
一般 新卒

1 特定非営利活動法人 六等星 保育・指導員 フルタイム ○ △ 03010-20497631

2 特別養護老人ホーム 日赤鶯鳴荘 介護職員 フルタイム ○ △
就職フェア専用求
人

3 特定非営利活動法人フラット寺町 盛岡市名須川町 ファーム仁王 作業指導員 フルタイム ○ △ 03010-20393131

介護職員【緊急雇用
創出事業】

03010-25929331

介護職 03010-22604831

看護職 03010-22634931

正看護師 03010-26004931

看護補助者 03010-24866131

施設介護員 03010-20908931

入浴専従介護員 パート 03010-23337331

ケアセンター南昌 施設介護員 03010-20900031

03010-20915331

パート 03010-23336731

03010-22996331

03010-22999131

○ 03010-115238

フルタイム 04010-60818831

パート 04010-67427331

フルタイム 04010-60823931

パート 04010-53041431

フルタイム 04010-59885831

パート 04010-53036631

通所介護職員 フルタイム 04010-60839331

通所看護職員 パート 04010-60940431

通所介護職員 フルタイム 04010-67412131

通所看護職員 パート 04010-55107931

株式会社 ジャパンケアサービス 介護職（総合職） フルタイム ○ 13090-117438

詳細についてはハローワーク盛岡福祉人材コーナー（℡ 019-624-8904）までお問い合わせください。

平成25年11月15日(金)13:30～15:30開催　介護就職デイ2013 福祉の仕事就職フェア　参加事業所一覧

医療法人社団 帰厚堂 南昌病院5

4

○

矢巾町大字又兵エ新田
フルタイム

矢巾町大字広宮沢
フルタイム

○

ジャパンケア盛岡厨川

盛岡市南仙北

盛岡市本町通 ジャパンケア盛岡本町

訪問介護員・入浴介
護員

ヘルパーステーションやはば

訪問介護員

○

ジャパンケア盛岡仙北

Ｎｏ． 事業所名

雫石町南畑

盛岡市前九年

フルタイム ○
ケアタウンやちだもの家青山駅前

やちだもの家(第一商事株式会社)

就業形態
対象(※)

盛岡市加賀野

△盛岡市上堂

求人番号職種就業場所

△

当社社内各事業所

フルタイム

株式会社 ジャパンケアサービス 東北本
部

介護職養護老人ホーム清和荘盛岡市加賀野社会福祉法人 小原慶福会 清和荘

盛岡市清水町 ジャパンケア盛岡清水

6

7

盛岡市厨川

下記の35事業所が参加予定です。なお、求人が既に取消となっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

　※対象欄　　○ = 該当　　△ = 相談可　　空欄 = 不該当 1



一般 新卒
Ｎｏ． 事業所名 就業形態

対象(※)
求人番号職種就業場所

盛岡市北飯岡 ゆうあいの街クリニック パート 03010-24523931

03010-20823531

看護補助 03010-20824431

盛岡市猪去 ゆうあいの里 03010-20822231

○ 03010-198138

盛岡市永井 指定居宅介護支援事業所ゆうあい 介護支援専門員 ○ 03010-25902731

生活相談員 フルタイム 03010-23047631

介護業務夜間勤務専
門員

パート 03010-25028031

03010-25706231

03010-25703131

○ 03010-255338

03010-25708431

03010-25709731

03010-25704031

03010-25705831

パート 03010-25707531

看護師 03010-26165431

03010-20855031

パート 03010-20856831

介護員 03010-25524931

看護師又は准看護師 03010-25521731

フルタイム 03010-21860031

紫波町中島 ハートホームだいち パート 03010-23333231

パート 03010-21885931

03010-24147131

生活相談員 03010-25105131

盛岡市西青山 ゆめさとケアプランサービス ケアマネージャー 03010-24236031

11

14

フルタイム
○

株式会社いわて愛隣会

介護スタッフ
フルタイム

○

盛岡市下太田 ケアビレッジ こずかたの郷

パート

看護師

盛岡市西松園 または
北松園

あしたばの家 または せせらぎの家

盛岡市西見前

フルタイム

○

△

看護職

盛岡市山岸 フルタイム ○

○

矢巾町大字又兵エ新田 とくたんの郷

○

△

看護師又は准看護師

10

9

盛岡市内施設のいずれか
介護福祉士

8

盛岡市永井

合同会社 ハイジア

医療法人 友愛会 盛岡友愛病院

社会福祉法人 康済会 障害者支援施設
「うぐいすの郷」

ゆめさと有料老人ホーム・ゆめさとデイ
サービスセンター(有限会社 あっとほー
む)

介護員

フルタイム
○

盛岡市青山、西青山
ゆめさとデイサービスセンター
ゆめさとワクワク館

△

株式会社 ダイチ13

介護職員

△12
有限会社 バスケの街能代企画 ショート
ステイとんぼ山岸

○ △
フルタイム

雫石町西安庭

　※対象欄　　○ = 該当　　△ = 相談可　　空欄 = 不該当 2



一般 新卒
Ｎｏ． 事業所名 就業形態

対象(※)
求人番号職種就業場所

03010-24495831

03010-25583931

盛岡市神子田町
グループホームあったかいご 神子
田マルシェ

03010-23573031

03010-25952331

03010-24497531

03010-22692631

03010-138538

生活相談員兼介護職
員

03010-139838

介護員 03010-22763931

ヘルパー 03010-20411431

介護福祉士 03010-22765031

看護師または准看護
師

03010-25979631

有料老人ホームきらくの郷 みたけ
事業所

夜間介護員 フルタイム 03010-22119831

きらくの郷 城北事業所内
看護師または准看護
師

パート 03010-25947131

介護員 03010-206338

生活相談員 03010-205938

滝沢村滝沢 松実会指定訪問介護事業所 ホームヘルパー 03010-25737931

03010-22815731

03010-23583231

八幡平市平館 特別養護老人ホーム 麗峰苑 03010-23580131

03010-24845731

03010-24846331

03010-24849131

03010-24851231

03010-24794831

03010-24853431

03010-22615431

03010-24836431

03010-24838331

03010-22613231

パート 03010-22512631

盛岡市下ノ橋町

フルタイム

特別養護老人ホーム たきざわの家

軽費老人ホーム ケアハウス麗沢

ケアガーデン高松公園

滝沢村滝沢 特別養護老人ホーム れいたく苑

滝沢村鵜飼

介護職員

介護員
フルタイム

介護支援専門員

○

△

○

盛岡市繋 特別養護老人ホーム 繋松苑

パート

○

△

△

○

盛岡市みたけ

フルタイム

フルタイム ○

盛岡市東安庭
あったかいごグループホーム東安
庭

盛岡市東安庭 または
社内各施設

あったかいごグループホーム東安
庭　　または 社内各施設

17

15

18

医療法人 遠山病院16

盛岡市猪去社会福祉法人 麗沢会19

○

盛岡市上田

○

盛岡市向中野 グループホームみんなのいえ

株式会社 三協医科器械 福祉事業部

特定非営利活動法人 ちえのわ福祉会

社会福祉法人 松実会

フルタイム
介護職員

盛岡市厨川・盛岡市みたけのいずれか

　※対象欄　　○ = 該当　　△ = 相談可　　空欄 = 不該当 3



一般 新卒
Ｎｏ． 事業所名 就業形態

対象(※)
求人番号職種就業場所

障害者支援施設 緑生園 生活支援員 03010-24333531

就労継続支援Ａ型事業所「まめ工
房 緑の郷」

職業指導員 03010-22670831

臨時看護助手 03010-25405031

03010-25408531

03010-25407231

22 有限会社 ぬぐまるの家 介護員 フルタイム ○ △ 03010-22920731

介護職員 03010-22787331

介護福祉士 03010-22785431

八幡平市松尾寄木 特別養護老人ホーム 富士見荘 ○ 03010-178638

八幡平市柏台 松尾デイサービスセンター ○ △ 03010-24898631

看護補助者 03010-22791531

03010-20672731

03010-22792431

パート 03010-20678831

看護師 03010-24303631

准看護師 03010-24302331

03010-24713731

03010-24710231

03010-24298531

03010-24301731

03010-24294131

03010-24297231

介護職員 03010-25728931

生活相談員 03010-25432431

正看護師 03010-25727631

盛岡市肴町 あったかいごセンター 介護支援専門員 フルタイム 03010-22371031

ヘルパーステーションモーモー ホームヘルパー 03010-25982231

有料老人ホーム モーモー 03010-21736731

有料老人ホーム モーモー
デイサービスセンターモーモー

03010-21737331

03010-20884331

パート 03010-20886931

△

△

盛岡市門

△
株式会社 サンメディカル 施設部 ○

盛岡市加賀野

介護職員

△盛岡市上飯岡社会福祉法人 岩手更生会

○

介護職員

フルタイム ○ △

盛岡市向中野
パート

フルタイム

盛岡市高松

グループホームサンパーク笑う門

フルタイム ○ △雫石町七ツ森

フルタイム ○ △

パート

フルタイム
○

介護職員

介護スタッフ

盛岡市本宮 老人保健施設 銀楊

社団医療法人 盛岡繋温泉病院

28

盛岡市繋
正看護師

医療法人 久遠会

社団医療法人 久仁会 老人保健施設
ヴィラ加賀野

26

24 社会福祉法人 みちのく協会

看護師・准看護師

25

盛岡市上田社会福祉法人 河北会 さくらぎの里27

介護福祉士

フルタイム

フルタイム

公益財団法人 いわてリハビリテーション
センター

21

23

20 フルタイム ○

　※対象欄　　○ = 該当　　△ = 相談可　　空欄 = 不該当 4



一般 新卒
Ｎｏ． 事業所名 就業形態

対象(※)
求人番号職種就業場所

デイサービス リベルタ 03010-22981131

住宅型有料老人ホーム リベラ 03010-23003731

生活支援員 ○ 03010-245138

【女性限定求人】生活
支援員

○ 03010-24690531

介護職員 03010-22142031

生活相談員 03010-25108231

介護支援専門員 03010-25919431

八幡平市大更 ふくろうの家西根 介護職員 △ 03010-24244031

介護業務 パート 03010-23140531

介護支援専門員 03010-23996531

盛岡市津志田 在宅総合センターひだまり 介護福祉士 ○ 03010-67838

盛岡市永井 グループホームさくらの家 03010-24569531

盛岡市津志田／永井／
名須川町のいずれか

在宅総合センターひだまり／グ
ループホームさくらの家／仁王ケア
センターすみれ のいずれか

03010-25372931

介護員 03010-24521331

サービス提供責任者 03010-22698531

03010-23141431

03010-23139031

盛岡市繋 住宅型有料老人ホーム やすらぎ 03010-21578631

03010-26167331

看護師・准看護師 03010-26166731

介護職員 03010-23918031

03010-26168631

滝沢中央病院 03010-20828931

介護老人保健施設 ホスピー滝沢 03010-23065931

社会福祉法人 藤実会 特別養護老人
ホーム 都南あけぼの荘

34 ○盛岡市湯沢

33 株式会社 航和 雫石町柿木 ケアヴィレッジななかまど フルタイム ○

△フルタイム介護職員

フルタイム

介護職

△

○

パート ○ △

○

フルタイム

盛岡市津志田

△
盛岡市南青山町 ふらダンスのデイ ふくろうの家

盛岡市川目

盛岡医療生活協同組合(介護事業部)32

有限会社 Slow Life

○

29

社会福祉法人 いきいき牧場 元気丸

31
介護福祉相談センターふくろうの家(株
式会社 紫峰会)

フルタイム

30

滝沢村滝沢 介護職員

△医療法人社団 松誠会35

八幡平市大更 介護老人保健施設 岩鷲苑

介護職員

八幡平市川原 介護老人保健施設 あしろ苑

滝沢村鵜飼
看護師・准看護師

フルタイム ○

　※対象欄　　○ = 該当　　△ = 相談可　　空欄 = 不該当 5


