
R4.9.30現在

No 主な事業分野 法人区分 法人名 就業先市区町村名
福祉のお仕事

求人検索サイト

1 高齢者 （株） パナソニックエイジフリー株式会社 札幌市白石区　他 求人情報

2 高齢者 （株） ケアスタッフ 札幌市西区　他 求人情報

3 高齢者 （福） 夕張みどりの会 札幌市西区 求人情報

求人情報①

求人情報➁

5 高齢者 （福） 水の会 札幌市中央区 求人情報

6 高齢者 （医） 鈴木内科医院 札幌市清田区 求人情報

7 高齢者 （医） 研仁会 札幌市西区 求人情報

求人情報①

求人情報➁

求人情報③

9 高齢者 （株） らくらケア 札幌市　他 求人情報

10 高齢者
利尻町

（特別養護老人ホームほのぼの荘）
利尻町 求人情報

11 高齢者 （福） 伏古福祉会 札幌市東区 求人情報

12 高齢者 （福） 札幌慈啓会 札幌市中央区　他 求人情報

13 高齢者 （福） 桜秀会 【欠席となりました】 札幌市西区 求人情報

14 高齢者 （福） ノマド福祉会 札幌市西区　他 求人情報

15 障がい者 （株） 土屋 札幌市中央区　他 求人情報

16 児童 （株） アバンセ 札幌市手稲区 求人情報

17 児童 （株） iNeJaponGroup 札幌市白石区・江別市　他 求人情報

18 児童 （学） 松田学園 札幌市　他 求人情報

19 障がい者 （福） 北海道リハビリー 北広島市　他 求人情報

求人情報①

求人情報➁

21 児童 （福） よいち福祉会 仁木町・蘭越町 求人情報

22 児童 （福） 札幌育児園 札幌市南区 求人情報

23 障がい者, 児童 （福） 愛敬園 札幌市手稲区　他 求人情報

24 障がい者 （福） 網走桂福祉会 網走市 求人情報

25 障がい者 （特非） コロポックルさっぽろ 札幌市豊平区 求人情報

26 障がい者 （福） 恵庭光風会 恵庭市 求人情報

27 児童 （株） 恵み 札幌市手稲区　他 求人情報

28 児童 （公財） 鉄道弘済会 札幌市中央区 求人情報

29 高齢者, 障がい者 （福） 愛和福祉会 喜茂別町　他 求人情報

30 高齢者, 障がい者 （福） ノテ福祉会 札幌市　他 求人情報

31 高齢者, 障がい者 （福） 更葉園 音更町 求人情報

R4年度福祉職場説明会　第１回（１０月２日）参加法人一覧

※新型コロナウイルス感染症の影響等により、変更となる場合がございますので、

あらかじめご了承ください。

4 高齢者・社協 （福） 共和町社会福祉協議会 共和町

札幌市手稲区　他

20 障がい者 （福） しべつ福祉会 【欠席となりました】 士別市

8 高齢者 （福） 札幌蒼生会
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求人情報①

求人情報➁

33 高齢者, 障がい者 （福） エムアール会 札幌市北区 求人情報

34 高齢者 （福） さつき会 鷹栖町 求人情報

35 高齢者 （株） ノアコンツェル 札幌市西区 求人情報

求人情報①

求人情報➁

37 高齢者 （医） 煌生会 北見市 求人情報

38 高齢者 （株） キタノケア株式会社 札幌市中央区 求人情報

39 児童 （福） 北光社ふくじゅ園 北広島市 求人情報

40 障がい者 （福） 光の森学園 札幌市中央区　他　 求人情報

41 児童 （福） 聖母会 北広島市 求人情報

求人情報①

求人情報➁

43 高齢者, 社協 （福） 札幌市社会福祉協議会 札幌市南区　他 求人情報

44 障がい者, 児童 （福） 楡の会 札幌市厚別区 求人情報

45 高齢者 （福） 和寒町社会福祉協議会 和寒町 求人情報

46 高齢者 （福） 南宗谷福祉会 中頓別町 求人情報

求人情報①

求人情報➁

48 高齢者 （株） HITOWAケアサービス 札幌市中央区　他 求人情報

49 障がい者 （福） 札親会 札幌市白石区　他 求人情報

50 障がい者 （福） 後志報恩会 余市郡仁木町・小樽市 求人情報

51 障がい者 （福） 千歳いずみ学園 千歳市 求人情報

52 障がい者 （福） 藻岩この実会 札幌市南区 求人情報

53 社協 （福）
豊頃町社会福祉協議会

【欠席となりました】
豊頃町 求人情報

54 障がい者, 児童 （福） 麦の子会 札幌市東区 求人情報

55 高齢者, 障がい者 （福） 札幌恵友会 札幌市北区 求人情報

56 高齢者, 障がい者 （株） SOMPOケアサービス株式会社 札幌市東区　他 求人情報

32 高齢者, 障がい者 （福） 鶴翔福祉会 札幌市白石区

36 高齢者 （福） 博栄会 札幌市白石区

42 高齢者, 救護施設 （福） 札幌厚生会 札幌市白石区

47 高齢者 （福） 北海道光生舎 札幌市厚別区　他
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