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で 平成27年6月30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
夏号
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。

　ハローワークでは再就職の一環として職業訓練のご案内をしております。求職活動中の方で再就職のために職業訓練が必要と認めら
れれば申込が可能です。受講料は無料ですが、テキスト代等諸費用は自己負担となります。また雇用保険を受給されている方には条件を
満たせば訓練受講に対する手当てを加算いたします。さらに、雇用保険受給対象外の方についても、一定の条件を満たせば「職業訓練受講
給付金」を支給いたします。詳しくはお近くの管轄ハローワークまでご相談ください。

福島県雇用情勢（平成27年4月）

有効求人倍率（受理地別）　1.43倍（全国8位）
　　　　　　（就業地別）　1.73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ほか、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

職業訓練

※これらのコースは平成27年度福島県内で実施のコースを一部抜粋したものです。
各都道府県により実施内容が異なる場合がございますので、コース内容や募集期間、訓練期間などについて詳しくはお近くの管轄
ハローワークまでお問い合わせください。

訓 練 科 名 訓 練 内 容 訓 練 科 名 訓 練 内 容

住宅リフォーム技術科 木造住宅の構造や内・外装リフォーム作業及び福祉住環
境整備について実践的な内容を習得します。 ビジネスパソコン基礎科 職業人に必要な対人関係やビジネス文書の作成等の基

礎能力及びITリテラシーの基礎能力を身につけます。

電 気 設 備 技 術 科 屋内配線の基本、IT技術、シーケンス制御、空調設備工
事等の知識と技能を習得していきます。 不動産スキル養成科 不動産関連企業及び建築関係企業の営業職、事務職に必

要な基本作業を習得します。

パ ソ コ ン 基 礎 科 コンピュータの基本操作を習得し、そのスキルを活かし
て幅広い実務に対応できる人材を育てます。 DTP-Webデ ザ イ ン 科 デザインソフトの操作及びWeb制作の基本知識及び

Web制作ソフトの操作を習得します。

ITス ペ シ ャ リ ス ト コンピュータやネットワークといった情報処理関連の
技術について幅広い知識を身に付けます。 介護職員初任者養成科 介護サービスを行うための基礎知識と技能・技術を習得

します。

CADオ ペ レ ー タ 科 機械、土木、設備業など様々な分野において事務全般を
含めＣＡＤの補助作業を必要とする業務に対応します。 O A 事 務 科 多様な事務用ソフトウェアの活用能力を身に着けた上

で様々な文書・書類・帳票類の作成を訓練します。

医 療 事 務 科 医療事務分野への就職を目指す知識習得と「医療事務管
理士(医科)」の資格の取得を目指します。 建 設 機 械 運 転 科 建設工事事業所において大型特殊自動車及び車両系建

設機械の訓練を実施します。

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）

3日間にわたり旧相馬氏領
（藩政下では中村藩）で行わ
れる、馬を追う神事および
祭りです。間近で見る馬と
騎馬武者の迫力は圧巻！一
千有余の歴史を経て、今な
おいきづく伝統の祭りを是
非ご覧ください！

フライパンにびっしり敷き詰
めて焼いた餃子を、そのまま
お皿に返して食べる人気のグ
ルメ！一個が大きいので数人
で分け合って食べることをお
勧めします！夜開店のお店が
多いので、事前にお店へご確
認ください。

会津藩で知られる鶴ヶ城は、
NHK大河ドラマ「八重の桜」の
放送により更に人気を増し、日
本全国からの観光客で賑わっ
ています。天守閣から望む会津
の景色は穏やかで、癒されるこ
と間違いなし！また、幕末の会
津藩の郷土愛と壮大な歴史を
感じることができます。

国の天然記念物に指定されている入水鍾乳洞は、本格
的なケイビングの醍醐味が味わえる鍾乳洞！全長
900メートルの狭い洞内は、入口から最奥部までA・
B・Cの3コースに分かれています。

【平成27年開催日】
7月25日（土）／7月26日（日）／7月27日（月）

Cコースは案内人が必要です。
また事務所窓口でハーフパン
ツ、ろうそく、合羽、ゴムぞうり
などがレンタル可能です。

鶴ヶ城天守閣再建50周年記念
イベント開催中！！

相馬野馬追（相馬市）

入水鍾乳洞（田村市）

鶴ヶ城（会津若松市）

円盤餃子 （福島市）

アツアツ！ジューシー！皮パリ！出来立て餃
子をお持ち帰り用としても注文できます！
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避難解除区域等の人手不
足が深刻な企業に対し、
現在の求職者の傾向、効
果的な求人募集方法、応
募が増える求人票記載方
法等を内容とする人材獲
得セミナーを開催し、求
職者の増加を目指し、雇
用につなげます。

人材獲得
セミナー

避難区域等で仕事が増加
している建設、除染関係
事業を新たに受注するた
めに必要な建設関係の資
格講習を企業の在職者に
受講させることによって
受注を増やし、雇用の拡
大につなげます。

建設機械講習
（企業申込型）

避難解除区域等において
事業の再開、雇用の拡大、
新規事業の進出等を計画
している事業に対し、現在
福島県で活用可能な雇用
拡大に寄与する各種の支
援制度等について研修会
を実施するとともに、個別
の相談会を実施します。

雇用に係る支援
制度研修会

中小企業等の経営力強化
を図るため、経営、情報、
生産品の品質、生産工程
等の管理改善や先端産業
に参入できるような技術
革新を図るための講座を
実施します。

企業経営力強化
イノベーション講座

避難解除区域等で就業し
ている事業所に講師を派
遣し、事業主、従業員が放
射能に関する正しい知識
を学び、就労希望者に対
し正確な情報提供ができ
ることにより、就労希望
者の不安を払拭し雇用確
保につなげます。

企業型出張
放射線セミナー

福 島 雇 用 促 進 支 援 事 業

　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。

避難者等が福島県内やふるさとの避難区域内で新たに仕事をするた
めに必要な基礎的な知識である、履歴書の書き方、応募の仕方、面接の
際の注意点、放射線に対する正しい知識等のセミナーを実施します。

地域の産業復興を担う高度産業人材の育成を図るとともに、地域の雇用
機会の拡大を推進するため、知識習得型講座、実習型講座を開催します。

　自分がどんな仕事に向いているの
か分からないと悩んでいたので、思
い切ってセミナーを受けてみまし
た。初めは緊張していましたが、産業
カウンセラーの方が丁寧に対応して
くださり、雰囲気も穏やかだったの
で、徐々に緊張は解けていきました。
　私は今まで、自分の欠点ばかりに
目が向いていましたが、テスト等を
受けることにより、自分の良い所に
気付けたり、知らなかった自分の姿
を発見できたりしました。よくわからないまま続けていた就職活動の道筋が、前
よりはっきりと見えてきた気がしました。　　　　　　　　　　  福島市 M.S さん

避難者等が新たな仕事に就くため、そして就いた後にも必要な実務的
な能力の向上を図るために、ビジネスマナー講座及び一定以上のパソ
コン操作が可能になるパソコン操作講習を実施します。

相双地域を中心に食産業人材が不足していることから、人材育成を行う各
種講座を開催します。内容は調理師・製菓衛生資格者養成講座、専門調理師資
格者育成講座、食品業界人材育成講座、スキルアップ向上講座があります。

福島広域雇用促進支援協議会とは

ふくしまで働きませんかセミナー
（就職前基礎編）事業

機械金属高度技能者育成講座

ビジネスマナー・パソコン基礎講習
（就職後基礎編）事業

食産業人材育成講座

　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

※各種事業の詳細は福島広域雇用促進支援協議会ホームページで公開しておりますのでご覧ください。

福島雇用促進支援事業

はたラッコ

平成27年度

新規事業紹介

 体験レポート

平成27年4月開催  自分「再」発見セミナーの様子

▶自分「再」発見セミナー
　開催日：平成27年7月  7日（火）

平成27年7月14日（火）

▶除染等業務作業従事者講習
　開催日：平成27年6月  4日（木）～ 7月24日（金）

▶車両系建設機械運転技能講習
　開催日：平成27年6月22日（月）～ 8月  9日（日）

▶クレーン・玉掛け講習
　開催日：平成27年7月7日（火）～ 8月30日（日）

▶ふくしまで働きませんかセミナー
　開催日：平成27年7月9日（木）～ 8月27日（木）

▶職場体験実習
　随時募集中

受
付
中

企業向け事業紹介
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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連絡先

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
田村窓口 田村市船引町船引字畑添76−2　田村市役所（商工観光課内） 0247（61）5585

※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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平成27年6月5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）

配管工 正社員 不問 日給 219,450円〜 
300,300円

いわき市平下神谷 
就業場所:いわき市内 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(MT)

一般事務 正社員 不問 月給 130,000円〜 
150,000円

いわき市平愛谷町 
就業場所:所在地に同じ 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(AT） 
簿記資格あれば尚可

介護職員 正社員 不問 月給 134,000円〜
175,000円

いわき市常磐湯本町 
就業場所:所在地に同じ 交代制 雇用・労災 

健康・厚生
普通自動車運転免許(AT可) 
ヘルパー 2級あれば尚可

一般事務 正社員 不問 月給 171,614円〜 
211,658円

いわき市小名浜 
就業場所:いわき市平倉前 8時00分〜 17時50分 雇用・労災 

健康・厚生
普通自動車運転免許
(AT可)必須

介護福祉士 正社員 不問 月給 135,000円〜 
190,000円

いわき市泉もえぎ台 
就業場所:いわき市平作町 8時30分〜 17時30分 雇用・労災 

健康・厚生
介護福祉士 
ヘルパー 2級

病棟看護助手 正社員 18歳
以上 月給 210,100円 いわき市錦町 

就業場所:所在地に同じ 交代制 雇用・労災 
健康・厚生・財形 介護福祉士あれば尚良

ファッション衣料
販売スタッフ パート 59歳

以下 時給 940円 いわき市平塩 
就業場所:所在地に同じ 交代制 雇用・労災 

健康・厚生・財形 不問

一般事務 パート 不問 時給 900円〜 
1000円

いわき市小名浜 
就業場所:所在地に同じ 9時00分〜 15時00分 雇用・労災 普通自動車運転免許(AT可)

広野町、川内村、楢葉町（ハローワーク富岡） 

配送業務及び清掃 正社員 59歳
以下 月給 200,000円〜 

220,000円

富岡町小浜 
就業場所:いわき市四倉町及び
　　　　 楢葉町

①5時00分〜 9時30分 
②15時00分〜 17時00分

雇用・労災 
健康・厚生 普通自動車運転免許(AT可)

一般事務 正社員 不問 月給 160,000円〜
220,000円

川内村下川内 
就業場所:所在地に同じ 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(AT可)

製造 正社員 不問 月給 180,000円〜 
250,000円

川内村下川内 
就業場所:所在地に同じ 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(AT可)

一般事務業務 正社員 不問 月給 183,200円〜 
267,300円

広野町下北迫 
就業場所:広野町・楢葉町・富岡町 8時15分〜 17時15分 雇用・労災 

健康・厚生 普通自動車運転免許(AT可)

調理員補助 パート 不問 時給 1000円 富岡町小浜 
就業場所:広野町下北迫 16時15分〜 22時30分 雇用・労災 不問

調理補助 パート 不問 時給 800円〜 
1000円

楢葉町山田岡 
就業場所:所在地に同じ 9時00分〜 15時00分 雇用・労災 普通自動車運転免許(AT可) 

調理師免許尚可

南相馬市、相馬市、飯舘村（ハローワーク相双）　　

除染作業・
土木作業員 正社員 18歳

以上 日給 277,200円〜
396,000円

南相馬市原町区 
就業場所:所在地に同じ 8時00分〜 17時00分 雇用・労災 

健康・厚生

建設機械関係免許優遇 
普通自動車免許尚可 
大型自動車免許尚可

重機運転手 正社員 不問 月給 230,000円〜
300,000円

相馬市坪田 
就業場所:所在地に同じ 8時00分〜 17時00分 雇用・労災 

健康・厚生

車両系建設機械(整地掘削) 
普通自動車運転免許(AT不可) 
大型免許尚良

除染現場監督 正社員 18歳
以上 月給 445,000円〜

545,000円
相馬市塚ノ町 
就業場所:飯舘村又は南相馬市 8時00分〜 17時00分 雇用・健康 

厚生
土木施工管理技士2級以上 
普通自動車運転免許(AT不可)

除染作業員 臨時社
員

18歳
以上 日給 299,200円〜

343,200円
南相馬市小高区 
就業場所:飯舘村内 8時00分〜 17時00分 雇用・労災 

健康・厚生

販売員 パート 不問 時給 800円〜 
850円

南相馬市小高区 
就業場所:南相馬市原町区 交代制 雇用・労災

事務 パート 不問 時給 800円〜 
1200円

相馬市中村 
就業場所:所在地に同じ

9時00分〜 18時00分の
間の6時間 雇用・労災 不問

郡山市、田村市（ハローワーク郡山）　

自動車整備 正社員 不問 月給 150,000円〜
300,000円

郡山市南 
就業場所:所在地に同じ 8時30分〜 17時30分 雇用・労災 

健康・厚生・財形
自動車整備3級以上 
普通自動車運転免許(AT不可)

経理事務員 正社員 不問 月給 147,000円〜
187,000円

郡山市大槻町 
就業場所:所在地に同じ 8時30分〜 17時30分 雇用・労災・健康・厚生

財形・厚生年金基金
簿記3級以上 
普通自動車運転免許(AT可）

一般土木作業員 正社員
以外

59歳
以下 日給 233,000円〜

279,600円
田村市都路町 
就業場所:所在地に同じ 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(AT不可) 
車両系資格あれば尚可

清掃作業員 パート 18歳
以上 時給 1000円 郡山市大槻町 

就業場所:田村市船引町 23時00分〜 1時00分 労災 不問

福島市、川俣町（ハローワーク福島）

ケアマネージャー 正社員 59歳
以下 年俸 250,000円〜

333,333円
福島市北町 
就業場所:福島市舟場町 8時30分〜 17時00分 雇用・労災 

健康・厚生 介護支援専門員

調理補助 正社員 不問 月給 170,000円〜
220,000円

福島市桜本 
就業場所:所在地に同じ

7時00分〜 19時00分の
間の8時間

雇用・労災 
健康・厚生

合繊織物製造 正社員 不問 月給 141,820円〜
163,150円

川俣町新中町 
就業場所:川俣町東福沢 交代制 雇用・労災 

健康・厚生 不問

ガソリンスタンド
店員 パート 不問 時給 800円〜 

1100円
川俣町八反田 
就業場所:川俣町日和田

7時00分〜 20時00分の
間の6時間

雇用・労災 
健康・厚生

普通自動車運転免許 
危険物乙四類尚可

※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


