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平成27年3月11日 現在

職　種 雇用
形態 年齢 賃金

形態
賃金

（パート以外月額表示）
所在地・就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

いわき市（ハローワーク平・磐城・勿来）

鉄骨工 正社員 18歳
以上 月給 200,000円～

300,000円
いわき市錦町四反田
就業場所：いわき市 8時00分～ 17時00分 労災・健康･厚生 普通自動車運転免許

アーク溶接尚可

介護員 正社員 不問 日給 157,680円～
183,600円

いわき市平下神谷字後原
就業場所：いわき市

7時00分～ 20時00分
の間で交替制

雇用・労災
健康・厚生

ヘルパー2級又は介護
職員初任者研修修了者
普通自動車運転免許

工場作業補助 正社員 64歳
以下 日給 183,600円～

226,800円
いわき市平字正月町
就業場所：いわき市 8時00分～ 17時00分 雇用・労災

健康・厚生 普通自動車運転免許

保育士 正社員 不問 月給 161,200円 いわき市小名浜字鳥居北
就業場所：いわき市

7時00分～ 19時00分
の間で交替制

雇用・労災
健康・厚生 保育士

営業 正社員 35歳
以下 月給 178,300円～

231,970円
いわき市泉町滝尻
就業場所：いわき市 9時00分～ 18時00分 雇用・労災･健康

厚生・財形 普通自動車運転免許

キッチンスタッフ パート 不問 時給 800円～
1,000円

いわき市中央台高久
就業場所：いわき市

①10時00分～14時00分
②17時00分～21時30分 労災 普通自動車運転免許

機械加工製造
(雇用期間の定めあり)

パート 不問 時給 800円～890円 いわき市好間工業団地
就業場所：いわき市

8時00分～ 17時30分
の間5時間以上 雇用・労災 普通自動車運転免許

フォークリフト免許尚可

一般事務 パート 不問 時給 800円～
1,000円

いわき市中央台鹿島
就業場所：いわき市

8時30分～ 16時30分
の間4時間以上 雇用・労災 普通自動車運転免許

広野町、川内村、楢葉町（ハローワーク富岡） 

宿泊施設フロント 正社員 45歳
以下 月給 197,000円～

198,000円
楢葉町大字北田
就業場所：楢葉町

①7時00分～16時00分
②13時00分～22時00分

雇用・労災
健康・厚生 普通自動車運転免許

自動車整備士 正社員 不問 月給 150,000円～
190,000円

楢葉町大字上繫岡
就業場所：楢葉町 9時00分～ 16時00分 雇用・労災

健康・厚生 3級自動車整備士

一般事務 正社員 不問 月給 160,000円～
220,000円

川内村大字下川内
就業場所：川内村 8時00分～ 17時00分 雇用・労災

健康・厚生 普通自動車運転免許

設備工事 正社員 不問 月給 300,000円～
400,000円

広野町大字下北迫
就業場所：広野町・浜通り地域 8時00分～ 17時00分 雇用・労災

健康・厚生
普通自動車運転免許
一級・二級管工事施工管理技士

プリント配線板の
最終仕上げ
(雇用期間の定めあり)

パート 不問 時給 830円 広野町大字上北迫
就業場所：広野町

①8時30分～ 17時00分
②9時00分～ 16時00分

雇用・労災
健康・厚生
厚生年金基金

不問

野菜栽培作業員 パート 不問 時給 700円～750円 川内村大字下川内
就業場所：川内村

8時15分～ 17時20分
の間4時間以上

雇用・労災
健康・厚生 普通自動車運転免許

南相馬市、相馬市、飯舘村（ハローワーク相双）　　

除染作業員 正社員 18歳～
59歳 日給 371,140円～

409,700円
南相馬市原町区西町
就業場所：飯舘村、南相馬市、富岡町 8時00分～ 17時00分 雇用・労災

健康・厚生
普通自動車運転免許（中型・MT）
玉掛け等有れば尚可

不動産営業員 正社員 不問 月給 210,000円～
350,000円

南相馬市原町区錦町
就業場所：南相馬市原町区 10時00分～ 19時00分 雇用・労災

健康・厚生 普通自動車運転免許

ＤＴＰオペレーター 正社員 不問 月給 150,000円～
250,000円

南相馬市原町区北原
就業場所：南相馬市原町区 7時50分～ 17時00分 雇用・労災

健康・厚生 普通自動車運転免許

除染の重機
オペレーター
(雇用期間の定めあり)

契約
社員

18歳
以上 日給 355,740円～

392,700円

南相馬市原町区牛来
就業場所：飯舘村、双葉郡地域、
南相馬市

8時00分～ 17時00分 雇用・労災

普通自動車運転免許
車両系建設機械免許
除染作業特別教育
かり払機特別教育

一般事務
(雇用期間の定めあり)

臨時
職員 不問 時給 850円 南相馬市小高区

就業場所：南相馬市原町区 9時30分～ 15時15分 雇用・労災 不問

カラオケ店での
フロント接客 パート 18歳

以上 時給 700円～
1,100円

南相馬市原町区
就業場所：相馬市

11時00分～ 1時00分
の間4時間以上 労災 不問

郡山市、田村市（ハローワーク郡山）　

配管設備工 正社員 不問 月給 155,000円～
260,000円

郡山市日和田町字沼田
就業場所：郡山市日和田町 8時10分～ 17時20分 雇用・労災・健康・厚生

厚生年金基金 普通自動車運転免許

営業 正社員 59歳
以下 月給 190,000円～

210,000円
郡山市菜根
就業場所：郡山市菜根 9時00分～ 18時00分 雇用・労災

健康・厚生 普通自動車運転免許

幼稚園講師
(雇用期間の定めあり)

正社員
以外 不問 日給 150,000円 田村市船引町船引字畑添

就業場所：田村市内 8時30分～ 17時15分 雇用・公災
健康・厚生 幼稚園教論免許

ミシン縫製工 パート 不問 時給 689円 田村市大越町上大越
就業場所：田村市大越町 8時15分～ 17時15分 雇用・労災 不問

福島市、川俣町（ハローワーク福島）

服飾デザイナー 正社員 不問 月給 150,000円 福島市八木田
就業場所：福島市 8時20分～ 17時10分 雇用・労災

健康・厚生 不問

土木作業員・重機
オペレーター 正社員 不問 日給 161,700円～

277,200円
伊達郡川俣町字仲ノ内
就業場所：伊達郡川俣町 8時30分～ 17時00分 雇用・労災・健康

厚生・財形
普通自動車運転免許
車両系建設機械

介護員 正社員 不問 日給 125,860円 伊達郡川俣町大字東福沢
就業場所：伊達郡川俣町

①9時00分～ 18時00分
②18時00分～ 9時00分

雇用・労災
健康・厚生

ヘルパー1級または2級
介護職員基礎研修修了者
実務研修修了者
介護初任者研修修了者
のいずれか

フロント
(雇用期間の定めあり)

パート 不問 時給 900円～
1,000円

福島市飯坂町湯野
就業場所：福島市飯坂町湯野

8時00分～ 21時00分
の間の８時間程度

雇用・労災
健康・厚生 不問

※こちらの求人は一例であり参考です。求人は日々更新しておりますので現在の求人をお知りになりたい方はお近くのハローワークに来所してください。

福島県内求人情報
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創刊号

で 平成27年3月24日
☎024（529）5438

福島労働局 職業対策課発行

避難している方 ・々福島で働きたい方へふ ましく
春号
平成27年 働く

　「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（平成27年1月）

有効求人倍率（受理地別）　1.54倍（全国4位）
　　　　　　（就業地別）　1.79倍（全国1位）

　現在、福島県内は地域、職種別での偏りはありますが、総じて復興需要によ
り仕事が探しやすい状況にあります。
　個別の求人はこの通信の他、全国のハローワークで検索ができます。
※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

全国の求人情報が検索できるシステムによる広域的
な職業紹介を実施しています。

ハローワークでは、全国ネット
ワークを活用し求職者のニーズ
に応じた求人の開拓・確保
担当者制等による

への誘導など個々の求職者に応
じたきめ細かな就職支援を実施

しております。

個別相談、 職業訓練

◇CADオペレータ科
◇パソコン（基礎・応用）科
◇経理事務科
◇介護職員養成科
◇建設機械運転科
◇簿記科
◇医療事務科　　　　

◆パソコン・経理基礎科
◆ビジネスパソコン基礎科
◆事務ビジネス基礎科
◆医療事務・パソコン基礎科
◆DTP-Webデザイン科
◆園芸・ガーデニング科
◆農業技術習得科
◆介護職スペシャリスト養成科

※これらは平成26年度の福島県内の訓練の例です。時期、地域によって実施して
いない訓練もあります。詳細は厚生労働省ホームページまたは最寄りのハロー
ワークでご確認ください。

公共職業訓練
（雇用保険を受給中の方）

求職者支援訓練
（雇用保険を受給できない方）

避難者の多い都府県 福島県内

平成26年度は9月に東京国際フォーラムで32社参加の元開催いたしました。

　避難者の多い都府県（山形、埼玉、東京、新潟、大阪）のハロー
ワーク内に「福島就職支援コーナー」を設置し、福島県内の生活
情報の提供も含め、福島県内への就職を支援します。

　福島県内のハローワー
クでは避難者の多い地域
のハローワークに避難者
専門の相談員を配置し、避
難者の皆様に対して担当
者制によりきめ細かな職
業相談・紹介の他、様々な
事業（帰還支援事業は次
ページに掲載）の紹介を
行っております。

　福島県外に福島県の企業を呼び合同就
職面接会を開催しております。平成27年
度も開催予定です。詳細は決定次第、福島
労働局ホームページで広報いたします。

　広野町近隣在住の求職者の方々の利便性向上のため、平成26年度
より富岡労働基準監督署広野町臨時事務所（二ツ
沼総合公園内）において、ハローワーク富岡が出張
職業相談を行っております。
●開催日時／原則毎月最終木曜日（10:00～15:00）
　　　　　　※事前の予約は不要です。　
●会　　場／二ツ沼総合公園  パークギャラリー内

（双葉郡広野町大字下北迫字大
谷地原65-3）

※開催日など詳細は福島労働局ホームページをご確認ください。　

・ハローワーク山形　　　　　　  ・ハローワーク米沢（山形県）
・ハローワーク行田（埼玉県）　　  ・ハローワーク品川（東京都）
・ハローワークプラザ難波（大阪府）
・ハローワークプラザ新潟ときめきしごと館（新潟県）
・ハローワーク柏崎まちなか相談室（新潟県）

設置ハローワーク等

福島県内ハローワーク

ハローワーク郡山

ハローワーク須賀川

ハローワーク会津若松

ハローワーク二本松

ハローワーク福島

ハローワーク白河
ハローワーク平

ハローワーク相双

※これらの他にも出張所
と附属施設もあります。

　場所、連絡先等詳細は
P3をご確認ください。

個別相談 職業訓練の実施

福島就職支援コーナーの設置

福島県企業の出張面接会の開催 広野町出張職業相談会の開催

の就労支援（全国）ハローワーク

福島県避難者の
就労対策
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避難している方々の就労支援機関連絡先

厚生労働省

●福島県内ハローワーク

名　　　称 住　　　所 TEL

ハローワーク福島 福島市狐塚17－40 024（534）4121

ハローワーク平 いわき市平字堂根町4－11　いわき地方合同庁舎１F 0246（23）1421

ハローワーク平　磐城出張所 いわき市小名浜大原字六反田65－3 0246（54）6666

ハローワーク平　勿来出張所 いわき市東田町1－28－3 0246（63）3171

ハローワーク会津若松 会津若松市西栄町2－23 0242（26）3333

ハローワーク会津若松　喜多方出張所 喜多方市千苅8374 0241（22）4111

ハローワーク会津若松　南会津出張所 南会津郡南会津町田島字行司12 0241（62）1101

ハローワーク郡山 郡山市方八町2丁目1－26 024（942）8609

ハローワーク白河 白河市字郭内1－136　小峰城合同庁舎１F 0248（24）1256

ハローワーク須賀川 須賀川市妙見121－1 0248（76）8609

ハローワーク相双 南相馬市原町区桜井町1－127 0244（24）3531

ハローワーク相双　相馬出張所 相馬市中村1－12－1 0244（36）0211

ハローワーク相双　富岡出張所（HW平併設） いわき市平字堂根町4－11　いわき地方合同庁舎5F 0246（24）3055

ハローワーク二本松 二本松市若宮2丁目162－5 0243（23）0343

ハローワークプラザ郡山 郡山市島2丁目402 024（931）1151

●避難者が多い都府県のハローワーク連絡先　＜「福島就職支援コーナー」設置ハローワーク等＞

都府県 名　　　称 住　　　所 TEL

山形県
ハローワーク山形 山形市桧町2－6－13 023（684）1521

ハローワーク米沢 米沢市金池3－1－39　米沢合同庁舎内 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 港区芝大門1－3－4　芝大門ビル 03（3433）8609

新潟県
ハローワークプラザ新潟　ときめきしごと館 新潟市中央区弁天2－2－18　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15－5　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2－2－3　御堂筋グランドビル4F 06（6214）9200

●その他の都道府県のハローワーク連絡先

ハローワーク所在 厚生労働省ホームページ ： 「全国ハローワーク所在案内」で検索ください。
ホームページアドレス ： www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

検  索

P

●杉妻会館

警察署
●

福島学院大学
福島駅前キャンパス
●

中合
●

●こむこむ

●エスパル
福
島
駅

至
仙
台

至
郡
山

大原綜合病院●
平和通り

旧
4
号
線

県
庁
通
り

サンクス●
○〒

福島テルサ●

●
福島第一
小学校

●
ラヴィバレ
一番町

県庁
中町窓口
（みんゆうビル2F）
駐車場：駒田屋裏
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働きたいネット ホームページアドレス：http://www.fkkoyou.net/

上記ホームページより
専用フォーマットあり

電話で相談

QRコード

福島広域雇用促進支援協議会が実施する
福島県内への生活・職業相談はコチラへ

0120－810－650
9：00～16：30

メールで相談

中町窓口にて行います。
（上記に住所記載）

窓口で相談

検 索

名　　　称 住　　　所 TEL

中町窓口（生活・職業相談） 福島市中町4-20　みんゆうビル2F 024（524）2121
福島広域雇用促進支援協議会事務局 福島市杉妻町2－16（福島県庁西庁舎10階） －

双葉窓口 いわき市東田町2－19－4　双葉町役場いわき事務所（産業建設課内） 0246（84）6285

南相馬窓口 南相馬市原町区本町2－27　南相馬市役所（商工労政課内） 0244（26）7690

浪江窓口 二本松北トロミ573　浪江町役場（産業・賠償対策課内） 0243（24）9310
※各事業へのお問い合わせは中町窓口まで

福島広域雇用促進支援協議会
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被災12市町村等で構成する　　 　　　　　　　　　　　　の就労支援

　福島県と被災12市町村を主な会員とする福島広域雇用促進支援協議会が福島労働局から
の委託を受けて避難者の帰還就労のために様々な事業を実施しております。

　今の生活についての相談や福島県内への職業相談につ
いて窓口だけではなく、フリーダイヤル・メールでも受け
付けています。どのような内容でもお気軽にどうぞ！

　避難解除区域等に就職を希望する求職者に対し、東京等県
外、いわき等県内から貸し切りバスで事業所見学ツアーを実
施する予定です。訪問した事業所では企業説明や施設及び作
業等の見学をし、企業の人事担当者と意見交換もできます！

　被災12市町村又は地域ごとにハ
ローワークと連携して年に約10回面
接会を実施しています。企業PRや各
事業所ごとのブースで面接・事業紹介
などを行います!福島県内の多くの事
業所様がいらっしゃいます。たくさん
の方のご参加お待ちしています！

平成26年度の面接会の模様
（上・郡山市、下・南相馬市）

　仕事の内容、職場の雰囲気を見ていただくために、上限3日間で職場体験を実施
しています。登録事業所約190社の中からご興味のある業種・職種をお選びくだ
さい！現場に行って実際に働き、どのような仕事なのか体験してみましょう！

福島広域雇用促進支援協議会とは

避難者に対する生活・職業相談事業

職場見学バスツアー

地域別の就職面接会職場体験

　東日本大震災からの復興の一環として、雇
用対策・就職支援の面から福島を支えていく
ために、福島県、被災12市町村、経済団体等で
構成する団体で、平成25年度から福島労働局
の福島雇用促進支援事業を受託しています。

福島広域
雇用促進
支援協議会

福島県商工会連合会
福島県商工会議所連合会
福島県相双地方振興局

田村市
広野町
川内村
浪江町

南相馬市
楢葉町
大熊町
葛尾村

福島県
川俣町
富岡町
双葉町

飯舘村
福島市　　郡山市
いわき市　二本松市
相馬市　　新地町

地域の
経済団体

経済団体
（オブザーバー）

厚生労働省
福島労働局

避難先の自治体
（オブザーバー） 市町村・県

委
託

船引町商工会
常磐町商工会
都路町商工会
大越町商工会
滝根町商工会
原町商工会議所

鹿島商工会
小高商工会
川俣町商工会
広野町商工会
楢葉町商工会
富岡町商工会

川内村商工会
大熊町商工会
双葉町商工会
浪江町商工会
葛尾村商工会
飯舘村商工会

福島雇用促進支援事業は
こんな事業をしています

　福島県内での就職を希望する学生の方やU・I・Jターン求職者の皆様の就職
活動を支援するため、東京都と福島県内6ヵ所に就職相談窓口を設置してい
ます。キャリアカウンセリングから職業能力開発機会の情報提供、職業紹介
まで福島県の企業に就職を希望する皆様のお仕事探しをお手伝いします。

●お問い合わせ

・ふくしま就職応援センター、ふるさと福島就職情報センターへの登録申し込みができます。
・希望者には詳細イベント情報等のメールマガジンを配信します。
　　　　　　　　　 ※「Ｆターン」とは、福島県へのＵターン、Ｉターン、Ｊターンの総称です。

Ｆターン 検  索

名　称　（窓口） 開館時間 住　　　所 TEL

ふるさと福島就職情報センター
（窓口相談）

福 島 午前10時～午後7時 福島市三河南町1－20　コラッセふくしま2階 024（525）0047

東 京 午前10時～午後6時 東京都千代田区有楽町2－10－１　東京交通会館5階 03（3214）9009

ふくしま就職応援センター
（窓口・巡回相談）

郡 山

午前10時～午後7時

郡山市駅前1－14－21　郡山花椿ビル8階 024（925）0811

白 河 白河市郭内1　NTT白河ビル1階 0248（27）0041

会津若松 会津若松市南千石町6－5　会津若松商工会議所会館2階 0242（27）8258

南 相 馬 南相馬市原町区南町1－1　松本ビル2階 0244（23）1239

い わ き いわき市平字梅本15　県いわき合同庁舎西分庁舎1階 0246（25）7131

※閉館日：日曜日・祝日、12月29日～ 1月3日　※「ふるさと福島就職情報センター 東京窓口」は、日曜日・祝日、8月13日～ 15日、12月29日～ 1月3日

●「Ｆターン就職ガイダンス」等就職イベントのご案内
●県内企業情報の提供・情報収集のお手伝い
●就職に関する相談

●求人情報の閲覧、求人企業への求職情報提供
●適職探しのためのカウンセリング
●応募書類の作成や面接のアドバイス
●利用者のリクエストによる求人開拓
●企業の求める人材情報提供、職業紹介

 

ご
利
用
は
無
料

学生の方

県内企業へ就職を
希望の方

※事前に電話でのご予約をおすすめします。

※各種事業の詳細は決定次第協議会ホームページで公開します。

ふるさと福島就職情報センター・
ふくしま就職応援センター事業

　人材不足業種への再就職を支援するために各種資格を取得
するための講習を実施しています。写真にある建設機械講習以
外にも介護･福祉やパソコン、除染など様々な講習があります。

建設機械等運転技能講習・福祉人材育成講習

平成26年度の小型移動式クレー
ン運転技能・玉掛け講習の様子

福島広域雇用促進協議会

の就労支援福島県

福島雇用促進支援事業


