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番号 法人名 事業所名 事業種別 求人票番号 職種 雇用形態

募集
人数 所在地

周防学園 障がい者支援施設 4040-1910-00099 相談・支援・指導員 正職員 2 豊前市

周防学園 障がい者支援施設 4040-1910-00116 看護職 正職員 1 豊前市

ほうらい山荘他 介護老人保健施設他 4040-1910-00103 介護職 正職員 2 豊前市

ほうらい山荘他 介護老人保健施設他 4040-1910-00104 介護職 非常勤・パート 2 豊前市

ほうらい山荘他 介護老人保健施設他 4040-1910-00105 看護職 正職員 1 豊前市

ほうらい山荘 介護老人保健施設 4040-1910-00117 セラピスト 正職員 1 豊前市

はーとふるかんだ他 有料老人ホーム他 4040-1910-00070 介護職 非常勤・パート 4 行橋市他

はーとふるかんだ他 訪問介護他 4040-1910-00071 介護職 正職員 4 行橋市他

はーとふるかんだ他 訪問介護他 4040-1910-00072 看護職 正職員 2 行橋市他

はーとふるかんだ 訪問介護他 4040-1910-00073 看護職 非常勤・パート 3 行橋市他

こもれび 介護老人保健施設 4040-1910-00170 セラピスト 正職員 1 苅田町

こもれび 介護老人保健施設　 4040-1910-00196 介護職 非常勤・パート 2 苅田町

こもれび 介護老人保健施設 4040-1910-00198 看護職 正職員 2 苅田町

こもれび 介護老人保健施設 4040-1910-00199 介護職 正職員 2 苅田町

ヘルパーステーション　かんだ 訪問介護 4040-1910-00197 ホームヘルパー 非常勤・パート 1 苅田町

ヘルパーステーション　かんだ 訪問介護 4040-1910-00200 ホームヘルパー 正職員 1 苅田町

宮崎リハビリテーション医院他 通所介護他 4040-1910-00154 介護職 正職員 2 築上町

宮崎リハビリテーション医院他 通所介護他 4040-1910-00155 看護職 正職員 2 築上町

宮崎リハビリテーション医院他 通所介護他 4040-1910-00156 その他医療職 正職員 2 築上町

宮崎リハビリテーション医院他 通所リハビリテーション他 4040-1910-00157 介護職 非常勤・パート 2 築上町

宮崎リハビリテーション医院他 通所介護他 4040-1910-00158 看護職 非常勤・パート 2 築上町

5
社会福祉法人

みのり会
安雲拓心苑 特別養護老人ホーム他 4040-1910-00189 介護職 正職員 3 上毛町

6
医療法人

矢津内科消化器
科クリニック

ひと息の村ヘルパーステーション他 訪問介護他 4040-1910-00184 介護職 正職員 3 行橋市

ナサフ 有料老人ホーム 4040-1910-00150 管理者 正職員 1 行橋市

ナサフ 有料老人ホーム 4040-1910-00153 介護職 正職員 2 行橋市

ナサフ (障）共同生活援助 4040-1910-00151 その他（世話人） 正職員 2 行橋市

ナサフ (障）共同生活援助 4040-1910-00152 その他（世話人） 非常勤・パート 2 行橋市

社会福祉法人
豊勝会

 勝山苑 特別養護老人ホーム 4040-1910-00074 介護職 正職員 2 みやこ町

ケアハウスゆくはし他 ケアハウス他 4040-1910-00159 介護職 常勤（正職員以外） 3 行橋市

ヘルパーステーション果樹園 居宅介護支援事業 4040-1910-00160 ホームヘルパー 常勤（正職員以外） 2 行橋市

デイサービスセンターゆくはし 通所介護 4040-1910-00161 介護職 常勤（正職員以外） 2 行橋市

ＯＺデイかんだ 児童発達支援（センター） 4040-1910-00190 保育士 正職員 1 苅田町

ＯＺデイかんだ他 児童発達支援（センター） 4040-1910-00191 保育士 非常勤・パート 2 苅田町他

ＯＺデイゆくはし 児童発達支援（センター） 4040-1910-00192 看護職 正職員 1 行橋市

ＯＺデイゆくはし 児童発達支援（センター） 4040-1910-00193 看護職 非常勤・パート 1 行橋市

ＯＺデイかんだ他 児童発達支援（センター） 4040-1910-00194 セラピスト 正職員 1 苅田町他

ＯＺデイかんだ他 児童発達支援（センター） 4040-1910-00195 セラピスト 非常勤・パート 2 苅田町他

9 ＯＺ
株式会社

7 ナサフ
株式会社

8
社会福祉法人

瑞豊会

3 医療法人
白寿会

4
医療法人

宮崎リハビリテー
ション医院

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京築　求人事業所一覧

1 社会福祉法人
周防学園

2 株式会社
ハートフル


