
R4.11.1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 障がい, 児童 （福） 緑伸会 札幌市西区 求人情報

2 高齢, 障がい （福） 清水旭山学園【欠席になりました】 清水町 求人情報

求人情報①

求人情報➁

求人情報③

4 障がい, 児童 （同） チキサニ 札幌市中央区 求人情報

5 高齢, 障がい （福） 北勝光生会 陸別町・池田町 求人情報

6 障がい, 児童 （特非） とらくろ【欠席になりました】 札幌市東区　他 求人情報

求人情報①

求人情報➁

8 障がい （福） はるにれの里 札幌市・石狩市 求人情報

9 障がい, 児童 （福） 北翔会 札幌市白石区　他 求人情報

10 障がい （株） タイガー 札幌市白石区　他 求人情報

11 障がい （福） 長井学園 江別市 求人情報

求人情報①

求人情報➁

13 高齢, 障がい （福） 厚生協会 新得町 求人情報

14 障がい （福） HOP 札幌市東区　他 求人情報

15 社協 （福） 新得町社会福祉協議会 新得町 求人情報

求人情報①

求人情報➁

17 高齢 （株） ｔｗｏ．ｓｅｖｅｎ 札幌市豊平区 求人情報

18 高齢 （福） 協立いつくしみの会 札幌市厚別区 求人情報

19 高齢 （株） ミヤビー 札幌市中央区 求人情報

20 高齢 （株） クリーンハウス株式会社 札幌市東区・江別市　他 求人情報

21 高齢 （福） 公和会 札幌市白石区 求人情報

22 高齢 （株） さくら生活サポート 札幌市中央区・西区 求人情報

求人情報①

求人情報➁

求人情報③

求人情報④

求人情報①

求人情報➁

求人情報③

25 高齢 （株） マザアス 札幌市中央区 求人情報

26 高齢 （福） 歌登福祉会 枝幸町 求人情報

求人情報①

求人情報➁

28 高齢 （福） 鹿追恵愛会 鹿追町 求人情報

29 高齢 （福） いちはつの会 札幌市西区 求人情報

求人情報①

求人情報➁

R4年度福祉職場説明会　第２回（１１月３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。

※各法人の求人情報等について、随時更新いたします。

3 高齢, 障がい （福） 北海道ハピニス 札幌市南区

12 障がい, 児童 （株） ワイズワイド 札幌市中央区　他

7 障がい （福） 北海道社会福祉事業団 伊達市・苫小牧市　他

23 高齢 （福） ほくろう福祉協会 札幌市厚別区　他

16 高齢 （福） 札幌明啓院 札幌市東区

27 高齢 （福） 緑誠会 札幌市

24 高齢 （福） 栄和会 札幌市厚別区

30 高齢 （株） 健康会 札幌市東区　他
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31 高齢 （医） 豊生会 札幌市東区 求人情報

32 高齢 （株）
三井ヘルスサービス

株式会社
札幌市豊平区 求人情報

33 高齢 （医） いずみ会 千歳市 求人情報

34 高齢 根室市 根室市 求人情報

求人情報①

求人情報➁

求人情報③

求人情報④

求人情報⑤

36 高齢, 児童 （福）,（医） 愛全会 札幌市中央区　他 求人情報

37 高齢, 障がい, 社協 （福） 礼文町社会福祉協議会 礼文町 求人情報

求人情報①

求人情報➁

39 障がい （福） 札幌緑花会 小樽市 求人情報

40 高齢, 障がい （福） 北叡会 江別市 求人情報

求人情報①

求人情報➁

求人情報③

求人情報④

求人情報⑤

求人情報⑥

求人情報⑦

42 高齢, 障がい, 児童 （福） 明和会 新十津川町 求人情報

43 高齢, 児童 （株） エムリンクホールディング 北見市　他 求人情報

44 高齢 （株）
さくらCSホールディングス

株式会社
札幌市中央区　他 求人情報

45 高齢 （福） 湖星会 札幌市 求人情報

46 障がい （福） 札幌報恩会 札幌市厚別区　他 求人情報

47 高齢, 障がい （福） 北ひろしま福祉会 北広島市 求人情報

48 高齢, 障がい （福） 明日佳 札幌市手稲区　他 求人情報

49 高齢 （株） ツクイ 札幌市　他 求人情報

求人情報①

求人情報➁

求人情報③

51 障がい （特非） わーかーびぃー 札幌市厚別区　他 求人情報

52 障がい （福） 生振の里 石狩市 求人情報

53 障がい （福） 滝上ハピニス【欠席になりました】 滝上町 求人情報

54 高齢, 障がい （株）
ワンダーストレージ

ホールディングス株式会社
札幌市中央区　他 求人情報

55 高齢, 障がい （福） クピド・フェア 岩見沢市　他 求人情報

56 高齢 （株） ニチイ学館札幌支店 札幌市厚別区　他 求人情報

57 高齢 （福） 当別長生会 当別町 求人情報

58 高齢 （福） 西平和会【欠席になりました】 札幌市西区 求人情報

35 高齢 （福） 渓仁会 札幌市豊平区　他

41 高齢, 障がい, 児童 （福） 黒松内つくし園 黒松内町

38 高齢,障がい,児童 （福） 北海長正会 北広島市

50 高齢 （医） 徳洲会 札幌市東区
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