
この求人情報誌は事業所から申し込まれた求人のうち就業場所がハローワーク仙台

及びハローワーク大和管内地域（仙台市・名取市・岩沼市・亘理郡・富谷市・黒川

郡（大郷町除く）にある求人を掲載しています。

『福祉のしごとフェア日程表』（リーフレット）の整理番号の順番で掲載しています。

紙面の都合上、求人件数は１事業所あたり３件以内としております。そのため、掲載

求人以外にも募集中の求人がある場合もあります。

掲載情報は発行時点で募集中のものです。発行日以降、採用決定などにより求人が

取り消されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ハローワーク仙台 人材総合支援コーナー

仙台市宮城野区榴岡4-2-3 仙台ＭＴビル5階 ☏０２２－２９９－８８２０

社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会 宮城県福祉人材センター

仙台市青葉区本町3-7-4 宮城県社会福祉会館1Ｆ ☏０２２－２６２－９７７７



日
整理
番号

実施事業所 日
整理
番号

実施事業所

1 社会福祉法人　杜の村 41 株式会社　未来企画

2 株式会社　ソーシャライズ 42 特定非営利活動法人　みどり会

3 株式会社　ソシエニード 43
医療法人　一秀会
認知症高齢者グループホーム　ファミリア

4 株式会社　ニチイ学館　仙台支店　ヘルスケア事業 44 アサヒサンクリーン株式会社　東北支店

5 株式会社　リブレ 45 社会福祉法人　宮城県社会福祉協議会　宮城県啓佑学園

6 一般社団法人　早坂愛生会　早坂愛生会病院 46 特定非営利活動法人　フローレンス　仙台オフィス

7 社会福祉法人　緑愛会 47 医療法人社団　初心会

8 社会福祉法人　湖星会　法人本部仙台事務所 48 社会福祉法人　東北福祉会

9 社会福祉法人　こーぷ福祉会 49 社会福祉法人　やまとみらい福祉会

10 医療法人社団　清山会 50 特定非営利活動法人　コスモスクラブ

10
(水) 11 imukat 株式会社　imukat Lab. 51

社会福祉法人　宮城県福祉事業協会
特別養護老人ホーム　茂庭苑

12
一般社団法人　アンファンソレイユ
小規模保育事業所　保育園ソレイユ 52 社会医療法人　康陽会

13 DOLPHIN・DREAM.株式会社 53 特定非営利活動法人　ぴあいんく

12
(金) 14

医療法人財団　明理会
介護老人保健施設　仙台青葉ロイヤルケアセンター 54 社会福祉法人　幸生会

15 株式会社　ひよこふぉれすと 55 株式会社　トムズ

16 社会福祉法人　創生会　東北事業部 56 株式会社　Lateral　kids

17 医療法人　仁泉会　介護老人保健施設　なとり 57 株式会社　Growing Works

18
社会福祉法人　ウェルフェア仙台
（特別養護老人ホーム　太平寺山ジェロントピア） 58

訪問看護ステーション　るふらん
（株式会社　リジョイス）

19 SOMPOケア株式会社　東北事業部 59 社会福祉法人　基弘会　リズムタウン仙台

20 医療法人社団　眞友会（しんゆうかい） 60
社会福祉法人　仙台市社会事業協会
仙台楽生園ユニットケア施設群

21 株式会社　フロンティア 61 特定非営利活動法人　ひよこ会

22
株式会社　パワーネット・フィールド
CHAC扇町保育園 62

社会福祉法人　カトリック児童福祉会
（特別養護老人ホーム　ハートケア鶴ヶ谷）

23 医療法人　星陵会 63 医療法人財団　あおば会　介護老人保健施設　ハート五橋

24 一般財団法人　広南会　広南病院 64 社会福祉法人　ノテ福祉会

25
医療法人社団　洞口会
（老人保健施設　ライフケアセンター名取） 65 社会福祉法人　功寿会　「鶴巣桜の家」

17
(水) 26

社会福祉法人　うえるかむ
（地域密着型特別養護老人ホーム　てらす鈎取） 66 NPO法人　UBUNTU（ウブントゥ）

27 医療法人　磐清会　せきこどもクリニック 67 アクアビット・ファクトリー株式会社

28
一般財団法人　労災サポートセンター
宮城労災特別介護施設 68 社会福祉法人　太陽（ケアハウスインいわきり）

29 社会福祉法人　ありのまま舎 69 医療法人社団　祐人会　シルバーメディケア南仙台

30
医療法人社団　中谷クリニック
（介護老人保健施設　リーブズ） 70 医療法人　松田会

31 社会福祉法人　千代福祉会 71 株式会社　よりあい

32 社会福祉法人　庄慶会 72 株式会社　メディワン

33 医療法人　泉整形外科病院　介護老人保健施設コスモス 73 一般社団法人　宮城県予防医学協会

34 社会福祉法人　泉寿会　特別養護老人ホーム　泉寿荘 74 株式会社　ウエルシスパートナーズ

35 社会福祉法人　みずきの郷　ひかり苑 75 医療法人　盟陽会（泉ヶ丘クリニック）

36 学校法人　清野学園 76 学校法人　宮城明泉学園

37 社会福祉法人　つどいの家 77 社会福祉法人　愛の郷

38 社会福祉法人　愛泉会 78 社会福祉法人　敬寿会　特別養護老人ホーム仙台敬寿園

39 株式会社　仙台在宅サービス 79 社会福祉法人　ライフの学校

40
社会福祉法人　東松島福祉会
　特別養護老人ホーム　せせらぎの里 80 有限会社　ほのぼの介護

福祉のしごとフェア　参加事業所　整理番号一覧

8
(月)

9
(火)

11
(木)

15
(月)

19
(金)

16
(火)

18
(木)

26
(金)

25
(木)

22
(月)

24
(水)



整理番号
求人者名
求人番号

職種
賃金形態
支給額

就業時間

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり
(1)7時00分～16時00分
(2)11時00分～20時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分
(3)16時30分～9時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)11時00分～20時00分
(3)16時30分～9時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)10時30分～19時30分
(3)7時30分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時20分
(2)17時00分～9時20分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時20分
(2)17時00分～9時20分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)9時00分～17時20分

雇用期間の定めなし

パート労働者
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)13時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～7時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～15時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり

雇用期間の定めなし

正社員以外

59歳以下

169,280円～
270,670円1 人

1-1

社会福祉法人　杜の村 看護師 月給 ・入所者の健康管理（バイタルチェック、記録、処
置）・緊急時対応のため、夜間呼び出しあり　その
他、嘱託医の指示事項による業務

デイサービスでの介護業務等
・入浴介助、排せつ介助、食事介助、レクリエー
ション、送迎、記録等

不問
162,800円～
162,800円1 人

04010-47709811 就業場所 宮城県仙台市宮城野区

1-2

社会福祉法人　杜の村 介護職員
月給

◇年間休日１２０日！仕事とプライベートを両立し
ながら保育のお仕事◇平成３１年４月１日に開園し
た保育園でのスタッフの募集です。

64歳以下

177,200円～
220,000円1 人

04010-47781711 就業場所 宮城県仙台市宮城野区 又は8時30分～17時30分の間の8時間

2-1

株式会社　ソーシャルライズ 保育士 月給

・高齢者施設において、ご利用者様が快適に生活で
きるように支援する仕事です。食事、入浴、排泄、
レクリエーション、掃除、洗濯、

64歳以下

160,000円～
206,520円1 人

04010-52116111 就業場所 宮城県仙台市宮城野区 又は7時00分～20時00分の間の8時間程度

2-2

株式会社　ソーシャルライズ ショートステイの職員 月給

・高齢者施設において、ご利用者様が快適に生活で
きるように支援する仕事です。食事、入浴、排泄な
ど、ご利用者に寄り添って支援しま

64歳以下

160,000円～
206,520円1 人

04010-52179511 就業場所 宮城県仙台市青葉区

2-3

株式会社　ソーシャルライズ グループホームの介護
員

月給

ご入居のお客様が３９名と小規模な有料老人ホーム
「ひより台ケアラウンジ・スカイ」での介護職員と
してのお仕事です。

64歳以下

171,000円～
186,000円2 人

04010-52190911 就業場所 宮城県仙台市宮城野区

3-1

株式会社　ソシエニード 介護職員（有料老人
ホーム）

月給

通所介護（デイサービス）事業所でのお仕事です。
未経験でも先輩職員によるサポートがあるので安心
してください。


64歳以下

171,000円～
186,000円1 人

04010-52551911 就業場所 宮城県仙台市太白区

3-2

株式会社　ソシエニード 介護職員（デイサービ
ス）［太白区青山］

月給

有料老人ホームと併設されている小規模多機能型居
宅介護事業所でのお仕事です。未経験でも先輩職員
によるサポートがあるので安心してく

64歳以下

171,000円～
186,000円1 人

04010-46981311 就業場所 宮城県仙台市太白区 又は8時00分～18時00分の間の8時間程度

3-3

株式会社　ソシエニード 介護職員（小規模多機
能型居宅介護）

月給

有料老人ホームにてバイタルチェック、食事見守
り、経菅栄養、服薬のセッテング、配役、記録の作
成、受診同行、全フロア巡視、健康管理

不問
1,420円～
1,420円1 人

04010-45637511 就業場所 宮城県仙台市太白区

4-1

株式会社ニチイ学館　仙台支
店　ヘルスケア事業

看護業務（ニチイケア
センター仙台栄）

時給

有料老人ホームでの介護業務（６０床）
介護度や健康状態の多様なお客様に接します
お客様の生活全般に関わる介護を行います

不問
164,640円～
164,640円1 人

04010-43529811 就業場所 宮城県仙台市宮城野区

4-2

株式会社ニチイ学館　仙台支
店　ヘルスケア事業

有料老人ホーム介護職
員（ニチイケアセン
ター仙台中山吉成）

時給

有料老人ホーム内での介護業務
定員６０床の介護付有料老人ホームです
介護度や健康状態の多様なお客様に接します

不問

980円～980円1 人

04010-42160911 就業場所 宮城県仙台市青葉区

4-3

株式会社ニチイ学館　仙台支
店　ヘルスケア事業

有料老人ホーム介護職
員（ニチイケアセン
ター仙台市名坂）

時給

・食事　入浴　排泄の介助
・活動、レクリエーションの支援


不問
163,360円～
184,000円1 人

04010-41764711 就業場所 宮城県仙台市泉区

5-1

株式会社　リブレ 介護職員
時給

入院、外来患者さんの看護・介護、医師の診療補助
夜勤があります（月３～４回）
診療科目：内科、外科（内科が主、５２床）


64歳以下

219,000円～
305,400円1 人

04010-39691911 就業場所 宮城県仙台市若林区

6-1

一般財団法人　早坂愛生会
早坂愛生会病院

正看護師
月給

・入院患者さんの看護、介護、医師の診療補助
・夜勤があります（月３～４回）
・診療科目：内科、外科（内科が主、５２床）

64歳以下

186,600円～
262,200円1 人

04010-52957211 就業場所 宮城県仙台市青葉区

6-2

一般財団法人　早坂愛生会
早坂愛生会病院

准看護師 月給

・入院患者さんの身の回りのお世話（食事・入浴・
排泄の介助、おむつ交換、洗濯、清掃等）
・寝たきりのご老人が主です。

64歳以下

950円～1,000
円2 人

04010-52959411 就業場所 宮城県仙台市青葉区

6-3

一般財団法人　早坂愛生会
早坂愛生会病院

介護職
時給

・「ユニット型特養」全室個室１２ユニット１２０
床・「２４時間看護師常駐」褥瘡も治る特養個別ケ
ア」２４時間シートを活用し、個々の生活ペース

59歳以下

197,600円～
228,600円1 人

04010-48466611 就業場所 宮城県仙台市青葉区

7-1

社会福祉法人　緑愛会　特別
養護老人ホーム　オー・ド・
エクラ

介護職（実務者研修、
初任者研修終了予定
可）

年俸制

お客様お一人おひとりの心身状態に合わせて、生活
支援や身体介護、日常生活の自立支援を行います。
楽しく生活して頂くためのレクリエーション

64歳以下

190,000円～
270,000円10 人

04010-42502511 就業場所 宮城県仙台市太白区

8-1

社会福祉法人　湖星会　法人
本部　仙台事務所

介護職 月給

利用者様の居室清掃やリネン交換、ユニット内キッ
チンで食器などの片づけ・利用者の介護支援に従事
して頂きます。また、利用者様の見守りや

不問

860円～990円5 人

04010-52503111 就業場所 宮城県仙台市青葉区

8-2

社会福祉法人　湖星会　法人
本部　仙台事務所

介護アシスタント 時給

看護業務全般。特別養護老人ホーム施設における看
護及び生活支援業務
・薬剤、服薬の管理・経管栄養処置

64歳以下

243,000円～
355,000円5 人

04010-49402911 就業場所 宮城県仙台市青葉区

8-3

社会福祉法人　湖星会　法人
本部　仙台事務所

看護師 月給

訪問看護のお仕事です。全身状態の観察。清潔、食
事、排せつ等の日常生活援助。カテーテル、点滴、
在宅酸素等の管理。胃ろうや人工肛門等のケ

64歳以下

241,552円～
241,552円1 人

04010-45144711 就業場所 宮城県仙台市青葉区

9-1

社会福祉法人　こーぷ福祉会 看護師
時給

04010-47977511 就業場所 宮城県仙台市青葉区 又は8時45分～17時00分の間の7時間程度

仕事の内容・就業場所
年齢
求人数



整理番号
求人者名
求人番号

職種
賃金形態
支給額

就業時間

交替制あり

雇用期間の定めなし

パート労働者

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)8時15分～17時15分
(3)16時30分～9時30分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり
(1)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

パート労働者
交替制あり
(1)9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり
(1)9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり
(1)9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分
(2)7時00分～16時00分
(3)7時30分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

交替制あり
(1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～18時00分
(3)9時30分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～18時00分
(3)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり
(1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～18時00分
(3)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり
(1)7時45分～16時30分
(2)9時00分～17時45分
(3)10時00分～18時45分

雇用期間の定めなし

正社員

訪問看護のお仕事です。全身状態の観察。清潔、食
事、排せつ等の日常生活援助。カテーテル、点滴、
在宅酸素等の管理。胃ろうや人工肛門等のケ

64歳以下

1,605円～
1,605円1 人

9-2

社会福祉法人　こーぷ福祉会 看護師 時給

少人数（９名単位）で暮らすグループホームで、認
知症とともに生きる人の健康や生活を支え、その人
の思いを応援する仕事です。人と人・街・自

不問
950円～1,000

円1 人

04010-47980911 就業場所 宮城県仙台市太白区 又は8時30分～17時30分の間の7時間程度

10-1

医療法人社団　清山会 介護職パート／泉区八
乙女（グループホーム
かぐらの杜）

時給

少人数（９名単位）で暮らすグループホームで、認
知症とともに生きる人の健康や生活を支え、その人
の思いを応援する仕事です。人と人との関わ

不問
950円～1,000

円1 人

04010-39651111 就業場所 宮城県仙台市泉区 又は8時30分～17時30分の間の4時間以上

10-2

医療法人社団　清山会 介護職パート／泉区市
名坂（グループホーム
ななみの杜）

時給

介護老人保健施設はケアや看護、リハビリなどを必
要をする方の生活を支える「住まい」のサービスで
す。

59歳以下

180,000円～
229,240円1 人

04010-39653811 就業場所 宮城県仙台市泉区 又は8時30分～17時30分の間の4時間以上

10-3

医療法人社団　清山会 介護職員／泉区松森
（介護老人保健施設い
ずみの杜）

月給

就労継続支援Ｂ型事業所のサービス管理責任者業務
全般
・利用者さまの支援・各種書類の作成（個別支援

64歳以下

230,000円～
300,000円1 人

04010-39674611 就業場所 宮城県仙台市泉区

11-1

ｉｍｕｋａｔ　株式会社　ｉ
ｍｕｋａｔ　Ｌａｂ． 

就労継続支援Ｂ型サー
ビス管理責任者

月給

定員１５名の家庭的な小規模保育事業保育所でご一
緒にお子様を保育していただくお仕事です。異年齢
混合保育ですので常時３～６名の保育従事者

不問
930円～1,050

円2 人

04010-55212911 就業場所 宮城県仙台市青葉区

12-1

一般社団法人　アンファンソ
レイユ　小規模保育事業所
保育園ソレイユ

保育士 時給

人気の放課後等デイサービスのお仕事です。 
６から１８歳（就学期）の障がいをお持ちのお子さ
んと運動療育やソーシャルスキル・学習サポー

59歳以下

153,000円～
170,000円1 人

04010-54719211 就業場所 宮城県仙台市宮城野区 又は7時00分～19時00分の間の3時間以上

13-1

ＤＯＬＰＨＩＮ・ＤＲＥＡ
Ｍ．株式会社

放課後デイサービス・
児童指導員

月給

こどもたちの笑顔と喜び、私たちのやりがいです。
６歳から１８歳（就学期）の障がいをお持ちのお子
さんと運動療育やソーシャルスキル・学習

59歳以下

168,000円～
185,000円1 人

04010-49024111 就業場所 宮城県仙台市宮城野区 又は8時00分～19時00分の間の8時間

13-2

ＤＯＬＰＨＩＮ・ＤＲＥＡ
Ｍ．株式会社

放課後デイサービス・
児童指導員（保育士）
［宮城野区安養寺

月給

こどもたちの笑顔と喜び、私たちのやりがいです。
６歳から１８歳（就学期）の障がいをお持ちのお子
さんと運動療育やソーシャルスキル・学習

59歳以下

168,000円～
185,000円1 人

04010-45336111 就業場所 宮城県仙台市宮城野区 又は8時00分～19時00分の間の8時間

13-3

ＤＯＬＰＨＩＮ・ＤＲＥＡ
Ｍ．株式会社

放課後デイサービス・
児童指導員（保育士）
［宮城野区原町］

月給

介護老人保健施設での入居者のケアプラン作成ほ
か、介護支援専門員業務全般 
≪現体制≫ 　・ケアマネ２名体制 


59歳以下

189,000円～
255,000円1 人

04010-45341311 就業場所 宮城県仙台市宮城野区 又は8時00分～19時00分の間の8時間

14-1

医療法人財団　明理会　　介
護老人保健施設　仙台青葉ロ
イヤルケアセンター

介護支援専門員（施設
ケアマネジャー）

月給

高齢者介護業務全般＜入所１００床、通所４０名定
員＞・日常生活が困難な入居者様の生活支援 
・食事、入浴、排泄介助、レクレーション、クラ

不問
186,000円～
189,000円2 人

04010-40775611 就業場所 宮城県仙台市青葉区

14-2

医療法人財団　明理会　　介
護老人保健施設　仙台青葉ロ
イヤルケアセンター

介護職員 月給

宮城県で放課後等デイサービス事業と児童発達支援
事業を展開 している「株式会社ひよこふぉれすと」
です。

不問

860円～860円2 人

04010-40790311 就業場所 宮城県仙台市青葉区

15-1

株式会社　ひよこふぉれすと パート保育士［名取市
増田］

時給

仙台市太白区富沢に２０２１年１月オープンした児
童発達支援。放課後等デイサービス『チルハピ　富
沢教室』です。「チルハピ」は、障がいのある

59歳以下

194,000円～
194,000円2 人

04010-49517211 就業場所 宮城県名取市 又は8時30分～19時00分の間の8時間程度

15-2

株式会社　ひよこふぉれすと 保育士／チルハピ富沢
教室

月給

宮城県初運動学習特化型療育！仙台市太白区富沢に
２０２１年６月オープンの『チルハピスポーツ富沢
教室』求人です！

59歳以下

194,000円～
194,000円2 人

04010-46554111 就業場所 宮城県仙台市太白区 又は8時30分～19時00分の間の8時間程度

15-3

株式会社　ひよこふぉれすと 保育士／チルハピス
ポーツ富沢教室

月給

特別養護老人ホーム１２０床における介護業務 
・入浴、食事、排せつ介助 
・歩行、移動介助 


不問
940円～1,000

円1 人

04010-46579911 就業場所 宮城県仙台市太白区 又は8時30分～19時00分の間の8時間程度

16-1

社会福祉法人　創生会　東北
事業部

介護職員
時給

特別養護老人ホーム（長期１２０床、短期２０床）
における看護業務。＜主な業務＞ ・健康管理 
・バイタルチェック・服薬管理　等


59歳以下

230,000円～
327,333円1 人

04010-51484011 就業場所 宮城県仙台市泉区 又は7時00分～20時00分の間の8時間

16-2

社会福祉法人　創生会　東北
事業部

看護師（正・准） 年俸制

定期巡回随時対応型訪問介護看護サービス内での訪
問看護業務。＜主な業務＞ ・サービス利用者の健康
管理・訪問看護指示書に基づく看護業務 

59歳以下

265,000円～
300,000円1 人

04010-46256911 就業場所 宮城県仙台市泉区

16-3

社会福祉法人　創生会　東北
事業部

看護師（正） 年俸制

通所リハビリテーションにおける介護業務全般に従
事していただきます。 
・入浴、食事、排泄、移動等、日常生活の介助 

59歳以下

155,000円～
240,000円1 人

04010-46278411 就業場所 宮城県仙台市泉区

17-1

医療法人仁泉会　介護老人保
健施設なとり

介護職員（通所） 月給

介護老人保健施設における介護業務全般に従事して
いただきます。
・入浴、食事、排泄、移動等、日常生活の介助 

59歳以下

155,000円～
240,000円1 人

04010-39699311 就業場所 宮城県名取市

17-2

医療法人仁泉会　介護老人保
健施設なとり

介護職員（老健） 月給

特別養護老人ホーム（定員６０名と併設ショートス
テイ１０名）での要介護高齢者の生活施設です。・
健康チェック・経管栄養・与薬準備

59歳以下

170,700円～
226,200円1 人

04010-39706911 就業場所 宮城県名取市

18-1

社会福祉法人　ウェルフェア
仙台

看護員
月給

04010-42555011 就業場所 宮城県仙台市太白区

仕事の内容・就業場所
年齢
求人数



整理番号
求人者名
求人番号

職種
賃金形態
支給額

就業時間

交替制あり
(1)7時00分～16時00分
(2)9時30分～18時30分
(3)13時30分～22時30分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり
(1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～18時00分
(3)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

正社員

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)7時30分～16時30分
(3)16時45分～9時45分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)10時45分～19時45分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）

雇用期間の定めなし

正社員

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

(1)8時30分～15時00分
(2)9時00分～15時30分

雇用期間の定めなし

パート労働者
変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)8時30分～17時30分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)8時30分～17時15分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時30分
(2)8時30分～17時30分
(3)16時30分～9時30分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)16時30分～9時30分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)6時00分～9時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～18時15分
(2)8時30分～12時45分
(3)8時30分～13時15分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)8時30分～12時45分
(2)14時30分～18時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)17時00分～9時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分
(2)17時00分～9時30分

雇用期間の定めなし

正社員

特別養護老人ホーム大年寺山ジェロントピアでの介
護業務全般 。・１ユニット１０名（全７ユニット）
を担当して頂きます。 

59歳以下

157,100円～
193,600円1 人

18-2

社会福祉法人　ウェルフェア
仙台

介護員
月給

デイサービスで提供する食事、入浴、リハビリのお
手伝いをしながら、ご利用者様と共に働くスタッフ
も元気になれるお仕事です。


64歳以下

162,000円～
190,800円1 人

04010-41297211 就業場所 宮城県仙台市太白区

19-1

ＳＯＭＰＯケア　株式会社
東北事業部

通所介護職員 月給

法人理念『自立と共生の権理を尊ぶナラティブな関
わり』のもと、ご本人やご家族そして地域の方との
『関わり』を大切にしながら縁を紡いでいく

不問
950円～1,000

円2 人

04010-43239411 就業場所 宮城県仙台市泉区

20-1

医療法人社団　眞友会 介護職パート（入所）
／大和町吉田（老人保
健施設希望の杜）

時給

介護老人保健施設は、ケアや介護・リハビリなどを
必要とする方の生活を支える『住まい』のサービス
です。


18歳～59歳

180,000円～
229,240円1 人

04011- 2806211 就業場所 宮城県黒川郡大和町 又は8時30分～17時30分の間の4時間以上

20-2

医療法人社団　眞友会 介護職（入所）／大和
町吉田（介護老人保健
施設希望の杜）

月給

少人数（９名単位）で暮らすグループホームで、認
知症とともに生きる人の健康や生活を支えその人の
思いを応援する仕事です。 

18歳～59歳

180,000円～
229,240円1 人

04011- 2698011 就業場所 宮城県黒川郡大和町

20-3

医療法人社団　眞友会 介護職／大和町吉田
（グループホーム「け
やき」）

月給

・イオンモール従業員と地域のお子様をお預かりす
る保育園です。働く人のワークライフの両立を支援
する保育園です。


59歳以下

205,000円～
235,000円1 人

04011- 2290211 就業場所 宮城県黒川郡大和町

21-1

株式会社　フロンティア 保育士 月給

04010-45457111 就業場所 宮城県仙台市宮城野区 又は7時30分～18時30分の間の8時間程度

59歳以下

184,000円～
200,000円1 人

04010-43391111 就業場所 宮城県仙台市宮城野区 又は7時30分～18時30分の間の2時間以上

04010-54055911 就業場所 宮城県名取市 又は7時00分～22時00分の間の8時間

22-1

株式会社　パワーネット・
フィールド　ＣＨＡＣ扇町保
育園

保育士／小規模保育園
（定員１９名）／宮城
野区

月給 ・定員１９名の小規模保育園で、乳幼児の保育を担
当していただきます。 ＊当園は企業主導型保育施設
です。０～２歳を対象とした、定員１９名の

・定員１９名の小規模保育園で、 
・乳幼児の保育を担当していただきます。 
＊当園は、企業主導型保育施設です。０～２歳を

不問
1,000円～
1,100円1 人

04010-51881111 就業場所 宮城県仙台市青葉区

22-2

株式会社　パワーネット・
フィールド　ＣＨＡＣ扇町保
育園

保育士パート／小規模
保育園（定員１９名）
／宮城野区

時給

23-2

医療法人　星陵会 介護職 月給

主な業務は介護職員のサポートとして、リネン交
換・生活環境整備（清掃・換気・消毒作業）・物品
補充・入退所時の荷物整理・配膳・クリーニン

59歳以下

900円～1,100
円2 人

04010-45946011 就業場所 宮城県仙台市青葉区

23-1

医療法人　星陵会 介護サポート（パー
ト）（青葉区郷六）

時給

24-1

一般財団法人　広南会　広南
病院

看護師
月給

・介護老人保健施設での勤務です。
・医師、看護師、介護スタッフ、リハビリスタッフ
等の様々な職種　のスタッフが在籍しています

59歳以下

151,000円～
200,000円2 人

介護老人保健施設（入所部門）で正職員の介護員募
集です。【介護業務全般】　施設定員８６名 
お風呂で洗髪や洗身をする「入浴介助」、トイレ

59歳以下

185,878円～
212,278円1 人

04010-43654611 就業場所 宮城県仙台市太白区

25-1

医療法人社団　洞口会 介護員 月給

・脳神経、脳血管疾患の専門病院です。
・手術室勤務が出来る方。開頭手術の直接介助、間
接介助、血管内手術の介助 、術前、術後訪問


59歳以下

200,128円～
218,784円3 人

59歳以下

202,600円～
239,000円1 人

04010-52294611 就業場所 宮城県名取市

04010-54328911 就業場所 宮城県名取市

25-2

医療法人社団　洞口会 看護師（老人保健施
設）

月給 介護老人保健施設における看護業務です。 
（主な業務内容≫採血・点滴・吸引・その他医療業
務、医師の回診補助、食事等介助（食介、服薬

04010-47618911

900円～1,250
円1 人

就業場所 宮城県仙台市太白区 又は7時00分～20時00分の間の5時間以上

26-1

社会福祉法人　うえるかむ 特別養護老人ホームで
のパート介護職員

時給 地域密着型特別養護老人ホーム（定員２９名）また
は併設型のショートステイ（定員１０名）において
ご利用者様が快適に生活できるように支援す

不問

04010-47610711

900円～1,250
円2 人

04010-54122511 就業場所 宮城県仙台市宮城野区

26-3

社会福祉法人　うえるかむ 障害者グループホーム
の世話人

時給 令和３年８月オープンした女性専用の障がい者グ
ループホーム（定員６名）での世話人募集になりま
す。主に食事（調理、献立、食材買い出し）を

不問

160,000円～
206,200円1 人

就業場所 宮城県仙台市太白区

26-2

社会福祉法人　うえるかむ 小規模多機能型居宅介
護施設の介護職員

月給 ・小規模多機能型居宅介護事業所（登録２９名）に
おいてご利用者様が快適に生活できるように支援す
るお仕事です。

64歳以下

200,000円～
280,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区

27-1

医療法人　磐清会　　せきこ
どもクリニック

看護師（正・准） 月給 小児科、アレルギー科、小児外科を中心とした外来
看護業務全般、電子カルテ操作、物品管理、院内清
掃　＊ブランクがある方でも丁寧にご指導し

59歳以下

04010-52606111

1,500円～
1,800円1 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区 又は8時30分～18時15分の間の8時間程度

27-2

医療法人　磐清会　　せきこ
どもクリニック

看護師（正・准） 時給 ・小児科、アレルギー科、内科、小児外科を中心と
した外来看護業務全般・電子カルテ操作、物品管
理、院内清掃 


不問

04010-52609211

04010-51174511

220,700円～
271,900円2 人

就業場所 宮城県富谷市

28-1

一般財団法人労災サポートセ
ンター　宮城労災特別介護施
設

看護業務（看護師） 月給 令和４年１月１日採用の求人となります。（退職に
伴う欠員補充）◆労働災害で重度の障害を負われた
方が入居されている介護施設です。入居者は

62歳以下

04011- 2967811

250,000円～
300,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市太白区

29-1

社会福祉法人　ありのまま舎 看護師 月給 難病や障害を持つ方が暮らす施設内において、生活
される方々の望まれる生き方を実現できるように支
援します。 医療的ケア（痰吸引、経管栄養、

69歳以下

仕事の内容・就業場所
年齢
求人数



整理番号
求人者名
求人番号

職種
賃金形態
支給額

就業時間

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)7時00分～16時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)9時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)6時30分～15時30分
(3)16時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時15分
(2)8時45分～18時00分
(3)9時45分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)8時45分～18時00分
(3)10時00分～19時15分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)9時45分～19時00分
(3)17時15分～9時15分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり
(1)9時00分～18時00分
(2)6時00分～15時00分
(3)13時00分～22時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～18時00分
(2)6時00分～15時30分
(3)12時30分～22時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～15時30分
(2)8時00分～17時30分
(3)9時00分～18時30分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～15時15分
(2)9時00分～17時15分
(3)13時45分～22時00分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)22時00分～7時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)7時15分～10時45分
(2)7時15分～13時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

正社員

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)7時30分～16時30分
(3)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし

正社員

140,148円～
234,600円3 人

04011- 3179811 就業場所 宮城県富谷市

30-1

医療法人社団　中谷クリニッ
ク

介護職
月給 介護老人保健施設リーブズにおける老人介護 

　≪入所定員：１００名・通所定員：３０名≫
・入居者様お一人おひとりに添ったケアプランの

18歳～59歳

1,112円～
1,112円1 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区

31-1

社会福祉法人　千代福祉会 支援員 時給 知的障害者入所支援施設における生活支援業務補
助・食事介助等不問

04010-45280111

164,400円～
215,300円2 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区

31-2

社会福祉法人　千代福祉会 支援員 月給 知的障害者支援施設における入所者支援業務全般 
・知的障害者の生活支援業務 ・相談及び余暇活動支
援・食事、入浴、排泄の介助 ・入所者の自立訓

59歳以下

04010-45282811

04010-47785411

157,000円～
311,000円2 人

就業場所 宮城県仙台市太白区

32-1

社会福祉法人　庄慶会　　特
別養護老人ホーム　サン・つ
ばき

看護職（正・准） 月給 １．入居者様の看護（定員：長期５０名、短期２０
名）２．入居者様の健康管理　３．医師の指示によ
る処置並びに関係業務 
　

59歳以下

04010-47782811

150,000円～
190,000円3 人

04010-47085911 就業場所 宮城県仙台市青葉区

32-3

社会福祉法人　庄慶会　　特
別養護老人ホーム　洛風苑

介護職 月給 １．入居者様の介護（定員：長期１００名、短期１
１名）２．居室の清掃 　３．ケース記録の作成 
４．その他関連業務 


59歳以下

151,000円～
191,000円3 人

就業場所 宮城県仙台市太白区

32-2

社会福祉法人　庄慶会　　特
別養護老人ホーム　サン・つ
ばき

介護職
月給 １．入居者様の介護（定員：長期５０名、短期２０

名）２．居室の清掃　３．ケース記録の作成 
４．その他関連業務 


59歳以下

04010-41269611

934円～1,040
円1 人

就業場所 宮城県仙台市泉区 又は6時00分～22時00分の間の6時間以上

33-1

医療法人　泉整形外科病院
介護老人保健施設　コスモス

介護職
時給 入所定員１００名の介護老人保健施設です。 

介護を必要とする高齢者の自立支援、家庭復帰のお
手伝い。　食事介助、入浴介助、排泄介助 
　

不問

04010-52360811

142,500円～
175,500円5 人

04010-56402811 就業場所 宮城県仙台市泉区

34-1

社会福祉法人　泉寿会　　特
別養護老人ホーム　泉寿荘

介護職員 月給 ◎入所者の介護全般（定員１００名）
　食事介助・入浴介助・見守り等のお仕事です。
・ユニットケアを実施しており、１フロア（２５

59歳以下

145,500円～
202,500円2 人

就業場所 宮城県仙台市泉区

33-2

医療法人　泉整形外科病院
介護老人保健施設　コスモス

介護職 月給 入所定員１００名の介護老人保健施設です。 
介護を必要とする高齢者の自立支援、家庭復帰のお
手伝い。生活リハビリ、入浴、食事、排泄等の

59歳以下

194,616円～
203,474円1 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区

35-1

社会福祉法人　みずきの郷
ひかり苑　（障害者支援施設
（入所））

支援員 月給 自閉症や知的障害の方々への生活支援と作業支援が
主な仕事です。具体的には身体介護よりもコミュニ
ケーションの支援が必要となります。

59歳以下

04010-52383911

1,167円～
1,167円1 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区

35-2

社会福祉法人　みずきの郷
ひかり苑　（障害者支援施設
（入所））

支援員（夜勤アルバイ
ト）

日給 知的障害者入所施設での入所者に対する夜間の見守
り・動向確認不問

04010-43651411

168,000円～
168,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区
又は10時30分～19時30分の間の8時間程
度

36-1

学校法人　清野学園 保育士＜フリー補助教
諭（０～５歳児）＞

月給 ・認定こども園のフリー補助教諭として、０～５歳
児の補助をして　頂きます。・主に未満児（０～２
歳児）では、公休の先生の代わりに入って頂

59歳以下

04010-52418211

171,000円～
171,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区

36-2

学校法人　清野学園 保育士＜フリー補助教
諭（１～５歳児）＞

月給 ・認定こども園のフリー補助教諭として、１～５歳
児の補助をして頂きます。・主に未満児(１・２歳
児)では、公休の先生の代わりに入って頂き

59歳以下

04010-52460011

1,200円～
1,200円1 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区
又は13時15分～19時15分の間の2時間以
上

36-3

学校法人　清野学園 保育士＜フリー補助教
諭（未満児）＞

時給 ・未満児のフリー補助教諭として、担任保育士の補
助をして頂いたり、子ども達と遊んで頂きます子ど
も達の人数は、０歳６名、１・２歳児共に

不問

04010-48497411

177,640円～
227,070円1 人

就業場所 宮城県仙台市若林区

37-1

社会福祉法人　つどいの家 生活支援員 月給 知的・身体にしょうがいのある方々の日中活動支
援・食事介助・トイレ介助等、日常生活を送るうえ
での支援業務全般 。コミュニケーションの支援 

64歳以下

04010-45234211

860円～860円1 人

就業場所 宮城県仙台市若林区 又は8時30分～17時30分の間の7時間程度

37-2

社会福祉法人　つどいの家 介護員 時給 知的・身体にしょうがいのある方々の日中活動支
援・食事介助・トイレ介助等、日常生活を送るうえ
での支援や送迎時の添乗業務を行います。

不問

04010-41101411

165,000円～
200,000円15 人

就業場所 宮城県仙台市泉区

38-1

社会福祉法人　愛泉会 介護職員 月給 ※令和３年１０月増設施設の求人です。
特別養護老人ホームにおける介護業務 ・要介護高齢
者の日常生活のお手伝い（食事、入浴、トイレ

64歳以下

04010-53703611

174,000円～
199,000円2 人

就業場所 宮城県仙台市若林区

39-1

株式会社　仙台在宅サービス 介護スタッフ（正社
員）／グループホーム
大和町

月給 グループホームは認知症のため介護を必要とする 
お客様が９名１ユニットとしたグループで共同生活
を送っています。入浴や食事、掃除、洗濯など

59歳以下

04010-44473711

174,000円～
199,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区

39-2

株式会社　仙台在宅サービス 介護スタッフ／コミュ
ニティホーム東仙台新
田

月給 小規模多機能型居宅介護施設。
お客様２９名の登録制で１日に「通い」１５名、
「泊り」６名の定員制となっています。

59歳以下

04010-44475211

174,000円～
199,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区

39-3

株式会社　仙台在宅サービス 介護スタッフ／コミュ
ニティホーム東仙台燕
沢

月給 小規模多機能型居宅介護施設。
お客様２９名の登録制で１日に「通い」１５名、
「泊り」６名の定員制となっています。

59歳以下

04010-44478011

仕事の内容・就業場所
年齢
求人数



整理番号
求人者名
求人番号

職種
賃金形態
支給額

就業時間

交替制あり
(1)7時30分～16時30分
(2)8時00分～17時00分
(3)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり
(1)7時30分～16時30分
(2)10時00分～19時00分
(3)12時30分～21時30分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり
(1)9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)9時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～15時45分
(2)8時30分～17時15分
(3)11時30分～20時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

交替制あり
(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)6時55分～15時55分
(2)9時00分～18時00分
(3)10時15分～19時15分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)12時00分～21時00分
(3)16時30分～9時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時30分～18時30分
(3)12時30分～21時30分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)12時30分～21時30分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

正社員

210,000円～
300,000円1 人

就業場所 宮城県富谷市

40-1

社会福祉法人　東松島福祉会
特別養護老人ホーム　せせら
ぎの里

看護職員（正・准） 月給 特別養護老人ホームにおける入居者様への健康管理
や服薬管理など看護業務全般に関するお仕事です。 

☆施設説明も随時可能ですので、お気軽にご相談く

59歳以下

04011- 2702411

155,000円～
272,000円1 人

就業場所 宮城県富谷市

40-2

社会福祉法人　東松島福祉会
特別養護老人ホーム　せせら
ぎの里

介護職員 月給 特別養護老人ホームの入居者様への食事、入浴、移
乗等の生活支援または外出やレクリエーション活動
などの企画や実施など。


18歳～59歳

04011- 2295611

280,000円～
300,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市若林区

41-1

株式会社　未来企画 児童発達支援管理責任
者［放課後等デイサー
ビス］

月給 障害をお持ちのお子様を対象とした「放課後デイー
サービス」での支援と支援計画の作成業務となりま
す。日常生活の指導、訓練、支援、勉強や

59歳以下

04010-49277711

152,000円～
175,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市泉区

42-1

特定非営利活動法人　みどり
会

職業指導員
月給 就労継続支援Ｂ型事業所において利用者の支援を行

ないます。利用者の作業訓練、生活支援、面談支援
等・各利用者の個別支援計画書に基づいた支

59歳以下

04010-51162111

162,000円～
239,000円2 人

04010-54326311 就業場所 宮城県仙台市泉区
又は10時30分～19時30分の間の8時間程
度

43-1

医療法人　一秀会　認知症高
齢者グループホーム　ファミ
リア

介護職員（グループ
ホーム）

月給 認知証高齢者グループホームにおける老人介護 
（入所１８床）・食事の準備 ・清掃、配膳、下膳
・身体介助、生活介助 ・レクリェーションサポー

64歳以下

152,000円～
165,000円1 人

04010-46479411 就業場所 宮城県仙台市太白区

42-2

特定非営利活動法人　みどり
会

生活支援員 月給 就労継続支援Ｂ型事業所において利用者の支援を行
ないます。 利用者の作業訓練、生活支援、面談支援
等・各利用者の個別支援計画書に基づいた支

不問

204,000円～
214,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区

44-1

アサヒサンクリーン株式会社
東北支店

訪問入浴介護職員／宮
城野事業所

月給 ・介護職員２名、看護職員１名の３人１チームで、
利用者様のお宅へ訪問しての介護です。
・主な仕事は入浴介助、入浴備品の設置、片付け

40歳以下

04010-45699911

04010-40848611

204,000円～
214,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区

44-2

アサヒサンクリーン株式会社
東北支店

訪問入浴介護職員／仙
台青葉事業所

月給 ・介護職員２名、看護職員１名の３人１チームで、
利用者様のお宅へ訪問しての介護です。
・主な仕事は入浴介助、入浴備品の設置、片付け

40歳以下

04010-41283311

145,903円～
145,903円3 人

04010-53808311 就業場所 宮城県仙台市泉区

45-1

社会福祉法人　宮城県社会福
祉協議会　　宮城県啓佑学園

生活支援ワーカー補助
員

月給 知的障害児（者）の支援（食事・入浴・排泄・着替
等）、外出・通院への付き添いなど不問

239,000円～
239,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市泉区

44-3

アサヒサンクリーン株式会社
東北支店

訪問入浴サービス（看
護業務）／泉

月給 車両でご自宅を訪問し専用機材を使用し、安全で快
適に入浴していただくサービスです。（お客様の体
調管理等を含みます） 


59歳以下

244,000円～
244,000円2 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区 又は7時30分～19時30分の間の8時間程度

46-1

特定非営利活動法人　フロー
レンス　仙台オフィス

看護師（医療的ケア児
向け訪問型発達支援
サービス）

月給 在宅医療を必要としている子ども（未就学児・学童
児）への訪問支援 　・担当児の医療的ケアと健康管
理・基本的な動作の指導・知識技能の付与 

64歳以下

04010-50007711

200,750円～
236,000円2 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区

47-1

医療法人社団　初心会 保育士 月給 当法人が運営する「太陽の子保育園」（事業所内保
育園）における保育士業務。産休明け児から就学前
までのお子さんの保育業務全般を行っていた

64歳以下

04010-50292811

150,500円～
185,750円2 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区

47-2

医療法人社団　初心会 介護職
月給 ・グループホームみたき（認知症対応型共同生活介

護）に入居されている方の日常生活援助 
（入居者様の自立度に応じ援助方法、援助量は異

64歳以下

04010-46481911

150,500円～
185,750円2 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区

47-3

医療法人社団　初心会 介護職
月給 認知症専門の病院における介護業務全般 

食事介助、入浴清拭介助、排泄介助、車いすへの移
乗介助、患者様とのコミュニケーション 


64歳以下

04010-46052011

04010-55474911

151,500円～
163,360円1 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区

48-1

社会福祉法人　東北福祉会
せんだんの杜

障がい福祉サービス従
事者

月給 ・障がい児の放課後等デイサービス、訪問介護サー
ビスにおける 
　支援業務全般 

64歳以下

04010-41164911

142,400円～
142,400円1 人

04010-41169511 就業場所 宮城県仙台市青葉区

48-3

社会福祉法人　東北福祉会
せんだんの館

介護職員 月給 高齢者福祉施設（特別養護老人ホーム）における介
護業務全般  ・食事、入浴、排泄介助 ・外出支援
（通院介助等）・生活全般の支援 


不問

166,500円～
178,360円1 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区

48-2

社会福祉法人　東北福祉会
せんだんの杜

保育士 月給 保育士業務全般  ・乳幼児への保育園内での日常の
支援（食事、排泄、着替え等）・乳幼児への支援計
画の作成や記録（個人記録、日誌等）

64歳以下

200,100円～
259,100円4 人

04010-55484711 就業場所 宮城県仙台市泉区

49-2

社会福祉法人　やまとみらい
福祉会

介護職員（泉区上谷
刈）

月給 ・法人が運営する特別養護老人ホームの入居者への
介護業務（食事、入浴、排泄等の身体介護、居室清
掃、食事準備等の生活支　援）及びユニット

59歳以下

200,100円～
259,100円2 人

04010-55483111 就業場所 宮城県仙台市泉区

49-1

社会福祉法人　やまとみらい
福祉会

介護職員（泉区松森） 月給 ・法人が運営する地域密着型特別養護老人ホームで
の介護業務 （食事、入浴、排泄等の身体介護。居宅
清掃、食事準備等の生活支援等） 


59歳以下

165,000円～
165,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区

50-1

特定非営利活動法人　コスモ
スクラブ

児童指導員
月給 コスモスクラブは仙台で最初に障がい児童の放課後

支援を始めた法人です。
「放課後等デイサービス」という事業です。 

59歳以下

04010-51977911

仕事の内容・就業場所
年齢
求人数



整理番号
求人者名
求人番号

職種
賃金形態
支給額

就業時間

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり
(1)8時00分～16時00分
(2)8時30分～16時30分
(3)9時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)16時00分～9時30分
(2)22時00分～7時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～15時30分
(2)8時50分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)18時30分～8時30分

雇用期間の定めなし

パート労働者
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)9時30分～18時30分
(3)15時30分～10時30分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)7時00分～9時30分
(2)13時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

交替制あり

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり
(1)10時00分～19時00分
(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)10時00分～19時00分
(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)10時00分～19時00分
(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）

雇用期間の定めなし

パート労働者
交替制あり

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分
(3)9時30分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分
(2)9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員

170,000円～
180,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市泉区

50-2

特定非営利活動法人　コスモ
スクラブ

生活支援員 月給 すまいる作業所は障害のある成人を対象とした「就
労継続支援Ｂ型事業」と「生活介護事業」を行って
いる福祉事業所です。 


59歳以下

04010-51978111

172,600円～
246,300円1 人

04010-56268711 就業場所 宮城県仙台市太白区 又は6時00分～22時00分の間の8時間

51-2

社会福祉法人　宮城県福祉事
業協会　　特別養護老人ホー
ム　茂庭苑

介護職員
月給 介護業務全般　夜勤あり  老人福祉施設において入

居中の利用者様が安心してお過ごしいただけるよう
日常生活の介護を提供していただきます。 


不問

900円～1,353
円1 人

04010-54186911 就業場所 宮城県仙台市太白区

51-1

社会福祉法人　宮城県福祉事
業協会　　特別養護老人ホー
ム　茂庭苑

介護員 時給 デイサービス利用者様の送迎添乗（運転はありませ
ん）・レクレーション・入浴介助・食事介助・排泄
介助等をお願いします。

不問

04010-40031011

141,000円～
181,800円1 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区

52-1

社会医療法人　康陽会　　介
護老人保健施設　けやき

介護職員（入所）
月給 定員１００名（ショートステイ含む、２フロアで各

フロア５０名。中嶋病院と併設）従来型老健で運営
しています。 

59歳以下

04010-44877211

158,000円～
198,000円2 人

04010-54076511 就業場所 宮城県仙台市青葉区

53-2

特定非営利活動法人　ぴあい
んく

生活支援員・障害福祉 月給 ・知的障害のある利用者さんと一緒に、音楽や創
作、散歩などの活動をして頂きます。食事介助・排
泄介助・入浴介助・外出支援などがあります。

35歳以下

1,000円～
1,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区

53-1

特定非営利活動法人　ぴあい
んく

夜間支援員（夜勤） 時給 ・知的障害のある人のグループホームでの夜間の支
援業務です。排泄介助、体位介助、朝食の食事介助
等があります。定員４名のグルームホームで

不問

970円～990円2 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区

54-1

社会福祉法人　幸生会 保育士【新田すいせん
こども園】

時給 令和４年度より本格運行を始める園バス添乗の保育
士の募集です。今年度試験運転にあたって、最初は
少人数で始めていきます。より良い園バスを

不問

04010-43258611

185,000円～
251,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区 又は7時00分～19時00分の間の8時間程度

55-1

株式会社　トムズ 保育士・正社員（通町
ハピネス保育園）

月給 仙台市認可保育園です。０歳～５歳までのクラスで 
子ども達と一緒に楽しくお仕事をして頂きたいです
。仙台には系列園も多数あり職員の年齢、経

69歳以下

04010-53070911

180,000円～
261,000円2 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区 又は7時30分～19時30分の間の8時間程度

56-1

株式会社　Ｌａｔｅｒａｌ
Ｋｉｄｓ もりのなかま保育
園

小人数保育園の保育士
（もりのなかま保育園
銀杏町園）

月給 ０歳児～５歳児のお子様の 保育業務をお願い致しま
す。オリジナルマニュアルや園内研修も充実し
中途入社でも働きやすい環境です。

69歳以下

04010-47485811

180,000円～
261,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市太白区 又は7時30分～19時30分の間の8時間程度

56-2

株式会社　Ｌａｔｅｒａｌ
Ｋｉｄｓ
もりのなかま保育園

保育士正社員（もりの
なかま保育園大野田
園）

月給 ０～２歳児のお子様をお預かりし、保育業務全般を
行って頂きます。お子様の成長を見守ると共に園内
の環境整備、計画や記録、保護者様への対応

69歳以下

04010-40749311

160,000円～
260,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区

57-1

株式会社　Ｇｒｏｗｉｎｇ
Ｗｏｒｋｓ

児童指導員 月給 発達に特性のある６歳から１８歳の児童を対象とし
た放課後等デイ サービスを運営しています。 
今年２月より宮城野区燕沢に事業所を増設致しま

59歳以下

04010-42296011

160,000円～
260,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区

57-2

株式会社　Ｇｒｏｗｉｎｇ
Ｗｏｒｋｓ

児童発達支援管理責任
者

月給 発達に特性のある６歳から１８歳の児童を対象とし
た放課後等デイ サービスを運営しています。 
今年２月より宮城野区燕沢に事業所を増設致しま

不問

04010-41664311

160,000円～
260,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区

57-3

株式会社　Ｇｒｏｗｉｎｇ
Ｗｏｒｋｓ

保育士
月給 発達に特性のある６歳から１８歳の児童を対象とし

た放課後等デイ サービスを運営しています。 
今年２月より宮城野区燕沢に事業所を増設致しま

不問

04010-41665611

1,300円～
1,800円2 人

04010-53358011 就業場所 宮城県仙台市泉区 又は8時30分～17時30分の間の4時間以上

58-2

訪問看護ステーション　るふ
らん（株式会社　リジョイ
ス）

看護師（訪問看護）
時給 医療・介護保険による訪問看護業務 

・健康状態の観察・清潔ケアや排泄ケアなど身の回
りのお世話 ・点滴や吸引などの医療処置 

不問

147,000円～
250,000円2 人

04010-53356511 就業場所 宮城県仙台市泉区

58-1

訪問看護ステーション　るふ
らん（株式会社　リジョイ
ス）

看護師（訪問看護）
月給 医療・介護保険による訪問看護業務 

・健康状態の観察・清潔ケアや排泄ケアなど身の回
りのお世話・点滴や吸引などの医療処置、

不問

04010-42662911

168,000円～
215,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市泉区

59-1

社会福祉法人基弘会　リズム
タウン仙台

介護スタッフ 月給 特別養護老人ホームまたはショートステイで、ご利
用者へのケアをするお仕事です。ご利用者様の日常
生活全般の介助（食事・入浴・排せつなど）

59歳以下

04010-42659511

210,000円～
250,000円1 人

04010-53050411 就業場所 宮城県仙台市泉区 又は8時00分～19時00分の間の8時間

59-3

社会福祉法人基弘会　リズム
タウン仙台

看護スタッフ 月給 ◎特別養護老人ホーム『リズムタウン仙台』１００
床（長期入所８０床、短期入所２０床）での看護業
務　・入居者様の健康管理（バイタルチェッ

59歳以下

900円～950円2 人

就業場所 宮城県仙台市泉区 又は7時00分～20時00分の間の2時間以上

59-2

社会福祉法人基弘会　リズム
タウン仙台

介護スタッフ（日勤）
［特養・ショートステ
イ］

時給 特別養護老人ホーム　リズムタウン仙台（平成２９
年１１月開設）でのご利用者様（特養定員８０名）
の生活全般の介助を行います。

59歳以下

195,800円～
201,256円1 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区

60-1

社会福祉法人　仙台市社会事
業協会
仙台楽生園ユニットケア施設
群

介護職員 時給 仙台楽生園の介護職員の仕事内容 　
・食事介助（配膳）・入浴介助・排泄介助 ・リネン
交換・環境衛生 
　

不問

04010-46600911

194,000円～
216,100円2 人

就業場所 宮城県岩沼市 又は7時00分～19時00分の間の8時間程度

61-1

特定非営利活動法人　ひよこ
会

岩沼市認可保育園の保
育士／ひよこ園

月給 あなたにお任せする仕事内容は岩沼市たけくま認可
保育園『ひよこ園』での０歳～未就学児までのお子
さまたちの保育業務です。 

59歳以下

04010-46273111

仕事の内容・就業場所
年齢

求人数



整理番号
求人者名
求人番号

職種
賃金形態
支給額

就業時間

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)7時00分～10時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

交替制あり
(1)7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり
(1)9時00分～18時00分
(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時30分
(2)12時30分～21時30分
(3)22時00分～7時00分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)7時00分～15時30分
(2)8時00分～16時30分
(3)8時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)10時30分～19時30分
(3)16時00分～10時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

雇用期間の定めなし

パート労働者

(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)10時30分～19時30分
(3)8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)10時00分～19時00分
(3)13時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

パート労働者
変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)10時00分～19時00分
(3)13時00分～22時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

変形（1ヶ月単位）
(1)16時00分～10時00分

雇用期間の定めなし

パート労働者
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

雇用期間の定めなし

正社員

194,000円～
216,100円2 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区 又は7時00分～19時00分の間の8時間程度

61-2

特定非営利活動法人　ひよこ
会

仙台市小規模認可保育
園の保育士／栗生ひよ
こ園

月給 お任せする仕事内容は仙台市青葉区栗生にある小規
模認可保育園『栗生ひよこ園』での０歳～３歳未満
児までのお子さまたちの保育業務です。

59歳以下

04010-46305211

1,300円～
1,300円2 人

就業場所 宮城県仙台市若林区

61-3

特定非営利活動法人　ひよこ
会

早番パート保育士／み
んなのひよこ園

時給 お任せする仕事内容は仙台市若林区企業主導型保育
園『みんなのひよこ園』での０歳～３歳未満児のお
子さまたちの保育業務です。

不問

04010-46369611

158,000円～
208,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区 又は9時00分～18時00分の間の8時間

62-1

社会福祉法人カトリック児童
福祉会　特別養護老人ホーム
ハートケア鶴ヶ谷

保育士 月給 平成３０年４月にオープンした特別養護老人ホーム
（ユニット型１００名、地域密着型２０名）に併設
された事業所内保育所（定員１０名）におけ

59歳以下

04010-46466111

193,000円～
256,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区

62-2

社会福祉法人カトリック児童
福祉会　特別養護老人ホーム
ハートケア鶴ヶ谷

看護師 月給 特別養護老人ホーム（ユニット型１００名、地域密
着型２０名）における看護業務全般（施設入居者の
健康管理、バイタルチェック、服薬管理、嘱

59歳以下

04010-46475711

178,000円～
210,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区

62-3

社会福祉法人カトリック児童
福祉会　特別養護老人ホーム
ハートケア鶴ヶ谷

介護職員 月給 平成３０年４月にオープンした、特別養護老人ホー
ム（ユニット型１００名、地域密着型２０名）にお
ける介護業務全般（食事介助、入浴介

59歳以下

04010-45633111

850円～900円1 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区

63-1

医療法人財団　あおば会
介護老人保健施設　ハート五
橋

介護職 時給 入所及び通所リハビリ利用者様に対して、必要な介
護サービスを提供すること。生活介助全般（日常見
守り、食事、入浴、排泄） 

不問

04010-45386911

04010-48582811

142,800円～
142,800円3 人

就業場所 宮城県仙台市太白区 又は22時00分～7時00分の間の8時間程度

64-1

社会福祉法人　ノテ福祉会 介護補助職　介護老人
保健施設ノテやるきに
なる里

時給 介護職員介護が必要な利用者に直接関わるのが介護
職員。ケアプランに基づき、生活の中で必要なその
方に合った支援をします。

不問

04010-48579311

145,010円～
170,000円1 人

04011- 2342111 就業場所 宮城県黒川郡大和町

65-1

社会福祉法人　功寿会「鶴巣
桜の家」

介護職員 月給 デイサービス又はショートステイ施設において、送
迎や要介護高齢者又は認知症高齢者の介護及び生活
支援サービスに従事して頂きます。

18歳～64歳

142,800円～
142,800円3 人

就業場所 宮城県仙台市太白区 又は22時00分～7時00分の間の8時間程度

64-2

社会福祉法人　ノテ福祉会 介護補助職（特別養護
老人ホームノテとみざ
わの里）

時給 介護職員介護が必要な利用者に直接関わるのが介護
職員。ケアプランに基づき、生活の中で必要なその
方に合った支援をします。

不問

280,000円～
303,000円1 人

04010-52991511 就業場所 宮城県仙台市泉区

66-1

ＮＰＯ法人　ＵＢＵＮＴＵ 看護師 月給 利用しているお子さんの性格や好みに合わせた活動
内容を考え、一緒に様々な経験をしていく。医療的
ケア児・重症心身障害児（小学１年～高校３

不問

853円～900円1 人

04011- 2345211 就業場所 宮城県黒川郡大和町

65-2

社会福祉法人　功寿会「鶴巣
桜の家」

介護職員 時給 デイサービス又はショートステイ施設において、送
迎や要介護高齢者又は認知症高齢者の介護及び生活
支援サービスに従事して頂きます。


64歳以下

205,000円～
230,000円2 人

04010-48402811 就業場所 宮城県仙台市泉区

66-3

ＮＰＯ法人　ＵＢＵＮＴＵ 保育士
月給 重症心身障害児・医療的ケア児を含む障害を持った

子ども達の余暇を思いっきり楽しむことが出来るよ
うに、出来ない部分をサポートします。

不問

220,000円～
250,000円2 人

04010-48404511 就業場所 宮城県仙台市泉区

66-2

ＮＰＯ法人　ＵＢＵＮＴＵ 支援員 月給 重症心身障害児・医療的ケア児を含む子どもたちの
余暇を思いっきり楽しめるようにお手伝いをします
（排泄対応・食事介助等もあり） 

不問

240,000円～
240,000円1 人

04010-44969311 就業場所 宮城県仙台市宮城野区

67-2

アクアビット・ファクトリー
株式会社

看護職員（正看護師）
月給 ◆２０２０年１０月オープンの訪問看護ステーショ

ンです。自宅で暮らしている医療的ケアが必要な利
用者さんに対して、住み慣れた地域で暮ら

59歳以下

159,920円～
184,000円1 人

04010-44930811 就業場所 宮城県仙台市宮城野区

67-1

アクアビット・ファクトリー
株式会社

介護職員 時給 ・２０１７年７月オープンのグループホームです。
認知症グループホームにて、認知症ケア（安心・誇
り・絆・その人らしさへの専門的な支援）

不問

1,000円～
1,380円2 人

04010-44839011 就業場所 宮城県仙台市宮城野区

68-1

社会福祉法人　太陽 介護職員 時給 居室の掃除洗濯、入浴の介助等、施設入居者の日常
生活のお手伝いをお願いします。不問

1,350円～
1,350円1 人

04010-54870911 就業場所 宮城県仙台市若林区 又は8時30分～17時30分の間の4時間以上

67-3

アクアビット・ファクトリー
株式会社

看護職員（正看護師
パート）

時給 ＊Ｈ３０年４月オープンの看護小規模多機能事業所
登録者２９名に対して、住み慣れた地域で暮らし続
けるために必要な訪問看護やリハビリテー

不問

153,000円～
203,000円2 人

就業場所 宮城県仙台市宮城野区

68-2

社会福祉法人　太陽 介護職員 月給 居室の掃除洗濯、入浴の介助等、施設入居者の日常
生活のお手伝いをお願いします。不問

04010-40033611

1,250円～
1,500円2 人

就業場所 宮城県仙台市太白区

69-1

医療法人社団　祐人会　　シ
ルバーメディケア南仙台

介護職員（夜勤） 時給 ・法人が運営するサービス付き高齢者向け住宅での
介護業務・夕方から翌早朝における介護や見守りな
ど、夜間の急変時にも直接医師より指示があ

不問

04010-47073411

175,000円～
225,000円2 人

就業場所 宮城県仙台市太白区

69-2

医療法人社団　祐人会　　シ
ルバーメディケア南仙台

介護職員 月給 サービス付き高齢者向け住宅では生活援助及び身体
介護全般、併設のデイサービスでは（入浴介助を含
む）身体介護全般の他、レクリエーションや

59歳以下

04010-40563311

仕事の内容・就業場所
年齢
求人数



整理番号
求人者名
求人番号

職種
賃金形態
支給額

就業時間

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)8時00分～17時00分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時30分
(2)9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

交替制あり
(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

正社員

(1)8時30分～14時30分

雇用期間の定めなし

パート労働者
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分
(2)7時00分～15時30分
(3)12時30分～21時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分
(2)16時30分～8時30分

雇用期間の定めなし

正社員
交替制あり
(1)7時00分～13時45分
(2)11時15分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1年単位）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
パート労働者

変形（1年単位）
(1)12時30分～21時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

正社員

1,000円～
1,200円1 人

就業場所 宮城県仙台市太白区

69-3

医療法人社団　祐人会　　シ
ルバーメディケア南仙台

介護職員 時給 サービス付き高齢者向け住宅では生活援助及び身体
介護全般、併設のデイサービスでは（入浴介助を含
む）身体介護全般の他、レクリエーションや

不問

04010-40562011

240,500円～
310,000円5 人

就業場所 宮城県仙台市泉区 又は7時00分～20時00分の間の8時間

70-1

医療法人　松田会 看護師【認知疾患病院
ブランク可】

月給 エバーグリーン病院は精神病院で、認知症治療病棟
及び精神療養病棟から構成されており、主に高齢者
とりわけ認知症の患者様の治療を行っていま

59歳以下

04010-51457811

177,000円～
230,000円10 人

就業場所 宮城県仙台市泉区 又は7時00分～20時00分の間の8時間

70-2

医療法人　松田会 無資格　看護補助【病
院】

月給 無資格未経験の方を優しく教えます。病室で看護師
の補助的な役割をするのが仕事です。医療行為はで
きませんので仕事の多くは、看護師の指示を

59歳以下

04010-42619311

59歳以下

04010-55901411

189,000円～
242,000円2 人

04010-51459511 就業場所 宮城県仙台市泉区 又は7時00分～20時00分の間の8時間

70-3

医療法人　松田会 未経験　無資格　看護
補助【認知疾患　病
棟】

月給 看護補助とは看護職の業務をお手伝いする役割とし
て看護職の指示に従って仕事を行います。 
業務内容としては患者さまの身の回りの世話から

59歳以下

04010-55907711

165,000円～
220,000円5 人

04010-55948911 就業場所 宮城県仙台市太白区

71-2

株式会社　よりあい 介護職員（看護小規模
多機能）

月給 ・通いサービスを中心に、訪問サービス、宿泊サー
ビスを組み合わせて、３６５日、柔軟に利用者様の
生活を支援する介護業務全般。

59歳以下

210,000円～
280,000円5 人

就業場所 宮城県仙台市太白区

71-1

株式会社　よりあい 看護職員（看護小規模
多機能）

月給 ・バイタルチェック・服薬管理 ・ご利用者様の健康
管理・医療機関との連携・医師の指示に基づく処置
全般


184,700円～
235,200円2 人

04010-55556711 就業場所 宮城県仙台市宮城野区

72-1

株式会社　メディワン 介護職員 月給 住宅型有料老人ホーム萩の家の入居者への介護業務
です。看護師も３名常駐し、母体である診療所から
の医師のサポートもあり、緊急対応には万全

59歳以下

200,000円～
250,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市太白区 又は7時00分～6時59分の間の8時間

71-3

株式会社　よりあい 看護職員／小規模多機
能

月給 利用者の健康管理（バイタルチェック）を行い、健
康に関する助言・指導を行う。職員の健康管理を行
う。利用者に対し介護計画に添った業務を行

59歳以下

177,000円～
177,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市泉区

73-1

一般財団法人　宮城県予防医
学協会

看護師 月給 ・健康診断業務（巡回健診）採血、問診、血圧測定
等　※巡回先：主に宮城県内の学校、事業所、市町
村　※遠方の場合、宿泊を伴うことがありま

不問

04010-45903411

1,257円～
1,300円1 人

就業場所 宮城県仙台市泉区 又は6時00分～16時00分の間の5時間以上

73-2

一般財団法人　宮城県予防医
学協会

看護師 日給 ・健康診断業務（巡回健診）採血、問診、血圧測定
等　※巡回先：主に宮城県内の学校、事業所、市町
村　※遠方の場合、宿泊を伴うことがありま

不問

04010-45917711

177,000円～
177,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区

73-3

一般財団法人　宮城県予防医
学協会

看護師 月給 健康診断　看護師業務全般（施設検診）
・問診、血圧測定、採血、心電図、視力、聴力、眼
底、眼圧、 診察介助他 　・婦人科、内視鏡介助

不問

04010-45108611

155,000円～
210,000円1 人

就業場所 宮城県亘理郡亘理町 又は7時00分～22時00分の間の8時間程度

74-1

株式会社　ウエルシスパート
ナーズ

通所介護職員／ウエッ
クデイサービスセン
ター

月給 サービス付き高齢者向け住宅に併設する通所介護事
業所での業務 　・食事、入浴、排せつ等の基本的な
身体介護　・レクリエーションを通してのコ

69歳以下

04010-43829311

155,000円～
210,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区 又は7時00分～22時00分の間の8時間程度

74-2

株式会社　ウエルシスパート
ナーズ

通所介護職員／ウエッ
クデイサービスセン
ター

月給 サービス付き高齢者向け住宅に併設する通所介護事
業所での業務 　・食事、入浴、排せつ等の基本的な
身体介護　・レクリエーションを通してのコ

69歳以下

04010-43830111

1,050円～
1,150円1 人

就業場所 宮城県仙台市泉区

75-1

医療法人　盟陽会 看護助手 時給 入浴介助（洗体・洗髪・髭剃り等）
食事介助（配膳・下膳等） 
排泄介助（トイレ誘導・オムツ交換等）

61歳以下

04010-55527311

213,000円～
328,000円2 人

04010-55522811 就業場所 宮城県仙台市泉区

75-3

医療法人　盟陽会 看護師 月給 病棟看護業務
61歳以下

152,500円～
182,800円2 人

04010-55517411 就業場所 宮城県仙台市泉区

75-2

医療法人　盟陽会 看護助手 月給 入浴介助（洗体・洗髪・髭剃り等）
食事介助（配膳・下膳等） 
排泄介助（トイレ誘導・オムツ交換等）

61歳以下

1,000円～
1,000円2 人

就業場所 宮城県仙台市泉区 又は7時00分～18時00分の間の4時間以上

76-1

学校法人　宮城明泉学園 幼稚園における預かり
保育業務

時給 ・園児の活動サポート 　・おやつ準備、片付け
・お昼寝寝具の準備、片付け　・保育室、トイレ等
の清掃・自園卒園児対象の英語教室に通う児童

不問

04010-50058711

1,100円～
1,500円1 人

就業場所 宮城県名取市 又は8時30分～17時30分の間の4時間以上

77-1

社会福祉法人　愛の郷 看護職員 時給 当法人が経営している老人デイサービスセンター利
用者の健康を管理し、楽しく、安全に利用できるよ
うサポートする。


不問

04010-42870611

184,800円～
201,600円1 人

就業場所 宮城県名取市

77-2

社会福祉法人　愛の郷 介護職員 時給 ○当法人が経営している特別養護老人ホーム「らん
らん」（定員３０名）においての 高齢者見守り
・排泄、食事、介護

不問

04010-42875211

225,000円～
258,000円1 人

就業場所 宮城県名取市

77-3

社会福祉法人　愛の郷 看護職員 月給 当法人が経営している特別養護老人ホームけやきで
の看護業務 　・利用者の健康管理 ・バイタルチェッ
ク・薬の管理 ・健康状態の観察等

59歳以下

04010-39747911

仕事の内容・就業場所
年齢
求人数



整理番号
求人者名
求人番号

職種
賃金形態
支給額

就業時間

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～15時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)12時00分～21時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）
正社員以外

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

正社員

226,100円～
300,300円1 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区

78-1

社会福祉法人　敬寿会　　特
別養護老人ホーム　仙台敬寿
園

看護職員（契約職員）
月給 ＊看護業務全般 　・老人福祉施設での看護業務それ

に伴う報告書の作成・健康管理、健康相談等・医
師、介護員との連携

不問

04010-40132711

175,700円～
201,100円1 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区

78-2

社会福祉法人　敬寿会　　特
別養護老人ホーム　仙台敬寿
園

保育士（契約職員）
月給 ◎受入年齢：満１歳から小学校就学時未満（定員１

０名）経験に応じた外部研修への参加をはじめ、ス
キルアップできるように支援させていただ

不問

04010-53242511

159,500円～
292,300円5 人

就業場所 宮城県仙台市青葉区 又は18時00分～6時00分の間の8時間

78-3

社会福祉法人　敬寿会　　特
別養護老人ホーム　仙台敬寿
園

介護職員（契約職員） 月給 ユニット型の特別養護老人ホーム（１４０名定員・
全個室）にて、入居者の身体ケア（入浴介助・食事
介助・排泄介助）と生活支援を行います


不問

04010-53253311

社会福祉法人　ライフの学校 介護職員
月給 令和４年４月新規開設予定のグループホーム（青葉

区高松）にて利用者様の生活援助を行っていただき
ます。

62歳以下

04010-44859711

206,000円～
241,000円1 人

就業場所 宮城県仙台市若林区

79-1

社会福祉法人　ライフの学校 看護職員 月給 特別養護老人ホームにて、入居者様の生活支援、体
調管理、看護業務全般を行います。
※不安がなくなるまでの間、丁寧に同行指導致し

62歳以下

04010-44858111

仕事の内容・就業場所
年齢
求人数

205,000円～
225,000円2 人

就業場所 宮城県仙台市泉区

80-1

有限会社　ほのぼの介護 ホームヘルパー 月給 ◎訪問先は青葉区が中心となります。
◎訪問介護ヘルパー（介護職）として、障害者
（児）及び高齢者のご自宅に訪問しケアを行いま

不問

04010-50466311

169,300円～
229,000円3 人

就業場所 宮城県仙台市若林区 又は21時30分～7時30分の間の8時間

79-2


