
平成31年4月24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 株式会社朝日ベストライフ 高齢 札幌市 http://asahibestlife.jp/

2 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/

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

4 株式会社ニチイ学館 高齢 札幌市

5 株式会社ツクイ 高齢 札幌市 https://www.tsukui.net/

6 株式会社創生事業団 高齢 札幌市 http://goodtimehome-north.com/

7 株式会社HITOWAケアサービス 高齢 札幌市 https://www.irs.jp/

8 SOMPOケア株式会社 高齢 札幌市 https://www.sompocare.com/

9 公益財団法人鉄道弘済会 児童 札幌市

10 社会福祉法人札幌慈啓会 高齢 札幌市 https://www.sapporojikeikai.or.jp

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

12 社会福祉法人ろく舎 高齢・障がい 札幌市 http://www.rokusya.com

13 社会福祉法人エムアール会 高齢 札幌市 http://greenpia-shinoro.jp

14 社会福祉法人パートナー 高齢 札幌市

15 社会福祉法人伏古福祉会 高齢 札幌市 https://www.fujizono.org/

16 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

17 株式会社健康会 高齢 札幌市 http://www.kenkohkai.jp/

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

19 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

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

21 社会福祉法人鶴翔福祉会 高齢 札幌市 http://kakushou.com/

22 株式会社iNe Japon Group 児童 札幌市

23 社会福祉法人北翔会 障がい・児童 札幌市

24 株式会社ノアコンツェル 高齢 札幌市 https://www.noah-konzer.com/

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

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

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

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

29 社会福祉法人清恵会 高齢 札幌市 http://www.seikeikai.server-shared.com/san-you/

30 社会福祉法人ノマド福祉会 高齢 札幌市 www.nomad-haru.com/

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

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

33 社会福祉法人楡の会 障がい・児童 札幌市

34 社会福祉法人明日佳 高齢・障がい 札幌市 http://asuka-sw.jp/

35 医療法人鈴木内科医院 高齢 札幌市 https://www.suzukinaika.or.jp/

36 株式会社さくらコミュニティサービス 高齢 札幌市 https://sakura-cs.com/

37 社会福祉法人長井学園 障がい・児童 江別市 https://nagaigakuen.jp

38 社会福祉法人千歳いずみ学園 障がい・児童 千歳市 www.izumigakuen.com

39 社会福祉法人千歳洋翔会 児童 千歳市

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

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

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

43 社会福祉法人ゆうゆう 高齢・障がい・児童 当別町 http://yu-yu.or.jp/

44 社会福祉法人函館大庚会 高齢 函館市 https://www.hakodate-taikoukai.jp/

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

２０１９年度第１回福祉職場説明会

「職場個別面談コーナー」参加法人一覧

◆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。
　※現在登録されている求人情報も閲覧することができます。閲覧方法は、最終頁をご覧ください。
　※求人募集情報は変更する場合があります。詳しくは、説明会当日に各法人にお尋ねください。

◆市町村は、法人所在地を記載しているため、実際の就業先と異なる場合があります。

◆説明会当日１０：４５～『参加法人PRタイム』を開催します。PRタイムは各法人1分ずつで魅力を話していただきます。
　 説明会で訪問するブース選びの参考にしてください。※PRタイムへ参加する法人は、会場にてお知らせします！
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（法人所在地）

法人HPアドレス

46 社会福祉法人歌棄洗心学園 児童 寿都町

47 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/

48 社会福祉法人京極町社会福祉協議会 社協 京極町

49 社会福祉法人古平福祉会 高齢・障がい・児童 古平町 http://www.reimeinosato.jp

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

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

52 社会福祉法人南幌福祉会 高齢 南幌町

53 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

54 社会福祉法人南富良野大乗会 高齢・障がい 南富良野町 http://daijyoukai.jp/

55 中頓別町 行政（高齢、児童） 中頓別町

56 利尻町 行政（高齢） 利尻町

57 利尻富士町 行政（高齢） 利尻富士町

58 社会福祉法人紋別市社会福祉協議会 社協 紋別市 http://mon-syakyo.com/

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

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

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

62 社福・医療刀圭会 高齢 帯広市 http://toukeikai.or.jp/

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

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。

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

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」　◆
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