報、イベント
情報、希望する職種に必要なスキルを身に
つけるための職業訓練など、最新の情報を
提供します。

■ ■ 就職支援の主な流れ ■ ■

就職相談・職業紹介

各種セミナー・職業訓練情報

専任の相談員が常駐

窓口相談 巡回相談 電話相談 メール相談

確かなサポート体制でしっかり応援！
専任の相談員が親身になってお応えします！

雇用保険
受給者には、
利用証明書を
発行します。

ご利用
無料
(予約制）

1 8765432

定着支援内定・入社面接
アドバイス

応募活動の
促進

応募書類
作成支援目標設定

利用説明
•

登録

求人情報の
収集
・

検索方法の
アドバイス

サ
ポ
ー
ト
内
容 生活資金情報・住居情報の提供

【開館日】月曜～土曜 10:00～19:00
【休館日】日曜・祝日・年末年始
           （12月29日～1月3日）

白河事務所
☎0248-27-0041
〒961-0074
白河市郭内1 NTT白河ビル 1階
● JR白河駅より徒歩約3分

会津若松事務所

☎0242-27-8258
〒965-0816
会津若松市南千石町6-5
会津若松商工会議所会館 2階
● 会津バス「御薬園」バス停より

徒歩約5分
【開館日】月曜～土曜 10:00～19:00
【休館日】日曜・祝日・年末年始
           （12月29日～1月3日）

富岡事務所

☎0240-23-7880
〒979-1111
双葉郡富岡町小浜553-2
富岡合同庁舎 ２階

【開館日】月曜～金曜 9：00～17：00
【休館日】土曜・日曜・祝日・年末年始
          （12月29日～１月３日）

【開館日】月曜～土曜 10:00～19:00
【休館日】日曜・祝日・年末年始
           （12月29日～1月3日）

南相馬事務所

☎0244-23-1239
〒975-0007
南相馬市原町区南町1-1
松本ビル 2階
● 原町郵便局目の前

【開館日】月曜～土曜 10:00～19:00
【休館日】日曜・祝日・年末年始
           （12月29日～1月3日）

いわき事務所

☎0246-25-7131
〒970-8026
いわき市平字梅本15
県いわき合同庁舎　西分庁舎1階
● 常磐交通バス「合同庁舎前」
  バス停より徒歩約30秒

駐車場あり 駐車場あり

駐車場あり

駐車場あり

駐車場あり

【開館日】月曜～土曜 10:00～19:00
【休館日】日曜・祝日・年末年始
          （12月29日～1月3日）

郡山事務所
☎024-925-0811

〒963-8002
郡山市駅前1-14-21 郡山花椿ビル 8階

指定駐車場の「ティーワン郡山駅
西口駐車場」に駐車された方は、駐車
券をカウンセラーに提示ください。

（60分無料）

事業運営会社：株式会社パソナ
協力：厚生労働省福島労働局、公益社団法人 福島相双復興推進機構（福島相双復興官民合同チーム）

経済産業省委託事業 福島求人支援チーム応募事務局経済産業省委託事業 福島求人支援チーム応募事務局

設置／福島県　 委託先／株式会社パソナ

避難している方・福島で働きたい方へ

☎024（529）5438
福島労働局

　　職業対策課発行

2021年

秋号

特
集

ふく まし で働く働く

復興にかける想い　避難されている方へのメッセージ

移住のご相談
　12市町村への移住を
　　　　　　考えてらっしゃる方に

移住のご相談
　12市町村への移住を
　　　　　　考えてらっしゃる方に

支援センターの役割支援センターの役割

●全国の移住に関心を持つ層への
　情報発信
●仕事や住まいの情報提供
●移住体験ツアー等の企画実施

働きたくなる
　　暮らしたくなる
　　　　チャレンジできる
12市町村を共に創ることを通じて
福島の復興と創生を進めます

働きたくなる
　　暮らしたくなる
　　　　チャレンジできる
12市町村を共に創ることを通じて
福島の復興と創生を進めます

受付時間 8：30～ 17：00
※土日祝日・年末年始除く

移住相談専用電話番号

初めてのご連絡の際はホームページにございます
相談受付カードをご記入後、ご連絡お願いします。

移住相談専用メールアドレス

山本　育男  町長

富 岡 町

ジョブ・カード制度総合サイト

ふ
く
し
ま
の

12
市
町
村
で
の
暮
ら
し

　
　
　考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

ふくしま 12市町村移住支援センター

ふくしま 12 市町村移住支援センターは、2021 年 7 月 1 日に 12 市町村への移住・定住を促進するため、広域連携が効果的な事業や 12 市町村による移住施策
の支援等を行うため福島県が設置しました。12市町村の移住・定住の促進委向けた課題を把握しその解決にあたります。

一般の方のお問い合わせ

広域戦略等

●市町村、まちづくり会社、
　移住希望者の支援
●12市町村への
　移住希望者相談対応
●市町村との連携事業の実施

移住支援等

●ノウハウの蓄積及び共有
●全国の先進事例等の調査・分析

ノウハウ蓄積等

0800-800-3305

ijyu-shien@fipo.or.jp
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