
様式第１号 

みなみそうま就職ナビ情報登録申込書 

 

年   月   日 

 

南相馬市長 様 

 

                       会 社 名  株式会社 みなみそうま 

 

                       代表取締役  南相 太郎   印 

 

 

 みなみそうま就職ナビウェブサイト運営に関する要領を承諾し、第４条の規定に基づき、下記の

とおり登録情報を提出いたします。 

 

記 

 

１ 登録項目 □ ⑴ 事業所情報 

       □ ⑵ 求人情報 

       □ ⑶ 事業所紹介動画 

       □ ⑷ 先輩社員に聞きました 

 ＊ ⑴、⑵については原則全ての項目において、ご記載下さい。 

 

２ 応募フォーム機能追加について 

  応募フォーム機能の追加を希望される場合は下記□へチェックしてください。 

   □ 応募フォーム機能の追加を希望する 

     応募者が簡単に求人や職場見学に応募できるように、希望される事業所には応募フォー 

     ム機能を追加することが可能です。＊詳細は別紙フロー図参照 

 

３ 市からのメールでの情報提供について 

  登録いただいたメールアドレスに受け取りを希望される場合は、下記□へチェックをお願いし

ます。 

。 

   □ お知らせメールの受け取りを希望する 

     補助金や各種支援制度などの情報発信を行います。 

 

以上 

  



（１） 事業所情報  

  担当者（記入者）氏名（南相 太郎）連絡先（０２４４−１２−３４５６） 

事業所の 

名称及び 

連絡先 

(サイト上で

公開できる

番号・アドレ

スをご記入

ください) 

フリガナ 

   カブシキカイシャ ミナミソウマ 

電話番号 

（代表） 
FAX 番号 

株式会社 みなみそうま 0123-45-6789 0123-45-6789 

メールアドレス 

HP アドレス 

営業日 月〜金 
定休日等 会社カレンダーによる 

営業時間 ８：３０〜１７：３０ 

所在地 
〒123-4567 

南相馬市原町区本町２丁目２７番地 

設立・開設年月 

（法人の場合法人化の設立開設年月日） 

昭和・平成 ５５ 年 5 月設立・開設 

代表者 

氏名ほか 

フリガナ 

  ナンソウ  タロウ 
資本金額 職員数 平均年齢 

  南相 太郎 9,999 万円 999 名 25 歳 

業  種 

製造業 

□食料品製造業 □衣服・その他繊維製品製造業 

□木材・木製品製造業 □パルプ・紙・紙加工品製造業 

□化学工業 □プラスチック製品製造業 □ゴム製品製造業 

□鉄鋼業 □非鉄金属製造業 □金属製品製造業 

□一般機械器具製造業 

□その他（                       ） 

小売・サービス 
□卸売業 □小売業 □サービス業 □飲食店 □金融 □保険 

□その他（                       ） 

広告・出版・印刷 □出版業 □印刷業 □放送等関連産業 

建設・不動産 □建設業 □設備工事業 □不動産業 

医療・福祉 □医療 □福祉 運輸 □運輸 

教育・保育 □幼稚園・保育園 □教育 情報通信 □情報通信業 

その他 
□電気・ガス・熱供給・水道業 □農業 □林業 □漁業 □鉱業 

□その他（                       ） 

※勤務時間は「（２）求人情報」に記入をお願いします。 

 



 

●企業概要 

企業理念 「心ひとつに 世界に誇る 南相馬」 

事業所概要 

 

 

人生の門出である、結婚式のプロデュース、及び各種パーティの 

プランニング等のサービス。 

また葬祭関連においては、各宗派に対応した葬儀の提供、法事等

のプランニングのサービスを行っております。 

地域の皆様に安心してご利用いただけると確信しております。 

●もっと知

りたい！会

社の魅力 

会社の雰囲気 スタッフ間の人間関係が良く、アットホームな雰囲気 

会社の「自慢」、 

他社と違うところ 

優秀なスタッフが常駐し、豊かな経験で皆様の人生のサポート

を！と…スタッフ全員が日々精進している。 

仕事をしていて、 

良かった感じること、

学んだこと（記入者の

視点） 

お客様の満足のいくサービスが提供できた時に喜びを感じると

ともに、次回はもっとより良いサービスを心がけようと自然に努

力できること。 

職場見学・インターン

シップ受入可否 

職場見学 可・否 インターンシップ 可・否 

特記事項  要事前連絡 特記事項  要事前連絡 

就活へのアドバイス

をお願いします。 
積極的にみなみそうまへお越しください。 

 

＊事業所ページに使用する画像をご提供ください。 

 以下の写真を合計４枚以上（「（４）先輩社員に聞きました」を掲載される場合は、該当の先輩社

員の写真を更に追加で１枚）、電子メールで商工労政課（syokorosei@city.minamisoma.lg.jp）ま

でお送りください。 

  ○会社外観 

  〇事務所・現場での仕事の様子 

  〇社員の写真 

  〇先輩社員の写真（「（４）先輩社員に聞きました」を掲載される場合） 

  〇その他 

 なお、写真は横向き、可能であれば１ＭＢ以上の画像サイズでお送りください。 

 商工労政課のアドレスは８ＭＢ程度まで受信可能です。それ以上になる場合はお手数ですが、何

回かに分けての送信をお願いします。 

 該当する写真データをお持ちでない場合はご相談ください。 

  



（２） 求人情報   

●求人情報 

募集職種 
  

 

採用対象 

□新卒者 

□経験者 

□未経験者 

雇用形態 

□正社員 □契約社員 

□パート □アルバイト 

□その他（        ） 

勤務時間 ８：３０〜１７：３０ 

最も必要な 

能力（いずれ

か１つ） 

□主体性 □働きかけ力 □実行力 □課題発見力 □計画力 

□創造力 □発信力 □傾聴力 □柔軟性 □状況把握力 

□規律性 □ストレスコントロール力 □その他（      ） 

求める資格 運転免許証（オートマ限定不可） 

仕事内容 

（具体的に） 
例）事務業務 

勤務地 南相馬市原町区 

給与 

月給 基本給 

160000～ 

 220000 円 

賞与 

前年度実績 

年 2 回 

パート・アルバイト 

 

その他 

皆勤手当 

家族手当等 

保険・手当・

勤務条件・福

利厚生等 

(PR ポイント) 

＊複数回答可 

□社会保険完備 □慶弔・災害見舞金 □交通費支給 □家賃補助あり  

□がん検診等の法定健康診断の上積み □寮・社宅あり □退職金あり 

□禁煙・分煙 □社員レクリエーション（社員旅行、懇親会）あり 

□文化・体育・レクリエーション活動の支援 □完全週休２日制 

□土日祝日休み □５日以上の長期休暇制度あり □残業が少ない 

□短時間勤務可 □フレックス勤務可 □扶養控除内勤務可 

□女性の従業員が多い □正社員登用あり □事業所内託児所あり 

□法定以上の育児・介護休暇制度あり □資格取得支援制度あり 

□産休・育休時一部給与、手当あり 

その他特徴的な取組があればお書きください。 

  



（３） 事業所紹介動画 

 みなみそうま就職ナビを見た方が具体的に貴事業者をイメージできるよう、南相馬チャンネルと

協力し、事業所紹介動画を作成します。 

 作成費は無料、また、作成した動画はみなみそうま就職ナビに掲載するほか、Youtube への公開、

市、南相馬チャンネルでの活用の他、貴社の広報等にも使用することが可能です。 

 撮影を希望する場合は撮影希望日をご記入下さい。 

 

動画撮影（約３分）を希望しますか □ はい □ いいえ 

 

 ○撮影希望日  第一希望   月   日  希望時間帯   時  分～  時  分 

 

         第二希望   月   日  希望時間帯   時  分～  時  分 

 

         第三希望   月  日   希望時間帯   時  分～  時  分 

 

  



（４） 先輩社員に聞きました 

 実際に事業所で働く方の生の声を届け、入社した場合どんな仕事に就くかイメージを持ってもら

うために記載いただきたいと思います。そのため、概ね入社５年目以内の方がご記入ください。 

＊記入者の氏名も公表させていただきます（匿名を希望される場合は、その旨をご記入ください。） 

 

記入者（氏名） ○○ ○○○ 入社年 平成○○年○○月（○○年目） 

入社したきっかけ 

自分の時間をしっかり持ちながら、いろいろなことが学べる会社を探していて、

ぴったりの会社でした。 

入社して良かった

こと学んだこと 

・キャリア形成の促進による講習会等に参加させていただき、自己のスキルアッ

プができる。 

・安心して子育てができるなど、社員全員が働きやすい環境づくりを目指してい

る。 

社内の雰囲気 

 

先輩があたたかく接してくださり、アットホームな雰囲気である。 

南相馬で働くこと

の魅力とは 

南相馬市は東日本大震災の影響により、第一原子力発電所の事故や、大津波の甚

大な被害を受けましたが、すごく過ごしやすい環境や自分をためせる環境がある

こと。 

 

★1 日の流れ（上記内容を記載された方がお書きください。） 

時間 仕事 具体的な内容 

  ８時３０分 例）出勤 例）出勤し着替え、仕事の準備 

８時３０分～ ８時４０分 例）朝礼 例）情報交換や連絡事項の共有 

８時４０分～１０時３０分 例）事務業務 例）書類作成・電話応対 

１０時３０分～１０時４０分 例）休憩  

１０時４０分～１２時００分 例）事務業務 例）書類作成・電話応対 

１２時００分～１３時００分 例）昼休憩  

１３時００分～１３時３０分 例）打合せ 例）社内・お客様と打合せ 

１５時００分～１５時１０分 例）休憩  

１５時１０分～１７時３０分 例）事務業務 例）書類作成・電話応対 

１７時３０分 例）退勤  

＊足りない場合は項目を追加してご記載ください。 


