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相双の企業紹介＆就職ノウハウ満載の一冊!!

働く先輩の

メッセージが

参考になるね
！

地元でも
チャレンジが
できるんだ！

地元から
世界も夢じゃない!？



ふくしまの若い力を結集して
双葉を盛り上げていきたい！

Wood
processing!
Wood
processing!

Energy!Energy!

Agri!Agri!

Twisted
yarn!
Twisted
yarn!

撚糸

農業

エネルギー

“魅力”いっぱい！相双の “新規進出企業”を紹介

浅野撚糸株式会社
〒979-1401 福島県双葉郡双葉町中野舘ノ内1－１
https://asanen.co.jp/dakishimetefutaba/

若い人材が活躍しています浅野撚糸双葉スーパーゼロミル

工場内の様子 太陽光利用型植物工場

水酸化リチウム製造工場 炭酸リチウム採掘場

おおくまベリーの6次化商品

Check↓ Check↓

環境に適応した素材と技術で社会に貢献
地域の皆様とともに成長する企業へ！
豊通リチウムは、国内初の水酸化リチウム製造専門
会社です。ハイブリッド車・電気自動車など、次世代の
自動車に必要不可欠なリチウムイオン電池の原料
となる水酸化リチウムを製造・販売しています。
自動車の電動化シフトに伴うリチウム需要の増
加に対応し、必要な素材を提供することに
よって持続可能な社会と環境作りに貢献し
たいと願っています。楢葉町と共に未来を
描き続ける企業を目指します。

豊通リチウムは、国内初の水酸化リチウム製造専門
会社です。ハイブリッド車・電気自動車など、次世代の
自動車に必要不可欠なリチウムイオン電池の原料
となる水酸化リチウムを製造・販売しています。
自動車の電動化シフトに伴うリチウム需要の増
加に対応し、必要な素材を提供することに
よって持続可能な社会と環境作りに貢献し
たいと願っています。楢葉町と共に未来を
描き続ける企業を目指します。

豊通リチウム株式会社
〒979-0513 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸1番地40
https://www.toyotsu-lithium.com/

木材を活用し、カーボンニュートラル社会の
実現を目指します！

2018年1月に設立した新しい企業ウッドコア。荒廃
が続く福島の森林再生と林業の復興を目指し、
スギやカラマツなどの原木を材料に、製材・乾
燥から強度の高い構造用大断面集成材や耐
火集成材の製造・加工まで一貫生産で行っ
ています。木材を活用し、森林の循環や林
業の再生を進めることで、福島県の復興
とカーボンニュートラル社会の実現に貢
献する、福島の未来を拓く仕事です。

2018年1月に設立した新しい企業ウッドコア。荒廃
が続く福島の森林再生と林業の復興を目指し、
スギやカラマツなどの原木を材料に、製材・乾
燥から強度の高い構造用大断面集成材や耐
火集成材の製造・加工まで一貫生産で行っ
ています。木材を活用し、森林の循環や林
業の再生を進めることで、福島県の復興
とカーボンニュートラル社会の実現に貢
献する、福島の未来を拓く仕事です。

株式会社ウッドコア
〒979-1511 福島県双葉郡浪江町大字棚塩字赤坂1-1
https://woodcore.co.jp/

太陽光を利用した2万9,000平方メートルの
大規模植物工場で、1年を通してイチゴを栽
培しています。目指すのは、取引先である飲
食店や和洋菓子店、ホテルなどへ、ニーズに
合わせたイチゴを提供すること。工場内の
温度・湿度・光量などをコンピュータ管理
する最先端の栽培システムの導入や作業の
機械化などにより、社員の負担を軽減する
「楽な農作業」に取り組んでいます。

太陽光を利用した2万9,000平方メートルの
大規模植物工場で、1年を通してイチゴを栽
培しています。目指すのは、取引先である飲
食店や和洋菓子店、ホテルなどへ、ニーズに
合わせたイチゴを提供すること。工場内の
温度・湿度・光量などをコンピュータ管理
する最先端の栽培システムの導入や作業の
機械化などにより、社員の負担を軽減する
「楽な農作業」に取り組んでいます。

最先端のシステムでイチゴを栽培
農業を魅力的なビジネスに！

株式会社ネクサスファームおおくま
〒979-1306　福島県双葉郡大熊町大字大川原字西平2127番地
https://nexus-f.co.jp

木材加工

Check↓ Check↓

「1本の糸から、世界を変えていく」をテーマに糸の製造
とタオルの販売を行っています。福島第一原発の事故
で多くを失った双葉町、私たちは復興から次への発
展を担う一翼として、2023年4月、新工場と
ショップが併設した「浅野撚糸双葉スーパーゼロ
ミル」をオープンします。特許技術の糸・スーパー
ゼロと、スーパーゼロを用いたタオル（商品名
エアーかおる）をふくしまの若い皆さんと一緒
に世界に向けて発信していきます。

「1本の糸から、世界を変えていく」をテーマに糸の製造
とタオルの販売を行っています。福島第一原発の事故
で多くを失った双葉町、私たちは復興から次への発
展を担う一翼として、2023年4月、新工場と
ショップが併設した「浅野撚糸双葉スーパーゼロ
ミル」をオープンします。特許技術の糸・スーパー
ゼロと、スーパーゼロを用いたタオル（商品名
エアーかおる）をふくしまの若い皆さんと一緒
に世界に向けて発信していきます。
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相馬市

南相馬市

新地町

浪江町
双葉町

大熊町

富岡町

楢葉町

広野町

飯舘村

葛尾村

川内村

SOSO！地元の
   “イイ”ところ

相双地域には就業時間短縮や在宅
ワークを採用するなど、フレキシブル
に働ける企業もあり、子育てや介護
など、ライフスタイルに合わせた働き
方をすることもできます。

SOS
O“イイ”ところ！ 5

SOS
O“イイ”ところ！ 1

SOS
O“イイ”ところ！ 4

SOS
O“イイ”ところ！ 6

働き方を
自分スタイルに。

地元ならではの安心感は、
子育てにもいいね！
将来、結婚や子育てを考えたとき、やはり実家が近く、
頼れる家族が側にいるのは心強いですね。また、自然豊
かな環境は子育てにぴったり。相双地域は自治体の子
育て支援策も充実しています。さらに、休暇制度など子

育てを応援する企業もあり
ますので、安心してのびのび
子育てができます。

SOS
O“イイ”ところ！ 3

職場が
近いと通勤も楽！

地元での就職なら、通勤も慣れ親しんだ
道をすいすい！満員電車に揺られること
もなく、通勤時間も短くてすみます。その
分自由に使える時間も増えますね。

SOS
O“イイ”ところ！ 2

実家暮らしは
何といっても
経済的！
一人暮らしは家賃や光熱費など、経
済的な負担が多くなります。その点、
実家暮らしなら経済的負担は少なく
なり、その分趣味などに使えるお金も
増えます。

SOS
O“イイ”ところ！ ７

新たな挑戦ができる
相双地域もちろん仕事は大事だけど、プライベートな時間も大

切にしたいところ。地元企業も社員がより働きやすい
ように、働き方改革を進めるなどさまざまな取り組み
を行っています。相双地域は太平洋沿岸や阿武隈山地
など自然も豊かな場所。ドライブやアウトドアなどを楽
しむこともできます。ぜひ、オンとオフを使い分けて、充
実した毎日を送ってはいかが？

すぐそばに
家族や友達がいる
地元っていいね！

プライベートな時間も
しっかり楽しみたい！

家に帰れば家族が「おかえり」って迎えてくれて、悩みが
あるときには友達と直接会って相談できる。家族や友人
が近くにいるってやっぱり安心できると思いませんか。
都会は企業の数も多く、仕事の選択肢も多いのは確か
ですが、相双地域にも魅力的な企業があります。住み慣
れた地元でやりがいのある仕事を見つけてみませんか。
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※１ 全国賃貸管理ビジネス協会▶
　　「全国家賃動向（2022年9月調査）」より　

＜平均通勤時間＞
東京都と比べて
約３０分短い

※2

※１＜東京23区賃料平均＞
ワンルーム約6.9万円
＜福島県家賃平均＞
ワンルーム約4.6万円
＜実家暮らしの場合＞
家賃 0円 !

＜住宅の敷地面積＞

全国第６位
※3

広い庭付きのマイホームも
建てられるかも！

※3 出典：総務省統計局
「統計でみる都道府県の
すがた2022」

※2「令和３年社会生活基本調査結果」（総務省統計局）

東日本大震災で大きな被害を受けたこの地域
では、失われた産業を回復するため、新たな産
業を生み出すための国家プロジェクト「福島
イノベーション・コースト構想」が進行中です。
ロボットの開発実証拠点である「福島ロボット
テストフィールド」（南相馬市・浪江町）や世界
最大級の水素製造施設「福島水素エネルギー
研究フィールド（FH2R）」（浪江町）などが
整備され、新たな挑戦を続ける企業が多数
立地しています。
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代表取締役社長

佐藤　良一さん

地元就職
応援ガイドブッ

ク

SOSO
 JOB!! 高校生のため

の

最新のスマート農機を駆使し、震災後の農業再興のために
若い社員が心を込めて安心安全な農作物を栽培していま
す。日常の業務内容をインスタなどのSNSで情報発信し、農
業に対する理解と支援につながるように心がけています。

先輩の声★Interview農業

会社名 株式会社紅梅夢ファーム
所在地 〒979-2143　南相馬市小高区蛯沢字藤沼160
電話/FAX TEL：0244-44-6200　FAX：0244-44-6211
社員数 正社員10名、臨時雇用5名（2022年9月24日現在）
WEB https://kyf.co.jp

スマート農機の
活用で効率化・省力化を！

業務内容
・安心安全な農作物の生産
・自社農産物の六次化商品開発
・消費者との交流会の定期開催

東日本大震災と原子力災害によって長期避難を強いられてから5年数カ月もふる
さとに居住ができないなか、中堅担い手の帰還が進まず、高校新卒者や大卒者
などの若い人たちに絞って人材を採用し、育成に注力してきました。今では大き
な戦力になりつつあります。福利厚生にも力を入れており、明るく楽しい雰囲気
の職場環境づくりを心がけています。意見、提言はいつでもできるアットホーム
な会社で、若手社員も「真剣に」前向きに取り組んでいます。

「明るく」「楽しく」「真剣に」
　　　前向きに取り組める職場です！

01

平均年齢27歳︕

ヤングファーマーが

揃っています。

Webも
Check︕

代表者
Message

DATA

最先端技術によるスマート農業に挑戦！
高校卒業後は農業系の専門学校に進学し、米づく
りに興味があったので入社を決めました。米、玉
ねぎ、大豆などを育てていますが、自分の手で土
作りから収穫まで行えるのが一番大きなやりがい
で、日々の作業の中で作物の成長を実感できること
が楽しいです。

農業の最先端技術を間近に
見られるので勉強になります
し、1年を通して1つの作物
の成長を見ていると、とても
感動しますね。もっと機械を
使えるようになって様々な作
業を覚えていきたいです。そのた
めの免許取得も目標のひとつです！

おいしい米の魅力を全国に発信したい
実家が農家だったので農業高校に進学して学ぶう
ちに、本気で農業をやってみたいと思うようになり
ました。就職先として地元の農家を見学する中で、
ここなら自分のやりたいことに挑戦できると思い、
入社を志望しました。現在は先輩に教えていただき

ながら播種から収穫までの一貫した工
程に携わり、出来る作業も増えてきて
やりがいを感じています。肉体的
に大変なこともありますが、最
新技術に触れながら農業をでき
るのはとても楽しいです。大切
に育てた米や野菜は本当におい
しいので、その魅力を全国へ
発信していきたいと思います。

農業の素晴らしさ、安心安全な農作物への理解を得るた
めに消費者や購買者との交流会を開
催。若い就農者の視察研修の受け入
れや体験学習を実施し、若い社員と
の意見交換の場を提供しています。

【勤続2年】
渡邊 匠さん

【勤続2年】
遠藤 義央さん

毎日が充実！
この仕事で良かったと思います！

安心安全な環境で

大切に作物を育てています！

作物を育てる大切さをはじめ、農業機械を含む
技術指導は「農の雇用事業制度」を活用し、2
年間、社内の研修指導者が丁寧にわかりやす
く教えています。また、営農支援システムを使っ
てデータ管理を徹底しながら農作物を栽培
し、より安心安全にお届けできるように頑張っ
ています。

経験がなくても安心
若手就農者に各種研修を

消費者との交流会や
体験学習の開催

安心と安全をお届けする
GAP、FGAPの認証取得

どんな会社？？？

Point
2Point1

株式会社紅梅夢ファーム

200haの処理能力のある大型ライスセンターで米、大豆、
ナタネの乾燥調製をGAP指針に基づいて管理し、最適な食
味の商品を届けています。
米の小袋や自社生産のナ
タネを使った菜の花オイル
「浦里の雫」の販売も開始！
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代表取締役

吉田　健 さん

地元就職
応援ガイドブッ

ク

SOSO
 JOB!! 高校生のため

の

葛尾村と田村市の農場で、黒毛和牛と羊肉を飼育していま
す。また、生産だけでなく、肉の食味を損なわずに冷凍・解
凍できる最新機械を導入し、タレ漬けの羊肉「メルティー
シープ」の加工販売にも取り組んでいます。

先輩の声★Interview

会社名 株式会社 牛屋
所在地 〒979-1604 双葉郡葛尾村上野川仲追27-11
電話/FAX TEL：090-5356-0461　FAX：0247-73-8898
社員数 6名（2022年10月1日現在）

農業

黒毛和牛と羊肉の生産から
加工・販売までやっています

業務内容
・黒毛和牛の生産
・羊肉「メルティー・
　シープ」の生産
・食肉加工販売

私たちが目指すのは、新しい考えや生産方法を取り入れ、収益が上がる「もうかる
農業」と、社員が働きやすい「ゆとりある農業」です。私たち経営者一家は、牛が
好きなので、365日牛と向き合うことが当たり前になっていますが、社員の皆さんに
は、一般企業と同様の収入と休日をとってもらえる体制を整えています。私たちと一
緒に時代に即した畜産に取り組み、農業を魅力的な産業に育てていきませんか。

農業の可能性は無限大
　　　夢を持って挑戦しています

株式会社 牛屋

目指しているのは

きちんと “利益” の出る

農業です︕

代表者
Message

DATA

牛にはそれぞれに個性があっておもしろい。
子供の頃から動物が好きで大学は獣医学部に進学
しました。初めは犬や猫の獣医師を目指していま
したが、大学の研修等に参加しているうちに、牛
の可愛らしさや生き物としての奥深さに興味を持ち
ました。会社設立後は家畜診療部の獣医師として

働いており、葛尾村や田村市周辺の家
畜農家と会社の動物を診療してい
ます。獣医師の仕事は責任もあっ
て大変ですが、農家の方から相
談されたり、頼っていただいた
りする事にとてもやりがいを感
じています。とにかく牛が大好
きなので、急なお産や病気で往診す
ることも全然気になりませんね。

牛が大好き！とっても癒されるお仕事です。
牛が身近にいるのが当たり前の環境に育ち、幼い
頃からずっと「将来は両親と一緒に牛のお世話を
する」と思ってきました。牛はやさしくコミュニケー
ションを取ることによって、こちらの気持ちを必ず
分かってくれる動物です。今年は「れんかの2号」

が「和牛のオリンピック」と呼ばれる全国
共進会の福島県代表に選ばれ、私が調教
と大会当日のハンドラーを担当しました。
「れんかの2号」の調教は大変でしたが、

誇らしい体験でした。将来は人工授精
の免許を取り、
母が担当する
繁殖を手伝い
たいですね。

羊肉「メルティーシープ」は、
口の中でとけるようなまろや
かさとクセのない味が自慢。
今後も消費者に「高くても食
べたい！」と思ってもらえるブ
ランドを創造していきます。

畜産診療部
獣医師
【勤続6年】
吉田　美紀さん

【勤続１年】
吉田 愛梨朱さん

自社商品のブランディングにも
みんなで楽しく取組んでいます。

人気バラエティ番組に出演しました！

現在村内に繁殖牛180頭を飼育できる大規
模畜舎を建設中。畜舎には新しい設備を導入
し、生産者の負担を軽減する職場環境を整え
る予定です。今後は村内だけでなく田村市に
も農場を建設し、将来的には1000頭まで
飼育数を増やす予定です。

大規模畜舎を建設中。
生産者にやさしい職場環境へ

消費者が魅力を感じる
ブランドづくり

どんな会社？？？

Point
2

02

Point1

飼育に関する生産マニュアルの整備などを行い、業務の効
率化やレベル向上を目指します。社
内に獣医師が常駐しているのも、私
たちの大きな強み。人工授精などの
繁殖のほか、牛や羊の健康を定期
的にチェックし、異状を早期発見。
スピーディーな治療につなげます。

まずは動物たちの健康を大切に

獣医師やスタッフが育てていま
す！
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代表取締役社長

石川　俊さん

福島県や南相馬市を中心に、道路や橋、漁港や堤防の整備、
学校や商業施設の改修工事など暮らしに欠かせない設備や
施設をつくっています。県から令和4年度優良建設工事の表
彰を受けるなど、施工技術の高さが評価されています。

先輩の声★Interview
地元就職
応援ガイドブッ

ク

SOSO
 JOB!! 高校生のため

の

休日前は友達の店で麦焼酎。
おやすみは自宅でくつろぐ派

建設業

会社名 石川建設工業株式会社
所在地 〒975-0001　南相馬市原町区大町三丁目30番地
電話/FAX TEL：0244-23-6117　FAX：0244-23-3611
社員数 43名（2022年10月現在）
WEB http:// iskw-kk.co.jp

主な業務は道路や橋など
技術力の高さに定評あり

業務内容
・総合建設業  
・一級建築士事務所

私たち石川建設グループの仕事は、「公共工事を中心とする様々な地域づくり」と「災
害復旧などに対応する地域の守り手」です。社内では、20代の若手から70代のス
ペシャリストまで幅広い年代の社員が協力しながら、明るく、楽しく働いています。
また、系列会社では、放射線管理業務や風力発電関係の事業も展開しています。
私たちと一緒に建設業を通じた「まちづくり」の仕事を手がけてみませんか？

建設業を通して地域の
未来を一緒に創り、守っていこう！

石川建設工業株式会社

公共工事を

手掛ける地元密着型
の

総合建設会社

Webも
Check︕

代表者
Message

DATA

現在の目標は二級土木施工管理技士の資格
取得！ 仕事も勉強も頑張っています。　
家族が建設関係の会社を経営していることもあり、
以前から土木建設の仕事をしたいと考えていまし
た。現在入社6年目、主に道路や橋梁、港湾など
公共工事の現場で、先輩と一緒に測量や施工状況
の確認、報告用の書類作成などの現場管理を担当
しています。忘れられない現場は、県道北泉小高
線の道路工事です。入社直後だったので、何も分
からないまま、上司や先輩の指示通り必死に作業
しました。大変なこともたくさんありますが、手が
けた工事が完成したときの「よくやった！」という
達成感はたまらないですね。
土木部の20代は自分だけ。まわりは30代から70
代までベテランぞろい。正直、最初は緊張しました。
ちょっとしたミスが大きな事故につながることもある
現場では、上司や先輩から厳しい声が飛んでくるこ
ともあります。でも、基本的にはやさしく、おもし

ろい先輩ばかりです。今、二級土木施工管理技士
の資格取得を目指して勉強中ですが、経験豊富な
先輩が試験対策をアドバイスしてくれるので、心強
い限りです。将来の夢はダムや空港など大きな施設
を手掛けられる一級土木施工管理技
士の資格を取得すること。そして、
任せてもらった仕事をしっかり完成さ
せ、地元に貢献したいです。

社内の親睦会や視察研修、資
格取得への助成など、社員が
働きやすい環境づくりに力を入
れています。育児休業や有給休
暇の推進など福利厚生も充実しています。

土木部
【勤続６年】
藤田　真弥さん

地元高校やテクノアカデミー校と提携し、職業
体験や就職希望者を含めた「インターンシッ
プ」の場を提供しています。はじめて就職する
学生の皆さんの不安を解消するため、疑問や
質問にしっかり対応するよう心がけており、
多くの学生から「分かりやすかった」と評価を
得ています。

インターンシップに参加した
学生さんから高評価！

資格取得をしっかりサポート！
福利厚生も充実。

地域の皆さんからの

「ありがとう」がモチベーション。
どんな会社？？？

Point
2

03

Point1

地域への恩返しとして、「地域の清掃活動」や「交通安全ハ
ンドプレート活動」を毎月
定期的に実施しています。
地域の皆さんがかけてく
ださる「ありがとう」が社
員のモチベーションアップ
につながっています。
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代表取締役社長

大橋　匠さん

地元就職
応援ガイドブッ

ク

SOSO
 JOB!! 高校生のため

の

当社が長年にわたり建設機械メーカーへ供給してきた主力
製品の２つ、建設機械の足回り部品と油圧部品を川内村の最
先端工場に集約し、ロボットシステムを駆使した高度な自動
化ラインを作っています。未経験の方でもものづくりに興味
のある方は大歓迎です。

先輩の声★Interview製造業

会社名 大橋機産株式会社 川内工場
所在地 〒979-1202　双葉郡川内村大字下川内字田ノ入15
電話/FAX TEL：0240-23-7475　FAX：0240-23-7479
社員数 8名（2022年9月現在）
WEB https://kisan.co.jp/

当社の最先端の
生産技術を駆使した新工場

業務内容
・建設機械用
　足回り部品の製造  
・建設機械用
　油圧部品の製造  

当社は、主に建設機械やトラックなどの部品を生産してきた会社です。自社の内製
率はほぼ１００％で、機械加工、熱処理、電気メッキ、溶接、塗装、組立など多彩な技
術を持っています。また、消防車両のウインチなどの開発、生産や車体架装などを
行う特機事業も持っており、いわば産業機械の総合メーカーです。それらの事業を
支える人材育成として技能、技術習得の支援にも力を入れています。

建設機械・トラック部品
　などの産業機械の総合メーカー

04大橋機産株式会社 川内工場

最先端の
技術を誇る新工場で

頑張るぞ︕

Webも
Check︕

代表者
Message

DATA

資格を取得して、スキルアップを目指します。
高校時代、職場見学で会社を見学した際に、社内
の雰囲気が良く、仕事がやりやすそうだと思い、入
社しようと思いました。現在は、建設機械用足回
り部品の機械加工を行っていますが、先輩は丁寧
に指導してくれますし、皆で助け合いな
がら頑張っています。

製造ラインではロボットの操作も
多く、今後はＮＣ旋盤の資格も
取得してスキルアップを図り、で
きるだけ早く工場内の機械を使
いこなせるようになりたいと思い
ます。社内に同じ趣味を持つ先
輩もいて、仕事以外の部分でも
充実した毎日を送っています。

地元に貢献したいと思い、就職を決めました。
住み慣れた場所で就職して地元に貢献できればと
思い、川内村に新工場ができたばかりのこの会社
に入社しました。現在、総務部で電話や来客の対
応、事務などの仕事をしています。まだまだ慣れな
いことも多いですが、指示された仕事をきちんと仕

上げることができた時には達成感もあ
ります。川内工場では人数が少ない分、
さまざまな仕事に対応しなければな
りませんが、和やかな雰囲気で何
でも相談できるし、皆さん優し
く指導してくださいます。休日
には音楽を聴いたりスポーツ
観戦をしたりして、自分の時
間を楽しんでいます。

福祉厚生の１つとして、労働組合主催のバス旅
行やソフトボール大会、ボウリング大会など、
社員交流のため
の活動も積極的
に行っています。

レクリエーション活動で
社員交流も！

製造課
【勤続３年】
雨貝　翔さん

総務部
【勤続２年】

佐藤 明香里さん

何でも相談できます！

当社では職種ごとにインストラクターを配置
し、特に若手社員の技能レベル向上を図るた
めの社内教育に力を入れています。これにより
国家資格に挑戦する社員も増え、有資格者
数が従業員の３分の１を超えるなど、技術面
のアップとともに組織力の強化が図られてい
ます。

新工場は和やかな雰囲気で、

教育制度の充実で
社員をバックアップ！

どんな会社？？？

Point
2Point1

　
川内工場は現在お弁当ですが、
なんと１食220円です。建設中の川内第２工場には食堂を
設置し、船引工場同
様、低料金で食事を
提供致します。なお、
船引工場の食堂では
定食220円、麺130
円で提供しています。

低料金でおいしい食事が
　　　　　　　食べられます！

▲船引工場の食堂の様子

社内の雰囲気もよく、
先輩も丁寧に指導してくれます！
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代表取締役社長

菊池　功さん

開発から製造・検査までを「一貫体制」で行っています。
スマホなどの身近なものから、医療機器や宇宙船の部品ま
で、あらゆるモノづくりをしています。近年は、大学と連
携し、ロボットなどのモノづくり系スタートアップの積極的
な支援にも取り組んでいます。

先輩の声★Interview
地元就職
応援ガイドブッ

ク

SOSO
 JOB!! 高校生のため

の

製造業

会社名 株式会社菊池製作所
所在地 飯 舘 工 場：〒960-1801 相馬郡飯舘村草野字向押25-1
所在地 南相馬工場：〒979-2162 南相馬市小高区飯崎字南原65-1
電話/FAX TEL：0244-42-0913
社員数 393名（連結　2022年4月現在）
WEB http://www.kikuchiseisakusho.co.jp/

スマホから宇宙船まで。
多様なモノづくりにお応えします

業務内容
・試作品・量産品・
金型の製造
・各種ロボット・
テクノロジーの
開発・製造

出会いが、その人の人生を大きく変えます。人も仕事も、一期一会。ふとしたきっか
けで、人は大きく成長していくものです。そのためには、いつでもたくさんの人に出
会える機会と、そのチャンスを逃さない環境をつくることが大事だと考えています。
私たちと一緒に世界に誇るモノづくりを福島から発信していきましょう！

「出会い」を大切にして、
   いつもチャレンジできる環境を
      つくっていきたい

05

Webも
Check︕

代表者
Message

DATA

働きやすい職場環境。毎日が充実しています。
工場内の事務はマシニング部の皆さんが、作業に
集中できる環境を整える大切なお仕事です。最初
は分からないことばかりでしたが、一つずつ丁寧に
教えてくれる先輩の皆さんのおかげで、少しずつ慣

れていきました。

休憩時間はプライベートでも仲の良
い先輩とランチを楽しんでいます。
私たちの推しはBTS。私が体調を
崩して休んでいるとき、先輩が
「見てみて！」とすすめてくれて
以来、すっかりハマっていま
す。月末は緊張感が走るこ
ともありますが、やさしい上
司や仲の良い先輩に囲まれ、
楽しく仕事をしています。

休日は気の合う先輩と楽しくドライブ！
マシニング部の仕事は、金属のブロックをマシンで
加工し、図面通りの部品をつくること。1000分の1
ミリ単位の厳しい世界ですが、機械の操作がうまく
いって、図面通りの数値になったときの達成感はた
まりません。もちろんうまくいかないこともありま

す。そんなときは、上司や先輩にすぐ相
談します。まわりの人が「分からない
ことがあったら、なんでも聞いて！」
と声をかけてくれる相談しやすい職
場です。目指すのは主任クラスの技
術。主任は本当にすごい！自分も
高い技術を身に付けて、後輩から
「すごい！」と目標にされるよう
な先輩になりたいです。

第六工場所属
事務担当
【勤続10年】
金杉 郁花さん

第六工場所属
マシニング部
【勤続３年】

鈴木 隼斗さん

いつでも
新しいモノづくりを

地域住民と交流する
様々なイベントに参加

腹が減っては
モノづくりは出来ぬ

どんな会社？？？

Point
2Point1

株式会社菊池製作所

浜通りでは、新たな産業基盤の構築を目指す「イノベー
ション・コースト構想」と連動して、様々な
ロボット・テクノロジーを推進するイベン
トが開催されています。我が社もその多く
に参加して、地域住民と交流しています。

我が社のモノづくりは、新製品の試作品が中
心。その最たる例が、日本の誇るロボット・テク
ノロジーのスタートアップ製品です。ドローン、
アシストスーツ、搬送ロボット、モビリティなど
など、ウェルビーイング（すべてが満たされて
いること）を提供するたくさんの
製品を作っています。あなたの
身近にも、我が社の製品があ
るかもしれませんよ。

社員に「いつでもあたたかい食事を」との思いから、社員食
堂を設置。社員補助もあります（350円）。ラーメン、そば、
カレー、唐揚げまで、「早
い！安い！うまい！」が自慢。
晩ごはんまで食べて帰る独
身社員もいますよ。

飯　村から

最先端のものづくり
で

世界へ︕

食堂のお気に入りメニューは
大きくておいしい唐揚げ

食堂は大盛り無料。

好きなメニューはラーメン
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専務取締役

松田　芳晃さん

地元就職
応援ガイドブッ

ク

SOSO
 JOB!! 高校生のため

の

最新機器を導入し、製造ラインの多くを自動化しています。
また、蓄積された職人技術をマニュアル化し、活用することで
常に高品質を生産できるシステムづくりを実施。快適な環境
で世代や性別を問わずにモノづくりの充実感が味わえます。

仲間とのコミュニケーションや
グループの打ち合わせなどに活
用できる広々とした休憩スペー
スを完備。窓から新地町の景色
を眺めながらリフレッシュできる
ので作業の効率もアップします。

先輩の声★Interview製造業

会社名 株式会社ソーカ 新地工場
所在地 979-2706　相馬郡新地町杉目字飯樋4番地2
電話/FAX TEL：0244-26-5443　FAX：0244-26-5444
社員数 78名（2022年10月1日現在）
WEB http://www.sohka.co.jp

最新設備導入で
老若男女が活躍できる！

業務内容
・複雑回路の中子鋳物を
　自社製造
・フォークリフトの油圧
　関連製品の製造
・建設機器の油圧バルブ
　の製造

鋳物（いもの）の歴史は古く、人間のモノづくりの中で最も古いもののひとつで
日本の大切な基幹産業です。だからこそ、職人の技をマニュアル化して次世代へ
つないでいくことも私たちの大切な役目と思っています。当社では最新機器を導入
し、自動化を図り働く方に優しい職場づくりを心がけています。また、新卒の方を
毎年採用しているので若い世代も多く、女性や高齢の方でも安心して働ける環境
が整っています。アットホームな職場で、仕事で得る喜びを一緒に味わいましょう。

モノづくりに情熱を注ぎ、
　　　安心して働ける職場です。

株式会社ソーカ 新地工場

新しい工場で

職人の技を次世代へ

つないでいきます。

Webも
Check︕

代表者
Message

DATA

家から近い職場なので何かと安心！
生まれ育った町に新地工場が誕生し、現在は生産
管理や造形、発光分光分析を担当しています。初め
は鋳物のことを何も知らなかったので不安でした
が、先輩たちが優しく作業手順や道具の使い方、
鋳物について教えてくれました。1年目なので機械の

操作や製品管理など、覚えることは多
いですが、毎日楽しく仕事に取り組ん
でいます。早く丁寧に仕事ができる
ようになることが目標です。職場
はアットホームで上司もみんな
優しいので安心ですよ。プライ
ベートでは演劇や映画を観に
行って趣味を満喫することが日々の
モチベーションになっています。

モノづくりの楽しさと達成感を。
子どもの頃からモノづくりが好きだったので、今は
全てが新鮮で達成感があります。鋳物は、熱で溶
かした金属を鋳型に流し込み、冷えて固まった後に
取り出して作る製品で、現在は金属の計量などを
担当しています。仕事中は作業することに精一杯で

余裕はありませんが、休憩時間にな
ると緊張もほどけて和やかな雰囲気
になり、先輩と交わす会話が楽しく
視野も広がっています。これからもっ
と鋳造という仕事を理解し、自分
の力をどんなことに生かせるか学
んでいきたいです。休日は趣味の
フィギュアや本、ゲームなどの収
集を楽しんでいます。

社員同士の交流を深めるための行事を企画・
実施しています。2年に
1度の社員旅行をはじ
め、季節ごとにイベント
が充実しています！

製造部
【勤続1年】
西谷 美冬さん

製造部
【勤続1年】

岡田 柊斗さん

最新鋭の設備が導入された新工場は社屋も
きれいで従来の鋳物工場のイメージを覆す快
適な職場環境です。地元での新規採用も多
く、若い社員が同じスタートラインから始めて
います。新しい工場で社員一丸となって品質
向上に努め、トップメーカーの優れた産業機
械を支える鋳物製品を作っています。

2022年8月、操業開始。
新しい工場・設備で

働こう！

お花見、BBQ、新年会…
社員交流行事が充実！

広々と明るい食堂はカフェ風♪
リラックスできる休憩スペース

どんな会社？？？

Point
2Point1

06

丁寧な仕事を心掛け、
毎日楽しく働いています！

仕事は全力で取り組
み、

先輩との会話も楽しみです！
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理事長

太田　福裕さん

南相馬市を中心に北は宮城県亘理町、南はいわき市に店舗
を構える金融機関。昭和25年の設立時から変わることのな
い「相互扶助の精神」で、あらゆるニーズに応え、地域社会
のよりよい発展に貢献しています。

有給休暇の平均取得実績は
年間約20日です。（令和3年
度）残業は原則なし！育休も
取りやすい職場環境です。仕
事も家庭も充実し、イキイキと
働けることを目指しています。

先輩の声★Interview
地元就職
応援ガイドブッ

ク

SOSO
 JOB!! 高校生のため

の

金融業

会社名 あぶくま信用金庫
所在地 〒975-0003　南相馬市原町区栄町2丁目4番地
電話/FAX TEL：0244-23-5132　FAX：0244-24-1601
社員数 102名（2022年9月現在）
WEB http://www.abukuma.co.jp/index.html

地域を愛し、
地域に寄り添う信用金庫

業務内容
・預金業務
・融資業務
・為替業務

あぶくま信用金庫は、地域社会の繁栄と地元の皆様の豊かな未来を願い、様々な
ニーズに応えながら地域を活性化し、よりよい発展を叶えるために努力していま
す。また、安心して長く働ける環境も整っており、「地元を良くしたい」という一心で
誇りを持って日々の仕事に取り組んでいます。私たちは皆さんの故郷への思いと行
動力を待っています。「あぶしん」で一緒に楽しみながらチャレンジしてみませんか!

 健やかに働ける環境で
　　　楽しく地域を活性化しよう

あぶくま信用金庫

地域密着︕
働きやすい環境で

充実しています。

Webも
Check︕

代表者
Message

DATA

地元で愛される信金の一員として
現在は窓口で入出金や税金、振り込みの受け付けな
どを担当しています。地域に根差し、地元の役に立ち
たいと思って入庫しましたが、覚える業務がたくさん
あり、お金を扱う仕事への責任の重大さも実感して

います。地元企業の

皆様から様々なことを学べるのも信
用金庫の魅力で、お客様に頼られて
感謝されることもうれしいです。職
場には女性スタッフも多く、産休や
育休を経て仕事を続ける方も多い
ので安心して働ける環境だと思い
ます。土日が休みで残業もないので、
仕事もプライベートも楽しみながら
充実した毎日を過ごしています！

大好きな故郷・南相馬に貢献したい
生まれ育った南相馬市に貢献したいと思って調べる
うちに、当金庫の地域貢献活動を知りました。現
在は得意先課の一員として取引先を定期的に訪問
していますが、地域密着でつながっていることが幸
せで、お客様に喜んでいただいた時にやりがいを感

じます。働く環境にも恵まれ、アット
ホームな雰囲気で仕事でも果敢に
チャレンジできるのが楽しいです。週
休2日で残業もなく、地域活動や
趣味にも思い切り取り組めます。
今は、小学生から大学まで相撲
部だった経験を生かして小学生
のクラブチームをボランティア
で教えています。

講演会など文化活動支援、祭りなど地域行事
への参加、パークゴルフな
どスポーツ振興、マネース
クールの開催など、積極的
に取り組んでいます。

本店営業部
預金課
【勤続2年】
佐藤 若菜さん

本店営業部
得意先課
【勤続4年】

志賀 裕人さん

震災からの復旧・復興をはじめ、全国の信用
金庫ネットワークを生かした交流人口の増加
に取り組んでいます。被災地視察の受け入れ
や相双地域の魅力を紹介するハンドブックの
発刊など、震災の風化防止と風評被害払拭
に向けて情報発信しています。

大好きな相双の
復旧・復興に取り組む！

地元の皆さんと一緒に
地域貢献も全力で

仕事もプライベートも楽しむ
“ワークライフバランス”が充実

どんな職場？？？

Point
2Point1

07

地域の交流も楽しみ♪
女性が安心して働ける職場です！

果敢にチャレンジでき
る環境。

相撲でも元気を届けています！
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代表取締役社長

菊地　盛夫さん

地元就職
応援ガイドブッ

ク

SOSO
 JOB!! 高校生のため

の

フレスコは、食料品を中心としたスーパーマーケットです。
福島県の相双地区、宮城県の仙南地区を中心に幅広く店舗を
展開しています。お客様の豊かな食生活に貢献し、「うちの近
くにフレスコを」の声に応え地域振興の核を目指します。

フレスコは、安くても美味しく
ないものは置きません。少し高
くても、新鮮で確実に美味しい
と言っていただける商品を扱っ
ています。確かな商品を通し
て、お客様の幸せな食卓を応
援しています。

先輩の声★Interview小売業

会社名 フレスコ株式会社
所在地 〒976-0042　相馬市中村字宇多川町17
電話/FAX TEL：0244-36-3458　FAX：0244-37-4088
社員数 1,146人（パート従業員含む・2022年9月30日現在）
WEB http://fresco-k.com/

業務内容
・スーパー
マーケット運営

当社は、江戸時代末期の文久3年（1863年）、相馬市において米問屋として商売を
スタートしました。それ以来150年以上商売が続けて来られたのは、お客様・従業
員・地域コミュニティのおかげだと深く感謝しています。これからも地域の役に立
つ企業である為に進化し続けたいと考えます。フレスコは成長する会社です。新店
舗をオープンして成長するだけでなく、従業員が一緒に成長していく会社です。

フレスコキクチへようこそ

フレスコ株式会社

地域の皆さんに

フレッシュな食材を

提供しています　

Webも
Check︕

代表者
Message

DATA

地域に寄り添う会社の姿勢に惹かれて入社しました。
東日本大震災の後、いち早く店を再開し、地域の
皆さんを支えてくれた「フレスコキクチ」の姿を見て、
こういう企業で働きたいと思いました。また、採用
面接で担当の方に「やればやっただけ跳ね返りが

大きい会社だ」と言われ

たことも、入社を決めるきっかけになり
ました。実際に入社して、部門や年齢に
関係なく和気あいあいとした楽しい職
場だと思いますし、上の人からも可
愛がっていただき、やりがいも感
じています。今後は私自身が得
意な数値管理を生かし、後輩に
基礎的なことから親身に指導でき
る先輩になりたいと思っています。

好きな接客の仕事にやりがいを感じています。
もともと接客には興味があったのですが、高校時代
の担任の先生の勧めで入社を決めました。明るく、
従業員のコミュニケーションも良い職場です。私自
身、従業員やお客様に積極的に挨拶や声掛けをし
て、信頼関係を築きたいと思っています。顔見知り

になったお客様に「この前のおいしかっ
たよ」とお褒めの言葉をいただいたと
きなど、やりがいを感じます。主任と
して従業員に指示を出したりシフト管
理をしたり、新たな仕事も増えま
したが、私自身福祉関係の資格
を取得するなどスキルアップを図
り、よりよい接客を目指していま
す。

フレスコの経営目的は「働い
ている従業員の幸福追求」。
どの店舗もチームワーク抜
群、笑顔いっぱいの明るい職
場で皆さん頑張っています。

本部
販売促進部主任
【勤続5年】
澤田 裕哉さん

東原町店
レジ部門チェッカー主任

【勤続7年】
小川 りなさん

2020年10月に「フレスコキクチ矢本店」、
2021年11月に「フレスコキクチ名取増田店」
を新規出店するなど、地域住民の食を支え続
けたことが評価され、「うちの近くにフレスコ
を」の声にお応えして１年に１店舗のペース
で新規出店を続ける成長企業です。

1年に１店舗新規出店
成長する企業です

従業員のチームワークで
笑顔あふれる職場

鮮度と品質にこだわった
確かな商品を販売しています！

どんな会社？？？

Point
2

08

健康と幸せに貢献する
食品スーパーです。

Point1

得意な数値管理を生かし、
後輩の悩みに応えられる先輩に

積極的な挨拶や声が
けで、

信頼関係を築きます！　
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CEO

高萩　阿都志さん

ひろのプログレスは、震災復興計画における民間公募事
業者として国より補助金を交付され、2018年10月に新
規の大型ビジネスホテル「ハタゴイン福島広野」として
開業しました。

丁寧なマニュアル、実績あ
るノウハウ、確かなOJTな
どにより、どこにいっても
通用する一流のホテリエ
としてのマナーやスキルを
習得することが出来ます。

先輩の声★Interview
地元就職
応援ガイドブッ

ク

SOSO
 JOB!! 高校生のため

の

会社名 ひろのプログレス合同会社（ハタゴイン福島広野）
所在地 〒979-0403　双葉郡広野町下浅見川広長44番5号
電話/FAX TEL：0240-28-0011
社員数 34名
WEB http://www.hiro-pllc.co.jp/

業務内容
・ビジネスホテル

寝るだけではない、ホテルの楽しみ方を…。かつて、庶民の宿泊施設として賑わっ
ていた旅籠。そこは、単なる宿泊場所ではなく、遊びの空間でもありました。もし
も、現代に旅籠があったら、ホテルはきっと、もっと面白くなるはず。あなたも、この
コンセプトのもと、自由な発想で新しいホテルを創り上げて下さい。あなたの「こう
したい」が叶えられると思います。

私たちと一緒に
自由な発想でホテルをつくりませんか？

Webも
Check︕

代表者
Message

DATA

1年目の経験が社内のコミュニケーションをスムーズに。
ハタゴインでは、1年目は客室清掃やレストランの準
備、ホール係などホテルに関わる様々な仕事を経験
します。私は現在、フロントを担当していますが、1年
目の経験から「今は客室清掃が忙しい時間帯だな」

など、他の部署で働く

スタッフの気持ちを考えられるようになり
ました。年齢に関わらず、仕事ぶり
を評価してもらえるのもうれしいで
すね。私も2年目でフロントリーダー
見習いを任され、モチベーションが
アップしました。フロントはホテルの
顔。今後は英会話を習得し、接客マ
ナーをもっと磨く等、ハタゴインの顔
として成長していきたいです。

上司がきちんと勤務態度を評価してくれる職場です。
大学ではプログラミングを専攻していましたが、子
どもの頃から好きだった旅行や温泉に関われる仕
事に就きたいと思い、中退して旅行関係の専門
学校へ進学。ハタゴインに就職しました。客室清
掃など裏方の仕事を経て、2年目からはフロントを

担当することになりました。現在はリー
ダー見習いとして、後輩の指導にもあ
たっています。1年目の勤務態度を上
司がしっかり評価してくれたようです。
フロントの仕事は大変なこともありま
すが、お客様からの「ありがとう」、
上司からの「頑張っているね」
のひと言が励みになっています。

希望者はホテルから徒歩
１０分圏内にある１DKの
新築社宅に入居可能。住宅手当も充実してお
り、入居している社員も「貯金ができます！」と
ニコニコです。一人暮らしも楽しいですよ！

ゲスト・リレーション課
（フロント）
【勤続2年】
芳賀 暁帆さん

ゲスト・リレーション課
（フロント）
【勤続2年】

一條 裕紀さん

約一万冊の漫画が揃ったライブラリーや昔懐
かしい銭湯スタイルの大浴場があります。
「泊まる」をもっと楽しくするためのアイデア
を集めた現代の旅籠です。お客様や地域の
皆様に親しまれる「愛されホテル」として営業
しています。

お客様の「こうしたい！」が
叶えられるホテル

徒歩圏内に社宅があり
通勤も楽々

充実した研修制度で、
一流のホテリエに！

どんな会社？？？

Point
2

09

ホテル事業を成功させ、
福島の復興に貢献していきます。

Point1

社員の平均年齢は

20代。漫喫みたいな

ロビーも自慢

ひろのプログレス合同会社
 （ハタゴイン福島広野）

宿泊業

温泉大好き！

休日は近くの温泉で癒しの時間

休日は仙台でお買い物や
映画を楽しんでいます
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代表取締役社長

前田　一男さん

ホテル丸屋グランデは、南相馬市の都市型ホテルとして
2020年7月にオープン。出張や観光での宿泊はもちろん、
調理・宴会部門では地元の企業の宴会（納涼会、忘年会など）
や会議、冠婚葬祭にも幅広くご利用いただいています。

先輩の声★Interview
地元就職
応援ガイドブッ

ク

SOSO
 JOB!! 高校生のため

の

会社名 合資会社丸屋（ホテル丸屋グランデ）
所在地 〒975-0004　南相馬市原町区旭町２-28
電話/FAX TEL：0244-23-6221　FAX：0244-23-4601
社員数 52名（2022年10月現在）
WEB http://maruya-grande.jp/

業務内容
・フロント、
　ルームメイク
・宴会サービス、婚礼
・調理

弊社は「楽しいを仕事にする！」を社是に掲げ、スタッフ全員が自分も楽しみながら
仕事をしています。ホテルは「時間と空間・非日常」を提供するところです。宿泊部
門は遠方からいらっしゃるお客様が安心・安全・快適に過ごせるように、宴会・婚礼
部門では「また利用したい」と思っていただけるように、上質のサービスをお届けし
ています。接客は奥が深く、日々勉強ですが、笑顔のあふれる職場です。

お客様と社員の
　“楽しい”を両立し、仕事にする！

合資会社丸屋（ホテル丸屋グランデ）

お客様に
寄り添う接客を
目指します︕

Webも
Check︕

代表者
Message

DATA

お客様一人ひとりに合わせた接客を目指します。
キラキラしたものに囲まれて仕事がしたいと思い、
この職場を選びました。現在、フロントと婚礼部門
の仕事をしています。お客様一人ひとりに合わせた
接客ができるように努めています。学生のときに

ブライダルコーディネートやブライダルフラ
ワーアレンジメント、ドレススタイリスト、
花嫁着付けなどの資格を取りました
が、さらなるスキルアップ
を目指したいと思います。将
来的には “丸屋グランデの成田に
相談したい” と思っていただけるよ
うなウェディングプランナーになりた
いです。休日はＤＶＤを見たり、ドラ
イブに行ったりしています。

将来はホールを任せてもらえるようなリーダーに。
結婚式などのイベントでホールスタッフとして働いて
います。会場設営や料理を運ぶ際など力仕事もあ
りますが、大きな宴会をやりきった時にはやりがい
を感じることができます。私自身、先輩方に細かな
ところまで親切に教えていただいたので、私も後輩

に指導する際には丁寧に教えてあげら
れればと思っています。まだまだ覚え
なければならないこともありますし、
もっともっと仕事のスキルを上げて、
将来はホールを任せてもらえるよう
なリーダーになりたいですね。終
業後は家事を手伝ったり、お気
に入りの動画を見たりして過ご
しています。

毎年、地域の小・中学校の職場
体験を実施しています。宴会
サービスやルームメイクなどを
体験していただき、ホテルの仕
事に触れていただきます。

フロント
【勤続3年】
成田　理紗さん

バンケット
【勤続3年】

平　美紗緒さん

新人や若手が入社した際には、先輩たちが優
しく丁寧に指導するように努めています。その
おかげで職場内の雰囲気は明るく、みんな笑
顔で楽しく仕事をしています。また、スキル
アップや自己啓発の為に、さまざまな資格を
取得するためのサポートも積極的に行ってい
ます。

新人とベテランが仲良しな
明るい職場です！

ホテルの仕事に触れる
職場体験を実施

じゃらんアワードを
　　　　　獲得できました！

どんな会社？？？

Point
2

10

宿泊、会議、冠婚葬祭も。
南相馬市の都市型ホテル

Point1

「じゃらんアワード2021泊
まって良かった宿大賞東北
51-100室総合部門」２位
を受賞しました。
ご利用のお客様からの口コ
ミや評価をいただき、獲得
することができました。

宿泊業

キラキラした仕事に憧れて、
ウェディングプランナーの道に！

やりがいも感じられ
る

ホールスタッフの仕事が大好きです！
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副院長 兼 看護部長

藤原　珠世さん

地元就職
応援ガイドブッ

ク

SOSO
 JOB!! 高校生のため

の

先輩の声★Interview

会社名 医療法人社団 青空会 大町病院
所在地 〒975-0001　南相馬市原町区大町三丁目９７番地
電話/FAX TEL：0244-24-2333　FAX：0244-24-4940
社員数 234名（2022年10月1日現在）
WEB http://www.ohmachi.jp/

仕事も大切、
自分も大切、地域も大好き！

業務内容
・外　来  
・入　院  
・健　診  

東日本大震災と原発事故から10年以上が経ちました。相双地区には、ふるさとへ
の帰還を果たしたものの、自立支援を必要としているお年寄りがたくさん暮らして
います。当院では、退院後の在宅フォローが難しい高齢者を医療面から支援する
ため、60床の療養病棟を設置しました。もう一つ、地域の高齢者を支えるために
欠かせないのが、地域の医療福祉を担う若い力です。高校生の皆さん、ぜひ医療
福祉から相双地区を支えてください。

超高齢化が進む相双地区
　　　若い皆さんの力が必要です！

医療法人社団 青空会 大町病院

ふるさとへの愛と

誇りを胸に︕医療で地
域を

支えています

Webも
Check︕

代表者
Message

DATA

地域に根ざした病院。毎日が勉強です。
結婚予定の彼の転勤で千葉県から南相馬市に移
住。看護師として働きたいと思い、大町病院の見
学会に参加しました。本当は他の病院も見学する
予定でしたが、地域に根ざした雰囲気に感激し、
見学してすぐに「ここで働きたい！」と

思いました。現在は病棟の看護師と
して、入院患者さんを担当しています。
大町病院の病棟には、内科・外科・
整形外科など、さまざまな病気や
怪我の方が入院しています。大変な
こともありますが、その分勉強になる
ことも多いです。まずは日々の業務に
しっかり取り組み、患者さんに寄り添
える看護師になりたいです。

看護師として介護が必要な方を助けたい。
以前は仙台の介護施設に勤務していました。看護
師とは違い、介護士は医療行為を行うことができ
ません。目の前に苦しんでいる方がいても医療行為
を行えないことが悔しく、看護師を目指しました。
現在は手術室の看護師として、執刀医にメスなど

を手渡す「器械出し」の見習いをしてい
ます。器械は種類が多いので、名称を覚
えるのが大変！　僕が何度質問しても、
やさしく丁寧に教えてくれた先輩に
は感謝しかありません。今の目標
は手術室の看護師として、一人で

器械出しできるようになること。正看
護師を目指して頑張ります。

院内の雰囲気や目指したい職種を自分の目で
確かめて、より自分に合っ
た仕事と就職先を選ぶ材
料の一つにしてください。
お申し込みはＨＰから！お
待ちしております。

看護師
【勤続5ヶ月】
正城　陽奈さん

准看護師
【勤続６ヶ月】

佐伯　舟平さん

年間研修プログラムとプリセプターシップ
（新人看護師の教育システム）により、個人
に合わせた教育支援を行っています。職場
内では、スタッフ全員が積極的に関わり合
い、共に成長できる環境づくりに努めてい
ます。技術の向上だけではなく、心豊かな
「人財」の育成に取り組んでいます。

プロフェッショナルを
育成しています

インターンシップ＆
見学会☆随時募集中

どんな職場？？？

Point
2Point1

11

私達は地域の皆さまが必要とする質の高い医療と看護を提
供し、誰からも愛される病院を目指しています。専門外来
や入院、手術、リハビリから在宅支援までを行い、皆さま
が安心して暮らせる地域づくりに取り組んでいます。

医療・福祉

院外研修参加費支援や各種資格取得支援、進学者への
奨学金制度など、キャリア
アップや生活面でも幅広くサ
ポートします。サークル活動
など院内交流も活発に行い、
職員が安心して働ける職場
づくりに取り組んでいます。

働き続けられる職場を目指して

～わたしらしくを大切に～

趣味は音楽鑑賞。
好きなアーティストは

MAN WITH A MISSION

方言はまだまだ勉強中。
猪苗代湖と五色沼に行きたい
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施設長・センター長

竹本　恭太さん

地元就職
応援ガイドブッ

ク

SOSO
 JOB!! 高校生のため

の

特別養護老人ホーム「桜の園」は令和4年3月、東日本大
震災後初の特別養護老人ホームとして、共生サポートセン
ター「さくらの郷」の敷地内にオープンしました。地方創生、
帰町促進の一端を担うため、介護福祉の視点から、人と人、
人と地域を繋ぐ“拠りどころ”を目指し、運営しています。

先輩の声★Interview医療・福祉

会社名 社会福祉法人光美会　特別養護老人ホーム「桜の園」
所在地 〒979-1151 双葉郡富岡町大字本岡字王塚36
電話/FAX TEL：0240-23-7839　FAX：0240-23-7939
社員数 27名（2022年9月30日時点）
WEB https://www.koubikai.jp/

富岡町に期待膨らむ
新たな福祉拠点が誕生！

Point1

業務内容
・特別養護老人
　ホームの指定管理
・老人短期入所事業
　の指定管理  

「桜の園」は、いわき市内を中心に展開する「ときわ会グループ」に属する社会福祉
法人光美会が、富岡町の指定管理を受けて運営する特別養護老人ホームです。
我々はグループの理念である「一山一家～地域の皆様と共に生きる～」にならい、
利用者様や地域の方々はもとより、職員や職員の家族も、家族同様に大切にすべき
と考えています。福利厚生の充実した職場で私たちと一緒に働きましょう!

「一山一家」の理念を胸に！

社会福祉法人光美会
特別養護老人ホーム「桜の園」

入居者も職員も︕
笑顔の多い
介護施設です

Webも
Check︕

代表者
Message

DATA

入居者様の「ありがとう」のひと言が励みに
高校時代に所属していたフラダンス部の活動で介護
施設を訪問したことがきっかけで、介護職に興味を
持ちました。現在は入居者様の食事や入浴など日常
生活をサポートしています。「桜の園」は、福利厚生が

しっかりしているので

休みも取りやすく、交通費の補助
も手厚いです。私は小名浜から高
速で通勤していますが、交通費の
補助には本当に助かっています。
また、管理栄養士がつくるラン
チはおいしくて、栄養バランスも
満点！将来の夢は准看護師の資
格を取り、医療の面からも入居者
様をサポートすることですね。

介護スキルの高い先輩が多く、刺激になります！
お世話になった母方の祖母が自宅介護をする姿を
見て、恩返ししたいと思い、介護職を志望しました。
専門学校卒業後、他の介護施設に入社しましたが、
迷いが多くなり、「桜の園」のオープンをきっかけに
転職。現在は「業務」というよりも、入居者様にとって

もっと近しい存在になれるよう、日々工
夫しながらサポートしています。「桜の
園」の先輩は介護スキルが高い！入居
者様への対応など見習うことが多く、
勉強になります。2連休の時は、友
達に会うなど、しっかりリフレッ
シュしています！オンとオフ
を切り替え、充実した楽しい
毎日を送っていますよ。

どんな職種でも「身体が資本」で
す。カフェ同様、メディカルフィッ
トネスRe-Birthが隣接している
ので、働きながら、ご自身の身体
と向き合うことができます。

介護職
【勤続5ヵ月】
大竹 優華さん

介護職
介護福祉士
【勤続5ヵ月】

荒川 健人さん

大好きなフラは現在も続けています。
昨年は浅草のフラフェスにも参加しました

将来の夢はよりそう介
護を

提案できるケアマネージャー

ときわ会グループは今年で創立40周年を迎
えました。現在は８つの法人、39事業所を展
開しています。確かな歴史と、約1800人もの
豊かな人材が揃っていることで、各分野の職
種に合わせたキャリアアップ体制が構築され
ています。様々な職種があるため、自身の専
門分野にとらわれない、広い知見を身につけ
ることもできます！

今年で創立40周年
グループ経営の強み

メディカルフィットネスで
自分メンテナンス！

ほっと一息つける
オシャレなカフェが隣接

どんな職場？？？

Point
2

12

「休憩中はしっかり休みたい」「おいしいコーヒーでも飲み
ながら、楽しく打ち合わせをしたい」そんな思いにこたえる
素敵なカフェが目の前にあ
ります。ときわ会グループで
運営しているため、福利厚
生として利用できるのも魅
力です。
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大熊町町長

吉田　淳さん

地元就職
応援ガイドブッ

ク

SOSO
 JOB!! 高校生のため

の

基本的な業務に加え、近年では東日本大震災からの復興へ
向けたまちづくりを推進しています。また、「ゼロカーボンビ
ジョン」などを通じて町内外の皆さんに興味を持ってもらえ
るような特色あるまちづくりに取り組んでいます。

先輩の声★Interview公務

町　名 大熊町役場
所在地 〒979-1306　双葉郡大熊町大字大川原字南平１７１７
電話/FAX TEL：0240-23-7597　FAX：0240-23-7843
職員数 133人（令和３年４月１日現在）
WEB https://www.town.okuma.fukushima.jp/

業務内容
・住民票や税金などの
　取り扱い業務
・福祉、教育、子育ての業務
・施設の整備、
　まちづくりに関する
　計画の策定など

福島県浜通り地方の中央部に位置する大熊町。震災と原発事故から12年が経過し、町で
は多くの方々のご支援をいただきながら復興に向けて取り組んでいます。中心部だった地
域に新たな拠点を整備し始めたり、持続可能なまちづくりへの取り組みとしてゼロカーボ
ンを推進するなど、大きな節目となっています。このように国内でもなかなか経験できな
い事業に携わるチャンスが豊富です。ぜひ、興味を持っていただければと思います。

復興の最前線で
　　　活躍できる職場です

大熊町役場
Webも
Check︕

代表者
Message

DATA
新しい仕事に取り組めるチャンス！
故郷のまちづくりに取り組めるのが魅力で入庁し、
現在はゼロカーボン推進課で「ゼロカーボンビジョ
ン」という計画をもとに、公共施設への再生可能
エネルギーシステムの導入や環境に優しい住宅や自
動車への

補助制度を作るなど、国内でも先進的
なゼロカーボンのまちづくりを推進して
います。町内外の方にどうしたら興味
を持ってもらえるか、実際に住んで
もらえるかを考えることは大変で
すが、自分が関わった施設や制
度に対して反応をもらえた時には
誇りとやりがいを感じます。復興の
最前線、モデルケースとしてみんな
に自慢ができるような職場です。

新庁舎を見て、地元への貢献を決意
東京で銀行に就職しましたが、帰省した時に新庁
舎を見て、地元の復興に携わり、貢献したいと願
い入庁しました。担当する「出納」を一言で表現
すると、現金の管理のことで金庫番の仕事です。
各部署の費用支出に対する適正審査や日々行われ

る入金・出金をモニターして町の預金口
座を管理し、すぐに使わない現金は金
利の良い手段で運用するなど、より効
率的な資金運用を指向します。責任
重大ですが、仕事を通して町のお
金がどのように使われているのか
を知ることができるので学びの
毎日です。職場は温かい雰囲気
で、町の変化を間近で実感でき
るのも楽しいです。

東日本大震災の影響による復興はまだまだ途中で
す。役場庁舎のある大川原地区を拠点に今後は町の
中心部である下野上地区の整備が本格化する予定
なので、ゼロからまちづくりに関わることができます。

ゼロカーボン推進課
ゼロカーボン推進係
【勤続6年】
佐藤　和宏さん

出納係
【勤続2年】

泉田　夏海さん

2020年の「ゼロカーボン宣言」により二酸化
炭素の排出ゼロを目指し、「創る・巡る・贈る」
をスローガンに持続的なまちづくりに取り組
んでいます。公共施設への再エネシステムの
導入や各種補助制度の創設などに加え、超
小型電気自動車によるカーシェア事業なども
展開しています。

宣言後の事業を推進！
ゼロカーボンの先進地

まだまだこれから。
最前線で復興の力に！

どんな職場？？？

Point
2

Point1

13

町のお金の動きがわかる
有意義な仕事です！

復興やさまざまな事業に
関われることが幸せです。

震災からの復興と、
その先のまちづくりへ！

思いを一つに

まちづくりに

取り組んでい
ます

相双地域は東日本大震災と
原発事故により、多くの
方々が避難生活を
余儀なくされました。

現在は、避難指示の解除等によ
り、住民の帰還が進んでいます
が、復興はまだ道半ばです。各自
治体では帰還に向けた整備を進
めるほか、移住・定住を促進する
など、新たなまちづくりに取り組ん
でいます。

役場の業務は、窓口業務、税金、生活支援、環境、防災、
教育、産業振興、土木、水道、議会、広報、財政、選挙事務
など幅広く、様々な経験を積むことができます。

福島県町村職員採用情報
https://www.fukushima-choson-recruit.jp/

被災市町村職員募集案内
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01145a/

相双地域の各自治体では
復興やまちづくりに共に取り組む
職員を募集しています。
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知っておきたい

就職活動を始める前に

就職活動の基礎知識

働く目的を考えてみよう やりたい仕事って
なんだろう

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

就職までのスケジュール
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

求人票の見方
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

面 接 対 策

ここが大事！

ハキハキと元気に答えよう

素直に、正直に自分の言葉で

志望動機は前向きに

言葉づかいに注意、丁寧に！

相手の話は目を見てよく聞いて

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

就職活動は何のためにするのでしょうか。
収入を得るため、社会に貢献するため、自分
自身が成長するため…。これから多くの時間
を働いて過ごす人生の中で、自分にとっての
働く目的を真剣に考えてみましょう。

興味を持っていることや好きな
ことは何ですか？自分の希望や
理想イメージに合った会社があるか調べた
り、先生・家族・先輩に相談するのもいいで
すね。就職後のことを考えるのも重要！

求人票は、皆さんがその企業に入社した際に受けられる労働待遇について書かれた書類です。就職後
に思っていた条件と違っていたということがないように、応募前に必ず目を通しておきましょう。

高校3年生の1学期の終わりが近づく7月上旬には、いよいよ就職活動がスタートします。求人票が公開
され、9月に入社試験が開始されます。就活に向けて計画を立ててしっかりと準備しましょう。

1

4

5
6

2

3

　「有期雇用派遣」、「無期雇用派遣」
□職種・仕事内容／入社後に従事する仕事内容
□就業場所／採用後に実際に働く場所
□就業時間／複数の時間帯が記載されている場合
　は、どの条件か確認しましょう
□時間外／早朝出勤や残業による時間外労働

●自己分析をしよう
　・自分の長所・短所や得意な事、興味ある事など
●どんな仕事に就きたいかについて考えてみよう
●興味・関心のある企業を調べてみよう

●三者面談スタート、先生や保護者とも相談しよう
●応募前職場見学で働くイメージを高めよう
●応募先を選んで、8月中旬からの校内選考を経て
　8月下旬には企業1社に決定

●希望企業に履歴書などの応募書類を提出
●入社試験に向けて、面接の練習や試験対策をはじ
　めよう

●面接や筆記試験、適性検査、作文など、準備して
　きたことを本番で発揮しよう
●10月以降は2社まで複数応募できるので、内定が
　もらえなくても焦らずに

第一印象も大切です。髪型や制服のしわ・
汚れ、靴の汚れなど身だしなみを整えて。姿
勢良く、焦らずに誠意を伝えて。

□雇用形態／「正社員」：直接雇用でフルタイム、
　「正社員以外」：臨時社員・契約社員・嘱託社員、

2 仕事の情報

□賃金形態／「月給」「日給」「時給」「年俸」の4種
□通勤手当／通勤手当の有無・条件
□賞与／賞与の前年度実績
□手取り額／支給される総額から税金や社会保険
料を差し引いた金額
□昇給／入社後1年間の昇給回数と昇給金額
□休日等・有給休暇／休日制度と年間の有給休暇
の取得可能日数

3 労働条件等
□当社を志望した動機を教えてください
□学校生活で頑張ったことは何ですか？
□あなたの長所と短所は何ですか？
□入社後はどんな仕事をしたいですか？
□最近気になったニュースは何ですか？
□あなたの趣味や特技を教えてください
□所属していた部活動で学んだことについて教えてください

□入社への意欲
□コミュニケーション能力
□適性
□第一印象・人柄

□選考日・複数応募／選考日と複数応募の可否
□応募前職場見学／応募前職場見学の可否

4 選考

会社側から特筆して伝えたい情報
5 補足事項・特記事項

過去3年分の応募者数、採用者数、就職者数実績
6 求人連絡・推薦数と採用・離職状況

□事業所名　□所在地　□代表者名　□従業員数
□事業内容・会社の特徴／主として取り組む事業内
容、会社の持つ特徴・強みが記載されています。

1 会社の情報

高2～高3の1学期 就活のウォーミングアップ

7月1日 学校に求人票が届く

9月5日 企業に応募書類を提出

9月16日～ 選考開始

内 定

内定がもら
えたら

　残り少な
い高校生

活を

　有効に
過ごしまし

ょう！

目的を明確にしよう！すぐに答えが
でなくても、自分の将来のために！

面接のポイント
面接で聞かれる質問例

面接官が見ているポイント

★質問例を参考に、しっかり準備しましょう。

★普段から意識しましょう。

　　 話始めるのは　　面接官の質問が　　 終わってから　一拍置いてからに　　 しましょう！

　　　自分自身の
　　　ことをよく知って
何にやりがいを感じるか
　　 を考えよう

求人票の一例
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福島県内事業所への就職に関するお悩みに、専
任の相談員が親身になってお応えしますので、
ぜひご相談ください。
また、就職活動に役立つセミナー情報、イベント
情報、希望する職種に必要なスキルを身につけ
るための職業訓練な
ど、最新の情報を提
供しています。

ハローワークでは相双地区の企業情報の提供と就職相談を行っています。
就職や転職を目指す人々に対して職業紹介や求職相談、
雇用保険の手続きといったサポートを無料で行っています。

相双地区のハローワーク

ハローワーク相双 ハローワーク相馬

管轄区域：南相馬市・相馬郡のうち飯舘村 管轄区域：相馬市・相馬郡のうち新地町

ハローワーク富岡 浪江町地域職業相談室

管轄区域：双葉郡

URL
https://f-ouencenter.com/

向いてる
仕事って

なんだろ
う？

作物、果樹、花などの栽培や家畜の
飼育などを行う。ロボット技術やICT
を活用したスマート農業の導入も進
んでいる。

　「業種」とは事業の種類のことで、その企業が携わっている分野のことを指します。世の中には様々な業種があり
ますが、自分のやりたいこと、得意なことを明確にし、志望する業種に合っているかどうかを考えることが大切です。
　ガイドブック内で紹介している以下８業種以外にも、運輸業、情報通信業、電気・ガス・熱供給・水道業、不動産
業など、様々な業種がありますので、興味のある業種を調べてみましょう。

農 業
住宅やビルなどの建物の建築のほ
か、道路やダムなどのインフラ設備
の建設を行う。携わった仕事が形に
なるため達成感が得られやすいとい
う特徴がある。

原材料などを加工し、機械、金属製
品、電子部品、衣類、食料品など、
様々な製品の開発・生産を行う。

製造業
預金の取扱いや融資などを行う銀
行・信用金庫のほか、保険会社・証
券会社・消費者金融などがある。
様々な業界と密接な関わりを持ちな
がら経済を支える仕事。

金融業

建設業

メーカーや卸売業者から仕入れた商品を
消費者に販売。百貨店やスーパー、コン
ビニエンスストア、ホームセンターなどの
ほか、実店舗を持たないインターネット等
による通信販売や移動販売も含まれる。

小売業
主にホテルや旅館において、様々な
サービスを提供。フロントなどの接
客業務のほか、調理や清掃など、仕
事は多岐にわたる。

宿泊業

主に医療機関や介護施設などで患
者や要介護者等のケアを行う。医
師、看護師、理学療法士、介護福祉
士など様々な職種があり、資格や専
門知識を必要とする仕事が多い。

国や地方公共団体の機関に勤務し、
公共サービスを担う。役場職員や公
立学校の教員、消防士、警察官、自
衛官など多様な職種がある。

公 務医療・福祉

仕事選びのポイント
自分のやりたいことから選ぶ！ 自分のできることから選ぶ！

募集の条件や職場環境から選ぶ！

アクセス

〒975-0032　南相馬市原町区桜井町1-127

所 在 地

月曜日～金曜日　8：30～17：15　休日：土・日・祝日・年末年始

利用時間

TEL FAX0244-24-3531 0244-24-3532

●原町駅より徒歩約7分
アクセス

〒976-0042　相馬市中村1-12-1

所 在 地

月曜日～金曜日　8：30～17：15　休日：土・日・祝日・年末年始

利用時間

TEL FAX0244-36-0211 0244-37-2376

●相馬駅より徒歩約3分

アクセス

〒979-1111　双葉郡富岡町大字小浜字大膳町109-1

所 在 地

月曜日～金曜日　8：30～17：15　休日：土・日・祝日・年末年始

利用時間

TEL FAX0240-22-3121 0240-21-0107

●富岡駅より徒歩約12分
アクセス

〒979-1513　双葉郡浪江町大字幾世橋字芋頭5-2（サンシャイン浪江内）

所 在 地

月曜日～金曜日　9：00～16：00　休日：年末年始

利用時間

TEL FAX0240-34-2416 0240-35-5218

●浪江駅より徒歩約13分

〒975-0007　南相馬市原町区南町1-1　松本ビル2階
月曜日～土曜日　10：00～19：00　休日：日・祝日・年末年始
TEL 0244-23-1239

南相馬事務所

〒979-1111　双葉郡富岡町小浜553-2　富岡合同庁舎2階
月曜日～金曜日　9：00～17：00　休日：土・日・祝日・年末年始
TEL 0240-23-7880

富岡事務所

ふくしま生活・就職応援センター
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相双地区には最先端の技術を持ったハイテク企業から、
地元密着の歴史ある企業まで、魅力あふれる企業が多く集まっています。
県や市町村のWEBサイトで紹介していますので、ぜひご覧ください。

相双地区の企業紹介WEBサイト

ふくしまＷＯＲＫナビ
高校生と大学生向けに県内企業の魅力を伝
えるための企業情報サイトです。福島で働く
魅力を業種別に動画で公開しています。企
業のリアルな情報を得ることが出来ます。
ぜひ、ご活用ください。

URL
https://www.fwork-navi.com/

ふくしまのしごと、みてみよう
相双地区をはじめ、福島県の魅力あふれる
企業の紹介を社員のインタビュー等を交え
て動画で紹介しています。「こんな仕事もあ
るのか」など、新しい発見がきっといっぱい
あるはずです。

URL
https://www.pref.fukushima.lg.jp/
site/movie-now/list476-1851.html

福島県北・相双地域若者サポートステーション
「働くこと」に悩んでいること、困ってい
ることをお聴きし、就職までの道筋を一
緒に考え、一人ひとりに合わせたサポート
をご提案しています。

URL
https://fss.beans-fukushima.or.jp/

福島の今を知る動画スペシャルサイト

就職関係機関、企業など様々な分野とリンクし、
あなたの就職に役立つ情報をご提供します。
すべてのサービスを無料でご利用いただけます。

ふるさと福島就職情報センター

Twitter

主なサポートメニュー主なサポートメニュー

就職相談
専任のキャリアカウンセラーがあな
たの就職・転職・再就職に向けた相
談に応対します。ひとりで考え込ん
だりせず、まずはお気軽にご相談く
ださい。電話・メールによる相談も
受け付けています。

就職活動や就労環境等において、心
理的な問題や課題を抱えている方を
対象に、心理カウンセラーによるカウ
ンセリングを行っています。

各種情報の提供

就職情報は鮮度が一番。県内企業
の情報や、関連施設・セミナー情報
など就職活動に役立つ情報を常に
新しく豊富にご提供できます。

イベント・セミナー
『業界研究セミナー』や『マッチング
面談会』など、企業と出会えるイベン
トを企画・実施します。またその情
報を求職者や求人を募集している企
業に発信します。

定着支援・
フォローアップ

あなたの仕事を応援します！職場で
の人間関係など、仕事を続ける上で
の悩みにも、カウ
ンセラーがお応
えします。

職業紹介

企業情報

イベント情報

セミナー情報

専門の求人開拓員が開拓した
福島県内の求人を紹介しま
す。求職者からの希望に応じ
て求人の開拓も行います。ま
ずは、就職相談にお越しいた
だき、気になる業界や職種な
どをご相談ください。

応募書類アドバイス・
面接練習

履歴書、職務経歴書、ESなど
の書き方や、面接練習など、
経験豊富なスタッフが効果的
な就職活動へのきめ細かなア

ドバイスを行い
ます。

アクセス

東京窓口・相談部門 （福が満開、福しま暮らし情報センター）
  福島県版ハローワーク

福島での就職活動や移住に関するご相談に応じています。

〒100-0006　東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8階　ふるさと回帰支援センター内

所 在 地

火曜日～日曜日　10:00～18:00
※祝日・お盆休み・年末年始は除く

利用時間

TEL FAX03-3214-9009 03-6269-9885
MAIL fturn-soudan@pref.fukushima.lg.jp

●JR山手線・京浜東北線……有楽町駅（京橋口・中央口銀座側）より徒歩1分
●有楽町線……………………有楽町駅（D8）または銀座一丁目駅（2）より徒歩1分
●丸ノ内線・銀座線・日比谷線…銀座駅（C9）より徒歩3分
●千代田線・都営三田線…………日比谷駅（D8）より徒歩5分

アクセス

福島窓口（ジョブカフェふくしま）

〒960-8053　福島市三河南町1-20
コラッセふくしま2階

所 在 地

月曜日～土曜日　10:00～19:00
※祝日・年末年始は除く

利用時間

TEL FAX024-525-0047 024-533-4115

●東北新幹線・東北本線・奥羽本線…JR福島駅西口より徒歩3分
●東北自動車道…………………………福島西IC、飯坂ICから車で約15分
●コラッセふくしま有料駐車場………30分まで無料、以降30分毎100円
　　　　　　　　　　　　　　　　（共通駐車サービス券が使用可能）

心理カウンセリング 福島窓口
のみ

就職後も サポート！
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URL
https://www.pref.fukushima.
lg.jp/w4/wlb/

進学や就職で福島県外へ一度出た方で相双地区に戻って仕事に就きたいと思われる方。
また、起業して地元に貢献したいという方に向けて、福島県では情報を発信しています。

Uターン・起業への支援

ワーク・ライフ・バランスの実現や積極的な若者の採用に向けて、
国や福島県は認証制度を設けています。

働きやすい職場づくり

福島県次世代育成支援企業認証制度
仕事と育児の両立支援に積極的に取り組む中小企業や、仕事と生活のバランスが取れる働きやす
い職場環境づくりに向けて、総合的な取組みを行っている企業を県が認証する制度で、下記の2
種類があります。

URL
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-
roudoukyoku/newpage_00448.html

「仕事と生活の調和」推進企業認証 「働く女性応援」中小企業認証

イクボス宣言
職場でともに働く部下のワ－ク・ライフ・バランスを考え、その人のキャリアと人生を応援しなが
ら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司（経営者・管
理職）として、上司自らが宣言することです。福島
県では、事業所からの「イクボス宣言」を広く募集
し、宣言企業として紹介しています。

福島県内のユースエール認定企業
「若者雇用促進法」に基づき、若者の採用・育成
に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良で
あると厚生労働大臣が認定した企業です。

URL
https://www.f-turn.jp/

Fターンサイトは、福島県への就職を希望する方向けの就職支援ウェブサイトです。県内企業の求
人や各就職イベント情報など、福島県への就職・転
職活動に役立つ情報を提供しています。

Fターンサイト福島県へのU・I・Jターンサポートサイト

URL
https://f-bizsta.jp/

福島県では県・市町村を始め、創業支援機関が各地にあり、起業希望者を強力にバックアップし
ています。創業支援サイト「ビズスタ」では、県内の「創業」に関する様々な情報を掲載すること
で、福島県内における創業者を情報提供の視点か
らバックアップします。

ビズスタふくしま

相双地区の情報発信WEBサイト

福島県移住ポータルサイトふくしまぐらし
温暖な浜通り、四季鮮やかな中通り、歴史
と伝統の会津地方。ふくしまで新しい生活
を始めた方々の暮らしぶりを通して福島の
魅力を再発見できます。

URL
https://www.fukushima-iju.jp

みなみそうま就職ナビ
南相馬市内には高い技術力や優秀な人材を持
つ、魅力的な企業が存在します。それらの企業
を紹介すると共に、求人情報やイベント情報、
南相馬市の魅力を発信しています。

URL
http://msjobnavi.jp/

未来ワークふくしま
浜通り地域を中心とした福島12市町村の移
住情報サイト。理想の働き方と暮らしを、
様々な情報発信を通して応援しています。
求人情報も掲載しています。

URL
https://mirai-work.life/
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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

〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町1-30 （南相馬合同庁舎1階）
TEL：0244-26-1142　FAX：0244-26-1120 

2022年12月発行

“魅力”いっぱ
い！ そうそうの“未来

”
地元就職
応援ガイドブッ

ク

SOSO
 JOB!! 高校生のため

の

詳しくは
中面を見てね

 わたしの

夢が地元で
も

叶うかもっ
!

相双の企業紹介＆就職ノウハウ満載の一冊!!

働く先輩の

メッセージが

参考になるね
！

地元でも
チャレンジが
できるんだ！

地元から
世界も夢じゃない!？


