参加法人 一覧 ＜郡山会場＞
◆ 郡山会場／１月１３日（土）の参加法人は、ご覧のとおりです。法人（施設・事業所）の詳しい情報は、「施設・事業所フェイス
シート」から確認できます。（まずはブース番号をチェック！）
◆求人内容は、合同就職説明会当日、会場においてご参加の皆さまにお配りいたします。
◆「就職体験談（１２：３０～１３：１０）」、「施設・事業所ＰＲタイム」１３：１０～１３：５０）」も開催！就職に役立つ情報をご提供。
みなさまの参加をお待ちしています！
【施設面談コーナー】
ブース
ＮＯ．

法人名

主な就業場所〔市町村〕
（フェイスシートより転記）

運営施設・事業所（種別）

求人職種

1

（社福）南東北福祉事業団

郡山市

特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、障がい者支援施
設、通所事業所、ケアハウス、訪問介護事業所

介護職、看護職

2

（一財）脳神経疾患研究所

郡山市、三春町、泉崎村
（他に関連施設が福島市、川俣町、
須賀川市にあり）

介護老人保健施設

介護職

3

（医）三成会

須賀川市、石川町

介護老人保健施設

介護職

4

（社福）なごみ

福島市

特別養護老人ホーム、ショートステイ、認知症対応型共同生活介
介護職
護、デイサービスセンター、居宅介護支援事業所

（医）明智会

会津若松市

病院、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、デイサービス
介護職
センター、有料老人ホーム

（社福）明智福祉会

下郷町

病院、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、デイサービス
介護職
センター、有料老人ホーム

6

（社福）郡山福祉会

郡山市

特別養護老人ホームデイサービスセンター、地域密着型特別養
介護職、事務職、栄養士
護老人ホーム

7

（社福）桜が丘学園

石川町

障害児入所施設、障害者支援施設、児童発達支援・放課後等デ
相談・支援・指導員
イサービス

8

（社福）いずみ福祉会

郡山市

特別養護老人ホーム、認知症対応型共同生活介護

9

（社福）湖星会

二本松市、福島市、伊達市、会津坂下町、 特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、地域密着型複合
県外
施設

介護職、セラピスト、栄養士、調理員

10 （社福）岩瀬福祉会

鏡石町、須賀川市、天栄村

特別養護老人ホーム、デイサービスセンター

介護職

11 （社福）田村福祉会

三春町、小野町、田村市

特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、居宅介護支援事
業所、ケアハウス

介護職、看護職

12 （社福）平成会

会津美里町

特別養護老人ホーム（平成３０年４月開設）

介護職、相談・支援・指導員、栄養士

13 （医）平成会

会津美里町、会津若松市、会津坂下町、
郡山市、県外

介護老人保健施設、介護付有料老人ホーム、サービス付高齢者
向け住宅、ショートステイ、デイサービスセンター、小規模多機能
介護職、看護職、セラピスト
型居宅介護事業所、訪問介護事業所、認知症対応型共同生活
介護、居宅介護支援事業所、クリニック

14 （社福）多宝会

福島市

特別養護老人ホーム、ケアハウス、認知症対応型共同生活介護 看護職

15 （株）あいの里

福島市、郡山市、本宮市、川俣町

認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、居宅
介護支援事業所、認知症デイサービス、訪問介護事業所、24時
介護職、ホームヘルパー
間定期巡回、デイサービスセンター、サービス付高齢者向け住
宅

16 （社福）蘭山会

猪苗代町

特別養護老人ホーム

17 （社福）笑風会

郡山市

特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、ショー
保育士、介護職
トステイ、保育園、デイサービスセンター

18 （社福）郡山清和救護園

郡山市

救護施設、養護老人ホーム

19 （医）栄心会

郡山市、矢吹町

診療所、居宅介護支援、デイサービスセンター、介護付有料老
人ホーム、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活
介護職
介護、サービス付高齢者向住宅、訪問介護事業所、介護老人保
健施設、通所リハビリ、ショートステイ

20 （株）マインド

本宮市、二本松市、郡山市

認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護

介護職

21 (有)ライフサポート遊歩

白河市

デイサービスセンター

介護職

22 小松電工（株）

いわき市

介護付有料老人ホーム

介護職、セラピスト

23 （株）コスモメディカルサポート

郡山市、二本松市、福島市、伊達市

ショートステイ、認知症対応型共同生活介護、デイサービスセン
介護職
ター、小規模多機能型居宅介護事業所

24 （社福）心愛会

郡山市、会津若松市、会津美里町、
磐梯町、猪苗代町

特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービスセンター、ケ
アハウス、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅
介護事業所、サービス付高齢者向住宅、定期巡回・随時対応型
介護職
訪問介護看護事業所、訪問介護事業所、居宅介護支援事業
所、障がい者支援施設（就労継続支援A型・B型、就労移行支
援、児童デイ、生活介護）

25 （株）住専ノザキ

須賀川市

デイサービスセンター

5

1

介護職

介護職

相談・支援・指導員

介護職

ブース
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法人名

主な就業場所〔市町村〕

運営施設・事業所（種別）

（フェイスシートより転記）

求人職種

26 (株)アルコップ

郡山市、浅川町

認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護事業
所、サービス付高齢者向け住宅、有料老人ホーム

介護職

27 （医）法人あさかホスピタル

郡山市

介護老人保健施設

介護職

28 （社福）福音会

須賀川市

障害福祉サービス事業、障害者支援施設、就労移行支援、就労
相談・支援・指導員
継続支援Ｂ型、生活介護

29 （医）幸信会

二本松市

介護老人保健施設、居宅介護支援事業所

介護職

30 （社福）清峰会

白河市、西郷村

特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、在宅介護支援事
業所、軽費老人ホーム、障害者支援施設、共同生活援助

介護職

31 メディカル・ケア・サービス（株）

福島市、郡山市、いわき市

認知症対応型共同生活介護

介護職

32 （株）エコ

郡山市、二本松市、田村市、三春町、
須賀川市、鏡石町、矢吹町、天栄村

認知症対応型共同生活介護、サービス付高齢者向住宅、デイ
サービスセンター

介護職

33 （社福）篤心会

須賀川市、玉川村

特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、認知症対応型共
同生活介護、小規模多機能型居宅介護事業所

介護職、介護支援専門員

34 （社福）南相馬福祉会

南相馬市

特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、訪問介護事業所、
居宅介護支援センター、ケアハウス、地域包括支援センター、認 相談・支援・指導員、看護職、介護職
知症対応型共同生活介護

35 （社福）清樹会

鏡石町、郡山市

特別養護老人ホーム、高齢者等複合型施設（サービス付高齢者
向住宅、ショートステイ、デイサービス、訪問介護、訪問看護、指 介護職
定居宅介護支援事業所）

36 日本精測（株）

会津若松市

サービス付高齢者向住宅、デイサービスセンター、有料老人ホー
介護職
ム

（社福）創世福祉事業団

福島市、伊達市、白河市、田村市

保育園（子育て支援センター）、認定こども園（子育て支援セン
ター）、軽費老人ホーム（Ａ型）、介護老人保健施設（訪問介護セ
ンター）、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、ケアハウ 介護職、保育士
ス、認知症対応型共同生活介護、居宅介護支援事業所、地域包
括支援センター

(学)三育学園

福島市

保育園、認定こども園

郡山市、本宮市

特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、デイサービス
介護職
センター

39 （社福）千翁福祉会

小野町、田村市（啓誠福祉会）
川内村（千翁福祉会）

特別養護老人ホーム

40 （医）誠励会

平田村、小野町、石川町、三春町、古殿町

病院、クリニック、リハビリテーション・ケアセンター、デイサービス
介護職、看護職
センター、デイサービス機能訓練センター

41 きらり健康生活協同組合

福島市

介護老人保健施設、通所リハビリテーション等

42 （社福）くわの福祉会

郡山市

特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、定期巡回・随時対
介護職
応型訪問介護看護事業所等

43 （社福）ハートフルなこそ

いわき市

特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、認知症対応型共
同生活介護、訪問介護事業所、ケアハウス、居宅介護支援事業 介護職
所、地域密着型特別養護老人ホーム

44 （社福）容雅会

いわき市

特別養護老人ホーム

看護職、相談・支援・指導員、介護職、セラピスト

45 (公財)星総合病院

郡山市、三春町

介護老人保健施設、、養護老人ホーム、保育園

保育士、介護職

46 （社福）コスモ福祉会

中島村、西郷村

特別養護老人ホーム

看護職、介護職

47 丸光産業(株)

郡山市、須賀川市、会津若松市、西郷村

訪問介護、訪問入浴、通所介護、認知症対応型通所介護、福祉 看護職、サービス提供責任者、
用具貸与
ホームヘルパー、介護職

48 （社福）矢吹救護院天風寮

矢吹町

救護施設

介護職

49 （社福）牧人会

西郷村、泉崎村、塙町、棚倉町、
南会津町、須賀川市、大玉村、二本松市

障害児入所施設、障害児通所施設、障害者支援設、児童発達
支援センター、就労継続支援Ｂ型事業所、生活介護事業所他

相談・支援・指導員

50 （社福）北信福祉会

福島市、伊達市、
二本松市（平成30年より）

特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、保育
園、児童発達支援センター

介護職、保育士、看護職

51 （社福）ちいろば会

南相馬市

認定こども園

保育士

52 （社福）福島県福祉事業協会

田村市、相馬市、南相馬市、いわき市

障害者支援施設、就労継続支援Ｂ型、共同生活援助、放課後等
保育士
デイサービス、 障害児相談支援

53 （医）慈誠会

南相馬市

介護老人保健施設

54 郡山医療生活協同組合

郡山市

居宅介護支援事業所、包括支援センター、訪問看護、訪問リハ
ビリ、通所介護、通所リハビリ、認知症通所介護、訪問介護、認
介護職
知症対応型共同生活介護、小規模多機能、サービス付高齢者
向け住宅

55 （社福）三愛福祉会

須賀川市

特別養護老人ホーム、デイサービスセンター

37

38 （社福）安積福祉会
（社福）啓誠福祉会

保育士

介護職、看護職

介護職、セラピスト、看護職

介護職

2

介護職、相談・支援・指導員
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法人名

主な就業場所〔市町村〕

運営施設・事業所（種別）

（フェイスシートより転記）

求人職種

郡山市、小野町

就労継続支援Ａ型・Ｂ型、就労移行支援、生活訓練、生活介護、
就業・生活支援センター、相談支援、グルーブホーム、児童発達
相談・支援・指導員
支援、放課後等デイサービス、居宅介護・移動支援、高齢者デイ
サービス

会津美里町、会津若松市

特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、訪問介護事業所、
認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、居宅 介護職、看護職
介護支援事業所

（医）生愛会

福島市

介護老人保健施設、通所リハビリテーション、居宅介護支援セン
ター、訪問介護、サービス付高齢者向け住宅、地域包括支援セ セラピスト、介護職、看護職
ンター

（社福）生愛福祉事業団

福島市

特別養護老人ホーム、認知症対応型共同生活介護

看護職、介護職、相談・支援・指導員、
介護支援専門員

59 （医）むつき会

郡山市

デイサービスセンター、ショートステイ、小規模多機能型居宅介
護、認知症対応型共同生活介護、訪問介護事業所、介護付有
料老人ホーム、居宅介護支援事業所

介護職、相談・支援・指導員

60 (NPO)豊心会

須賀川市

認知症対応型共同生活介護、デイサービスセンター、訪問介護
介護職
事業所、居宅介護支援事業所

61 (一財)太田綜合病院

郡山市

介護老人保健施設

介護職

62 （社福）養高会

広野町

特別養護老人ホーム

栄養士、看護職、介護職

63 （社福）ゆめみの里

玉川村

児童養護施設

保育士、相談・支援・指導員

64 （株）ライフエージェント

郡山市

デイサービスセンター、サービス付高齢者向住宅、リハビリ型デ
介護職
イサービスセンター、ショートステイ

65 （株）ニチイ学館郡山支店

郡山市、須賀川市、会津若松市、
喜多方市、会津坂下町、白河市、福島市

有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護、居宅介護支援、
看護職、介護支援専門員、
訪問介護、デイサービスセンター、訪問看護、障がい福祉、保育
相談・支援・指導員、介護職
園、福祉用具貸与

66 （社福）安積愛育園

郡山市、本宮市、猪苗代町

総合児童発達支援センター、障害児入所施設、障害児通所支
援、障害者支援施設、生活介護、居宅介護、共同生活援助、相 保育士、介護職
談支援、短期入所、日中一時支援、放課後等デイサービス

67 （社福）五彩会

いわき市

特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム

介護職

68 （株）エヌジェイアイ

郡山市、三春町

居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、デイサービスセン
ター、訪問看護、保育園

介護職

69 （社福）たるかわ福祉会

郡山市

特別養護老人ホーム、デイサービスセンター

看護職、介護職、栄養士

70 （医）明信会

郡山市

介護付有料老人ホーム、デイサービスセンター、訪問介護ステー
介護職
ション、居宅介護支援事業所、通所リハビリテーション

71 ゆたかな実家（株）

郡山市

デイサービスセンター、居宅宅介護支援事業所

介護職

72 （株）ケアブレーンズ

郡山市

小規模多機能型居宅介護事業所

介護職

73 （社福）啓和会

喜多方市、会津若松市、会津坂下町、
西会津町、湯川村

特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、認知症対応型共
同生活介護、保育園、障がい福祉サービス事業所 他

事務職、介護職、保育士、看護職

74 （社福）育成会

いわき市

生活介護、就労継続支援Ｂ型、障害者支援施設、訪問介護事業
相談・支援・指導員
所、共同生活援助

75 福島さくら農業協同組合

郡山市、三春町、田村市、小野町

小規模多機能居宅介護、認知症対応型共同生活介護、訪問介
ホームヘルパー、介護職
護、デイサービスセンター

76 （社福）誠心会

いわき市

救護施設、障害者支援施設、就労継続支援Ｂ型、障害児通所支
相談・支援・指導員、セラピスト
援、共同生活援助、相談支援事業所

77 ワンランド（株）

福島市、本宮市、郡山市、須賀川市、
白河市、西郷村、県外

デイサービスセンター、居宅支援事業所、訪問介護事業所、サー
ホームヘルパー、介護支援専門員
ビス付高齢者向住宅

78 （社福）いわき福音協会

いわき市

障害者支援施設、通所生活介護事業所、就労継続支援B型事
業所、就労継続支援A型事業所、就労移行支援事業所、医療型 介護職、相談・支援・指導員
障害児入所施設、療養介護、相談支援事業所

79 （医）伸裕会

南相馬市

介護老人保健施設

56 （社福）ほっと福祉記念会

57 （社福）千桜会

58

介護職、相談・支援・指導員
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