
移住・交流情報ガーデンってどんなところ？

相談コーナー（移住、就農、しごと）
【概要】
地方への移住・交流についての一般的な相談、お問
い合わせに相談員が対応します。
また、しごと情報や就農支援情報などは、専門の相談
員が対応します。お気軽にご利用ください。

【概要】
全国の「しごと」や「住まい」などのデータを一元化し
た検索サイト「全国移住ナビ」を利用して、地方への
移住・交流に関する情報を検索できるように、パソコ
ンを設置しています。

「全国移住ナビ」では、全国の自治体が作成したPR動
画を自由に閲覧することもできます。

【概要】
各自治体が作成した移住・交流に関するパンフレット
をご自由にご覧いただけます。お持ち帰りいただけ
る資料もあります。また、自治体の主催する移住相
談会や移住に関する情報を提供するセミナー、地域
のPRイベントを随時実施します。

（実施日程などは、ホームページに掲載しているイベ
ント情報案内をご確認ください。）

「全国移住ナビ」・情報検索コーナー 地域資料閲覧コーナー、イベント・セミナースペース

全国移住ナビで自分に合った暮らし探しをお手伝い

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。

移住・交流情報ガーデン 移住・交流情報ガーデン ？？ 総務省が地方への移住関連情報の提供、相談支援の一元的な窓口として開設した情報発信拠点です。
地方への移住・交流やしごと・就農に関する相談・情報提供を無料で行ってるほか、地方自治体などが
主催する移住相談会やセミナーも開催しています。

・東京メトロ銀座線
  京橋駅より徒歩5分
・東京メトロ銀座線
・東京メトロ東西線
・都営浅草線
  日本橋駅より徒歩5分

≪アクセス≫

東京駅（八重洲中央口）
より 徒歩4分

JR

地下鉄

[ホームページ]https://www.iju-navi.soumu.go.jp/ijunavi/garden/ ［所  在  地］104－0031東京都中央区京橋１丁目1－6越前屋ビル１Ｆ 
［開 館 時 間］（平日）11：00－19：00（土日祝）11：00－18：00
　　　　　　 ※月曜日は休館

［問い合わせ］Eメール : iju-garden@outlook.jp

●仕事から探してみる… 気になる地域のしごとを様々な
情報から検索できます。

●住まいから探してみる…気になる地域の物件を様々な
情報から検索できます。

●生活環境・交通から探してみる… 気になる周辺地域を地図
上から検索できます。

JOIN移住・交流＆地域おこしフェア

2017年1月15日(日) 

・全国から約450の団体が集結！
・「地域おこし協力隊」求人情報も盛りだくさん！
・福島県や県内の自治体も多数出展！

10：00～17：00
東京都江東区有明３－１１－１東京ビッグサイト西２ホール

主催：一般社団法人移住・交流推進機構(ＪＯＩＮ)・総務省

移住・交流情報ガーデン

相双地域トライアルステイ事業

私が参加したこのトライアルステイ事業は、想像以上に多くの出会いと学びにあふれ
ていました。フロンティア南相馬では、特産品を販売しているお店の見学やコットン
パール作りのお手伝い、市民プールの一日スタッフ等を体験しました。
サラダ農園では主に野菜や花の管理、そしてまちづくりの委員会の傍聴やボランティ
アの学生との交流を行いました。
その他小高区で行われたハッカソンの見学や、南相馬市から新地町の観光、そして３
月11日に行われた東日本大震災追悼式にも参加させていただきました。
私は一人暮らしが初めてで土地勘もあまりなかったためはじめは緊張気味でしたが皆
さん温かく迎えてくださり、日々の生活から将来のことまで様々なことを教えてくださ
いました。途中からシェアハウスに仲間が増え、賑やかな日々を過ごしていました。
たくさんの思い出と経験が得られ、とても充実した20日間でした。

参 加 者 の 声

今秋、相双地域の企業への就職を希望し、トライアルステイ制度を利用しました。
不便なく生活ができ住居が決まるまであっという間に一か月すぎていきました。
おかげさまで定年間近の自分ですが、これまでの履歴を評価いただき、希望の職種（電
気工事関係）で雇用契約を交わすことができました。有難うございました。
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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
　ア 相双地域の企業等への就職及び定住を希望する方
　イ 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
　ウ 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

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

避難している方・福島で働きたい方へ

平成28年12月15日
☎024（529）5438

福島労働局
職業対策課発行

冬号
平成28年 働く働く働くでふ ましく

福島県雇用情勢（平成28年10月）

有効求人倍率（受理地別）　1.42倍（全国19位）
　　　　　　（就業地別）　1.60倍（全国11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 移住の促進

「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。



福島広域雇用促進支援協議会連絡先等

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
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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。

福 島 雇 用 促 進 支 援 事 業

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

「はたラッコ」

福島広域雇用促進支援協議会とは
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。

平成28年度 実施事業

●事故由来廃棄物等特別教育講習
平成25年7月1日から改正「電離放射線障害防止規則」が施行され、東日
本大震災によって生じた放射線物質により汚染された事故由来廃棄物等
の処分業務に従事する際には、特別教育を受講しなければならないとさ
れています。放射性物質により汚染された土壌等の除染の次の流れとし
て、事故由来廃棄物等の処分業務が生じることが想定され、廃棄物等の
処分業務に就労を希望する方に対し、必要な特別教育を行い、当該職種
への就職促進を図るための講習です。

●簿記3級及び会計ソフト
被災地域の中小企業などの経理部門だけではなく、総合職などの管理的
な分野でもニーズが高く、業種全般で安定的な需要があり、会計知識全
般に加え経理ソフトを習得するための講習会を開催することにより、幅広
い業種への就職促進を図るための講座で、日商簿記3級レベルの知識が
習得できます。

●企業型出張接遇セミナー
避難解除区域等で就業している事業所
において、人材不足等の影響から接遇
に対する従業員の研修が不十分となっ
ている介護・看護・サービス業など、就
労環境の悪化が結果として、雇用確保を
困難とさせている状況があることから、
このような業種に対し、講師を派遣し研
修を実施、接遇のスキルアップ、顧客満
足度の向上を図るための接遇講座です。実施の様子

資格・講習・セミナー・イベント
こちらへ
アクセス体験レポート

QRコード

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。

合 同 就 職 面 接 会 を 実 施します！

相 　 双
【開催日】平成29年

2月10日(金)
【開催場所】ゲストハウス フェリーチェ

（旧 ウエディングパーク相馬フローラ）

【参加企業】30社予定

い わき
【開催日】平成29年

1月17日(火)
13：00 ～ 15：00

（受付12：30～）

【開催場所】LATOV 6F
いわき産業創造館

【参加企業】35社予定

「はたラッコ」

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。

いわき会場チラシ



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

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

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
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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）

歯科助手 正社員 不問 月給 160,000円〜
200,000円

いわき市内郷高坂町大町
就業場所：所在地に同じ

9：30〜19：00
9：30〜13：00 雇用・労災 不問

営業マネージャー職 正社員 64歳
以下 月給 210,000円〜

400,000円
いわき市平
就業場所：所在地に同じ 9：00〜17：00 雇用・労災

健康・厚生・財形
普通自動車運転免許
(AT限定可）

事務職 正社員 不問 月給 175,000円〜
190,000円

いわき市渡辺町泉田
就業場所：所在地に同じ 7：50〜16：45 雇用・労災 

健康・厚生
普通自動車運転免許
(AT限定可）

機械技術 正社員 不問 月給 185,000円〜
300,000円

いわき市小名浜
就業場所：所在地に同じ 7：45〜16：30 雇用・労災

健康・厚生・財形
普通自動車運転免許

（AT限定可）

産廃収集運搬・
洗浄作業員 正社員 64歳

以下 月給 180,000円〜
300,000円

いわき市泉町黒須野
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
大型自動車運転免許尚可

（取得支援有）

介護職員 正社員 18歳〜
59歳 月給 162,200円〜

201,700円
いわき市植田町
就業場所：所在地に同じ

7：00〜16：00
10：00〜19：00
16：40〜9：30

雇用・労災 
健康・厚生

介護福祉士または
介護職員初任者研修

（ヘルパー2級）以上

ホームヘルパー パート 不問 時給 1,000円〜
1,320円

いわき市四倉町細谷
就業場所：いわき市常磐西郷町
　　　　　いわき市四倉町細谷

8：00〜18：00
の間の4時間 労災・財形 介護職員初任者研修修了者

普通自動車運転免許

ベビー・子供
衣料販売スタッフ パート 不問 時給 1,020円〜

1,200円
いわき市平谷川瀬
就業場所：所在地に同じ

9：45〜19：15
10：45〜20：15
9：45〜13：15

雇用・労災
健康・厚生・財形 不問

旅館警備員 パート 18歳 
以上 時給 960円〜

1,200円
いわき市渡辺町松小屋
就業場所：いわき市常磐湯本町 21：00〜00：00 労災 不問

広野町、楢葉町、川内村（ハローワーク富岡） 

管理業務 正社員 不問 月給 200,000円〜
300,000円

双葉郡広野町大字下北迫
就業場所：所在地に同じ

8：00〜17：00
10：00〜19：00
12：00〜21：00
又は8：00〜21：00
の間の8時間程度

雇用・労災 
健康・厚生

普通自動車運転免許
(AT限定可）

製造部員 正社員 不問 月給 184,380円〜
194,380円

双葉郡広野町大字上北迫
就業場所：所在地に同じ

8：40〜17：30
7：50〜16：30

雇用・労災
健康・厚生・財形 普通自動車運転免許

介護員 正社員 18歳 
以上 月給 175,700円〜

243,700円
双葉郡楢葉町大字井出
就業場所：所在地に同じ

9：00〜18：00
10：00〜19：00
7：00〜16：00
又は17：00〜9：30
の間の12時間程度

雇用・労災 
健康・厚生 不問

自動車整備士 正社員 不問 月給 190,000円〜
230,000円

双葉郡楢葉町大字上繁岡
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
3級自動車整備士以上

縫製工 正社員 64歳 
以下 時給 726円〜

1,000円
双葉郡川内村大字上川内
就業場所：所在地に同じ 8：00〜17：00 雇用・労災 

健康・厚生 不問

一般事務 パート 不問 時給 1,000円〜
1,000円

双葉郡楢葉町大字山田岡
就業場所：所在地に同じ 9：00〜15：00 雇用・労災 普通自動車運転免許

南相馬市、相馬市（ハローワーク相双・相馬）

管理栄養士 正社員 不問 月給 183,000円〜
254,600円

南相馬市原町区大町
就業場所：所在地に同じ

6：00〜15：00
10：30〜19：30
8：30〜17：30

雇用・労災
健康・厚生・財形 管理栄養士免許

版下作成員 正社員 不問 月給 146,000円〜
162,300円

相馬市赤木
就業場所：所在地に同じ 8：00〜16：45 雇用・労災 

健康・厚生 普通自動車運転免許

幼稚園教諭 正社員 不問 月給 170,000円〜
182,000円

南相馬市原町区国見町
就業場所：所在地に同じ 8：30〜17：15 雇用・労災 

健康・厚生 幼稚園教諭免許2種以上（必須）

看護助手 パート 59歳 
以下 時給 920円〜

970円
南相馬市原町区上町
就業場所：所在地に同じ

8：15〜12：45
13：30〜17：45 雇用・労災 不問

水産物加工 パート 不問 時給 1,000円〜
1,000円

相馬市磯部
就業場所：所在地に同じ

8：30〜18：00
の間の6時間程度 労災 普通自動車運転免許

郡山市（ハローワーク郡山）　

建築物設備管理
業務員 正社員 69歳 

以下 月給 149,000円〜　
245,000円

郡山市堤
就業場所：所在地に同じ 8：00〜17：00 雇用・労災 

健康・厚生　

不問（ボイラー技士1・2級、ボイ
ラー整備1・2級、管工事の有資格
者優遇）

自動車鈑金塗装 正社員 不問 月給 180,000円〜
300,000円

郡山市図景
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限定不可）

総合職 正社員 18歳〜 
44歳 月給 200,000円〜

300,000円

郡山市田村町上行合
就業場所：郡山市、いわき市、
福島市等の各店舗いずれか

9：30〜18：15
17：45〜2：30
11：45〜20：30
又は9：30〜2：30
の間の8時間程度

雇用・労災
健康・厚生・財形 普通自動車運転免許（AT限定可）

部品管理 パート 不問 時給 760円〜
760円

郡山市安積
就業場所：所在地に同じ

9：10〜16：00
9：10〜15：00 雇用・労災 不問

福島市、伊達市（ハローワーク福島）

品質管理業務 正社員 不問 月給 212,235円〜
233,460円

伊達市梁川町
就業場所：所在地に同じ 8：20〜17：05 雇用・労災

健康・厚生・財形 不問

用地開発 正社員 不問 月給 250,000円〜
410,000円

福島市大平寺
就業場所：所在地に同じ 8：45〜18：15 雇用・労災

健康・厚生・財形 普通自動車運転免許

レジ業務 パート 不問 時給 800円〜
800円

福島市吉倉
就業場所：所在地に同じ 8：00〜12：00 雇用・労災 不問

和・洋菓子の配送 パート 不問 時給 750円〜
800円

福島市三河北町
就業場所：所在地に同じ 8：00〜13：00 雇用・労災 普通自動車運転免許（AT限定不可）

平成28年11月11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。


