
福島労働局 検  索

※参加企業についての詳細や当日のスケジュールなど、その
他詳しい情報についてお気軽にお問い合わせください。

復興庁調査時点：
　　平成27年7月16日（木）

栃木  2,822人

茨城
3,518人

群馬  1,187人

埼玉  4,878人

東京  5,978人

千葉  3,102人

神奈川  3,176人

厚生労働省

福 島 労 働 局
〒960－8021
福島県福島市霞町1 －46  福島合同庁舎4階
職業安定部職業対策課　TEL 024（529）5438

▼ホームページはこちら
http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

お問い合わせ
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開
催
場
所

で 平成27年9月16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
秋号
平成27年 でで

避難している方 ・々福島で働きたい方へ避難している方 ・々福島で働きたい方へ避難している方 ・々福島で働きたい方へ

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。

　東日本大震災及び原子力災害により福島県から首都圏へ避難している方、福島出身の新規学
卒者及び福島県でのお仕事をお探しの方に、福島県の事業所を知っていただき、企業と人との出
会いの場とするために東京を会場とする合同就職面接会を開催します。

　福島県では、東日本大震災・東京電力福島第一原
子力発電所事故から4年が経過した現在においても、
4万5千人を超える方々が県外に避難し、うち2万5千
人に近い方々が関東圏で避難生活を送られています。
　このような状況の中、福島労働局では避難者等の
帰還就労支援と県内（特に避難指示が出された地域
等）の事業所ニーズ及び学卒等を含む関東圏在住者
に対しU・I・Jターンを促進することを目的に、東京を
会場とする福島合同就職面接会を開催しています。
　故郷へ帰還を希望する方々、福島に興味のある方
の就職活動をサポートし、福島県の復興を雇用の面
から支える事業です。

福島県雇用情勢（平成27年7月）

有効求人倍率（受理地別）　1.48倍（全国7位）
　　　　　　（就業地別）　1.75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
福島帰還希望者
就職支援事業

福島帰還希望者就職支援事業

東京国際フォーラム1階［ホールD1］
〒100－0005  東京都千代田区丸の内3－5－1
TEL 03（5221）9000（代）

●首都圏に住む福島県からの避難者の方
●首都圏の大学等卒業予定の方（既卒者の方を含む）
●福島県での就職を希望する方
●福島県に興味のある方

10/17土2015

16社予定
福島県内企業

平成27年度福島帰還希望者就職支援事業

平成26年9月21日（日）東京国際フォーラム展示ホール
「ふるさとふくしま合同就職面接会」の様子

Q この面接会は誰でも
参加できるの？ A 福島県出身の方、避難者の方々以外でも福島県に興味の

ある方、福島県を知りたい方はどなたでもご参加可能です。

Q
「ふくしま大交流フェア」のつい
でに参加することはできる？
スーツじゃないけど大丈夫？

A もちろんご参加いただけます。
服装はスーツ以外でも結構です。

Q 持ち物は？
履歴書は必要？ A

面接希望者には自己紹介カードを書いていただく
ので必要ありません。もちろん履歴書を持ってきて
いただいて希望企業に渡していただいてもＯＫ。

Q 福島の企業の話を聞きたいだ
けなんですけど大丈夫？ A 面接希望でない方も企業からお話を聞くことはで

きます。お気軽にお立ち寄りください。

新規学
卒者等

U・I・Jターン
&避難者 2015

予約不要

参加費無料

ふるさと・ふくしま合同就職面接会in東京

開
催
日
時

参
加
企
業

対
象
者
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南相馬市就職者応援事業 奨励金支給制度 福島雇用促進支援事業

※申請方法等詳しい情報は下記にお問い合わせください。

お問い
合わせ

南相馬市経済部商工労政課雇用対策係
〒975－8686  福島県南相馬市原町区本町2丁目1（北庁舎2階）
TEL 0244（24）5346（雇用対策係）

　南相馬市では、市内の深刻な人手不足の解消に資するため、下記の対象者に

奨励金（10万円）を支給します。
　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。

　平成26年度以降に「市内事業所」※1に就職した方で、1年以上の雇用が見込ま
れ、市内民間事業所の勤務期間が6ヵ月経過した方。

※1「市内事業所」とは
　市内の事業所のうち、雇用保険適用事業所をいう。ただし、暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員が経営して
いる、又は関係を有している事業所を除く。

対象となる方

1. 就職した事業所の本社・本店等が市内に所在していても、市外の支店・
営業所等に勤務している方。

2. 過去1年以内に2回以上離職又は転職を繰り返している方。
3. 技能習得等の研修を目的に、期間を限定して雇用契約した方。
4. 国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人及びこれらと密接

な関係のある公社等に就職した方。
5. 雇用契約上は平成26年度からの雇用となっていても、実質的に平成

26年4月1日よりも前から継続した雇用である方。
6. 派遣労働者の方。
7. 学生の方。

　次の1から7のいずれかに該当する方は対象となりません。

対象とならない方

市町村等実施福島U・I・Jターン事業
福島県外からの福祉・介護人材に対する奨学金貸付事業

　福島県のいわき相双地域等の介護保険施設等に就職しようとする方に対して、介護職員初任者研修等の研修受講料及び就職準備金を無利子
で貸与します。なお、奨学金は1年間又は2年間就業すると返還が免除されます。

※「介護保険施設等」とは…
　介護保険法に規定する介護保険施設（介護予防）、居宅サービス事業所（介護予防）、地域密着型サービス事業所、老人福祉法に規定する老人福祉施設で介護職員が義務付けられている施設、事業所
障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する施設・事業所で介護給付を受給するサービスを提供し、介護職員を要する施設・事業所。ただし、公的機関を除く。

就職活動
「福祉人材センター」「ハローワーク」などから、ご自分で希望す
る施設に応募してください。

STEP
1 奨学金の申請

就職した施設等を経由して申請書類を提出してください
申請できる奨学金の内容

（1）「研修受講料」15万円以内　　（2）「就職準備金」30万円

STEP
4

面接
面接時の交通費の助成が受けられます
面接する施設を通じて助成しますので、面接が決まりましたらご相談く
ださい。（下記参照）

STEP
2 奨学金の決定

福島県社会福祉協議会より、決定（不決定）通知書が届きます
決定通知書が届き次第、必要書類を提出してください。

STEP
5

奨学金の送金
本人の口座へ振り込まれます

STEP
6

奨学金の返還免除申請
下記の条件をクリアすれば、奨学金の返還が免除になります
・「就職準備金」は1年間の就業により返還免除となります
・「研修受講料」は2年間の就業により返還免除となります

STEP
7

内定または採用
下記の条件いずれにも当てはまる方が貸付対象となりますの
で、奨学金の申請をご検討ください

・ 福島県外に居住する方（県外避難等により福島県内に住所を有しな
がら福島県外に居住する方を含む）

・ いわき・相双地域等の介護保険施設等に介護職として就職する方
・ 正職員又は非正規職員（フルタイムのみ）の方

STEP
3

奨学金を申請する流れ

福島県社会福祉協議会 検  索お問い
合わせ

社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 人材研修課
〒960－8141  福島県福島市渡利字七社宮111
TEL 024（526）0045

採用面接時の交通費助成
　福島県の相双地域等の介護保険施設等に就職を希望し、福島県外から採用面接を受けに来られる方に対し、福島県社会福祉協議会を経由し
て交通費の助成を行っています。詳細は採用面接を受ける相双地域等の施設にご確認ください。

委
託

▲

フォークリフト運転技能講習 ……………………………………………
開催日：2015年10月1日（木）～11月22日（日）▲

車両系建設機械運転技能講習 …………………………………………
開催日：2015年10月5日（月）～11月8日（日）▲

笑いの先に「就職」あり～笑いはご縁を引き寄せる～ …………………
開催日：2015年10月8日（木）～11月26日（木）▲

【企業向け】小型移動式クレーン・玉掛け運転技能講習 ………………
開催日：2015年10月18日（日）～11月1日（日）▲

介護職員初任者研修 ……………………………………………………
開催日：2015年10月19日（月）～2016年1月19日（火）▲

車両系建設機械運転技能講習（今期最終！）……………………………
開催日：2015年10月26日（月）～11月28日（土）▲

放射線に関する【出前企業向けセミナー】………………………………
※平成26年6月1日～平成28年2月29日まで随時開催中

受
付
中

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

福島県中小企業
団体中央会

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

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

はたラッコ

※お問い合わせ…福島広域雇用促進支援協議会 中町窓口（P3参照）まで。

※お問い合わせ…
福島広域雇用促進支援協議会

（P3参照）まで。
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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

●福島県内の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

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

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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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

ハローワーク所在 検  索 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
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福島県内求人情報
平成27年9月1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）

一般事務 正社員 不問 月給 150,000円〜
200,000円

いわき市平下神谷
就業場所：所在地に同じ

①8：00 〜 17：00
②9：00 〜 18：00

雇用・労災
健康・厚生

普通自動車運転免許
（AT限定可）

看護師 正社員 59歳
以下 月給 217,200円〜

265,000円
いわき市遠野町
就業場所：所在地に同じ

①7：30 〜 16：30
②8：00 〜 17：00
③9：00 〜 18：00

雇用・労災
健康・厚生

看護師免許または
准看護師免許

介護支援専門員 正社員 64歳
以下 月給 230,000円〜

257,400円
いわき市佐糠町
就業場所：所在地に同じ

①9：00 〜 17：30
②9：00 〜 12：00

雇用・労災
健康・厚生

介護支援専門員
普通自動車運転免許

製造補助作業員 正社員 18歳
以上 月給 148,000円〜

150,000円
いわき市勿来町
就業場所：所在地に同じ

①7：00 〜 15：00
②15：00 〜 22：00
③22：00 〜 7：00

雇用・労災
健康・厚生 不問

管理業務 正社員 不問 月給 200,000円〜
300,000円

いわき市四倉町
就業場所：所在地に同じ 8：00 〜 17：00 雇用・労災

健康・厚生
普通自動車運転免許
（AT限定可）

製造 正社員 40歳
以下 月給 180,000円〜

230,000円
いわき市平赤井
就業場所：所在地に同じ 8：00 〜 17：25 雇用・労災

健康・厚生
不問（フォークリフトの有資格者
優遇）

レジ係 パート 不問 時給 720円 いわき市平月見町
就業場所：いわき市好間町

8：00 〜 13：00又は13：00
〜 20：00の間の5時間程度 雇用・労災 不問

介護職員 パート 不問 時給 800円〜
1,000円

いわき市内郷
就業場所：所在地に同じ

8：30 〜 16：30の間
の4時間以上 労災 ヘルパー 2級以上あれば尚可

普通自動車運転免許（AT限定可）

広野町、川内村、楢葉町（ハローワーク富岡）

総務経理事務 正社員 不問 月給 155,000円〜
205,000円

広野町大字上北迫
就業場所：所在地に同じ 8：00 〜 17：00 雇用・労災

健康・厚生 不問

生産管理 正社員 不問 月給 155,000円〜
205,000円

広野町大字上北迫
就業場所：所在地に同じ 8：00 〜 17：00 雇用・労災

健康・厚生 不問

フロント業務 正社員 不問 月給 180,000円〜
250,000円

川内村大字上川内
就業場所：所在地に同じ 9：00 〜 18：00 雇用・労災

健康・厚生
普通自動車運転免許
（AT限定可）

看護師 正社員 不問 月給 254,900円〜
280,500円

楢葉町大字井出
就業場所：所在地に同じ

①7：15 〜 16：15
②9：00 〜 18：00

雇用・労災
健康・厚生 正看護師または准看護師

製造作業員
リーダー 正社員 59歳

以下 月給 244,000円〜
341,200円

広野町大字下北迫
就業場所：所在地に同じ

①6：00 〜 14：25
②14：00 〜 22：25
③22：00 〜 6：25

雇用・労災
健康・厚生

財形

不 問（ 玉 掛 け、クレ ーン 運 転、
フォークリフト資格あれば尚可）

調理員補助 パート 不問 時給 1,000円 富岡町大字小浜
就業場所：広野町大字下北迫 16：30 〜 22：30 雇用・労災 不問

南相馬市、相馬市、飯舘村（ハローワーク相双）

一般事務 正社員 35歳
以下 時給 127,500円〜

150,000円
南相馬市原町区
就業場所：所在地に同じ 9：00 〜 18：00 雇用・労災

健康・厚生 不問

販売事務 正社員 不問 月給 164,880円〜
274,800円

南相馬市原町区
就業場所：南相馬市原町区

又は相馬市新沼
9：30 〜 18：30 採用後

加入予定
普通自動車運転免許
（AT限定可）

総合職 正社員 不問 月給 185,000円 南相馬市小高区
就業場所：相馬市程田 8：30 〜 17：30 雇用・労災

健康・厚生

・普通自動車運転免許（MT）・高圧ガス販
売主任二種・液化石油ガス整備士（ガス
の保安業務員、調査員免許あれば尚可）

会計事務員 正社員 不問 月給 150,000円〜
250,000円

南相馬市原町区
就業場所：所在地に同じ 9：00 〜 17：00 雇用・労災

健康・厚生
普通自動車運転免許（AT限定可）
簿記3級程度

販売事務 パート 不問 時給 900円〜
1,125円

南相馬市原町区
就業場所：南相馬市原町区

又は相馬市新沼

9：00 〜 18：00の間
の4時間以上

採用後
加入予定

普通自動車運転免許
（AT限定可）

クリーンクルー パート 不問 時給 800円 南相馬市原町区
就業場所：相馬市中村 7：30 〜 11：00 労災 不問

郡山市、田村市（ハローワーク郡山）　

サービス業 正社員 不問 月給 150,000円〜
250,000円

田村市滝根町
就業場所：田村市滝根町

①8：00 〜 17：30
②8：00 〜 17：00
③8：00 〜 16：30

雇用・労災
健康・厚生

普通自動車運転免許
（AT限定可）

総務・経理 正社員 35歳
以下 月給 145,000円〜

292,000円
郡山市大河原
就業場所：所在地に同じ

①8：00 〜 17：00
②8：20 〜 17：20

雇用・労災・健康・厚生
財形・厚生年金基金

普通自動車運転免許
（AT限定可）

営業 正社員 35歳
以下 月給 232,100円〜

258,300円
郡山市字道場
就業場所：所在地に同じ 8：30 〜 17：30 雇用・労災・健康・厚生

財形・厚生年金基金
普通自動車運転免許
（AT限定可）

事務 パート 不問 時給 850円〜
1,200円

田村市船引町
就業場所：所在地に同じ

8：30 〜 17：30の間
の5時間以上 労災 不問

福島市、川俣町（ハローワーク福島）

生産・外注管理 正社員 不問 月給 200,000円〜
250,000円

伊達郡川俣町
就業場所：所在地に同じ 8：30 〜 17：30 雇用・労災

健康・厚生
普通自動車運転免許
（AT限定可）

介護サービス
提供責任者 正社員 不問 月給 185,000円〜

235,000円
福島市泉
就業場所：所在地に同じ 8：30 〜 17：30 雇用・労災

健康・厚生・財形 普通自動車運転免許

製造責任者 正社員 不問 月給 190,000円〜
280,000円

福島市飯坂町
就業場所：所在地に同じ 8：00 〜 17：00 雇用・労災

健康・厚生・財形
普通自動車運転免許
調理師免許

経理事務・
フロント応対 パート 不問 時給 800円 伊達郡川俣町

就業場所：所在地に同じ 9：00 〜 17：00 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。


