「１０月２５日 企業合同求人説明会」参加事業所一覧
※１０月１６日までに求人受理したものです。今後、求人が変更される場合があります。

事 業 所 名

所在地

医療法人 整肢会
（副島整形外科病院）
1

武雄市
【平成３０年度
ユースエール認定企業】

2

社会福祉法人敬愛会
養護老人ホーム シルバーケア武雄
武雄市
介護付有料老人ホーム シニアケアたけお

3

医療法人 篠田整形外科
介護老人保健施設 コスモス

4

5

社会福祉法人ナイスランド北方
特別養護老人ホーム杏花苑

特定非営利活動法人 みつわ
デイサービス 笑びす
株式会社 みつわ

武雄市

武雄市

武雄市

募 集 職 種
看護師（正社員：34歳以下）
准看護師（午後パート）
正看護師（午後パート）
正看護師（午前パート）
看護師（正社員）
准看護師（午前パート）
調理員（6：00～）
看護助手（日勤：正社員）
調理員
調理師
栄養士
介護職員（日勤のみ）
介護・看護職員（日曜のみ勤務）
介護員（夜勤のみ）
調理員
介護職員（介護福祉士）
保育士（職員用託児所：パート）
正看護師
准看護師
通所リハビリテーション介護職員
正・准看護師
准看護師（特養）
正看護師（特養）
夜勤専門介護職員（特養：契約職員）
介護職員
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎﾑきたがた：契約職員）
介護職員（特養：正社員）
介護職員（特養：契約職員）
介護職員：正社員
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑきたがた）
介護職員：正社員
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑきたがた湖山亭）
介護職員：契約職員
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑきたがた湖山亭）
ホームヘルパー（訪問介護）
機能訓練指導員（パート）
機能訓練指導員（デイサービス）
相談支援専門員
介護職員（特養：パート）
事務員（★大卒求人）
相談支援員(★大卒求人）
正看護師（★大卒求人）
准看護師（★大卒求人）
介護職員（★大卒求人）
准看護師または看護師（フルタイム）
【宅幼老所えびす】
准看護師または看護師（パート）
夜勤専門介護員（パート）
介護員
介護員（パート）
調理員（パート）

求人番号

高卒対象
求人あり

41030-3388981
41030-3387681
41030-3386381
41030-3385081
41030-3384181 医療事務
41030-3383281 看護学生
41030-3382881 調理師
41030-3538381
41030-3939081
41030-3930381
41030-3933581
41030-3908581
41030-3762081 介護職
41030-3062581 調理員
41030-3907981
41030-2860581
41030-3088581
41030-3803481 介護職
41030-3804781 看護学生
41030-3805881
41030-3132681
41030-2958581
41030-2957981
41030-3287081
41030-3288381
41030-3289681
41030-3290481
41030-3291781 介護福祉士
41030-3292881 介護職員
41030-3293281
41030-3294181
41030-3295081
41030-3483981
41030-3743881
41030-3744281
41030-9588
41030-10788
41030-11688
41030-12988
41030-8288
41030-3033281
41030-2965981
41030-3041281
41030-2969881
41030-2967481
41030-2970181

事 業 所 名

所在地

特定非営利活動法人 みつわ
デイサービス 笑びす
株式会社 みつわ

武雄市

6

有限会社ケアカンパニー
有料老人ホーム 白岩の里
有料老人ホーム 永しまの里

武雄市

7

医療法人敬和会 持田病院

武雄市

8

社会福祉法人 大谷
特別養護老人ホーム ひいらぎ

武雄市

9

医療法人 透現
藤井整形外科病院

白石町

5

10 医療法人静便堂 白石共立病院

11

医療法人 雄邦会
介護老人保健施設 たんぽぽ

12 医療法人 武岡病院

白石町

武雄市

江北町

募 集 職 種
准看護師または看護師（フルタイム）
【ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ久津具】
准看護師または看護師（パート）
【ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ久津具】
介護員（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ久津具）
介護員（パート）【ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ久津具】
調理員（パート：ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ久津具）
副主任（介護）
正・准看護師（正社員）
正・准看護師（パート）
介護員（正社員）
介護員（日勤：パート）
介護員（夜勤専門：パート）
事務員（正社員）
副主任（介護）
正・准看護師（正社員）
正・准看護師（パート）
介護員（正社員）
介護員（パート）
介護員（夜勤専門）
薬剤師
薬剤師（パート）
看護師（正・准）
看護師（正・准）：パート
看護師（正・准）：夜勤専門
看護補助者（病棟）：正社員
看護補助者（病棟）：パート
介護職員（介護福祉士：特養）
介護職員（特養）
介護職員(特養：パート）
正看護師（正社員）
准看護師（正社員）
正看護師（日勤のみ：正社員）
准看護師（日勤のみ：正社員）
准看護師（パート）
看護助手（パート）
薬剤師
薬剤師（パート）
正看護師
准看護師
正看護師（訪問看護）
正看護師（訪問看護：パート）
看護師（通所リハ）
看護業務補助
調理師
正・准看護師
介護職員（正社員）
介護職員（正社員 デイケア業務）
介護助手（パート）
正看護師
准看護師
看護助手
介護支援専門員
（ｼｮｰﾄｽﾃｲたけおか）

求人番号

高卒対象
求人あり

41030-3035081
41030-2971081
41030-2973681
41030-2972381
41030-2975581
41030-3110481
41030-3699281
41030-3700481
41030-3701781
41030-3702881
41030-3703281
41030-3517781
41030-3089481
41030-3694981
41030-3695581
41030-3696481
41030-3697781
41030-3698881
41030-2877981
41030-3567881
41030-3942481
41030-3941581 看護学生
41030-3566781
41030-2878581
41030-2880281
41030-2848281
41030-3224781 介護職
41030-3225881
41030-3063481
41030-3910281
41030-3911181
41030-3912081
41030-3913381
41030-3914681
41030-3107081
41030-3108381
41030-3243181
41030-3315881 看護学校
41030-3322781 准看護科
41030-3325181 奨学生
41030-3765981
41030-3241881 調理師
41030-3242281
41030-3113281
41030-3200881
41030-3201281
41030-3879581
41030-3840181
41030-3841081
41030-3019081
41030-3395681

事 業 所 名

13

14

15

16

株式会社 Ｎｕｒｓｉｎｇ Ｃａｒｅ Ｐｌｕｓ
訪問看護ステーション ｅａｓｅ

合同会社ひだまり
地域共生ステーション ひだまり

社会福祉法人歌垣福祉会
特別養護老人ホーム 歌垣之園

社会福祉法人 正和福祉会
特別養護老人ホーム そよかぜの杜

医療法人 祐歯会

所在地

募 集 職 種

児童発達支援管理責任者
（重症心身障がい児ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
訪問看護（看護師）
訪問看護（パート）
武雄市 訪問看護（理学療法士または
作業療法士または言語聴覚士）
保育士
（重症心身障がい児ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
保育士：パート
（重症心身障がい児ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
武雄市 介護職員(夜勤）

白石町

武雄市

17 新武雄あおぞら歯科クリニック

武雄市

18 医療法人 なごみといやし

武雄市

19 一般社団法人 巨樹の会 新武雄病院

武雄市

求人番号

高卒対象
求人あり

41030-3958981
41030-3956381
41030-3050081
41030-3957681
41030-3959581
41030-3960881
41030-3639781

介護支援専門員（日勤）

41030-3881281

介護職員（日勤：ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰうたが
き）

41030-3882181

生活相談員（日勤）

41030-3883081

ホームヘルパー（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽうたが
41030-3884381
き）

介護職員（特養またはﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

41030-3885681

正・准看護師（日勤：ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰうたが
き）

41030-3886981

介護職

正・准看護師（日勤：夜勤なし：特養） 41030-3887581
介護職（★大卒求人）
41030-23088
訪問介護員（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽそよかぜの杜） 41030-2919781
介護員（ひだまり山荘）
41030-2920081
知的障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ管理者（ひだまり山
41030-2921381
荘）
保育士（遊学舎武雄こども園）
41030-2922681 介護職員
介護士（れんげ：夜勤）
41030-3275781
介護支援専門員（特養：そよかぜの杜）41030-3835981
調理（ひだまり山荘）
41030-3836581
看護師または准看護師：夜勤なし
41030-3837481
（通所：そよかぜの杜）
歯科衛生士（パート）
41030-3164081
歯科衛生士（正社員）
41030-3165381
歯科衛生士（正社員：日曜日休み） 41030-3303981
正看護師（パート）
41030-3304581
歯科医師（パート）
41030-3306781
准看護師（パート）
41030-3307881
メンテナンス業務（パート）
41030-3940981
受付事務
41030-3936881
管理栄養士兼歯科助手（正社員）
41030-3947081
栄養士兼歯科助手（正社員）
41030-3948381
准看護師（正社員）
41030-3949681
正看護師（正社員）
41030-3950481
介護職員：パート【通所ﾘﾊﾋﾞﾘ】
41030-3900781
居宅介護支援事業所（管理者）【通所ﾘﾊﾋﾞﾘ】 41030-3899181
介護職員【通所ﾘﾊﾋﾞﾘ】
41030-3898281
正看護師または准看護師【通所ﾘﾊﾋﾞ
41030-3897881
ﾘ】
薬剤師
41030-2851981
診療放射線技師
41030-3503381
診療放射線技師（パート）
41030-3504681
作業療法士
41030-3238681 看護助手
医療ソーシャルワーカー
41030-3239981
医療事務（正社員）
41030-3551281
医療技術部事務（正社員）
41030-3891381
医療事務（外来受付：パート）
41030-2989081

