
地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

相双 1 株式会社　サンテック 南相馬市原町区北原字巣掛場69
＜マシンオペレーター・組立検査　（電気器具製造）＞
①製造設備（自動機）のオペレーション研修、基板またはユニットの
組立・調整・検査の体験

相双 2 株式会社 Ｆｉｖｅ－Ｓｔａｒ 南相馬市原町区北原字境堀245
＜コンビニ店員＞
①ビデオによる研修（お客様に愛されるお店つくり）、接客全般（あ
いさつ・清掃・レジ業務・商品の補充・陳列等）

相双 3
宍戸青果　株式会社
スーパーシシド　相馬リボン店

相馬市中村字塚田9
＜生鮮食品販売・レジ係＞
①生鮮食品の商品化・パック詰め・陳列・接客販売、レジ操作

相双 4 ソマ　株式会社 相馬市柚木字一ノ坪86
＜製造業　貴金属宝飾品製造＞
①ネックレスチェーン組立、指輪の仕上げ（研磨）、ロー取り

相双 5 株式会社　藤加工所 南相馬市鹿島区永田字永田48

＜現場製造員　ゴム引布加工製造＞
①発電所用ゴム製造の接着加工、ゴムボードの制作加工（手作業・力
仕事は無し）②初心者でも丁寧に指導しますので安心して体験してい
ただけます

相双 6 株式会社　マツモト 南相馬市原町区高見町1丁目160
＜ガソリンスタンドスタッフ・設備工事・燃料配達＞
①ガソリンスタンドでの受注・給油・洗車・オイル交換等、ガス・水
道設備工事、軽油・灯油の配達

相双 7
合同会社　森の風商事
（ローソン）

a)相馬栗津店（相馬市栗津字栗津24-
1）
b)相馬日下石店（相馬市日下石字一北
田296-1）
c)原町南町店（南相馬市南町4丁目14）

＜コンビニエンスストアの業務全般＞
①コンビニエンスストアの諸業務（レジ接客・清掃全般・品出し等）

相双 8 株式会社　福装２１鹿島ファクトリー 南相馬市鹿島区寺内字本屋敷1-1
＜ソーイングオペレーター（婦人服）＞
①アパレル業界の中での縫製工場の位置づけと魅力紹介、基本的な製
造知識と技術を体験

相双 9 株式会社　相馬石材センター 南相馬市鹿島区横手字北ノ内108
＜一般事務＞
①ＰＣを使用して戒名・コーム取り、現場にて拓本とり（現場が有る
場合のみ

相双 9 株式会社　相馬石材センター 南相馬市鹿島区横手字北ノ内108
 ＜現場作業員（石材工事）＞
①墓石現場・外構工事現場にて作業補助

相双 10 株式会社　北洋舎クリーニング 南相馬市原町区南町2丁目163
＜カウンター業務・仕上がり品組み合わせ作業＞
①カウンター業務（タグ付け・検品・受渡）又は仕上がり品組合せ作
業

相双 11 株式会社　江井鋳造所 南相馬市小高区上浦字中村迫436
＜鋳造作業＞
①鋳物ABC（鋳造の基礎・市場・作業の流れ等）、実作業（造型・注
湯作業補助・鋳仕上）②作ることが好きな方はぜひ体験してください

相双 12 株式会社　坂内セメント工業所 南相馬市原町区上渋佐字原田141
＜製造工員（コンクリート二次製品）＞
①型枠の組立・分解・製品の成型仕上げ・鉄筋加工・出荷検査等

相双 13
株式会社ロンデン
明光義塾原町教室

南相馬市原町区旭町1-20　2Ｆ
＜サービス業（学習塾）副教室長・講師＞
①職場の見学、授業のサポート（小・中・高生）、生徒とのコミュニ
ケーション

相双 14 株式会社　川村自動車販売 南相馬市原町区下高平字御屋敷268-1
＜自動車販売・自動車整備＞
①自動車洗車、構内美化活動、自動車回送、整備見学、来客対応アシ
スタント、電話対応アシスタント等

相双 15 しが動物病院 南相馬市原町区錦町3丁目86-10

＜診療助手＞
①見学、雑用（入院室そうじ・洗濯）（くすりの準備・片付け）
　事務助手（書類の整理）
②動物アレルギーの方はご遠慮ください。

相双 16 株式会社　でんきや 南相馬市原町区本陣前二丁目114-2
＜電気工事業・家電卸・販売業＞
①市の公共事業・一般家庭電気工事（アンテナ・エアコンの設置等々
②受注状況に応じて、実習内容に変更があります。

相双 17 ロイヤルホテル丸屋 南相馬市原町区旭町2-28
＜ホテル・サービス業＞
①ルーム清掃・備品補充等

相双 18 株式会社　三恵クレア 南相馬市原町区国見町二丁目84番地

＜縫製全般（生地裁断、縫製、検品等）＞
①経験者：経験や技量に沿った実習。未経験者：簡単に出来る自動機
による作業やアイロン付け等。②初めての方でも簡単な作業もありま
すので、服飾に興味のある方はお気軽に挑戦してください。

相双 19 よつば保育園 南相馬市原町区西町2丁目34-1
＜保育士＞
①保育助手(子どもたちに対しての保育サポート)

相双 20 株式会社　菅野漬物食品 南相馬市鹿島区鹿島字町130

＜製造＞
①ライン上に流れてきた製品の箱詰め、半製品を計量してカップ詰
め・袋詰め、機械または刃物を使用して野菜カット、ライン上に流れ
てきた漬物の選別作業の内、いずれかを体験していただきます。

相双 21 株式会社　相馬の里 南相馬市原町区日の出町300
＜看護職・介護職＞
①入浴介助・レクリエーション・食事介助
②見学だけでも可能です。お気軽にお越しください。



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

相双 22 特別養護老人ホーム　長寿荘 南相馬市原町区小川町409番地

＜介護職＞
①介護体験（利用者とのコミュニケーション、食事・入浴・排泄等介
助）
②家庭的な雰囲気の中で安心して生活していただけるよう、食事や入
浴などの日常生活をサポ－トする特別養護老人ホームです。スタッフ
は利用者皆様の身近な存在として、お一人おひとりの暮らしを笑顔
いっぱいでサポートしております。

相双 23
株式会社　シンエイ 小規模多機能
ホーム　さくらデイサービスステー
ション　スマイル

南相馬市原町区上太田字陣ヶ崎201
＜高齢者介護＞
①介護全般
②見学だけでも歓迎です。元気があれば年齢は問いません。

相双 24 NPO法人　さぽーとセンターぴあ

南相馬市原町区上渋佐字原田94番地の4
a)デイサポートぴーなっつ（原町区）
b)自立研修所えんどう豆（原町区）
c)自立研修所ビーンズ（鹿島区）

＜障がいサービス支援員＞
①利用者とのコミュニケーション、レクリエーションや作業体験、職
員の補助

相双 25 NPO法人　あさがお 南相馬市鹿島区鹿島字上沼田120-1
＜障がい者施設での職業指導員、生活指導員＞
①作業体験（利用者とともに資源回収、メール便配達）、利用者との
コミュニケーション、障がい者への支援補助

相双 26 有限会社　エコアグリ 南相馬市原町区上高平字川原460-6
＜ネギの生産・加工＞
①ネギの根切り、ネギの出荷調整

相双 28 株式会社リガインターナショナル 南相馬市原町区桜井町1丁目278
＜ウエットスーツ製造業＞
①ウエットスーツ及びその関連するグッズを製造する仕事

相双 29 伊達物産株式会社 相馬市玉野字副霊山374-1

＜食肉（鶏肉）の加工業務＞
①生鳥の懸鳥（鳥を掛ける作業）・鶏肉の加工業務・鶏肉製品の箱詰
（もも肉・むね肉別に段ボール箱詰）
②就業時間は8：00～17：25ですが、実習時間の変更対応可能です。

相双 30 株式会社ハヤシ製作所 相馬郡飯舘村臼石字町25番地

＜製造業＞
①工作機械のオペレートです。ＮＣ旋盤へ加工ワークを取り付け、加
工し製品の品質を評価してもらいます。
②はじめは基本的な作業手順の実習となります。

相双 31 特別養護老人ホーム　福寿園 南相馬市原町区高見町二丁目70番地

＜介護業務の見学・体験＞
①・ご利用者とのふれあいや見守り
　・食事、排泄、入浴介助など介護業務全般
②笑顔がある、心と心のふれあいがある　安心とゆとりある総合老人
福祉施設です。
敷地内にあるグループ施設の見学も可能です。
・ケアハウスさくら荘
・福寿園デイサービスセンターなど
初心者でも安心。お気軽にご相談下さい。

相双 32 株式会社　フローラ
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二丁目30-6）

＜冠婚葬祭業・冠婚葬祭に係る前払式特定取引業＞
①フロント：結婚式や宴会の準備、お客様のお出迎え・お見送り等

相双 32 株式会社　フローラ
ウエディングパーク　相馬フローラ
（相馬市馬場野字福迫391-2）

＜冠婚葬祭業・冠婚葬祭に係る前払式特定取引業＞
①集金事務：互助会会費の集計や集金の台帳付け等

相双 32 株式会社　フローラ
フローラ　メモリアルホール原町
（南相馬市原町区高見町二丁目137-1）

＜冠婚葬祭業・冠婚葬祭に係る前払式特定取引業＞
①フロアスタッフ：フロアの受付・ご案内係、
　メイド（給仕）：お客様にお料理を運びセッティング・片付け。ご
法事の客様のお出迎え・お見送り

相双 32 株式会社　フローラ
福島本部
（南相馬市原町区高見町一丁目297）

＜冠婚葬祭業・冠婚葬祭に係る前払式特定取引業＞
①事務：書類のファイリング、備品の整理、簡単な事務作業

相双 33 有限会社　藤原新聞店 南相馬市原町区旭町三丁目30番地
＜新聞販売業＞
①新聞配達、集金、営業
②全ての業務、もしくは希望する業務のどちらでも可

相双 34
社会福祉法人　竹水会
特別養護老人ホーム 竹水園

南相馬市原町区長野字南原41番地
＜高齢者介護＞
①介護体験（入居者とのコミュニケーション）、職員の補助（レクリ
エーションの手伝い）

相双 35
神明畜産株式会社
川内ファーム

双葉郡川内村大字上川内字柳橋502-13

＜豚の繁殖・飼育＞
①豚の飼育、豚舎の清掃
②「一度やってみたかった」「農場で働きたい」など、初めは興味か
らスタートでも大歓迎です。
子どものころ、飼育係がキッカケで動物が好きになったことや、動物
の世話が好きだったことなどを思い出して体験してみませんか？
経験や資格がなくても心配ありません。
周りのスタッフが現場でしっかりと指導するので、安心してお越しく
ださい。
分からないことは遠慮なく、一つ一つ聞いてみてください。
広～い農場で、自然と四季を感じながら、のびのび体験してみてくだ
さい♪



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

相双 36 バリュー・ザ・ホテル広野 広野町大字上北迫字岩沢29-130

＜フロント・接客＞
①フロントにおけるチェック・インおよびOUT業務を中心に接客業務を
行っていただきます。
②地元に帰って来るにあたり、住まいはホテルに住んで頂くことも出来
ます。朝食・夕食は無料でご利用頂けます。

相双 37 株式会社　KiMiDoRi 双葉郡川内村大字下川内字松川原11

＜植物工場内での生産に携わる業務＞
①a)生産に関する業務
　・種まき～育苗に関する作業（軽作業）
  ・定植～収穫に関する作業（強度中程度）
　b)出荷に関する業務・野菜梱包に関する作業（軽作業）
　c)出荷に関する事務及び一般事務
②年齢不問、未経験者大歓迎です。 快適な室温と職場環境で明るく
楽しく働いてみませんか。

相双 38 社会福祉法人　車輪梅 南相馬市原町区橋本町4丁目15-3番地

＜介護職＞
①利用者（高齢者）の方との会話や見守り、お茶出し、食事の配膳、
レクリエーションへの協力、入浴・食事・排泄等介助の補助
②施設内は広く、ゆったりと過ごせる所です。

相双 39 株式会社　福装21　相馬ファクトリー 相馬市成田字大作240
＜ソウイングオペレーター＞
①洋服の出来上がる迄の課程、これからの縫製工場の未来像、ミシン
の基本操作、簡単なパーツつくり実践

相双 40 株式会社　菊池製作所 相馬郡飯舘村草野字向押25-1
＜製造業＞
①製品のバリ取り、製品の仕上げ検査

相双 41 タニコー株式会社福島原町工場 南相馬市原町区北原前山142
＜製造工＞
①業務用厨房機器の組み立て作業

相双 43
社会福祉法人　相馬福祉会
特別養護老人ホーム相馬ホーム

相馬市小泉字高池718番地
＜介護職＞
①介護業務全般（利用者との会話・見守り、下膳・配膳、掃除、レク
リエーションの補助、入浴・食事等介助の補助）

相双 44 東亜リース株式会社 南相馬営業所 南相馬市鹿島区川子字滝沢153番地
＜営業、整備＞
①整備（重機、車両の整備、点検）

相双 44 東亜リース株式会社 南相馬営業所 南相馬市鹿島区川子字滝沢153番地
＜営業、整備＞
①営業（ユーザー確保）

相双 45
社会福祉法人　報徳会　中村報徳保
育園

相馬市中村字大手先31-2
＜保育士＞
①保育士の仕事介助（ミルク、オムツ交換など子どもの年齢にあった
生活習慣が身につくように接していただきます）

相双 46 有限会社　ライト印刷 南相馬市原町区北新田字信田370-1
＜オペレーター＞
①イラストレーターやフォトショップを使用して、印刷物対応の版下
作成業務

相双 47
社会福祉法人南相馬福祉会 グループ
ホーム石神

南相馬市原町区大木戸字西原71番地の1
＜介護職員＞
①職員について、利用者様への軽介助、対話等

相双 48
社会福祉法人南相馬福祉会 石神デイ
サービスセンター

南相馬市原町区大木戸字西原71番地1
＜介護職員＞
①利用者の方々の入浴、食事等介助のお手伝い・利用者の方々とのレ
クリエーションや会話

相双 49 モスバーガー南相馬店 南相馬市原町区桜井町1丁目146-1
＜飲食業＞
①ハンバーガー類の製造、販売・レジ・清掃

相双 52 有限会社　東栄技工 南相馬市原町区北長野字南原田223-1
＜製造＞
①機械加工（マシンオペレータ）・検査

相双 53 ふきのとう苑 相馬市富沢字松道19番
＜生活介護員＞
①利用者とのコミュニケーション、食事介助補助、車イスの移動

相双 54 株式会社　ソフトパレット 南相馬市原町区大木戸字松島321-8
＜パソコンインストラクター補助＞
①パソコンインストラクターの補助（一般、シニア）、資料作成、来
客対応、電話対応

相双 55
株式会社　ユニクロ
ユニクロ原町店

南相馬市原町区北原字境堀261
ビアフレスコ内

＜ユニクロ店舗における店舗運営＞
①商品の準備・売り場出し、清掃、研修

相双 56 株式会社 メイコーFBセンター 双葉郡広野町大字上北迫字岩沢1-2
＜製造＞
①生産設備へのワークの投入・取りだし・運搬、生産工程での中間検
査、完成品最終検査

相双 58 株式会社　新地アグリグリーン 相馬郡新地町駒ヶ嶺鹿狼11-1
＜栽培管理＞
①作付・収穫、摘果・摘葉、収穫時選別もあります
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相双 59 医療法人社団　養高会　高野病院 双葉郡広野町大字下北迫字東町214番地

＜医療業務＞
①病院の仕事って何だろう？（施設見学、業務内容説明）、スタン
ダードプリコーション（標準予防策）を体験してみよう、病院の給食
に種類をみてみよう（実際に食べてみよう）、オムツってどんなも
の？、手足浴とアロママッサージをやってみよう、病棟でレクリエー
ションのお手伝いをしてみましょう、清拭って何だろう？（実際に体
験してみよう）、環境整備について学ぼう、看護師のお仕事を見てみ
よう（希望者）、実際に病院で介護を体験してみよう（スタッフと一
緒に病棟にでてみよう）

相双 60 株式会社　西友 南相馬市原町区北原字巣掛場69
＜現場作業員＞
①作業内容説明、現場見学、未経験可

相双 61 公立相馬総合病院 相馬市新沼字坪ヶ迫142

＜医療機関＞
①看護師（准看護師）（外来を中心に職場見学を行います）
看護助手(寝具支援、配膳準備等、病棟を中心に看護師の補助業務を
見学いただきます）

相双 62 ツクイ南相馬 南相馬市原町区高見町1-144-6
＜介護施設＞
①看護（バイタル測定、健康管理）、介護（ご利用者様との関わり、
入浴介助、トイレ介助）、理学療法（機能訓練）

相双 63 株式会社　コスモさくら警備保障
双葉郡広野町大字上浅見川字大谷内13-
1

＜サービス業（警備業）＞
①机上（警備業の概要説明、警備の基本動作）
　 実技（交通誘導の実技、交通誘導の現場視察）

相双 64
農事組合法人　浜通り農産物供給セ
ンター

相馬市石上字南白髭320番地

＜総合職＞
①excelを使った販売数量データの打ち込み、可能ならばグラフ化業
務、直売所の接客業務、野菜共同購入ボックスの箱詰め作業、会員用
新聞発送業務、農作業

相双 64
農事組合法人　浜通り農産物供給セ
ンター

相馬市石上字南白髭320番地
＜事務＞経理のできる方
①帳票整理や経理ソフトへの打込み等日常業務。短時間の野菜ボック
ス詰作業有。

相双 65
株式会社　アトックス　福島復興支
社

双葉郡富岡町大字本岡字赤木100番地2
号

＜清掃＞
①事務所の床・トイレ清掃及びゴミの収集、単身寮の部屋・風呂・ト
イレ・食堂等の清掃

相双 66 株式会社 キクチ

相馬市中村宇多川町17番地
フレスコキクチ
・鹿島店（南相馬市鹿島区寺内字本屋
敷33）
・北町店（南相馬市原町区北町524）
・東原町店（南相馬市原町区北原字本
屋敷186）
・相馬店（相馬市中村字宇多川町17）

＜販売＞
①商品加工、商品陳列、レジの業務でご希望に応じます。

相双 67
大内新興化学工業　株式会社　原町
工場

南相馬市原町区小浜字狐沢1番地
＜化学工業＞
①技能職（製造現場での反応、乾燥、仕上げ行程実習）

相双 67
大内新興化学工業　株式会社　原町
工場

南相馬市原町区小浜字狐沢1番地
＜化学工業＞
①技術職（工程管理、品質管理、合成実験）

相双 67
大内新興化学工業　株式会社　原町
工場

南相馬市原町区小浜字狐沢1番地
＜化学工業＞
①事務職（物流事務、清算事務、経理事務）

相双 68 株式会社　日立パワーデバイス　原町工場
南相馬市原町区下太田字小原20
もしくは　原町区下太田字川内迫548

＜製造職　（製品組立・検査）＞
①半導体素子（ダイオード）の組み立て・検査作業

相双 69 ワタナベ電建株式会社　広野事務所
a)いわき市内の現場
b)双葉郡内、田村市内

＜電気工事＞
①電気工事：現場（一般家屋）において実作業又は補助作業

相双 69 ワタナベ電建株式会社　広野事務所
a)いわき市内の現場
b)双葉郡内、田村市内

<伐採>
①伐採：現場見学又は片付け作業

相双 70
社会福祉法人　養高会
特別養護老人ホーム　花ぶさ苑

双葉郡広野町大字下北迫字東町211番地
2

＜介護職＞
①特別養護老人ホームにおける、入所者の移動補助、レクレーション
補助、見守り、話し相手
②特別養護老人ホームにおける職場内、業務を観たり、体験していた
だくと職務内容が理解できると思います。

相双 71 東北アクセス株式会社 南相馬市原町区牛来字石橋114-3

＜旅行業＞
①運転前後の点呼、車両整備と車両清掃、実際に高速便（仙台線・福
島線）に乗車する
②営業所は本社（原町区）と宮城（営）（角田市）２ヶ所あり女性ド
ライバーも従事しております。

相双 72 株式会社タカワ精密 南相馬市原町区大木戸字八方内77番地

＜製造業＞
①会社説明や工場見学の後、ご希望があれば、図面を基に、マシニン
グセンター、ＮＣ旋盤等の機械を使った金属加工や、金属部品の仕
上・検査作業を体験して頂く事が可能です。
②年齢や経験よりもヤル気がある方、大歓迎です。（女性も歓迎）
工場見学だけでも構いませんので、現場の雰囲気を感じてください。



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

相双 73 會津鉄建工業株式会社 双葉郡浪江町加倉字目倉沢25-29

＜管工事業・機械器具設置工事業＞
①１日目：業務内容の説明
    2日目：職場見学　他
    3日目：業務（溶接等）体験　他
②溶接関係の好きな方、初心者でも安心して体験していただけます。

相双 74 株式会社エイブル 双葉郡広野町大字上北迫字岩沢1-9

＜プラントエンジニアリング業＞
①・施工管理
  ・自社ソーラー発電所の建設・メンテナンス等
  ・設計体験
  ・遠隔操作ロボットの製作 及び 工事の体験
②弊社は、発電所等の各種プラント建設・メンテナンスを主な業務と
しており、受注から設計・調達・建設・試運転・メンテナンスと一貫
した業務を行っております。

相双 75 屋代薬局 南相馬市原町区桜井町2丁目379-1

＜調剤、医薬品等の小売り＞
①調剤一般の見学等（受入処方箋の打ち込み、薬のピッキング、鑑
査、薬袋の記入）小売の手伝い、清掃
②薬局での仕事を希望している方、資格はあるが、実際に働いたこと
がない方など歓迎します。
＜医療福祉＞
①調剤補助、店舗の清掃、商品の有効期限や在庫チェック
②仕事柄アクセサリーは着用しないでください。薬のシートに傷がつ
くといけないので爪は短く清潔に切り揃えておいてください。

相双 76 有限会社　熊川工業 南相馬市原町区信田沢字下信田328-3

＜土木、左官工＞
①オリエンテーション、施工現場見学、体験実習、結果報告等（感
想）
②土木、左官工に興味のある方、未経験の方でも大歓迎です。（女性
の方も大歓迎です）

相双 77 株式会社　ホンダセンターウメダ 南相馬市鹿島区鹿島字中町1

＜自動車販売整備業＞
①整備体験、接客接遇、お客様対応
②最適なクルマ選びの提案販売を通じてお客様の豊かなカーライフの
実現を目指す、地域に密着した仕事です。

相双 78 有限会社　昭陽製作所 南相馬市原町区大木戸字北西原54-12

＜製造工・事務＞
①・製造（機械操作）
　・事務（データ入力、書類作成、来客対応）
②製造、事務共に、ていねいなものづくりを目指している職場です。
少人数なので、家庭のような雰囲気もあり、緊張感もあるメリハリの
ある職場です。

相双 79 ニダック精密株式会社 相馬市柚木字一の坪105-8

＜鋳型・鋳造工＞
①・アルミ合金、鉄合金製品の鋳型又は鋳造作業、仕上、検査。
　・模型（ワックス型）の採取、組立作業
②初心者の方でも、鋳造工に興味がある方歓迎いたします。作ること
が好きな方はぜひ体験してください。

相双 80 株式会社 広栄土木
相馬市塚部字新城下194-2外
相馬市内各現場

＜土木工事作業補助＞
①・盛土、埋戻し時スコップ等での土の均し作業
   ・コンクリート打設時締固め機械のコード持ち
   ・U字溝布設時一輪車を使っての材料運搬作業
   ・型枠組立時の材料運搬作業
   ・土や砕石の運搬時の２ｔダンプの運転作業など
②初心者の方でも、やる気のある方大歓迎。
　 体を動かす事や、外での作業が好きな方も大歓迎です。

相双 81 有限会社　秀崇　広野事務所 双葉郡広野町大字折木字正木内117-2
＜警備員＞
①講義：会社概要説明、関係法令
　実技：交通誘導合図の方法、現場視察

相双 82 社会福祉法人福陽会　北町保育所 南相馬市原町区北町373-124

＜保育士補助＞
①乳幼児の保育や清掃、環境整備、制作などを体験
②保育士の先生のお手伝いをしながら、北町保育所の一日を体験。子
どものすごさを体感していただけると思います。

相双 83
グリーンレンタル株式会社相馬営業
所

相馬郡新地町駒ヶ嶺字洞山74-1
<営業職・整備>
①ルート営業・整備補助
②初心者でも歓迎。やる気のある方大歓迎。

相双 84 株式会社プリント電子研究所 双葉郡広野町大字上北迫字岩沢1-12
<製造業>
①プリント配線板製造業務、検査

相双 84 株式会社プリント電子研究所 双葉郡広野町大字上北迫字岩沢1-12
<事務兼検査>
①一般事務兼検査（品質管理補助業務等）

相双 85 福相建設株式会社　工事部
南相馬市内（弊社元請け及び下請け工
事現場）

<普通作業員・重機オペレーター・大型ダンプ運転手>
①建設機械作業の補助作業・山砂の積込み運搬 （重機運転による運
転、ダンプの運転）
②建設現場で、取得した資格を生かし一緒に仕事をしましょう。

相双 86 クリクラ相馬
南相馬市鹿島区字北畑130-6
鹿島北畑仮設事業所内

<店舗・配達スタッフ>
①資料整理及び電話対応 ・ サバ―洗浄、ボトルタンク （ 12L ) の
配達
②お客様の喜びを通して、楽しい職場環境に努めています。



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

相双 87 株式会社　緑里 双葉郡川内村大字下川内字松川原46-4

<農業>
①農作物の加工（内容は、時期によって変動します）
　一例：しみ大根の洗浄、皮むき等の処理
②「緑の里の百笑屋」です。楽しく和気あいあいと作業しています。

相双 88 ツクイ相馬馬場野 相馬市馬場野字雨田4-1

<介護>
①・送迎・入浴介助・レクリエーションなど
②お客様と直接関わるサービス業でもあります。
　技術以前に接遇面（笑顔、言葉づかいなど）が大切です。

相双 89 大丸化工株式会社　広野工場 双葉郡広野町大字上北迫字岩沢1-11

<製造作業>
①製品の検査と箱詰め作業
②女性もオペレーターとして活躍しています。
　やる気のある方であれば男女問いませんので気軽にお越し下さい。

相双 90
介護老人保健施設ベテランズサーク
ル

相馬市小泉高池319-1

<介護職>
①施設内見学、介護業務の補助（食事、利用者とのコミュニケーショ
ン、レクリエーション、車椅子移動、下膳配膳、排泄介助）等
②見学だけでも可能です。お気軽にお越し下さい。

相双 91 葵産業　株式会社　相馬営業所 相馬市程田字山田195-26

<ガス配送・機具営業>
①ガス配送、機具営業同行
　配送車に同乗し、従業員と一緒に顧客先のガス配送に同行し、販売
品目の営業活動等を見学します。
②初心者でも大歓迎！

相双 92 株式会社　東京ファッション 南相馬市原町区高見町2-29-3

＜事務員＞
①パソコン入力作業、支払いに関する書類作成、電話対応
   来客・窓口の業務（お茶出し等）、事務室の清掃
②ファッションに興味のある方。自分で創ってみたい方。
　未経験でも大歓迎。ぜひご参加ください。

相双 92 株式会社　東京ファッション 南相馬市原町区高見町2-29-3

＜縫製工＞
①婦人服の縫製
   コート、ジャケット、ドレスなどの縫製を行います。
   ミシン縫製工、またはアイロン工に従事していただきます。(立ち
仕事となります)
   ※生地の柄色を確認する為、色の識別が必要となります。
②ファッションに興味のある方。自分で創ってみたい方。
　未経験でも大歓迎。ぜひご参加ください。

相双 93 有限会社　マルヨシ
南相馬市原町区上北高平字高松387（高
松ホーム）

<調理員>
①・厨房内での業務全般をおこなっていただきます。
　・調理、盛り付け、食器洗浄をおこなっていただきます。
　・２～３人での食事提供作業です。
②これからの高齢化社会に必要不可欠な仕事です。経験の無い方でも
大丈夫。ぜひご参加ください。

相双 95 株式会社　原町サイン 南相馬市原町区北原字巣掛場56-1
＜看板製作、現場施工＞
①各種看板の製作、現場施工の見学

相双 95 株式会社　原町サイン 南相馬市原町区北原字巣掛場56-1
＜出力オペレーター＞
①出力機器の操作等

相双 96
社会福祉法人　千翁福祉会
特別養護老人ホームかわうち

双葉郡川内村大字上川内字迎原78番地

<介護職>
①【施設での介護の様子を見学】
　利用者様との接し方や介助、利用者様の様子を記録・申し送り等、
介護員の1日の流れを見て頂きます。
②実習を通して、施設での介護がどういったものなのか体験していた
だきたい。

相双 97 NPO法人　シェルパ
双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31
（楢葉まなび館内）

<支援員><ヘルパー>
①・放課後、障害のある子供の学校迎え・預かり活動。
　・通所先と自宅との送迎。
　・ヘルパー同行見学。
②現在も避難の続く双葉郡内での活動です。自分たちが気付いたニー
ズにより、地域へ発信することも必要な活動です。一緒に悩んでみま
せんか。

相双 98 フォレストホーム　株式会社 相馬市沖の内1-18-11
<調査業務>
①不動産売買に伴う調査等を行っていただきます。

相双 98 フォレストホーム　株式会社 相馬市沖の内1-18-1
<販売業務>
①不動産売買に伴う販売活動を行っていただきます。

相双 99
社会福祉法人　川内村社会福祉協議
会

双葉郡川内村大字下川内字坂シ内133-5

<通所介護>
①介護業務全般
 ・食事、排せつ、入浴介助の補助
 ・レクリエーションの補助
②保健・福祉・医療の複合型施設で、村内で唯一のデイサービスで
す。比較的元気な高齢者の方が利用されています。



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

相双 100 環境テクノ株式会社 南相馬市原町区深野字入龍田117-4

<ユニック運搬見学>
現場見学（除染測定作業の現場見学が中心となっております。）
ユニック運搬作業を同乗しながら見学して頂きます。
②社員の９割以上が地元出身者。安心して働ける職場です。業務は初
心者でもできる内容です。

相双 100 環境テクノ株式会社 南相馬市原町区深野字入龍田117-4

<仮置き場出入庫管理業務>
①現場見学（除染測定作業の現場見学が中心となっております。）
出入庫の管理業務（線量の計測・バーコードでのデータの読み込み・
全体作業を知る）
②社員の９割以上が地元出身者。安心して働ける職場です。業務は初
心者でもできる内容です。

相双 100 環境テクノ株式会社 南相馬市原町区深野字入龍田117-4

<事務>
①除染に係る書類のファイリングおよび表計算・入力業務
②社員の９割以上が地元出身者。安心して働ける職場です。業務は初
心者でもできる内容です。

相双 101 株式会社サンエイ海苔 相馬市沖の内１丁目15-9

＜製造員＞
①工場内での製造作業（検査・梱包）
②”わたしたちは、健康で安全な自然食品を提供し、社員の幸福と社
会の繁栄を目指し、地域社会に貢献する”を経営方針とし、従業員と
共に発展を目指しております。経験の有無に関わらず、丁寧に教育を
行いますので、興味がある方はご相談ください。

相双 102 石川建設工業株式会社 南相馬市原町区大町3丁目30番地

＜現場代理人補助業務＞
①現場代理人としての業務（安全対策・工事計画・施工管理など）の
補助業務
②特に官公庁・公共機関発注の建設施工が９割を占めており、堅実的
な事業展なっています。また、女性の現場担当者もおりますので、女
性の希望者も歓迎しております。

相双 103 ブライダル&ホテル ラフィーヌ 南相馬市原町区旭町2-29

＜サービス業＞
①(1)調理補助（皿洗い・清掃・食材準備・盛り付け）
　(2)ベットメイク（客室の清掃・シーツの取り替え・備品の確認）
　(3)フロント業務（お客様対応・受付業務）
②創業明治３３年のホテル。旧さと新しさも兼ね、現代にマッチした
形態に変革をしている職場

相双 104
特別養護老人ホーム　いいたてホー
ム

相馬郡飯舘村伊丹字伊丹沢571

＜介護士・介護員＞
①介護サービス業
　有資格者：補助全般（シーツ交換・配膳・排泄・調理）
　無資格者：見学全般（掃除・話し相手・調理見学）
②避難をせず飯舘で事業を継続してきた為、社員同士の絆がとても強
くアットホームな環境で職場体験が出来ます。

相双 105 株式会社 菊池製作所　南相馬工場 南相馬市小高区飯崎字南原65-1

＜組立・加工業＞
①ロボット組立（マッスルスーツ）
　工具を使用した部品の組立作業
②大手メーカーの総合開発支援企業として一括一貫トータル精密部品
加工業として夢のある職場で伸び盛りの企業です。

相双 106 有限会社 荒井農産 南相馬市原町区馬場字欠下245番地5
＜野菜の生産・加工＞
①大根・ネギ・ブロッコリーの生産及び加工業務
②休みが自由に取れるのでプライベートも充実

相双 107 有限会社 がんたら 双葉郡楢葉町下小塙字府ノ内1

<農業>
①大型農作業機械の操作、整備 (トラクター、レベラー、田植機、コ
ンバイン等)米作り全般
②規模拡大に向けて、人材を募集しています。経験問わず、農業女子
も大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

相双 108 タニコー株式会社福島小高工場 南相馬市小高区福岡字白山311

<製造業務・製造補助及び資材管理>
①業務用厨房機器の製造
・ステンレスの加工、仕上げ作業
・ステンレス材の切断作業
・製品の圧着、接合、溶接作業
・製品の荷積作業（フォークリフトを使用した）
②厨房機器のパイオニアとして半世紀にわたり、さまざまなキッチン
を手がけてきました。これからも業界のトップメーカーとして、お客
様に最適な厨房環境をお届けします。

相双 109 特別養護老人ホーム　万葉園 南相馬市鹿島区西町3丁目3番地

<介護職>
①介護業務全般または介護補助
（利用者相手：見守り・食事介助・排泄介助・入浴介助または見学）
②元気とやる気があれば資格の無い方でも正規職員として採用し、正
規職員割合は８０％を超えています。介護機器やロボットの導入によ
り職員の身体的負担軽減対策や職員クラブ給付制度など福利厚生も充
実させ働きやすい職場環境の構築も推進しています。



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

相双 110 特別養護老人ホームリリー園 双葉郡楢葉町井出字上ノ原28番地

<医療福祉>
①１日の業務の流れを体験し、利用者様とコミニュケーションを図っ
て頂きます。
②高齢の方々に利用して頂ける楢葉町・広野町の広域事業施設です。
天神原遺跡天神岬公園を望み、東には太平洋が一望できる眺望地に恵
まれた自然環境の中で、利用者様と交流を図り、安心して楽しく生活
して頂ける施設です。

相双 111 株式会社　ひばり菜園 南相馬市鹿島区南海老字西畑77-1
<野菜の栽培>
①野菜の栽培・収穫作業（トマト・サンチュ・小ネギが中心）

相双 112
東北テレメディア開発株式会社
（ソフトバンク原町）

南相馬市原町区東町1丁目89番地

<サービス業>
①・ポップデザインを制作頂き、店舗に掲示（キャンペーンの商品や
季節の雰囲気をどうやったら出せるかアイディアを絞ってください）
　・お客様対応（お客様のタイプに合わせた接客方法を学べます。ま
た、店舗によって外国人のお客様が多いことも！新サービスの翻訳機
能を利用して対応してみましょう）
②ドコモショップ6店舗・auショップ9店舗・ソフトバンクショップ4
店舗を中心とする移動通信事業、法人向けに通信機器やOA機器などの
ネットワークやソリューションを提案する法人営業、牛角4店舗・餃
子専門店チャオチャオ2店舗・イタリアン1店舗を展開する外食事業、
ゴルフパートナーを3店舗展開するゴルフ事業、そしてエニタイム
フィットネスを展開するフィットネス事業を展開し、それぞれの店舗
が競い合い、様々なコンテストや実績で全国1位・東北1位・県内1位
を獲得しています。事業は違えども、こうした優良店をエリアを集中
して展開していることが当社の強みになっています。

相双 113 佐川急便株式会社　相馬営業所
南相馬市鹿島区大字南柚木字相馬清水
182

<配送>
①「荷物の流れ」・「集荷の仕方」・「配達の仕方」・「その他輸送
の仕組み」について

相双 114 アズビル金門原町株式会社 南相馬市原町区上渋佐字原田108番地

<技能職>
①・造型　自動で造型された型に中子をセットします。
　・鋳造　高温で原材料を溶解しますので、作業は段取り等の手伝い
をしてもらいます。
　・仕上げ　機械を使用して、型の切断、バリ取り、検査をしてもら
います。
　・加工　加工した製品の空圧試験、最終検査をしてもらいます。
②当社は昭和４３年に創業し、今年で４９年を迎えます。主に水道
メータのケースを製造しており、南相馬市では唯一鉛フリー銅合金を
使用した鋳造、加工を行なっている会社です。販売については、生産
した製品全て親会社に納入しているため安定した経営となっておりま
す。形のないものから製品を作っていますので、ものづくりに興味の
ある方は是非お越しください。

相双 116 株式会社エイチ・エー・ティ 南相馬市原町区信田沢字下信田210

<営業>
①営業と同行してOＪＴを行い、工場を見るなど物の流れ・生産工程
を体感してもらいたい。
②従業員は地元出身の方が多く、アットホームな職場です。
また、バランスの取れた年齢構成で、新規採用の方でもなじみやすい
職場です。

相双 116 株式会社エイチ・エー・ティ 南相馬市原町区信田沢字下信田２１０

<製造>
①営業と同行してOＪＴを行い、工場を見るなど物の流れ・生産工程
を体感してもらいたい。
②従業員は地元出身の方が多く、アットホームな職場です。
また、バランスの取れた年齢構成で、新規採用の方でもなじみやすい
職場です。

相双 117
日本オートマチックマシン株式会社
端子事業所

南相馬市原町区下太田字川内迫523

<電気機械器具製造>
①【1日目】
　　8:30 -12:00　会社説明・業務説明
　　12:40-17:20　体験実習１
　【２日目】
　　8:30 -12:00　体験実習２
　　12:40-17:20　体験実習３
　【３日目】
　　8:30 -12:00　体験実習４
　　12:40-16:40　体験実習５
　　16:40-17:20　総評等
②”MACHINES&CONNECTORS"を事業コンセプトに、グローバル展開する
最先端技術開発企業です。一貫した生産体制による”ものづくり”で
独自の価値を提供しています。
社員教育制度もあり、未経験でも安心してチームの一員になれる環境
作りをしています。

相双 118 株式会社　信濃屋
a)福島市鎌田字卸町5-9
b)南相馬市鹿島区字北田71-1
 （相双地区）

＜調理補助・盛り付け・洗浄＞
①弁当の製造　　各種弁当の盛り付け・食材の調理・容器、備品の片
付け・洗浄

相双 119 アパレル・エンドー有限会社 双葉郡川内村大字上川内字下原164

＜縫製加工業務＞
①工業用ミシンを使用した紳士服・婦人服・子供服の縫製を行いま
す。
縫製、アイロン掛け、検品など、製品になるまでの流れを説明いたし
ます。
②縫製業とはどのような仕事なのか、まずは見にきてみませんか。
はじめての方も、まずは見てみることからスタートしてみましょう！



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

相双 120 有限会社　福相食品工業 南相馬市小高区岡田字上川原田112番

＜食肉製品製造業＞
①・食品加工の基礎（座学）
　・機械洗浄の見学など
②長い歴史のある製法でハムなどの食肉加工食品を製造。子育てや介
護世代に優しい職場づくりをしています。
平成29年4月完成の新工場で、食品加工や徹底した衛生管理を目で体
で体験してみませんか？

相双 121 東日本電化工業　株式会社
南相馬市小高区福岡字白山311
タニコー株式会社　小高工場内

＜厨房機器の製造　①ステンレスの溶接及び組立　②ハーネス加工＞
①・厨房機器の組み立て
　・ステンレス製品の組立
　・ハーネス加工
②・未経験者でも安心。先輩社員からの温かい指導で楽しく仕事がで
きます。
　・子育て世代や女性にも優しい、働きやすい職場づくりをしていま
す。
　・平成29年度中、南相馬市原町区に事務所兼工場の新社屋完成予定
です。

相双 122 渡辺政雄家具店　ホームセンター部
双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
まち・なみ・まるしぇ内

＜家具販売・ホームセンター運営＞
①日用品や家具の販売
在庫管理、配達など
②役場前で営んでいた家具店が、ホームセンターをオープンしまし
た。
日用品を通して、町の生活を支える仲間を募集します。

相双 123 原町聖愛こども園 南相馬市原町区二見町1-80-1

＜保育教諭＞
①乳幼児（０才～就学前）の教育・保育
②1949年、旧原町市で最初の認可保育園として開設。
「みんな愛されている」を保育理念とし、幼いときから自分が自分で
あることを喜び、自分を信じることが出来る心が育つよう、一人ひと
りの発達への援助を行っています。
さまざまな季節の行事や教育を通して子供と真剣に関わり、保育教諭
自らが「わくわくする取り組み」を考え行動が出来る楽しい職場で
す。

相双 124 海鮮和食処くろさか 双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2

＜飲食業＞
①接客、レジ、洗い物
②主に海鮮丼を提供しており、たくさんのお客様に喜ばれています。
また、明るく、アットホームなお店です。

相双 125
地域産物流通プランニング
（おらほ亭）

双葉郡楢葉町北田鐘突堂5-6
（ここなら商店街内）

＜飲食業＞
①調理補助及び食器洗浄
②自分の存在意義を確立して下さい！

相双 126 南双サービス株式会社 双葉郡広野町大字下北迫字浜田55番地

＜その他サービス業＞
①防災・警備・燃料・消防設備点検業務
②東京電力のグループ会社で、広野火力発電所の消防防災・燃料の受
入施設・警備の他、消防設備の点検等多種、多様な業務を行い、発電
所のみならず、地域の復旧復興にも大きく貢献しております。是非一
緒に働いてみませんか？

相双 127 庄司建設工業　株式会社 南相馬市原町区青葉町1丁目１

＜土木技術者＞
①現場管理人補助業務（施工管理）
②創立９６年、過去４０年以上の黒字経営、無借金の健全経営の会社
です。ベテラン社員が多くその指導のもと高度な技術が身につけられ
ます。

相双 128 株式会社ＤＥＮＣＯ福島営業所

相馬市、南相馬市、楢葉町の各現場
（事務所　郡山市富田町字音路１７－
２
　ダイシンハイツ105号）

＜交通誘導警備業務＞
①土木・電気通信工事に伴う交通誘導警備業務の見学。
②経験のない方も安心して働いていただけるよう、親切に指導を行っ
ております。
女性隊員も活躍中です。
年間を通じて安定した仕事量を確保しています。

相双 129 社会福祉法人　友愛会 双葉郡広野町大字下北迫字東町203-1

＜生活支援員＞
①知的障がい者の生活及び就労支援の全般のサポート
②人が大好きで、一生の仕事にしたい方、異業種からでも職場体験大
歓迎です。
資格は働きながら取得できます。

相双 130
相双生コンクリート協同組合
ふたば復興生コン

双葉郡浪江町大字高瀬字小高瀬廹17-1

＜生コンクリート検査・製造＞
①・工場内見学
  　生コン製造から出荷・検査までの工程を見学します。
  ・検査・製造の簡単な仕事内容説明・体験
②当組合は平成２７年１０月に浪江町に工場を新設し、双葉郡内の生
コン需要に対応しています。東京電力㈱や大手ゼネコンからの信頼も
厚く福島の復興のために貢献しております。工場従業員の半分は初心
者ですが、信頼される従業員として活躍しております。一緒に福島復
興のために頑張りましょう。



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

相双 131 有限会社　ウルトラパーツ 相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神西１－３７

＜製造業＞
①・社内見学
  ・希望があれば、各種機械加工
  ・CAD/CAMソフト使用による図面作成
②２０～３０歳代の若手が主力の会社です。
少人数ならではのチームワークの良さがあり、働きやすさが自慢で
す。

相双 132 有限会社　ハート・＆・ハート 南相馬市原町区南町３丁目１４０－１

＜営業及び事務＞
①・事業の説明（総合保険代理店）
　・事務補助や営業の同行訪問
②お客様に幸せな日々を送っていただきたい。そして万一の時にお役
に立てる存在でありたい。「最新の情報」「最適な商品」「最高品質
のサービス」をモットーに、常にお客様にご納得いただける提案やサ
ポートを行っています。

相双 133 株式会社　ダイイチ 双葉郡浪江町大字権現堂字矢沢町５０

＜製造業＞
①・社内工場見学
　・製品検査
②当社は公共事業用コンクリート製造及び販売をおこなっています。
未経験者大歓迎です。
製造・営業・事務を募集しています。

相双 134
仄々倶楽部合同会社
デイサービスほのぼの

南相馬市原町区二見町2丁目25番地

＜高齢者介護＞
①利用者介護全般、レクリエーション、作業体験、送迎。
②要介護状態になっても喜びは見つけられます。生活を楽しめます。
笑顔で過ごせます。私達はそれを支える存在でありたい。そして、私
たちは利用者様との関わりから「喜び、楽しみ、笑顔」頂いておりま
す。スタッフ一同、どうぞよろしくお願いします。

相双 135 一般財団法人楢葉町振興公社 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原27-29

＜施設管理、温泉フロント＞
①職場見学：宿泊施設、温浴施設およびスタッフの業務実施状況を見
学します。
業務体験：スタッフとペアで、宿泊施設、温浴施設の清掃よおび接客
業務等を体験します。
②当社は、スポーツ公園、宿泊施設、レストラン、温浴施設を運営し
ており、接客業務、施設管理業務等、多様な職場があります。太平洋
からの日の出が望める絶景の地で、お客様をお迎え、お送りする仕事
に就いてみませんか。

相双 136 株式会社　蓬人館 双葉郡楢葉町大字下繁岡字赤粉6-1

＜サービス業（飲食・接客）＞
①・社内見学（客室や備品庫などの館内の見学）
　・調理希望：洗い物・盛り付け・配膳
　（お盆に置くなどの簡単な業務）
　・フロント希望：フロントお客様対応
　（チェックイン・ルームキーお渡し・挨拶など）
　・フロント・清掃希望：清掃体験
　（大浴場・客室・共有スペースなど）
②新設オープンして、まだ１年の新しい会社です。地域貢献にも積極
的に参加しております。
やりがいのある素晴らしい仕事です。職員もお互い助け合い、仲良
く、接客業が初めての方でも安心できる職場環境になっております。
少しでも興味がある方は、ぜひお待ちしております。
新しい環境で、さらに良い会社を目指し一緒に仕事しましょう。

相双 137 アンフィニ株式会社　福島工場 双葉郡楢葉町下繁岡北谷地16番地

＜製造業＞
①・会社概要説明
　　　弊社の企業内容や太陽光パネル、福島工場についてご説明いた
　　　します。
　・工場見学
　　　最新鋭設備を導入した生産室や屋上に設置している太陽光パネ
　　　ルなど工場内をご案内いたします。
　・生産業務
　　　実際に太陽光パネルの生産に携わっていただきます。
②アンフィニは「Link with the future ～未来につながることをし
よう～」の理念のもと、エネルギーの分野において“再生エネル
ギー”を中心に事業を展開している「エネルギーの総合企業」です。
国産ならではの高品質な太陽光パネルを福島から発信しませんか。

相双 138 株式会社トラストワン 南相馬市原町区日の出町216番1

＜木製家具製造＞
①・社内見学
　　　事務所や工場の中を見学します。
　・製造体験
　　　家具製造工程の中から、初めての方でも簡単にできる「ものづ
　　　くり」を体験していただきます。
②あらゆる空間にデザインを行きわたらせることを通じ、快適な暮ら
しを実現します。
企画・設計・施工（製作・取付）を自社で一貫して提供するととも
に、家具や木工造作物についても自社工場で制作し、全国からのご依
頼に対応しています。



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

相双 139 キッチン・グランマ
浪江町大字幾世橋字六反田7-2
まち・なみ・まるしぇ内

＜調理補助＞
①食材の洗浄やカット、煮る・揚げる・焼く等の簡単な調理や盛り付
け等をお手伝いいただきます。
②浪江町に元気を届ける！の心づもりで働いて下さる方を募集してい
ます。
お客さまとの会話も弾み常に明るい食事処です。健康で元気な主婦の
方歓迎します。

相双 140 株式会社　渡辺商店（梅田商店） 双葉郡浪江町大字権現堂字新町20

＜ガソリンスタンド店員＞
①ガソリンスタンド店員
②・地域の「くらし」に根ざしたガソリンスタンド
　浪江町、及び近隣の地域のお客様によりご満足いただけるガソリン
スタンドを目指し営業して参ります。
・気持ち良く利用できるガソリンスタンド
　私たちは、お客様とコミュニケーションをとりながら「お客様が気
持ち良くご利用できること」をいつも大切に心掛けています。
・フルサービス！スタッフ給油でスピード対応！
　効率良くスピーディーに対応することを心掛けています。

相双 141 相双電気株式会社 双葉郡浪江町大字権現堂字蛭子町3-2
＜電気工事＞
①現場（一般家屋）において補助作業
②遠方からの方、住宅補助有

相双 142 有限会社　柏屋 双葉郡広野町大字下浅見川字築地24-3

＜事務、サービス（飲食・接客）、清掃・包装＞
①清掃、調理、仕入れ、事務、接客
②・一人で行う作業になります
　　寮生が快適に生活できるよう心配りをする仕事です。

相双 143
医療法人　伸裕会
介護老人保健施設　長生院

南相馬市原町区本町一丁目141番地

＜介護保険事業（介護老人保健施設）＞
①介護老人保健施設において、入所及び通所利用されている方への介
護業務。
　・車いす等での移動のお手伝い
　・シーツや布団カバーの交換（リネン類の交換）
　・レクリエーション時のお手伝い等
②「利用者が満足し、明るく、楽しく過ごせる施設」をモットーに平
成２年５月開業しました。地域の皆様が安心して、生活できるよう職
員一同業務にあたっております。資格や経験がなくともまずは興味を
持って頂き、施設や職員の様子を見て頂ければと思います。

相双 144 株式会社　叶屋 双葉郡浪江町大字権現堂字新町80

＜ガソリンスタンド＞
①・ガソリンスタンド内での作業補助
　・事業の説明
②住みやすい環境作りのお手伝い。
ガソリンスタンドや設備工事の他、太陽光発電事業や不動産業など県
内外で展開中。
自分に向いている仕事を普段どおりにするだけです。

相双 145 株式会社　浪江新聞販売センター 双葉郡浪江町権現堂字上続町11-3
＜新聞配達・配達準備＞
①チラシ折込作業等

相双 146 松本畳店 双葉郡浪江町大字権現堂字中川原18

＜畳製造＞
①・畳製造工程の見学
　・製造工程の内容
②日本古来の伝統に培われた畳を、熟練の店主さんの腕や確かな技術
によって美しい逸品に仕上げます。

相双 147 株式会社　ニッセイテクノ
双葉郡楢葉町上小塙字中川原62-1
（草野建設（株）生コン工場内）

＜事務＞
①生コン工場業務全般
　・コンクリートの試験業務・事務

相双 148 アサヒガード株式会社

南相馬営業所
南相馬市原町区深野字台畑7-3　2階南
※希望により、郡山本社・福島・会津
営業所も可能です。

＜警備員（交通誘導警備・雑踏イベント警備）＞
①・事務所及び先輩の働く現場見学
　・警備員になる為の教育について説明
　・警備員として働くための準備書類等について説明
　・警備業務実施の際に使用する各種機材の使用方法についての説明
②・弊社は平成7年創業の県内警備業界でも老舗の警備業者で、主た
る業務は交通誘導・雑踏イベント・施設警備です。
・平成25年から㈱トスネットのグループ会社となり、郡山本社の他、
県内各ユーザーから多くのお仕事を頂戴し、福島市・会津若松市に営
業所を展開。そして平成29年10月25日には南相馬営業所開設し、躍進
する会社です。


