
避難している方・福島で働きたい方へ

平成28年9月20日
☎024（529）5438

福島労働局
職業対策課発行

秋号
平成28年 働く働く働くでふ ましく

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28年8月12日（金）

栃木 2,811人

茨城  
3,713人

群馬 953人

埼玉 4,217人

東京 5,413人

千葉  2,684人

神奈川  2,909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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ふるさと・ふくしま合同就職面接会
in東京2016

福島県雇用情勢（平成28年7月）

有効求人倍率（受理地別）　1.40倍（全国17位）
　　　　　　（就業地別）　1.59倍（全国 9 位）
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

福島帰還希望者
　就職支援事業

「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。

開
催
場
所

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5年が経過した現在においても、4万
人を超える方々が県外に避難し、うち2万3千人に近い
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。

福島帰還希望者就職支援事業

東京国際フォーラム
・D棟5階（ホールD5、会議室D502、D503）
・ガラス棟地下1階ロビーギャラリー
〒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

10/22土

2016

30社予定
福島県内企業

平成28年度福島帰還希望者就職支援事業

平成27年10月17日（土）東京国際フォーラムD棟1階で開催
した「ふるさと・ふくしま合同就職面接会in東京2015」の様子

新規
学卒者等

U・I・Jターン
&避難者

参加費
無料

予約不要

開
催
日
時

参
加
企
業

対
象
者

10：00〜12：00
場所：ガラス棟
　　　地下1階ロビーギャラリー

20社予定

13：00〜15：00
場所：D棟5階

（ホールD5、会議室D502、D503）
※職業相談ブースも設置いたします。

合同就職面接会

企 業 説 明 会

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。
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▼▼▼　資格講習・セミナー受付中　▼▼▼

「はたラッコ」

委
託

福島市	 郡山市
いわき市	 二本松市
相馬市	
新地町

田村市	 南相馬市	 川俣町	 広野町
楢葉町	 富岡町	 川内村	 大熊町
双葉町	 浪江町	 葛尾村	 飯舘村
	 	 福島県

船引町商工会
常葉町商工会
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。

田村市  南相馬市  川俣町  広野町
楢葉町  富岡町 　 川内村  大熊町
双葉町  浪江町 　 葛尾村  飯舘村

福 島 雇 用 促 進 支 援 事 業

介護職員初任者研修
　郡　山：平成28年10月24日（月）〜12月20日（火）　福　島：平成28年10月27日（木）〜12月26日（月）

就活の達人セミナー
　郡　山：平成28年12月5日（月）	 南相馬：平成29年1月23日（月）	 いわき：平成29年1月31日（火）

事故由来廃棄物等特別教育講習
　いわき：平成28年12月7日（水）	 福　島：平成28年12月20日（火）	 郡　山：平成29年1月24日（火）

職場体験（大人のインターンシップ）
　県内320以上の事業所で体験ができます！参加者随時募集中！

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

南
相
馬

【開 催 日】 平成28年10月14日（金）		　【予定時間】 13：00〜15：30（受付12：30）
【開催場所】 ウエディングパーク原町フローラ（南相馬市原町区高見町2−30−6）
【参加企業】 南相馬市を中心とした21社

参加
無料

入退場
自由

予約
不要

履歴書
不要

【参加対象者】
・避難解除区域から避難している求職者
・福島県内に在住の求職者
・福島県内の事業所に就職を希望される方
★	雇用保険受給者は求職活動実績になります。
参加証明書を発行します。

郡　山

【開 催 日】
平成28年12月16日（金）

【予定時間】
12：30〜16：00

【開催場所】
ビッグパレットふくしま

【参加企業】 40社程度

広野・楢葉

【開 催 日】
平成28年11月30日（水）

【予定時間】
13：00〜15：00
【開催場所】
広野町公民館

【参加企業】 20社程度

いわき

【開 催 日】
平成29年1月17日（火）

【予定時間】
10：00〜15：00

【開催場所】
いわき産業創造館ラトブ

【参加企業】 35社程度

合同就職面接会を実施します！
避難解除区域等を中心とした県内企業による合同就職面接会を開催します。

企業とお話しできるチャンスです！

○お問い合わせ・申込先ふるさと福島就職情報センター 相双地域トライアルステイ事業

福島県  が実施する避難者帰還等及びU・I・Jターン支援事業

福島県への就職活動を応援します！！福島県内で働きたい全年齢の方が対象です。
就職相談や職業紹介などの個別サポートや、福島県内の企業情報、就職に役立つ
イベント・セミナー情報の提供など、専門スタッフが親身に対応します。お気軽
にご利用ください。

就職相談、各種情報の提供、イベント・セミナー、応募書類アドバイス・面接練習、職業紹介

福が満開、福しま暮らし情報センター（ふるさと福島就職情報センター東京窓口）
［住　　所］	東京都千代田区有楽町2−10−1		東京交通会館8階
［T E L］	03−3214−9009
［利用時間］	10：00〜18：00（火〜日曜日）	 ［休館日］	月曜、祝日等
ふるさと福島就職情報センター福島窓口（ジョブカフェふくしま）
［住　　所］	福島市三河南町1−20コラッセふくしま2階
［T E L］	024−525−0047
［利用時間］	10：00〜19：00（月〜土曜日）	 ［休館日］	日曜、祝日等

なお、福島県内設置の「ふくしま生活・就職応援センター」では、県外に避難されている方に、
宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、首都圏等で、出張相談会等を実施します。
スケジュール等はFターンサイト（福島県が運営する就職情報サイト）内で確認いただけます。

福島県相双地方振興局では、相双地域（相馬・双葉地方）へ就職・定住したいと
いう方を対象に「トライアルステイ事業」を実施します。
生活体験や就職体験、地域交流をしながら、無料でお試し移住ができます。相双
地域への就職や定住を希望される方や興味のある方は、是非、お問い合わせ
ください。

南相馬市原町区、相馬郡新地町、双葉郡川内村

福島県内外（相双地域除く）にお住まいの方
　❶相双地域の企業等への就職及び定住を希望する方
　❷相双地域の企業等への体験（見学、研修等）かつ地域交流を希望する方
　❸インターンシップ希望者

原則、2日間〜1ヵ月間まで（期間中、企業等への体験は必須）

福島県相双地方振興局企画商工部
地域づくり・商工労政課トライアルステイ事業担当
［住　　所］	〒975−0031		福島県南相馬市原町区錦町1−30
［T E L］	0244−26−1117

主 な 支 援 内 容

窓 口

Fターン 検  索 http://www.f-turn.jp/

滞 在 地 域

対 象 者

トライアルステイ期 間

お問い合わせ・申込先
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福島広域雇用促進支援協議会連絡先等

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

ハローワーク富岡　広野サテライト
双葉郡広野町大字下浅見川字広長44−3
広野駅前再開発ビル「広野みらいオフィス」2F

0240（27）1220

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＞

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5−35−3 03（5419）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

電話相談

0120－810－650

福島広域雇用促進支援協議会が実施する
福島県内への職業相談はコチラへ

メール相談
24時間受付

  9：00～12：00
13：00～16：30

平日

http://www.fkkoyou.net/ 働きたいネット 検 索
QRコード

専用フリーダイヤル QRコード

※中町窓口にて行います。窓口相談
9：00～12：00　13：00～16：00平日

※出張窓口相談も随時開催しております。
　詳しくは中町窓口にお問い合わせください。

予約制

名　　　称 住　　　所 TEL

中町窓口 福島市中町4−20 みんゆうビル2F 024（524）2121

名　　　称 TEL
福島広域雇用促進支援協議会事務局 024（521）7290
双葉窓口 0246（84）6285
南相馬窓口 0244（26）7690
浪江窓口 0243（24）9310
田村窓口 0247（61）5585

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

避難している方々の就労支援機関連絡先

P

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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※各事業のお問い合わせは中町窓口まで
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福 島 県 内 求 人 情 報

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
http: //www.hellowork.go.jp/

HelloWork Internet Service 求人情報検索

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）

商品開発業務 正社員 不問 月給 168,000円〜
210,000円

いわき市
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

製造職 正社員 30歳
以下 月給 164,650円〜

205,916円

いわき市泉町下川
就業場所：いわき市泉町下川、

いわき市常磐岩ヶ岡町

①6：45〜15：00
②14：45〜22：00
③21：45〜7：00
交替制あり

雇用・労災
健康・厚生・財形 普通自動車運転免許

加工機操業員 正社員 18歳〜
40歳 月給 178,000円〜

260,000円
いわき市南台
就業場所：所在地に同じ

①8：30〜17：00
②16：30〜翌1：00
③00：30〜9：00

雇用・労災
健康・厚生・財形 普通自動車運転免許

金属加工機械
オペレーター 正社員 不問 月給 150,000円〜

250,000円
いわき市四倉町駒込
就業場所：いわき市四倉町 8：00〜17：30 雇用・労災

健康・厚生 普通自動車運転免許（MT）

看護補助者 正社員 18歳〜
59歳 月給 150,000円〜

160,000円
いわき市常磐湯本町
就業場所：所在地に同じ

①8：30〜17：00
②16：45〜8：45

雇用・労災
健康・厚生・財形

普通自動車運転免許
ヘルパー2級以上（必須）

臨床検査技師 正社員 64歳
以下 月給 190,000円〜

310,000円
いわき市植田町本町
就業場所：所在地に同じ

①8：00〜17：00
②8：00〜12：00

雇用・労災
健康・厚生 臨床検査技師免許

ホール係 パート 不問 時給 850円〜
1,200円

いわき市平
就業場所：	いわき市小島町、いわき市平、

いわき市鹿島町走熊

①13：00〜20：30
②8：00〜17：00 労災 普通自動車運転免許

製品配送員 パート 不問 時給 800円〜
800円

いわき市小名浜島
就業場所：所在地に同じ 8：40〜15：00 雇用・労災 普通自動車運転免許（AT限定可）

品質管理担当者 パート 不問 時給 740円〜
740円

いわき市錦町
就業場所：所在地に同じ 9：00〜17：00 雇用・労災

健康・厚生・財形 不問

広野町、川内村、楢葉町（ハローワーク富岡） 

歯科衛生士 正社員 不問 月給 180,000円〜
200,000円

双葉郡楢葉町大字北田
就業場所：所在地に同じ 9：00〜18：00 雇用・労災

健康・厚生
歯科衛生士
普通自動車運転免許

測量技術者 正社員 59歳
以下 月給 185,000円〜

310,000円
双葉郡広野町大字上浅見川
就業場所：所在地に同じ 8：30〜17：30 雇用・労災

健康・厚生・財形
測量士または測量士補
普通自動車運転免許（AT限定可）

フロント業務 正社員 不問 月給 180,000円〜
250,000円

双葉郡川内村大字上川内
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）

理学療法士 正社員 不問 月給 233,000円〜
289,000円

双葉郡広野町大字下北迫
就業場所：所在地に同じ 8：30〜17：00 雇用・労災

健康・厚生・財形 理学療法士

一般事務 正社員 不問 月給 160,000円〜
220,000円

双葉郡川内村大字下川内
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）

製造補助作業員 パート 不問 時給 820円〜
1,000円

双葉郡広野町大字下北迫
就業場所：所在地に同じ

①8：00〜16：25
②8：30〜16：25
又は8：00〜16：00
間の6時間程度

雇用・労災
健康・厚生

普通自動車運転免許
フォークリフト資格有れば尚可

アイスクリーム
製造・販売 パート 不問 時給 1,000円〜

1,000円
双葉郡楢葉町大字北田
就業場所：所在地に同じ 9：30〜16：30 雇用・労災

健康・厚生 普通自動車運転免許（AT限定可）

南相馬市、相馬市、新地町（ハローワーク相双・相馬）　　

フロント業務 正社員 不問 月給 200,000円〜
250,000円

南相馬市原町区旭町
就業場所：所在地に同じ

①7：00〜15：00
②10：00〜19：00

雇用・労災
健康・厚生・財形 不問

バス運転手 正社員 59歳
以下 月給 200,000円〜

400,000円
南相馬市原町区牛来
就業場所：南相馬市原町区深野

5：00〜22：30
の間の8時間程度

雇用・労災
健康・厚生

不問
（大型自動車二種免許あれば尚可）

事務 正社員 不問 月給 145,000円〜
165,000円

相馬市日下石
就業場所：所在地に同じ 8：00〜16：30 雇用・労災

健康・厚生 普通自動車運転免許

仕上げ加工 パート 不問 時給 810円〜
850円

相馬郡新地町駒ヶ嶺
就業場所：所在地に同じ

①9：00〜15：00
②10：00〜16：00
①②選択可

雇用・労災 普通自動車運転免許

野菜の栽培作業員 パート 不問 時給 750円〜
800円

南相馬市原町区下北高平
就業場所：南相馬市鹿島区南海老

8：00〜17：00
の間の4時間以上 雇用・労災 不問

郡山市（ハローワーク郡山）　

フロアーサービス 正社員 64歳
以下 月給 160,000円〜

360,000円
郡山市安積町
就業場所：郡山市安積町、郡山市西ノ内

①10：30〜19：10
②12：00〜20：40

雇用・労災
健康・厚生 普通自動車運転免許

ごみ収集車の
運転手 正社員 不問 月給 180,000円〜

186,000円
郡山市西田町三町目
就業場所：所在地に同じ

①7：30〜16：30
②7：30〜12：00

雇用・労災
健康・厚生

中型自動車免許
又は改正前普通免許

一般事務 正社員 59歳
以下 月給 150,000円〜

200,000円
郡山市安積
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）

ファッション衣料
販売スタッフ パート 59歳

以下 時給 960円〜
960円

郡山市小原田
就業場所：所在地に同じ

①9：45〜13：15
②9：45〜19：15
シフトによる交替制

雇用・労災
健康・厚生・財形 不問

福島市、伊達市、川俣町（ハローワーク福島）
電子機器の組立
及び検査 正社員 不問 月給 145,000円〜

165,000円
伊達郡川俣町大字鶴沢
就業場所：所在地に同じ 8：20〜17：20 雇用・労災

健康・厚生 普通自動車運転免許（AT限定可）

資材、購買 正社員 59歳
以下 月給 165,000円〜

200,000円
伊達市梁川町
就業場所：所在地に同じ 8：30〜17：00 雇用・労災

健康・厚生 普通自動車運転免許（AT限定可）

食器洗浄 パート 不問 時給 900円〜
900円

福島市方木田
就業場所：南相馬市原町区大木戸

①5：30〜8：30
②17：30〜21：00
①②選択可、両方も可

雇用・労災
健康・厚生 普通自動車運転免許（AT限定可）

チラシ丁合 パート 不問 時給 735円〜
735円

福島市森合
就業場所：福島市大森 9：00〜13：00 労災 不問

平成28年8月31日 現在

※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ご相談ください。
　なお、ハローワークの利用方法や求人情報の収集等には、インターネットで情報検索ができるハローワークインターネットサービスをご利用ください。


