
平成30年9月10日現在

NO 法人名 主な事業分野 市町村
（法人所在地）

法人HPアドレス

1 公益財団法人鉄道弘済会 児童 札幌市 http://www.kousaikai.or.jp/nansouen/

2 社会福祉法人渓仁会 高齢 札幌市 http://www.keijinkai.com/ shafuku/

3 社会福祉法人札幌慈啓会 高齢 札幌市

4 社会福祉法人水の会 高齢 札幌市 http://www.mizunokai.ed.jp

5 株式会社風和里 高齢 札幌市 http://www.fwr.co.jp

6 株式会社メディカルシャトー 高齢 札幌市

7 合同会社チキサニ 障がい・児童 札幌市 http://chikisani.main.jp/

8 株式会社ゆずり葉宮の森 高齢 札幌市

9 社会福祉法人北海道社会福祉事業団 障がい 札幌市 http://www.dofukuji.or.jp/

10 株式会社進幸 高齢・障がい・児童 札幌市 http://care-net.biz/01/sinkou/company.php

11 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 社協 札幌市 http://www.sapporo-shakyo.or.jp/

12 社会福祉法人札幌肢体不自由福祉会 障がい 札幌市 http://fubo.jp/ 

13 株式会社KandO 障がい 札幌市 http://sakura-no-ie.jp/

14 株式会社ニチイ学館札幌支店 高齢・障がい 札幌市 http://www.nichiigakkan.co.jp

15 医療法人社団恵和会 高齢 札幌市 http://www.miyanomori-hp.or.jp/

16 社会福祉法人札幌恵友会 高齢・障がい 札幌市 http://www.keiyu-kai.org/

17 株式会社楽明館 高齢・障がい 札幌市 http://rakumeikan.co.jp/company.html

18 社会福祉法人翔陽会 高齢 札幌市 http://www.shoyokai.org/

19 有限会社丸心 高齢 札幌市

20 社会福祉法人愛和福祉会 高齢・障がい・児童 札幌市 http://www.aiwa-f.jp

21 社会福祉法人豊生会 高齢 札幌市 http://hikarino.or.jp/

22 NPO法人ホップ障害者地域生活支援センター 障がい 札幌市

23 医療法人英仁会 高齢 札幌市

24 社会福祉法人札幌山の手リハビリセンター 高齢・障がい 札幌市 http://www.s-yamanotereha.or.jp

25 社会福祉法人伏古福祉会 高齢 札幌市

26 社会福祉法人三草会 高齢 札幌市 http://www.sansoukai-welfare.jp/

27 社会福祉法人大友恵愛会 高齢 札幌市 http://www.ootomokeiaien.or.jp

28 社会福祉法人わらしべ会 障がい 札幌市 http://warashibe-hokkaido.com/

29 株式会社朝日ベストライフ株式会社 高齢 札幌市 http://asahibestlife.jp/

30 株式会社川島コーポレーション 高齢 札幌市 http://www.sunnylife-group.co.jp

31 株式会社ケアライズ 高齢・障がい 札幌市 http://www.carerise.co.jp

32 株式会社シムス 高齢 札幌市 http://www.habataki.co.jp/

33 社会福祉法人札幌南勤労者医療福祉協会 高齢・障がい 札幌市 http://www.sapporo-zaitaku.jp

34 医療法人徳洲会 高齢 札幌市 http://tokushuen-shiroishi.com/index.php

35 株式会社ジョブタス 障がい 札幌市 http://www.saber-sapporo.com/

36 社会福祉法人北翔会 障がい・児童 札幌市 http://www.hokushokai.com

37 社会医療法人恵和会 高齢 札幌市 http://www.keiwakai.jp/

38 医療法人資生会 高齢 札幌市 http://www.siseikai.or.jp

39 株式会社A＆N 高齢 札幌市

40 社会福祉法人北海道ハピニス 障がい 札幌市 http://hapinisu.com/

41 社会福祉法人札幌育児園 児童 札幌市 http://www.ikujien.jp/

42 社会福祉法人前田記念福祉会 高齢 札幌市 https://maedakinen.org/

43 社会福祉法人西平和会 高齢 札幌市 http://gotenzan.com/ 

44 社会福祉法人宏友会 高齢 札幌市 http://www.kouyuukai.com

45 社会福祉法人さくら会 高齢 札幌市

46 社会福祉法人札幌この実会 障がい 札幌市 https://konomikai.jimdo.com/

47 社会福祉法人メイプル福祉会 児童 札幌市 http://www.globals.jp/maple/index.html

平成３０年度第２回福祉職場説明会

◆各法人の施設事業所情報は、Ｗebサイト「福祉のお仕事（https://www.fukushi-work.jp/）」から閲覧できます。
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48 社会福祉法人鶴翔福祉会 高齢 札幌市 http://kakushou.com/

49 NPO法人HOT 障がい・児童 札幌市

50 社会福祉法人札幌緑花会 障がい・児童 札幌市 http://www.ryokkakai.or.jp

51 株式会社オストジャパングループ 高齢 札幌市 http://www.ost-japan.com/

52
特定非営利活動法人わーかーびぃー
社会福祉法人えぽっく

障がい・児童 札幌市 http://www.workerbee.biz/

53 iNe Japon Group 　はるcorporation株式会社 障がい・児童 札幌市

54 医療法人重仁会 高齢・障がい 札幌市 http://www.ohyachi-hp.or.jp/

55 社会福祉法人ほくろう福祉協会 高齢 札幌市 http://www.hokurou.or.jp

56 社会福祉法人札幌報恩会 障がい 札幌市 https://www.hoon.or.jp/

57 社会福祉法人栄和会 高齢 札幌市 http://www.eiwakai.or.jp/

58 社会福祉法人協立いつくしみの会 高齢 札幌市 http://www.karipu.jp/

59 社会福祉法人楡の会 障がい・児童 札幌市

60 社会福祉法人緑誠会 高齢 札幌市

61 社会福祉法人札幌蒼生会 高齢 札幌市 http://www.s-souseikai.or.jp/

62 社会福祉法人手稲ロータス会 高齢 札幌市 http://www.teinelotuskai.com

63 社会福祉法人神愛園 高齢 札幌市 https://www.shinaien.or.jp/

64 医療法人北翔会 高齢 札幌市

65 社会福祉法人北海道宏栄社 障がい 小樽市 http://www.koueisya.or.jp/

66 社会福祉法人後志報恩会 高齢・障がい・児童 小樽市 http://srbshouon.jp/

67 社会福祉法人ノマド福祉会 高齢 小樽市 http://www.nomad-haru.com/

68 社会福祉法人旭川共生会 高齢・障がい 旭川市 http://www.a-kyouseikai.jp

69 社会医療法人北斗 高齢 帯広市 https://www.hokuto7.or.jp/

70 社会福祉法人光寿会 高齢 帯広市 http://koujyukai.info/

71 社会福祉法人刀圭会 高齢 帯広市 http://toukeikai.or.jp/svafuku/

72 社会福祉法人真宗協会 高齢・障がい 帯広市 http://www.shinsyukyoukai.jp

73 社会福祉法人クピド･フェア 高齢・障がい 岩見沢市 http://www.cupid.or.jp/

74 社会福祉法人萌佑会 高齢 岩見沢市 http://nukumori-sato.com

75 社会福祉法人緑陽会 高齢 苫小牧市 http://www.ryokuyoukai.or.jp

76 社会福祉法人緑星の里 障がい 苫小牧市

77 社会福祉法人希望の里 障がい 苫小牧市 http://www.kns.or.jp

78 社会福祉法人美唄市社会福祉協議会 社協 美唄市 http://www.bibai.com/shakyo/

79 社会福祉法人長井学園 障がい 江別市

80 株式会社フォレ 障がい 江別市 http://www.arbre-b.net

81 社会福祉法人北海道光生舎 障がい 赤平市 http://www.koseisha.or.jp/

82 社会福祉法人紋別市社会福祉協議会 社協（高齢・障がい・児童） 紋別市 http://mon-syakyo.com

83 社会福祉法人しべつ福祉会 障がい 士別市 http://www.swsf.jp/index.html

84 有限会社優美 高齢・障がい・児童 千歳市 http://www.youbee.jp/

85 医療法人社団ひこばえの会 高齢 恵庭市 http://midorino.or.jp/

86 社会福祉法人陵雲厚生会 高齢・障がい 伊達市 http://www.ryounkouseikai.jp

87 社会福祉法人北ひろしま福祉会 高齢・障がい 北広島市 http://www.kitahiro-fukusikai.or.jp/

88 社会福祉法人北海道リハビリー 障がい 北広島市 http://www.selp.net

89 社会福祉法人北海長正会 高齢・障がい 北広島市 http://www.kitariha.net

90 社会福祉法人はるにれの里 障がい 石狩市 http://www.harunire.or.jp

91 社会福祉法人パートナー 高齢 石狩市 http//www.partner.or.jp

92 社会福祉法人生振の里 障がい 石狩市 http://oyafurunosato.jp/

93 医療法人社団恵愛会 高齢 石狩市 https://barato-hospital.or.jp/

94 社会福祉法人当別長生会 高齢 当別町 http://toubetutyouseikai.com/

95 医療法人社団明山会 高齢・障がい 森町 http://www.ims.gr.jp/dounanmori-royal/

96 社会福祉法人奥尻福祉会 高齢 奥尻町

97 社会福祉法人黒松内つくし園 高齢・障がい・児童 黒松内町 http://www.tsukushien.or.jp/

98 社会福祉法人北海愛星学園 児童 蘭越町 http://aisei-g.server-shared.com/

99 社会福祉法人よいち福祉会 高齢・児童 余市町 https://www.fruit.or.jp/

100 社会福祉法人月形福祉会 高齢 月形町 http://www.t-aikouen.com/index.php

101 社会福祉法人藤の園 高齢 月形町

102 社会福祉法人明和会 高齢・障がい・児童 新十津川町 http://www.maywakai.or.jp
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103 社会福祉法人さつき会 高齢 鷹栖町 http://www.satsuki-kai.jp

104 社会福祉法人かみかわ福寿園 高齢 上川町 http://kamikawa-fukujuen.jp/

105 社会福祉法人美瑛慈光会 高齢 美瑛町 https://www.biei-jikoukai.or.jp/

106 社会福祉法人和寒町社会福祉協議会 社協 和寒町

107 社会福祉法人美深育成園 児童 美深町 http://bifukaikuseien.hjk.ne.jp

108 社会福祉法人中川町社会福祉協議会 社協（高齢） 中川町

109 社会福祉法人南宗谷福祉会 高齢・障がい 中頓別町 http://www.minamisouya.jp/

110 社会福祉法人豊富福祉会 高齢 豊富町

111 社会福祉法人礼文福祉会 高齢 礼文町 http://www.reihouen.or.jp/

112 社会福祉法人礼文町社会福祉協議会 社協（高齢・障がい） 礼文町 http://www.protech-web.co.jp/homepage/rebun-shakyo/index.html

113 社会福祉法人滝上ハピニス 障がい 滝上町 http://www.takiriha.jp/

114 社会福祉法人白老宏友会 障がい 白老町 http://www.shiraoi-kouyuukai.jp/

115 社会福祉法人追分あけぼの会 高齢 安平町 http://oiwake-akebono.net

116 社会福祉法人愛誠会 高齢・障がい むかわ町 http://www.hobetsu-aiseikai.or.jp

117 社会福祉法人鵡川慶寿会 高齢 むかわ町 http://www.mukawakeijyukai.or.jp

118 浦河町（官・民合同） 児童 浦河町

119 社会福祉法人静内ペテカリ 障がい 新ひだか町 http://www.shizunaipetekari.com

120 株式会社くろーばー 高齢 音更町 http://kk-clover.net/

121 社会福祉法人鹿追恵愛会 高齢 鹿追町

122 社会福祉法人厚生協会 高齢・障がい 新得町 http://www.wakafuji.or.jp

123 社会福祉法人清水旭山学園 高齢・障がい 清水町

124 社会福祉法人足寄町社会福祉協議会 社協 足寄町

125 社会福祉法人北勝光生会 高齢・障がい 陸別町 http://www.rikubetsu.or.jp/

126 社会福祉法人釧路町富喜会 高齢 釧路町 http://www.yasuragino-sato.com/

① 福祉のお仕事ホームページにアクセスして
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を押します。

② 都道府県を「北海道」と選択し、
キーワードに「法人名」を入力して
　
　　　　　　　　　　　　　を押します。

③

※下段に「現在登録されている求人」情報が
掲載されています。求人票番号を押すと詳細を
閲覧することができます。

該当する法人が表示されます。
　
　　　　　　　　　　　　　を押すと、基本情報が
　　　　　　　　　　　　　表示されます。

◆　各法人の施設事業所情報「閲覧方法」　◆

https://www.fukushi-work.jp/
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