
福島県・県内市町村等のホームページ新着情報（全県版） 

（情報対象期間 平成27年5月15日～平成27年7月21日※１） 

分野 タイトル 発行元 ページ 

放射 

線量 

水道水のモニタリング検査結果 福島県 1 

空間線量測定結果 福島県 8 

健
康 

いきいきシニアのための健康づくり教室のご案内 郡山市 18 

甲状腺検査実施医療機関について 矢吹町 20 

国民健康保険退職者医療制度 会津若松市 21 

住
宅 

東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について 福島県 22 

市営住宅・特別市営住宅のご案内（市営住宅抽選会のお知らせ） 福島市 24 

応急仮設住宅入居状況 川俣町 29 

【政策推進課】仲ノ内ニュータウン分譲します 大玉村 30 

玉川村に住もう‼ 定住促進補助事業 玉川村 31 

猪苗代町民間賃貸住宅家賃補助金について 猪苗代町 33 

空き家バンク 南会津町 35 

北塩原村営住宅入居者募集（204号室） 北塩原村 37 

北塩原村営住宅入居者募集（101号室） 北塩原村 38 

空き家・空き地バンク登録物件一覧 南相馬市 39 

雇
用 

福島県内への就職相談 福島県 42 

平成27年度福島市緊急雇用創出事業「女性のワーク・ライフ・

バランス事業」のご案内 
福島市 43 

二本松市職員（平成28年度採用）を募集します 二本松市 45 

平成27年度保育園嘱託保育士を募集します 伊達市 49 

働きたい人を募集します～働く女性等応援事業～ 伊達市 50 

平成27年度伊達市職員採用候補者試験（高校卒程度） 伊達市 52 

平成28年度本宮市職員（高校卒程度・一般事務）採用候補者試

験のお知らせ 
本宮市 53 

平成28年度大玉村職員(高校卒程度)採用候補者試験のお知らせ 大玉村 55 

平成28年度町職員募集（高校卒程度） 川俣町 58 

平成28年度 町職員(社会人経験者)採用候補者試験のお知らせ 桑折町 60 

田村市復興応援隊（復興支援員）を募集します 田村市 62 

平成２８年度石川町職員（資格免許職・社会福祉士）採用候補者

試験について 
石川町 64 

平成28年度鏡石町職員（高校卒程度）採用候補者試験について 鏡石町 67 

平成２８年度玉川村職員（高卒程度）採用候補者試験について 玉川村 69 

平成28年度天栄村職員採用候補者試験（高卒教養・高卒土木） 天栄村 70 

平成２８年度採用の町職員を募集いたします。 古殿町 72 



分野 タイトル 発行元 ページ 

平成28年度三春町職員（高校卒程度）採用候補者試験受験者募

集について 
三春町 75 

鮫川村職員（高校卒程度）採用候補者試験について 鮫川村 78 

平成２８年度 棚倉町職員(職務経験者)採用試験の実施について 棚倉町 81 

平成28年消防吏員採用試験について 西郷村 83 

平成28年度採用 会津美里町職員（高校卒程度 一般事務及び

土木）採用候補者の募集 
会津美里町 87 

平成２８年度猪苗代町職員採用候補者試験（高校卒程度） 猪苗代町 93 

平成28年度金山町職員(高卒程度一般事務・短大卒程度看護師)

採用候補者試験について 
金山町 94 

平成28年度下郷町職員（高校卒程度）採用候補者試験 下郷町 95 

只見町職員採用候補者試験（資格免許職・看護師）を行います 只見町 97 

平成２８年度西会津町職員（高卒程度、資格免許職）採用候補者

試験の実施について 
西会津町 101 

平成２８年度南会津町職員（高校卒程度）採用候補者試験実施の

お知らせ 
南会津町 103 

平成２８年度柳津町職員【高校卒程度及び資格免許職(看護師)】

採用候補者試験のお知らせ 
柳津町 105 

平成28年度昭和村（高校卒程度）職員採用試験について 昭和村 107 

平成28年度北塩原村職員（高校卒）採用候補者試験のお知らせ 北塩原村 110 

湯川村試験採用臨時保育士・幼稚園教諭の募集について 湯川村 111 

相馬方部衛生組合 行政職（大学卒業程度）職員募集 
相馬市 

新地町 
112 

平成28年4月採用予定 大卒程度一般行政ほか南相馬市職員を

募集します 
南相馬市 113 

嘱託職員を募集します 南相馬市 116 

平成28年度市職員（社会人経験者）募集案内(平成27年度実施) いわき市 119 

市立病院職員採用試験情報 いわき市 122 

平成28年度（平成27年度実施） いわき市職員医療職募集案内 いわき市 126 

臨時保育士の募集 いわき市 131 

平成28年度相馬地方広域市町村圏組合職員募集（消防職） 新地町 133 

子
育
て 

子育て世帯臨時特例給付金 厚生労働省 134 

保育所入所可能人数について（8月分） 福島市 135 

母子父子寡婦福祉資金貸付制度 白河市 137 

幼稚園就園奨励費補助制度 会津若松市 139 

ひとり親家庭医療費助成について 会津若松市 141 

多子世帯保育料軽減事業費補助金 喜多方市 145 

ひとり親家庭のための制度など 猪苗代町 146 



分野 タイトル 発行元 ページ 

教育 白河市奨学資金(貸与型・給付型)・大学入学一時金貸付のご案内 白河市 148 

賠償 
巡回法律相談（７～９月） 福島県 150 

原子力損害賠償にかかる巡回法律相談について（お知らせ） 磐梯町 152 

イ
ベ
ン
ト 

FITスタンプラリー開催！ 福島県 153 

「福が満開、福のしま。」旅行券の発売・利用が開始されます。 桑折町 154 

阿武隈川フォトコンテスト2015について 

白河市 

須賀川市 

石川町 

大玉村 

156 

第20回国見町フォトコンテスト作品募集 国見町 158 

第６０回須賀川市発明展の出品作品を募集 須賀川市 160 

田村市合併１０周年記念「たむら市クロスカントリー大会」のお

知らせ 
田村市 162 

第３４回田村富士ロードレース大会 田村市 164 

第１回 たなぐらＣＭコンテスト 開催 棚倉町 166 

第７回鮫川村フォトコンテストの開催について 鮫川村 168 

奥会津ロックフェスティバル2015 金山町 169 

そ
の
他 

臨時福祉給付金 郡山市 170 

平成28年郡山市成人のつどい企画委員募集 郡山市 172 

平成27年度２つの給付金のお知らせ 玉川村 174 

平成２７年４月１日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」

がスタート 
泉崎村 175 

PR:ふるさと納税をお待ちしています。 泉崎村 176 

臨時福祉給付金（平成27年度）についてお知らせします 会津若松市 178 

「喜多方プレミアム宿泊券・ふるさと産品券」の販売開始について 喜多方市 182 

会津・野岩鉄道利用の際には助成制度をご活用ください。 喜多方市 183 

「高速バス新宿線」7月1日（水）より道の駅へ延伸します！ 湯川村 184 

「農業支援」を目的としたふるさと納税（寄附）について 湯川村 185 

第10回「みどり香るまちづくり」 企画コンテスト募集 相馬市 188 

 

※１ 作業の都合上、一部の掲載する情報の公表時期が、上記の情報対象期間と異なる場合

がございます。 

※２ 必ずしも全ての自治体が情報を更新しているとは限らないため、ご希望の自治体の情

報が含まれない場合がございます。予めご了承ください。 

※３ 紙面の都合上、情報が更新された事実をお伝えする部分しか掲載していないページが

ございます。ホームページの詳細や動画などをご覧になりたい方は、各ページに記載

されている問合わせ窓口、または受託事業者へお問い合わせください。 

 


