
キリトリ

【会 場】 ホテルレイクビュー水戸
水戸市宮町１－６－１（水戸駅南口より徒歩３分）

【時 間】 １４：００～１６：００（受付１３：１５～）

【対象者】 建設・運輸・警備・介護・看護・保育、

就職氷河期世代の方（３５歳～５４歳）

【参加方法】 事前予約制（先着順）
※参加希望の方は最寄りのハローワークで求職登録のうえ、

下記の申込書を提出（電話・ＦＡＸも可）してください。

※申込書には、希望する予約時間の欄に裏面の参加事業所一覧から面接等を希望する

事業所の整理番号を記入してください。

※当日の予約をしていない事業所との面接は、事業所の空き時間がある場合に限られます

ので、事前予約にご協力願います。

※面接希望の方は履歴書を必要枚数持参してください。

≪お申込み・お問い合わせ≫

ハローワーク水戸 人材確保対策コーナー ・ ミドル世代支援コーナー
ＴＥＬ：０２９－２３１－６２２３ ＦＡＸ：０２９－２２４－０３７１

参加企業

４０社

氏名 （ 歳）

電話番号

求職番号

希望時間

～２０２１年１０月２７日 「就職応援フェア」 参加申込書～

【主催】 ハローワーク水戸・ハローワーク笠間・ハローワーク常陸大宮
【共催】 公益財団法人 介護労働安定センター茨城支部・社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会・公益社団法人 茨城県看護協会

一般社団法人 茨城県建設業協会・一般社団法人 茨城県警備業協会・一般社団法人 茨城県トラック協会

希望事業所

＊裏面の

整理番号

14：10 14：３0 14：50 15：10 15：30

参加企業一覧はこちら

就職面接 会社説明 実習面談 業界の魅力発信

企業担当者と直

接面接できます。

企業、求人内容の

説明のみ聞くこと

もできます。

就職氷河期世代対

象の職場実習受入

れ企業との面談がで

きます。

各業界団体の情報

発信、イベントコー

ナーあります！！



整理
番号

職場
実習 事業所名 予約時間

1 ● 株式会社　要建設 建築現場監督 土木現場監督 環境エンジニア

2 ● 株式会社　ニシノグループ 現場作業員 大型ダンプ運転手 燃料配車運転手

3 株式会社　かつら設計 補償コンサルタント業務 測量調査業務 建設コンサルタント業務

4 株式会社　ミカミ 補償コンサルタント業務 営業

5 株式会社　秋山工務店 現場監督員 現場監督員補助

株式会社　内田土木　茨城営業所 土木作業員

有限会社　城北ガードシステム（警備） 交通誘導員

株式会社　さわやか交通 タクシー乗務員 タクシー乗務員（ひたちなか）

株式会社　さくら交通 コミュニティバス運転手

8 ● 株式会社　トレンディ茨城 配送ドライバー

9 第一貨物　株式会社　水戸支店 集配ドライバー 構内荷物仕分作業

10 ● 株式会社　ＦＵＹＯＵ 警備員（水戸・ひたちなか・笠間） 警備員（日立・高萩・北茨城） 交通誘導２級警備員（水戸本社管轄） 幹部候補（日立営業所管轄）

11 ● 株式会社　いばらきガード 警備員（道路工事） 警備員（電話工事）

12 ● 飛翔警備保障　株式会社 警備員（県央） 警備員（笠間）

警備員（管理職候補） 交通誘導警備員 交通誘導警備員（交通誘導） 交通誘導警備員（検定資格者）

交通誘導警備員（高年齢者求人）

14 医療法人　明保会　介護老人保健施設　エバーグリーン 介護職 介護補助 看護師

● 社会福祉法人　愛の会　特別養護老人ホーム　双葉陽だまり館 介護職員 介護職員（デイサービス）

● 社会福祉法人　愛の会　特別養護老人ホーム　桜川陽だまり館 機能訓練指導員

● 社会福祉法人　愛の会　介護老人保健施設　桜の郷敬愛の杜 介護支援専門員（居宅）

● 社会福祉法人　愛の会　いろり端水戸 訪問看護師

● 社会福祉法人　愛の会　はーとぴあ保育園 保育士

● 株式会社　ハートピア　ケアホームひなた家 介護職員

社会福祉法人　北友会　特別養護老人ホーム　渡里すずらん苑 介護福祉士 介護職 看護師

社会福祉法人　北友会　すずらん保育園、すずらん石川保育園 保育士

17 医療法人社団　秀峰会　介護老人保健施設　ラプラス津田 介護職員 看護師・准看護師

18 ● 社会福祉法人　つつみ会　特別養護老人ホーム　みどりの杜 介護職 看護職

● 社会福祉法人　鳳凰会　特別養護老人ホーム　フォレストヴィラ水戸 介護職員

医療法人　鳳香会　介護老人保健施設　大串の里 介護スタッフ（入所）

● 医療法人　鳳香会　介護老人保健施設　渡里の里 介護スタッフ（入所）

医療法人　鳳香会　介護老人保健施設　オリーブ友部館 介護スタッフ（入所）

● 医療法人　鳳香会　介護老人保健施設　すみれ 介護スタッフ（入所）

株式会社　トゥルーケア　ＧＨいちご、ＧＨみかん、デイサービス縁 介護員

● 社会福祉法人　森田記念会　サテライトさわの森 介護職

● 社会福祉法人　森田記念会　特別養護老人ホーム　さわの森 介護職 ケアマネージャー

● 社会福祉法人　親愛会　ケアステーション梅寿園 介護職員

● 社会福祉法人　親愛会　ケアステーション藤が原 介護職員 看護職員

● 社会福祉法人　親愛会　ケアステーション城里 介護職員 看護職員

22 ● メディカル・ケア・サービス株式会社　愛の家　グループホームひたちなか 介護福祉士 介護職員（未経験） ケアマネージャー

● 社会福祉法人　翠清福祉会　特別養護老人ホーム　かたくりの郷 介護職員 看護職員

● 社会福祉法人　翠清福祉会　介護老人保健施設　ナーシングホームかたくり 介護職員 看護職員

● 社会福祉法人　翠清福祉会　グループホームかたくり 介護職員

● 社会福祉法人　翠清福祉会　サービス付き高齢者向け住宅かたくりの家 生活援助員

医療法人社団　協栄会　介護老人保健施設　こすもぴあ 介護福祉士 施設介護員 看護師

● 医療法人社団　協栄会　介護老人保健施設　しゃらく 介護職員

医療法人社団　協栄会　介護老人保健施設　はぁもにか 介護職員 看護師 准看護師

医療法人社団　協栄会　サポートハウスいろどり 訪問介護

25 ● 社会福祉法人　仁心会　みと東部特別養護老人ホーム 介護職員 看護職員 介護支援専門員

● 株式会社　ケアハーモニー　コンフォルト水戸 介護職 看護師

● 株式会社　ケアハーモニー　コンフォルト緑岡 介護職 介護支援専門員

27 ● 社会福祉法人　尚生会　グリーンハウスひたちなか 介護職員 訪問看護師

28 ● 合同会社　ライフパートナー　障害福祉サービス事業所たけのこ 障害者支援員 生活支援員

29 社会福祉法人　実誠会　障害者支援施設なるみ園 福祉施設指導専門員 障害者支援員

30 社会福祉法人　聖愛会　元吉田さくら保育園 保育士 保育補助（要資格） 保育補助（無資格）

● 社会福祉法人　地球の子ども会　ちゃいるどはうす保育園 保育士

● 社会福祉法人　地球の子ども会　ちゃいるどはうす森のほいくえん 保育士

● 社会福祉法人　地球の子ども会　ちゃいるどはうす小さなおうち 保育士

32 株式会社　カスケード東京　ニューライフ三浦　リハビリ児童デイサービス長岡 保育士 児童指導員 理学療法士 言語聴覚士

33 ● 株式会社　日本ハウスホールディングス　水戸支店 住宅注文の提案営業 住宅のホームサービス 設計

34 アクサ生命保険　株式会社　水戸営業所
生産管理業務（入出荷業務） 組立作業員 塗装作業員 塗装補助作業員

軽作業（塗装準備作業等） 溶接作業員

36 ● 三美工業　株式会社 製缶工 機械工

37 ● 株式会社　弓削コンクリート工業所

ひたち興産　株式会社 木工作業員（パレット製作）

株式会社　三友 梱包作業員

39 ● 株式会社　照沼 さつまいもの栽培管理

40 イリソ電子工業　株式会社　茨城工場 現業職（成形） 現業職（プレス） 現業職（メッキ） 製造管理

＊予約された場合は、予約した事業所に氏名をお伝えすることをご了承ください。
＊「職場実習」欄は、就職氷河期世代（３５～５４歳）対象の職場実習・体験受入可能事業所です。

コンクリート製品の製造、出荷準備スタッフ（笠間市）

31

38

株式会社　銀河警備保障　水戸営業所13

35 株式会社　岡本製作所　茨城工場
溶接補助作業員（ショットブラス機等）

20

15

16

商工会議所・商工会共済　福祉制度推進スタッフ（水戸、ひたちなか）
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《２０２１　就職応援フェア参加事業所一覧》（予定）兼予約票
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参加企業一覧はこちら


