
R4【第3期】学生の福祉職場アルバイト募集事業　求人情報一覧(R4.10月～）

詳細は、各求人票をご確認ください。ご不明な点は、岡山県福祉人材センターまでご連絡をお願いいたします。
（０８６－２２６－３５０７）

2022/10/24

★すまいる宣
言法人 求人票NO 法人名 事業所 高齢 障害 児童 保育 所在地

詳細資料

（PDF)

★ 2210001 社会福祉法人　クムレ あしたば 障害 倉敷市山地1730-1 PDF

★ 2210002 社会福祉法人　クムレ 小ざくら乳児保育園 保育 倉敷市水島北幸町2番3号 PDF

★ 2210003 社会福祉法人　クムレ 小ざくら第二保育園 保育 倉敷市連島町鶴新田1081-7 PDF

2210004 社会福祉法人　津山福祉会 特別養護老人ホーム　高寿園 高齢 津山市下高倉西１５８１－１ PDF

2210005 株式会社　ライフクリエイト デイサービスセンター　エルム撫川かりん棟 高齢 岡山市北区撫川828番3号 PDF

2210006 株式会社　ライフクリエイト 介護付有料老人ホーム　エルム撫川 高齢 岡山市北区撫川828番3号 PDF

2210007 社会福祉法人経山会 特別養護老人ホーム三清荘 高齢 総社市久米48-1 PDF

2210008 社会福祉法人経山会 美作特別養護老人ホームやすらぎ荘 高齢 美作市古町１７０７−３ PDF

2210009 社会福祉法人経山会 特別養護老人ホーム　飛鳥の里三清荘 高齢 笠岡市関戸837-1 PDF

2210010 社会福祉法人経山会 太陽保育園 保育 総社市南溝手277-1 PDF

2210011 社会福祉法人経山会 第二太陽保育園 保育 総社市井手438番 PDF

2210012 社会福祉法人愛育福祉会 めばえ保育園 保育 倉敷市連島町鶴新田2235－3 PDF

2210013 株式会社アイリーフ アイリーフ当新田 高齢 岡山市南区当新田364-5 PDF

2210014 株式会社アイリーフ 愛ファミリー天瀬 高齢 岡山市北区京橋南町5-28 PDF

2210015 サンキ・ウエルビィ株式会社 (複数あり) 高齢 岡山市、倉敷市、井原市 PDF

2210016 社会福祉法人アミカル 特別養護老人ホームきびハイツ 高齢 加賀郡吉備中央町上野１８８３－５ PDF

2210017 社会福祉法人かぶと会 特別養護老人ホーム瀬戸内荘・海 高齢 笠岡市横島1944番地1 PDF

★ 2210018 社会福祉法人　クムレ きらり水島 障害 倉敷市水島北幸町2-3 PDF

★ 2210019 社会福祉法人　クムレ 幼保連携型認定こども園　小ざくら保育園 児童 倉敷市水島北幸町2-3 PDF

★ 2210020 株式会社　創心會 グループホーム　心から 高齢 倉敷市茶屋町2102-14 PDF

★ 2210021 株式会社　創心會 ポジリハショート　茶屋町 高齢 倉敷市茶屋町2102-14 PDF

★ 2210022 株式会社　創心會 益野センター 高齢 岡山市東区可知3-17-53 PDF

★ 2210023 株式会社　創心會 岡南センター 高齢 岡山市南区築港新町1丁目6-7 PDF

★ 2210024 株式会社　創心會 笠岡センター 高齢 笠岡市生江浜826 PDF

★ 2210025 株式会社　創心會 今センター 高齢 岡山市北区今3丁目25-22 PDF

★ 2210026 株式会社　創心會 児童発達支援ルーム心歩（ココ・ア）　茶屋町 児童 倉敷市茶屋町1720-1 PDF

2210027 社会福祉法人　創心福祉会 百年煌俱楽部 高齢 倉敷市平田855 PDF

2210028 社会福祉法人　創心福祉会 地域密着型特別養護老人ホームくらしき日和 高齢 倉敷市平田855 PDF

★ 2210029 株式会社　創心會 総社センター 高齢 総社市中央6丁目2-108 PDF

★ 2210030 株式会社　創心會 陵南センター 高齢 岡山市北区東花尻256-1 PDF

★ 2210031 株式会社　創心會 玉島センター 高齢 倉敷市新倉敷駅前5-208 PDF

★ 2210032 株式会社　創心會 児島センター 高齢 倉敷市児島小川8丁目1-8 PDF

★ 2210033 株式会社　創心會 水島センター 高齢 倉敷市神田2丁目1-46 PDF

★ 2210034 株式会社　創心會 倉敷センター 高齢 倉敷市笹沖　117 PDF

★ 2210035 株式会社　創心會 本部センター 高齢 倉敷市茶屋町2102-14 PDF

★ 2210036 株式会社　創心會 邑久センター 高齢 瀬戸内市邑久町尾張105-2 PDF

2210037 株式会社タイオン３６５ タイオンデイトレ雄町 高齢 保育 岡山市中区国府市場１００－１ PDF

2210038 株式会社タイオン３６５ タイオンデイトレ倉敷 高齢 保育 倉敷市中島３０１２－１ PDF

2210039 株式会社タイオン３６５ タイオンデイトレ大元 高齢 保育 岡山市北区西古松１丁目36－25 PDF

https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210001-クムレあしたば）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210002-クムレ（乳児）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210003-クムレ（小ざくら第二保育園）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210004-高寿園-01③求人事業所　学生アルバイト求人登録様式１）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210005-株式会社ライフクリエイトかりんデイ.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210006-株式会社ライフクリエイト介護付き.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210007_-経山会（三清荘）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210008-経山会（やすらぎ荘）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210009-経山会（飛鳥の里）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210010-経山会（太陽）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210011-経山会（第二太陽）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210012-愛育福祉会めばえ保育園.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210013アイリーフ（アイリーフ当新田-）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210014アイリーフ（愛ファミリー天瀬）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210015-サンキ・ウエルビィ株式会社.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210016アミカル（きびハイツ）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210017-かぶと会瀬戸内荘・海）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210018-クムレきらり水島）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210019-クムレこども園）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210020-創心會（-グループホーム）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210021-創心會（ショートステイ）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210022-創心會（益野センター）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210023-創心會（岡南センター）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210024-創心會（笠岡センター）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210025-創心會（今センター）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210026-創心會（心歩）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210027-創心福祉会.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210028-創心福祉会特養.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210029-創心會（総社センター）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210030-創心會（-陵南センター）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210031-創心會（玉島センター）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210032-創心會（児島センター）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210033-創心會（水島センター）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210034-創心會（倉敷センター）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210035-創心會（本部センター）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210036-創心會（邑久センター）.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210037-タイオン365（タイオンデイトレ雄町.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210038-タイオン365倉敷.pdf
https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/2210039-タイオン365大元）.pdf

