
令和２年１月２２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 社会福祉法人渓仁会 高齢 札幌市 http://www.keijinkai.com/shafuku/

2 株式会社ハンドベル・ケア 高齢 札幌市 http://www.ims.gr.jp/asahiyama

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

4 社会福祉法人伏古福祉会 高齢 札幌市

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

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

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

8 株式会社萌福祉サービス 高齢 札幌市 http://moe-fukushi.com/

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

10 白ゆりグループ(株式会社メディカルシャトー) 高齢 札幌市 http://www.shirayuri.gr.jp/

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

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

13 社会福祉法人明日佳 高齢 札幌市 http://www.asuka-sw.jp/

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

15 社会福祉法人ノテ福祉会 高齢 札幌市 http://www.note.or.jp

16 社会福祉法人北海道友愛福祉会 高齢 江別市 http://yuaifukushi.net/nursing/

17 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 高齢 名寄市 http://www.city.nayoro.lg.jp/section/tokurou/

18 社会福祉法人恵望会 高齢 恵庭市 http://www.keibouen.jp

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

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

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

22 社会福祉法人和寒町社会福祉協議会 高齢 和寒町

23 社会福祉法人南宗谷福祉会 高齢 中頓別町 http://minamisouya.jp

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

25 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/

26 社会福祉法人藻岩この実会 障がい 札幌市 http://moiwa.or.jp/

27 社会福祉法人北海道ハピニス 障がい 札幌市

28 NPO法人わーかーびぃー 障がい 札幌市 http://www.workerbee.biz

29 株式会社しーぽーと 障がい 札幌市 http://www.bea-che-seaport.com/index.html

30 社会福祉法人アンビシャス 障がい 札幌市 http://www.s-ambi.jp

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

32 社会福祉法人希望の里 障がい 苫小牧市

33 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

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

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

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

37 社会福祉法人わらしべ会 障がい 浦河町 http://warashibe-hokkaido.com

38 NPO法人子どもシェルターレラピリカ 児童 札幌市 http://www.rera-pirka.jp/

39 株式会社iNe Japon Group 児童 札幌市 http://anan-class-kikusui.com/

令和元年度第３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！

◆説明会当日１３：００～『先輩職員とのトークセッション』を開催します。
　現場で活躍している職員の方に仕事の魅力ややりがいについてお話ししていただきます。
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40 社会福祉法人美深育成園 児童 美深町 http://bifukaikuseien.hjk.ne.jp/

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

42 社会福祉法人禎心会 高齢・障がい 札幌市 http://www.sw-teishinkai.jp

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

44 社会福祉法人新篠津福祉会 高齢・障がい 新篠津村

45 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

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

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

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

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

50 NPO法人ホップ障害者地域生活支援センター 障がい・児童 札幌市 www.npo-hop.org

51 特定非営利活動法人あじさいサポートネット 障がい・児童 札幌市 http://ajisaisupport.com/

52 社会福祉法人楡の会 障がい・児童 札幌市 http://nire.or.jp/

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

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

55 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 https://www.kitahiro-fukusikai.or.jp/

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

57 社会福祉法人明和会 高齢・障がい・児童 新十津川町

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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