
福祉のしごと合同就職面談会in北九州参加法人一覧

ブース
番号

法人区分 法人名 事業種別 求人番号 職種 雇用形態 人数 所在地

放課後等デイサービス 4010-1810-00278 保育士 正職員 3 八幡西区他

放課後等デイサービス 4010-1810-00279 相談・支援・指導員 正職員 3 八幡西区

通所介護 4010-1810-00280 介護職 正職員 1 八幡西区

訪問介護 4010-1810-00281 ホームヘルパー 正職員 2 小倉北区

訪問介護 4010-1810-00282 ホームヘルパー 非常勤・パート 2 小倉北区

4010-1810-00143 介護職 正職員 15

4010-1810-00144 介護職 非常勤・パート 15

4010-1810-00332 保育士 正職員以外 2

4010-1810-00333 保育士 正職員以外 2

4 有限会社 大和企画 通所介護他 4010-1810-00257 介護職 正職員 1 八幡西区

5 株式会社 協栄興産 認知症対応型共同生活介護他 4010-1810-00316 介護職 正職員 10 小倉北区他

6 有限会社 仁愛ケアサービス 認知症対応型共同生活介護他 4010-1810-00317 介護職 正職員 10 小倉南区他

居宅介護支援事業 4010-1810-00209 介護支援専門員 正職員 3

訪問介護 4010-1810-00210 ホームヘルパー 正職員 3

訪問介護 4010-1810-00211 ホームヘルパー 非常勤・パート 5

通所介護 4010-1810-00212 介護職 正職員 2

通所介護 4010-1810-00213 看護職 正職員 1

通所介護 4010-1810-00214 セラピスト 正職員 1

通所介護 4010-1810-00215 栄養士 正職員 1

認知症対応型共同生活介護他 4010-1810-00216 介護支援専門員 正職員 2

認知症対応型共同生活介護他 4010-1810-00217 介護職 正職員 4

認知症対応型共同生活介護他 4010-1810-00218 看護職 正職員 4

認知症対応型共同生活介護他 4010-1810-00219 介護職 非常勤・パート 6

認知症対応型共同生活介護他 4010-1810-00220 看護職 非常勤・パート 3

通所介護 4010-1810-00221 調理員 非常勤・パート 1

認知症対応型共同生活介護 4010-1810-00236 介護職 正職員 1

認知症対応型共同生活介護 4010-1810-00237 介護支援専門員 正職員 1

認知症対応型共同生活介護 4010-1810-00238 介護支援専門員 非常勤・パート 1

介護老人保健施設 4010-1810-00239 介護職 正職員 2

介護老人保健施設 4010-1810-00240 相談・支援・指導員 正職員 1

通所リハビリテーション 4010-1810-00241 相談・支援・指導員 正職員 1

通所介護 4010-1810-00185 介護職 正職員 1 八幡東区

訪問介護 4010-1810-00186 介護職 正職員 1 八幡東区

通所介護 4010-1810-00187 介護職 非常勤・パート 2 八幡東区

通所介護 4010-1810-00188 看護職 非常勤・パート 1 八幡東区

通所介護 4010-1810-00189 介護職 正職員 1 八幡西区

通所介護 4010-1810-00190 介護職 非常勤・パート 1 八幡西区

通所介護 4010-1810-00191 看護職 正職員 1 小倉南区

有料老人ホーム 4010-1810-00192 看護職 非常勤・パート 1 小倉南区

通所介護 4010-1810-00193 介護職 正職員 1 小倉南区

有料老人ホーム 4010-1810-00194 介護職 正職員 1 小倉南区

通所介護 4010-1810-00195 介護職 非常勤・パート 1 小倉南区

居宅介護支援事業 4010-1810-00196 介護職 非常勤・パート 1 小倉南区

訪問介護 4010-1810-00197 介護職 正職員 1 八幡東区

訪問介護 4010-1810-00198 ホームヘルパー 非常勤・パート 1 八幡東区

訪問介護 4010-1810-00199 介護職 非常勤・パート 1 八幡東区

小規模多機能型居宅介護 4010-1810-00200 介護職 正職員 1 八幡東区

小規模多機能型居宅介護 4010-1810-00201 介護職 非常勤・パート 1 八幡東区

訪問看護 4010-1810-00202 看護職 非常勤・パート 1 八幡東区

有料老人ホーム 4010-1810-00203 介護職 非常勤・パート 1 小倉南区

八幡西区

戸畑区

1 社会福祉法人 青雲会

2 株式会社 ウキシロケアセンター 有料老人ホーム 小倉南区他

保育所 小倉北区

8 医療法人 医和基会

9 生活協同組合 
福岡県高齢者福祉生活協同組
合

3 社会福祉法人 片野会

7 株式会社 ケアリング　北九州支店
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住宅型有料老人ホーム 4010-1810-00296 介護職 正職員 4 小倉北区

住宅型有料老人ホーム 4010-1810-00407 介護職 非常勤・パート 4 小倉北区

就労継続支援A型 4010-1810-00222 障）サービス管理責任者 正職員 1

障）相談支援 4010-1810-00297 相談・支援・指導員 正職員 1

障）相談支援 4010-1810-00298 相談・支援・指導員 非常勤・パート 1

放課後等デイサービス 4010-1810-00299 児童発達支援管理責任者 正職員 1

放課後等デイサービス 4010-1810-00300 相談・支援・指導員 正職員 1

放課後等デイサービス 4010-1810-00301 相談・支援・指導員 非常勤・パート 3

定期巡回・随時対応サービス 4010-1810-00270 介護職 正職員 2 小倉北区

定期巡回・随時対応サービス 4010-1810-00271 介護職 正職員 2 若松区

通所介護 4010-1810-00272 介護職 正職員 1 小倉北区

通所介護 4010-1810-00274 介護職 正職員 1 小倉北区

通所介護 4010-1810-00275 介護職 非常勤・パート 1 小倉北区

定期巡回・随時対応サービス 4010-1810-00276 介護職 非常勤・パート 2 小倉北区

特別養護老人ホーム 4010-1810-00313 介護職 正職員以外 2 戸畑区

特別養護老人ホーム他 4010-1810-00314 介護職 非常勤・パート 3 戸畑区

保育所 4010-1810-00315 保育士 正職員以外 2 戸畑区他

特別養護老人ホーム 4010-1810-00371 介護職 正職員 5

特別養護老人ホーム 4010-1810-00372 介護職 非常勤・パート 3

通所介護 4010-1810-00373 介護職 正職員 1

通所介護 4010-1810-00374 看護職 正職員 1

訪問介護 4010-1810-00375 ホームヘルパー 非常勤・パート 3

生活サポートサービス 4010-1810-00376 その他 非常勤・パート 3

4010-1810-00343 相談・支援・指導員 正職員 3

4010-1810-00346 介護職 正職員 7

4010-1810-00356 セラピスト 正職員 3

通所介護 4010-1810-00302 介護職 正職員 3

通所介護 4010-1810-00303 介護職 正職員以外 3

短期入所生活介護他 4010-1810-00304 介護職 正職員 2

特定施設入居者生活介護他 4010-1810-00305 介護職 正職員以外 3

特定施設入居者生活介護他 4010-1810-00306 看護職 正職員 3

通所介護他 4010-1810-00352 介護職 正職員 2

通所介護他 4010-1810-00353 介護職 正職員以外 5

通所介護他 4010-1810-00354 介護職 非常勤・パート 2

訪問介護 4010-1810-00355 ホームヘルパー 非常勤・パート 2

18 株式会社 あわーず 訪問看護 4010-1810-00396 看護職 正職員 3 八幡東区他

4010-1810-00140 介護職 正職員 3

4010-1810-00331 看護職 正職員 2

20 社会福祉法人 曽根保育園 保育所 4010-1810-00264 保育士 正職員 3 小倉南区

障）共同生活援助 4010-1810-00325 介護職 正職員 2 若松区

障）生活介護 4010-1810-00326 介護職 正職員 2 若松区

障）就労継続支援（B型） 4010-1810-00328 介護職 正職員 2 八幡西区

障）相談支援 4010-1810-00329 相談・支援・指導員 正職員 2 若松区

障）共同生活援助 4010-1810-00330 事務職 正職員 1 若松区

小倉北区

小倉南区

介護老人保健施設他 若松区

12 有限会社 いわさき

13 社会福祉法人 いわき福祉会

10 有限会社 スマイル

11 株式会社 サンクスラボ

16 株式会社 シダー

17 株式会社 フジケア

14 社会福祉法人 容風会

15 医療法人 若愛会

19 社会医療法人 共愛会

21 社会福祉法人 すみれ会

門司区他

小倉北区

介護老人保健施設 戸畑区
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高塔会 児童養護施設 4010-1810-00362 相談・支援・指導員 正職員 2 若松区

4010-1810-00363 看護職 正職員以外 1 小倉南区

4010-1810-00364 保育士 正職員以外 1 小倉南区

4010-1810-00365 調理員 正職員以外 1 小倉南区

4010-1810-00381 相談・支援・指導員 正職員 2

4010-1810-00382 保育士 正職員 2

カトリック社会事業協会 児童養護施設 4010-1810-00394 相談・支援・指導員 正職員 3 八幡西区

カリタスの園 児童養護施設 4010-1810-00395 保育士 正職員 1 門司区

若松児童ホーム 児童養護施設 4010-1810-00401 保育士 正職員 1 若松区

北九州市門司民生事業協会 児童養護施設 4010-1810-00413 保育士 正職員 2 門司区

24 特定非営利活動法人 山ノ上やまびこ 認知症対応型共同生活介護 4010-1810-00250 介護職 正職員 3 八幡西区

特別養護老人ホーム他 4010-1810-00070 介護職 正職員 3

在宅介護支援センター 4010-1810-00071 介護支援専門員 正職員 2

特別養護老人ホーム他 4010-1810-00072 介護職 正職員以外 2

特別養護老人ホーム他 4010-1810-00128 介護職 正職員 9

特別養護老人ホーム他 4010-1810-00129 介護職 正職員 6

障）移動支援他 4010-1810-00283 サービス提供責任者 正職員 1 小倉南区

障）移動支援他 4010-1810-00284 ホームヘルパー 正職員 1 小倉南区

障）移動支援他 4010-1810-00285 ホームヘルパー 非常勤・パート 2 小倉南区

小規模多機能型居宅介護 4010-1810-00286 介護職 正職員 2 門司区

小規模多機能型居宅介護 4010-1810-00287 介護職 非常勤・パート 2 門司区

小規模多機能型居宅介護 4010-1810-00288 運転手 非常勤・パート 1 門司区

認知症対応型共同生活介護 4010-1810-00289 介護職 正職員 2 門司区

認知症対応型共同生活介護 4010-1810-00290 介護職 非常勤・パート 2 門司区

放課後等デイサービス 4010-1810-00291 相談・支援・指導員 正職員 1 門司区

放課後等デイサービス 4010-1810-00292 相談・支援・指導員 非常勤・パート 1 門司区

放課後等デイサービス 4010-1810-00294 保育士 正職員 1 門司区

放課後等デイサービス 4010-1810-00295 運転手 非常勤・パート 1 門司区

放課後等デイサービス 4010-1811-00234 セラピスト 正職員 1 門司区

その他 4010-1810-00266 その他 正職員 1 小倉北区

通所介護 4010-1810-00267 その他 正職員 3 門司区他

小規模多機能型居宅介護 4010-1810-00269 介護職 正職員 1 八幡西区

訪問介護 4010-1811-00231 ホームヘルパー 非常勤・パート 1 小倉北区他

29 NPO法人 子どもの発達・学習を支援するリハビリテーション研究所 児童発達支援他 4010-1810-00233 保育士 正職員 2 小倉南区他

4010-1810-00234 介護職 正職員 2

4010-1810-00235 栄養士 正職員 1

31 社会福祉法人 栄法会 保育所 4010-1810-00145 保育士 正職員 3 小倉北区

特別養護老人ホーム 4010-1810-00347 介護職 正職員 3

特別養護老人ホーム 4010-1810-00348 看護職 正職員 1

介護老人保健施設 4010-1810-00349 介護職 正職員 2

介護老人保健施設 4010-1810-00350 看護職 正職員 2

特別養護老人ホーム 4010-1810-00351 介護職 正職員 2

33 特定非営利活動法人 光楽園 児童発達支援他 4010-1810-00405 セラピスト 正職員 1 小倉南区

障）療養介護 4010-1810-00166 介護職 正職員 2

障）療養介護 4010-1810-00167 介護職 正職員 2

障）生活介護 4010-1810-00168 介護職 非常勤・パート 1

障）生活介護 4010-1810-00169 介護職 非常勤・パート 1

障）生活介護 4010-1810-00170 介護職 非常勤・パート 1

障）生活介護 4010-1810-00171 介護職 非常勤・パート 1

22・23 北養協

鳳雲会

双葉会

25 社会福祉法人 年長者の里

28 株式会社 北九州市福祉サービス

30 社会福祉法人 倫尚会

26 社会福祉法人 孝徳会

27 株式会社 ＥＰＯ

32 社会福祉法人 北九州福祉会

34 社会福祉法人 絆の会

乳児院

児童養護施設 小倉南区他

八幡東区

若松区他

特別養護老人ホーム 八幡西区

八幡西区

八幡西区
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介護療養型医療施設他 4010-1810-00253 介護職 正職員 10 小倉北区他

介護療養型医療施設他 4010-1810-00255 介護職 正職員以外 5 小倉北区他

訪問介護 4010-1810-00357 サービス提供責任者 正職員以外 1 小倉北区

有料老人ホーム 4010-1810-00358 介護職 正職員以外 4 小倉北区

4010-1810-00242 介護支援専門員 正職員 1

4010-1810-00243 相談・支援・指導員 正職員 1

4010-1810-00244 看護職 正職員 1

4010-1810-00245 看護職 非常勤・パート 1

4010-1810-00246 介護職 正職員 1

4010-1810-00247 介護職 非常勤・パート 1

4010-1810-00130 介護職 正職員 4

4010-1810-00131 看護職 正職員 2

39 社会福祉法人 あかつき会 障）就労継続支援（B型） 4010-1810-00065 相談・支援・指導員 正職員 1 戸畑区他

ケアハウス 4010-1810-00135 相談・支援・指導員 正職員 1

介護老人保健施設他 4010-1810-00136 介護職 正職員 3

介護老人保健施設他 4010-1810-00137 介護職 正職員 3

介護老人保健施設 4010-1810-00138 栄養士 正職員 3

介護老人保健施設 4010-1810-00139 調理員 正職員 3

介護老人保健施設 4010-1810-00181 相談・支援・指導員 正職員 1

福祉型障がい児入所施設他 4010-1810-00311 相談・支援・指導員 正職員以外 1 若松区

福祉型障がい児入所施設他 4010-1810-00312 保育士 正職員以外 1 若松区

保育所 4010-1810-00367 保育士 正職員以外 20 北九州市内

通所介護 4010-1810-00228 介護職 正職員 2

訪問介護 4010-1810-00229 ホームヘルパー 正職員 1

通所介護 4010-1810-00231 介護職 非常勤・パート 1

訪問介護 4010-1810-00232 ホームヘルパー 非常勤・パート 1

43 公益社団法人 北九州市相談支援事業協会 障）相談支援 4010-1810-00318 相談・支援・指導員 正職員以外 2 戸畑区

44 社会福祉法人 北九州あゆみの会 障）生活介護他 4010-1810-00319 介護職 正職員以外 4 門司区他

4010-1810-00066 相談・支援・指導員 正職員 2

4010-1810-00067 運転手 非常勤・パート 2

特別養護老人ホーム 4010-1810-00182 相談・支援・指導員 正職員 1

特別養護老人ホーム 4010-1810-00183 介護職 正職員 2

通所介護 4010-1810-00184 介護職 非常勤・パート 2

特別養護老人ホーム 4010-1810-00251 介護職 非常勤・パート 2

特別養護老人ホーム 4010-1810-00252 介護職 非常勤・パート 1

47 社会福祉法人 共生の里 障）共同生活援助 4010-1810-00174 相談・支援・指導員 正職員 8 八幡西区他

48 医療法人 共和会 介護老人保健施設他 4010-1810-00064 介護職 正職員 10 小倉北区

49 社会福祉法人 三密会 保育所 4010-1810-00256 保育士 正職員 3 八幡西区

認知症対応型共同生活介護他 4010-1810-00141 介護職 正職員 5

訪問看護ステーション 4010-1810-00142 看護職 正職員 3

認知症対応型共同生活介護 4010-1810-00133 介護職 正職員 1

通所介護 4010-1810-00134 介護職 正職員 1

4010-1810-00377 相談・支援・指導員 正職員 1

4010-1810-00378 介護職 正職員 2

4010-1810-00379 介護職 非常勤・パート 1

4010-1810-00380 事務職 非常勤・パート 1

4010-1810-00258 介護職 正職員 2

4010-1810-00259 介護職 非常勤・パート 1

4010-1810-00260 看護職 正職員 1

4010-1810-00261 看護職 非常勤・パート 1

4010-1810-00262 調理員 正職員 1

4010-1810-00263 調理員 非常勤・パート 1

35 社会医療法人 北九州病院

36 株式会社 西鉄ケアサービス

40 医療法人 社団桜会

41 社会福祉法人 北九州市福祉事業団

37 社会福祉法人 恵和会

38 社会福祉法人 風花会

46 社会福祉法人 誠光会

50 医療法人 寿芳会

42 株式会社 芳野ケアサポート

45 社会福祉法人 桑の実会

社会福祉法人 無何有の郷

51 医療法人 かん養生クリニック

52 社会福祉法人 むつみ会

53

特別養護老人ホーム 小倉南区

特別養護老人ホーム他 小倉北区

小倉南区

若松区

障）生活介護他 八幡西区

八幡東区

若松区

小倉南区

ケアハウス 八幡西区

特別養護老人ホーム 八幡西区
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ブース
番号

法人区分 法人名 事業種別 求人番号 職種 雇用形態 人数 所在地

特別養護老人ホーム 4010-1810-00068 介護職 正職員 2

認知症対応型共同生活介護 4010-1810-00069 介護職 正職員以外 2

4010-1810-00307 介護職 正職員 2

4010-1810-00308 介護職 非常勤・パート 2

4010-1810-00309 看護職 非常勤・パート 1

4010-1810-00310 相談・支援・指導員 非常勤・パート 1

56 社会福祉法人 小倉新栄会 特別養護老人ホーム 4010-1810-00172 介護職 正職員 3 小倉北区

57 株式会社 福祉啓発研究所 通所介護 4010-1810-00254 介護職 正職員 2 若松区

特別養護老人ホーム 4010-1810-00320 介護職 正職員 3

特別養護老人ホーム他 4010-1810-00321 介護職 正職員 1

居宅介護支援事業 4010-1810-00322 介護支援専門員 正職員 1

特別養護老人ホーム他 4010-1810-00323 相談・支援・指導員 正職員 2

特別養護老人ホーム他 4010-1810-00324 介護職 非常勤・パート 2

4010-1810-00397 介護職 正職員 3

4010-1810-00400 介護職 非常勤・パート 2

4010-1810-00249 保育士 非常勤・パート 1 小倉北区

4010-1811-00232 保育士 正職員 1 小倉南区

福祉型障がい児入所施設 4010-1810-00224 相談・支援・指導員 正職員 2 小倉南区他

福祉型障がい児入所施設 4010-1810-00225 相談・支援・指導員 正職員 2 小倉南区他

福祉型障がい児入所施設 4010-1810-00226 相談・支援・指導員 正職員 2 門司区他

障）就労移行支援他 4010-1810-00227 相談・支援・指導員 正職員 2 門司区他

福祉型障がい児入所施設 4010-1811-00251 相談・支援・指導員 正職員以外 1 小倉南区

54 社会福祉法人 敬寿会

61 社会福祉法人 あすなろ学園

59 社会福祉法人 宏隆会

60 株式会社 三葉

55 有限会社 医療事務研究会

58 社会福祉法人 敬愛会

小倉南区

特定施設入居者生活介護 八幡西区

若松区

特別養護老人ホーム 小倉南区

児童発達支援他


