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平成29年度　避難自治体の主な支援事業紹介

南相馬市では市内の企業情報・求人情報を発信する「みなみそうま就職ナビ」
Webサイトを開設しています。このサイトでは画像や映像を使って、企業を分
かりやすく紹介し、企業で働く先輩の生の声も掲載しています。ま
た、就職ナビのアプリをダウンロードしていただければ、求人情報
を福利厚生などの条件で「絞り込み検索」ができたり、「お気に入
り」機能で自分が気になる企業を登録したり、「敬語検定」で社会
人として必要なスキルである敬語を身につけることもできます。

南相馬市 南相馬で働こう！

平成29年度から整備を開始し、平成30年ごろに
は道路や下水道などのインフラ整備を完了させ、
産業・研究・業務施設、産学連携施設などが立地で
きる環境を整備します。また、新たな生活の場とし
て、ＪＲ常磐線双葉駅西側に新たな住宅団地等の整
備をあわせて予定しています。

双葉町 新たな産業・雇用の場として、町内の中野
地区に復興産業拠点を整備します。

富岡町と富岡町商工会が連携し、町内の事業者の
人材確保支援として、掲載希望事業者の求人情報
を取りまとめたチラシを作り、毎月の広報誌への
同封やホームページへ掲載することで、企業の人
材不足解消と求職者の就職支援のための事業を
始めました。掲載の希望があればお気軽にお問合
せ下さい。

富岡町 富岡町中小企業等人材確保支援
広報同封事業GOOD JOB とみおか

お問い合わせ先

お問い合わせ先

お問い合わせ先

南相馬市商工労政課雇用対策係（TEL：0244－24－5346）

双葉町復興推進課
（TEL：0246－84－5203）

３歳児以上の子どもが市立保育所や市立幼稚園
に入所・入園する場合、保育料と入園料は無料で
す。私立のこども園や認可外保育施設の入所時に
も助成しているほか、学童保育や預かり保育も無
料です。詳しくは、田村市のホームページをご覧く
ださい。

田村市 保育料が無料

お問い合わせ先 田村市保健福祉部社会福祉課
（TEL：0247－81－2273）

富岡町産業振興課（TEL：0120－33－6466）
富岡町商工会（TEL：0246－35－0311）

川内村では、村外から移住される「ひとり親世帯」に対し、一定
の条件を満たす場合において、下記の支援を行っています。
①移住に要する費用への補助。一世帯あたり定額50万円を
交付。
②村内で居住するための家賃費用への補助。家賃月額の3/5
以内の額、1ヶ月4万円を限度に交付。原則として交付開始月
を含め36ヶ月の期間とする。
③村に移住し、3年経過後も引き続き、村に居住する意志があ
る場合、30万円の定額奨励金を交付。※定義及び各種条件
等、詳細は下記にお問い合わせください。

川内村 ひとり親世帯向け
移住促進支援制度について

お問い合わせ先 川内村総務課企画政策係（TEL：0240－38－2111）

平成29年4月1日時点で、当町に住民登録をしている方を対象
に広野町内事業所でご利用できる『プレミアム付事業再開・帰還
促進券（プレミアム付商品券）』を販売予定です。詳細は決定次第
「広報ひろの」や町ホームページなどでお知らせいたします。

広野町 プレミアム付事業再開・帰還促進券の
販売について

お問い合わせ先 広野町産業振興課商工観光係（TEL：0240－27－4163）

楢葉町では、国の企業立地支援制度を活用し、製造
業を主とした企業の立地が進んでいます。エネル
ギー・医療機器・リサイクルなど様々な分野の最新技
術を駆使した優良企業ですので、働く場を求める皆
さんのご連絡をお待ちしております。
○主な企業名：住鉱エナジーマテリアル、福島Sic応

用技研、恵和興業、アンフィニ

楢葉町 楢葉町企業誘致情報

お問い合わせ先 楢葉町新産業創造室（TEL：0240－23－6105）

QRコード
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「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28年12月）

有効求人倍率（受理地別）　1.45倍（全国17位）
　　　　　　（就業地別）　1.65倍（全国10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 各種支援事業紹介

で 平成29年3月1日
☎024（529）5438

福島労働局
職業対策課発行

避難している方・福島で働きたい方へ

春号
平成29年 働く働くでふ ましく
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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

避難指示区域の
事業所再開状況

東日本大震災発生に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故から6年経過し、避難指示区域

が定められた福島県内の被災12市町村も少しずつ再開に向けて動きだしています。今回は原発

事故後、事業再開した事業所の再開状況について報告いたします。

平成29年１月20現在、避難指示区域の商工会加盟2853事業所のうち、事業を再開したのは1770事業所です。そのうち地元で再開したのは、735事
業所で、昨年12月20日時点と比べ125事業所増えています。業種別では、建設業、小売業、サービス業の順に高くなっています。

小売業
135件

卸売業 11件

飲食業
50件

建設業
257件

製造業
97件

石材業
・

その他
 51件

サービス業
134件

地元再開
事業所の

業種別内訳

避難地区再開事業所数 (田村市：うち都路地区、南相馬市：うち小高区、川俣町：うち山木屋地区)
■地元再開　■県内再開　■県外再開
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※平成29年1月20日福島県商工会連合会「避難地区再開事業所一覧」より作成
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福島県内求人情報 平成29年1月27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）

接客・調理
店舗運営 正社員 不問 月給 198,000円～

265,000円
いわき市平
就業場所：郡山市下亀田

9:30～ 18:00
11:00 ～ 19:30
13:30 ～ 22:00

雇用・労災
健康・厚生 普通自動車運転免許

営業 正社員 39歳
以下 月給 160,000円～

200,000円
いわき市小名浜林城
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）以上

正看護師 正社員 不問 月給 225,000円～
255,000円

いわき市常磐下船尾町古内
就業場所：所在地に同じ

8:30～ 18:00
8:30 ～ 17:00
8:30 ～ 12:30

雇用・労災
健康・厚生 正看護師

土木技術者
（現場監督） 正社員 不問 月給 150,000円～

250,000円
いわき市平
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）
1級土木施工管理技士

ケアスタッフ 正社員 18歳～
59歳 月給 204,900円～

235,000円
いわき市遠野町上遠野
就業場所：所在地に同じ

6:00～ 15:00
9:00 ～ 18:00
16:30 ～ 9:30

雇用・労災
健康・厚生

普通自動車運転免許
介護福祉士資格有尚可

取付スタッフ 正社員 不問 月給 190,000円～
250,000円

いわき市常磐西郷町落合
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（AT限定可）
アーク溶接資格有尚可

学童保育指導員 パート 不問 時給 800円～
800円

いわき市永崎
就業場所：所在地に同じ

13:00 ～ 17:30
14:00 ～ 18:30 雇用・労災 保育士、幼稚園教諭免許、教員免

許（いずれかの免許必須）

ホール係及び
調理補助 パート 不問 時給 730円～

800円
いわき市勿来町窪田町通
就業場所：所在地に同じ

11:00 ～ 14:00
18:00 ～ 21:00 労災 不問

コース管理 パート 不問 時給 1,100円～
1,100円

いわき市小名浜上神白
就業場所：所在地に同じ 7:00～ 16:30 雇用・労災 普通自動車運転免許（AT限定不可）

富岡町、楢葉町、広野町、川内村（ハローワーク富岡）

経理事務 正社員 不問 月給 126,900円～
270,800円

双葉郡富岡町大字小浜
就業場所：所在地に同じ 9:00～ 17:45 普通自動車運転免許（AT限定可）

各種保険は採用後加入します。

工程作業員 正社員 18歳
以上 月給 184,100円～

262,100円
双葉郡楢葉町大字下繁岡
就業場所：所在地に同じ

9:00～ 18:00
12:00 ～ 21:00
20:00 ～ 5:00

雇用・労災
健康・厚生 普通自動車運転免許

工場作業員 正社員 69歳
以下 月給 164,500円～

235,900円
双葉郡楢葉町大字山田岡
就業場所：所在地に同じ 8:30～ 17:00 普通自動車運転免許

各種保険は採用後すぐに加入します。

プラスチック
食品容器製造 正社員 18歳

以上 月給 149,000円～
175,000円

双葉郡広野町大字上北迫
就業場所：所在地に同じ

8:00～ 17:00
19:00 ～ 4:00

雇用・労災
健康・厚生 普通自動車運転免許

介護職員 正社員 不問 月給 176,300円～
187,100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
6:30 ～ 15:30
12:00 ～ 21:00

雇用・労災
健康・厚生
財形

介護職員初任者研修
（旧ホームヘルパー2級）以上有尚可

コンビニ
スタッフ パート 不問 時給 1,200円～

1,200円
双葉郡富岡町大字小浜
就業場所：双葉郡富岡町大字小浜 9:00 ～ 16:00 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（ハローワーク相双・相馬）

ホールスタッフ 正社員 不問 月給 180,000円～
250,000円

南相馬市原町区旭町
就業場所：所在地に同じ

7:00～ 15:00
10:00 ～ 19:00

雇用・労災
健康・厚生
財形

不問

保育士 正社員 不問 月給 172,650円～
172,650円

南相馬市原町区北町
就業場所：所在地に同じ

8:30～ 17:30
7:00 ～ 16:00
9:30 ～ 19:00

雇用・労災
健康・厚生 保育士

製品仕上げ工 正社員 不問 月給 180,000円～
200,000円

相馬市馬場野
就業場所：所在地に同じ 8:00～ 17:00

雇用・労災
健康・厚生
財形

不問

菓子製造販売 パート 不問 時給 750円～
810円

相馬市中村
就業場所：所在地に同じ

13:00 ～ 19:00
間の 4時間程度 雇用・労災 普通自動車運転免許（AT限定可）

苗の生産
（花、野菜等） パート 不問 時給 800円～

850円
南相馬市小高区耳谷
就業場所：相馬郡新地町谷地小屋

8:00 ～ 17:00
間の 5時間程度 雇用・労災 不問

郡山市、田村市（ハローワーク郡山）　

技術職 正社員 35歳
以下 月給 156,000円～

210,000円
郡山市大町
就業場所：所在地に同じ

8:30～ 17:00
17:00 ～ 8:30

雇用・労災
健康・厚生 普通自動車運転免許（AT限定可）

看護師・準看護師 正社員 不問 月給 162,000円～
275,000円

田村市都路町古道
就業場所：所在地に同じ

7:30～ 16:30
8:30 ～ 17:30
10:00 ～ 19:00

雇用・労災
健康・厚生

看護師・準看護師いずれかの資格
必須

商品配達及び
ルートセールス 正社員 40歳

以下 月給 180,000円～
215,000円

郡山市熱海町熱海
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（AT限定不可）

スポーツ用品販売 パート 不問 時給 790円～
1,000円

郡山市西ノ内
就業場所：所在地に同じ

9:30～ 18:00
13:00 ～ 21:30

雇用・労災
健康・厚生 不問

福島市、伊達市、伊達郡（ハローワーク福島）

生産管理 正社員 不問 月給 179,500円～
234,500円

伊達郡桑折町
就業場所：所在地に同じ 8:00～ 16:45

雇用・労災
健康・厚生
財形

普通自動車第一種免許（AT限定不可）

半導体デバイス
製造 正社員 不問 月給 205,000円～

350,000円
伊達市梁川町やながわ工業団地
就業場所：所在地に同じ 8:30～ 17:00 雇用・労災

健康・厚生 不問

製麺工 パート 不問 時給 850円～
900円

福島市仲間町
就業場所：所在地に同じ

7:00～ 13:00
7:00 ～ 14:30
間の 6時間程度

雇用・労災 不問

惣菜・弁当製造、
販売 パート 不問 時給 800円～

1,000円
福島市笹谷
就業場所：所在地に同じ

9:00～ 13:30
10:00 ～ 14:00
14:00 ～ 19:00

雇用・労災 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。

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
https: //www.hellowork.go.jp/

HelloWork Internet Service 求人情報検索


