
地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県中 1
株式会社エコ
グループホーム　かんりん

郡山市富久山町八山田字尾池南1-1

＜介護スタッフ＞
①施設の概要・利用者の生活の様子を見る・スタッフの利用者への対
応を観察し介護補助を行う・利用者とのコミュニケーション（運動・
カラオケ）

県中 2 ローレルバレイカントリークラブ 須賀川市守屋字南高松22-35

＜ゴルフ場スタッフ（フロント・レストラン・マスター室・コース管
理等）＞
①フロントでのチェックイン・アウト業務、レストランウエイトレ
ス、マスター室業務、コース管理業務他

県中 3 社会福祉法人南東北福祉事業団 郡山市日和田町梅沢字丹波山3-2
＜介護職＞
①高齢者・障害者の介護業務全般

県中 4
社会福祉法人共生福祉会
特別養護老人ホーム「光の森の丘」

郡山市安原町字谷津171-1
＜介護職＞
①利用者とのコミュニケーションを中心とし、日常生活支援の見学及
び体験

県中 5 特別養護老人ホーム　うねめの里 郡山市片平町字妙見舘1の2

＜介護職＞
①入居者様、利用者様とコミュニケーションをとったり、一緒にレク
に参加したり散歩をする等、入居者様の暮らしのサポートの体験をし
ていただきます。また、入居者様の了解を得てお食事の一部介助や入
浴時の整容のお手伝いをしていただきます。

県中 6 社会福祉法人みどり工房 郡山市方八町1-5-22
＜職業指導員、生活指導員＞
①知的に障がいを持っている方と一緒に作業（主にお菓子の箱作
り）、段ボール加工、封入れ等

県中 7 八山田保育園 郡山市富久山八山田字稲荷林25-10
＜保育士＞
①乳幼児（0～5才児）の保育・補助、清掃等、雑務

県中 8
社会福祉法人田村福祉会
特別養護老人ホーム　あぶくま荘

田村郡三春町字六升蒔68

＜要介護高齢者の介護、看護＞
①要介護高齢者の介護：日常生活の介護（食事、入浴、排泄）･コ
ミュニケーション･レクリエーション等
■要介護高齢者の看護：日常生活の健康管理（健康チェック、患部処
理、服薬管理）・医師回診補助・機能訓練等
②介護、看護が初めての方、初心者の方でも丁寧に指導致しますので
安心してご参加下さい。

県中 8
社会福祉法人田村福祉会
特別養護老人ホーム　こまち荘

田村郡小野町大字小野新町字美売57

＜要介護高齢者の介護、看護＞
①要介護高齢者の介護：日常生活の介護（食事、入浴、排泄）･コ
ミュニケーション･レクリエーション等
■要介護高齢者の看護：日常生活の健康管理（健康チェック、患部処

県中 8
社会福祉法人田村福祉会
特別養護老人ホーム　ときわ荘

田村市常葉町常葉字長縄5-1

＜要介護高齢者の介護、看護＞
①要介護高齢者の介護：日常生活の介護（食事、入浴、排泄）･コ
ミュニケーション･レクリエーション等
■要介護高齢者の看護：日常生活の健康管理（健康チェック、患部処

県中 8
社会福祉法人田村福祉会
特別養護老人ホーム　船引こぶし荘

田村市船引町船引字源次郎131

＜要介護高齢者の介護、看護＞
①要介護高齢者の介護：日常生活の介護（食事、入浴、排泄）･コ
ミュニケーション･レクリエーション等
■要介護高齢者の看護：日常生活の健康管理（健康チェック、患部処

県中 8
社会福祉法人田村福祉会
特別養護老人ホーム　都路まどか荘

田村市都路町古道字寺下60

＜要介護高齢者の介護、看護＞
①要介護高齢者の介護：日常生活の介護（食事、入浴、排泄）･コ
ミュニケーション･レクリエーション等
■要介護高齢者の看護：日常生活の健康管理（健康チェック、患部処

県中 9 郡山観光交通株式会社 郡山市安積町長久保1-2-7
＜事務職及び配車係＞
①お客様からの電話受付対応及び配車業務の見学及び補助。営業車両
の出庫から帰庫までの現場見学。会社内外の清掃及び車両洗車補助

県中 10 特別養護老人ホーム　下亀田紀行 郡山市字亀田3番地1
＜介護職＞
①高齢者介護（コミュニケーション等）、施設介護見学

県中 11 社会福祉法人ほっと福祉記念会 郡山市山根町4番12号

＜支援員＞
①障害者に対する就労、生活面の支援、利用者（障がい児者）とのコ
ミュニケーション、レクリエーション、就労支援（店舗カフェ・食
堂）

県中 12 有限会社佐々木商店 田村市船引町新舘字軽井沢797

＜ガソリンスタンドスタッフ＞
①洗車、オイル交換、タイヤ交換等
②一つずつ丁寧に作業を教えますのでスタンド業務が初めての方も心
配いりません。まずは気軽に体験することから始めましょう。もちろ
ん、経験者等は歓迎致します。

県中 13 エヌケー・テック株式会社 郡山市鶴見坦一丁目14番5号
＜PC研修における事務、講師＞
①PC研修事業における事務業務、講師補助業務

県中 14 有限会社ホワイトハウス 田村市船引町北移字岩登65-1
＜縫製、裁断、プレス＞
①ミシン作業（縫製）・裁断・アイロンプレス作業

県中 15 有限会社扇屋 岩瀬郡鏡石町本町324番地
＜接客、配膳＞
①宿泊客の接客・館内の清掃・調理補助

県中 16
株式会社ＪＡあぐりサポートいしか
わ

石川郡石川町大字赤羽字韮草39-10
＜農業＞
①水稲苗、野菜苗の育苗（生産～出荷）・野菜の栽培
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県中 17 有限会社富士電子 田村市常葉町西向字米粉原36-5
＜プラスティック成形品の組み立て、検査＞
①デジカメ部品、携帯電話部品の組み立て、検査
②未経験の方でも丁寧に指導致しますので安心してご応募ください。

県中 18 株式会社ＪＡＳＴ 田村市大越町牧野字南ノ内1-3
＜製造、検査＞
①機械加工における作業全般

県中 20
総合児童発達支援センター　アルバ
入所支援事業所　アルバ

郡山市安積町笹川字経坦52 

＜生活支援員＞
①利用されているお子さん達の生活全般の支援・介助や余暇提供等
②満１８歳未満の知的障がい児を対象に、地域で生活できるよう知
識・技能を習得し、心身ともに発達・成長をめざす入所施設です。

県中 21
障がい者支援施設　あさかあすなろ
荘

郡山市安積町大森町70-1

＜生活支援員＞
①利用者さんの生活全般の支援・介助や余暇提供等
②施設内での暮らしに完結せず、社会とのつながりを大切に、障がい
をお持ちの方、それぞれが望む生活と自己実現をサポートしていま
す。

県中 22 地域生活サポートセンター　パッソ 郡山市安積町笹川字四角坦54-3

＜生活支援員＞
①利用者さんの日中活動支援・介助、余暇提供・創作活動の提供等
②障がいをお持ちの方が、自分らしく明るく・前向きに生活できるよ
うに。ひとりひとりに、きめ細やかなサポートを行っています。

県中 23
社会福祉法人篤心会
特別養護老人ホーム　エルピス

須賀川市和田字沓掛48番1
＜介護職員＞
①介護業務の補助（食事介助補助、レクリエーション参加、コミュニ
ケーション参加）

県中 24 柴田鮮魚販売　須賀川工場 須賀川市深渡戸字上20
＜食品製造＞
①冷凍食品の加工、包装

県中 25 NPO法人みんなのまーち
郡山市田村町金屋字新家45
障がい福祉サービス事業所ゆめのまー
ち

＜生活・職業支援員＞
①障害ある人たち（主に知的障害）と一緒に簡単な作業活動（主に紙
器加工や段ボール加工）や日常生活支援を行う。

県中 26 株式会社タイセークリーン 郡山市安積町牛庭2-212
＜片付け作業＞
①粗大ゴミ、有価物の仕分け

県中 28 ディスカウントショップ古泉　船引店 田村市船引町笹山字岩之作741-3
＜リサイクル業＞
①商品の販売（レジ打ちあり）

県中 29
医療法人社団平成会　健康倶楽部郡
山　デイサービスケアセンター
「希」

郡山市御前南二丁目65番地
＜介護職＞
①高齢者との談話、レクリエーション等、掃除、車イスの移動補助、
食事の配膳・下膳

県中 31
シダックスビューティケアマネジメ
ント株式会社

郡山市熱海町熱海5丁目8-60
＜エステティシャン・リフレクソロジスト・整体師＞
①受け付業務、お客様への案内

県中 32
佐川急便株式会社
南東北支店　郡山営業所

本宮市荒井字久保田111-1
＜倉庫内仕分け＞
①荷物の仕分け業務の体験

県中 33
佐川急便株式会社
南東北支店　須賀川営業所

郡山市喜久田町字菖蒲池13-13
＜集配補助・到着貨物仕分作業・貨物発送業務＞
①配達及び集荷の補助、到着貨物仕分（配達エリアのコース仕分作
業）、発送作業（集荷した貨物の荷下ろし・路線便仕分作業）

県中 34 株式会社フクイシ 田村市船引町堀越字堰下195

＜石材の加工、彫刻、施工＞
①加工：機械を使って、石材の切断・研磨
　彫刻：石材への彫刻（砂で削る）
　施工：墓石工事
　②体験は、各工程をまわります。

県中 35 ワタナベ電建株式会社　滝根事業所
a)いわき市内の現場
b)双葉郡内、田村市内

＜電気工事＞
①電気工事：現場（一般家屋）において実作業又は補助作業

県中 35 ワタナベ電建株式会社　滝根事業所
a)いわき市内の現場
b)双葉郡内、田村市内

<伐採>
①伐採：現場見学又は片付け作業

県中 36
医療法人社団平成会　介護付有料老
人ホーム「健康倶楽部館ファンコー
ト郡山」

郡山市安積町長久保4-2-1
＜介護職＞
高齢者との談話、レクリェーション参加、掃除、車椅子の移乗補助、
食事配膳・下膳

県中 37
医療法人社団平成会　健康倶楽部郡
山グループホーム「希の家」

郡山市御前南2丁目65番地
＜介護職＞
高齢者との談話、レクリェーション参加、掃除、車椅子の移乗補助、
食事配膳・下膳

県中 38 グループホームせせらぎ 田村市船引町船引字上江148‐2

＜介護職＞
①入居者様とのコミュニケーション、入居者様とのレクリェーション
（紙芝居・歌・折り紙等）、調理補助、掃除
②介護が初めての方でも、親切にご指導しますので、お気軽にご参加
ください。

県中 39 グループホームつつじ 田村市大越町上大越字古内舘野40‐5

＜介護職＞
①入居者様とのコミュニケーション、入居者様とのレクリェーション
（紙芝居・歌・折り紙等）、調理補助、掃除
②介護が初めての方でも、親切にご指導しますので、お気軽にご参加
ください。
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県中 40 グループホームほほえみ 田村郡三春町字小浜海道38-4

＜介護職＞
①入居者様とのコミュニケーション、入居者様とのレクリェーション
（紙芝居・歌・折り紙等）、調理補助、掃除
②介護が初めての方でも、親切にご指導しますので、お気軽にご参加
ください。

県中 41 有限会社ティライズ 田村市船引町船引字上田中92

＜製造職(縫製）＞
①裁断、縫製、仕上げ(アイロンがけ、たたみ、袋詰め)
②興味のある方は、ぜひトライしてみてください。初めての方でも、
１から指導いたします。

県中 42
社会福祉法人創世福祉事業団
介護老人保健施設 滝根「聖・オリオ
ンの郷」

田村市滝根町神俣字大平266-3

＜介護職員・看護師・准看護師・生活相談員・支援相談員・給食担当
＞
①【介護】利用者様の食事や入浴、排泄、衣服の着脱や移動など、生
活全般に必要な援助、介助
【看護師・准看護師】利用者様のバイタルチェック、衛生管理等につ
いての補助、見学
【理学療法士・作業療法士・言語聴覚士】身体機能や、言語聴覚機能
回復のための訓練指導の補助、見学
【生活相談員・支援相談員】利用者様の相談援助の補助、見学
【給食担当】調理補助
②あなたを必要としている人がいます。だれでもスタートは未経験で
す！！

県中 43 株式会社白石総合商事 田村市船引町今泉字鳥足409-46

<警備>
①イベントの警備補助・駐車場の警備補助
   ※ともに、立ち作業となります。
②当社は運送業、警備業を主としている会社であり、地域社会への貢
献を第一に考え、社員一同頑張っております。男女どちらでも活躍で
きる職場です。

県中 44 都路運送有限会社
a)田村市都路町古道下田41-1
b)船引営業所
 田村市船引町船引字卯田ヶ作208-2

<運送>
①１日目　・事業内容の説明、荷物（鶏卵）の積み込み補助体験
　２日目　・事業内容の説明、荷物（鶏卵）の積み込み補助体験
②安心・安全でコクのある都路のたまご（鶏卵）を届けています。都
路農場で生産される鶏卵は、おかげさまで需要と認知度が高まり、ブ
ランド化されてきました。それに伴い、私たちがお届けするお客様も
拡がっています。繊細さと丁寧さが問われる鶏卵の運送は、弊社が長
年担ってきた信頼と実績によって事業も安定しています。
丁寧にアドバイス致しますので、初めての方でも心配ありません。大
型免許取得予定者・教習受講中の方も歓迎しております。是非気軽に
体験してみてください。

県中 45 株式会社ハム工房都路 田村市船引町船引字源次郎218

<事務および販売・包装（袋詰め）>
①事務および販売：パソコン入力、伝票作成、店頭販売
包装（袋詰め）：工場内での製品の包装作業
②経験・資格は問いません。明るい職場ですので、お気軽におこしく
ださい。

県中 47 株式会社ライフフーズ

・郡山第１ファクトリー（郡山市富久
山町）
・郡山第２ファクトリー（郡山市富久
山町）
・郡山第３ファクトリー（本社／郡山
中央工業団地）

<食品製造>
①工場 ： ラインでの惣菜品の製造
②食品会社ならではの「衛生管理」を学べます。我々が普段食べてい
るモノを作っている工程を自身の目で見てみませんか？安心・安全を
体験通じて経験できます！

県中 48 さかえグリーンハート美術館通り 郡山市下舘野1-1
<介護職>
①高齢者とのふれあい、レクリエーション参加、食事の配膳・下膳、
リネン交換、掃除

県中 49 さかえライフハート美術館通り 郡山市下舘野11-1
<介護職>
①高齢者とのふれあい、レクリエーション参加、食事の配膳・下膳、
リネン交換、掃除

県中 50 さかえデイサービスセンター 郡山市横塚2-18-7
<介護職>
①高齢者とのふれあい、レクリエーション参加、食事の配膳・下膳、
リネン交換、掃除

県中 51 さかえライフハート安積 郡山市安積町荒井字打登喜34-4
<介護職>
①高齢者とのふれあい、レクリエーション参加、食事の配膳・下膳、
リネン交換、掃除

県中 52
介護老人保健施設さかえハートみら
い

郡山市喜久田町字遠北41
<介護職>
①高齢者とのふれあい、レクリエーション参加、食事の配膳・下膳、
リネン交換、掃除

県中 53 さかえマイハート希望 郡山市横塚2-18-5
<介護職>
①高齢者とのふれあい、レクリエーション参加、食事の配膳・下膳、
リネン交換、掃除



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県中 54
株式会社トスネット南東北
郡山営業所

郡山市桑野二丁目34-9　家久来ビル2F

<警備>
①・オリエンティーション（自己紹介、実施概要等説明他注意事項
等）
　・会社概要紹介
　・現場見学（2現場程）
　・模擬警備業務体験（交通誘導、護身術他）
　・意見交換会
②トスネットは、1997年創立以来、交通誘導、雑踏警備業務を主体に
皆様の「生命・身体・財産」を守ることを使命として今日に至ってお
ります。
SMILE＆SECURITY～笑顔と安心のために～トスネットグループは新し
い時代へ挑戦を続けます。是非、お気軽にご相談ください。

県中 55 社会福祉法人　笑風会 郡山市喜久田町前田沢字小室山5-45

<介護福祉>
①・介護体験（要介護状態にある高齢者とのコミュニケーション、日
常生活の支援、施設内清掃等：直接介助はしません）
　・福祉や施設事業所についての説明・福祉介護の職場で働くことへ
の質疑応答など。
②職場体験・施設見学は随時対応しており、相談に応じます。
   お気軽にご連絡ください。

県中 56 杉島塗料株式会社 郡山市富久山町久保田字郷花1-1
<販売・営業>
①・塗料等の販売補助・工場内及び現場塗装補助
②未経験者でもていねいに教えますので気軽に体験してください。

県中 58 株式会社星機械設計 郡山市田村町徳定字才竹18-3

<機械設計>
①ＡｕｔｏＣＡＤやソリッドワークスを利用した図面作成
②高度なミスのない設計で顧客の満足と信用を得て社会の繁栄に寄与
しており、やりがいのある仕事です。

県中 59 株式会社フリーデン都路牧場 田村市都路町古道字山口141-3

<豚の飼育管理>
①・施設見学
　・豚についての説明・実体験（えさを与える。など）
②初心者であっても問題ありません。ぜひ、実際の現場に触れてみま
せんか？
※出社時、退社時は、防疫上施設内のシャワーを浴びていただきま
す。

県中 60 東北クリーン運輸株式会社 郡山市安積町長久保一丁目13番地の5

<大型トラック乗務員（ユニック車）>
①1.コンクリート二次製品の積込（トラックへの積込）
　2.現場への配送、荷卸
②環境保全および安全輸送の取り組みを通して、安心と信頼をお届け
できるよう常に心がけております。

県中 61 株式会社　タツミ電工 田村郡三春町山田字戸之内88

＜東北電力設備維持工事＞
①・施設見学
　・電気工事、関連資格の説明
　・工事現場の見学（田村郡、田村市、郡山市、本宮市、大玉村の範
囲内）
②当社は、ライフラインをしっかり守っている会社です。
　今後の若い技術者の育成に、更なる取り組みを行っています。
　仕事で社会貢献を目指す方を、応援します！



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県中 62
株式会社日本ハウスホールディング
ス
日本ハウス事業部郡山支店

郡山市朝日一丁目3－15

＜住宅営業＞
①・住宅展示場見学
　・住宅計画体験（間取り作成、資金計画書作成）
②・未経験の方でも大歓迎です。
　・中途入社社員も多く、先輩社員が丁寧に教えます。
　・興味があれば是非体験して下さい。

県中 63 一般社団法人福島地域総合支援協会
郡山市片平町新蟻塚110-1
郡山市内および近郊

<あん摩マッサージ指圧師>
①歩行が困難な患者様の自宅や施設に伺い、マッサージおよびリハビ
リを行います。実習では施術を見学していただきます。
②経験の有無は問いません。視覚に障害のある施術者も活躍していま
す。
　・患者様宅への移動は、実習担当者の車に同乗していただきます。

県中 64 社会福祉法人郡山コスモス会 郡山市御前南6丁目13番地

<指導員>
①・法人の事業所見学
　・各事業所で障がい者（主に精神障がい・知的障がいの方）の皆様
とレクリエーション活動や弁当、パン作り、畑仕事などの作業訓練を
行います。
②・障がいを持った方の生活は様々です。実習を通して地域で生活す
る障がい者の 支援や住まい方などを知る機会になればと思います。

県中 65 丸光ケアサービス　富田支店 郡山市備前舘一丁目30番地

<訪問入浴介護員、訪問入浴オペレーター>
①在宅介護サービス、訪問入浴の仕組み、流れ、現場での雰囲気など
を学びます。
②自宅入浴、通所入浴ができない方に自宅居室で入浴する現場で
利用者の喜びの顔を見ながら技術を確認して下さい。

県中 66 丸光ケアサービス郡山中央支店 郡山市桑野4-6-6

<訪問介護員>
①・訪問介護員（ヘルパー）と同行し、仕事の内容を学ぶ。
　・その他、介護保険での対応可・不可の内容を学ぶ。
②・高齢者の在宅生活に不可欠なサービスです。
　・業務多岐に渡りますが、ぜひ体験してみてください。

県中 67 みやこじスイーツゆい 田村市都路町岩井沢道ノ内65-1

<洋菓子製造>
①厨房内での菓子製造の一連の作業
②都路の地場産品を使用して、おいしいお菓子をつくっています。
お菓子の製造が、初めての方も経験者の方も、興味のある方はぜひ体
験してみませんか。

県中 68 中央化学株式会社　東北工場 田村市常葉町常葉字富岡101番地

＜製造業＞
①・社内見学：原料からシートの押出・成型・包装・パレタイズまで
の製造工程一連の流れの見学。
　・製造工程：成型品の検査及び包装、梱包作業
②当社は、昭和３６年創立のプラスチック製食品容器の企画から研究
開発、製造、販売までを一貫して行う総合食品容器メーカーです。

県中 69 西山鋼業株式会社 福島工場 田村市滝根町広瀬字舟ヶ作3‐17

<金属プレス加工補助>
①・製品の箱詰め
　・洗浄作業
　・梱包出荷作業
②操業から90年を超える企業です。
　基となる材料から製品まで、一貫した体制となっております。
　初心者の方でも、モノづくりに興味のある方は、ぜひ来社してくだ
さい。

県中 70 ありがとう保険サービス 田村市船引町笹山字大畑288

〈保険代理店　営業〉
①・商品についての説明を聞く。
　・保険代理店の資格について
　・受付、接客
　・顧客訪問の同行
②間違いや失敗は、すべて自分の経験になります。
    体験実習をされる方の年代は問いません。
    出会いを大切に、体験実習のお越しをお待ちしております。

県中 71 シニアフィットネス　ココロアル 郡山市桑野1-23-33

〈高齢者介護〉
①ご利用者様とレクリエーション、交流
   お茶出し、おやつ準備
②介護を必要としないカラダ作りを目指す運動専門デイサービスで
す。高齢化社会に向けて、高齢者支援はすばらしい仕事なので、ぜひ
体験してみませんか。

県中 72
株式会社アクティブモンド
割烹加賀

田村市大越町上大越字久保田45-3

<調理補助>
①厨房での料理の盛り付け、洗浄など
②本格和食を提供しています。
　料理に興味をお持ちの方、営業が初めての方、ぜひお待ちしており
ます。

県中 72
株式会社アクティブモンド　割烹加
賀

田村市大越町上大越字久保田45-3

<営業>
①DM、顧客まわり、見込み客訪問の同行
②本格和食を提供しています。
　料理に興味をお持ちの方、営業が初めての方、ぜひお待ちしており
ます。

県中 72
株式会社アクティブモンド　割烹加
賀

田村市大越町上大越字久保田45-3

<調理補助・配膳>
①厨房での料理の盛り付け、洗浄、配膳など
②本格和食を提供しています。
　料理に興味をお持ちの方、営業が初めての方、ぜひお待ちしており
ます。

県中 73 旭鉱末株式会社 田村市大越町上大越字鷹待田136

＜窯業及び土石製品製造業＞
①社内見学（鉱山、工場）
    製品の袋詰め
    ※フォークリフト操作の見学もできます。
②弊社は2020年に100周年を迎えます。創業以来、白色石灰石の採掘
加工および重質炭酸カルシウムの製造販売を行っています。私たちの
社会に必要不可欠な炭酸カルシウムをユーザーの皆様へ安定供給して
います。



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県中 74 矢田工業株式会社 郡山市西田町鬼生田字阿廣木1

＜建設＞
①１日目　・業務内容説明、工場見学、補助作業
　２日目　・工場内での業務体験（鋼橋梁の製作：切断、穴明け、溶
接、組立）
　３日目　・同上
②鋼橋梁メーカーとして「いい橋」づくりを基本理念に社長以下全社
員で取り組んでいます。職場ではベテランと若手が融合し活気に溢れ
ています。社会インフラの重要な位置を占める橋を全国に架けていま
す。公共性の高い仕事で矢田ブランドの信用を基に「やりがい」を
もって仕事に充実感を感じています。一緒に「いい橋」づくりをしま
せんか！！
年次有給休暇取得奨励、配偶者出産休暇あります。

県中 75 株式会社エヌジェイアイ 郡山市富久山町八山田字前林10-4

＜医療機器の営業職＞
①医療機器の知識・ピッキング作業の体験
　 営業実務の同行見学
②当社は、「健康」をキーワードに事業を展開している会社です。医
療機器・介護用品を販売する卸売業が主力ですが、病院内での患者・
付添いの方・病院職員を主たるお客様にした売店や飲食店舗も運営し
ています。この他に、介護サービス事業にも携わっており、訪問ヘル
パーステーション、デイサービス事業なども行っています。

県中 75 株式会社　エヌジェイアイ
郡山市八山田3-8
L-CUB訪問介護ステーション八山田

＜ヘルパー、介護福祉士＞
①L-CUB八山田の見学と理念についての講習
　自社施設内での介護実務研修
②当社は、「健康」をキーワードに事業を展開している会社です。医
療機器・介護用品を販売する卸売業が主力ですが、病院内での患者・
付添いの方・病院職員を主たるお客様にした売店や飲食店舗も運営し
ています。この他に、介護サービス事業にも携わっており、訪問ヘル
パーステーション、デイサービス事業なども行っています。

県中 75 株式会社　エヌジェイアイ
郡山市八山田7-10
レストラン　ボンジュール

＜調理及びホール＞
①調理：その人の技量に応じた調理補助を行っていただきます
　ホール：下膳・清掃業務などを体験していただきます。
　　　　　できる人には、オーダー取りを行っていただきます。
②当社は、「健康」をキーワードに事業を展開している会社です。医
療機器・介護用品を販売する卸売業が主力ですが、病院内での患者・
付添いの方・病院職員を主たるお客様にした売店や飲食店舗も運営し
ています。この他に、介護サービス事業にも携わっており、訪問ヘル
パーステーション、デイサービス事業なども行っています。

県中 76 株式会社幸楽苑ホールディングス 郡山市田村町上行合字北川田2-1

＜ホールサービス及び調理補助＞
①本社から店舗に移動し、業務の見学
　研修施設で、実際に体験
②らーめん店「幸楽苑」のチェーン経営を行っています。職人的なイ
メージではなく、「ヒト・モノ・カネ」を動かす仕事です。現在、
539店舗展開中、海外ではタイに店舗があります。責任ある仕事がで
きる、非常にチャンスの多い会社です

県中 77 社会福祉法人 すみれ福祉会 田村市船引町船引字大平105番地1

＜介護職＞
①・レクリエーションに参加し、利用者様とのコミュニケーション
　・送迎の同行
　・介助やリハビリの見学
※介護職員初任者研修未修了の方は、見学のみとなります。
②「利用者様の幸せをサポートする職員が常にベストを尽くせるよ
う、働きやすい環境を提供する」というのが当法人の考え方です。職
員の仕事への満足抜きに利用者様の満足はありえません。介護未経験
の方や、いったん仕事を離れてブランクのある方であっても、充実し
た教育プログラムを実施しているので心配いりません。
部門別の採用時研修のほか、同行研修、スキルアップを目的とした研
修も行われています。

県中 78 浜田薬局 田村郡三春町字荒町61

＜調剤薬局の事務＞
①・販売補助
　・受付の見習い
　・商品の陳列
②訪ねてきていただいたお客様に少しでも笑顔になってもらえるよ
う、スタッフ一同真心を込めて対応させて頂きます。

県中 79
有限会社みはる調剤薬局　きよはし
薬局

田村郡三春町字担橋2丁目1-5

＜調剤薬局の事務＞
①・販売補助
　・受付の見習い
　・商品の陳列
②訪ねてきていただいたお客様に少しでも笑顔になってもらえるよ
う、スタッフ一同真心を込めて対応させて頂きます。

県中 80
株式会社清水商店
シミズストア　ふねひきパーク店

田村市船引町船引字原田9

＜販売職＞
①・商品発注の流れを説明
　・商品の品出し
②スーパーマーケット県内7店舗、ガソリンスタンド1店舗、フラン
チャイズ事業部で不二家、コインランドリーを展開しています。
食料品を低価格で販売し、お客様の食費を削減して地域のお客様の家
計を応援する企業です。
従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育て
をしていない従業員を含めた多様な労働条件の整備に取り組んでいま
す。



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県中 81 こさと木工株式会社 郡山市安積町成田字三渡11番地

＜家具製造＞
①・家具製造の流れを見学
　・製造の補助　組み立て前の部品清掃など
②当社は、オーダー家具を専門とする木製家具製造会社です。
家具に興味のある方、自分で作ってみたい方、歓迎します。

県中 82 株式会社大関警備 福島県郡山市開成5丁目6番2号

＜警備業、労働者派遣業、防犯防災機器販売＞
①施設警備の見学、防犯防災機器販売の見学・実習
　放射線移動モニタリング調査補助業務の実習･見学
②当社は警備を通じ、県民の安全・安心に貢献する企業をめざしてい
ます。

県中 83 有限会社エムドゥー・コム 郡山市山根町3番11号

＜縫製職＞
①婦人服製造業務
　ミシン作業
　ブラウス、ジャケット、パンツなどを製造
②当社では、イッセイミヤケ、コムデ・ギャルソンなどのパリコレ商
品などの製造等も手掛けています。
未経験でも指導いたしますので、安心して応募ください。

県中 84 有限会社慶慶飯店 田村市船引町字北町通り29

＜調理補助、配膳＞
①慶慶飯店　または、けいちゃん弁当にて下記の内容を担当していた
だきます。
・揚げ物などお惣菜の製造、製造したお惣菜をパック、弁当容器に詰
める作業
・食器洗い、配達・食堂ホール係、調理補助など
②田村市船引町で中華料理、仕出し弁当中心の飲食業を営み、葬祭関
係のお料理オードブルの仕出しなどを行っています。当社のこだわり
は、まごごろのこもった手作り味で、地域の方々に愛され続けられて
いる活気のある仕事場です。
基本的には定年がありません。一人一人があきんどの精神で、楽しく
働いています。先輩ができることから指導しますので、経験が無くて
も十分作業できます。

県中 85 おおぞらふぁーむ 須賀川市越久字杉坦318

＜農作業＞
①・水耕栽培管理（万能ねぎ、みつば、小松菜）
　　種まき、定植、収穫調製
　・いちごの栽培管理
　　苗作り、収穫調製
②初心者の方でも、初めから説明しますのでご安心ください。
当社の作業は、頑張った分の成果が出るので、やりがいがあります。
興味のある方、ぜひ体験に来てください！

県中 86
株式会社ケアブレーンズ
なじみ逢瀬

郡山市逢瀬町多田野上山田原1-264

＜介護職＞
①・業務内容の説明
　・利用者様とのコミュニケーション（会話、レクリエーション）
②施設の名称は「なじみ」です。地域の方々と、働くスタッフが１つ
の家族のように温もりある空間で日々過ごすことができる馴染みの場
という想いで名付けました。「明日もなじみに行くのが楽しみだな」
と思っていただけるよう、いかに快適で、楽しく、笑顔で過ごせず時
間と空間を提供できるかが、私たちの仕事です。少しでも興味がござ
いましたら、ぜひ体験にお越しください。

県中 87
株式会社ケアブレーンズ
なじみ安積

郡山市安積荒井本町375

＜介護職＞
①・業務内容の説明
　・利用者様とのコミュニケーション（会話、レクリエーション）
②施設の名称は「なじみ」です。地域の方々と、働くスタッフが１つ
の家族のように温もりある空間で日々過ごすことができる馴染みの場
という想いで名付けました。「明日もなじみに行くのが楽しみだな」
と思っていただけるよう、いかに快適で、楽しく、笑顔で過ごせず時
間と空間を提供できるかが、私たちの仕事です。少しでも興味がござ
いましたら、ぜひ体験にお越しください。

県中 88
株式会社ケアブレーンズ
なじみ山根

郡山市山根町12−25

＜介護職＞
①・業務内容の説明
　・利用者様とのコミュニケーション（会話、レクリエーション）
②施設の名称は「なじみ」です。地域の方々と、働くスタッフが１つ
の家族のように温もりある空間で日々過ごすことができる馴染みの場
という想いで名付けました。「明日もなじみに行くのが楽しみだな」
と思っていただけるよう、いかに快適で、楽しく、笑顔で過ごせず時
間と空間を提供できるかが、私たちの仕事です。少しでも興味がござ
いましたら、ぜひ体験にお越しください。

県中 89
株式会社ケアブレーンズ
なじみ鶴見坦

郡山市鶴見坦二丁目11-1

＜介護職＞
①・業務内容の説明
　・利用者様とのコミュニケーション（会話、レクリエーション）
②施設の名称は「なじみ」です。地域の方々と、働くスタッフが１つ
の家族のように温もりある空間で日々過ごすことができる馴染みの場
という想いで名付けました。「明日もなじみに行くのが楽しみだな」
と思っていただけるよう、いかに快適で、楽しく、笑顔で過ごせず時
間と空間を提供できるかが、私たちの仕事です。少しでも興味がござ
いましたら、ぜひ体験にお越しください。



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県中 90 株式会社島工業 郡山市富久山町福原字本町２－８

＜建設（配管工、設計、施工管理）＞
①・業務内容の説明
　・工事現場見学、補助作業
　・工場内での業務体験（配管の加工）
②・官公庁、民間発注の給排水衛生設備工事、設計、施工
　・地下埋設営、給水給湯管の漏水調査、修繕
　・未経験の方も指導しますので安心して応募ください。

県中 91 株式会社福島県食肉流通センター 郡山市富久山町久保田字古坦５０

＜その他サービス業＞
①・社内見学
　　肉牛・肉豚の屠畜解体ラインの見学・牛枝肉・豚枝肉から部分肉
　　になるまでの工程見学
　・現場作業実習
　　豚部分肉の梱包作業および副生物の梱包・計量作業、部分肉製造
　　補助
②当社は県民の食生活向上に寄与するため、県・市町村・農業団体・
食肉団体の出資により設立され、県内唯一の総合食肉センターとして
の機能を果たしております。

県中 92 有限会社古川電子工業所 郡山市待池台一丁目５５番５０

＜製造＞
①・レンズ検査
　・デジカメ部品の組立
　・携帯電話の組立
②作業指導は丁寧に行います。
初めての方も安心してお越しください。

県中 93
株式会社エヌジェイアイ
Ｌ-CUB訪問介護ステーション八山田

郡山市八山田３－８

＜ヘルパー・介護福祉士＞
①L-CUB八山田の見学と理念の講習、介護実務研修
②当社は、「健康」をキーワードに事業を展開している会社です。医
療機器・介護用品を販売する卸売業が主力ですが、病院内での患者・
付添いの方・病院職員を主たるお客様にした売店や飲食店舗も運営し
ています。この他に、介護サービス事業にも携わっており、訪問ヘル
パーステーション、デイサービス事業なども行っています。

県中 94
株式会社エヌジェイアイ
レストラン　ボンジュール

郡山市八山田７－１０

＜調理・ホール＞
①レストランボンジュールの調理補助及びホール体験
②当社は、「健康」をキーワードに事業を展開している会社です。医
療機器・介護用品を販売する卸売業が主力ですが、病院内での患者・
付添いの方・病院職員を主たるお客様にした売店や飲食店舗も運営し
ています。この他に、介護サービス事業にも携わっており、訪問ヘル
パーステーション、デイサービス事業なども行っています。

県中 95 株式会社ダイフクコーポレーション 田村市都路町古道字寺下２５

＜建設作業員・一般作業員＞
①１．座学
　　　　安全管理・資格の説明
　２．現場の見学
　　　　見学内容：草刈り作業
　３．土木作業の体験
　　　　作業内容：スコップを使った穴掘りなど
※１～３の一連の内容、または一部の内容を実施します。
②建設事業部・土木事業部・運送事業部・飲食事業部・企画販売事業
部を発足。
大阪支店においては、造園事業部を展開しています。

県中 96
株式会社ライフエージェント
ライフサポートセンター家楽
～郡山～

郡山市富久山町久保田字大原116-6

＜介護職＞
①利用者様の話し相手、レクリエーションを一緒に行ってもらいま
す。
②通所介護事業、サービス付き高齢者向け住宅、ショートステイの運
営を行っております。どの事業所も基本理念「すべては利用者様のた
めに」を基に、自由に楽しくのびのびと活動しています。
生きがいや希望を利用者様と共に見出し、楽しむことができる職場で
す。

県中 97 丸中産業株式会社 郡山市喜久田町字菖蒲池22-247

＜整備＞
①・社内見学　整備工場内の設備や取扱う重機の説明。
　・実習　弊社のサービスマンと共に整備・修理を体験いただきま
す。
②設立から10年ですが、大手企業・メーカーと提携。
少数精鋭の会社ですが、未経験の方には先輩がしっかりサポートしま
す。

県中 98
株式会社あいの里
グループホームあいの里

郡山市片平町字新蟻塚80-1

＜介護職員＞
①・企業説明
　・利用者様とのコミュニケーション
　・レクリエーション
　・生活支援
②・充実した研修制度
　・資格取得応援制度
　・表彰制度（勤続３年以上）
　・リフレッシュ休暇制度、海外研修旅行制度　等



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県中 99
株式会社あいの里
逢瀬町 絆

郡山市逢瀬町多田野字浄土松道10-6

＜介護職＞
①・企業説明
　・利用者様とのコミュニケーション
　・レクリエーション
　・生活支援
②・充実した研修制度
　・資格取得応援制度
　・表彰制度（勤続３年以上）
　・リフレッシュ休暇制度、海外研修旅行制度　等

県中 100
株式会社あいの里
大槻町 けやきの里

郡山市大槻町北ノ山22-3

＜介護職＞
①・企業説明
　・利用者様とのコミュニケーション
　・レクリエーション
　・生活支援
②・充実した研修制度
　・資格取得応援制度
　・表彰制度（勤続３年以上）
　・リフレッシュ休暇制度、海外研修旅行制度　等

県中 101
株式会社あいの里
福祉の杜

郡山市西田町鬼生田字杉内206

＜介護職＞
①・企業説明
　・利用者様とのコミュニケーション
　・レクリエーション
　・生活支援
②・充実した研修制度
　・資格取得応援制度
　・表彰制度（勤続３年以上）
　・リフレッシュ休暇制度、海外研修旅行制度　等

県中 102 株式会社秋田組
田村郡小野町大字小野新町字中通１８
番地

＜重機オペレーターもしくは現場作業員＞
①・企業説明
　・建設業の概要（入札見積～受注～完成引渡し）
　・現場で働く人たちの職種等
　・建設現場見学（土木工事及び建築工事）
　・パソコンによる施工管理の一部を体験
②当社は平成29年3月に設立し、平成29年5月に建設業許可を取得し建
設業を営んでおり、主に県中地区にて公共・民間から土木、建築工事
を受注しております。受注した物件を無事故で発注者に引き渡せた時
の達成感は何にもまして働く喜びかと思います。
土木にしろ建築物にしろ、自分で汗した結果が形として残る。そんな
仕事を一緒にしてみませんか？

県中 103
株式会社アルコップ
グループホーム縁寿の園

郡山市中田町赤沼字瀬戸65番地の1

＜介護職、調理＞
①１日目：介護施設の役割と基本技能、知識の理解
　２日目：被介護体験とよりそい、心遣い、気づき
　３日目：簡単な介助体験、ベストケアを志す皆さんとのエグジット
ミーティング
②1.社是「日々是新」のもと常に新しいことへチャレンジしていま
す。
　2.地域のベストケアを目指していますが、そのためには職員の満足
(ES)が重要と考えています。そのために
　　1)目に見える人事諸制度(15等級の給与体系、5段階のキャリアス
テージ、個別研修計画、目標面接による人事評価制度など)
　　2)労働環境の整備(プライベートを重視した勤務体系、時間外ゼ
ロ、有給休暇の取得促進など)
　　3)福利厚生の充実(連続休暇制度、提案制度、社宅・保養所など)
　　4)人材育成への取組み(個別研修指導、外部研修・派遣、資格取
得支援など)

県中 104
株式会社アルコップ
ナーシングケアセンター縁寿の園さ
くら木

郡山市桜木一丁目5番4号

＜介護職、調理＞
①１日目：介護施設の役割と基本技能、知識の理解
　２日目：被介護体験とよりそい、心遣い、気づき
　３日目：簡単な介助体験、ベストケアを志す皆さんとのエグジット
ミーティング
②1.社是「日々是新」のもと常に新しいことへチャレンジしていま
す。
　2.地域のベストケアを目指していますが、そのためには職員の満足
(ES)が重要と考えています。そのために
　　1)目に見える人事諸制度(15等級の給与体系、5段階のキャリアス
テージ、個別研修計画、目標面接による人事評価制度など)
　　2)労働環境の整備(プライベートを重視した勤務体系、時間外ゼ
ロ、有給休暇の取得促進など)
　　3)福利厚生の充実(連続休暇制度、提案制度、社宅・保養所など)
　　4)人材育成への取組み(個別研修指導、外部研修・派遣、資格取
得支援など)



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県中 105
株式会社アルコップ
有料老人ホーム スマイルステージ五
百渕

郡山市字名倉16番1

＜介護職、調理＞
①１日目：介護施設の役割と基本技能、知識の理解
　２日目：被介護体験とよりそい、心遣い、気づき
　３日目：簡単な介助体験、ベストケアを志す皆さんとのエグジット
ミーティング
②1.社是「日々是新」のもと常に新しいことへチャレンジしていま
す。
　2.地域のベストケアを目指していますが、そのためには職員の満足
(ES)が重要と考えています。そのために
　　1)目に見える人事諸制度(15等級の給与体系、5段階のキャリアス
テージ、個別研修計画、目標面接による人事評価制度など)
　　2)労働環境の整備(プライベートを重視した勤務体系、時間外ゼ
ロ、有給休暇の取得促進など)
　　3)福利厚生の充実(連続休暇制度、提案制度、社宅・保養所など)
　　4)人材育成への取組み(個別研修指導、外部研修・派遣、資格取
得支援など)

県中 106
株式会社アルコップ
グループホームふくじゅそう

石川郡浅川町大字浅川字越巻102-2

＜介護職、調理＞
①１日目：介護施設の役割と基本技能、知識の理解
　２日目：被介護体験とよりそい、心遣い、気づき
　３日目：簡単な介助体験、ベストケアを志す皆さんとのエグジット
ミーティング
②1.社是「日々是新」のもと常に新しいことへチャレンジしていま
す。
　2.地域のベストケアを目指していますが、そのためには職員の満足
(ES)が重要と考えています。そのために
　　1)目に見える人事諸制度(15等級の給与体系、5段階のキャリアス
テージ、個別研修計画、目標面接による人事評価制度など)
　　2)労働環境の整備(プライベートを重視した勤務体系、時間外ゼ
ロ、有給休暇の取得促進など)
　　3)福利厚生の充実(連続休暇制度、提案制度、社宅・保養所など)
　　4)人材育成への取組み(個別研修指導、外部研修・派遣、資格取
得支援など)

県中 107 株式会社メンテナンス 田村市船引町門沢字清川内147の14

＜溶接、旋盤、組立、修理、製缶、クレーンオペレーター＞
①１日目：会社業務説明、工場見学
　２日目：軽作業（手元作業）
　３日目：軽作業（手元作業）
②弊社は、各所工場にある機械の製作から整備をしている会社です。
県内でも数少ない特殊な事業分野になり、一般に「機械鍛治工」、
「機械鳶工」、「溶接工」、「多能工」、「旋盤工」と言われる職種
になります。
新年会、納涼会、芋煮会や２泊３日の研修旅行（会社負担）などの催
しを開催しています。

県中 108 株式会社よつば環境保全
郡山市安積北井一丁目50番地
ボナンザビル206

＜軽作業・重機運転・法面作業等適性に応じて配置する＞
①１日目：仕事内容　見聞
　２日目：実際に仕事をしてみる
　３日目：意見交換
②汚れてきつい仕事だが適性に応じて配置する、収入面も仕事の中身
によるがやる気があれば相当金額稼げる、財務面も逐一情報開示して
おり利益分配は作業員に重きを置いて行っています。社会保険や有休
制度などはすべて整備されています。

県中 109 株式会社山元工業所 郡山市並木1丁目18-15

＜配管工・施工管理＞
①１日目：業務内容ご説明・工事現場見学・補助作業
　２日目：工事現場補助作業
②福島県内で昭和33年に創業し今年で59年目を迎えました。地域に密
着した営業展開を目指しております。
年次有給許可取得奨励
1)バースデイ休暇・子の学校行事・親族法事・病気見舞い・結婚記念
日

県中 110 株式会社クライス 田村市常葉町西向字中97-1

＜森林土木＞
①１日目　・実習の時期にもより変動するが、地ごしらえ・植付け・
森林調査
　２日目　・引き続きの作業を予定
　３日目　・引き続きの作業を予定
②当社は２０代から４０代の作業員が活躍してます。肌で四季を感じ
ることのできる環境は林業ならでは！



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県中 111
社会福祉法人くわの福祉会
特別養護老人ホームおおつき

郡山市大槻町字西勝ノ木5-1

＜介護職員＞
①１日目　・法人、施設の概要の説明　　・施設内の見学　　・2日
目以降の体験内容の説明
　２日目　・利用者様とのコミュニケーションを中心とした業務体験
（施設職員が指導します）
　３日目　・利用者様とのコミュニケーションを中心とした業務体験
（施設職員が指導します）
②人間関係も良好で、20代から70代まで幅広い年代の皆さんが活躍さ
れています。産休、育休取得後職場復帰され、長く勤務されている方
も大勢いらっしゃいます。男性の育休取得の実績もあります。法人独
自の互助会制度、様々な共済制度も備えており、福利厚生が充実して
いることも法人の特徴の一つです。

県中 112
社会福祉法人くわの福祉会
デイサービスセンターおおつき

郡山市大槻町字西勝ノ木5-1

＜介護職員＞
①１日目　・法人、施設の概要の説明　　・施設内の見学　　・2日
目以降の体験内容の説明
　２日目　・利用者様とのコミュニケーションを中心とした業務体験
（施設職員が指導します）
　３日目　・利用者様とのコミュニケーションを中心とした業務体験
（施設職員が指導します）
②人間関係も良好で、20代から70代まで幅広い年代の皆さんが活躍さ
れています。産休、育休取得後職場復帰され、長く勤務されている方
も大勢いらっしゃいます。男性の育休取得の実績もあります。法人独
自の互助会制度、様々な共済制度も備えており、福利厚生が充実して
いることも法人の特徴の一つです。

県中 113
社会福祉法人くわの福祉会
ケアハウスはやま

郡山市大槻町字西勝ノ木5-1

＜介護職員＞
①１日目　・法人、施設の概要の説明　　・施設内の見学　　・2日
目以降の体験内容の説明
　２日目　・利用者様とのコミュニケーションを中心とした業務体験
（施設職員が指導します）
　３日目　・利用者様とのコミュニケーションを中心とした業務体験
（施設職員が指導します）
②人間関係も良好で、20代から70代まで幅広い年代の皆さんが活躍さ
れています。産休、育休取得後職場復帰され、長く勤務されている方
も大勢いらっしゃいます。男性の育休取得の実績もあります。法人独
自の互助会制度、様々な共済制度も備えており、福利厚生が充実して
いることも法人の特徴の一つです。

県中 114 アルファ電子株式会社 岩瀬郡天栄村大字飯豊字向原60-2

＜製造＞
①１日目　　企業説明　　現場見学　簡単な作業（箱つくりや運搬な
ど）
　２日目　　現場作業：箱作り　電子部品・エネルギー製品・医療機
器等の組立・検査業務
　３日目　　現場作業：箱作り　電子部品・エネルギー製品・医療機
器等の組立・検査業務
②明るく元気に前向きにそして楽しく・仲良くをモットーに幅広い業
界、業種に取り組んでおります。
ISO9001、13485、14001を取得。生産革新活動により、圧倒的なモチ
ベーション・圧倒的な品質・生産性・スピードを誇る会社です。
体験実習では、電子部品（医療用機器・コネクター・メンブレンス
イッチ・蓄電池等）の製造に関わる組立・検査業務を行っていただき
ます。
また、その他付随する運搬作業や梱包作業なども行います。

県中 115 居酒屋　田平 田村市船引町船引字五升車83-3

＜調理補助・店内清掃＞
①厨房（調理業務）
②手作りの料理にこだわり、老若男女問わずご愛顧いただいてます。
また平成２９年９月に新装開店したため綺麗な店内で、アルバイトも
若者が多く少人数のため働きやすいお店です。
体験実習は、午前中は弁当の製造、午後は仕込み等の開店準備です。

県中 116 株式会社エクストエンジニア 田村市常葉町常葉字七日市場66

＜金属部品切削加工の製造＞
①１日目　・企業説明　・社内見学　・作業工程で使用する工具類の
説明、実践　・当日体験実習の振り返り
　２日目　・簡単な加工の実践　・当日体験実習の振り返り
　３日目　・実践　・最終体験実習の振り返り
②当社は、1977年創業以来40年、全国のお客様へ金属精密切削加工部
品を提供し続けております。工場勤務が初めての方でも先輩社員も同
じく初心者からの方も多く、大歓迎です。避難区域にも近いこともあ
り、解除後帰郷を考えられている方も、寮設置も検討しておりますの
で、ぜひ職場体験されてみてはいかがでしょうか。



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県中 117 株式会社阿部農縁 須賀川市和田字沓掛49-2

＜農作業　農産物加工製造　販売＞
①１日目　・農作業　または　加工作業
　　　　　（体験の時期によって内容が変わります）
　２日目　・農作業　または　加工作業
　　　　　（体験の時期によって内容が変わります）
　３日目　・農作業　または　加工作業
　　　　　（体験の時期によって内容が変わります）
②大正時代から四代続く農家が震災後、起業しました。社長は元看護
師 元気になる応援から農業を通じて、元気でいるを応援いたしま
す。多くのご縁に支えられて、阿部農縁と名付けました。阿部農縁応
縁隊も県内外から参加していただいております。

県中 119
株式会社
MARUWA QUARTZ（マルワクオーツ）
三春工場

田村郡三春町熊耳字大平7-1

＜製造（研磨、機械加工、溶接、検査など）＞
①企業概要の説明、工場見学を通して製造工程や仕事内容などを学び
ます。（約4時間）
②・現在の世の中には欠かせないパソコンやスマホ。
　　それに搭載される半導体を製造する装置内に、
　　石英ガラス製品が使われています。
　　今後、自動運転車の普及やＩｏＴ、ＡＩの進化・発展のためには
　　半導体の力が不可欠で、需要の増加も見込まれています。
　・年間休日125日（2017年実績）、日勤のみ、制服貸与、
　　企業型確定拠出年金制度 、従業員持株会（任意）など。
　・㈱MARUWAグループ。
　・休日には、ソフトボールやマラソン、卓球、
　　ゴルフなどを楽しむこともあります。

県中 121
株式会社マインド
小規模多機能型居宅介護
まいんど町東

郡山市町東一町目52番地

＜介護職＞
①施設概要説明・職場見学・体験実習（利用者とのコミュニケーショ
ン、食事介助、入浴介助、レクリエーション参加）
②担当者より　　初心者の方、介護の資格のない方でも丁寧に指導い
たしますので安心してご応募ください。また、見学だけでも可能で
す。お気軽にお越しください。

県中 122 ガーデンデザイン森の風 郡山市富久山町南小泉字江ノ上142-1

＜造園補助＞
①１日目　・作業現場の見学、メンテナンスの補助
　２日目　・作業現場の見学、メンテナンスの補助
　３日目　・作業現場の見学、メンテナンスの補助
②お客様個々のニーズに合ったガーデンデザインと施工を行っていま
す。また、生活が豊かになるような学習会やワークショップも開催し
ています。
※体験実習の受入は、季節柄 3月20日頃～12月20日頃までとなりま
す。

県中 123 株式会社桑原コンクリート工業 田村市船引町堀越字新田236

＜製造作業＞
①生コンクリートを製品型枠に流し込み型枠の表面をコテを使って仕
上げる作業
②弊社は、コンクリート二次製品製造メーカーとして昭和49年に創業
し、４５周年を迎えました。平成１５年には生コンクリート製品の製
造販売も開始し、田村市唯一のコンクリートメーカーとして現在に至
ります。コンクリート二次製品・生コンクリート製品は日本工業規格
（ＪＩＳマーク）の認証を取得し、また生コンクリート製品において
は、全国統一品質管理監査である（㊜マーク）の認証も取得しまし
た。品質第一を掲げ地域の生活環境整備事業の資材を提供しておりま
す。社会インフラ整備のレガシーに残るコンクリートを作る一員にな
りたい！と思う方を大歓迎です！コンクリートは専門の技術資格であ
るコンクリート技士・主任技士・コンクリート診断士を目指したい方
も会社にて研修や受講・受験を支援しております。その他各種教育研
修等も実施しております。

県中 123 株式会社桑原コンクリート工業 田村市船引町今泉字鳥足371-8
＜生コンクリート製品の品質管理業務＞
①生コン現場納品時の現場試験業務の見学
②※上記と同様

県中 123 株式会社桑原コンクリート工業 田村市船引町今泉字鳥足371-8

＜ミキサー車ドライバー＞
①納入現場へ生コンを届ける一連の作業の見学（弊社教育係同行によ
る）
②※上記と同様

県中 124
医療法人慈慧会
ホームヘルパーステーションあさか

郡山市安積三丁目347番地

＜訪問介護員＞
①１日目…企業、業務の説明・利用者宅訪問同行
　２日目…利用者宅訪問同行、見学
　３日目…利用者とのコミュニケーション実践、簡易な業務の補助等
②給与面で介護福祉士は初任給で20万超
　日曜完全休暇に加え、希望に応じて休日の付与（計月7回～）

県中 125 株式会社グリーンテック 郡山市備前舘2-22

＜自動車部品の検査選別作業＞
①座学（1時間）、模擬選別（3時間）、他
②幅広い年齢、女性も活躍できる新しい企業で一緒に働いてみません
か

県中 126 株式会社銀河警備保障　郡山営業所 郡山市西の内2丁目11-20

＜主に交通誘導警備業務＞
①会社概要及び警備業務の説明、業務実施地内での見学など
②公共工事を主にした交通誘導警備、他のイベント警備や駐車場警備
など車両・歩行者の安全誘導を行います。男女ともに活躍できる職場
です。



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県中 127 株式会社グリーセス　郡山営業所 郡山市桑野二丁目25-12  Fビル2階

＜警備＞
①事務所にて業務説明後、現場見学
②常に「社員ファースト」を心掛け、働く環境改善や他社に負けない
高待遇を目指しています。安全産業としての使命・責任感の構築に
は、社員の「豊かで安心できる暮らし」は欠かせないと考えていま
す。

県中 128 ゼビオコーポレート株式会社 郡山市朝日3-7-7

＜その他（グループ内の事務管理）＞
①・企業説明　・社内見学　・経験職種に応じた職場体験
②『こころ動かすスポーツ。』スポーツによって世の中を明るく元気
にすることが、私たちゼビオグループの使命です。そして当社はグ
ループ各社の管理部門を担い業務の集約化・効率改善等ビジネスモデ
ルを変革させながら私たちのチャレンジでグループ全体に大きな影響
を与えていきます。

県中 130
社会福祉法人心愛会
特別養護老人ホームハーモニーみどりヶ
丘

郡山市緑ヶ丘東六丁目26番地2

＜介護職＞
①1.間接業務（お茶・食事の準備・後片付け・リネン交換・居室掃
除）
　2.利用者とのコミュニケーション
②無資格未経験応募可。
法人内で介護職員初任者研修・実務者研修を開講しており、働きなが
ら資格が取れます。仕事を始めてからはマンツーマンの指導体制を
とっており、安心して仕事が覚えられます。年間休日１０７日＋有休
の計画的取得５日。アニバーサリー休暇制度あり。

県中 132
株式会社ウッドコア
（朝田木材産業㈱・藤寿産業㈱）

郡山市田村町上行合字西川原35
藤寿産業㈱内

＜木材加工＞
①木材加工の軽作業
②原木からの一貫製造型中大断面集成材製造施設です。地場産業の再
生復興と中高層・大規模木造建築の推進に取り組みます。2020年度
末、浪江町の棚塩産業団地に、国内最先端の集成材生産工場が完成予
定。

県中 133 社会福祉法人ほほえみ福祉会 田村郡三春町大字熊耳字神山287番

＜介護職＞
①・介護体験（高齢者とのコミュニケーション、日常生活の支援、施
設内清掃等）
・福祉や施設事業所についての説明、福祉介護の職場で働くことへの
質疑応答など。
②年間を通し季節行事を職員で企画し行っております。
介護未経験の方も活躍しています。未経験の方には親切丁寧に指導し
ます。
お気軽に職場体験お申込みください。

県中 134 田村森林組合 田村市常葉町西向字堂ヶ入62-7

＜森林整備・製材作業員＞
①敷地内及び作業現場見学、軽作業
②「人も森も活かして地域力」を掲げ森林管理、木材生産、木材加工
など地域の森林資源の育成とその活用を行い地域社会へ貢献を果たし
たいと考えております。そのために、幅広く多様な人材を求めていま
す。

県中 135 郡山運送株式会社

・郡山支店
（郡山市喜久田町卸三丁目1番）

・郡山通運営業所
（郡山市安積町大字荒井字庚段1番地
1）

＜事務・貨物運送助手＞
①企業説明、見学、簡単な体験作業
②当社は、創業75年以上の歴史を持つ福島県内運送会社でトップクラ
スの企業です。総合運送会社として地域社会の信頼に応えるため安
心・安全、そして質の高いサービスの提供を目指しています。福島の
復興にも強い使命感を持ち、日本経済の「流通・物流」を担う一企業
として、また福島県の運送会社、「郡山運送」として、 その社会的
責任を果たしております。

県中 136 株式会社北斗型枠製作所 郡山市日和田町高倉字藤坦1-2

＜製造＞
①社内、工場見学
②北斗型枠製作所は「モノづくり」の会社です！
私共が造る『 鋼製型枠製品 』から成型された『コンクリート用二次
製品』は、道路、水路 、護整備などの国内の公共事業に用いられて
います。表舞台で華やかなスポットライトを浴びる事はありません
が、“縁の下の力持ち”として国内のインフラ整備に貢献していま
す。

県中 137 有限会社田村精技 田村市大越町上大越字薬師堂161

＜製造＞
①座学、工場見学、CAD/CAMでの加工プログラミング
②流れ作業ではなく常に考えることを求められる仕事で、厳しさもあ
りますがものづくりの醍醐味を毎日味わえる楽しい仕事です。
未経験の方でもスキルマップに基づいて段階を踏んで必要な教育を実
施します。1年後に1人で製品が造れるようになり、数年後には業界
トップクラスの技能が身につく職場です。


