
0800 2102 -00039 介護支援専門員 ＭＡＯ居宅介護支援センター 特別養護老人ホーム 日立市 1 正規 225,000 介護支援専門員 不可

0800 2012 -00079 介護職 特別養護老人ホーム　ＭＡＯ 特別養護老人ホーム 日立市 3 正規 有 171,000 可

0800 2012 -00160 介護職 まごころの家 通所介護 日立市 2 正規 有 193,000 介護職員初任者研修 介護福祉士 可

0800 2004 -00145 介護職 社会福祉法人　正和会 特別養護老人ホーム 日立市 3 正規 有 177,000
新卒
のみ

0800 2006 -00142 介護職 複合福祉施設　一想園 特別養護老人ホーム 日立市 1 正規 有 169,747 介護福祉士 介護職員初任者研修
新卒
のみ

0800 2012 -00017 介護職 複合福祉施設　一想園 特別養護老人ホーム 日立市 1 非常勤・パート 930 介護福祉士 介護職員初任者研修 可

0800 2012 -00081 介護職 複合福祉施設　一想園 特別養護老人ホーム 日立市 1 正規 有 165,000 介護福祉士 介護職員初任者研修 不可

0800 2012 -00175 介護職 ウエルシア介護サービス日立大みか 訪問入浴介護 日立市 1 非常勤・パート 870 介護福祉士 実務者研修 介護職員初任者研修 不可

0800 2101 -00025 介護職 複合福祉施設　一想園 特別養護老人ホーム 日立市 1 非正規 930 介護福祉士 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00040 介護職 田尻ヶ丘病院 介護医療院（介護療養型医療施設） 日立市 3 正規 有 140,000 介護福祉士 介護福祉士◎ 可

0800 2101 -00044 介護職 特別養護老人ホーム　サン豊浦 特別養護老人ホーム 日立市 1 非正規 184,861 可

0800 2101 -00045 介護職 特別養護老人ホーム　サン豊浦 特別養護老人ホーム 日立市 2 正規 有 184,861 可

0800 2101 -00054 介護職 社会福祉法人　正和会 特別養護老人ホーム 日立市 3 正規 有 177,000 不可

0800 2101 -00055 介護職 社会福祉法人　正和会 特別養護老人ホーム 日立市 3 非常勤・パート 871 可

0800 2006 -00141 相談・支援・指導員 複合福祉施設　一想園 (障）生活介護 日立市 2 正規 有 169,747 社会福祉士 社会福祉主事
新卒
のみ

0800 2007 -00125 相談・支援・指導員 社会福祉法人　正和会 特別養護老人ホーム 日立市 2 正規 有 195,000 社会福祉士 社会福祉主事 介護福祉士
新卒
のみ

0800 2012 -00066 相談・支援・指導員 複合福祉施設　一想園 (障）生活介護 日立市 1 非常勤・パート 930 可

0800 2012 -00080 相談・支援・指導員 複合福祉施設　一想園 (障）生活介護 日立市 2 正規 有 165,000 不可

0800 2101 -00026 相談・支援・指導員 複合福祉施設　一想園 (障）生活介護 日立市 1 非正規 930 可

0800 2101 -00043 調理員 特別養護老人ホーム　サン豊浦 特別養護老人ホーム 日立市 2 正規 163,685 可

0800 2101 -00058 介護支援専門員 藤井ハイム常陸太田 特別養護老人ホーム 常陸太田市 2 正規 201,150 介護支援専門員 不可

0800 2012 -00092 介護職 社会福祉法人　翔馬会 特別養護老人ホーム 常陸太田市 3 非正規 有 148,720 可

0800 2012 -00093 介護職 社会福祉法人　翔馬会 特別養護老人ホーム 常陸太田市 3 正規 有 169,000 介護福祉士 可

0800 2012 -00068 介護職 藤井ハイム常陸太田 特別養護老人ホーム 常陸太田市 3 正規 有 157,200 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00196 児童発達支援管理責任者 福）常陸太田市社会福祉協議会　児童発達支援事業所「あいあい」 児童発達支援（センター） 常陸太田市 1 非正規 170,000 保育士 不可
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0800 2102 -00003 看護職 特別養護老人ホーム　松籟荘 特別養護老人ホーム 高萩市 1 非正規 183,375 看護師 准看護師 不可

0800 2102 -00005 看護職 特別養護老人ホーム　松籟荘 特別養護老人ホーム 高萩市 1 正規 183,375 看護師 准看護師 不可

0800 2102 -00004 調理員 特別養護老人ホーム　松籟荘 特別養護老人ホーム 高萩市 1 非常勤・パート 855 可

0800 2004 -00110 介護職 特別養護老人ホームエスコート磯原 特別養護老人ホーム 北茨城市 2 正規 有 146,000 介護職員初任者研修 介護福祉士
新卒
のみ

0800 2012 -00184 介護職 特別養護老人ホームエスコート磯原 特別養護老人ホーム 北茨城市 4 非正規 有 860 介護職員初任者研修 介護福祉士 不可

0800 2101 -00160 看護職 だいせんデイサービス磯原 介護老人保健施設 北茨城市 1 正規 有 260,000 准看護師 看護師 可

0800 2101 -00177 相談・支援・指導員 特別養護老人ホームエスコート磯原 特別養護老人ホーム 北茨城市 1 正規 有 187,000 社会福祉主事 社会福祉士 可

0800 2012 -00098 ホームヘルパー 医療法人　博仁会 フロイデ総合在宅サポートセンターひたちなか 訪問介護 ひたちなか市 1 非正規 151,920 介護福祉士 不可

0800 2012 -00103 介護支援専門員 医療法人　博仁会 　ひたちなか総合ケアセンター 居宅介護支援事業 ひたちなか市 1 正規 188,900 主任介護支援専門員 介護支援専門員 不可

0800 2101 -00027 介護支援専門員 ケアプラン　「あい」 居宅介護支援事業 ひたちなか市 1 非常勤・パート 1,000 介護支援専門員 不可

0800 2101 -00036 介護支援専門員 グループホーム　ありが園 認知症対応型共同生活介護 ひたちなか市 1 非常勤・パート 有 1,000 介護支援専門員 不可

0800 2101 -00038 介護支援専門員 グループホーム　ありが園 認知症対応型共同生活介護 ひたちなか市 1 正規 有 210,000 介護支援専門員 不可

0800 2101 -00039 介護支援専門員 ケアプラン　「あい」 居宅介護支援事業 ひたちなか市 1 正規 200,000 介護支援専門員 主任介護支援専門員 不可

0800 2101 -00151 介護支援専門員 ウエルシア介護サービスひたちなか 居宅介護支援事業 ひたちなか市 1 正規 290,000 介護支援専門員 不可

0800 2012 -00161 介護職 まごころの家 通所介護 ひたちなか市 2 正規 有 195,000 介護職員初任者研修 介護福祉士 可

0800 2012 -00110 介護職 医療法人　博仁会　フロイデ総合在宅サポートセンターひたちなか 小規模多機能型居宅介護 ひたちなか市 1 非正規 有 150,200 介護福祉士 不可

0800 2101 -00028 介護職 シーサイド　ありが園 有料老人ホーム ひたちなか市 1 非常勤・パート 有 900 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00029 介護職 シーサイド　ありが園 有料老人ホーム ひたちなか市 1 正規 有 180,000 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00030 介護職 訪問介護　ありが園 訪問介護 ひたちなか市 1 非常勤・パート 900 介護職員初任者研修 介護福祉士 可

0800 2101 -00031 介護職 訪問介護　ありが園 訪問介護 ひたちなか市 1 正規 190,000 介護職員初任者研修 介護福祉士 可

0800 2101 -00032 介護職 39ガーデンプレイス　デイサービス　ありが湯 通所介護 ひたちなか市 1 非常勤・パート 860 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00033 介護職 39ガーデンプレイス　ありが塔 有料老人ホーム ひたちなか市 1 非常勤・パート 860 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00034 介護職 39ガーデンプレイス　ありが塔 有料老人ホーム ひたちなか市 1 正規 180,000 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00035 介護職 グループホームありが園 認知症対応型共同生活介護 ひたちなか市 1 非常勤・パート 有 900 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00037 介護職 グループホーム　ありが園 認知症対応型共同生活介護 ひたちなか市 1 正規 有 180,000 介護職員初任者研修 可

★　応募の際は、当センターへ求職登録の上、センターが発行する紹介状が必要です　★ 2／19 令和３年２月３日まで受付分
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0800 2101 -00197 介護職 医療法人　博仁会 フロイデ総合在宅サポートセンターひたちなか 小規模多機能型居宅介護 ひたちなか市 1 非常勤・パート 有 13,000 介護福祉士 不可

0800 2102 -00018 介護職 医療法人　博仁会　フロイデ総合在宅サポートセンターひたちなか 小規模多機能型居宅介護 ひたちなか市 1 非常勤・パート 900 介護福祉士 実務者研修 介護職員初任者研修 不可

0800 2012 -00063 相談・支援・指導員 共同生活援助　スマイルくらぶ (障）共同生活援助（主に知的） ひたちなか市 1 非常勤・パート 有 900 可

0800 2012 -00137 相談・支援・指導員 共同生活援助　スマイルくらぶ (障）共同生活援助（主に知的） ひたちなか市 1 非正規 有 900 可

0800 2102 -00016 相談・支援・指導員 医療法人　博仁会 　ひたちなか市北部地域包括支援センター 地域包括支援センター ひたちなか市 1 正規 181,400 社会福祉士 主任介護支援専門員 保健師 不可

0800 2102 -00017 セラピスト 医療法人　博仁会 　 介護老人保健施設 常陸大宮市 1 正規 232,000 言語聴覚士 不可

0800 2012 -00101 ホームヘルパー 医療法人　博仁会 大宮フロイデハイム 訪問介護 常陸大宮市 1 非正規 151,920 介護福祉士 不可

0800 2101 -00115 運転手 医療法人　博仁会 大宮フロイデハイム 介護老人保健施設 常陸大宮市 1 非正規 149,640 不可

0800 2012 -00023 介護支援専門員 特別養護老人ホームドルフィン 特別養護老人ホーム 常陸大宮市 1 正規 235,000 介護支援専門員 主任介護支援専門員 可

0800 2012 -00102 介護支援専門員 医療法人　博仁会 　大宮総合在宅ケアプランセンター 居宅介護支援事業 常陸大宮市 1 正規 188,900 介護支援専門員 主任介護支援専門員 不可

0800 2101 -00113 介護支援専門員 医療法人　博仁会 　大宮フロイデハイム 介護老人保健施設 常陸大宮市 1 正規 188,900 介護支援専門員 不可

0800 2012 -00024 介護職 特別養護老人ホームドルフィン 特別養護老人ホーム 常陸大宮市 2 非常勤・パート 1,090 介護福祉士 可

0800 2012 -00025 介護職 特別養護老人ホームドルフィン 特別養護老人ホーム 常陸大宮市 3 非正規 有 203,000 介護福祉士 可

0800 2012 -00026 介護職 特別養護老人ホームドルフィン 特別養護老人ホーム 常陸大宮市 3 非正規 有 183,000 介護職員初任者研修 実務者研修◎ 可

0800 2012 -00100 介護職 医療法人　博仁会 　フロイデ総合在宅サポートセンター山方 小規模多機能型居宅介護 常陸大宮市 1 非正規 有 150,200 介護福祉士 不可

0800 2012 -00105 介護職 医療法人　博仁会 志村大宮病院 高齢者関係総合施設 常陸大宮市 1 非常勤・パート 有 13,000 介護福祉士 不可

0800 2012 -00108 介護職 医療法人　博仁会 フロイデ総合在宅サポートセンター大宮 小規模多機能型居宅介護 常陸大宮市 1 非正規 有 150,200 介護福祉士 不可

0800 2012 -00112 介護職 医療法人　博仁会 大宮フロイデハイム 介護老人保健施設 常陸大宮市 1 非正規 有 150,200 介護福祉士 不可

0800 2012 -00113 介護職 医療法人　博仁会 志村大宮病院 高齢者関係総合施設 常陸大宮市 1 非正規 有 150,200 介護福祉士 不可

0800 2101 -00006 介護職 特別養護老人ホームドルフィン 特別養護老人ホーム 常陸大宮市 3 正規 有 183,000 介護職員初任者研修 実務者研修◎ 可

0800 2101 -00007 介護職 特別養護老人ホームドルフィン 特別養護老人ホーム 常陸大宮市 3 正規 有 203,000 介護福祉士 可

0800 2101 -00108 介護職 医療法人　博仁会 志村大宮病院 高齢者関係総合施設 常陸大宮市 1 非常勤・パート 880 介護福祉士 介護職員初任者研修 実務者研修 不可

0800 2102 -00014 介護職 医療法人　博仁会 　大宮フロイデハイム 介護老人保健施設 常陸大宮市 1 非正規 150,200 介護福祉士 不可

0800 2102 -00015 介護職 医療法人　博仁会 　大宮フロイデハイム 介護老人保健施設 常陸大宮市 1 非常勤・パート 有 13,000 介護福祉士 不可

0800 2101 -00005 看護職 特別養護老人ホームドルフィン 特別養護老人ホーム 常陸大宮市 1 正規 246,000 准看護師 看護師 可
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0800 2101 -00110 看護職 医療法人　博仁会 　フロイデ総合在宅サポートセンター山方 小規模多機能型居宅介護 常陸大宮市 1 正規 有 184,100 看護師 准看護師 不可

0800 2101 -00112 看護職 医療法人　博仁会 　志村大宮病院 救護施設 常陸大宮市 1 正規 有 159,100 看護師 准看護師 不可

0800 2101 -00114 事務職 医療法人　博仁会 　志村大宮病院 医療保護施設 常陸大宮市 1 非正規 149,640 不可

0800 2012 -00159 相談・支援・指導員 医療法人　博仁会 　大宮フロイデハイム 福祉事務所 常陸大宮市 1 正規 181,400 精神保健福祉士 不可

0800 2101 -00008 相談・支援・指導員 特別養護老人ホームドルフィン 特別養護老人ホーム 常陸大宮市 1 正規 235,000 社会福祉士 社会福祉主事 介護福祉士 可

0800 2102 -00012 相談・支援・指導員 医療法人　博仁会 　常陸大宮市南部地域包括支援センター 地域包括支援センター 常陸大宮市 1 正規 181,400 社会福祉士 主任介護支援専門員 保健師 不可

0800 2012 -00114 調理員 医療法人　博仁会 志村大宮病院 介護医療院（介護療養型医療施設） 常陸大宮市 1 非正規 154,800 不可

0800 2101 -00198 調理員 医療法人　博仁会 志村大宮病院 介護医療院（介護療養型医療施設） 常陸大宮市 1 非常勤・パート 900 調理師 不可

0800 2101 -00149 介護支援専門員 のぞみ居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業 那珂市 2 正規 210,000 介護支援専門員 可

0800 2101 -00173 介護支援専門員 ケアホームテンダーの杜こうのす 認知症対応型共同生活介護 那珂市 1 正規 250,000 介護支援専門員 不可

0800 2101 -00178 介護支援専門員 あい・ねもと薬局ケアプランセンター 居宅介護支援事業 那珂市 1 正規 200,000 介護支援専門員 介護支援専門員◎ 可

0800 2101 -00185 介護支援専門員 ウエルシア介護サービス那珂 居宅介護支援事業 那珂市 1 正規 290,000 介護支援専門員 不可

0800 2012 -00187 介護職 医療法人社団有朋会　栗田病院 認知症対応型通所介護 那珂市 3 正規 有 178,200 介護福祉士 不可

0800 2012 -00188 介護職 医療法人社団有朋会　栗田病院 認知症対応型通所介護 那珂市 5 非常勤・パート 有 940 介護職員初任者研修 不可

0800 2012 -00189 介護職 医療法人社団有朋会　栗田病院 認知症対応型通所介護 那珂市 5 非正規 有 940 介護福祉士 不可

0800 2101 -00174 介護職 ケアホームテンダーの杜こうのす 認知症対応型共同生活介護 那珂市 1 正規 有 180,000 不可

0800 2101 -00176 介護職 ケアホームテンダーの杜こうのす 認知症対応型共同生活介護 那珂市 3 非常勤・パート 935 不可

0800 2102 -00023 介護職 特別養護老人ホーム　藤井ハイム那珂 特別養護老人ホーム 那珂市 2 正規 有 156,600 可

0800 2102 -00022 看護職 特別養護老人ホーム　藤井ハイム那珂 特別養護老人ホーム 那珂市 1 正規 207,600 看護師 准看護師 可

0800 2012 -00185 事務職 社会福祉法人　那珂市社会福祉協議会 社会福祉協議会 那珂市 1 正規 182,200 社会福祉士 社会福祉士◎ 社会福祉主事 可

0800 2012 -00155 相談・支援・指導員 なるみ園 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 那珂市 2 非常勤・パート 880 介護職員初任者研修 不可

0800 2012 -00154 相談・支援・指導員 なるみ園 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 那珂市 2 正規 有 161,200 介護福祉士 社会福祉士 可

0800 2012 -00174 その他 萬有の森　グループホーム太陽（新棟） (障）共同生活援助 東海村 2 非常勤・パート 有 13,000 可

0800 2012 -00198 介護支援専門員 東海村社会福祉協議会　居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業 東海村 1 非正規 1,350 介護支援専門員 不可

0800 2102 -00052 介護職 萬有の森　メディック東海 通所介護 東海村 2 非常勤・パート 有 900 介護職員初任者研修 実務者研修 介護福祉士 可

★　応募の際は、当センターへ求職登録の上、センターが発行する紹介状が必要です　★ 4／19 令和３年２月３日まで受付分
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0800 2012 -00199 看護職 東海村社会福祉協議会　居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業 東海村 1 非正規 1,390 看護師 不可

0800 2102 -00053 看護職 萬有の森　メディック東海 通所介護 東海村 2 非常勤・パート 有 1,100 看護師 准看護師 可

0800 2012 -00029 相談・支援・指導員 第二幸の実園 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 東海村 2 非常勤・パート 有 950 可

0800 2012 -00030 相談・支援・指導員 第二幸の実園 (障）就労継続支援(B型)（主に知的） 東海村 2 正規 有 173,493 可

0800 2101 -00141 介護職 特別養護老人ホームあいおんの丘大子 特別養護老人ホーム 大子町 2 正規 有 185,040 介護職員初任者研修 可

0800 2012 -00157 (障）サービス管理責任者 医療法人　博仁会 　フロイデみと工房堀町 (障）就労継続支援(A型) 水戸市 1 正規 178,900 その他 不可

0800 2101 -00020 サービス提供責任者 セントケア水戸 訪問介護 水戸市 1 正規 200,000 実務者研修 介護福祉士 可

0800 2101 -00056 サービス提供責任者 コープヘルパーステーション 訪問介護 水戸市 1 正規 192,600 介護福祉士 介護福祉士◎ 不可

0800 2101 -00064 サービス提供責任者 サンピア訪問介護事業所 訪問介護 水戸市 1 正規 216,840 介護福祉士 介護職員基礎研修 ヘルパー１級 不可

0800 2012 -00144 その他 グループホームかたくり（認知症対応型共同生活介護） 認知症対応型共同生活介護 水戸市 1 非常勤・パート 860 介護福祉士 介護職員初任者研修 不可

0800 2012 -00145 その他 かたくりステイ　さざんか 短期入所生活介護 水戸市 1 非常勤・パート 860 介護福祉士 介護職員初任者研修 不可

0800 2101 -00071 その他 サービス付き高齢者向け住宅　かたくりの家 その他の老人福祉 水戸市 1 非常勤・パート 860 可

0800 2101 -00023 ホームヘルパー セントケア水戸 訪問介護 水戸市 1 正規 172,000 介護職員初任者研修 実務者研修 介護福祉士 可

0800 2101 -00024 ホームヘルパー セントケア水戸 訪問介護 水戸市 1 非正規 1,124 介護職員初任者研修 実務者研修 介護福祉士 可

0800 2101 -00068 ホームヘルパー ホームヘルパーステーション　けやき 訪問介護 水戸市 1 非常勤・パート 860 介護職員初任者研修 介護福祉士 不可

0800 2101 -00069 ホームヘルパー ホームヘルパーステーション　けやき 訪問介護 水戸市 1 非正規 900 介護職員初任者研修 介護福祉士 不可

0800 2101 -00070 ホームヘルパー ヘルパーステーション　けやき 訪問介護 水戸市 1 正規 169,600 介護職員初任者研修 介護福祉士 不可

0800 2101 -00077 ホームヘルパー ヘルパーステーション　かたくり 訪問介護 水戸市 1 正規 169,600 介護職員初任者研修 介護福祉士 不可

0800 2101 -00116 ホームヘルパー 訪問介護ステーションくるみ館 介護老人保健施設 水戸市 3 非常勤・パート 1,100 介護職員初任者研修 可

0800 2102 -00040 ホームヘルパー 株式会社風の通り道 訪問介護 水戸市 2 非常勤・パート 900 ヘルパー１級 介護職員初任者研修 介護福祉士 可

0800 2102 -00058 ホームヘルパー ホームヘルパーステーション　かたくり 訪問介護 水戸市 1 非常勤・パート 860 介護職員初任者研修 介護福祉士 不可

0800 2102 -00059 ホームヘルパー ホームヘルパーステーション　かたくり 訪問介護 水戸市 1 非正規 890 介護職員初任者研修 介護福祉士 不可

0800 2012 -00146 ユニットリーダー 特別養護老人ホーム　かたくりの郷（さと） 特別養護老人ホーム 水戸市 1 正規 有 169,900 介護福祉士 介護職員初任者研修 不可

0800 2004 -00108 栄養士 社会福祉法人　翠清福祉会 特別養護老人ホーム 水戸市 3 正規 158,400 栄養士 管理栄養士
新卒
のみ

0800 2101 -00122 栄養士 わかな保育園 保育所 水戸市 2 非常勤・パート 950 可

★　応募の際は、当センターへ求職登録の上、センターが発行する紹介状が必要です　★ 5／19 令和３年２月３日まで受付分
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0800 2012 -00147 栄養士 介護老人保健施設　ナーシングホームかたくり 介護老人保健施設 水戸市 1 正規 159,400 栄養士 管理栄養士 可

0800 2012 -00148 栄養士 介護老人保健施設　ナーシングホームかたくり 介護老人保健施設 水戸市 1 非常勤・パート 920 栄養士 管理栄養士 不可

0800 2012 -00013 介護支援専門員 セントケア看護小規模水戸千波 小規模多機能型居宅介護 水戸市 1 正規 222,500 介護支援専門員 不可

0800 2012 -00014 介護支援専門員 セントケア水戸千波 小規模多機能型居宅介護 水戸市 1 正規 222,500 介護支援専門員 不可

0800 2101 -00018 介護支援専門員 セントケア水戸 居宅介護支援事業 水戸市 1 正規 244,500 介護支援専門員 不可

0800 2101 -00019 介護支援専門員 セントケア水戸 居宅介護支援事業 水戸市 1 非常勤・パート 1,500 介護支援専門員 不可

0800 2101 -00078 介護支援専門員 居宅介護支援事業所　かたくり 居宅介護支援事業 水戸市 1 非常勤・パート 1,100 介護支援専門員 主任介護支援専門員 不可

0800 2101 -00079 介護支援専門員 居宅介護支援事業所　かたくり 居宅介護支援事業 水戸市 1 正規 有 166,600 介護支援専門員 主任介護支援専門員 不可

0800 2101 -00080 介護支援専門員 介護老人保健施設　ナーシングホームかたくり 介護老人保健施設 水戸市 1 正規 有 166,600 介護支援専門員 主任介護支援専門員 不可

0800 2101 -00106 介護支援専門員 特別養護老人ホーム　はぎの郷 特別養護老人ホーム 水戸市 1 正規 有 180,100 介護支援専門員 不可

0800 2101 -00158 介護支援専門員 特別養護老人ホーム　東野の家 特別養護老人ホーム 水戸市 1 正規 200,000 介護支援専門員 社会福祉士◎ 不可

0800 2101 -00199 介護支援専門員 常澄高齢者支援センター 地域包括支援センター 水戸市 1 正規 有 241,440 主任介護支援専門員 不可

0800 2102 -00013 介護支援専門員 医療法人　博仁会 　みと総合ケアプランセンター 居宅介護支援事業 水戸市 1 正規 188,900 介護支援専門員 主任介護支援専門員 不可

0800 2102 -00042 介護支援専門員 山水苑デイサービス千波 通所介護 水戸市 1 正規 219,100 介護支援専門員 可

0800 2102 -00062 介護支援専門員 特別養護老人ホーム　かたくりの郷（さと） 特別養護老人ホーム 水戸市 1 正規 有 166,600 介護支援専門員 主任介護支援専門員 介護福祉士 不可

0800 2004 -00107 介護職 社会福祉法人　翠清福祉会 特別養護老人ホーム 水戸市 5 正規 有 161,200
新卒
のみ

0800 2012 -00162 介護職 まごころの家 通所介護 水戸市 2 正規 有 193,000 介護職員初任者研修 介護福祉士 可

0800 2012 -00020 介護職 特別養護老人ホーム　東野の家 特別養護老人ホーム 水戸市 3 非常勤・パート 870 介護職員初任者研修 介護福祉士 可

0800 2012 -00061 介護職 山水苑デイサービス千波 通所介護 水戸市 1 非正規 980 可

0800 2012 -00099 介護職 医療法人　博仁会 水戸メディカルプラザ 小規模多機能型居宅介護 水戸市 1 非正規 有 150,200 介護福祉士 不可

0800 2012 -00104 介護職 医療法人　博仁会 水戸メディカルプラザ 小規模多機能型居宅介護 水戸市 1 非常勤・パート 有 13,000 介護福祉士 不可

0800 2012 -00109 介護職 医療法人　博仁会 　フロイデ総合在宅サポートセンター水戸河和田 小規模多機能型居宅介護 水戸市 1 非正規 有 150,200 介護福祉士 不可

0800 2012 -00106 介護職 医療法人　博仁会 フロイデ総合在宅サポートセンター 水戸けやき台 小規模多機能型居宅介護 水戸市 1 非常勤・パート 有 19,000 介護福祉士 不可

0800 2012 -00111 介護職 医療法人　博仁会 フロイデ総合在宅サポートセンター 水戸けやき台 小規模多機能型居宅介護 水戸市 1 非正規 有 150,200 介護福祉士 不可

0800 2012 -00107 介護職 医療法人　博仁会 フロイデ総合在宅サポートセンター水戸河和田 小規模多機能型居宅介護 水戸市 1 非常勤・パート 有 19,000 介護福祉士 不可

★　応募の際は、当センターへ求職登録の上、センターが発行する紹介状が必要です　★ 6／19 令和３年２月３日まで受付分
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0800 2012 -00140 介護職 グループホームかたくり（認知症対応型共同生活介護） 認知症対応型共同生活介護 水戸市 1 正規 有 157,100 介護福祉士 介護職員初任者研修 不可

0800 2012 -00141 介護職 かたくりステイ　さざんか 短期入所生活介護 水戸市 1 正規 有 157,100 介護福祉士 介護職員初任者研修 不可

0800 2012 -00142 介護職 介護老人保健施設　ナーシングホーム　かたくり 介護老人保健施設 水戸市 2 正規 有 157,100 介護福祉士 介護職員初任者研修 不可

0800 2012 -00143 介護職 特別養護老人ホーム　かたくりの郷（さと） 特別養護老人ホーム 水戸市 2 正規 有 157,100 介護福祉士 介護職員初任者研修 不可

0800 2012 -00152 介護職 ツクイ水戸 訪問介護 水戸市 3 正規 182,500 介護職員初任者研修 介護福祉士 可

0800 2012 -00158 介護職 医療法人　博仁会 フロイデ総合在宅サポートセンター 水戸けやき台 小規模多機能型居宅介護 水戸市 1 非常勤・パート 880 介護福祉士 介護職員初任者研修 実務者研修 不可

0800 2012 -00171 介護職 特別養護老人ホーム　アクティブハートさかど 特別養護老人ホーム 水戸市 2 非常勤・パート 1,010 介護福祉士 介護職員初任者研修 介護職員初任者研修◎ 不可

0800 2012 -00172 介護職 特別養護老人ホーム　アクティブハートさかど 特別養護老人ホーム 水戸市 2 正規 有 174,000 介護福祉士 実務者研修 介護職員初任者研修 可

0800 2012 -00190 介護職 特別養護老人ホーム愛友園 特別養護老人ホーム 水戸市 1 非正規 960 介護職員初任者研修 介護福祉士 可

0800 2012 -00191 介護職 特別養護老人ホーム愛友園 特別養護老人ホーム 水戸市 1 非常勤・パート 960 介護職員初任者研修 介護福祉士 可

0800 2101 -00016 介護職 セントケア看護小規模水戸千波 小規模多機能型居宅介護 水戸市 2 非常勤・パート 有 860 介護職員初任者研修 実務者研修 介護福祉士 不可

0800 2101 -00017 介護職 セントケア看護小規模水戸千波 小規模多機能型居宅介護 水戸市 1 正規 有 163,000 介護職員初任者研修 実務者研修 介護福祉士 不可

0800 2101 -00061 介護職 小規模機能型居宅介護　コンフォルト西原 小規模多機能型居宅介護 水戸市 1 正規 有 171,080 介護職員初任者研修 不可

0800 2101 -00073 介護職 デイサービスセンターさかど 通所介護 水戸市 1 正規 有 178,400 介護福祉士 不可

0800 2101 -00074 介護職 グループホームかたくり（認知症対応型共同生活介護） 認知症対応型共同生活介護 水戸市 1 非常勤・パート 860 不可

0800 2101 -00075 介護職 かたくりステイ　さざんか 短期入所生活介護 水戸市 1 非常勤・パート 860 不可

0800 2101 -00076 介護職 介護老人保健施設　ナーシングホーム　かたくり 介護老人保健施設 水戸市 1 非常勤・パート 860 不可

0800 2101 -00082 介護職 介護老人保健施設　大串の里 介護老人保健施設 水戸市 2 正規 有 150,000 可

0800 2101 -00085 介護職 介護老人保健施設　大串の里 介護老人保健施設 水戸市 2 非常勤・パート 855 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00088 介護職 医療法人　鳳香会　東前病院 介護医療院（介護療養型医療施設） 水戸市 2 正規 有 145,000 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00090 介護職 介護老人保健施設　渡里の里 介護老人保健施設 水戸市 2 正規 有 166,000 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00123 介護職 ケアステーション　藤が原 特別養護老人ホーム 水戸市 5 正規 有 185,000 可

0800 2101 -00146 介護職 介護老人保健施設　みがわ 介護老人保健施設 水戸市 2 非常勤・パート 945 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00147 介護職 介護老人保健施設　みがわ 介護老人保健施設 水戸市 2 正規 有 166,300 介護職員初任者研修◎ 可

0800 2101 -00148 介護職 介護老人保健施設　みがわ 介護老人保健施設 水戸市 2 正規 有 173,500 介護福祉士 可

★　応募の際は、当センターへ求職登録の上、センターが発行する紹介状が必要です　★ 7／19 令和３年２月３日まで受付分
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0800 2101 -00195 介護職 水戸市重症心身障害児（者）通園施設あけぼの学園 (障）生活介護 水戸市 1 非常勤・パート 920 介護職員初任者研修 介護福祉士 不可

0800 2101 -00200 介護職 介護老人保健施設　つまさと 介護老人保健施設 水戸市 2 正規 有 180,000 可

0800 2101 -00201 介護職 介護老人保健施設　つまさと　デイケア 通所リハビリテーション 水戸市 2 正規 170,000 可

0800 2101 -00208 介護職 介護老人保健施設　つまさと 介護老人保健施設 水戸市 2 正規 有 180,000 可

0800 2102 -00020 介護職 特別養護老人ホーム　東野の家 特別養護老人ホーム 水戸市 4 正規 有 154,000 介護福祉士 介護職員初任者研修 ヘルパー１級 不可

0800 2102 -00037 介護職 ケアステーション梅寿園 特別養護老人ホーム 水戸市 5 正規 有 185,000 可

0800 2102 -00038 介護職 ケアステーション梅寿園 特別養護老人ホーム 水戸市 3 非常勤・パート 900 可

0800 2102 -00045 介護職 しゃらく 認知症対応型通所介護 水戸市 2 正規 有 140,450 介護福祉士 介護職員初任者研修 可

0800 2102 -00060 介護職 かたくりステイ　さざんか 短期入所生活介護 水戸市 1 非正規 870 不可

0800 2102 -00061 介護職 グループホームかたくり（認知症対応型共同生活介護） 認知症対応型共同生活介護 水戸市 1 非正規 870 不可

0800 2102 -00054 介護職 フォレストヴィラ水戸 特別養護老人ホーム 水戸市 2 非正規 143,500 可

0800 2102 -00055 介護職 特別養護老人ホーム　フォレストヴィラ水戸 特別養護老人ホーム 水戸市 2 正規 有 143,500 可

0800 2102 -00056 介護職 フォレストヴィラ水戸 特別養護老人ホーム 水戸市 2 非常勤・パート 852 可

0800 2012 -00006 看護職 セントケア訪問看護ステーション水戸 訪問看護 水戸市 1 正規 287,500 看護師 不可

0800 2012 -00007 看護職 セントケア水戸千波（小規模多機能型居宅介護） 小規模多機能型居宅介護 水戸市 1 非常勤・パート 1,210 准看護師 看護師 不可

0800 2012 -00008 看護職 セントケア水戸千波（小規模多機能型居宅介護） 小規模多機能型居宅介護 水戸市 1 正規 246,500 准看護師 看護師 不可

0800 2012 -00149 看護職 特別養護老人ホーム　かたくりの郷（さと） 特別養護老人ホーム 水戸市 1 正規 218,400 看護師 准看護師 不可

0800 2101 -00060 看護職 介護付き有料老人ホーム その他の福祉施設・事業 水戸市 1 正規 233,400 看護師 不可

0800 2101 -00083 看護職 介護老人保健施設　大串の里 介護老人保健施設 水戸市 5 非常勤・パート 1,300 看護師 可

0800 2101 -00084 看護職 介護老人保健施設　大串の里 介護老人保健施設 水戸市 2 正規 有 200,000 看護師 准看護師 可

0800 2101 -00086 看護職 医療法人　鳳香会　東前病院 介護医療院（介護療養型医療施設） 水戸市 2 正規 有 200,000 看護師 准看護師 可

0800 2101 -00087 看護職 医療法人　鳳香会　東前病院 介護医療院（介護療養型医療施設） 水戸市 2 非常勤・パート 1,500 看護師 准看護師 可

0800 2101 -00089 看護職 介護老人保健施設　渡里の里 介護老人保健施設 水戸市 2 正規 有 241,000 看護師 准看護師 可

0800 2101 -00091 看護職 介護老人保健施設　渡里の里 介護老人保健施設 水戸市 2 非常勤・パート 有 23,000 看護師 准看護師 可

0800 2101 -00109 看護職 医療法人　博仁会 　水戸メディカルプラザ 小規模多機能型居宅介護 水戸市 1 正規 有 209,100 看護師 不可

★　応募の際は、当センターへ求職登録の上、センターが発行する紹介状が必要です　★ 8／19 令和３年２月３日まで受付分
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0800 2101 -00111 看護職 医療法人　博仁会 　フロイデ総合在宅サポートセンター水戸河和田 小規模多機能型居宅介護 水戸市 1 正規 有 184,100 看護師 准看護師 不可

0800 2101 -00194 看護職 水戸市重症心身障害児（者）通園施設あけぼの学園 (障）生活介護 水戸市 1 非常勤・パート 1,250 准看護師 看護師 不可

0800 2101 -00206 看護職 介護老人保健施設　つまさと 介護老人保健施設 水戸市 1 正規 200,000 准看護師 看護師 可

0800 2101 -00207 看護職 介護老人保健施設　つまさと 介護老人保健施設 水戸市 1 非常勤・パート 1,200 看護師 准看護師 可

0800 2102 -00036 看護職 特別養護老人ホーム　はぎの郷 特別養護老人ホーム 水戸市 1 正規 有 174,500 看護師 不可

0800 2012 -00183 管理者 水戸市重症心身障害児（者）通園施設あけぼの学園 (障）生活介護 水戸市 1 非正規 250,000 その他 介護福祉士 社会福祉士 不可

0800 2012 -00197 事務職 医療法人　博仁会 水戸メディカルプラザ 通所リハビリテーション 水戸市 1 非正規 有 870 不可

0800 2101 -00162 事務職 社会福祉法人木犀会　本部　企画部 法人本部 水戸市 1 正規 156,900 可

0800 2008 -00098 相談・支援・指導員 社会福祉法人ひだまり会 (障）生活介護（主に精神） 水戸市 2 正規 179,000 社会福祉主事 精神保健福祉士 社会福祉士
新卒
のみ

0800 2012 -00127 相談・支援・指導員 社会福祉法人ひだまり会 (障）共同生活援助（主に精神） 水戸市 2 正規 137,290 可

0800 2012 -00128 相談・支援・指導員 社会福祉法人ひだまり会 (障）共同生活援助（主に精神） 水戸市 2 非常勤・パート 880 可

0800 2012 -00129 相談・支援・指導員 社会福祉法人ひだまり会 (障）共同生活援助（主に精神） 水戸市 2 非常勤・パート 880 可

0800 2101 -00144 相談・支援・指導員 障害者支援施設「第二若葉園」 (障）生活介護（主に知的） 水戸市 1 正規 有 163,134 可

0800 2101 -00072 相談・支援・指導員 デイサービスセンターさかど 通所介護 水戸市 1 正規 有 178,400 介護福祉士 不可

0800 2101 -00081 相談・支援・指導員 介護老人保健施設　ナーシングホームかたくり 介護老人保健施設 水戸市 1 非常勤・パート 860 社会福祉主事 社会福祉士 不可

0800 2101 -00107 相談・支援・指導員 特別養護老人ホーム　はぎの郷 特別養護老人ホーム 水戸市 1 正規 有 173,100 介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 不可

0800 2101 -00139 相談・支援・指導員 社会福祉法人ひだまり会 その他の障害者福祉共通 水戸市 1 正規 187,000 精神保健福祉士 社会福祉士 その他 可

0800 2102 -00001 相談・支援・指導員 スペース・ゆい (障）生活介護（主に身体） 水戸市 1 非正規 907 可

0800 2102 -00063 相談・支援・指導員 介護老人保健施設　ナーシングホームかたくり 介護老人保健施設 水戸市 1 正規 有 166,600 社会福祉主事 介護福祉士 不可

0800 2101 -00129 調理員 医療法人　博仁会 　フロイデ総合在宅サポートセンター水戸河和田 小規模多機能型居宅介護 水戸市 1 非正規 154,800 栄養士 不可

0800 2101 -00130 調理員 医療法人　博仁会 フロイデ総合在宅サポートセンター 水戸けやき台 通所介護 水戸市 1 非正規 154,800 栄養士 不可

0800 2101 -00140 調理員 わかな保育園 保育所 水戸市 2 非常勤・パート 900 可

0800 2101 -00193 調理員 水戸市重症心身障害児（者）通園施設あけぼの学園 (障）生活介護 水戸市 1 非常勤・パート 860 可

0800 2012 -00130 保育士 ユーアイほいくえん 保育所 水戸市 2 非常勤・パート 970 保育士 可

0800 2012 -00131 保育士 ユーアイほいくえん 保育所 水戸市 2 正規 185,300 保育士 保育士◎ 可

★　応募の際は、当センターへ求職登録の上、センターが発行する紹介状が必要です　★ 9／19 令和３年２月３日まで受付分
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0800 2012 -00166 保育士 かがやき保育園みと 保育所 水戸市 2 非常勤・パート 980 保育士 保育士◎ 子育て支援員 可

0800 2101 -00046 保育士 うらら保育室 保育所 水戸市 2 非常勤・パート 1,000 保育士 不可

0800 2101 -00138 保育士 日本赤十字社茨城県支部乳児院 乳児院 水戸市 2 非正規 有 168,692 保育士 可

0800 2101 -00145 保育士 わかな保育園 保育所 水戸市 2 非常勤・パート 950 保育士 可

0800 2101 -00047 保育補助 うらら保育室 保育所 水戸市 2 非常勤・パート 900 子育て支援員 不可

0800 2005 -00110 介護職 愛の会本部分室　総企発展室　人事部 特別養護老人ホーム 水戸市他 8 正規 有 195,100
新卒
のみ

0800 2005 -00111 介護職 愛の会本部分室　総企発展室　人事部 介護老人保健施設 水戸市他 6 正規 有 195,100
新卒
のみ

0800 2101 -00153 ホームヘルパー 指定訪問介護事業所　ゆう 訪問介護 笠間市 2 非常勤・パート 907 不可

0800 2101 -00154 ホームヘルパー 指定訪問介護事業所　ゆう 訪問介護 笠間市 1 正規 有 156,900 介護職員初任者研修 不可

0800 2101 -00021 介護支援専門員 セントケア看護小規模友部 小規模多機能型居宅介護 笠間市 1 非正規 1,500 介護支援専門員 不可

0800 2101 -00022 介護支援専門員 セントケア看護小規模友部 小規模多機能型居宅介護 笠間市 1 正規 244,500 介護支援専門員 不可

0800 2012 -00009 介護職 セントケア看護小規模友部 小規模多機能型居宅介護 笠間市 2 正規 有 171,000 介護職員初任者研修 実務者研修 介護福祉士 不可

0800 2012 -00011 介護職 セントケア看護小規模友部 小規模多機能型居宅介護 笠間市 2 非常勤・パート 有 860 介護職員初任者研修 実務者研修 介護福祉士 不可

0800 2012 -00151 介護職 介護老人保健施設あたごナーシングビラ 介護老人保健施設 笠間市 2 非常勤・パート 900 介護福祉士 介護職員初任者研修 可

0800 2012 -00153 介護職 特別養護老人ホーム　笠間陽だまり館 特別養護老人ホーム 笠間市 1 非常勤・パート 851 介護職員初任者研修 実務者研修 介護福祉士 可

0800 2101 -00092 介護職 誠芳会　介護老人保健施設　オリーブ友部館 介護老人保健施設 笠間市 3 正規 有 148,000 可

0800 2101 -00093 介護職 誠芳会　介護老人保健施設　オリーブ友部館 介護老人保健施設 笠間市 3 非常勤・パート 有 13,500 不可

0800 2101 -00094 介護職 誠芳会　介護老人保健施設　オリーブ友部館 介護老人保健施設 笠間市 2 非常勤・パート 900 可

0800 2101 -00125 介護職 介護老人保健施設　シルバービィレッジ 介護老人保健施設 笠間市 1 正規 有 194,500 介護職員初任者研修 介護福祉士 可

0800 2102 -00044 介護職 特別養護老人ホーム　笠間陽だまり館 特別養護老人ホーム 笠間市 2 正規 有 145,900 介護職員初任者研修 実務者研修 可

0800 2012 -00010 看護職 セントケア看護小規模友部 小規模多機能型居宅介護 笠間市 1 正規 266,500 看護師 不可

0800 2012 -00012 看護職 セントケア看護小規模友部 小規模多機能型居宅介護 笠間市 1 非正規 1,310 看護師 准看護師 不可

0800 2101 -00124 看護職 介護老人保健施設　シルバービィレッジ 介護老人保健施設 笠間市 1 正規 有 220,000 看護師 准看護師 可

0800 2102 -00024 看護職 愛の里 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 笠間市 1 正規 212,562 看護師 准看護師 可

0800 2102 -00043 看護職 特別養護老人ホーム　笠間陽だまり館 特別養護老人ホーム 笠間市 1 正規 186,100 看護師 准看護師 不可

★　応募の際は、当センターへ求職登録の上、センターが発行する紹介状が必要です　★ 10／19 令和３年２月３日まで受付分
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0800 2010 -00191 相談・支援・指導員 愛の里 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 笠間市 3 正規 有 201,348
新卒
のみ

0800 2007 -00048 その他 介護老人保健施設　小川敬愛の杜 介護老人保健施設 小美玉市 1 正規 有 210,300 社会福祉主事◎ 社会福祉士◎ 介護福祉士◎
新卒
のみ

0800 2101 -00133 介護支援専門員 居宅介護支援事業所サン・テレーズ 居宅介護支援事業 小美玉市 1 正規 175,000 介護支援専門員 不可

0800 2101 -00170 介護支援専門員 小川敬愛の杜 介護老人保健施設 小美玉市 1 正規 有 185,800 介護支援専門員 可

0800 2101 -00171 介護支援専門員 居宅介護支援ハート２４小川事業所 介護老人保健施設 小美玉市 1 正規 有 344,600 介護支援専門員 可

0800 2102 -00041 介護支援専門員 介護福祉課 地域包括支援センター 小美玉市 1 非常勤・パート 189,135 主任介護支援専門員 主任介護支援専門員◎ 介護支援専門員 可

0800 2012 -00091 介護職 特別養護老人ホーム晴風園 特別養護老人ホーム 小美玉市 3 正規 有 159,000 介護福祉士 社会福祉主事 介護職員基礎研修 可

0800 2012 -00164 介護職 特別養護老人ホーム　サンホーム竹原 特別養護老人ホーム 小美玉市 2 正規 有 156,000 介護福祉士 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00131 介護職 介護老人保健施設　サン・テレーズ 介護老人保健施設 小美玉市 1 正規 有 155,000 不可

0800 2101 -00132 介護職 介護老人保健施設　サン・テレーズ 介護老人保健施設 小美玉市 1 正規 有 155,000 介護福祉士 不可

0800 2101 -00134 介護職 介護老人保健施設　サン・テレーズ 介護老人保健施設 小美玉市 1 非常勤・パート 860 不可

0800 2101 -00135 介護職 介護老人保健施設　サン・テレーズ 介護老人保健施設 小美玉市 1 非常勤・パート 900 介護福祉士 不可

0800 2101 -00142 介護職 特別養護老人ホーム　あいおんの里羽鳥 特別養護老人ホーム 小美玉市 4 正規 有 185,040 介護職員初任者研修 不可

0800 2101 -00169 介護職 介護老人保健施設　小川敬愛の杜 介護老人保健施設 小美玉市 2 正規 有 193,200 可

0800 2101 -00167 看護職 介護老人保健施設　小川敬愛の杜 介護老人保健施設 小美玉市 2 非常勤・パート 有 1,020 准看護師 看護師 可

0800 2101 -00168 看護職 介護老人保健施設　小川敬愛の杜 介護老人保健施設 小美玉市 2 正規 有 206,300 准看護師 看護師 可

0800 2012 -00042 相談・支援・指導員 たまりメリーホーム （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 小美玉市 5 正規 有 180,200 可

0800 2012 -00043 相談・支援・指導員 たまりメリーホーム （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に身体） 小美玉市 3 非常勤・パート 880 不可

0800 2012 -00044 相談・支援・指導員 たまりメリーホーム （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 小美玉市 3 正規 有 186,800 可

0800 2012 -00090 相談・支援・指導員 特別養護老人ホーム晴風園 特別養護老人ホーム 小美玉市 1 正規 有 174,000 社会福祉士 介護福祉士 介護支援専門員 可

0800 2012 -00003 その他 株式会社　ニューライフ三浦 地域密着型特定施設入居者生活介護 茨城町 2 非常勤・パート 950 不可

0800 2012 -00005 その他 株式会社　ニューライフ三浦 地域密着型特定施設入居者生活介護 茨城町 2 非正規 950 不可

0800 2012 -00002 介護職 株式会社　ニューライフ三浦 認知症対応型共同生活介護 茨城町 2 非常勤・パート 有 13,800 不可

0800 2012 -00004 介護職 株式会社　ニューライフ三浦 認知症対応型共同生活介護 茨城町 2 非常勤・パート 950 不可

0800 2012 -00165 介護職 介護老人保健施設　エバーグリーン 介護老人保健施設 茨城町 3 非常勤・パート 920 介護職員初任者研修 介護職員初任者研修◎ ヘルパー１級 可

★　応募の際は、当センターへ求職登録の上、センターが発行する紹介状が必要です　★ 11／19 令和３年２月３日まで受付分
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0800 2101 -00012 介護職 株式会社　ニューライフ三浦 認知症対応型共同生活介護 茨城町 2 非常勤・パート 有 950 不可

0800 2101 -00048 介護職 特別養護老人ホーム　みどりの杜 特別養護老人ホーム 茨城町 1 非常勤・パート 860 介護福祉士 介護職員初任者研修 不可

0800 2101 -00049 介護職 特別養護老人ホーム　みどりの杜 特別養護老人ホーム 茨城町 2 正規 有 195,800 不可

0800 2101 -00143 介護職 介護老人保健施設　エバーグリーン 介護老人保健施設 茨城町 3 正規 有 163,000 介護職員初任者研修 実務者研修 ヘルパー１級 可

0800 2102 -00007 介護職 株式会社　ニューライフ三浦 認知症対応型共同生活介護 茨城町 2 正規 有 170,000 不可

0800 2012 -00001 看護職 株式会社　ニューライフ三浦 地域密着型特定施設入居者生活介護 茨城町 2 非常勤・パート 1,500 准看護師 可

0800 2012 -00064 看護職 指定障害者支援施設ひぬま荘 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 茨城町 2 非常勤・パート 1,400 看護師 准看護師 可

0800 2012 -00065 看護職 指定障害者支援施設ひぬま荘 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 茨城町 2 正規 198,200 看護師 准看護師 可

0800 2101 -00041 看護職 介護老人保健施設　エバーグリーン 介護老人保健施設 茨城町 2 非常勤・パート 有 1,400 准看護師 看護師 可

0800 2102 -00006 看護職 株式会社　ニューライフ三浦 訪問看護 茨城町 1 正規 260,000 看護師 可

0800 2005 -00059 相談・支援・指導員 指定障害者支援施設ひぬま荘 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 茨城町 3 正規 有 151,500 介護支援専門員 介護福祉士 介護職員初任者研修
新卒
のみ

0800 2101 -00013 保育士 株式会社　ニューライフ三浦 地域密着型特定施設入居者生活介護 茨城町 2 正規 180,000 保育士 不可

0800 2101 -00014 保育士 株式会社　ニューライフ三浦 地域密着型特定施設入居者生活介護 茨城町 2 非常勤・パート 1,000 保育士 不可

0800 2101 -00188 介護支援専門員 介護老人保健施設　おおあらい 介護老人保健施設 大洗町 1 正規 200,000 介護支援専門員 介護支援専門員◎ 可

0800 2012 -00150 介護職 特別養護老人ホームひぬま苑 特別養護老人ホーム 大洗町 1 正規 有 160,000 介護職員初任者研修 可

0800 2012 -00121 看護職 大洗町社会福祉協議会　指定通所介護事業所 通所介護 大洗町 1 非常勤・パート 1,350 准看護師 看護師 可

0800 2101 -00155 相談・支援・指導員 介護老人保健施設　おおあらい 介護老人保健施設 大洗町 2 正規 160,000 社会福祉士 社会福祉主事 介護福祉士 可

0800 2101 -00156 相談・支援・指導員 医療法人渡辺会　大洗海岸病院 介護医療院（介護療養型医療施設） 大洗町 1 正規 200,000 社会福祉士 可

0800 2101 -00210 保育士 大洗かもめ保育園 保育所 大洗町 1 正規 159,000 保育士 可

0800 2012 -00022 セラピスト 児童デイサービス　くろーばー 児童発達支援（センター） 城里町 1 正規 230,000 言語聴覚士 可

0800 2012 -00021 相談・支援・指導員 児童デイサービス　くろーばー 放課後等デイサービス 城里町 2 非常勤・パート 1,000 小・中・高教諭 児童指導員 介護福祉士 可

0800 2004 -00160 相談・支援・指導員 鹿島育成園 福祉型障害児入所施設 鹿嶋市 2 正規 有 171,270 社会福祉主事◎ 保育士◎ 介護福祉士◎
新卒
のみ

0800 2101 -00057 相談・支援・指導員 鹿島育成園 福祉型障害児入所施設 鹿嶋市 2 非正規 有 180,800 不可

0800 2012 -00115 相談・支援・指導員 中台育心園 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 鹿嶋市 1 非正規 有 1,040 不可

0800 2012 -00116 相談・支援・指導員 中台育心園 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 鹿嶋市 1 正規 有 180,700 介護福祉士 社会福祉士 保育士 可

★　応募の際は、当センターへ求職登録の上、センターが発行する紹介状が必要です　★ 12／19 令和３年２月３日まで受付分



求人票番号
※詳細は

ふくしのお仕事
【詳細条件で検索】

をクリック！
⇒求人番号入力

新卒
応募

職種名称 就業先名 主な就業先事業種別名 市町村

募
集
人
数

雇用形態

夜
勤
宿
直

賃金下限
(年俸含む)

主に福祉資格名
※◎：取得見込
※●：受験資格

【注】すべてが必要とは限りません

0800 2101 -00190 相談・支援・指導員 放課後等デイサービス＋１happiness 放課後等デイサービス 鹿嶋市 2 非常勤・パート 900 その他 保育士 小・中・高教諭 可

0800 2101 -00191 相談・支援・指導員 放課後等デイサービス＋１happiness 放課後等デイサービス 鹿嶋市 2 正規 160,000 保育士 社会福祉士 小・中・高教諭 可

0800 2101 -00179 その他 地域包括支援センター済生会かみす 地域包括支援センター 神栖市 1 正規 170,000 社会福祉士 社会福祉士◎ 可

0800 2012 -00041 介護職 特別養護老人ホーム　マリンピア神栖 特別養護老人ホーム 神栖市 3 正規 有 158,300 介護福祉士 介護職員初任者研修 実務者研修 可

0800 2101 -00052 介護職 玉寿荘 特別養護老人ホーム 行方市 2 正規 有 190,600 介護福祉士 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00053 介護職 玉寿荘 特別養護老人ホーム 行方市 2 非正規 有 950 介護福祉士 介護職員初任者研修 不可

0800 2012 -00135 介護職 社会福祉法人　樅山会 特別養護老人ホーム 鉾田市 2 正規 有 166,400 介護職員初任者研修 介護福祉士 不可

0800 2012 -00136 看護職 樅山会 特別養護老人ホーム 鉾田市 2 非常勤・パート 1,200 看護師 准看護師 不可

0800 2102 -00057 看護職 社会福祉法人　樅山会 特別養護老人ホーム 鉾田市 2 正規 230,500 看護師 准看護師 不可

0800 2101 -00211 サービス提供責任者 アースサポート土浦 訪問介護 土浦市 1 正規 205,400 介護福祉士 ヘルパー１級 実務者研修 不可

0800 2012 -00196 ホームヘルパー 土浦市社会福祉協議会　訪問介護事業所うらら 訪問介護 土浦市 1 非正規 157,080 介護福祉士 介護職員初任者研修 不可

0800 2012 -00037 介護支援専門員 ケアプランセンターひかり 居宅介護支援事業 土浦市 2 正規 220,000 介護支援専門員 主任介護支援専門員 可

0800 2012 -00163 介護職 まごころの家 通所介護 土浦市 2 正規 有 205,000 介護職員初任者研修 介護福祉士 可

0800 2101 -00059 介護職 特別養護老人ホーム　もりの家 特別養護老人ホーム 土浦市 3 正規 有 187,660 介護福祉士 介護福祉士◎ 介護職員初任者研修 可

0800 2004 -00139 介護職 特別養護老人ホームこほく 特別養護老人ホーム 土浦市 5 正規 有 181,700 介護福祉士 社会福祉士 介護職員初任者研修
新卒
のみ

0800 2012 -00038 介護職 介護老人保健施設ひかり 介護老人保健施設 土浦市 3 正規 有 185,000 介護福祉士 実務者研修 介護職員初任者研修 可

0800 2012 -00067 介護職 介護老人保健施設さくら 介護老人保健施設 土浦市 3 正規 有 160,700 介護福祉士 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00004 介護職 介護老人保健施設えがお 短期入所生活介護 土浦市 2 正規 有 171,000 介護福祉士 その他 介護職員初任者研修 不可

0800 2101 -00063 介護職 特別養護老人ホームこほく 特別養護老人ホーム 土浦市 3 正規 有 181,700 介護福祉士 介護職員初任者研修 不可

0800 2101 -00166 介護職 シルトピア 特別養護老人ホーム 土浦市 5 正規 有 168,500 可

0800 2102 -00046 介護職 社会福祉法人寿生会 特別養護老人ホーム 土浦市 1 非常勤・パート 880 介護職員初任者研修 可

0800 2102 -00047 介護職 社会福祉法人寿生会 特別養護老人ホーム 土浦市 3 正規 有 170,000 可

0800 2012 -00039 看護職 介護老人保健施設ひかり 介護老人保健施設 土浦市 2 正規 有 208,000 看護師 准看護師 可

0800 2012 -00195 相談・支援・指導員 土浦市社会福祉協議会　指定特定相談支援事業所 (障）相談支援 土浦市 1 非正規 183,600 その他 不可

0800 2101 -00192 相談・支援・指導員 放課後等デイサービス　ドレミファソライズ FC土浦 放課後等デイサービス 土浦市 2 正規 260,000 児童指導員 社会福祉主事 保育士 可

★　応募の際は、当センターへ求職登録の上、センターが発行する紹介状が必要です　★ 13／19 令和３年２月３日まで受付分
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0800 2102 -00030 調理員 ニチイキッズ土浦さくら保育園 保育所 土浦市 1 非常勤・パート 851 不可

0800 2012 -00123 保育士 どんぐり保育園 保育所 土浦市 2 正規 有 186,700 保育士 保育士◎ 可

0800 2101 -00065 保育士 ニチイキッズ土浦さくら保育園 保育所 土浦市 1 非常勤・パート 880 保育士 保育士◎ 不可

0800 2102 -00032 保育士 ニチイキッズ土浦さくら保育園 保育所 土浦市 2 正規 180,000 保育士 保育士◎ 不可

0800 2012 -00031 保育補助 ニチイキッズ土浦さくら保育園 保育所 土浦市 1 非常勤・パート 851 子育て支援員 その他 不可

0800 2101 -00042 保育士 土浦愛隣会 保育所 土浦市他 3 正規 181,888 保育士 可

0800 2012 -00047 サービス提供責任者 ウエルシア介護サービス石岡 訪問介護 石岡市 1 正規 250,000 介護福祉士 不可

0800 2101 -00159 その他 知的障害者授産施設　しろがね苑 (障）共同生活援助（主に知的） 石岡市 2 非常勤・パート 900 不可

0800 2012 -00126 栄養士 国分台ふたば保育園 保育所 石岡市 2 正規 172,000 栄養士 栄養士◎ 可

0800 2101 -00127 栄養士 ケアハウス　ゼーレ ケアハウス 石岡市 1 正規 有 175,000 栄養士◎ 栄養士 可

0800 2012 -00035 介護職 特別養護老人ホームやさと 特別養護老人ホーム 石岡市 2 正規 有 172,880 可

0800 2012 -00074 介護職 介護老人保健施設　八郷プロバンス 介護老人保健施設 石岡市 1 正規 有 145,000 介護福祉士 可

0800 2012 -00139 介護職 明翠苑 特別養護老人ホーム 石岡市 1 正規 有 201,500 介護福祉士 可

0800 2012 -00173 介護職 グループホームさわらび 認知症対応型共同生活介護 石岡市 2 正規 有 172,880 可

0800 2012 -00075 看護職 介護老人保健施設　八郷プロバンス 介護老人保健施設 石岡市 1 正規 有 191,000 看護師 准看護師 可

0800 2101 -00051 事務職 慈翠舘 救護施設 石岡市 1 正規 148,500 可

0800 2101 -00189 事務職 ハートピア石岡 ケアハウス 石岡市 1 正規 有 145,900 可

0800 2004 -00070 相談・支援・指導員 はーとふる・ビレッジ （障）障害者支援施設（施設入所支援＋就労継続支援B型）（主に知的） 石岡市 1 正規 有 150,000 社会福祉士 社会福祉士◎
新卒
のみ

0800 2012 -00089 相談・支援・指導員 特別養護老人ホームセンチュリー石岡 特別養護老人ホーム 石岡市 1 正規 有 169,000 社会福祉士 介護福祉士 介護支援専門員 可

0800 2101 -00128 相談・支援・指導員 ケアハウス　ゼーレ ケアハウス 石岡市 1 正規 有 175,000 介護職員初任者研修 介護福祉士 社会福祉士 可

0800 2102 -00028 相談・支援・指導員 慈翠舘 救護施設 石岡市 2 正規 有 151,250 可

0800 2012 -00117 調理員 国分台ふたば保育園 保育所 石岡市 1 非常勤・パート 950 可

0800 2012 -00072 保育士 国分台ふたば保育園 保育所 石岡市 2 正規 178,880 保育士 可

0800 2012 -00078 保育士 国分台ふたば保育園 保育所 石岡市 2 非常勤・パート 145,600 保育士 可

0800 2012 -00170 保育士 かがやき保育園いしおか 保育所 石岡市 2 非常勤・パート 980 保育士 保育士◎ 子育て支援員 可

★　応募の際は、当センターへ求職登録の上、センターが発行する紹介状が必要です　★ 14／19 令和３年２月３日まで受付分
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0800 2012 -00077 相談・支援・指導員 どんぐりの家 放課後等デイサービス 龍ケ崎市 1 非常勤・パート 900 保育士 社会福祉士 児童指導員 可

0800 2102 -00029 相談・支援・指導員 すまいるランド (障）生活介護（主に知的） 龍ケ崎市 1 正規 170,000 作業療法士 社会福祉士 社会福祉主事◎ 可

0800 2012 -00186 相談・支援・指導員 ぱれっと 放課後等デイサービス 龍ケ崎市 1 非常勤・パート 960 保育士 児童指導員 小・中・高教諭 可

0800 2101 -00102 保育士 認定こども園ぶどうの木　竜ケ崎幼稚園 認定こども園 龍ケ崎市 1 正規 238,000 保育士 幼稚園教諭 可

0800 2004 -00097 介護職 特別養護老人ホーム　北相寿園 特別養護老人ホーム 取手市 2 正規 有 160,110 介護福祉士
新卒
のみ

0800 2012 -00133 介護職 特別養護老人ホーム・ルロシェ 特別養護老人ホーム 取手市 3 正規 有 160,800 可

0800 2012 -00134 看護職 特別養護老人ホーム・ルロシェ 特別養護老人ホーム 取手市 2 非常勤・パート 1,350 看護師 准看護師 可

0800 2102 -00008 相談・支援・指導員 地域包括支援センター緑寿荘 地域包括支援センター 取手市 1 正規 182,000 社会福祉士 介護支援専門員 主任介護支援専門員 可

0800 2102 -00021 保育士 取手市役所 保育所 取手市 5 非正規 200,600 保育士 可

0800 2008 -00158 保育士 幼保連携型認定こども園戸頭さくらの森 認定こども園 取手市 2 正規 206,550 保育士 幼稚園教諭
新卒
のみ

0800 2012 -00167 保育士 かがやき保育園とりで 保育所 取手市 2 非常勤・パート 980 保育士 保育士◎ 子育て支援員 可

0800 2101 -00202 相談・支援・指導員 特定非営利活動法人エス・エス・エス　茨城支部 生活保護関係総合施設 取手市他 3 正規 153,500 社会福祉士 精神保健福祉士 社会福祉主事 不可

0800 2012 -00056 セラピスト 社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会　通所介護事業所 通所介護 牛久市 1 非正規 237,920 理学療法士 作業療法士 不可

0800 2012 -00055 ホームヘルパー 社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会　訪問介護支援事業 訪問介護 牛久市 4 非常勤・パート 1,060 介護職員初任者研修 不可

0800 2012 -00052 介護職 社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会　通所介護事業 通所介護 牛久市 1 非正規 184,160 介護福祉士 介護職員初任者研修 不可

0800 2012 -00053 介護職 社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会　通所介護事業 通所介護 牛久市 2 非常勤・パート 960 介護福祉士 介護職員初任者研修 不可

0800 2101 -00104 介護職 介護老人保健施設　春秋園 介護老人保健施設 牛久市 2 正規 有 154,000 可

0800 2101 -00105 介護職 介護老人保健施設　春秋園 介護老人保健施設 牛久市 2 非常勤・パート 有 900 介護福祉士 介護職員初任者研修 可

0800 2012 -00060 看護職 社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会　通所介護事業 通所介護 牛久市 1 非常勤・パート 1,560 看護師 可

0800 2012 -00062 看護職 介護老人保健施設　春秋園 介護老人保健施設 牛久市 1 正規 有 197,100 看護師 准看護師 不可

0800 2101 -00103 看護職 介護老人保健施設　春秋園 介護老人保健施設 牛久市 2 正規 有 179,100 看護師 准看護師 不可

0800 2101 -00136 看護職 社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会　通所介護事業 通所介護 牛久市 1 非正規 1,560 看護師 可

0800 2101 -00180 看護職 社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会　地域包括支援センター 地域包括支援センター 牛久市 1 非正規 1,660 保健師 可

0800 2101 -00181 看護職 社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会　地域包括支援センター 地域包括支援センター 牛久市 1 非常勤・パート 1,660 保健師 可

0800 2101 -00182 看護職 社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会　地域包括支援センター 地域包括支援センター 牛久市 1 非正規 240,160 保健師 可

★　応募の際は、当センターへ求職登録の上、センターが発行する紹介状が必要です　★ 15／19 令和３年２月３日まで受付分
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0800 2012 -00051 相談・支援・指導員 知的障害者デイサービスわくわく (障）生活介護（主に知的） 牛久市 1 非常勤・パート 960 介護福祉士 社会福祉士 介護職員初任者研修 可

0800 2012 -00057 相談・支援・指導員 知的障害者デイサービスわくわく (障）自立訓練（生活訓練）（主に知的） 牛久市 1 非正規 186,288 介護福祉士 社会福祉士 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00137 相談・支援・指導員 知的障害者デイサービスわくわく (障）生活介護（主に知的） 牛久市 1 非正規 960 介護福祉士 社会福祉士 介護職員初任者研修 可

0800 2102 -00064 相談・支援・指導員 創想 児童発達支援（センター） 牛久市 2 正規 220,000 保育士 社会福祉士 精神保健福祉士 可

0800 2012 -00058 保育士 社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会 保育所 牛久市 4 非常勤・パート 1,060 保育士 可

0800 2012 -00059 保育士 社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会 保育所 牛久市 2 非正規 196,144 保育士 可

0800 2101 -00165 保育士 つつじが丘ふたばランド保育園 保育所 牛久市 2 正規 195,700 保育士 保育士◎ 可

0800 2012 -00169 保育士 かがやき保育園うしく 保育所 牛久市 2 非常勤・パート 980 保育士 保育士◎ 子育て支援員 可

0800 2012 -00046 サービス提供責任者 ウエルシア介護サービスつくば 訪問介護 つくば市 1 正規 250,000 介護福祉士 不可

0800 2012 -00015 ホームヘルパー マリア・カサブランカ 訪問介護 つくば市 7 非正規 有 1,550 可

0800 2012 -00070 ホームヘルパー 土屋訪問介護事業所　つくば (障）重度訪問介護（主に身体） つくば市 10 非常勤・パート 有 1,100 可

0800 2012 -00071 ホームヘルパー 土屋訪問介護事業所　つくば (障）重度訪問介護（主に身体） つくば市 10 非常勤・パート 有 1,100 介護福祉士 実務者研修 介護職員初任者研修 可

0800 2012 -00176 ホームヘルパー マリア・カサブランカ 訪問介護 つくば市 7 非常勤・パート 有 1,550 可

0800 2102 -00011 ホームヘルパー 土屋訪問介護事業所　つくば (障）重度訪問介護（主に身体） つくば市 5 正規 有 182,000 介護職員初任者研修 実務者研修 介護福祉士 可

0800 2101 -00187 介護職 ウエルシア介護サービス株式会社 訪問入浴介護 つくば市 3 正規 240,000 介護福祉士 不可

0800 2102 -00048 介護職 ウエルシア介護サービス株式会社 訪問入浴介護 つくば市 3 非常勤・パート 870 介護職員初任者研修 実務者研修 介護福祉士 不可

0800 2008 -00114 介護職 サンシャイン・ヴィラつくば倶楽夢 特定施設入居者生活介護 つくば市 2 正規 有 149,000
新卒
のみ

0800 2008 -00116 介護職 介護老人保健施設プレミエール元気館 介護老人保健施設 つくば市 3 正規 有 149,000
新卒
のみ

0800 2012 -00016 介護職 介護老人保健施設そよかぜ 介護老人保健施設 つくば市 2 正規 有 144,000 介護福祉士 介護福祉士◎ 介護職員初任者研修 可

0800 2012 -00049 介護職 デイサービスセンターさとのこハウス学園中央 通所介護 つくば市 1 正規 240,000 介護福祉士 不可

0800 2101 -00009 介護職 特別養護老人ホーム　アイリスコート 特別養護老人ホーム つくば市 5 正規 有 177,000 介護職員初任者研修 介護福祉士 可

0800 2101 -00152 介護職 キャンビー (障）生活介護 つくば市 7 非正規 156,240 可

0800 2101 -00157 介護職 キャンビー (障）生活介護 つくば市 7 非常勤・パート 950 可

0800 2101 -00010 相談・支援・指導員 特別養護老人ホーム　アイリスコート 特別養護老人ホーム つくば市 1 正規 173,000 社会福祉主事 社会福祉士 可

0800 2101 -00172 相談・支援・指導員 茨城県発達障害者支援センターCOLORSつくば 発達障害者支援センター運営事業 つくば市 1 正規 204,934 臨床心理士 可

★　応募の際は、当センターへ求職登録の上、センターが発行する紹介状が必要です　★ 16／19 令和３年２月３日まで受付分
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0800 2101 -00212 相談・支援・指導員 つくば市こども部子育て相談室 福祉事務所 つくば市 5 非常勤・パート 1,344 社会福祉士 社会福祉主事 医師 不可

0800 2012 -00168 保育士 かがやき保育園つくば 保育所 つくば市 2 非常勤・パート 980 保育士 保育士◎ 子育て支援員 可

0800 2101 -00011 保育士 アイリス保育園 保育所 つくば市 3 正規 179,390 保育士 幼稚園教諭 可

0800 2101 -00066 保育士 ニチイキッズみどりの中央保育園 保育所 つくば市 1 正規 180,000 保育士 保育士◎ 可

0800 2101 -00067 保育士 ニチイキッズみどりの中央保育園 保育所 つくば市 1 非常勤・パート 970 保育士 保育士◎ 可

0800 2102 -00034 保育士 （仮称）ニチイキッズ東光台保育園 保育所 つくば市 1 正規 180,000 保育士 保育士◎ 可

0800 2102 -00035 保育士 （仮称）ニチイキッズ東光台保育園 保育所 つくば市 1 非常勤・パート 970 保育士 保育士◎ 可

0800 2101 -00203 その他 らくてぃ守谷 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋自立訓練（機能）（主に知的） 守谷市 2 非常勤・パート 950 可

0800 2012 -00178 介護職 特別養護老人ホーム峰林荘 特別養護老人ホーム 守谷市 3 非常勤・パート 有 1,040 可

0800 2012 -00180 介護職 峰林荘 特別養護老人ホーム 守谷市 3 正規 有 192,000 介護福祉士 介護福祉士◎ 実務者研修 可

0800 2101 -00096 介護職 守谷在宅介護センター花きりん 高齢者関係総合施設 守谷市 2 正規 有 160,000 介護福祉士 介護職員初任者研修 可

0800 2012 -00179 看護職 特別養護老人ホーム　峰林荘 特別養護老人ホーム 守谷市 1 正規 199,500 看護師 准看護師 不可

0800 2101 -00050 相談・支援・指導員 放課後等デイサービス 遊学館守谷教室 放課後等デイサービス 守谷市 2 非常勤・パート 1,100 保育士 小・中・高教諭 幼稚園教諭 可

0800 2101 -00095 相談・支援・指導員 守谷障がい者支援センターダン・デ・らいおん 通所介護 守谷市 2 正規 有 160,000 介護福祉士 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00209 その他 らくてぃ守谷 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋自立訓練（機能）（主に知的） 守谷市他 10 非常勤・パート 950 可

0800 2102 -00051 その他 らくてぃ守谷 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋自立訓練（機能）（主に知的） 守谷市他 10 非常勤・パート 有 1,000 可

0800 2101 -00175 介護支援専門員 聖朋会 特別養護老人ホーム かすみがうら市 2 非正規 有 212,970 介護支援専門員 不可

0800 2012 -00088 介護職 特別養護老人ホーム霞ケ浦の里 特別養護老人ホーム かすみがうら市 2 正規 有 159,000 介護福祉士 社会福祉主事 介護職員基礎研修 可

0800 2102 -00025 介護職 特別養護老人ホーム　サンシャインつくば 特別養護老人ホーム かすみがうら市 2 正規 有 186,600 介護福祉士 介護福祉士◎ 実務者研修 可

0800 2012 -00087 事務職 特別養護老人ホーム霞ケ浦の里 特別養護老人ホーム かすみがうら市 1 正規 有 154,000 社会福祉主事 可

0800 2102 -00026 保育士 聖朋会 認定こども園 かすみがうら市 2 正規 171,600 保育士 保育士◎ 幼稚園教諭 可

0800 2102 -00027 保育士 聖朋会 認定こども園 かすみがうら市 2 非常勤・パート 950 保育士 幼稚園教諭 可

0800 2102 -00049 (障）サービス管理責任者 サポートセンター芝 (障）就労移行支援 つくばみらい市 1 正規 210,000 可

0800 2101 -00213 サービス提供責任者 ウエルシア介護サービスつくばみらい 訪問介護 つくばみらい市 1 正規 250,000 介護福祉士 不可

0800 2102 -00050 相談・支援・指導員 サポートセンター芝 (障）就労移行支援 つくばみらい市 2 正規 160,000 可

★　応募の際は、当センターへ求職登録の上、センターが発行する紹介状が必要です　★ 17／19 令和３年２月３日まで受付分
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0800 2101 -00117 保育士 合同会社ケアワーカーズ 放課後等デイサービス つくばみらい市 2 正規 190,000 保育士 可

0800 2101 -00118 保育士 合同会社ケアワーカーズ 放課後等デイサービス つくばみらい市 4 非常勤・パート 1,000 保育士 可

0800 2101 -00163 保育士 幼保連携型認定こども園ルンビニー学園 保育所 つくばみらい市 3 正規 245,300 幼稚園教諭 保育士 可

0800 2101 -00164 保育補助 幼保連携型認定こども園ルンビニー学園 保育所 つくばみらい市 5 非常勤・パート 950 可

0800 2101 -00120 サービス提供責任者 ケアステーション　コナン (障）相談支援（主に知的） 美浦村 1 正規 有 162,900 その他 不可

0800 2012 -00050 介護職 社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会 通所介護 阿見町 1 非常勤・パート 910 介護職員初任者研修 可

0800 2101 -00204 相談・支援・指導員 キッズルームばんびーに阿見館 児童発達支援（センター） 阿見町 2 非常勤・パート 870 保育士 児童指導員 小・中・高教諭 可

0800 2101 -00205 相談・支援・指導員 キッズルームばんびーに阿見館 児童発達支援（センター） 阿見町 1 正規 163,000 保育士 児童指導員 小・中・高教諭 可

0800 2102 -00031 保育士 ニチイキッズあみ保育室 保育所 阿見町 1 非常勤・パート 970 保育士 保育士◎ 可

0800 2102 -00033 保育士 ニチイキッズあみ保育室 保育所 阿見町 1 正規 180,000 保育士 保育士◎ 可

0800 2101 -00126 介護職 特別養護老人ホーム　千の風・河内 特別養護老人ホーム 河内町 3 正規 有 212,000 介護福祉士 実務者研修 介護職員初任者研修 可

0800 2012 -00177 介護支援専門員 利根町地域包括支援センター 地域包括支援センター 利根町 1 非常勤・パート 1,731 介護支援専門員 可

0800 2101 -00100 セラピスト 社会福祉法人　芳香会 医療型障害児入所施設 古河市 2 正規 有 208,500 理学療法士 作業療法士 不可

0800 2101 -00097 介護職 社会福祉法人　芳香会 特別養護老人ホーム 古河市 5 正規 有 146,500 不可

0800 2101 -00101 介護職 社会福祉法人　芳香会 医療型障害児入所施設 古河市 2 非常勤・パート 851 不可

0800 2101 -00015 介護職 特別養護老人ホーム　愛和苑 特別養護老人ホーム 古河市 2 正規 有 186,040 介護職員初任者研修 介護福祉士 可

0800 2101 -00098 看護職 社会福祉法人　芳香会 医療型障害児入所施設 古河市 4 正規 有 208,500 看護師 准看護師 不可

0800 2101 -00099 相談・支援・指導員 社会福祉法人　芳香会 特別養護老人ホーム 古河市 3 正規 有 169,500 社会福祉士 不可

0800 2005 -00066 栄養士 社会福祉法人　共生社 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 古河市他 1 正規 172,500 栄養士 栄養士◎
新卒
のみ

0800 2005 -00065 事務職 社会福祉法人　共生社 (障）就労継続支援(B型)（主に知的） 古河市他 1 正規 172,500
新卒
のみ

0800 2005 -00064 相談・支援・指導員 社会福祉法人　共生社 (障）就労継続支援(B型)（主に知的） 古河市他 10 正規 有 172,500
新卒
のみ

0800 2012 -00200 その他 下妻市役所 その他 下妻市 1 非正規 153,909 その他 可

0800 2012 -00045 介護支援専門員 ウエルシア介護サービス常総 居宅介護支援事業 常総市 1 正規 290,000 介護支援専門員 不可

0800 2012 -00032 介護職 特別養護老人ホーム　千の杜 特別養護老人ホーム 常総市 2 非常勤・パート 有 907 介護職員初任者研修 介護福祉士 実務者研修 不可

0800 2012 -00033 介護職 特別養護老人ホーム　千の杜 特別養護老人ホーム 常総市 3 正規 有 156,900 介護福祉士 実務者研修 実務者研修◎ 不可

★　応募の際は、当センターへ求職登録の上、センターが発行する紹介状が必要です　★ 18／19 令和３年２月３日まで受付分



求人票番号
※詳細は

ふくしのお仕事
【詳細条件で検索】

をクリック！
⇒求人番号入力

新卒
応募

職種名称 就業先名 主な就業先事業種別名 市町村

募
集
人
数

雇用形態

夜
勤
宿
直

賃金下限
(年俸含む)

主に福祉資格名
※◎：取得見込
※●：受験資格

【注】すべてが必要とは限りません

0800 2012 -00036 介護職 株式会社　幸壽会　つくば長寿の郷 短期入所生活介護 常総市 3 正規 有 171,000 可

0800 2102 -00002 介護職 特別養護老人ホーム　千の杜 特別養護老人ホーム 常総市 2 非常勤・パート 有 907 不可

0800 2102 -00019 介護職 株式会社　幸壽会　つくば長寿の郷 短期入所生活介護 常総市 3 非常勤・パート 有 870 可

0800 2101 -00119 看護職 特別養護老人ホーム　千の杜 特別養護老人ホーム 常総市 1 正規 有 174,500 看護師 不可

0800 2012 -00034 相談・支援・指導員 特別養護老人ホーム　千の杜 通所介護 常総市 1 正規 有 179,100 介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 不可

0800 2012 -00048 サービス提供責任者 ウエルシア介護サービス下館 訪問介護 筑西市 1 正規 250,000 介護福祉士 不可

0800 2008 -00115 介護職 介護老人保健施設プレミエール元気館　筑西 介護老人保健施設 筑西市 3 正規 有 149,000
新卒
のみ

0800 2012 -00069 相談・支援・指導員 ピアしらとり (障）就労継続支援(B型)（主に知的） 筑西市 2 正規 有 190,031 可

0800 2101 -00150 保育士 川島保育園 認定こども園 筑西市 2 非常勤・パート 900 幼稚園教諭 保育士 可

0800 2012 -00027 介護職 介護老人保健施設　きねぶち 介護老人保健施設 坂東市 2 非常勤・パート 860 可

0800 2012 -00028 介護職 介護老人保健施設　きねぶち 介護老人保健施設 坂東市 2 正規 有 168,000 可

0800 2012 -00118 介護職 特別養護老人ホームさしまの家 特別養護老人ホーム 坂東市 2 正規 有 180,000 介護福祉士 介護職員初任者研修 可

0800 2012 -00120 相談・支援・指導員 慈光良児園・慈光青年寮 福祉型障害児入所施設 坂東市 2 正規 有 200,000 介護福祉士 社会福祉士 保育士 可

0800 2012 -00018 保育士 認定こども園　あかつき保育園 認定こども園 坂東市 1 非常勤・パート 1,100 保育士 保育士◎ 幼稚園教諭 可

0800 2012 -00019 保育士 認定こども園　あかつき保育園 認定こども園 坂東市 1 正規 191,570 保育士 保育士◎ 幼稚園教諭 可

0800 2012 -00119 保育士 さしま保育園 保育所 坂東市 2 正規 210,000 保育士 可

0800 2012 -00086 介護職 上の原学園 特別養護老人ホーム 桜川市 5 正規 有 168,900 可

0800 2102 -00009 介護職 グループホーム　花水木岩瀬館 認知症対応型共同生活介護 桜川市 2 非常勤・パート 有 907 不可

0800 2101 -00161 看護職 真壁授産学園 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 桜川市 2 正規 有 163,200 看護師 准看護師 可

0800 2012 -00138 看護職 紫峰厚生園 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 桜川市 1 正規 188,000 准看護師 可

0800 2012 -00084 相談・支援・指導員 上の原学園 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 桜川市 5 非正規 950 不可

0800 2012 -00085 相談・支援・指導員 上の原学園 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 桜川市 5 正規 有 168,900 可

0800 2012 -00124 相談・支援・指導員 紫峰厚生園 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 桜川市 3 正規 有 165,212 可

0800 2101 -00003 介護職 介護老人保健施設　夢彩の舎 介護老人保健施設 境町 3 正規 有 201,400 介護福祉士 介護職員初任者研修 可

0800 2102 -00010 その他 一般社団法人茨城県福祉サービス振興会 要介護認定調査 全地域 3 非常勤・パート 3,500 介護支援専門員 不可

★　応募の際は、当センターへ求職登録の上、センターが発行する紹介状が必要です　★ 19／19 令和３年２月３日まで受付分


