
令和２年度第１回福祉職場説明会

NO 法人名 事業分野 主な勤務先市区町村 法人HP

1 HITOWAケアサービス株式会社 高齢 札幌市中央区、北区、白石区、豊平区、清田区、手稲区、恵庭市、旭川市 https://www.hitowa.com/care-service/

2 白ゆりグループ（株式会社メディカルシャトー） 高齢 札幌市中央区、東区 http://recruit-shirayuri.net/

3 株式会社さくら生活サポート 高齢 札幌市中央区、西区 http://sakura-s-s.com/

4 株式会社ツクイ 高齢 札幌市　他 https://corp.tsukui.net/

5 医療法人社団恵和会（宮の森病院） 高齢 札幌市中央区

6 社会福祉法人悠生会 高齢 札幌市北区 http://www.h-yuuseikai.or.jp/

7 社会福祉法人ノマド福祉会 高齢 札幌市北区、西区　他 http://www.nomad-haru.com/

8 社会福祉法人/社会医療法人三草会 高齢 札幌市北区、東区 http://www.sansoukai-welfare.jp/

9 社会福祉法人パートナー 高齢 札幌市北区、東区、清田区、石狩市　他 http://www.partner.or.jp

10 社会福祉法人翔陽会 高齢 札幌市北区

11 株式会社ニチイ学館札幌支店 高齢 札幌市　他

12 株式会社シダー（社会福祉法人企救樹） 高齢 札幌市東区、手稲区

13 社会福祉法人豊生会 高齢 札幌市東区

14 株式会社健康会 高齢 札幌市東区、白石区、豊平区、西区、厚別区、江別市 http://www.kenkohkai.jp/

15 朝日ベストライフ株式会社 高齢 札幌市白石区、西区、北広島市、千歳市 http://asahibestlife.jp

16 パナソニック エイジフリー株式会社 高齢 札幌市白石区、南区 https://panasonic.co.jp/ls/paf/

17 社会福祉法人鶴翔福祉会 高齢 札幌市白石区 http://kakushou.com/

18 株式会社ケアネット徳洲会 高齢 札幌市豊平区 https://www.care-net.co.jp/

19 社会福祉法人北海道ハピニス 高齢 札幌市南区 http://www.hapinisu.com

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

21 社会福祉法人栄和会 高齢 札幌市厚別区、清田区 http://www.eiwakai.or.jp/

22 社会福祉法人ほくろう福祉協会 高齢 札幌市厚別区、清田区 http://www.hokurou.or.jp

23 社会福祉法人石狩友愛福祉会 高齢 石狩市 https://www.u-i.or.jp

24 社会福祉法人黒松内つくし園 高齢 黒松内町、京極町、泊村 https:www.tsukushien.or.jp

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

26 社会福祉法人はるにれの里 障がい 札幌市北区、東区、石狩市 https://www.harunire.or.jp

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

28 社会福祉法人HOP 障がい 札幌市北区、東区、豊平区、西区 http://hop.or.jp/

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

30 社会福祉法人札幌報恩会 障がい 札幌市厚別区　他 https://www.hoon.or.jp/

31 医療法人稲生会 障がい 札幌市手稲区 http://www.toseikai.net/

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

33 アートチャイルドケア株式会社 児童 札幌市中央区、北区、東区、西区、旭川市 https://www.the0123child.com/

34 公益財団法人 鉄道弘済会 児童 札幌市中央区 http://www.kousaikai.or.jp/nansouen/

35 社会福祉法人札幌育児園 児童 札幌市南区 https://www.ikujien.jp

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

37 社会福祉法人北光社ふくじゅ園 児童 北広島市

38 利尻町 児童 利尻町 http://www.town.rishiri.hokkaido.jp/2s_index.htm

39 ＳＯＭＰＯケア株式会社 高齢・障がい 札幌市中央区、北区、東区、白石区、南区、西区、厚別区、手稲区

40 医療法人社団翔嶺館 高齢・障がい 札幌市北区、厚別区 http://www.shoureikan.jp/

「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。

令和２年９月２日現在

　※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。

https://www.hitowa.com/care-service/
http://www.kouyuukai.com/
http://www.town.rishiri.hokkaido.jp/2s_index.htm
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41 社会福祉法人ノテ福祉会 高齢・障がい 札幌市豊平区、他6区

42 社会福祉法人明和会 高齢・障がい 新十津川町、滝川市 http://www.maywakai.or.jp/

43 社会福祉法人札幌慈啓会 高齢・児童 札幌市中央区、手稲区

44 社会福祉法人水の会 高齢・児童 札幌市中央区、栗山町、由仁町 http://www.mizunokai.ed.jp/

45 社会福祉法人夕張みどりの会 高齢・児童 札幌市西区 http://yubari.midorino.jp/

46 社会福祉法人よいち福祉会 高齢・児童 余市町、蘭越町、仁木町 https://www.fruit.or.jp/

47 社会福祉法人麦の子会 障がい・児童 札幌市中央区、東区 http://www.muginoko.com

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

49 社会福祉法人北海道社会福祉事業団 障がい・児童 札幌市東区、豊平区、南区、伊達市、岩見沢市、白糠町　他 http://www.dofukuji.or.jp/

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

51 社会福祉法人渓仁会 高齢・障がい・児童 札幌市中央区、白石区、豊平区、岩内町、八雲町、美唄市、喜茂別町、留寿都村 http://www.keijinkai.com/shafuku/

52 社会福祉法人愛和福祉会 高齢・障がい・児童 札幌市東区、喜茂別町、倶知安町、芦別市

53 社会福祉法人札幌明啓院 高齢・障がい・児童 札幌市東区 https://www.s-meikei.org

54 社会福祉法人後志報恩会 高齢・障がい・児童 仁木町、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 社会福祉法人紋別市社会福祉協議会 社協 紋別市 http://mon-syakyo.com

57 社会福祉法人新得町社会福祉協議会 社協 新得町 https://www.shakyo.or.jp/hp/156/

58 社会福祉法人豊頃町社会福祉協議会 社協 豊頃町 http://toyokoro-shakyo.com/

① Webサイト「福祉のお仕事」にアクセス

② 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を押します。

③

④

※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」　◆

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

　　　　　　　　　　　　押します。
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http://toyokoro-shakyo.com/

