
福祉の就職フェア（８月１８日：県南生涯学習センター）参加法人一覧
（№１～30は前半・№31～60は後半に参加）

ブース
№

種別 法人名 募集職種 備考

1 障害 社会福祉法人　敬山会
介護職（正／非・パ）
相談・支援・指導員（正）

2 高齢 社会福祉法人　尚生会 介護職（正／非・パ）

3 高齢 医療法人社団　光会 介護職（正）

4 児童 社会福祉法人　同仁会

相談・支援・指導員（正）
保育士（正）
セラピスト（正）
看護職（正）

5 障害 社会福祉法人　筑紫会
相談・支援・指導員（正）
看護職（正）

6 高齢 社会福祉法人　正和会
介護職（正）
相談・支援・指導員（正）

7
高齢
障害

セントケア茨城　株式会社

介護職（非・パ）
ホームヘルパー（正／非・パ）
介護支援専門員（正／非・パ）
サービス提供責任者（正）
看護職（正／非・パ）

8
高齢
障害
児童

社会福祉法人　上の原学園
介護職（正／常）
相談・支援・指導員（正／常）

9 障害 社会福祉法人　一行会 介護職（正）

10 高齢 一般社団法人　石岡市医師会
介護職（正）
相談・支援・指導員（正）
看護職（正）

11 障害 社会福祉法人　みのり会 相談・支援・指導員（正／常）

12 社会福祉法人　聖朋会 欠席

13
高齢
障害

株式会社ニチイ学館　土浦支店

介護職（非・パ）
ホームヘルパー（正／非・パ）
介護支援専門員（正）
サービス提供責任者（正）

14
高齢
障害
児童

株式会社ウェルビー 介護職（正）

15 障害 社会福祉法人　にいはり福祉会
介護職（正／非・パ）
相談・支援・指導員（正）

16 医療法人　三星会 欠席

17 高齢 社会福祉法人　泰仁会 介護職（正）

18 高齢 社会福祉法人　砂沼会
介護職（正／非・パ）
看護職（非・パ）

19 高齢 株式会社トラスト
介護職（正）
看護職（正）

20 高齢 社会福祉法人　筑水会
介護職（正／非・パ）
介護支援専門員（正）

21 高齢 社会福祉法人　斑山会
介護職（正）
看護職（正）

22 高齢 社会福祉法人　博慈会 介護職（正／非・パ）

23 高齢 早川汽船　株式会社
介護職（正）
看護職（正）

24 高齢 社会福祉法人　若竹会 介護職（正）

25 社会福祉法人　寿生会 欠席

26 高齢 社会医療法人　若竹会　つくばセントラル病院 介護職（正）

27 障害 社会福祉法人　尚恵学園
相談・支援・指導員（正／非・パ）
その他（非・パ）

28 障害 社会福祉法人　征峯会 相談・支援・指導員（正）

29
高齢
その他

社会福祉法人　祥風会
介護職（正）
看護職（正）

30 障害 社会福祉法人　筑桜会
相談・支援・指導員（正／非・パ）
保育士（正）

【正…正職員　／　常…常勤（正職員以外）　／非・パ…非常勤・パート】



福祉の就職フェア（８月１８日：県南生涯学習センター）参加法人一覧
（№１～30は前半・№31～60は後半に参加）

ブース
№

種別 法人名 募集職種 備考

31
高齢
障害
児童

社会福祉法人　青洲会
介護職（正／非・パ）
相談・支援・指導員（正）

32 高齢 社会福祉法人　緑平会
介護職（正／非・パ）
看護職（正／非・パ）

33 高齢 株式会社　つくばエデュース 介護職（正／非・パ）

34
高齢
障害

社会福祉法人　健誠会

介護職（正）
介護支援専門員（正）
相談・支援・指導員（正）
看護職（正／非・パ）

35 高齢 社会福祉法人　エンゼル福祉会 介護職（正／非・パ）

36
高齢
障害

株式会社　モデンナ・ケアサービス　
介護職（正／非・パ）
介護支援専門員（正）

37 高齢 医療法人社団　双愛会
介護職（正／非・パ）
看護職（正）

38 株式会社　ツクイ 欠席

39 高齢 社会福祉法人　廣山会 介護職（正）

40 高齢 社会福祉法人　愛信会 介護職（正）

41 児童 学校法人　わかば学園　 保育士（正／非・パ）

42 特定非営利活動法人　明豊会 欠席

43 その他 公益財団法人　筑波メディカルセンター 介護職（正）

44 高齢 社会福祉法人　和風会 介護職（正）

45
高齢
障害
児童

社会福祉法人　木犀会

介護職（正）
相談・支援・指導員（正／常）
調理員（非・パ）
看護職（常）
事務職（正）

46 社会福祉法人　豊心の会 欠席

47 児童 株式会社　アイグラン
保育士（正／非・パ）
看護職（正）

48
障害
児童

Medically　Physio　合同会社

49
高齢
障害
児童

社会福祉法人　日本キングス・ガーデン
介護職（正／非・パ）
相談・支援・指導員（正）
セラピスト（正）

50 高齢 医療法人　楽生会 介護職（正）

51
障害
児童

社会福祉法人　仁川会
相談・支援・指導員（常）
事務職（常）

52
高齢
その他

医療法人　秀心会 介護職（正／非・パ）

53 児童 学校法人　おがわ学院 保育士（正）

54 高齢 社会福祉法人　寿広福祉会 介護職（正）

55

高齢
障害
児童
その他

社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会

介護職（正）
介護支援専門員（正）
保育士（正）
看護職（正）
その他（正）

56 障害 社会福祉法人　共生社
相談・支援・指導員（正／非・パ）
栄養士（正）
事務職（正）

57 高齢 社会福祉法人　光峰会
介護職（正／常）
介護支援専門員（正）
相談・支援・指導員（正）

58 社会福祉法人　筑竜会 欠席

59
高齢
その他

医療法人社団　宗仁会 介護職（正）

60 高齢 社会福祉法人　恵愛会 介護職（正）

【正…正職員　／　常…常勤（正職員以外）　／非・パ…非常勤・パート】


