
地区 求人者番号 法人名 分野 職種 住所

東部 1 あしたか太陽の丘 障がい者 支援員 沼津市宮本5-2

東部 2
伊豆の国市社会福祉協議

会
社協

社会福祉士、保健師、介護

職
伊豆の国市四日町302-1

東部 3 インクルふじ 障がい者 支援員 富士市伝法８６－３

東部 4 日本ケアクオリテイ 高齢者 支援員 駿東郡長泉町中土狩391-6

東部 5 エフ・エム・シー 高齢者
介護職、相談員、看護師、

ホームヘルパー
富士市柳島198-3

東部 6 海光会 高齢者
介護職、看護師、ホームヘ

ルパー
熱海市上多賀1016-10

東部 7 函要会
高齢者, 障がい者, 障

がい児童

介護職、ケアマネー

ジャー、相談員、看護師、

保育士、児童指導員

田方郡函南町仁田248-5

東部 8 喜生会 高齢者 介護職 富士市大淵3900

東部 9 輝望会 障がい者, 児童 支援員、保育士、相談員 沼津市西椎路659－2

東部 10 共済福祉会
高齢者, 障がい者, 児

童

介護職、支援員、相談員、

看護師、ホームヘルパー
田方郡函南町平井717-2

東部 11 志仁会 高齢者 介護職 三島市佐野1205-3

東部 13 秀生会 高齢者 介護職 富士市厚原359-8

東部 14 寿康会
高齢者, 障がい者, 児

童

介護職、支援員、保育士、

看護師、調理師
駿東郡小山町上野１４４０－１

東部 15 春風会
高齢者, 障がい者, 児

童
介護職、支援員、保育士 沼津市東椎路1742-1

東部 16 城ヶ崎いこいの里 高齢者 介護職、支援員 伊東市富戸1219-5

東部 17 勝友会 高齢者 介護職、相談員、看護師 沼津市志下344-1

東部 18 信愛会
高齢者, 障がい者, 児

童

介護職、保育士、相談員、

看護師、介護支援専門員
沼津市大平1538-1

東部 19 シンセア 高齢者 介護職
富士市錦町1-2-1 シンセアビル錦

町3階

東部 20 真養会 高齢者 介護職、看護師 沼津市大平1117-1



地区 求人者番号 法人名 分野 職種 住所

東部 21 誠信会
児童、高齢者、障が

い者、相談

ケアワーカー、児童指導

員、保育士、支援員
富士市比奈1354

東部 22 蒼樹会 高齢者 介護職 駿東郡長泉町下土狩457-2

東部 23 富士山ドリームビレッジ 障がい者, 児童 支援員、児童指導員 富士市依田橋147-1

東部 24 ふじの郷 障がい者、児童

社会福祉士、保健師、介護

福祉士、生活支援員、保育

士、介助員、世話人

御殿場市神山1925-322

東部 25 芙蓉会 高齢者, 児童
介護職、保育士、相談員、

看護師、指導員
富士市今泉2220

東部 26 Ｂｒｅａｍｓ 高齢者 介護職、看護師 裾野市稲荷89-12

東部 27 真澄会 高齢者 介護職 富士市水戸島本町7-8

東部 28 美芳会 高齢者、障がい者
介護職、支援員、相談員、

看護師
富士市増川510-1

東部 29 武蔵野会 障がい者 支援員
御殿場市川島田1976　さくら学

園

東部 30 百葉の会 高齢者 介護職、保育士、相談員 富士市大淵405-25

東部 31 湧泉会 高齢者 介護職 駿東郡清水町的場188-6

東部 32 炉暖会 高齢者
介護職、相談員、看護師、

ホームヘルパー
沼津市足高字尾上24-24



地区 求人者番号 法人名 分野 職種 住所

静岡市 33 愛誠会
高齢者, 障がい者, 児

童
支援員、保育士、看護師 静岡市葵区南沼上1815-1

静岡市 34 生陽会 高齢者 介護職、支援員 静岡市駿河区丸子3-7-9

静岡市 37 かんばら会 高齢者 介護職
静岡市清水区蒲原神沢1359番地

の1

静岡市 38 健生会 障がい者, 児童 支援員、保育士、看護師 静岡市駿河区西島892-1

静岡市 39 恒仁会 高齢者
看護師、介護職、介護サ

ポーター
静岡市駿河区広野1494-8

静岡市 42 静岡厚生会 高齢者 介護職 静岡市葵区北番町17-5

静岡市 43 静岡市厚生事業協会
高齢者, 障がい者, 児

童
介護職、保育教諭 静岡市駿河区小鹿二丁目25番８号

静岡市 44 静岡市社会福祉協議会 社協 介護職、相談員、看護師 静岡市葵区城内町1番1号

静岡市 45 静岡鉄道株式会社 高齢者 介護職 静岡市葵区鷹匠１丁目１－１

静岡市 46 静岡手をつなぐ育成の会 障がい者 支援員、指導員 静岡市駿河区有東2-14-20

静岡市 47 静岡和洋福祉会 高齢者 介護職 静岡市駿河区中島2580-1

静岡市 50 清水あすなろ福祉会 高齢者
介護職、看護師、ホームヘ

ルパー
静岡市清水区山原871-2

静岡市 52 松英会 高齢者 介護職 静岡市葵区福田ケ谷73-2

静岡市 53 駿河会 高齢者 介護職 静岡市葵区富沢1542-39

静岡市 57 清承会 高齢者 介護職、看護師 静岡市清水区承元寺町1341番地

静岡市 59 静清会 高齢者
介護職、相談員、看護師、

ホームヘルパー
静岡市清水区折戸5丁目18-36

静岡市 61 静和会 高齢者, 障がい者
介護職、相談員、看護師、

ホームヘルパー
静岡市駿河区丸子3000-1

静岡市 62 セントケア静岡株式会社 高齢者
介護職、看護師、ホームヘ

ルパー

静岡市駿河区南町６番１６号　パ

レ・ルネッサンス２０３号

静岡市 64 玉柏会 障がい者（児）
介護職、支援員、保育士、

看護師、調理師
静岡市清水区宍原362

静岡市 65
地域生活支援サービス

まあぶる
障がい者, 児童 生活支援員、保育士 静岡市葵区北安東5-10-3



地区 求人者番号 法人名 分野 職種 住所

静岡市 66 天心会 高齢者, 障がい者 介護職、栄養士、調理師 静岡市葵区長尾89-1

静岡市 67 東桜会 高齢者 介護職、相談員、看護師 静岡市葵区東527-1

静岡市 68
TOKAIライフプラス株式

会社
高齢者 介護職、相談員、看護師 静岡市駿河区聖一色165-1

静岡市 69 博慈会 高齢者

介護職、支援相談員、看護

師、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士

静岡市葵区赤松8-16

静岡市 70 花園会
高齢者, 障がい者, 児

童
介護職、支援員 静岡市清水区中河内2780

静岡市 73 まごころ 高齢者 介護職 静岡市駿河区弥生町4-26

静岡市 75 明光会 障がい者 支援員、看護師 静岡市葵区慈悲尾180

静岡市 76 吉原福祉会 高齢者 介護職 静岡市清水区吉原1731

静岡市 77 LIFEWORKS
その他（放課後等デ

イサービス）
保育士 静岡市葵区大岩1-6-21

静岡市 78 楽寿会 高齢者, 障がい者
介護職、相談員、ホームヘ

ルパー
静岡市葵区与左衛門新田74-6



地区 求人者番号 法人名 分野 職種 住所

中部 48 志太会 高齢者 介護職 藤枝市岡部町内谷1473‐3

中部 49 島田福祉の杜 高齢者 介護職 島田市中河町326-1

中部 51 春風寮 児童 保育士、児童指導員 焼津市田尻55番地の1

中部 54 駿遠学園管理組合 障がい者, 児童 支援員、保育士、指導員 島田市福用112

中部 55 駿甲会 高齢者 介護職、看護師 焼津市大覚寺２丁目30-1

中部 58 正心会 高齢者 介護職 焼津市田尻４番地

中部 60 正廉会 高齢者 介護職 牧之原市片浜１０１３番地１

中部 71 東益津福祉会 高齢者 介護職 焼津市坂本385-1

中部 72 牧ノ原やまばと学園 高齢者, 障がい者 介護職、支援員 牧之原市坂部2151-2

中部 74 みだらけ福祉会 高齢者, 障がい者 介護職、相談員 焼津市一色４３５番地

西部 35 あおば会 高齢者 介護福祉士、介護職 掛川市大渕4345

西部 36
御前崎市総合保健福祉セ

ンター
高齢者 介護職 御前崎市池新田２０７０

西部 40 賛育会 高齢者 介護職 御前崎市池新田4094

西部 41 三宝会 高齢者、児童 介護職、看護師 袋井市浅名1577-1

西部 63 大東福祉会 高齢者, 児童 介護職員、保育士 掛川市下土方3584-1

西部 79 和松会 高齢者, 障がい者 介護職、支援員 菊川市棚草1258

西部 84 斉慎会 高齢者 介護職、相談員、看護師 磐田市西貝塚2111-1

西部 91 遠江厚生園 高齢者 介護職 磐田市大久保522-1



地区 求人者番号 法人名 分野 職種 住所

浜松 80 あずま会 高齢者 介護職、相談員 浜松市中区八幡町181

浜松 81 ウェル恵明会 高齢者, 障がい児
介護職、保育士、相談員、

看護師、ホームヘルパー
浜松市中区連尺町314－31

浜松 82 遠州鉄道　介護事業部 高齢者 介護職、看護師 浜松市中区上島3-37-19

浜松 83 公友会 高齢者, 児童 介護職、保育教諭 浜松市北区都田町9220-1

浜松 85 三幸会 高齢者、保護施設 介護職、看護師 浜松市西区大平台一丁目34-30

浜松 86 昴会 障がい者 支援員 浜松市西区大山町3133-1

浜松 87 聖隷福祉事業団 高齢, 障がい, 児童

介護職、支援員、保育士、

相談員、看護師、ホームヘ

ルパー、指導員

浜松市中区元城町218-26

浜松 88 大善福祉会 高齢者
介護職、相談員、看護師、

ホームヘルパー、調理員
浜松市浜北区中瀬3829-1

浜松 90 天竜厚生会 高齢, 障がい, 児童 介護職、保育士 浜松市天竜区渡ケ島２１７－３

浜松 92 七恵会
高齢者, 障がい者, 児

童

介護職、保育士、相談員、

看護師、ホームヘルパー
浜松市中区中島2-7-1

浜松 93 八生会 高齢者 介護職 浜松市東区安新町61番地の1

浜松 94 復泉会 障がい者 支援員 浜松市北区三幸町124-7

浜松 95 峰栄会
高齢者, 障がい者, 児

童

介護職、保育教諭、相談

員、看護師
浜松市東区小池町

浜松 96 ほなみ会 高齢者 介護職 浜松市南区倉松町593

浜松 97 みんなの家 障がい者, 児童 支援員、相談員、指導員 浜松市東区有玉南町2014-1

浜松 99 和恵会 高齢者 介護職 浜松市西区入野町6413

浜松 100 和光会
高齢者, 障がい者, 児

童

介護員、支援員、保育士、

相談員、看護師、指導員
浜松市西区和光町517

全域 56
ユニマット　リタイアメ

ント・コミュニティ
高齢

介護職、相談員、看護師、

ホームヘルパー

愛知県名古屋市中区金山1-12-14

金山総合ビル4階

全域 89 ツクイ 高齢者

介護職員、生活相談員、看

護職員、訪問介護員、機能

訓練指導員

浜松市南区若林町1277-1


