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【県　　　央】

0300-2207-00059 介護職 正職員 介護福祉士 実務者研修
介護職員初任
者研修

1 社会福祉法人幸星会
特別養護老人ホーム
カーサ南盛岡

盛岡市乙部4地割139-
10

特別養護老人ホーム 152,300 ～ 195,500

0300-2207-00053 介護職 正職員
介護職員初任
者研修

2 社会福祉法人　藤実会
特別養護老人ホーム都
南あけぼの荘

盛岡市湯沢４地割25-1 特別養護老人ホーム 166,500 ～ 181,900

0300-2207-00044 介護職 正職員
介護職員初任
者研修

2 第一商事株式会社
福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 159,200 ～ 187,200

0300-2207-00035 介護職 正職員 介護福祉士 2
社会福祉法人みやぎ
会

特別養護老人ホームお
うしゅく

岩手郡雫石町鴬宿第９
地割６７番地１

特別養護老人ホーム 161,000 ～ 186,000

0300-2207-00029 介護職 正職員 5 岩手和敬会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 132,000 ～ 181,500

0300-2207-00021 介護職 正職員 1
合同会社　つぼみ福祉
会

福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 144,875 ～ 178,400

0300-2207-00020 介護職 正職員 1
合同会社　つぼみ福祉
会

福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 144,875 ～ 178,400

0300-2207-00016 介護職 正職員 2
有限会社　ぬぐまるの
家

小規模多機能型居宅介
護施設　与願寿

盛岡市北山１丁目１６番
１５号

通所介護 145,000 ～ 185,000

0300-2207-00009 介護職 正職員 介護福祉士 3 有限会社　快互
福祉人材センターまで
お問合せください。

認知症対応型共同生活
介護

149,500 ～ 149,500

0300-2206-00229 介護職 正職員
介護職員初任
者研修

介護福祉士 1
岩手県高齢者福祉生
活協同組合

グループホームほっとも
とみや

盛岡市本宮６丁目１４－
１２

認知症対応型共同生活
介護

140,900 ～ 163,600

0300-2206-00213 介護職 正職員
介護職員初任
者研修

実務者研修 介護福祉士 3 有限会社メルシー
福祉人材センターまで
お問合せください。

有料老人ホーム 165,000 ～ 245,000

0300-2206-00208 介護職 正職員 介護福祉士 2 社会福祉法人　松実会 社会福祉法人　松実会
盛岡市繋字猿田1番地３
７

特別養護老人ホーム 175,000 ～ 175,000

0300-2206-00206 介護職 正職員 介護福祉士
介護職員初任
者研修

5 社団医療法人　法友会
介護老人保健施設　白
鷺

紫波郡紫波町犬渕字南
谷地１０８番地３

介護老人保健施設 200,000 ～ 200,000

0300-2206-00205 介護職 正職員 2
株式会社　いわて愛隣
会

福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 164,500 ～ 173,000

0300-2206-00200 介護職 正職員 介護福祉士 2
社会福祉法人小原慶
福会

養護老人ホーム清和荘 盛岡市加賀野4-9-1 養護老人ホーム（一般） 164,008 ～ 233,480

0300-2206-00180 介護職 正職員
介護職員初任
者研修

2 一般社団法人愛心会
福祉人材センターまで
お問合せください。

有料老人ホーム 165,500 ～ 175,500

0300-2206-00157 介護職 正職員 介護福祉士 1
株式会社　いわて愛隣
会

福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 171,300 ～ 215,000

賃　　金
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0300-2206-00143 介護職 正職員 2 社会福祉法人　藤実会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 166,500 ～ 169,500

0300-2206-00136 介護職 正職員
介護職員初任
者研修

介護職員初任者研
修修了見込 2 株式会社十人十色 十人十色

盛岡市山岸４丁目１０番
４５号

介護老人保健施設 155,000 ～ 155,000

0300-2206-00115 介護職 正職員 介護福祉士 2 株式会社　ツクイ
福祉人材センターまで
お問合せください。

訪問入浴介護 203,000 ～ 251,000

0300-2206-00108 介護職 正職員 介護福祉士
介護支援専門
員

介護職員初任
者研修

3 有）やさしい手　盛岡
福祉人材センターまで
お問合せください。

有料老人ホーム 170,000 ～ 180,000

0300-2206-00101 介護職 正職員 介護福祉士 実務者研修 2 社会福祉法人　松実会 社会福祉法人　松実会
盛岡市繋字猿田1番地３
７

特別養護老人ホーム 150,100 ～ 170,200

0300-2206-00091 介護職 正職員 1
有限会社　エフ・
ティー・シー

あっとほーむ　だんらん
盛岡市三本柳１３－３９
－４

短期入所生活介護 149,000 ～ 167,000

0300-2206-00077 介護職 正職員
介護職員初任
者研修

2
愛ケアセンター株式会
社

愛ケアセンター株式会
社

岩手県盛岡市西見前12
地割7番3

通所介護 165,000 ～ 202,000

0300-2206-00075 介護職 正職員 介護福祉士 実務者研修
介護職員初任
者研修

1
社会福祉法人　土淵朗
親会

特別養護老人ホームお
でんせ本宮

盛岡市本宮字小板小瀬
20番地1

特別養護老人ホーム 159,940 ～ 193,710

0300-2206-00069 介護職 正職員 介護福祉士 実務者研修
介護職員初任
者研修

1
社会福祉法人　土淵朗
親会

ケアハウスおでんせ特
定施設入居者生活介護

盛岡市上厨川字横長根
76番地1

特定施設入居者生活介
護

159,940 ～ 193,710

0300-2206-00048 介護職 正職員 介護福祉士 2
社会福祉法人みやぎ
会

福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 155,000 ～ 215,000

0300-2206-00047 介護職 正職員 2
社会福祉法人みやぎ
会

福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 145,000 ～ 210,000

0300-2206-00039 介護職 正職員 介護福祉士 実務者研修 ヘルパー１級 2 社会福祉法人希望会
特別養護老人ホーム希
望の里

盛岡市乙部5-41-1 特別養護老人ホーム 146,000 ～ 183,000

0300-2206-00027 介護職 正職員 介護福祉士 実務者研修
介護職員初任
者研修

2 社会福祉法人　河北会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 143,000 ～ 183,000

0300-2206-00020 介護職 正職員 1
株式会社スリー・ポイ
ント

株式会社スリー・ポイン
ト

盛岡市みたけ６丁目１－
２３

短期入所生活介護 150,000 ～ 240,000

0300-2206-00017 介護職 正職員 介護福祉士
介護職員初任
者研修

1
横田ケアシステム株式
会社

福祉人材センターまで
お問合せください。

短期入所生活介護 152,000 ～ 214,000

0300-2206-00003 介護職 正職員 1
合同会社　つぼみ福祉
会

福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 144,875 ～ 178,400

0300-2205-00175 介護職 正職員 介護福祉士
介護職員初任
者研修

1 有限会社ライトチアー ひかりデイサービス
盛岡市高松二丁目27-
21

通所介護 143,000 ～ 168,000

0300-2205-00162 介護職 正職員 介護福祉士 ヘルパー１級 実務者研修 3 社会福祉法人　緑愛会 社会福祉法人　緑愛会 盛岡市北松園4-36-55 特別養護老人ホーム 174,000 ～ 277,000
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0300-2205-00140 介護職 正職員 1 株式会社　ダイチ
住宅型有料老人ホーム
cocochi

盛岡市本宮6丁目6-11 訪問介護 130,000 ～ 130,000

0300-2205-00137 介護職 正職員
介護職員初任
者研修

1 株式会社　ダイチ
サービス付き高齢者向け住宅
ハートホームだいち

紫波郡紫波町中島字下
長根121-3

通所介護 170,000 ～ 190,000

0300-2205-00133 介護職 正職員
介護職員初任
者研修

2 株式会社　ダイチ
住宅型有料老人ホーム
心愛

盛岡市南仙北2-25-25 訪問介護 170,000 ～ 190,000

0300-2205-00098 介護職 正職員 1
合同会社　つぼみ福祉
会

福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 144,875 ～ 178,400

0300-2205-00088 介護職 正職員 介護福祉士 1
社会福祉法人江刺寿
生会

養護老人ホーム　松寿
荘

雫石町七ツ森16-37 養護老人ホーム（一般） 155,000 ～ 193,700

0300-2205-00082 介護職 正職員
介護職員初任
者研修

介護福祉士 1 株式会社　颯 有料老人ホーム　さつき
盛岡市北飯岡２丁目１６
番７３号

有料老人ホーム 155,000 ～ 247,000

0300-2205-00063 介護職 正職員 介護福祉士
介護職員初任
者研修

1
有限会社介護施設あ
お空

あお空小規模多機能セ
ンター手代森

盛岡市手代森14地割16
－455

小規模多機能型居宅介
護

157,000 ～ 179,880

0300-2205-00031 介護職 正職員 介護福祉士
介護福祉士取
得見込

実務者研修 1
株式会社メディカルサ
ポート

介護付き有料老人ホー
ムあおぞら

盛岡市津志田町1-15-
37

有料老人ホーム 151,000 ～ 205,000

0300-2205-00029 介護職 正職員 介護福祉士
介護職員初任
者研修

ヘルパー１級 1 有限会社まごのて グランドホームまごのて
盛岡市東松園一丁目
12-9

有料老人ホーム 155,000 ～ 170,000

0300-2205-00028 介護職 正職員 介護福祉士
介護職員初任
者研修

ヘルパー１級 1 有限会社まごのて
グランドホームまごのて
滝沢

滝沢市大崎94-558 有料老人ホーム 155,000 ～ 170,000

0300-2205-00027 介護職 正職員 介護福祉士
介護職員初任
者研修

ヘルパー１級 1 有限会社まごのて ケアホームまごのて 滝沢市野沢62-1041
認知症対応型共同生活
介護

155,000 ～ 170,000

0300-2205-00019 介護職 正職員 介護福祉士 ヘルパー１級 実務者研修 1
株式会社サンメディカ
ル

サンパーク笑う門デイサービス
センター・有料老人ホーム 盛岡市門15-10 認知症対応型通所介護 157,500 ～ 200,000

0300-2205-00018 介護職 正職員 1
株式会社サンメディカ
ル

グループホームサン
パーク笑う門

盛岡市門1-15-27
認知症対応型共同生活
介護

157,500 ～ 200,000

0300-2204-00160 介護職 正職員 5 社会福祉法人　緑愛会 社会福祉法人　緑愛会 盛岡市北松園4-36-55 特別養護老人ホーム 194,000 ～ 204,000

0300-2207-00079 介護職
常勤（正職員
以外）

実務者研修修
了見込

介護福祉士 2 玉山秀峰会 玉山秀峰会
盛岡市下田字石羽根９９
－９０１

特別養護老人ホーム 153,000 ～ 207,000

0300-2207-00078 介護職
常勤（正職員
以外）

1
株式会社　ユニマット　リタイア
メント・コミュニティ

中屋敷ケアセンターそよ
風

岩手県盛岡市中屋敷町
6-17

通所介護 185,200 ～ 216,400

0300-2207-00070 介護職
常勤（正職員
以外）

2 盛岡山王会
特別養護老人ホーム五
月園

盛岡市東山二丁目5番
15号

特別養護老人ホーム 160,000 ～ 200,000

0300-2207-00050 介護職
常勤（正職員
以外）

2 第一商事株式会社
福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 157,200 ～ 182,200
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0300-2207-00013 介護職
常勤（正職員
以外）

介護職員初任
者研修

介護福祉士 1
株式会社三協メディケ
ア

あったかいごグループ
ホーム東安庭

盛岡市東安庭１丁目２３
番７０号

認知症対応型共同生活
介護

157,500 ～ 179,500

0300-2206-00226 介護職
常勤（正職員
以外）

1
社会福祉法人　やよい
福祉会

特別養護老人ホーム
コアトレース厨川

盛岡市厨川二丁目7-20 特別養護老人ホーム 142,212 ～ 228,500

0300-2206-00199 介護職
常勤（正職員
以外）

2 有限会社　オサカンズ デイサービス　い～な
盛岡市黒川１８地割９９
番地

通所介護 900 ～ 900

0300-2206-00184 介護職
常勤（正職員
以外）

1 株式会社菅原
住宅型有料老人ホーム
あさひ

盛岡市緑が丘一丁目5-
1

有料老人ホーム 6,800 ～ 8,000

0300-2206-00156 介護職
常勤（正職員
以外）

1
株式会社　いわて愛隣
会

福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 159,700 ～ 189,500

0300-2206-00030 介護職
常勤（正職員
以外）

2
日本赤十字社岩手県
支部

特別養護老人ホーム日
赤鶯鳴荘

岩手郡雫石町南畑第32
地割15-30

特別養護老人ホーム 138,500 ～ 220,000

0300-2206-00011 介護職
常勤（正職員
以外）

介護職員初任
者研修

介護福祉士 2 医療法人社団帰厚堂
医療法人社団帰厚堂
敬愛荘

紫波郡矢巾町広宮沢1-
2-181

介護老人保健施設 6,800 ～ 7,680

0300-2206-00008 介護職
常勤（正職員
以外）

1 社会福祉法人 千晶会
特別養護老人ホーム
千年苑

盛岡市上太田穴口53番
地

特別養護老人ホーム 140,600 ～ 169,900

0300-2205-00168 介護職
常勤（正職員
以外）

3 社会福祉法人　新生会
医療型障害児入所施設　みちの
く療育園メディカルセンター 紫波郡矢巾町煙山24-1 医療型障害児入所施設 145,300 ～ 173,300

0300-2205-00106 介護職
常勤（正職員
以外）

介護職員初任
者研修

1
社会福祉法人江刺寿
生会

養護老人ホーム　松寿
荘

雫石町七ツ森16-37 養護老人ホーム（一般） 146,500 ～ 158,800

0300-2205-00103 介護職
常勤（正職員
以外）

介護福祉士
介護職員初任
者研修

ヘルパー１級 1 有限会社まごのて
グランドホームまごのて
矢巾

紫波郡矢巾町大字西徳
田1-5-1

有料老人ホーム 155,000 ～ 170,000

0300-2205-00078 介護職
常勤（正職員
以外）

介護福祉士
介護福祉士取
得見込

実務者研修 1
株式会社メディカルサ
ポート

介護付き有料老人ホー
ムあおぞら

盛岡市津志田町 有料老人ホーム 175,000 ～ 185,000

0300-2205-00069 介護職
常勤（正職員
以外）

2 株式会社菅原
住宅型有料老人ホーム
ほのぼの

盛岡市湯沢東3丁目１７
番１３

有料老人ホーム 6,800 ～ 8,000

0300-2205-00022 介護職
常勤（正職員
以外）

介護職員初任
者研修

介護福祉士
介護支援専門
員

3
株式会社三協メディケ
ア

福祉人材センターまで
お問合せください。

認知症対応型共同生活
介護

161,500 ～ 179,500

0300-2205-00021 介護職
常勤（正職員
以外）

介護職員初任
者研修

介護福祉士 実務者研修 3
ナラビットホールディン
グス株式会社

ナラビットホールディン
グス株式会社

盛岡市南青山町4-15 訪問介護 172,000 ～ 182,000

0300-2207-00072 介護職 非常勤・パート 2 株式会社菅原
住宅型有料老人ホーム
ほのぼの

盛岡市湯沢東3丁目１７
番１３

有料老人ホーム 850 ～ 1,200

0300-2207-00049 介護職 非常勤・パート 2 第一商事株式会社
福祉人材センターまで
お問合せください。

短期入所生活介護 17,500 ～ 19,000

0300-2207-00047 介護職 非常勤・パート 2 第一商事株式会社
福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 830 ～ 900

4
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0300-2207-00033 介護職 非常勤・パート 介護福祉士 実務者研修
介護職員初任
者研修

1
社会福祉法人みやぎ
会

特別養護老人ホームお
うしゅく

岩手郡雫石町鴬宿第９
地割６７番地１

短期入所生活介護 830 ～ 880

0300-2207-00028 介護職 非常勤・パート 5 岩手和敬会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 900 ～ 960

0300-2206-00230 介護職 非常勤・パート 介護福祉士
介護職員初任
者研修

1
岩手県高齢者福祉生
活協同組合

グループホームほっとも
とみや

盛岡市本宮６丁目１４－
１２

認知症対応型共同生活
介護

821 ～ 962

0300-2206-00215 介護職 非常勤・パート 介護福祉士 実務者研修
介護職員初任
者研修

3 有限会社メルシー
デイサービスセンターメ
ルシー

盛岡市東松園1丁目19
－20

通所介護 890 ～ 960

0300-2206-00198 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

2 有限会社　オサカンズ デイサービス　い～な
盛岡市黒川１８地割９９
番地

通所介護 900 ～ 900

0300-2206-00183 介護職 非常勤・パート 介護福祉士 実務者研修
介護職員初任
者研修

2 株式会社菅原
住宅型有料老人ホーム
あさひ

盛岡市緑が丘一丁目5-
1

有料老人ホーム 850 ～ 1,200

0300-2206-00167 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

実務者研修 介護福祉士 1 株式会社サザンクロス
サービス付き高齢者向け住宅み
なみ風（訪問介護事業所みなみ
風）

盛岡市向中野7-4-16 訪問介護 870 ～ 1,100

0300-2206-00164 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

実務者研修 介護福祉士 2 株式会社サザンクロス 盛南デイサービス 盛岡市向中野7-4-16 通所介護 850 ～ 1,200

0300-2206-00163 介護職 非常勤・パート 2 医療法人日新堂
福祉人材センターまで
お問合せください。

介護老人保健施設 124,000 ～ 174,800

0300-2206-00138 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

介護職員初任者研
修修了見込 2 株式会社十人十色 十人十色

盛岡市山岸４丁目１０番
４５号

介護老人保健施設 850 ～ 900

0300-2206-00119 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

3 株式会社　ツクイ
福祉人材センターまで
お問合せください。

訪問入浴介護 970 ～ 1,000

0300-2206-00118 介護職 非常勤・パート 介護福祉士 実務者研修
介護職員初任
者研修

5 株式会社　ツクイ
福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 950 ～ 980

0300-2206-00106 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

介護福祉士 ヘルパー１級 3 有）やさしい手　盛岡
福祉人材センターまで
お問合せください。

有料老人ホーム 850 ～ 950

0300-2206-00100 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

介護福祉士 2 社会福祉法人　松実会 社会福祉法人　松実会
滝沢市鵜飼狐洞１番地１
６２

訪問介護 1,000 ～ 1,000

0300-2206-00084 介護職 非常勤・パート 1
社会福祉法人江刺寿
生会

松寿荘デイサービスセ
ンター

雫石町長山篠河原156-
2

養護老人ホーム（一般） 850 ～ 850

0300-2206-00082 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

1
社会福祉法人江刺寿
生会

松寿荘デイサービスセ
ンター

雫石町長山篠河原156-
2

養護老人ホーム（一般） 850 ～ 900

0300-2206-00076 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

3
愛ケアセンター株式会
社

愛ケアセンター株式会
社

岩手県盛岡市西見前12
地割7番3

通所介護 1,100 ～ 1,200

0300-2206-00065 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

介護福祉士 実務者研修 3
ナラビットホールディン
グス株式会社

ナラビットホールディン
グス株式会社

盛岡市南青山町4-15 訪問介護 1,000 ～ 1,200
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0300-2206-00064 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

実務者研修 介護福祉士 2
社会福祉法人　土淵朗
親会

特定施設入居者生活介護（ケア
ハウスおでんせ）

盛岡市上厨川字横長根
76-1

特定施設入居者生活介
護

930 ～ 1,030

0300-2206-00055 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

実務者研修 介護福祉士 1 株式会社サザンクロス
サービス付き高齢者向け住宅み
なみ風（訪問介護事業所みなみ
風）

盛岡市向中野7-4-16 訪問介護 870 ～ 1,100

0300-2206-00052 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

実務者研修 介護福祉士 2 株式会社サザンクロス 盛南デイサービス 盛岡市向中野7-4-16 通所介護 850 ～ 1,200

0300-2206-00028 介護職 非常勤・パート
介護職員初任者研
修修了見込 2 社会福祉法人　河北会 グループホームさくらぎ

盛岡市高松3丁目13番
15号

認知症対応型共同生活
介護

830 ～ 900

0300-2206-00024 介護職 非常勤・パート 2 社会福祉法人　河北会
特別養護老人ホーム
さくらぎの里

盛岡市上田字松屋敷
103番地１

特別養護老人ホーム 830 ～ 900

0300-2206-00023 介護職 非常勤・パート 介護福祉士
介護職員初任
者研修

実務者研修 5
株式会社ユニマット　リタイアメ
ント・コミュニティ

盛南ケアコミュニティそ
よ風

盛岡市北飯岡3丁目11
－41

訪問介護 850 ～ 1,000

0300-2206-00022 介護職 非常勤・パート 介護福祉士
介護職員初任
者研修

実務者研修 5
株式会社ユニマット　リタイアメ
ント・コミュニティ

盛南ケアコミュニティそ
よ風

盛岡市北飯岡3丁目11
－41

訪問介護 1,075 ～ 1,175

0300-2206-00019 介護職 非常勤・パート 2
株式会社スリー・ポイ
ント

株式会社スリー・ポイン
ト

盛岡市みたけ６丁目１－
２３

短期入所生活介護 900 ～ 1,200

0300-2206-00007 介護職 非常勤・パート 介護福祉士
介護職員初任
者研修

2 有限会社ウェルネス 有限会社ウェルネス 盛岡市加賀野1-2-35
介護予防通所リハビリ
テーション

880 ～ 950

0300-2206-00006 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

介護職員初任者研
修修了見込 2 有限会社ライトチアー ひかりデイサービス

盛岡市高松二丁目27-
21

通所介護 830 ～ 860

0300-2205-00141 介護職 非常勤・パート 1 株式会社　ダイチ
住宅型有料老人ホーム
cocochi

盛岡市本宮6丁目6-11 訪問介護 14,600 ～ 14,600

0300-2205-00139 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

2 株式会社　ダイチ
住宅型有料老人ホーム
cocochi

盛岡市本宮6丁目6-11 訪問介護 1,000 ～ 1,000

0300-2205-00138 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

2 株式会社　ダイチ
サービス付き高齢者向け住宅
ハートホームだいち

紫波郡紫波町中島字下
長根121-3

通所介護 20,000 ～ 20,000

0300-2205-00136 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

2 株式会社　ダイチ ハートホーム　だいち
紫波郡紫波町中島字下
長根121-3

通所介護 880 ～ 980

0300-2205-00134 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

2 株式会社　ダイチ
住宅型有料老人ホーム
心愛

盛岡市南仙北2-25-25 訪問介護 20,000 ～ 20,000

0300-2205-00095 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

1 社会福祉法人幸星会
特別養護老人ホーム
カーサ南盛岡

盛岡市乙部4地割139-
10

特別養護老人ホーム 880 ～ 920

0300-2205-00093 介護職 非常勤・パート
介護職員初任者研
修修了見込 実務者研修 介護福祉士 2

合同会社スプリングブ
リーズ

合同会社スプリングブ
リーズ

盛岡市永井19-197-6 有料老人ホーム 1,170 ～ 1,580

0300-2205-00080 介護職 非常勤・パート 2 社会福祉法人希望会
特別養護老人ホーム希
望の里

盛岡市乙部5-41-1 特別養護老人ホーム 1,000 ～ 1,250
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0300-2205-00056 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

介護職員基礎
研修

介護福祉士 1
有限会社ケアホーム愛
の手

グループホーム愛の手
盛岡市青山一丁目19-
51

認知症対応型通所介護 850 ～ 1,000

0300-2205-00030 介護職 非常勤・パート ヘルパー１級
介護職員初任
者研修

介護福祉士 1 有限会社まごのて
ヘルパーステーションま
ごのて盛岡

盛岡市東松園一丁目
12-13

訪問介護 1,300 ～ 1,300

0300-2205-00023 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

介護福祉士 1
株式会社三協メディケ
ア

グループホームあった
かいご神子田マルシェ

盛岡市神子田町6-12
認知症対応型共同生活
介護

11,260 ～ 11,260

0300-2206-00133
ホームヘル
パー

正職員 10 株式会社土屋
ホームケア土屋　いわ
て

盛岡市志家町2-6
(障）重度訪問介護（主
に身体）

160,000 ～ 160,000

0300-2206-00117
ホームヘル
パー

正職員 介護福祉士 2 株式会社　ツクイ
福祉人材センターまで
お問合せください。

訪問介護 211,000 ～ 259,000

0300-2205-00033
ホームヘル
パー

正職員 実務者研修
介護職員初任
者研修

介護福祉士 1
ＳＯＭＰＯケア株式会
社

ＳＯＭＰＯケア　盛岡厨
川　訪問介護

盛岡市厨川5-5-1 訪問介護 150,000 ～ 180,000

0300-2205-00032
ホームヘル
パー

正職員 実務者研修
介護職員初任
者研修

介護福祉士 1
ＳＯＭＰＯケア株式会
社

ＳＯＭＰＯケア　盛岡本
町　訪問介護

盛岡市長田町14-43 訪問介護 150,000 ～ 180,000

0300-2206-00181
ホームヘル
パー

非常勤・パート 介護福祉士 実務者研修
介護職員初任
者研修

3 合同会社川藤会
ヘルパーステーション高
松

盛岡市高松2丁目3-18 訪問介護 1,250 ～ 1,250

0300-2206-00155
ホームヘル
パー

非常勤・パート 介護福祉士 ヘルパー１級
介護職員初任
者研修

2
株式会社メディカルサ
ポート

㈱メディカルサポート　訪問介護
事業所あおぞら

盛岡市津志田町1丁目
15-37

訪問介護 1,100 ～ 1,100

0300-2206-00134
ホームヘル
パー

非常勤・パート 10 株式会社土屋
ホームケア土屋　いわ
て

盛岡市志家町2-6
(障）重度訪問介護（主
に身体）

1,100 ～ 1,100

0300-2206-00124
ホームヘル
パー

非常勤・パート 介護福祉士 実務者研修
介護職員初任
者研修

6 株式会社　ツクイ
福祉人材センターまで
お問合せください。

訪問介護 950 ～ 1,040

0300-2206-00107
ホームヘル
パー

非常勤・パート
介護職員初任
者研修

5 有）やさしい手　盛岡 やさしい手　盛岡
盛岡市津志田第26地割
9-10

訪問介護 1,000 ～ 1,400

0300-2205-00152
ホームヘル
パー

非常勤・パート 介護福祉士
介護職員基礎
研修

ヘルパー１級 1
社会福祉法人紫波町
社会福祉協議会

社会福祉法人紫波町社
会福祉協議会

紫波郡紫波町二日町字
古舘356-1

訪問介護 900 ～ 930

0300-2205-00121
ホームヘル
パー

非常勤・パート 介護福祉士 ヘルパー１級 実務者研修 3
株式会社サンメディカ
ル

ヘルパーステーション
モーモー

盛岡市肴町2番31号 訪問介護 1,280 ～ 1,540

0300-2205-00117
ホームヘル
パー

非常勤・パート
介護職員初任
者研修

介護福祉士 ヘルパー１級 3 合同会社N・Kラボ
訪問介護事業所あんど
けあ

紫波郡矢巾町又兵エ新
田

訪問介護 900 ～ 980

0300-2205-00074
ホームヘル
パー

非常勤・パート
介護職員初任
者研修

1 社会福祉法人　藤実会
指定訪問介護事業所
都南あけぼの荘

盛岡市湯沢4地割25番
地1

訪問介護 1,300 ～ 1,350

0300-2205-00041
ホームヘル
パー

非常勤・パート
介護職員初任
者研修

介護福祉士 2
株式会社ゲマインシャ
フト

訪問かいごくらぶ　ぱす
てる

盛岡市西見前15地割
120番地１

訪問介護 1,200 ～ 1,300

0300-2205-00035
ホームヘル
パー

非常勤・パート 介護福祉士 ヘルパー１級
介護職員初任
者研修

2
ＳＯＭＰＯケア株式会
社

ＳＯＭＰＯケア　盛岡本
町　訪問介護

盛岡市長田町14-43 訪問介護 1,250 ～ 1,300
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0300-2205-00034
ホームヘル
パー

非常勤・パート 介護福祉士 実務者研修
介護職員初任
者研修

2
ＳＯＭＰＯケア株式会
社

ＳＯＭＰＯケア　盛岡厨
川　訪問介護

盛岡市厨川5-5-1 訪問介護 1,250 ～ 1,300

0300-2205-00006
ホームヘル
パー

非常勤・パート
介護職員初任
者研修

2
岩手県高齢者福祉生
活協同組合

岩手高齢協　訪問介護
事業所ゆたんぽ

盛岡市厨川二丁目１６－
１６

訪問介護 821 ～ 1,366

0300-2205-00004
ホームヘル
パー

非常勤・パート
介護職員初任
者研修

2
岩手県高齢者福祉生
活協同組合

岩手高齢協　訪問介護
事業所ゆたんぽ

盛岡市茶畑二丁目２１-
１５

訪問介護 821 ～ 1,366

0300-2206-00195
介護補助（介
護助手）

非常勤・パート 1
有限会社　ぬぐまるの
家

小規模多機能型居宅介
護施設　与願寿

盛岡市北山１丁目１６番
１５号

小規模多機能型居宅介
護

830 ～ 850

0300-2207-00065
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 保育士 社会福祉士 作業療法士 1
レスポンスアビリティー
合同会社

SMILE HOUSE にこ
NICO

紫波郡矢巾町東徳田第
9地割4-1

児童発達支援（セン
ター）

153,000 ～ 165,000

0300-2207-00038
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 社会福祉主事 社会福祉士
精神保健福祉
士

1 第一商事株式会社
福祉人材センターまで
お問合せください。

小規模多機能型居宅介
護

156,300 ～ 199,500

0300-2206-00212
相談・支援・指
導員（施設）

正職員
介護福祉士取
得見込

社会福祉主事
取得見込

1
株式会社　いわて愛隣
会

福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 164,500 ～ 173,000

0300-2206-00210
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 1
株式会社はちのへ東
奥朝日ソリューション

福祉人材センターまで
お問合せください。

(障）就労継続支援(A型)
（主に身体）

150,000 ～ 170,000

0300-2206-00139
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 社会福祉主事 社会福祉士 1 青樹会
介護老人保健施設ケア
コートもりおか

盛岡市青山１丁目25-25 介護老人保健施設 160,000 ～ 240,000

0300-2206-00137
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 社会福祉主事
社会福祉主事
取得見込

1 株式会社十人十色 十人十色
盛岡市山岸４丁目１０番
４５号

介護老人保健施設 165,000 ～ 165,000

0300-2206-00131
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 介護福祉士 社会福祉士
精神保健福祉
士

2 社会福祉法人　新生会
福祉人材センターまで
お問合せください。

障害者支援施設（施設
入所支援＋生活介護）

146,800 ～ 217,800

0300-2206-00089
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 社会福祉士
精神保健福祉
士

幼稚園教諭 2 株式会社　秀賀会
福祉人材センターまで
お問合せください。

放課後等デイサービス 175,000 ～ 178,500

0300-2206-00088
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 その他 1 株式会社　秀賀会
福祉人材センターまで
お問合せください。

放課後等デイサービス 203,000 ～ 223,000

0300-2206-00043
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 1 株式会社ベアー
福祉人材センターまで
お問合せください。

(障）就労継続支援(A型) 146,000 ～ 180,000

0300-2205-00172
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 保育士 社会福祉士 作業療法士 1
レスポンスアビリティー
合同会社

SMILE HOUSE にこ
NICO

紫波郡矢巾町東徳田第
9地割4-1

児童発達支援（セン
ター）

153,000 ～ 165,000

0300-2205-00116
相談・支援・指
導員（施設）

正職員
精神保健福祉
士

介護福祉士 社会福祉士 2
特定非営利活動法人
ハートピュア盛岡

福祉人材センターまで
お問合せください。

障害者関係総合施設
（主に精神）

190,000 ～ 205,000

0300-2205-00115
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 社会福祉主事 介護福祉士 社会福祉士 1 株式会社　MDS GENKI NEXT盛岡本宮 盛岡市本宮3-34-8 通所介護 180,000 ～ 240,000

0300-2207-00080
相談・支援・指
導員（施設）

常勤（正職員
以外）

社会福祉主事 児童指導員 社会福祉士 2
社会福祉法人　岩手愛
児会

児童養護施設みちのく・
みどり学園

盛岡市上田字松屋敷11
番地14

児童養護施設 164,200 ～ 164,200
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0300-2206-00162
相談・支援・指
導員（施設）

常勤（正職員
以外）

1 株式会社ベアー
福祉人材センターまで
お問合せください。

(障）就労継続支援(A型) 148,000 ～ 180,000

0300-2206-00160
相談・支援・指
導員（施設）

常勤（正職員
以外）

1
特定非営利活動法人
フラット寺町

特定非営利活動法人 フラット寺
町　ファーム仁王 盛岡市名須川町18-5

(障）就労継続支援(B型)
（主に知的）

142,000 ～ 160,000

0300-2206-00132
相談・支援・指
導員（施設）

常勤（正職員
以外）

1 社会福祉法人　新生会
生活援助事業所　新生
ホーム

紫波郡矢巾町室岡12-
70-9

(障）共同生活援助 145,300 ～ 173,300

0300-2206-00079
相談・支援・指
導員（施設）

常勤（正職員
以外）

児童指導員 保育士 社会福祉主事 1
社会福祉法人　岩手愛
児会

児童心理治療施設　こ
とりさわ学園

盛岡市上田字松屋敷11
番地14

児童心理治療施設 7,725 ～ 7,725

0300-2206-00063
相談・支援・指
導員（施設）

常勤（正職員
以外）

介護福祉士 社会福祉主事 社会福祉士 1
社会福祉法人　土淵朗
親会

特別養護老人ホームおでんせ本
宮指定短期入所生活介護

盛岡市本宮字小板小瀬
20番地1

短期入所生活介護 170,500 ～ 176,000

0300-2206-00062
相談・支援・指
導員（施設）

常勤（正職員
以外）

介護福祉士 社会福祉主事 社会福祉士 1
社会福祉法人　土淵朗
親会

特別養護老人ホームおでんせ本
宮指定短期入所生活介護

盛岡市本宮字小板小瀬
20番地1

短期入所生活介護 170,500 ～ 176,000

0300-2206-00018
相談・支援・指
導員（施設）

常勤（正職員
以外）

1
社会福祉法人いきいき
牧場

福祉人材センターまで
お問合せください。

障害者支援施設（施設入所支援
＋生活介護）（主に知的） 164,900 ～ 182,500

0300-2205-00155
相談・支援・指
導員（施設）

常勤（正職員
以外）

1
社会福祉法人紫波町
社会福祉協議会

社会福祉法人紫波町社
会福祉協議会

紫波郡紫波町二日町字
古館356-1

社会福祉協議会 144,100 ～ 144,100

0300-2205-00150
相談・支援・指
導員（施設）

常勤（正職員
以外）

保育士 社会福祉主事 介護福祉士 1
社会福祉法人　のぞみ
会

こども発達支援センター
のぞみ

岩手郡雫石町板橋２５番
地

放課後等デイサービス 150,100 ～ 190,000

0300-2205-00142
相談・支援・指
導員（施設）

常勤（正職員
以外）

1
特定非営利活動法人
フラット寺町

ファーム神明町
盛岡市盛岡駅西通り1-
7-1

(障）就労継続支援(A型)
（主に精神）

145,800 ～ 147,800

0300-2205-00089
相談・支援・指
導員（施設）

常勤（正職員
以外）

1 社会福祉法人　新生会 第二新生園
紫波郡矢巾町太田17-
54

障害者支援施設（施設
入所支援＋生活介護）

145,300 ～ 173,300

0300-2206-00159
相談・支援・指
導員（施設）

非常勤・パート 1
特定非営利活動法人
フラット寺町

特定非営利活動法人 フ
ラット寺町

盛岡市
(障）共同生活援助（主
に精神）

850 ～ 850

0300-2206-00123
相談・支援・指
導員（施設）

非常勤・パート 社会福祉士 社会福祉主事 介護福祉士 3 株式会社　ツクイ
福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 1,160 ～ 1,260

0300-2206-00096
相談・支援・指
導員（施設）

非常勤・パート 2
特定非営利活動法人
フラット寺町

特定非営利活動法人 フ
ラット寺町

盛岡市名須川町18-5
(障）就労継続支援(B型)
（主に知的）

850 ～ 850

0300-2206-00051
相談・支援・指
導員（施設）

非常勤・パート 2 株式会社ベアー
福祉人材センターまで
お問合せください。

(障）就労継続支援(A型) 850 ～ 1,000

0300-2205-00156
相談・支援・指
導員（施設）

非常勤・パート 介護福祉士
介護職員基礎
研修

ヘルパー１級 1
社会福祉法人紫波町
社会福祉協議会

社会福祉法人紫波町社
会福祉協議会

紫波郡紫波町二日町字
古舘356-1

訪問介護 920 ～ 920

0300-2205-00077
相談・支援・指
導員（施設）

非常勤・パート 保育士 幼稚園教諭 2
社会福祉法人盛岡市
社会福祉事業団

福祉人材センターまで
お問合せください。

児童館 116,100 ～ 116,100

0300-2207-00045
介護支援専門
員

正職員
介護支援専門
員

1 第一商事株式会社
福祉人材センターまで
お問合せください。

小規模多機能型居宅介
護

180,000 ～ 233,000
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0300-2207-00018
介護支援専門
員

正職員
主任介護支援
専門員

主任介護支援専門
員取得見込 1

アースサポート株式会
社

仁王・上田地域包括支
援センター

盛岡市北山2丁目27-1 介護予防支援事業 258,400 ～ 258,400

0300-2207-00010
介護支援専門
員

正職員
介護支援専門
員

2 有限会社　快互
福祉人材センターまで
お問合せください。

認知症対応型共同生活
介護

212,750 ～ 212,750

0300-2206-00209
介護支援専門
員

正職員
介護支援専門
員

1 社団医療法人　法友会
介護老人保健施設　白
鷺

紫波郡紫波町犬渕字南
谷地108番地3

介護老人保健施設 230,000 ～ 230,000

0300-2206-00170
介護支援専門
員

正職員
介護支援専門
員

2
株式会社三協メディケ
ア

株式会社三協メディケ
ア　福祉事業部

盛岡市東安庭1丁目23-
36

居宅介護支援事業 202,500 ～ 222,500

0300-2206-00025
介護支援専門
員

正職員
介護支援専門
員

1 社会福祉法人　河北会
さくらぎの里居宅介護支
援事業所

盛岡市上田字松屋敷
103番地１

居宅介護支援事業 186,000 ～ 208,000

0300-2205-00118
介護支援専門
員

正職員
介護支援専門
員

介護支援専門
員取得見込

1
株式会社サンメディカ
ル

あったかいごセンター
モーモー

盛岡市向中野五丁目3-
37

居宅介護支援事業 196,454 ～ 265,790

0300-2205-00066
介護支援専門
員

正職員
介護支援専門
員

1
社会福祉法人みやぎ
会

福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 180,000 ～ 215,000

0300-2205-00015
介護支援専門
員

正職員
介護支援専門
員

介護支援専門
員取得見込

2
ナラビットホールディン
グス株式会社

ナラビットホールディン
グス株式会社

盛岡市南青山町4-15 居宅介護支援事業 200,000 ～ 208,000

0300-2205-00001
介護支援専門
員

正職員
介護支援専門
員

1
株式会社メディカルサ
ポート

居宅介護支援事業所あ
おぞら

盛岡市津志田町1-15-
37

居宅介護支援事業 180,000 ～ 250,000

0300-2207-00017
介護支援専門
員

常勤（正職員
以外）

主任介護支援
専門員

主任介護支援専門
員取得見込 1

アースサポート株式会
社

仁王・上田地域包括支
援センター

盛岡市北山2丁目27-1 介護予防支援事業 260,000 ～ 300,000

0300-2205-00020
介護支援専門
員

常勤（正職員
以外）

介護支援専門
員

介護支援専門
員取得見込

1
ナラビットホールディン
グス株式会社

ナラビットホールディン
グス株式会社

盛岡市南青山町4-15 居宅介護支援事業 200,000 ～ 208,000

0300-2207-00022
介護支援専門
員

非常勤・パート
介護支援専門
員

1
合同会社　つぼみ福祉
会

合同会社　つぼみ福祉
会

盛岡市みたけ四丁目２３
－３０

居宅介護支援事業 1,100 ～ 1,250

0300-2206-00004
介護支援専門
員

非常勤・パート
介護支援専門
員

1
合同会社　つぼみ福祉
会

合同会社　つぼみ福祉
会

盛岡市みたけ四丁目２３
－３０

居宅介護支援事業 1,100 ～ 1,250

0300-2205-00120
サービス提供
責任者

正職員 介護福祉士
介護福祉士取
得見込

2
株式会社サンメディカ
ル

ヘルパーステーション
モーモー

盛岡市肴町2番31号 訪問介護 201,500 ～ 240,000

0300-2206-00217 保育士 正職員 保育士 1 株式会社CREDO
運動療育型児童デイ
サービスCREDO

盛岡市月が丘3丁目４９
－４７

放課後等デイサービス 155,000 ～ 195,000

0300-2206-00129 保育士 正職員 保育士 2 株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズやはば駅
前保育園

紫波郡矢巾町駅東一丁
目11番10号

保育所 187,000 ～ 187,000

0300-2206-00128 保育士 正職員 保育士 1 株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズみたけ保
育園

盛岡市厨川一丁目 保育所 187,000 ～ 187,000

0300-2206-00127 保育士 正職員 保育士 1 株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズ仙北町駅
保育園

盛岡市仙北 保育所 187,000 ～ 187,000
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0300-2206-00109 保育士 正職員 保育士 看護師 5 さくら保育園
福祉人材センターまで
お問合せください。

保育所 181,000 ～ 216,000

0300-2206-00105 保育士 正職員 保育士 1
株式会社みんなのみら
い計画

みんなのみらい青山園
岩手県盛岡市西青山３
丁目３６－３６

保育所 170,000 ～ 210,000

0300-2206-00071 保育士 正職員 保育士 1
社会福祉法人　土淵朗
親会

牧の林すずの音保育園 滝沢市牧野林 保育所 173,080 ～ 204,320

0300-2206-00070 保育士 正職員 保育士 1
社会福祉法人　土淵朗
親会

北川保育園
矢巾町流通センター南4
丁目

保育所 173,080 ～ 204,320

0300-2206-00060 保育士 正職員 保育士 1
社会福祉法人　土淵朗
親会

社会福祉法人土淵朗親
会　前潟保育園

盛岡市上厨川字杉原 保育所 173,080 ～ 204,320

0300-2205-00178 保育士 正職員 保育士 1 株式会社CREDO
運動療育型児童デイ
サービスCREDO

盛岡市月が丘3丁目４９
－４７

放課後等デイサービス 155,000 ～ 195,000

0300-2205-00170 保育士 正職員 保育士 社会福祉士 作業療法士 1
レスポンスアビリティー
合同会社

SMILE HOUSE にこ
NICO

紫波郡矢巾町東徳田第
9地割

児童発達支援（セン
ター）

153,000 ～ 165,000

0300-2207-00064 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士 幼稚園教諭 1 社会福祉法人光の園 キンダーホーム 盛岡市清水町 保育所 191,200 ～ 195,700

0300-2207-00032 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士 幼稚園教諭
保育士取得見
込

1 社会福祉法人　敬愛会
幼保連携型認定こども
園こずかたこども園

紫波郡矢巾町又兵エ新
田第５地割３３５番地

認定こども園 6,800 ～ 8,480

0300-2206-00234 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士 幼稚園教諭 2 社会福祉法人撫子会 なでしここども園
盛岡市上堂一丁目10-
23

認定こども園 172,000 ～ 195,050

0300-2206-00221 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士取得見
込

幼稚園教諭取
得見込

2
社会福祉法人　久昌寺
会

久昌寺保育園 盛岡市茶畑 認定こども園 192,800 ～ 192,800

0300-2206-00218 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士 1
日本赤十字社岩手県
支部

日赤岩手乳児院 盛岡市三本柳 乳児院 163,400 ～ 189,600

0300-2206-00178 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士 幼稚園教諭 1 一誠会
幼保連携型認定こども
園　よつばこども園

盛岡市本宮一丁目17－
18

認定こども園 1,200 ～ 1,200

0300-2206-00142 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士
保育士取得見
込

幼稚園教諭 1 社会福祉法人　吉祥会 北高田こども園 紫波郡矢巾町大字高田 認定こども園 169,844 ～ 169,844

0300-2206-00141 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士 2
社会福祉法人紫波町
社会福祉協議会

社会福祉法人紫波町社
会福祉協議会

紫波郡紫波町 保育所 8,040 ～ 8,040

0300-2206-00036 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士 幼稚園教諭 1 雫石町役場 雫石町立西根保育所
岩手郡雫石町西根136
番地9

保育所 7,202 ～ 9,003

0300-2206-00016 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士 幼稚園教諭 1 学校法人コアトレース
認定こども園　やよい幼
稚園・保育園

盛岡市西松園 認定こども園 160,000 ～ 200,000

0300-2205-00158 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士
保育士取得見
込

3
社会福祉法人　滝沢市
保育協会

福祉人材センターまで
お問合せください。

保育所 164,800 ～ 187,000

11
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0300-2205-00119 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士 1
社会福祉法人岩手県
同胞援護会

くろいしの保育園
盛岡市黒石野一丁目
12-1

保育所 194,280 ～ 194,280

0300-2205-00040 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士 2 長松寺会 仙北保育園
盛岡市仙北二丁目11-
26

保育所 201,900 ～ 201,900

0300-2207-00015 保育士 非常勤・パート 保育士 准看護師 1
株式会社CUNDO
HAUS

企業主導型保育事業所
まちのあそびの園

盛岡市材木町９－８ 保育所 850 ～ 900

0300-2206-00227 保育士 非常勤・パート 保育士 幼稚園教諭 2
社会福祉法人　天昌寺
福祉会

天昌寺保育園 盛岡市天昌寺町 保育所 904 ～ 925

0300-2206-00191 保育士 非常勤・パート 保育士 幼稚園教諭 2 一誠会
幼保連携型認定こども
園　よつばこども園

盛岡市本宮一丁目17－
18

認定こども園 1,200 ～ 1,200

0300-2206-00110 保育士 非常勤・パート 保育士 看護師 5 さくら保育園
福祉人材センターまで
お問合せください。

保育所 930 ～ 950

0300-2206-00103 保育士 非常勤・パート 保育士 1 わかば会 本宮保育園 盛岡市本宮 保育所 900 ～ 920

0300-2206-00102 保育士 非常勤・パート 保育士 1 わかば会 本宮保育園 盛岡市本宮 保育所 7,360 ～ 7,360

0300-2206-00073 保育士 非常勤・パート 保育士 1
社会福祉法人　土淵朗
親会

北川保育園
紫波郡矢巾町流通セン
ター南4丁目

保育所 930 ～ 930

0300-2206-00072 保育士 非常勤・パート 保育士 1
社会福祉法人　土淵朗
親会

北川保育園
紫波郡矢巾町流通セン
ター南4丁目

保育所 930 ～ 930

0300-2206-00061 保育士 非常勤・パート 保育士 1
社会福祉法人　土淵朗
親会

徳田保育園 紫波郡矢巾町東徳田 保育所 930 ～ 930

0300-2206-00059 保育士 非常勤・パート 保育士 幼稚園教諭 小・中・高教諭 1 株式会社サプナコッド エコルド盛岡茶畑教室
盛岡市茶畑２丁目２４－
７

児童発達支援（セン
ター）

1,100 ～ 1,200

0300-2206-00029 保育士 非常勤・パート 保育士 1
社会福祉法人滝沢市
保育協会

巣子保育園 滝沢市葉の木沢山 保育所 950 ～ 950

0300-2205-00039 保育士 非常勤・パート 保育士 2 長松寺会 仙北保育園
盛岡市仙北二丁目11-
26

保育所 1,000 ～ 1,000

0300-2205-00003 保育士 非常勤・パート 保育士 1 共助会
社会福祉法人共助会
オガール保育園

紫波郡紫波町紫波中央
駅前2-3-9

保育所 990 ～ 990

0300-2205-00174 保育補助 非常勤・パート 保育士 子育て支援員 看護師 1
株式会社　こぐまほいく
企画

株式会社　こぐまほいく
企画

紫波町北日詰字白旗
90-19

保育所 1,200 ～ 1,200

0300-2205-00112 保育補助 非常勤・パート 2 長松寺会 仙北保育園
盛岡市仙北二丁目11-
26

保育所 900 ～ 900

0300-2207-00060 看護職 正職員 看護師 准看護師 1 社会福祉法人幸星会
特別養護老人ホーム
カーサ南盛岡

盛岡市乙部4地割139-
10

特別養護老人ホーム 186,300 ～ 241,600
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0300-2207-00052 看護職 正職員 看護師 准看護師 1 社会福祉法人　藤実会
特別養護老人ホーム都
南あけぼの荘

盛岡市湯沢４地割25-1 特別養護老人ホーム 191,500 ～ 203,900

0300-2207-00043 看護職 正職員 看護師 准看護師 2 第一商事株式会社
福祉人材センターまで
お問合せください。

有料老人ホーム 175,200 ～ 244,500

0300-2207-00034 看護職 正職員 看護師 准看護師 2
社会福祉法人みやぎ
会

特別養護老人ホームお
うしゅく

岩手郡雫石町鴬宿第９
地割６７番地１

特別養護老人ホーム 193,000 ～ 250,000

0300-2207-00026 看護職 正職員 看護師 2 岩手和敬会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 153,000 ～ 273,600

0300-2206-00122 看護職 正職員 看護師 准看護師 3 株式会社　ツクイ
福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 220,000 ～ 273,000

0300-2206-00097 看護職 正職員 看護師 准看護師 1 岩手更生会
障害者支援施設　緑生
園

盛岡市上飯岡2-51-3
障害者支援施設（施設入所支援
＋就労移行支援）（主に知的） 155,000 ～ 250,000

0300-2206-00093 看護職 正職員 看護師 准看護師 1
有限会社　エフ・
ティー・シー

あっとほーむ　だんらん
盛岡市三本柳１３－３９
－４

短期入所生活介護 166,000 ～ 206,000

0300-2206-00083 看護職 正職員 看護師 1 盛岡山王会
特別養護老人ホーム五
月園

盛岡市東山二丁目5番
15号

特別養護老人ホーム 170,000 ～ 250,000

0300-2206-00068 看護職 正職員 看護師 准看護師 1
社会福祉法人　土淵朗
親会

徳田保育園
紫波郡矢巾町東徳田
10-28

保育所 178,970 ～ 192,280

0300-2206-00067 看護職 正職員 准看護師 1
社会福祉法人　土淵朗
親会

ケアハウスおでんせ特
定施設入居者生活介護

盛岡市上厨川字横長根
76-1

特別養護老人ホーム 187,660 ～ 204,160

0300-2206-00066 看護職 正職員 看護師 准看護師 1
社会福祉法人　土淵朗
親会

北川保育園
矢巾町流通センター南4
丁目13-1

保育所 178,970 ～ 192,280

0300-2206-00045 看護職 正職員 看護師 准看護師 1
社会福祉法人みやぎ
会

福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 193,000 ～ 256,000

0300-2206-00042 看護職 正職員 准看護師 看護師 2 社団医療法人　法友会
介護老人保健施設　白
鷺

紫波郡紫波町犬渕字南
谷地１０８番地３

介護老人保健施設 230,000 ～ 230,000

0300-2206-00035 看護職 正職員 看護師 准看護師 1
横田ケアシステム株式
会社

訪問看護ステーション
ピースハート

紫波郡紫波町桜町字三
本木22-5

訪問看護 190,000 ～ 240,000

0300-2205-00163 看護職 正職員 看護師 准看護師 1 社会福祉法人　緑愛会 社会福祉法人　緑愛会 盛岡市北松園4-36-55 特別養護老人ホーム 225,000 ～ 260,000

0300-2205-00097 看護職 正職員 看護師 准看護師 1
合同会社　つぼみ福祉
会

合同会社　つぼみ福祉
会

盛岡市みたけ四丁目２３
－３０

訪問看護 175,500 ～ 244,300

0300-2205-00081 看護職 正職員 看護師 准看護師 1 株式会社　颯 有料老人ホーム　さつき
盛岡市北飯岡２丁目１６
番７３号

有料老人ホーム 200,000 ～ 255,000

0300-2205-00079 看護職 正職員 看護師 准看護師 1 社会福祉法人希望会
特別養護老人ホーム希
望の里

盛岡市乙部5-41-1 特別養護老人ホーム 184,000 ～ 247,000
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0300-2206-00190 看護職
常勤（正職員
以外）

准看護師 1 株式会社菅原
住宅型有料老人ホーム
あさひ

盛岡市緑が丘1丁目5-1 有料老人ホーム 8,000 ～ 11,200

0300-2206-00186 看護職
常勤（正職員
以外）

看護師 1 株式会社菅原
住宅型有料老人ホーム
あさひ

盛岡市緑が丘1丁目5-1 有料老人ホーム 11,200 ～ 13,600

0300-2206-00038 看護職
常勤（正職員
以外）

看護師 准看護師 1 雫石町役場 雫石町立御明神保育所
岩手県雫石町御明神高
八卦20番地2

保育所 7,050 ～ 13,728

0300-2205-00127 看護職
常勤（正職員
以外）

看護師 1
日本赤十字社岩手県
支部

日赤岩手乳児院
盛岡市三本柳6地割1-
10

乳児院 192,400 ～ 228,000

0300-2205-00068 看護職
常勤（正職員
以外）

看護師 2 株式会社菅原
住宅型有料老人ホーム
ほのぼの

盛岡市湯沢東3丁目17
番13

有料老人ホーム 11,200 ～ 13,600

0300-2205-00067 看護職
常勤（正職員
以外）

准看護師 2 株式会社菅原
住宅型有料老人ホーム
ほのぼの

盛岡市湯沢東3丁目17
番13

有料老人ホーム 8,000 ～ 11,200

0300-2207-00051 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 1 社会福祉法人　藤実会
指定通所介護事業所都
南あけぼの荘

盛岡市湯沢４地割25-1 通所介護 1,150 ～ 1,200

0300-2207-00027 看護職 非常勤・パート 看護師 2 岩手和敬会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 1,200 ～ 1,200

0300-2206-00189 看護職 非常勤・パート 准看護師 1 株式会社菅原
住宅型有料老人ホーム
あさひ

盛岡市緑が丘1丁目5-1 有料老人ホーム 1,000 ～ 1,400

0300-2206-00185 看護職 非常勤・パート 看護師 1 株式会社菅原
住宅型有料老人ホーム
あさひ

盛岡市緑が丘1丁目5-1 有料老人ホーム 1,400 ～ 1,700

0300-2206-00158 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 1
社会福祉法人自立更
生会

社会就労センター・ひめ
かみの風

盛岡市巻堀
(障）就労継続支援(B型)
（主に身体）

1,120 ～ 1,486

0300-2206-00121 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 2 株式会社　ツクイ
福祉人材センターまで
お問合せください。

訪問入浴介護 1,220 ～ 1,250

0300-2206-00116 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 5 株式会社　ツクイ
福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 1,220 ～ 1,250

0300-2206-00056 看護職 非常勤・パート 看護師 1
一般社団法人盛岡市
医師会

盛岡市医師会訪問看護
ステーション

盛岡市愛宕町18番6号 訪問看護 1,500 ～ 1,800

0300-2206-00044 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 1
社会福祉法人みやぎ
会

福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 1,050 ～ 1,500

0300-2206-00026 看護職 非常勤・パート 看護師 1 社会福祉法人　新生会
共同生活援助事業所
新生ホーム

紫波郡矢巾町室岡12-
70-9

(障）共同生活援助 1,280 ～ 1,280

0300-2205-00114 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 1 株式会社　MDS GENKI NEXT盛岡本宮 盛岡市本宮3-34-8 通所リハビリテーション 1,500 ～ 1,500

0300-2205-00108 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 1 社会福祉法人　新生会
多機能型事業所　あさ
あけの園

紫波郡矢巾町又兵エ新
田6-17-2

(障）就労継続支援(B型) 1,280 ～ 1,280
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0300-2205-00107 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 1
社会福祉法人江刺寿
生会

松寿荘デイサービスセ
ンター

岩手郡雫石町長山篠川
原156-2

養護老人ホーム（一般） 1,200 ～ 1,200

0300-2205-00071 看護職 非常勤・パート 看護師 1 株式会社菅原
有料老人ホームほのぼ
の

盛岡市湯沢東3丁目17
番13

有料老人ホーム 1,400 ～ 1,700

0300-2205-00070 看護職 非常勤・パート 准看護師 1 株式会社菅原
有料老人ホームほのぼ
の

盛岡市湯沢東3丁目17
番13

有料老人ホーム 1,000 ～ 1,400

0300-2206-00202
社会福祉協議会専
門員・相談員

常勤（正職員
以外）

1
社会福祉法人　岩手県
社会福祉協議会

岩手県社会福祉協議会 盛岡市三本柳8-1-3 社会福祉協議会 147,400 ～ 212,000

0300-2207-00030 栄養士 正職員 栄養士 管理栄養士 1 岩手和敬会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 152,000 ～ 211,500

0300-2205-00105 栄養士 正職員 栄養士 1 株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズ盛岡もとみ
や保育園

盛岡市本宮4丁目3-5 保育所 147,000 ～ 157,000

0300-2206-00012 栄養士 非常勤・パート 栄養士 1
特定非営利活動法人
矢巾ゆりかご

aiaiひろば
紫波郡矢巾町南矢幅
14-78

その他の児童・母子福
祉

950 ～ 950

0300-2207-00054 調理員 正職員 調理師 2 社会福祉法人　藤実会
特別養護老人ホーム都
南あけぼの荘

盛岡市湯沢４地割２５番
地１

特別養護老人ホーム 146,500 ～ 158,900

0300-2206-00144 調理員 正職員 調理師 1 社会福祉法人　藤実会
特別養護老人ホーム都
南あけぼの荘

盛岡市湯沢４地割２５番
地１

特別養護老人ホーム 141,500 ～ 141,500

0300-2206-00187 調理員
常勤（正職員
以外）

調理師 1 株式会社菅原
住宅型有料老人ホーム
あさひ

盛岡市緑が丘１丁目5-1 有料老人ホーム 6,600 ～ 8,000

0300-2206-00095 調理員
常勤（正職員
以外）

栄養士 調理師 1 有限会社ウェルネス 福寿の森 盛岡市本宮6-1-47 高齢者関係総合施設 850 ～ 850

0300-2206-00033 調理員
常勤（正職員
以外）

1
社会福祉法人　盛岡市
社会福祉事業団

盛岡市立しらたき工房
盛岡市川目第15地割1-
6

(障）生活介護（主に知
的）

6,720 ～ 6,720

0300-2205-00072 調理員
常勤（正職員
以外）

調理師 1 株式会社菅原
住宅型有料老人ホーム
ほのぼの

盛岡市湯沢東3丁目１７
番１３

有料老人ホーム 6,800 ～ 8,000

0300-2207-00031 調理員 非常勤・パート 2 岩手和敬会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 821 ～ 920

0300-2206-00220 調理員 非常勤・パート 調理師 栄養士 1
ドラゴンキューブ株式
会社

ドラゴンキューブ会社
こどものいえ本宮

岩手県盛岡市本宮3-
18-8

保育所 870 ～ 900

0300-2206-00188 調理員 非常勤・パート 1 株式会社菅原
住宅型有料老人ホーム
あさひ

盛岡市緑が丘１丁目5-1 有料老人ホーム 850 ～ 1,000

0300-2206-00098 調理員 非常勤・パート 1 岩手更生会
障害者支援施設　緑生
園

盛岡市上飯岡2-51-3
障害者支援施設（施設入所支援
＋就労移行支援）（主に知的） 155,000 ～ 181,600

0300-2206-00021 調理員 非常勤・パート 栄養士 調理師 3
株式会社ユニマット　リタイアメ
ント・コミュニティ

盛南ケアコミュニティそ
よ風

盛岡市北飯岡3丁目11
－41

訪問介護 850 ～ 1,000
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0300-2205-00151 運転手 非常勤・パート 1
社会福祉法人　のぞみ
会

こども発達支援センター
のぞみ

岩手郡雫石町板橋２５番
地

放課後等デイサービス 1,000 ～ 1,000

0300-2206-00211 その他 正職員 保育士 小・中・高教諭 介護福祉士 2
社会福祉法人盛岡市
社会福祉事業団

福祉人材センターまで
お問合せください。

法人本部 159,000 ～ 173,200

0300-2205-00154 その他 正職員
社会福祉士取
得見込

介護支援専門
員取得見込

介護福祉士取
得見込

4
社会福祉法人紫波町
社会福祉協議会

社会福祉法人紫波町社
会福祉協議会

紫波郡紫波町 社会福祉協議会 144,100 ～ 170,100

0300-2205-00153 その他 正職員 社会福祉士
精神保健福祉
士

介護福祉士 3
社会福祉法人紫波町
社会福祉協議会

社会福祉法人紫波町社
会福祉協議会

紫波郡紫波町二日町字
古館356-1

社会福祉協議会 144,100 ～ 170,100

0300-2206-00231 その他
常勤（正職員
以外）

2
社会福祉法人　岩手県
社会福祉協議会

社会福祉法人　岩手県
社会福祉協議会

盛岡市三本柳8-1-3 社会福祉協議会 147,400 ～ 200,100

0300-2206-00223 その他
常勤（正職員
以外）

保育士 幼稚園教諭 小・中・高教諭 1
社会福祉法人　矢巾町
社会福祉協議会

福祉人材センターまで
お問合せください。

児童館 7,520 ～ 7,520

0300-2207-00007 その他 非常勤・パート 1
一般社団法人　せいゆ
う

一般社団法人　せいゆ
う

盛岡市清水町4-25 (障）共同生活援助 825 ～ 825

0300-2206-00222 その他 非常勤・パート 保育士 幼稚園教諭 小・中・高教諭 1
社会福祉法人　矢巾町
社会福祉協議会

煙山キッズクラブ
紫波郡矢巾町北矢幅1-
2

児童館 950 ～ 950

0300-2206-00203 その他 非常勤・パート 保健師 看護師 准看護師 1 雫石町役場 雫石町役場
岩手郡雫石町千刈田５
－１

市町村福祉担当課 9,002 ～ 9,903

0300-2206-00201 その他 非常勤・パート 1
社会福祉法人　岩手県
社会福祉協議会

岩手県社会福祉協議会 盛岡市三本柳8-1-3 社会福祉協議会 135,000 ～ 150,000

0300-2206-00179 その他 非常勤・パート
介護支援専門
員

介護福祉士 社会福祉士 1 滝沢市
滝沢市健康福祉部高齢
者支援課

滝沢市中鵜飼５５番地 要介護認定調査 124,157 ～ 141,220

0300-2205-00169 その他 非常勤・パート 1 社会福祉法人　新生会
医療型障害児入所施設　みちの
く療育園メディカルセンター 紫波郡矢巾町煙山24-1 医療型障害児入所施設 830 ～ 830

0300-2205-00010 事務職 正職員 2
次世代IME福祉サービ
ス株式会社

次世代IME福祉サービ
ス株式会社

盛岡市本宮一丁目16番
12号

放課後等デイサービス 178,000 ～ 220,000

0300-2206-00182 事務職
常勤（正職員
以外）

1 株式会社菅原
住宅型有料老人ホーム
あさひ

盛岡市緑が丘一丁目5-
1

有料老人ホーム 6,640 ～ 8,000

0300-2205-00083
(障）サービス
管理責任者

常勤（正職員
以外）

1
社会福祉法人いきいき
牧場

社会福祉法人いきいき
牧場のびやか丸

盛岡市川目第6地割93
番地4

(障）就労継続支援(B型)
（主に精神）

157,900 ～ 175,500

【県　　　北】

0300-2207-00025 介護職 正職員 介護福祉士 5
社会福祉法人いつつ
星会

福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 168,000 ～ 248,000

0300-2207-00024 介護職 正職員 5
社会福祉法人いつつ
星会

社会福祉法人いつつ星
会

二戸市仁左平字横手6-
1

特別養護老人ホーム 155,000 ～ 235,000
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0300-2207-00019 介護職 正職員 介護福祉士 社会福祉主事 2 社会福祉法人　春陽会
特別養護老人ホーム
あんずの里

岩手郡岩手町大字五日
市2-307

特別養護老人ホーム 175,500 ～ 187,500

0300-2207-00011 介護職 正職員 介護福祉士 1 敬仁会 アットホームくずまき
岩手郡葛巻町江刈５－１
５５－７

介護老人保健施設 167,000 ～ 231,000

0300-2206-00207 介護職 正職員 介護福祉士 2 社会福祉法人　松実会 社会福祉法人　松実会
八幡平市平舘第13地割
1番地１

特別養護老人ホーム 175,000 ～ 175,000

0300-2206-00099 介護職 正職員 介護福祉士 2 社会福祉法人　松実会 社会福祉法人　松実会
八幡平市平舘第13地割
1番地１

特別養護老人ホーム 150,100 ～ 170,200

0300-2206-00049 介護職 正職員 介護福祉士 1
株式会社サンメディッ
クス

デイサービスセンターに
こトピア一戸

二戸郡一戸町高善寺字
野田48-14

通所介護 155,000 ～ 180,000

0300-2206-00046 介護職 正職員 介護福祉士 1
株式会社サンメディッ
クス

デイサービスセンターに
こトピア一戸

二戸郡一戸町高善寺字
野田48-14

通所介護 155,000 ～ 180,000

0300-2205-00173 介護職 正職員
介護職員初任
者研修

介護福祉士 2 有限会社ウェルネス 森のデイサービス
八幡平市大更25地割
118番地9

通所リハビリテーション 150,800 ～ 189,600

0300-2205-00124 介護職 正職員 1 株式会社　肉の横沢
八幡平ハイツデイサー
ビスほかほかクラブ

八幡平市松尾寄木1-
590-4

通所介護 152,000 ～ 157,000

0300-2207-00023 介護職
常勤（正職員
以外）

2 社会福祉法人　春陽会
特別養護老人ホーム
あんずの里

岩手郡岩手町大字五日
市2-307

特別養護老人ホーム 163,000 ～ 185,000

0300-2205-00062 介護職
常勤（正職員
以外）

介護福祉士
介護福祉士取
得見込

介護職員初任
者研修

2
社会福祉法人九戸福
祉会

特別養護老人ホーム折
爪荘

九戸郡九戸村伊保内第
9地割73

特別養護老人ホーム 163,700 ～ 187,600

0300-2206-00001 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

2 有限会社ウェルネス 森のデイサービス 八幡平市大更 通所リハビリテーション 900 ～ 1,100

0300-2205-00125 介護職 非常勤・パート 介護福祉士 1 株式会社　肉の横沢
八幡平ハイツデイサー
ビスほかほかクラブ

八幡平市松尾寄木1-
590-4

通所介護 830 ～ 1,200

0300-2205-00084 介護職 非常勤・パート 介護福祉士 1 株式会社　肉の横沢
八幡平ハイツデイサー
ビスほかほかクラブ

八幡平市松尾寄木1-
590-4

通所介護 830 ～ 1,200

0300-2206-00219
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 保育士 介護福祉士 児童指導員 2 特定非営利活動法人 きらきら星 八幡平市大更16-4-241 放課後等デイサービス 150,000 ～ 160,000

0300-2206-00216 保育士 正職員 保育士 幼稚園教諭 2
社会福祉法人一戸町
社会福祉協議会

福祉人材センターまで
お問合せください。

認定こども園 161,900 ～ 170,500

0300-2207-00012 看護職 正職員 看護師 准看護師 2 敬仁会 アットホームくずまき
岩手郡葛巻町江刈５－１
５５－７

介護老人保健施設 150,000 ～ 250,000

0300-2206-00002 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 2 有限会社ウェルネス
高齢者通所介護「森の
デイサービス」

八幡平市大更２５地割１
１８番地９

通所介護 1,300 ～ 1,500

0300-2205-00123 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 1 株式会社　肉の横沢
八幡平ハイツデイサー
ビスほかほかクラブ

八幡平市松尾寄木1-
590-4

通所介護 1,000 ～ 1,500
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0300-2205-00085 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 1 株式会社　肉の横沢
八幡平ハイツデイサー
ビスほかほかクラブ

八幡平市松尾寄木1-
590-4

通所介護 1,000 ～ 1,500

0300-2206-00005 調理員 非常勤・パート 調理師 1 有限会社ウェルネス 森のデイサービス
八幡平市大更25地割
118番地9

通所リハビリテーション 850 ～ 850

【花　　　北】

0300-2207-00075 介護職 正職員 3 医療法人　中庸会
福祉人材センターまで
お問合せください。

介護老人保健施設 145,000 ～ 158,000

0300-2207-00074 介護職 正職員 1 医療法人　中庸会
医療法人中庸会　介護老人保健
施設やまゆりの里

遠野市宮守町達曽部
27-20-11

介護老人保健施設 163,000 ～ 240,000

0300-2207-00073 介護職 正職員 1 医療法人　中庸会
医療法人中庸会　介護老人保健
施設はやちねの里

花巻市大迫町大迫4-
19-1

介護老人保健施設 163,000 ～ 240,000

0300-2207-00058 介護職 正職員 1 医療法人　中庸会
医療法人中庸会　介護老人保健
施設ゆうゆうの里

花巻市石鳥谷町松林寺
3-82-1

介護老人保健施設 163,000 ～ 240,000

0300-2207-00048 介護職 正職員
介護職員初任
者研修

2 第一商事株式会社
ケアタウンやちだもの家
北上

北上市立花17-2-1
認知症対応型共同生活
介護

159,200 ～ 187,200

0300-2206-00235 介護職 正職員 3 宝寿会
福祉人材センターまで
お問合せください。

養護老人ホーム（一般） 172,000 ～ 241,400

0300-2206-00214 介護職 正職員 3
社会福祉法人　とおの
松寿会

福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 149,800 ～ 149,800

0300-2206-00204 介護職 正職員 5 石鳥谷会
特別養護老人ホームい
しどりや荘

花巻市石鳥谷町好地１４
－１０

特別養護老人ホーム 152,000 ～ 241,680

0300-2206-00166 介護職 正職員 1 株式会社サザンクロス グループホーム宮ノ里
花巻市西宮野目第13地
割121-2

認知症対応型共同生活
介護

150,000 ～ 205,000

0300-2206-00080 介護職 正職員 介護福祉士 1 社会福祉法人平和会 グループホームいいとよ 北上市村崎野12-74-28
認知症対応型共同生活
介護

156,500 ～ 224,200

0300-2206-00053 介護職 正職員 1 株式会社サザンクロス グループホーム宮ノ里
花巻市西宮野目第13地
割121-2

認知症対応型共同生活
介護

150,000 ～ 205,000

0300-2205-00128 介護職 正職員 1
株式会社　東北ライフ
ケア

ハートフルケア中根子
花巻市中根子字拾田屋
5番地1

訪問介護 177,000 ～ 270,500

0300-2205-00122 介護職 正職員 2 大迫桐寿会 桐の里
花巻市大迫町大迫11-
1-1

特別養護老人ホーム 183,200 ～ 234,900

0300-2205-00064 介護職 正職員 介護福祉士
介護職員初任
者研修

1
有限会社介護施設あ
お空

あお空グループホーム青笹また
はあお空小規模多機能センター
青笹

遠野市青笹町青笹１１地
割３‐１１

認知症対応型共同生活
介護

160,000 ～ 188,080

0300-2205-00002 介護職 正職員
介護職員初任
者研修

介護福祉士 1 株式会社　いいね ショートステイ　いいね
花巻市二枚橋町大通り
２丁目１８－２

短期入所生活介護 152,000 ～ 152,000
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求人票番号 職　　種 雇用形態 資格要件1 資格要件2 資格要件3
募集
人数

法人名 就業先名 就業先住所 就業先事業種別 賃　　金

0300-2207-00066 介護職
常勤（正職員
以外）

2 第一商事株式会社
ケアタウンやちだもの家
北上

北上市立花17-2-1
認知症対応型共同生活
介護

157,200 ～ 182,200

0300-2207-00014 介護職
常勤（正職員
以外）

1 株式会社　ジョイライフ ショートステイこころ 花巻市諏訪57-2 短期入所生活介護 170,000 ～ 190,500

0300-2205-00060 介護職
常勤（正職員
以外）

介護職員初任
者研修

介護福祉士 5 社会福祉法人大谷会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 168,000 ～ 176,000

0300-2205-00059 介護職
常勤（正職員
以外）

介護職員初任
者研修

介護福祉士 3 社会福祉法人大谷会
特別養護老人ホーム大
谷荘

花巻市湯口字松原53番
地1

特別養護老人ホーム 148,000 ～ 156,000

0300-2205-00050 介護職
常勤（正職員
以外）

介護福祉士 実務者研修
介護職員基礎
研修

2
社会福祉法人　西和賀
町社会福祉協議会

デイサービスにしわが
和賀郡西和賀町川尻４０
地割７３番地８２

通所介護 136,000 ～ 152,000

0300-2205-00026 介護職
常勤（正職員
以外）

介護福祉士 実務者研修
介護職員初任
者研修

1 アントレーヴ株式会社
アントレーヴ株式会社　ｉｋ介護デ
イサービスセンター　スマイル

花巻市二枚橋５－３６０
－１

通所介護 144,420 ～ 144,420

0300-2205-00012 介護職
常勤（正職員
以外）

2 社会福祉法人  光寿会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 145,000 ～ 177,000

0300-2207-00046 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

看護師 准看護師 1 第一商事株式会社
グループホームやちだ
もの家北上

北上市立花17地割1-3
認知症対応型共同生活
介護

17,500 ～ 19,500

0300-2207-00041 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

2 第一商事株式会社
ケアタウンやちだもの家
北上

北上市立花17-2-1
認知症対応型共同生活
介護

830 ～ 900

0300-2206-00165 介護職 非常勤・パート 1 株式会社サザンクロス グループホーム宮ノ里
花巻市西宮野目第13地
割121-2

認知症対応型共同生活
介護

850 ～ 1,000

0300-2206-00054 介護職 非常勤・パート 1 株式会社サザンクロス グループホーム宮ノ里
花巻市西宮野目第13地
割121-2

認知症対応型共同生活
介護

850 ～ 1,000

0300-2205-00025 介護職 非常勤・パート 介護福祉士 実務者研修
介護職員初任
者研修

1 アントレーヴ株式会社
アントレーヴ株式会社　ｉｋ介護デ
イサービスセンター　スマイル

花巻市二枚橋５－３６０
－１

通所介護 870 ～ 920

0300-2206-00058
ホームヘル
パー

正職員 実務者研修
介護職員初任
者研修

介護福祉士 1
ＳＯＭＰＯケア株式会
社

ＳＯＭＰＯケア　北上
訪問介護

北上市さくら通り4-14-
17

訪問介護 150,000 ～ 180,000

0300-2205-00036
ホームヘル
パー

非常勤・パート 介護福祉士 実務者研修
介護職員初任
者研修

2
ＳＯＭＰＯケア株式会
社

ＳＯＭＰＯケア　北上
訪問介護

北上市さくら通り4-14-
17

訪問介護 1,250 ～ 1,300

0300-2207-00077
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 社会福祉士
社会福祉士取
得見込

社会福祉主事 1 医療法人　中庸会
介護老人保健施設　は
やちねの里

花巻市大迫町大迫4-
19-1

介護老人保健施設 160,000 ～ 178,000

0300-2205-00160
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 1 社会福祉法人光林会
就労支援センタールン
ビニー（花工房さ～ら）

花巻市石鳥谷町中寺林
12-54-9

(障）就労継続支援(B型)
（主に知的）

154,030 ～ 179,870

0300-2205-00159
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 2 社会福祉法人光林会
障がい者支援施設ルン
ビニー苑

花巻市石鳥谷町中寺林
12-54-9

障害者支援施設（施設入所支援
＋生活介護）（主に知的） 154,030 ～ 179,870

0300-2205-00009
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 保育士 小・中・高教諭
精神保健福祉
士

2
次世代IME福祉サービ
ス株式会社

福祉人材センターまで
お問合せください。

放課後等デイサービス 170,000 ～ 200,000
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求人票番号 職　　種 雇用形態 資格要件1 資格要件2 資格要件3
募集
人数

法人名 就業先名 就業先住所 就業先事業種別 賃　　金

0300-2205-00143
相談・支援・指
導員（施設）

非常勤・パート 保育士 児童指導員 養護学校教諭 1 セブンドット合同会社
多機能型ステーション望
花巻

花巻市桜町一丁目２５８
番１号

放課後等デイサービス 1,100 ～ 1,400

0300-2206-00224
介護支援専門
員

正職員
介護支援専門
員

介護支援専門
員取得見込

1 医療法人　中庸会
ゆうゆうの里指定居宅
介護支援事業所

花巻市石鳥谷町松林寺
3-82-1

居宅介護支援事業 180,000 ～ 225,000

0300-2206-00171
介護支援専門
員

正職員
介護支援専門
員

1 社会福祉法人平和会 社会福祉法人平和会
北上市村崎野12地割74
番

地域福祉センター 188,500 ～ 287,500

0300-2205-00086
介護支援専門
員

正職員
介護支援専門
員

社会福祉主事 その他 1 宝寿会
養護老人ホーム宝寿荘
（特定施設）

花巻市石鳥谷町上口一
丁目3番地3

養護老人ホーム（一般） 184,800 ～ 231,000

0300-2206-00196 保育士 正職員 保育士 1 株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズ北上むらさ
きの保育園

北上市村崎野15地割
298-30

保育所 187,000 ～ 187,000

0300-2206-00104 保育士 正職員 保育士 1 みつばち保育園 みつばち保育園
北上市花園町三丁目4-
45

保育所 145,000 ～ 240,000

0300-2206-00114 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士 幼稚園教諭 1 社会福祉法人二枚橋 にまいばしこども園
花巻市二枚橋町南一丁
目58-1

認定こども園 237,000 ～ 237,000

0300-2206-00113 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士 幼稚園教諭 1 社会福祉法人二枚橋 にまいばしこども園
花巻市二枚橋町南一丁
目58-1

認定こども園 237,000 ～ 237,000

0300-2206-00112 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士 幼稚園教諭 1 社会福祉法人二枚橋 にまいばしこども園
花巻市二枚橋町南一丁
目58-1

認定こども園 237,000 ～ 237,000

0300-2206-00197 保育士 非常勤・パート 保育士 幼稚園教諭 1 社会福祉法人二枚橋 にまいばしこども園
花巻市二枚橋町南一丁
目58-1

認定こども園 900 ～ 1,000

0300-2205-00130 保育士 非常勤・パート 保育士 2 みつばち保育園 みつばち保育園
北上市花園町三丁目4-
45

保育所 825 ～ 950

0300-2207-00076 看護職 正職員 看護師 准看護師 3 医療法人　中庸会
福祉人材センターまで
お問合せください。

介護老人保健施設 163,000 ～ 179,000

0300-2207-00061 看護職 正職員 看護師 准看護師 1 宝寿会
養護老人ホーム（特定
施設）

花巻市石鳥谷町上口一
丁目3番地3

特別養護老人ホーム 227,200 ～ 282,500

0300-2207-00056 看護職 正職員 看護師 准看護師 2 社会福祉法人大谷会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 172,224 ～ 261,864

0300-2207-00040 看護職 正職員 看護師 准看護師 1 第一商事株式会社
ケアタウンやちだもの家
北上

北上市立花17地割1-3
認知症対応型共同生活
介護

175,200 ～ 244,500

0300-2206-00233 看護職 正職員 看護師 准看護師 1 社会福祉法人光林会
障がい者支援施設ルン
ビニー苑

花巻市石鳥谷町中寺林
12-54-9

障害者支援施設（施設
入所支援＋生活介護）

171,140 ～ 261,020

0300-2206-00225 看護職 正職員 看護師 准看護師 1 医療法人　中庸会
介護老人保健施設　や
まゆりの里

遠野市宮守町達曽部
27-20-11

介護老人保健施設 190,000 ～ 272,000

0300-2206-00111 看護職 正職員 看護師 1 社会福祉法人二枚橋 にまいばしこども園
花巻市二枚橋町南一丁
目58-1

認定こども園 209,000 ～ 209,000
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0300-2206-00094 看護職 正職員 看護師 准看護師 1 サン・ミルク株式会社
横川目デイサービス長
寿園

北上市和賀町横川目
13-3-3

通所介護 200,000 ～ 230,000

0300-2206-00085 看護職 正職員 看護師 准看護師 1 医療法人　中庸会
介護老人保健施設　は
やちねの里

花巻市大迫町大迫4-
19-1

介護老人保健施設 190,000 ～ 272,000

0300-2206-00081 看護職 正職員 看護師 准看護師 1
社会福祉法人花巻保
健福祉会

若葉保育園
花巻市若葉町二丁目1-
22

保育所 172,300 ～ 199,300

0300-2205-00061 看護職 正職員 看護師 准看護師 1 医療法人　中庸会
介護老人保健施設　ゆ
うゆうの里

花巻市石鳥谷町松林寺
3-82-1

介護老人保健施設 190,000 ～ 272,000

0300-2205-00013 看護職 正職員 看護師 准看護師 1 社会福祉法人  光寿会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 197,200 ～ 268,200

0300-2207-00036 看護職
常勤（正職員
以外）

看護師 准看護師 1
社会福祉法人すみれ会　幼保
連携型認定こども園　島こども
園

社会福祉法人すみれ会　幼保連
携型認定こども園　島こども園

花巻市東十二丁目14-
36-3

認定こども園 177,600 ～ 212,700

0300-2207-00037 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 1 第一商事株式会社
ケアタウンやちだもの家
北上

北上市立花17地割1-3
認知症対応型共同生活
介護

1,000 ～ 1,100

0300-2205-00024 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 1 アントレーヴ株式会社
アントレーヴ株式会社　ｉｋ介護デ
イサービスセンター　スマイル

花巻市二枚橋５－３６０
－１

通所介護 1,260 ～ 1,310

0300-2205-00014 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 1 社会福祉法人  光寿会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 900 ～ 1,300

0300-2205-00017 栄養士 正職員 管理栄養士 1 社会福祉法人  光寿会
特別養護老人ホーム
光寿苑

和賀郡西和賀町湯本３０
地割７６ー１

特別養護老人ホーム 183,800 ～ 234,600

0300-2207-00057 調理員
常勤（正職員
以外）

調理師 2 社会福祉法人大谷会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 154,500 ～ 184,500

0300-2205-00016 調理員
常勤（正職員
以外）

1 社会福祉法人  光寿会
特別養護老人ホーム光
寿苑

和賀郡西和賀町湯本３０
地割７６番地１

特別養護老人ホーム 137,000 ～ 154,000

0300-2207-00081 事務職 正職員 社会福祉士
社会福祉士取
得見込

社会福祉主事 1
社会福祉法人北上市
社会福祉協議会

社会福祉法人北上市社
会福祉協議会

北上市常盤台二丁目１
番63号

社会福祉協議会 167,300 ～ 167,300

0300-2206-00232 事務職 正職員 1 社会福祉法人光林会 法人本部事務局総務課
花巻市石鳥谷町中寺林
12-54-9

障害者支援施設（施設入所支援
＋生活介護）（主に知的） 154,030 ～ 185,260

【県　　　南】

0300-2207-00068 介護職 正職員 1 株式会社　福伸
デイサービスセンターも
たい

奥州市前沢生母字中道
３－２

通所介護 150,784 ～ 155,984

0300-2206-00194 介護職 正職員 介護福祉士 1 社会福祉法人平和会 社会福祉法人平和会
北上市村崎野12地割74
番

特別養護老人ホーム 151,500 ～ 224,200

0300-2206-00173 介護職 正職員 3 株式会社リツワ
ケアビレッジ一関ケア
サービスステーション

一関市赤荻字月町176 有料老人ホーム 151,200 ～ 151,200
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0300-2206-00172 介護職 正職員 実務者研修
介護職員初任
者研修

ヘルパー１級 3 株式会社リツワ
ケアビレッジ一関ケア
サービスステーション

一関市赤荻字月町176
認知症対応型共同生活
介護

167,200 ～ 178,200

0300-2206-00169 介護職 正職員 介護福祉士 3 株式会社リツワ
ケアビレッジ一関ケア
サービスステーション

一関市赤荻字月町176
認知症対応型共同生活
介護

187,200 ～ 211,200

0300-2206-00040 介護職 正職員 介護福祉士
介護福祉士取
得見込

1 若葉会
介護老人保健施設　快
老苑金ヶ崎

胆沢郡金ヶ崎町西根鑓
水１０３－１

介護老人保健施設 138,000 ～ 252,400

0300-2205-00132 介護職 正職員 2 有限会社アセットリンク
福祉人材センターまで
お問合せください。

有料老人ホーム 160,000 ～ 205,000

0300-2205-00131 介護職 正職員 2 有限会社アセットリンク
福祉人材センターまで
お問合せください。

認知症対応型共同生活
介護

160,000 ～ 205,000

0300-2205-00057 介護職 正職員 2 社会福祉法人幸生会
特別養護老人ホームさ
くら

奥州市胆沢小山字道場
２５１番

特別養護老人ホーム 180,000 ～ 240,000

0300-2206-00151 介護職
常勤（正職員
以外）

介護福祉士
介護職員初任
者研修

看護師 2
社会福祉法人ふるさと
福祉会

社会福祉法人ふるさと
福祉会　穂の香の郷

胆沢郡金ヶ崎町西根北
荒巻２１番地１９

短期入所生活介護 143,290 ～ 214,200

0300-2206-00150 介護職
常勤（正職員
以外）

1
社会福祉法人ふるさと
福祉会

グループホーム　四季
の郷

胆沢郡金ヶ崎町西根北
荒巻２１番地１９

認知症対応型共同生活
介護

147,120 ～ 216,000

0300-2206-00149 介護職
常勤（正職員
以外）

1
社会福祉法人ふるさと
福祉会

グループホーム　えん
じゅの里

奥州市水沢真城字杉ノ
下１３１

認知症対応型共同生活
介護

147,120 ～ 216,000

0300-2205-00042 介護職
常勤（正職員
以外）

介護福祉士
介護職員初任
者研修

2
特定非営利活動法人　サポー
トセンターＮＰＯえさし

ふれあいステーション
「あじさい」

奥州市江刺八日町1-8-
8

通所介護 158,500 ～ 158,500

0300-2205-00005 介護職
常勤（正職員
以外）

3 株式会社文化タクシー
小規模多機能ホーム・グループ
ホーム ポランの広場いなせ

奥州市江刺稲瀬字水先
629

認知症対応型共同生活
介護

850 ～ 900

0300-2206-00193 介護職 非常勤・パート 介護福祉士
介護職員初任
者研修

実務者研修 3 株式会社リツワ
ケアビレッジ一関ケア
サービスステーション

一関市赤荻字月町176 訪問介護 950 ～ 1,050

0300-2205-00058 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

2 社会福祉法人幸生会
特別養護老人ホームさ
くら

奥州市胆沢小山字道場
２５１番

特別養護老人ホーム 950 ～ 1,100

0300-2205-00044
ホームヘル
パー

非常勤・パート
介護職員初任
者研修

介護福祉士 2
特定非営利活動法人　サポー
トセンターＮＰＯえさし

サポートセンターＮＰＯえさしヘ
ルパーステーション

奥州市江刺八日町1-8-
8

訪問介護 1,000 ～ 1,400

0300-2207-00062
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 2
社会福祉法人　フレン
ドシップいわて

虹の家
胆沢郡金ヶ崎町六原町
の内表道下31-2

障害者支援施設（施設入所支援
＋生活介護）（主に知的） 170,100 ～ 170,100

0300-2206-00130
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 介護福祉士
介護職員初任
者研修

社会福祉士 2 社会福祉法人愛護会
障がい者支援施設静山
園

奥州市水沢羽田町字門
下11-2

障害者支援施設（施設入所支援
＋生活介護）（主に知的） 160,800 ～ 217,000

0300-2205-00008
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 保育士 小・中・高教諭
精神保健福祉
士

2
次世代IME福祉サービ
ス株式会社

福祉人材センターまで
お問合せください。

放課後等デイサービス 170,000 ～ 200,000

0300-2206-00161
相談・支援・指
導員（施設）

常勤（正職員
以外）

社会福祉主事
介護支援専門
員

介護福祉士 1 合同会社　しづか亭 合同会社　しづか亭
西磐井郡平泉町平泉字
長倉１０－２

介護老人保健施設 200,000 ～ 280,000

22



求人票番号 職　　種 雇用形態 資格要件1 資格要件2 資格要件3
募集
人数

法人名 就業先名 就業先住所 就業先事業種別 賃　　金

0300-2207-00001
相談・支援・指
導員（施設）

非常勤・パート 5
合同会社　ブドリの町
から

福祉人材センターまで
お問合せください。

(障）共同生活援助（主
に知的）

850 ～ 1,200

0300-2206-00174
介護支援専門
員

正職員
介護支援専門
員

1 株式会社リツワ
ケアビレッジ一関ケア
サービスステーション

一関市赤荻字月町176 居宅介護支援事業 203,200 ～ 267,200

0300-2206-00147
介護支援専門
員

常勤（正職員
以外）

介護支援専門
員

1
社会福祉法人ふるさと
福祉会

社会福祉法人ふるさと福祉会
居宅介護支援事業所

胆沢郡金ヶ崎町西根北
荒巻２１番地１９

居宅介護支援事業 153,120 ～ 218,000

0300-2207-00069
介護支援専門
員

非常勤・パート
介護支援専門
員

1 株式会社　福伸
福伸指定介護支援事業
所

奥州市前沢生母字中道
３－２

居宅介護支援事業 1,134 ～ 1,474

0300-2206-00092 保育士 正職員 保育士 子育て支援員 2 保育園ゆいま～る
福祉人材センターまで
お問合せください。

保育所 153,000 ～ 200,000

0300-2205-00145 保育士 正職員 保育士 幼稚園教諭
保育士取得見
込

2 社会福祉法人さくら会 認定こども園　桜保育園 一関市東花王町３番地 認定こども園 189,500 ～ 253,000

0300-2207-00063 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士 2
社会福祉法人希望の
光

睦保育園 一関市田村町2番14号 保育所 171,800 ～ 189,896

0300-2207-00055 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士 2
社会福祉法人希望の
光

睦保育園 一関市田村町2番14号 保育所 171,800 ～ 189,896

0300-2206-00125 保育士 非常勤・パート 保育士 1 社会福祉法人　智禅会
社会福祉法人　智禅会
愛宕保育園

奥州市江刺愛宕字酉丸
180番地

保育所 870 ～ 960

0300-2206-00176 看護職 正職員 准看護師 3 株式会社リツワ
ケアビレッジ一関ケア
サービスステーション

一関市赤荻字月町176 訪問看護 239,200 ～ 259,200

0300-2206-00175 看護職 正職員 看護師 3 株式会社リツワ
ケアビレッジ一関ケア
サービスステーション

一関市赤荻字月町176 訪問看護 269,200 ～ 279,200

0300-2206-00041 看護職 正職員 看護師 准看護師 1 若葉会
介護老人保健施設　快
老苑金ヶ崎

胆沢郡金ヶ崎町西根鑓
水１０３－１

介護老人保健施設 186,400 ～ 308,600

0300-2206-00009 看護職 正職員 准看護師 看護師 2 社会福祉法人幸生会
特別養護老人ホームさ
くら

奥州市胆沢小山字道場
２５１番

特別養護老人ホーム 210,000 ～ 275,000

0300-2207-00067 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 1 株式会社　福伸
デイサービスセンターも
たい

奥州市前沢生母字中道
３－２

通所介護 1,129 ～ 1,158

0300-2206-00177 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 3 株式会社リツワ
ケアビレッジ一関ケア
サービスステーション

一関市赤荻字月町176 訪問看護 1,350 ～ 1,500

0300-2206-00010 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 1 社会福祉法人幸生会
特別養護老人ホームさ
くら

奥州市胆沢小山字道場
２５１番

特別養護老人ホーム 1,000 ～ 1,500

0300-2205-00135 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 2 合同会社　しづか亭 合同会社　しづか亭
西磐井郡平泉町平泉字
長倉１０－２

介護老人保健施設 1,200 ～ 1,800

0300-2205-00043 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 1
特定非営利活動法人　サポー
トセンターＮＰＯえさし

ふれあいステーション
「あじさい」

奥州市江刺八日町1-8-
8

通所介護 1,000 ～ 1,000
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0300-2206-00148 栄養士 正職員 栄養士 管理栄養士
栄養士取得見
込

1
社会福祉法人ふるさと
福祉会

地域密着特別養護老人
ホーム　穂の香の郷

胆沢郡金ヶ崎町西根北
荒巻２１番地１９

特別養護老人ホーム 159,820 ～ 219,200

0300-2205-00096 栄養士
常勤（正職員
以外）

栄養士 1 社会福祉法人平和会 社会福祉法人平和会
北上市和賀町岩崎18地
割57番地14

認定こども園 161,380 ～ 190,420

0300-2205-00094 調理員
常勤（正職員
以外）

1 社会福祉法人平和会 いいとよ保育園
北上市村崎野12地割74
番1

認定こども園 152,310 ～ 189,780

0300-2206-00120 調理員 非常勤・パート 調理師 栄養士 2 株式会社　ツクイ
福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 840 ～ 900

【沿岸北部】

0300-2207-00008 介護職 正職員 介護福祉士 実務者研修
介護職員初任者研
修修了見込 1 医療法人健生会

介護老人保健施設リハ
ビリタウンくじ

久慈市旭町第8地割100
番地2

介護老人保健施設 296,600 ～ 397,400

0300-2207-00006 介護職 正職員 実務者研修 介護福祉士 1 株式会社　海山会
小規模多機能ホーム
まごころ

洋野町種市41-15-2
小規模多機能型居宅介
護

153,000 ～ 240,000

0300-2207-00003 介護職 正職員 実務者研修 介護福祉士 1 株式会社　海山会
グループホーム　ほほ
えみ

洋野町種市41-15-2
小規模多機能型居宅介
護

153,000 ～ 240,000

0300-2206-00146 介護職 正職員 介護福祉士
介護職員初任
者研修

1
おかだ外科内科クリ
ニック

ハートランド宮古 宮古市実田二丁目5-12 通所リハビリテーション 280,000 ～ 400,000

0300-2206-00050 介護職 正職員 1
特定非営利活動法人　ファミ
リーサポートおひさま

特定非営利活動法人　ファミリー
サポートおひさま 久慈市栄町32-35-1 通所介護 850 ～ 950

0300-2205-00148 介護職 正職員 介護福祉士
介護支援専門
員

1 社団医療法人　祐和会
介護老人保健施設　欅
の里

久慈市小久慈町第16地
割12番地1

介護老人保健施設 180,000 ～ 249,000

0300-2205-00065 介護職 正職員 1
有限会社介護施設あ
お空

あお空グループホーム小本また
は小規模多機能センターあお空

下閉伊郡岩泉町小本字
南中野２８９

認知症対応型共同生活
介護

154,000 ～ 182,440

0300-2207-00005 介護職
常勤（正職員
以外）

2 株式会社　海山会
グループホーム　ほほ
えみ

洋野町種市41-15-2
小規模多機能型居宅介
護

830 ～ 1,200

0300-2207-00004 介護職
常勤（正職員
以外）

1 株式会社　海山会
グループホーム　ほほ
えみ

洋野町種市41-15-2
小規模多機能型居宅介
護

830 ～ 1,200

0300-2207-00002 介護職
常勤（正職員
以外）

1 株式会社　海山会
グループホーム　ほほ
えみ

洋野町種市41-15-2
小規模多機能型居宅介
護

830 ～ 1,200

0300-2206-00090 介護職
常勤（正職員
以外）

2
社会福祉法人　普代福
祉会

特別養護老人ホーム
うねとり荘

下閉伊郡普代村第24地
割字鳥居5番地1

特別養護老人ホーム 163,300 ～ 197,300

0300-2205-00157 介護職
常勤（正職員
以外）

1 社団医療法人　祐和会
介護老人保健施設　欅
の里

久慈市小久慈町第16地
割12番地1

介護老人保健施設 180,000 ～ 201,000

0300-2205-00076 介護職
常勤（正職員
以外）

介護職員初任
者研修

介護福祉士 1 社会福祉法人琥珀会
特別養護老人ホーム
こはく苑

久慈市小久慈町19-
118-1

特別養護老人ホーム 821 ～ 821
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0300-2205-00011 介護職
常勤（正職員
以外）

2 株式会社　海山会
小規模多機能ホーム ま
ごころ

洋野町種市41-15-2
小規模多機能型居宅介
護

830 ～ 1,200

0300-2205-00167 介護職 非常勤・パート
介護職員基礎
研修

介護福祉士 3 有限会社　七福神 優介護 久慈市湊町21-48 訪問介護 921 ～ 921

0300-2205-00165 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

実務者研修 介護福祉士 3 有限会社　七福神 優介護 久慈市湊町21-48 訪問介護 921 ～ 1,000

0300-2205-00104 介護職 非常勤・パート 2 社団医療法人　祐和会
介護老人保健施設　欅
の里

久慈市小久慈町第16地
割12番地1

介護老人保健施設 850 ～ 850

0300-2206-00152
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 社会福祉主事
介護支援専門
員

1 株式会社　藤森
デイサービスセンターひ
まわり

九戸郡洋野町種市第23
地割25番地89

通所介護 180,000 ～ 180,000

0300-2205-00149
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 社会福祉士
介護支援専門
員

1 社団医療法人　祐和会
介護老人保健施設　欅
の里

久慈市小久慈町第16地
割12番地1

介護老人保健施設 148,000 ～ 214,000

0300-2207-00071
相談・支援・指
導員（施設）

常勤（正職員
以外）

1 社団医療法人祐和会 生活訓練施設銀杏荘 久慈市門前1-151-1
(障）自立訓練（生活訓
練）（主に精神）

167,000 ～ 171,500

0300-2205-00166
相談・支援・指
導員（施設）

非常勤・パート 社会福祉主事 社会福祉士
介護支援専門
員

1 有限会社　七福神 優介護 久慈市湊町21-48 訪問介護 1,000 ～ 1,000

0300-2206-00154
介護支援専門
員

正職員
介護支援専門
員

介護支援専門
員取得見込

2
おかだ外科内科クリ
ニック

ハートランド宮古 宮古市実田二丁目5-12 居宅介護支援事業 170,000 ～ 220,000

0300-2205-00144
介護支援専門
員

正職員
介護支援専門
員

1
社会福祉法人山形福
祉会

社会福祉法人山形福祉
会

久慈市山形町 居宅介護支援事業 151,000 ～ 238,200

0300-2206-00057 セラピスト 正職員 理学療法士 作業療法士 1
おかだ外科内科クリ
ニック

ハートランド宮古 宮古市実田二丁目5-12 訪問リハビリテーション 256,000 ～ 320,000

0300-2205-00092 保育士 正職員 保育士
保育士取得見
込

幼稚園教諭 3 社会福祉法人慈愛会
福祉人材センターまで
お問合せください。

保育所 163,800 ～ 280,000

0300-2205-00048 保育士
常勤（正職員
以外）

保育士 幼稚園教諭 1 門前保育会 門前保育園 久慈市新中の橋 認定こども園 166,504 ～ 181,376

0300-2205-00091 保育士 非常勤・パート 保育士
保育士取得見
込

幼稚園教諭 3 社会福祉法人慈愛会
福祉人材センターまで
お問合せください。

保育所 850 ～ 1,000

0300-2206-00192 看護職
常勤（正職員
以外）

看護師 准看護師 1 株式会社　海山会
グループホーム　ほほ
えみ

洋野町種市41-15-2
小規模多機能型居宅介
護

1,000 ～ 1,200

0300-2206-00034 看護職
常勤（正職員
以外）

看護師 准看護師 1 社団医療法人　祐和会
介護老人保健施設　欅
の里

久慈市小久慈町第16地
割

介護老人保健施設 189,600 ～ 255,300

0300-2206-00037 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 1 社団医療法人　祐和会
介護老人保健施設　欅
の里

久慈市小久慈町第16地
割12番地1

介護老人保健施設 1,000 ～ 1,500

0300-2205-00164 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 1 有限会社　七福神 優介護 久慈市湊町21-48 訪問介護 1,000 ～ 1,000
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0300-2206-00135 調理員 非常勤・パート 1
おかだ外科内科クリ
ニック

ハートランド宮古 宮古市実田二丁目5-12 有料老人ホーム 850 ～ 850

0300-2206-00228
相談・支援員（相談
支援機関等） 正職員 社会福祉士 2

社会福祉法人　宮古市
社会福祉協議会

社会福祉法人　宮古市
社会福祉協議会

宮古市小山田二丁目9
番20号

社会福祉協議会 177,900 ～ 187,900

【沿岸南部】

0300-2207-00042 介護職 正職員 介護福祉士
介護職員基礎
研修

看護師 5 医療法人　楽山会
福祉人材センターまで
お問合せください。

介護老人保健施設 146,500 ～ 146,500

0300-2206-00087 介護職 正職員
介護職員初任
者研修

介護福祉士 1
岩手県高齢者福祉生
活協同組合

岩手高齢協　すずらん
陸前高田市米崎町字和
野66-4

通所介護 139,800 ～ 150,800

0300-2205-00102 介護職 正職員 介護福祉士 2 社会福祉法人典人会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 167,800 ～ 178,000

0300-2205-00099 介護職 正職員 介護福祉士 2 社会福祉法人典人会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 164,700 ～ 174,900

0300-2205-00101 介護職
常勤（正職員
以外）

2 社会福祉法人典人会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 161,200 ～ 161,200

0300-2206-00086 介護職 非常勤・パート
介護職員初任
者研修

介護福祉士 1
岩手県高齢者福祉生
活協同組合

岩手高齢協　すずらん
陸前高田市米崎町字和
野66-4

通所介護 821 ～ 841

0300-2205-00111 介護職 非常勤・パート 2
大船渡市農業協同組
合

福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 900 ～ 1,200

0300-2207-00039
ホームヘル
パー

正職員 介護福祉士
介護職員基礎
研修

看護師 2 医療法人　楽山会
福祉人材センターまで
お問合せください。

介護老人保健施設 141,000 ～ 141,000

0300-2205-00038
ホームヘル
パー

非常勤・パート 介護福祉士 ヘルパー１級
介護職員初任
者研修

2
ＳＯＭＰＯケア株式会
社

ＳＯＭＰＯケア　釜石
訪問介護

釜石市大町1丁目4-7 訪問介護 1,400 ～ 1,450

0300-2205-00037
ホームヘル
パー

非常勤・パート 介護福祉士 実務者研修
介護職員初任
者研修

2
ＳＯＭＰＯケア株式会
社

ＳＯＭＰＯケア　大船渡
訪問介護

大船渡市盛町みどり町
8-13

訪問介護 1,400 ～ 1,450

0300-2205-00100
相談・支援・指
導員（施設）

正職員 社会福祉士
精神保健福祉
士

社会福祉主事 2 社会福祉法人典人会
福祉人材センターまで
お問合せください。

特別養護老人ホーム 167,800 ～ 178,000

0300-2206-00078 セラピスト 正職員 理学療法士 作業療法士 1 医療法人勝久会
福祉人材センターまで
お問合せください。

介護老人保健施設 210,900 ～ 215,100

0300-2205-00055 セラピスト 正職員 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 5 ロッツ株式会社
福祉人材センターまで
お問合せください。

訪問リハビリテーション 220,000 ～ 420,000

0300-2205-00049 保育士 正職員
保育士取得見
込

2
特定非営利活動法人
NOWBELBE

特定非営利活動法人
NOWBELBE

大船渡市赤崎町字諏訪
前42-26

放課後等デイサービス 145,000 ～ 240,000

0300-2205-00046 看護職 正職員 准看護師 2 医療法人勝久会
福祉人材センターまで
お問合せください。

介護老人保健施設 161,400 ～ 180,900
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0300-2205-00045 看護職 正職員 看護師 3 医療法人勝久会
福祉人材センターまで
お問合せください。

介護老人保健施設 184,900 ～ 207,900

0300-2205-00110 看護職
常勤（正職員
以外）

看護師 准看護師 2
大船渡市農業協同組
合

福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 165,000 ～ 185,200

0300-2205-00109 看護職 非常勤・パート 看護師 准看護師 2
大船渡市農業協同組
合

福祉人材センターまで
お問合せください。

通所介護 1,050 ～ 1,050
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