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1
社会福祉法人
光綾会

光綾会 特別養護老人ホーム 4030-1911-00215 介護職 正職員 3 飯塚市

多世代通所（共生型）グッドデイサービス 児童発達支援（センター） 4030-1911-00003 保育士 正職員 2 飯塚市

多世代通所（共生型）グッドデイサービス 通所介護 4030-1911-00004 看護職 正職員 1 飯塚市

多世代通所（共生型）グッドデイサービス 児童発達支援（センター） 4030-1911-00007 児童発達支援管理責任者 正職員 2 飯塚市

多世代通所（共生型）グッドデイサービス 児童発達支援（センター） 4030-1911-00011 その他（児童指導員） 正職員 2 飯塚市

多世代通所（共生型）グッドデイサービス 児童発達支援（センター） 4030-1911-00014 その他（指導員） 正職員 1 飯塚市

多世代通所（共生型）グッドデイサービス 通所介護 4030-1911-00131 介護職 正職員 1 飯塚市

くぬぎ保育園 保育所 4030-1911-00172 保育士 正職員 4 飯塚市

くぬぎ苑 特別養護老人ホーム 4030-1911-00173 栄養士 正職員 1 飯塚市

くぬぎ苑 特別養護老人ホーム 4030-1911-00174 介護職 正職員 2 飯塚市

くぬぎ苑 特別養護老人ホーム 4030-1911-00175 看護職 正職員 2 飯塚市

ケアタウンあいあい田川 有料老人ホーム 4030-1910-00088 看護職 正職員 3 田川市

ケアタウンあいあい飯塚 有料老人ホーム 4030-1911-00230 介護職 正職員 3 飯塚市

ケアタウンあいあい飯塚 有料老人ホーム 4030-1911-00231 介護職 非常勤・パート 2 飯塚市

ケアタウンあいあい飯塚 有料老人ホーム 4030-1911-00232 看護職 正職員 2 飯塚市

ケアタウンあいあい飯塚 有料老人ホーム 4030-1911-00233 看護職 非常勤・パート 2 飯塚市

ケアタウンあいあい田川 有料老人ホーム 4030-1911-00234 看護職 非常勤・パート 2 田川市

ケアタウンあいあい田川 有料老人ホーム 4030-1911-00235 介護職 正職員 3 田川市

ケアタウンあいあい田川 有料老人ホーム 4030-1911-00236 介護職 非常勤・パート 3 田川市

ケアタウンあいあい飯塚 有料老人ホーム 4030-1911-00237 介護職 正職員 1 飯塚市

ケアタウンあいあい飯塚 有料老人ホーム 4030-1911-00238 相談・支援・指導員 正職員 1 飯塚市

ケアタウンあいあい田川 有料老人ホーム 4030-1911-00239 看護職 正職員 1 田川市

ケアタウンあいあい田川 有料老人ホーム 4030-1911-00240 介護職 正職員 1 田川市

ケアタウンあいあい田川 有料老人ホーム 4030-1911-00241 介護職 非常勤・パート 2 田川市

ケアタウンあいあい田川 通所介護 4030-1911-00242 セラピスト 非常勤・パート 2 田川市

デイサービスセンターあいあい潤野 通所介護 4030-1911-00243 介護職 非常勤・パート 1 飯塚市

デイサービスセンターあいあい潤野 通所介護 4030-1911-00244 運転手 非常勤・パート 1 飯塚市

デイサービスセンターあいあい潤野 通所介護 4030-1911-00245 看護職 非常勤・パート 1 飯塚市

ケアタウンあいあい田川 通所介護 4030-1911-00246 セラピスト 正職員 1 田川市

5
社会福祉法人
幸友会

グループホームひより他 認知症対応型共同生活介護他 4030-1911-00070 介護職 正職員 5 飯塚市

2
GOOD ONE
株式会社

3
社会福祉法人
櫟会

令和元年度福祉の職場ホリデイガイダンス＆求人・求職面談会in筑豊　求人施設・事業所一覧

4
株式会社
SKY
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6
株式会社
初音

介護付有料老人ホームウェルシア 有料老人ホーム 4030-1911-00214 介護職 正職員 3 飯塚市

こども発達支援センター　ミィーティアス 児童発達支援（センター）他 4030-1910-00290 保育士 正職員 1 飯塚市

こども発達支援センター　ミィーティアス 児童発達支援（センター）他 4030-1910-00291 相談・支援・指導員 正職員 1 飯塚市

こども発達支援センター　ミィーティアス 児童発達支援（センター） 4030-1910-00292 看護職 非常勤・パート 1 飯塚市

児童発達支援ＡＰＯＬＬＯ本町教室　他 児童発達支援（センター）他 4030-1911-00166 相談・支援・指導員 正職員 5 飯塚市

児童発達支援ＡＰＯＬＬＯ本町教室　他 児童発達支援（センター） 4030-1911-00167 保育士 正職員 5 飯塚市

児童発達支援ＡＰＯＬＬＯ本町教室　他 児童発達支援（センター） 4030-1911-00168 保育士 非常勤・パート 3 飯塚市

児童発達支援ＡＰＯＬＬＯ本町教室　他 児童発達支援（センター） 4030-1911-00169 相談・支援・指導員 非常勤・パート 3 飯塚市

和泉の澤 介護老人保健施設 4030-1910-00312 介護職 正職員 4 飯塚市

和泉の澤 介護老人保健施設 4030-1910-00313 調理員 正職員 4 飯塚市

和泉の澤 介護老人保健施設 4030-1910-00314 相談・支援・指導員 正職員 1 飯塚市

和泉の澤 介護老人保健施設 4030-1910-00315 介護職 非常勤・パート 3 飯塚市

ワークサポートひばり (障）就労継続支援(B型) 4030-1910-00300 相談・支援・指導員 正職員 2 嘉麻市

リハビリセンターひばり (障）生活介護（主に身体） 4030-1910-00301 相談・支援・指導員 正職員 1 嘉麻市

重症心身障がいサポートセンターひばり 児童発達支援（センター） 4030-1910-00302 相談・支援・指導員 正職員 1 嘉麻市他

グループホームひばり６ (障）共同生活援助 4030-1910-00303 相談・支援・指導員 正職員 1 嘉麻市

重症心身障がいサポートセンターひばり 児童発達支援（センター） 4030-1910-00304 相談・支援・指導員 正職員 1 飯塚市

重症心身障がいサポートセンターひばり 児童発達支援（センター） 4030-1910-00305 保育士 正職員 1 飯塚市

児童デイサービスひばり 児童発達支援（センター） 4030-1910-00306 相談・支援・指導員 正職員 1 嘉麻市

児童デイサービスひばり 児童発達支援（センター） 4030-1910-00307 保育士 正職員 2 嘉麻市

ひばりキッズジュニア鞍手いちょう 児童発達支援（センター） 4030-1910-00308 相談・支援・指導員 正職員 1 鞍手町

ひばりキッズジュニア鞍手いちょう 児童発達支援（センター） 4030-1910-00309 保育士 正職員 1 鞍手町

たんぽぽはうす他 児童発達支援（センター）他 4030-1911-00160 保育士 正職員 2 宮若市他

喜楽苑他 住宅型有料老人ホーム 4030-1911-00161 介護職 正職員 1 嘉麻市

東ヶ丘デイサービスセンター他 通所介護 4030-1911-00162 介護職 正職員 2 飯塚市他

養護老人ホーム白寿園 特定施設入居者生活介護 4030-1910-00263 相談・支援・指導員 正職員 1 宮若市

養護老人ホーム白寿園 特定施設入居者生活介護 4030-1910-00264 看護職 正職員 1 宮若市

養護老人ホーム白寿園 特定施設入居者生活介護 4030-1910-00265 調理員 正職員 1 宮若市

養護老人ホーム白寿園 特定施設入居者生活介護 4030-1910-00266 看護職 非常勤・パート 1 宮若市

養護老人ホーム白寿園 特定施設入居者生活介護 4030-1910-00267 看護職 非常勤・パート 1 宮若市

boisoon (障）共同生活援助 4030-1911-00176 調理員 正職員 3 嘉麻市

boisoon (障）共同生活援助 4030-1911-00177 看護職 正職員 1 嘉麻市

boisoon (障）就労継続支援(B型) 4030-1911-00178 相談・支援・指導員 正職員 3 嘉麻市

10

ベストサポート
株式会社

ベストライフ
株式会社

7
NPO法人
ピーサス

8
株式会社
ココロプラス

9
医療法人
康和会

11
社会福祉法人
宮若市・鞍手郡社会福
祉協会

12
NPO法人
boisoon
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ひまわり園他 特別養護老人ホーム 4030-1910-00310 介護職 正職員 5 嘉麻市

ひまわり園他 特別養護老人ホーム 4030-1910-00311 栄養士 正職員 1 嘉麻市

ひまわり園他 特別養護老人ホーム 4030-1911-00001 介護職 非常勤・パート 5 嘉麻市

ひまわり園他 特別養護老人ホーム 4030-1911-00002 介護職 常勤（正職員以外） 5 嘉麻市

社会保険稲築病院 訪問介護 4030-1910-00262 介護職 正職員 2 嘉麻市

社会保険稲築病院 在宅介護支援センター 4030-1911-00078 相談・支援・指導員 正職員 1 嘉麻市

社会保険稲築病院 在宅介護支援センター 4030-1911-00079 介護支援専門員 正職員 1 嘉麻市

丹頂園 軽費老人ホーム（Ａ型） 4030-1910-00255 介護職 正職員 3 直方市

丹頂園 軽費老人ホーム（Ａ型） 4030-1910-00256 看護職 正職員 1 直方市

丹頂園 軽費老人ホーム（Ａ型） 4030-1910-00294 調理員 正職員 1 直方市

長光園 特別養護老人ホーム 4030-1910-00257 介護職 正職員 2 直方市

長光園 通所介護 4030-1910-00258 介護職 常勤（正職員以外） 2 直方市

元気の里 認知症対応型共同生活介護 4030-1911-00170 介護職 正職員 2 糸田町他

元気の里 認知症対応型共同生活介護 4030-1911-00171 介護職 非常勤・パート 2 糸田町

18
社会福祉法人
春鶯会

香春公和 特別養護老人ホーム 4030-1910-00299 介護職 正職員 10 香春町

ワークランド田川 4030-1910-00316 相談・支援・指導員 正職員 2 福智町

スマイル直方 4030-1910-00317 相談・支援・指導員 正職員 1 直方市

20
社会福祉法人
サンヒルズふくち会

はな他 通所介護他 4030-1910-00261 介護職 正職員 2 福智町

まつかぜ荘 特別養護老人ホーム 4030-1911-00075 介護職 正職員 2 芦屋町

まつかぜ荘 特別養護老人ホーム 4030-1911-00076 看護職 正職員 1 芦屋町

ケアサポートまつかぜ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4030-1911-00080 介護職 正職員 2 芦屋町

ケアサポートまつかぜ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4030-1911-00081 看護職 正職員 2 芦屋町

まつかぜ苑 (障）共同生活援助（主に身体） 4030-1911-00082 介護職 正職員 1 芦屋町

丘の上の白い美術館に住む人達 訪問介護 4030-1910-00282 介護職 正職員 1 岡垣町

丘の上の白い美術館に住む人達 有料老人ホーム 4030-1910-00283 相談・支援・指導員 正職員 1 岡垣町

芸術を楽しむ人と恋人達 通所介護 4030-1910-00284 相談・支援・指導員 正職員 1 岡垣町

丘の上の白い美術館に住む人達 有料老人ホーム 4030-1910-00285 看護職 非常勤・パート 2 岡垣町

芸術を楽しむ人と恋人達 通所介護 4030-1910-00286 介護職 非常勤・パート 1 岡垣町

丘の上ヘルパーステーション 訪問介護 4030-1910-00287 ホームヘルパー 非常勤・パート 2 岡垣町

丘の上の白い美術館に住む人達 有料老人ホーム 4030-1910-00288 介護職 非常勤・パート 2 岡垣町

芸術を楽しむ人と恋人達 通所介護 4030-1910-00289 相談・支援・指導員 常勤（正職員以外） 2 岡垣町

水巻みなみ保育所 保育所 4030-1910-00234 保育士 正職員 3 水巻町

水巻みなみ保育所 保育所 4030-1911-00159 保育士 常勤（正職員以外） 3 水巻町

西日本医療福祉総合センター 訪問介護 4030-1911-00163 介護支援専門員 正職員 2 中間市

西日本医療福祉総合センター 訪問看護 4030-1911-00164 ホームヘルパー 常勤（正職員以外） 2 中間市

西日本医療福祉総合センター 通所介護 4030-1911-00165 介護職 常勤（正職員以外） 2 中間市

17
医療法人
昌和会

19
社会福祉法法人
佳寿会

24
株式会社
西日本医療福祉総合セ
ンター

21
社会福祉法人
まつかぜ会

22
株式会社
あかり会

23
社会福祉法人
水巻みなみ保育所

14
一般社団法人
福岡県社会保険医療協
会

15
社会福祉法人
丹頂会

16
社会福祉法人
誠光会

13
社会福祉法人
ひまわり会


