INFORMATION ～まちからのお知らせ～
平成29年度訓練生募集について

～ハロートレーニング（離職者訓練）急がば学べ～

・パソコン基礎科 ・介護職員養成科 ・パソコン応用科
・医療事務科 ・ビジネス実務科 ・ＣＡＤオペレータ科
・パソコン事務実践科 ・経理事務科 ・ＩＴスペシャリスト科
・簿記初級科 ・ＷＥＢデザイン科
希望される方は、お近くのハローワーク窓口でお
尋ねください。
◆ハローワーク◆
平
磐城 ☎0246-54-6666
☎0246-23-1421
勿来 ☎0246-63-3171
富岡 ☎0246-24-3055
高萩 ☎0293-22-2549

問 テクノアカデミー浜 いわき駐在
〒972-8312 いわき市常磐下船尾町杭出作23-32
福島県ハイテクプラザいわき技術支援センター２Ｆ
☎(業務用携帯）080-5730-0501／080-6292-3523
受付時間 午前８時30分～午後４時45分
福島県立テクノアカデミー浜
職業能力開発短期大学校・職業能力開発校
〒975-0036
南相馬市原町区萱浜字菅掛場45-112
☎0244-26-1555（代） 0244-26-1550

５．当日のスケジュール
９:30～10:00
10:00～10:30
10:30～12:30
12:30～13:00

試験職種

受
付
全 体 説 明
各 科 説 明
学生寮見学

問 福
 島県立テクノアカデミー浜
〒975-0036 南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-112
☎0244-26-1555 学生募集担当 星･後藤･藤田

福島県相双管内工事安全推進協議会からのお知らせ

一般事務
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工事用車両などに対するご意見がある場合は、下記
の問い合わせ先までお電話ください。その際には、
掲示されているステッカーの色、アルファベット、
数字をお伝えくださいますようお願いいたします。
Ａ-９９
Ａ-９９

県工事安全協

県工事安全協

大型工事用車両前面のイメージ

大型工事用車両後方のイメージ

○福島県の発注機関とステッカー色
相双農林事務所
相双建設事務所・
相双農林事務所 相馬港湾建設事務所
農村整備部発注工事 富岡土木事務所発注工事 森林林業部発注工事
発注工事
（例）
（例）
（例）
（例）
Ａ-０１

Ｂ-０２

Ｃ－０５

Ｄ－０４

県工事安全協

県工事安全協

県工事安全協

県工事安全協

（黄）

（橙）

問 ダンプトラック情報ダイヤル

（緑）

１名程度

分

職

務

内

容

双葉地方会館または出先機関
において事務に従事します。

受

験

資

（青）

☎0244-26-5924

分

試

一般事務

験

内

容

小論文、個別面接

４．試験の期日、場所および発表
区

分

期

日

時

間

試

験

場

発

表

平成29年10月
○受付
下旬頃までに
9:00～9:30
当組合掲示
○教養試験
場、 当 組 合
平成29年
杉妻会館
第１次
10:00～
９月17日
福島市杉妻町3-45 ホームページ
試 験
12:00
(日)
☎024-523-5161 に受験番号を
○適性検査
掲示するほか
12:10～
受験者全員に
12:35
通知します。
第２次
試 験

第１次試験合格通知の際に
お知らせします。

者が採用する者を決定します。この採用候補者名簿
の有効期間は原則として１年間です。
（2）初任給は、双葉地方広域市町村圏組合の給料表によ
るが、この他通勤手当、超過勤務手当、期末手当、
勤勉手当等がそれぞれの支給要件に応じて支給され
ます。
７．受験手続および受付期間
（1）申込用紙の請求
受験申込書交付場所

格

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は受験で
きません。
①日本の国籍を有しない者。
②成 年被後見人または被保佐人。（準禁治産者を含
む。）
③禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、
またはその執行を受けることがなくなるまでの者。
④国 家公務員および地方公務員として懲戒免職の処
分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者。
⑤日 本国憲法施行の日以後において日本国憲法また
はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
主張する政党その他の団体を結成し、またはこれ
に加入した者。
３．試験の方法
高校卒業程度で次により行います。
（1）第１次試験
①教養試験
職員として必要な一般知識および知能について択一
式による筆記試験を行います。
②適性検査
事務職員としての適応性を、正確さ、迅速さなどの
作業能力の面からみる検査です。
（2）第２次試験
第１次試験合格者に対して、次の試験を行います。
区

大型工事用車両（ダンプトラックなど）への
ステッカー掲示の取り組みについて
  日頃より、地域の皆様には相双管内の復旧・復興
工事について多大なるご理解・ご協力をいただきあ
りがとうございます。
当協議会では、復旧・復興工事が本格化している
中、大型工事用車両などの交通量が大幅に増加して
いることから、運転者の交通安全に対する意識向上
や過積載を行わないなどの法令遵守に対する意識向
上、並びに地域の皆様からご意見がある場合は迅速
に対応できるよう平成27年度より大型工事用車両に
ステッカーを掲示する取り組みを実施しているとこ
ろであります。
  ステッカーは、県の発注者ごとに色分けして、工
事箇所と受注者が分かるようアルファベットと数字
で表示し、歩行者や一般車から見やすい位置に掲示
しています。（イメージ写真）
  今後とも交通安全、法令遵守に努めていきますが、

採用予定人員

平成４年４月２日から平成12年４月１日まで
に生まれた方で自動車運転免許（普通自動車
一般事務
以上）取得または平成30年３月末日まで免許
取得見込みのもの。（学歴は問いません。）

計測制御工学科（定員20名）
機 械 技 術 科（定員15名）
自 動 車 整 備 科（定員20名）
建   築   科（定員15名）

能力開発校

１．試験職種、採用予定人員および職務内容

区

４．平成30年度募集科
短期大学校

双葉地方広域市町村圏組合職員採用候補者試験を次によ
り行います。

２．受験資格

テクノアカデミー浜オープンキャンパス開催！
『福島県立テクノアカデミー浜』のオープンキャ
ンパスを開催いたします。
（申込不要、参加費無料）
１．開催日程（平成29年）
（1）７月15日（土）
（2）９月３日（日）高校生ものづくり教室同時開催
（3）10月21日（土）「学校祭」と同時開催
   ※午前10時～午後１時（午前９時30分受付開始）
２．場 所
南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-112
（道の駅南相馬交差点を東に800ｍ）
３．対象者     
進学を希望している高校生および社会人
※本校に興味を持った方は、どなたでも参加
可能

平成30年度双葉地方広域市町村圏組合職員（一般事務）採用候補者試験公告

別途通知しま
す。

５．資格調査
 第１次試験合格者について、受験資格があるかどうか、
申込書に記載されていることが正しいかどうかについて
調査します。
６．合格者の採用
（1）合格者は採用候補者名簿に記載され、成績順に管理

受験申込書交付場所住所

〒979-1111
双葉地方広域市町村圏組合
双葉郡富岡町小浜553-1
事務局 総務課
☎0240-22-3333

申込用紙は、上記場所にて交付します。郵便によ
り申込用紙を請求する場合は、封筒の表に「職員採
用試験申込用紙請求」と書いて、120円切手を貼っ
た自分宛の返信用封筒（角型２号）を必ず同封し上
記交付先まで送付してください。
（2）申込の方法
①申込用紙に必要事項を記入して、上記の事務局総務
課に提出してください。申込書を郵送する場合は、
82円切手を貼った自分宛の封筒（長型３号）を同封
し、その表に「職員採用試験申込」と朱書して上記
まで送付してください。
②受験票を受領したときは、最近６カ月以内に撮影し
た本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６㎝×
横4.5㎝）１枚を写真欄に貼って受験当日に必ず持
参してください。（受験票がない場合、または受験
票に写真の貼っていない場合は、受験できません。）
（3）受付期間
 平成29年７月12日（水）から同８月10日（木）まで。
（た
だし、土曜日、日曜日および祝日を除く午前８時30分
から午後５時15分まで）郵便による申込書提出の場合
は、８月８日（火）までの消印のあるものに限り受け
付けます。
８．試験結果の開示
 第１次試験の結果については、第１次試験の不合格者
に限り口頭で開示を請求することができます。開示内容
は得点と順位、開示の期間は合格発表の日から１カ月間、
また、開示の場所は、上記の事務局総務課になります。
 なお、電話、郵便等による請求では開示できません。
受験者本人であることを明らかにする書類（運転免許証、
学生証、旅券など）を持参のうえ、受験者本人が直接お
いでください。
９．その他
（1）申込用紙などに含まれる受験者の個人情報について
は、職員採用試験以外の目的には一切使用しません。
また、提出された書類は返却いたしません。
（2）受験の際は、「ＨＢ」の鉛筆と消しゴムを持参して
ください。それ以外の筆記用具は使用できません。
（3）試験当日の試験会場への自家用車の乗り入れを禁止
いたします。また、家族による送迎も会場周辺の渋
滞により遅刻する恐れがありますので、できるだけ
公共交通機関を利用してください。
（4）この試験に関し不明な点は、上記の事務局総務課に
問い合わせてください。郵便で問い合わせる場合は、
82円切手を貼った自分宛の封筒（長型３号）の返信
用封筒を必ず同封してください。
問 双葉地方広域市町村圏組合
福島県双葉郡富岡町小浜553-1

☎0240-22-3333
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