
 

 

■ 一般求職者及び平成25年3月卒業予定の 

 高校生/大学生等（既卒者含） 

対  象  者  

 

■ 介護・医療、農林漁業分野の職種を募集 

  している就業場所が県内の企業（盛岡市 

  近郊の事業所が中心）約50社程度が参加 

  見込み 

【募集例】 

    介護職員、ホームヘルパー、生活相談員、 

  介護支援専門員、看護師、准看護師等 

    農業、林業、漁業関連職種等 

※参加事業所名は、岩手労働局ホームページへ 
（http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp) 

参加事業所 

  
当日は、事業所の人

事担当者と自己紹介

カードを利用して面

談ができます。 

  
雇用保険受給者は、

求職活動の対象にな

ります。（参加証明

書を発行します） 

  
求職登録されている

方は、ハローワーク

カードをご持参下さ

い。 

  
ハローワークコーナー

や関係機関の相談コー

ナーで担当者と直接相

談ができます。 

  
県内の求人情報がご

覧になれます。（介

護・医療・農林漁業

分野に限る） 



 ❏ 介護・医療分野
有限会社 エフ・ティー・シー 株式会社 ヤマサ興産

株式会社 サンシーロ 株式会社 ラ・サンテ

第一商事 株式会社 医療法人 友愛会

盛岡医療生活協同組合 学校法人 岩手医科大学

一般社団法人 しあわせ計画舎
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
岩手障害者職業センター

株式会社 サンメディカル 有限会社 メルシー

社会福祉法人 いきいき牧場 元気丸 株式会社 三協医科器械 福祉事業部

株式会社 航和 一般財団法人 岩手済生医会

有限会社 快互
株式会社 アルプスビジネスクリエーション宮城
盛岡営業所

株式会社 ダイチ アースサポート株式会社

社団医療法人 啓愛会 社会福祉法人 麗沢会

有限会社 ケアネットあじさい 特定非営利活動法人 第二のわが家

医療法人 久遠会 株式会社 アルテライフ

株式会社 十人十色 社会福祉法人 新生会

医療法人 敬仁会 社会福祉法人 岩手和敬会

有限会社 ぬぐまるの家 株式会社 ジャパンケアサービス 東北本部

社団医療法人 盛岡繋温泉病院 一般社団法人 ドリームファーム

社会福祉法人 やよい福祉会 社会福祉法人 岩手更生会

株式会社 ニチイ学館 盛岡支店 株式会社 ユニマットそよ風

財団法人 いわてリハビリテーションセンター 有限会社 Ｓｌｏｗ　Ｌｉｆｅ

社団医療法人 康生会 有限会社 あっとほーむ

岩手中央タクシー 株式会社 医療法人 遠山病院

社会福祉法人 河北会 ケア・ルーツ 株式会社

社会福祉法人 藤実会

 ❏ 農林漁業分野
小岩井農牧株式会社 小岩井農場 有限会社 サン農園

株式会社 サラダファーム 農事組合法人 岩手山麓デイリーサポート

株式会社 高橋農園

下記の５２事業所が参加予定です。
詳細についてはハローワーク盛岡福祉人材コーナーまでお問い合わせください。



                                           

                                                 別 添 

～未来への第一歩～ 介護・医療、農林漁業分野合同就職フェア 開催要綱     

                                                      岩手労働局 

盛岡公共職業安定所 

                                             

１、目    的      慢性的な人材不足が課題となっている「介護」、「医療」分野においては、少子高齢化が進行する中で 

利用者の増加、サービスニーズの高度化、多様化等により、今後一層のサービス需要の増大が見込まれ

ることから、引き続き質の高い人材の安定的な確保に取り組んでいく必要があります。 

             また、「農林漁業」分野においては、農林分野の成長産業化が推進される中で、就業者の減少と高齢 

化が進み、新規就業者も少なく、担い手の確保が喫緊の課題となっております。 

さらに、これらの分野では「日本再生加速プログラム（平成２４年１１月３０日閣議決定）」において新たな

雇用対策の取組みを打ち出されております。 

                ついては、これらの分野について、個別の面談等を通じて当該分野の関心と理解を高めるとともに、雇

用機会の拡大と就職の促進を目的として、一般求職者や平成２５年３月卒業の学生、生徒を対象にした

標記フェアを関係機関と連携して開催する。 

 

２、主    催      岩手労働局、盛岡公共職業安定所 

 

３、共     催      岩手県漁業就業者確保育成センター、公益財団法人岩手県林業労働対策基金、公益社団法人岩手県

看護協会ナースセンター、公益社団法人岩手県農業公社、財団法人介護労働安定センター岩手支部、 

（ 予 定 ）    社会福祉法人岩手県社会福祉協議会福祉人材センター、社団法人岩手県経営者協会、社団法人岩手

県シルバー人材センター、ジョブカフェいわて、盛岡地域雇用開発協会  （５０音順） 

 

４、日     時     平成２５年２月２０日（水） １３：３０～１６：００（受付１３：００～） 

 

５、会    場     ホテルメトロポリタン盛岡 本館４階  

盛岡市盛岡駅前通１－４４ 

 

６、対象企業       就業場所を県内とする求人企業等 

     

７、対 象 者      イ、 介護・医療、農林漁業分野(下記、対象職種)での就職を希望する一般求職者 

              ロ、 介護・医療、農林漁業分野（下記、対象職種）での就職を希望する平成２５年３月卒業の高校生、大

学・短大・高専・専修（専門）・公共職業能力開発施設等の学生（３年以内の既卒者を含む） 

 

８、対象職種      イ、  介護・医療分野：介護職員、ホームヘルパー、生活相談員、介護支援専門員、看護師、准看護師 

ロ、  農林漁業分野：農業、林業、漁業関連職種 

 

９、参加方法等     イ、   参加企業については事前に盛岡公共職業安定所（下記１０「事務局」）に申込みを行う。 

ロ、  一般求職者の方は事前申込み不要とし、当日、会場において参加受付を行う。 

ハ、  平成２５年３月卒業の高校生の方については事前に盛岡公共職業安定所（下記１０「事務局」へ申 

込みを行う。(大学・短大・高専・専修（専門）・公共職業能力開発施設等の学生の方については申 

込み不要） 

 

１０、事 務 局    盛岡公共職業安定所（担当：専門相談部門福祉人材コーナー） 

             〒020-0855 盛岡市紺屋町７－２６ TEL 019-624-8904 FAX 019-654-9305 

 

１１、そ の 他    就職フェアの実施に関する留意事項については別紙のとおり 

 

 

 



 

別  紙 

～未来への第一歩～ 介護・医療、農林漁業分野合同就職フェア 開催要綱実施留意事項 

   

１、  参加を希望する事業所は、事前に事務局へ申込みを行う必要があります。 

 

２、  参加される事業所の方は、開催当日、求職者への資料として、事業所パンフレット等をなるべくご準備願います。 

 

３、  一般求職者の参加は原則として事前申込みが不要です。（公共職業安定所に求職登録されている方は、当日、ハロー

ワークカードをご持参願います。） 

なお、平成２５年３月卒業の高校生の方については事前に各高校から事務局へ申込みを行う必要があります。（大学・

短大・高専・専修（専門）・公共職業能力開発施設等の学生の方については申込み不要） 

 

４、  参加企業との面談等については、事前又は開催当日に「自己紹介カード」を記入し、自由に事業所ブース（１社ごとに相

談用ブースを設置）を訪ねて面談等を行うことが出来ますので、履歴書の持参は不要です。（当日、会場内にコピー機を

用意いたしますので、事業所資料や自己紹介カードの複写にご利用下さい。） 

 

５、  雇用保険受給者は求職活動の対象となります。（求職活動証明書はハローワークコーナーにて交付いたします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ふりがな

男 女 平　成 年齢 （　　　　　　） 歳

電話番号 自　宅 携　帯

学校名 卒　業

学部･学科･
専攻

卒業見込

仕事の内容　 　約　　　　　　年　　　　　ヶ月間　（　　　　　年前）

仕事の内容　 　約　　　　　　年　　　　　ヶ月間　（　　　　　年前）

仕事の内容　 　約　　　　　　年　　　　　ヶ月間　（　　　　　年前）

「～未来への第一歩～　介護・医療、農林漁業合同就職フェア」自己紹介カード

○　事業所へ自己ＰＲすることを目的にご記入（○印）ください。

※記入する項目は自由ですが、
　太枠は必須項目です。

求職の種別

一　般 学　生

求職登録の有無

住　所

性　別 　　　　　　年　　　 　月　　　　 日生

　〒

ハローワークカードの求職番号

生年月日

  介護支援専門員　・　介護福祉士　・　介護職員基礎研修　・　社会福祉士　・　社会福祉主事任用資格　　

（　　　　　　  　-　　　　　　　　　　　）

最終学歴 年 月

※　この用紙は、当就職フェア（平成25年2月20日開催）に関すること以外の目的では使用しません。　【ハローワーク盛岡　福祉人材コーナー】

氏　名

資　格
※取得見込

含む

自己ＰＲ
※知識・技術・

長所など

経験した
主な仕事

※最近のもの
から記入

昭　和

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  ホームヘルパー（　　　）級　・　看護師　・　准看護師　・　保育士　・　自動車免許（ 限定なし ・ ＡＴ限定 ）

  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　  　　 　       ）

事業所用
メモ欄

な　し あ　り

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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