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川俣町・浪江町・飯舘村・富岡町の動き

宿泊体験館きこりは、東日本大震災以降、宿泊部門を一時休止していました。
しかし、平成29年3月31日の避難指示解除を受け、平成29年5月8日（月）に、素泊ま
り宿泊営業を再開しました。また、日帰りでも利用できる岩盤浴「IORAイオラ」、ト
ゴール鉱石を使用した疑似温泉があります。新しくなった「きこり」で、ご家族・ご友人
と過ごしませんか？

「宿泊体験館きこり」リニューアルオープン！

ご予約・お問い合わせ 宿泊体験館きこり（TEL：0244－42－1012）

飯舘村深谷地区の「いいたて村の道の駅 までい館」では、平成29年8月のオープンを
目指しています。施設内には、休憩・物販のための「までいホール」、軽食コーナー、花
卉展示販売ホール、コンビニエンスストア、24時間365日使用できる公衆トイレ、情
報提供スペースが整備されます。新しい村の拠点施設を、ぜひご利用ください。

道の駅 8月オープン予定！

飯舘村浪江町役場は本年4月に主要機能を本庁舎に戻し、約170名
が勤務しています。このほかに、二本松事務所と3つの出張所
が町外での町民支援にあたっています。

【インフラ・交通の復旧状況について】　　　　　　　　
・上下水道については津波被災地を除き、すべての地域で

開栓しました。
・道路について、町道は平成29年3月までに復旧工事が概

ね完了。
・常磐自動車道は27年3月に全区間開通済みです。
・ＪＲ常磐線の小高駅～浪江駅間は29年4月1日に運転再開。
【医療機関】
・浪江町役場本庁舎敷地内に「浪江診療所」がオープンし、

週5日の外来診療（内科、外科）を行っています。
【事業所再開情報・支援策等】
・29年3月31日までで51事業所が町内で再開しています。
・町内再開事業所を対象に電気代の補助を町独自で行って

います。
【住居関係】
・28年11月から空き地・空き家バンクへの賃貸物件登録

募集が始まり、町内の空き地・空き家の情報を広く提供す
ることで、浪江町に住む方の住宅確保を進めています。詳
しくは浪江町ホームページをご覧ください。

 〈http://www.town.namie.fukushima.jp/〉
・町内で不動産会社が再開・新規創業し、入居可能な賃貸物

件を提供・紹介しています。
・帰還する町民の方に災害公営住宅と福島復興再生賃貸住

宅を整備し、まもなく入居開始予定です。福島復興再生賃
貸住宅には移住者の方も住むことができます。

浪江町

お問い合わせ先 浪江町産業振興課（TEL：０２４０－３４－０２４７）

平成29年3月31日（金）
　川俣町
　　避難指示解除準備区域
　　及び居住制限区域解除
　浪江町
　　避難指示解除準備区域
　　及び居住制限区域解除
　飯舘村
　　避難指示解除準備区域
　　及び居住制限区域解除

平成29年4月1日（土）
　富岡町
　　避難指示解除準備区域
　　及び居住制限区域解除

東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故に伴う長期避難の影響より、人材の不
足が事業再開や事業の継続の面において深刻な課題となっていることから、富岡町
と富岡町商工会が連携し、新たな雇用確保と雇用機会創出を目指し、町内で事業を行
う事業者の求人情報チラシを作成します。 
この事業は、富岡町が毎月発行する「広報とみおか」の発送にあわせて、希望のあった
事業者様からの求人情報をとりまとめ、折込チラシとして同封いたします。また、富岡
町の公式ホームページなどに掲載することで、
多くの方々にお知らせするものです。 
掲載の希望があればお気軽にお問い合わせく
ださい。

富岡町中小企業等人材確保事業
広報同封事業ＧＯＯＤ ＪＯＢとみおか

お問い合わせ先
富岡町産業振興課（TEL：0240－22－2111）
富 岡 町 商 工 会（TEL：0246－35－0331）

富岡町

川俣町では、原発事故による避難指示が町内南東部の山木屋地区に出されてい
ましたが、本年３月３１日に解除となりました。山木屋地区では、避難指示解除と

前後して、少しずつ営農再開や事業所再開などが行われ、地区での生活を始めよう
と住民の方々が動き出しています。
営農再開では、若手農家が山木屋地区の農地を守ろうと「農事組合法人ヒュッテファーム」を立
ち上げ、高齢化や転居などによって農地保全ができなくなってしまった農地を借り受け、大規
模な飼料生産を始める予定です。将来的には水稲などの事業を徐々に拡大することも視野に
入れています。
また、事業所再開では、有限会社カミノ製作所が、原発事故以
降製造を中止していた納豆の製造を、福島県産の大豆をはじ
めとしたこだわりの材料を使用した新商品「女神の納豆」の開
発を行い、製造を再開して東京等での販売に成功しています。
川俣町山木屋地区は力強く、新しいカタチでの復興がすすん
でいます。

川俣町
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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29年4月）

有効求人倍率（受理地別）　1.48倍（全国23位）
　　　　　　（就業地別）　1.61倍（全国16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

・平成29年
 避難指示解除自治体の動き
・就労支援事業

で 平成29年6月13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

夏号
平成29年 働く働くでふ ましく
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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

※福島統括窓口にて行います。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。
　詳しくは福島統括窓口にお問い合わせください。

予約制

名　　　称 住　　　所 TEL

福島統括窓口 福島市中町4−20 みんゆうビル2F 024（524）2121
名　　　称 TEL

楢葉窓口 0240（23）6290
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

福島広域雇用促進支援協議会連絡先等

福島雇用促進支援事業

福島広域雇用促進支援協議会とは

福島雇用促進支援事業

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。

「はたらっこ」

委
託

福島市	 郡山市
いわき市	 二本松市
相馬市	 新地町

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	 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。

平成29年度
事業紹介

P

警察署
●

福島学院大学
福島駅前キャンパス
●

中合
●

●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

県庁

福島統括窓口
（みんゆうビル2F）
駐車場：駒田屋裏
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こむこむ
● ラヴィバレ

一番町
●

企業向け 雇用確保に係る事業

その他の事業

求職者向け 就職支援に係る事業

職場体験実習事業

▷雇用に係る支援制度研修会及び
人材獲得セミナー

▷事故由来廃棄物等特別教育講習
▷小型移動式クレーン・玉掛け講習
▷フォークリフト運転技能講習
▷コミュニケーション能力講座
▷介護福祉士実務者研修
▷放射線セミナー
▷接遇セミナー
▷企業力セミナー

▷合同就職面接会
▷求職者向け職場見学バスツアー
▷企業向け職場見学バスツアー
▷情報発信

▷ビジネスシーンに合わせた仕事のスゴ技パソコン術講座
▷事故由来廃棄物等特別教育講習
▷小型移動式クレーン・玉掛け講習
▷車両系建設機械講習（整地）
▷フォークリフト運転技能講習
▷コミュニケーション能力講座
▷就活ワークショップ
▷避難者等職業相談事業

↑【事故由来廃棄物等特別教育講習】
福島県内ではいち早く実施。ご要望にお応えし、今年
度から企業向けも開催。

↑【建設機械講習】
人気の高い建設機械講習を企業向け、求職者向け
それぞれ開催。
※写真は「車両系建設機械講習（整地）」

←【避難者等職業相談事業】
窓口相談・出張相談、電話・メールで対応します。
また「自分再発見セミナー」等を定期的に行います。
※写真は「自分再発見セミナー」

↑【企業向け職場見学バスツアー】
福島県内のモデル企業を見学し、自社を振り
返り、持ち帰るツアーです。

【合同就職面接会】→
福島県内各地で開催
予定。

こちらへアクセス

QR コード

資格・講習・セミナー・イベント  体験レポート

▷職場体験実習
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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
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福島県内求人情報 平成29年5月18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）
財務会計
コンサルタント職 正社員 不問 月給 160,000円～

300,000円
いわき市平谷川瀬
就業場所：所在地に同じ 9：00～ 17：30 雇用・労災

健康・厚生 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

看護補助者 正社員 18歳～
59歳 月給 150,000円～

170,000円
いわき市常磐湯本町
就業場所：所在地に同じ

8：30～ 17：00
16：45～ 8：45

雇用・労災
健康・厚生
財形

普通自動車運転免許（通勤用）

商品開発業務 正社員 不問 月給 168,000円～
210,000円

いわき市好間工業団地
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（通勤用）

ソフトウェア
開発技術者
（未経験者対象）

正社員 28歳
以下 月給 176,000円～

203,000円
いわき市平
就業場所：所在地に同じ 9：00～ 17：30

雇用・労災
健康・厚生
財形

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

製造作業員 正社員 64歳
以下 月給 184,000円～

230,000円
いわき市好間工業団地
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

生活支援員 正社員 不問 月給 145,000円～
160,000円

いわき市四倉町
就業場所：いわき市小名浜 8：30～ 17：30 雇用・労災

健康・厚生 普通自動車運転免許（通勤用）

生花販売・
フラワー
アレンジメント

正社員 不問 月給 170,000円～
170,000円

いわき市内郷町
就業場所：所在地に同じ 9：30～ 18：00 雇用・労災

健康・厚生 普通自動車運転免許（ＭＴ）

調理補佐・
ホール係 パート 不問 時給 800円～

1,000円
いわき市小島町
就業場所：所在地に同じ

9：00～ 15：00
間の 4～ 5時間程度 労災 不問

工業用テープ製造 パート 64歳
以下 時給 730円～

730円
いわき市四倉町
就業場所：所在地に同じ

8：00～ 16：30
又は8：30～16：00

雇用・労災
健康・厚生 不問

軽作業員 パート 不問 時給 770円～
770円

いわき市平北白土
就業場所：所在地に同じ 9：30～ 16：00 雇用・労災 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

楢葉町、広野町（ハローワーク富岡）
テント倉庫の
組立及び現場管理 正社員 不問 月給 250,000円～

300,000円
双葉郡広野町大字折木
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限定不可）

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（通勤用）

運輸業務管理者 正社員 18歳
以上 月給 250,000円～

250,000円
双葉郡楢葉町大字井出
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（必須）
自動車整備士又は運行管理者資格有尚可

生産業務
オペレーター 正社員 18歳～

40歳 月給 170,000円～
274,000円

双葉郡楢葉町大字山田岡
就業場所：所在地に同じ

8：00～ 16：30
16：00～ 0：30
0：00～ 8：30

雇用・労災
健康・厚生 普通自動車運転免許（通勤用）

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
間の 12時間程度

雇用・労災
健康・厚生 不問

清掃作業員 正社員 不問 日給 7,590円～
7,590円

双葉郡富岡町大字本岡
就業場所：楢葉町及び広野町 8：00～ 17：00 雇用・労災

健康・厚生 普通自動車運転免許（通勤用）

生活支援員 パート 不問 時給 1,300円～
1,300円

双葉郡広野町大字下北迫
就業場所：双葉郡広野町大字上浅見川

6：30～ 9：00
9：30～ 15：30
16：00～ 19：30
のいずれか

労災 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

8：00～ 16：25
8：30～ 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（通勤用）
フォークリフト資格有尚可

南相馬市、相馬市、新地町（ハローワーク相双・相馬）

工場経理事務 正社員 不問 月給 160,000円～
220,000円

南相馬市小高区福岡
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）
簿記資格有尚可

一般事務 正社員 不問 月給 250,000円～
350,000円

南相馬市小高区吉名
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（通勤用）

看護補助者 正社員 不問 月給 149,000円～
170,000円

南相馬市原町区上町
就業場所：所在地に同じ

8：30～ 17：00
10：00～ 18：30
16：30～ 9：00

雇用・労災
健康・厚生 不問

製造作業 正社員 50歳
以下 月給 160,000円～

260,000円
相馬郡新地町駒ヶ嶺
就業場所：所在地に同じ 8：00～ 17：00 雇用・労災

健康・厚生 不問

製造工（仕上げ） 正社員 不問 月給 148,000円～
203,000円

相馬市程田
就業場所：所在地に同じ 8：20～ 17：00

雇用・労災
健康・厚生
財形

普通自動車運転免許（通勤用）

生産スタッフ 正社員 不問 月給 136,000円～
136,000円

相馬市本笑
就業場所：相馬市沖ノ内 8：30～ 17：15 雇用・労災

健康・厚生 不問

洗浄作業 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

製造・販売・
レジ接客係 パート 不問 時給 850円～

950円

南相馬市原町区大町
就業場所：所在地に同じ
又は南相馬市鹿島区浮田

9：30～ 17：30
9：30～ 13：30
13：30～ 17：30
9：30～ 17：30
間の 4時間以上

雇用・労災
健康・厚生 普通自動車運転免許（通勤用）

配送業務 パート 不問 時給 900円～
900円

南相馬市原町区金沢
就業場所：所在地に同じ 11：00～ 17：15 雇用・労災 普通自動車一種免許（ＭＴ）

※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
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