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平成 29年 2月 24日 

 

岩手県立大学 合同企業等説明会の開催について（ご案内） 
 

岩手県立大学では、３月１日の就職活動解禁日に合わせて、短期大学部を含む全学部の就職希

望学生を対象に、合同企業等説明会を３月１日から３日までの３日間、本学を会場に開催します。 

本説明会は、県内外から 163の事業所（うち県内は 90事業所）と、県立大生約 300人が参加

し、相互理解を深め、よりよい就職活動がなされることを目的として実施します。 

若者の地元定着が県政課題とされる折、本学キャリアセンターが工夫を凝らして企画運営する

説明会を御社に取材・報道していただきたく、ご案内申し上げます。よろしくお願いいたします。 

記 

１．開催概要 

 ＜開催日時及び会場等＞ 

開催回 日  時 
タイムスケジュール（会場：本学共通講義棟） 参加事 

業所数 
対象学部 

開会 1 分間ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 個別説明 

第１回 3/1 (水)午前 10：00～（1Ｆ講堂） 10：10～（1Ｆ講堂） 10：45～（3Ｆ講義室） 33 全学部 

第２回 3/1 (水)午後 14：30～（1Ｆ講堂） 14：40～（1Ｆ講堂） 15：15～（3Ｆ講義室） 33  全学部 

第３回 3/2 (木)午前 10：00～（1Ｆ講堂） 10：10～（1Ｆ講堂） 10：45～（3Ｆ講義室） 31 全学部 

第４回 3/2 (木)午後 14：30～（1Ｆ講堂） 14：40～（1Ｆ講堂） 15：15～（3Ｆ講義室） 33 全学部 

第５回 3/3 (金)午後 
13：30～（201 講義

室） 
13：35～（201 講義 

室） 14：25～（3Ｆ講義室） 
33 

※病院等 
看護学部 

 ＜説明会の内容＞ 

説明会は参加事業所をグループ分けし５回行います。各回の前半では、講堂等において参加事

業所による「１分間プレゼンテーション」を実施し、各事業所の採用担当者が参加学生に向け趣

向を凝らした事業所ＰＲを行います。また、各回の後半では、それぞれ指定された講義室のブー

スにおいて事業所の概要や仕事の魅力等について説明がなされ、学生と質疑応答が交わされます。 

近年、雇用環境は改善の傾向にありますが、学生たちはミスマッチを防ぎ、少しでも自分に合

った進路選択をしようと、メモを片手に７時間を超える長丁場を真剣な表情で企業等の人事担当

者と渡り合います。 

一方、売り手市場と言われる中、参加企業等にとっても、自社をアピールし、優秀な人材を確

保するための絶好の機会となるため、毎年、熱気を帯びた説明会となります。 

 

２ 参加事業所 

  別紙一覧のとおり 

 

 

 ＜本件のお問い合わせ先＞  岩手県立大学学生支援室長 高橋  電話 019-694-2020 

 
 

 

〒020-0693 岩手県滝沢市巣子 152-52 www.iwate-pu.ac.jp/ 

企画広報グループ（広報） TEL 019-694-2005 



実施回 № 参加企業名 業　種 所在地
1 岩手県社会福祉事業団 医療・福祉 県内
2 社会福祉法人大洋会 医療・福祉 県内
3 独立行政法人国立病院機構 医療・福祉 県外
4 株式会社岩手ホテル＆リゾート 飲食・宿泊業 県内
5 トヨタカローラ岩手株式会社 車販売 県内
6 株式会社いんべクリーニング サービス業 県内
7 アイ・ケイ・ケイ株式会社 サービス業 県外
8 株式会社東北システムズ・サポート 情報通信業 県内
9 トーテックアメニティ株式会社 情報通信業 東北
10 株式会社ビッツ 情報通信業 東北
11 株式会社ユードム 情報通信業 県外
12 株式会社ハイマックス 情報通信業 県外
13 シグマトロン株式会社 情報通信業 県外
14 株式会社日立ハイシステム２１ 情報通信業 県外
15 株式会社ISIDインターテクノロジー 情報通信業 県外
16 株式会社アイディーエス 情報通信業 県内
17 株式会社ＩＢＣソフトアルファ 情報通信業 県内
18 小岩井農牧株式会社 製造業 県内
19 白石食品工業株式会社 製造業 県内
20 ＩＧＲいわて銀河鉄道株式会社 運輸業・郵便業 県内
21 株式会社　三田商店 卸売・小売業 県内
22 ソニーリージョナルセールス株式会社 卸売・小売業 県外
23 DCMホーマック株式会社 卸売・小売業 県外
24 イオンスーパーセンター株式会社 卸売・小売業 県内
25 株式会社ゆうちょ銀行（日本郵政グループ） 金融・保険業 県外
26 株式会社東北銀行 金融・保険業 県内
27 株式会社北洲 建設業 東北
28 株式会社小田島組 建設業 県内
29 北上市役所 公務 県内
30 盛岡地方裁判所・盛岡家庭裁判所 公務 県内
31 東北管区警察局岩手県情報通信部 公務 県内
32 いわて生活協同組合 複合サービス業 県内
33 新岩手農業協同組合 複合サービス業 県内
1 東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社 運輸業・郵便業 県内
2 岩手トヨペット株式会社 車販売 県内
3 岩手県警察本部 公務 県内
4 株式会社みちのくジャパン サービス業 県内
5 株式会社日本旅行東北 サービス業 東北
6 社会福祉法人若竹会 医療・福祉 県内
7 合同会社スプリングブリーズ 医療・福祉 県内
8 株式会社　新鉛温泉　結びの宿　愛隣館 飲食・宿泊業 県内
9 丸木医科器械株式会社 卸売・小売業 東北
10 株式会社マイヤ 卸売・小売業 県内
11 株式会社薬王堂 卸売・小売業 県内
12 マックスバリュ東北株式会社 卸売・小売業 東北
13 株式会社向学舎グループ 教育・学習支援業 東北
14 国立大学法人等 教育・学習支援業 東北
15 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 金融・保険業 県内
16 株式会社岩手銀行 金融・保険業 県内
17 株式会社　北日本銀行 金融・保険業 県内
18 株式会社日本ハウスホールディングス 建設業 県外
19 株式会社プライム下舘工務店 建設業 県内
20 セコムトラストシステムズ株式会社 情報通信業 県外
21 株式会社アルファシステムズ 情報通信業 県外
22 株式会社サンソウシステムズ 情報通信業 県外
23 株式会社電子工学センター 情報通信業 県外
24 株式会社ＪＴＢ情報システム 情報通信業 県外
25 株式会社SRA東北 情報通信業 東北
26 株式会社リードコナン 情報通信業 県内
27 株式会社コスモ・コンピューティングシステム 情報通信業 県外
28 リコーインダストリー株式会社／リコーテクノロジーズ株式会社 製造業 県外
29 株式会社　カガヤ 製造業 県内
30 東京エレクトロングループ 製造業 県内
31 株式会社岩手日報社 製造業 県内
32 大正製薬グループ 製造業 県外
33 みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 製造業 県内

H２８年度 第１回～第４回　合同企業等説明会参加事業所一覧

第1回：3月1日（水）　午前の部

【タイムスケジュール】
　◆ 9：50　　講堂集合
　◆10：00～10：05 主催者挨拶
　◆10：05～10：10 事務連絡
　◆10：10～10：40 各企業様からの
　　　　「１分間プレゼンテーション」
　◆10：45～ 企業説明会（ブース形式）
　　　第1ターム　10：45～11：15
　　　第2ターム　11：20～11：50
　　　第3ターム　11：55～12：25
　　　第4ターム　12：30～13：00
　◆13：00  解　散

第2回：3月1日（水）　午後の部

【タイムスケジュール】
　◆14：20　講堂集合
　◆14：30～14：35 主催者挨拶
　◆14：35～14：40 事務連絡
　◆14：40～15：10 各企業様からの
　　　　「１分間プレゼンテーション」
　◆15：15～ 企業説明会（ブース形式）
　　　第1ターム　15：15～15：45
　　　第2ターム　15：50～16：20
　　　第3ターム　16：25～16：55
　　　第4ターム　17：00～17：30
　◆17：30  解　散



実施回 № 参加企業名 業　種 所在地

H２８年度 第１回～第４回　合同企業等説明会参加事業所一覧

1 株式会社川徳 卸売・小売業 県内
2 杉沢薬品株式会社 卸売・小売業 県内
3 株式会社ベルジョイス 卸売・小売業 県内
4 岩手トヨタ自動車株式会社 車販売 県内
5 滝沢市 公務 県内
6 東北財務局盛岡財務事務所 公務 県内
7 シダックス株式会社 サービス業 県外
8 日本放送協会（ＮＨＫ） 情報通信業 東北
9 株式会社マクロミル 情報通信業 県外
10 株式会社システムエグゼ 情報通信業 県外
11 サクサシステムエンジニアリング株式会社 情報通信業 東北
12 パイオニアシステムテクノロジー株式会社 情報通信業 東北
13 株式会社システムベース 情報通信業 県内
14 株式会社Minoriソリューションズ 情報通信業 県外
15 東北インフォメーション・システムズ株式会社 情報通信業 東北
16 株式会社グレープシステム 情報通信業 県内
17 エヌ・ティ・ティ・システム技研株式会社 情報通信業 県外
18 テクノ・マインド株式会社 情報通信業 東北
19 社会福祉法人　緑愛会 医療・福祉 県内
20 全国健康保険協会岩手県支部 医療・福祉 県内
21 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 金融・保険業 県外
22 全労済岩手県本部 金融・保険業 県内
23 株式会社タカヤ 建設業 県内
24 大和リース株式会社 建設業 県外
25 株式会社ツガワ 製造業 県外
26 トヨタ紡織東北株式会社 製造業 県内
27 株式会社マースエンジニアリング 製造業 県外
28 日本精機株式会社 製造業 県外
29 三甲株式会社 製造業 県外
30 株式会社アート不動産 不動産業・物品賃貸業 県内
31 全国農業協同組合連合会岩手県本部 複合サービス業 県内
1 日本年金機構 医療・福祉 県外
2 医療法人社団敬和会 医療・福祉 県内
3 株式会社泉商店 卸売・小売業 県内
4 株式会社小田島 卸売・小売業 県内
5 イオンリテール株式会社 卸売・小売業 県外
6 株式会社コメリ 卸売・小売業 県外
7 株式会社ユニバース 卸売・小売業 東北
8 岩手ダイハツ販売株式会社 車販売 県内
9 花巻市 公務 県内
10 岩手県 公務 県内
11 盛岡ターミナルビル株式会社 サービス業 県内
12 有限会社　栄光商会 サービス業 県内
13 山人ーyamadoー 飲食・宿泊業 県内
14 ヤマト運輸株式会社 運輸業・郵便業 県外
15 学校法人岩手医科大学 教育・学習支援業 県内
16 東京海上日動火災保険株式会社 金融・保険業 県内
17 全国共済農業協同組合連合会岩手県本部 金融・保険業 県内
18 三井住友海上火災保険株式会社 金融・保険業 県外
19 株式会社ＴＳＯｎｅ 情報通信業 県外
20 株式会社ステップ 情報通信業 東北
21 株式会社NTTデータ・アイ 情報通信業 県外
22 株式会社エクサ 情報通信業 県外
23 株式会社ワイズマン 情報通信業 県内
24 株式会社ミクロスソフトウエア 情報通信業 県外
25 インクリメントＰ株式会社(短大も採用意欲） 情報通信業 県内
26 株式会社ＮＴＴデータ東北 情報通信業 東北
27 株式会社ジャステック 情報通信業 県外
28 株式会社日立ソリューションズ東日本 情報通信業 県内
29 川口印刷工業株式会社 製造業 県内
30 持田製薬株式会社 製造業 県外
31 株式会社十文字チキンカンパニー 製造業 県内
32 北良株式会社 製造業 県内
33 大和ハウス工業株式会社 建設業 県外

第4回：3月2日（木）　午後の部

【タイムスケジュール】
　◆14：20　講堂集合
　◆14：30～14：35 主催者挨拶
　◆14：35～14：40 事務連絡
　◆14：40～15：10 各企業様からの
　　　　「１分間プレゼンテーション」
　◆15：15～ 企業説明会（ブース形式）
　　　第1ターム　15：15～15：45
　　　第2ターム　15：50～16：20
　　　第3ターム　16：25～16：55
　　　第4ターム　17：00～17：30
　◆17：30  解　散

第3回：3月2日（木）　午前の部

【タイムスケジュール】
　◆ 9：50　　講堂集合
　◆10：00～10：05 主催者挨拶
　◆10：05～10：10 事務連絡
　◆10：10～10：40 各企業様からの
　　　　「１分間プレゼンテーション」
　◆10：45～ 企業説明会（ブース形式）
　　　第1ターム　10：45～11：15
　　　第2ターム　11：20～11：50
　　　第3ターム　11：55～12：25
　　　第4ターム　12：30～13：00
　◆13：00  解　散



ブース№ 参加病院等 個別説明の会場

№1 盛岡市立病院 305講義室

№2 横浜市立大学病院グループ 〃

№3 盛岡市地域包括支援センター 〃

№4 未来の風せいわ病院 〃

№5 東北大学病院 〃

№6 八角病院 〃

№7 谷津保健病院・東京湾岸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 306講義室

№8 がん研有明病院 〃

№9 千葉大学医学部附属病院 〃

№10 岩手県医療局 〃

№11 日高見中央クリニック 〃

№12 盛岡つなぎ温泉病院 〃

№13 横浜南共済病院 307講義室

№14 山形大学医学部附属病院 〃

№15 盛岡赤十字病院 〃

№16 いわてリハビリテーションセンター 〃

№17 鶯宿温泉病院・内丸病院 〃

№18 岩手県済生会（北上済生会病院） 〃

№19 亀田メディカルセンター 301講義室

№20 盛岡友愛病院 〃

№21 訪問看護ステーション　メディケア 〃

№22 仙台厚生病院 〃

№23 国立国際医療研究センター病院 〃

№24 静岡県立静岡がんセンター 〃

№25 東邦大学病院グループ 〃

№26 国立病院機構花巻病院 〃

№27 国立病院機構釜石病院 〃

№28 国立病院機構盛岡病院 〃

№29 東京医科大学病院グループ 302講義室

№30 岩手医科大学附属病院 〃

№31 栃内第二病院 308講義室

№32 もりおかこども病院 〃

№33 昭和大学病院グループ 〃

　　H28年度　第5回　合同企業等説明会参加事業所（病院等）一覧

3月3日（金）13：30～共通講義棟201講義室


