「介護職場の就職説明・面談会」参加予定事業所一覧
日時：平成２９年９月２０日（水）午後２時〜
場所：富山県民共生センター
法人名
1 社会福祉法人

富山市桜谷福祉会

2 ケアパートナー株式会社

3 社会福祉法人

神通福祉会

4 社会福祉法人

大山会

5 社会福祉法人

6 社会福祉法人

7 社会福祉法人

陽光福祉会

みとし会

宣長康久会

8 富山県生活協同組合

9 医療法人社団

10 社会福祉法人

11 医療法人社団

12 株式会社

萩野医院

至宝会

翠十字会

ニチイ学館

サンフォルテ

求人の見込まれる事業所（施設）
事業所名（施設名）
特別養護老人ホーム白光苑
白光苑ディサービスセンター
ケアパートナー富山（ディサービスセンター）
ケアパートナー富山（ディサービスセンター）
ケアパートナー富山（ディサービスセンター）
ケアパートナー富山（ディサービスセンター）
特別養護老人ホーム あすなろの郷
特別養護老人ホーム あすなろの郷
特別養護老人ホーム あすなろの郷
特別養護老人ホーム あすなろの郷
特別養護老人ホーム あすなろの郷

ディサービスセンターくれは苑
認知症ディサービスセンターくれは陽光苑
小機能多機能型くれは陽光苑
特別養護老人ホームすみれ苑

就業場所（所在地）
富山市山岸９５番地
富山市山岸９５番地
富山市天正寺１２９１
富山市天正寺１２９１
富山市天正寺１２９１
富山市天正寺１２９１
富山市下新北町６―４５
富山市下新北町６―４５
富山市下新北町６―４５
富山市下新北町６―４５
富山市下新北町６―４５
富山市花崎８０番地
富山市花崎８０番地
富山市花崎８０番地
富山市中老田８４５／８４４−１
富山市中老田８４５／８４４−１
富山市中老田８４５／８４４−１
富山市中老田８４５／８４４−１
富山市中老田８４５
富山市中老田８４４―１
富山市中老田８４４―１
富山市横越１８０番地

特別養護老人ホームすみれ苑

富山市横越１８０番地

特別養護老人ホームすみれ苑

富山市横越１８０番地

介護職

すみれ苑ヘルパーセンター

富山市横越１８０番地

介護職（訪問介護）

すみれ苑居宅介護支援事業所

富山市横越１８０番地

介護支援専門員

すみれ苑ディサービスセンター
特別養護老人ホームささづ苑
特別養護老人ホームささづ苑
特別養護老人ホームささづ苑かすが
ディサービスセンターゆとり〜な
ディサービスセンターゆとり〜な
ディサービスセンターゆとり〜な
ディサービスセンターまる〜な
ディサービスセンターまる〜な
認知症対応型共同生活介護グループホームやつお

富山市横越１８０番地
富山市下タ林１４１
富山市下夕林１４１
富山市下夕林２３７
富山市中間島２―２７―６
富山市中間島２―２７―６
富山市中間島２―２７―６
富山市開発２２３
富山市開発２２３
富山市八尾町井田６１０−１

介護職
介護職員
看護職員
事務職員
生活相談員
介護職
看護職
看護職
介護職
介護職

特別養護老人ホームはなさき苑
特別養護老人ホームはなさき苑
はなさき苑居宅介護支援事業所
特別養護老人ホームくれは苑/くれは陽光苑
特別養護老人ホームくれは苑/くれは陽光苑
特別養護老人ホームくれは苑/くれは陽光苑
特別養護老人ホームくれは苑/くれは陽光苑

職種
介護職
介護職
介護職
介護職
看護師
送迎
看護職
介護職
洗濯員
調理員
運転業務
介護職
介護職(夜勤専門）

介護支援専門員
介護職員
看護師
介護職員（入浴介助専門員）

介護職員（夜勤専門員）

介護職員
介護職員
介護職員
介護職
介護職（夜勤専門）

認知症対応型生活介護グループホームおわら
富山市八尾町西町２３８６
認知症対応型共同生活介護グループホームやまだ 富山市山田沼又８８

介護職

萩野医院居宅介護支援センター

富山市八尾町福島四丁目７１番地

介護支援専門員

看護小規模多機能型居宅介護ゲーテ

富山市八尾町福島四丁目８６番地

介護職

小規模多機能型居宅介護 ピカソ
小規模多機能型居宅介護施設
小規模特別養護老人ホーム
認知症高齢者グループホーム至宝館
小規模多機能型居宅介護施設
小規模特別養護老人ホーム
認知症高齢者グループホーム至宝館
小規模特別養護老人ホーム第２至宝館（新設）
小規模特別養護老人ホーム第２至宝館（新設）
誠友病院
富山老人保健施設
翠十字会ホームヘルパーステーション
誠友病院
ニチイケアセンター安養坊(訪問介護）
ニチイケアセンター安養坊(訪問介護）
ニチイケアセンター安養坊(訪問介護）
ニチイケアセンター安養坊(通所介護）

富山市八尾町井田６１０番地
富山市堀川町４６５―１
富山市堀川町４６５―１
富山市堀川町４６５―１
富山市堀川町４６５―１
富山市堀川町４６５―１
富山市堀川町４６５―１
富山市堀川町３７５
富山市堀川町３７５
富山市上千俵町１０３番地
富山市上千俵町９８―１番地
富山市上千俵町９８―１番地
富山市上千俵町１０３番地
富山市安養坊
富山市安養坊
富山市安養坊
富山市安養坊

介護職
介護職
介護職
介護職

介護職

ケアマネージャー
ケアマネージャー
ケアマネージャー

介護職
ケアマネージャー

介護職員
介護職員
ホームヘルパー
看護師
サービス提供責任者

介護員
介護員
介護員

求人の見込まれる事業所（施設）

法人名

事業所名（施設名）
ひより（グループホーム）
グループホーム日和野
小規模多機能型ホーム日和野
ヘルパーステーション鵜坂
認知症ディサービス日和野
ディサービスひより鵜坂
14 社会福祉法人 とやま虹の会
介護老人保健施設レインボー
介護老人保健施設レインボー
特別養護老人ホームしらいわ苑
しらいわ苑ホームヘルパーセンター
15 社会福祉法人 小さな幸せの家
小さな幸せの家
16 正栄ウェルフェア 株式会社
ディサービスきたえるーむ富山萩原店
ディサービスきたえるーむ清水元町
ディサービスきたえるーむ清水元町
17 株式会社 しあわせクラブ
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ふぁみりー南町
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ふぁみりー北窪 （ｻﾃﾗｲﾄ）
18 NPO法人デイサービスこのゆびとーまれ デイサービスこのゆびとーまれ
19 社会福祉法人 梨雲福祉会
特別養護老人ホーム 梨雲苑
特別養護老人ホーム 梨雲苑ゆうゆう
13 有限会社

日和

梨雲苑

ディサービスセンター

梨雲苑ゆうゆう
20 社会福祉法人

富山ふなん会

ディサービスセンター

富山市野口南部１２１番地

介護職

富山市吉作１７２５番地

介護職

富山市野口南部１２１番地

介護職
介護職

富山市西田地方町２丁目１０番１１

介護職

富山市西田地方町２丁目１０番１１

介護職

特別養護老人ホームアルペンハイツ

富山市小西１７０番地

介護職

特別養護老人ホームあしたねの森

富山市新庄町２−１５−３２

介護職

アルペンデイサービス

富山市小西１７０番地

介護職

あしたねの森デイサービス

富山市新庄町２−１５−３２

介護職

特別養護老人ホームアルペンハイツ

富山市小西１７０番地

看護職

アルペンデイサービス

富山市小西１７０番地

看護職

あしたねの森デイサービス

富山市新庄町２−１５−３２

看護職

ケアハウスとやま

富山市小西１７６番地

生活サポーター

アルペンデイサービス

富山市小西１７０番地

運転手

アルペンヘルパーステーション

富山市小西１７６番地

ホームヘルパー

アルペン居宅介護支援事業所

富山市小西１７０番地

介護支援専門員

小規模多機能型居宅介護事業所
アルペン会

職種
介護職員
介護職員
介護職員
介護職員
介護職員
介護職員
介護職員
看護職員
介護職員
ヘルパー
介護職
介護職
介護職
生活相談員
介護職
介護職
介護職
介護職

富山市石屋２３７番地

特別養護老人ホームふなん苑
特別養護老人ホームひかり苑

21 社会福祉法人

就業場所（所在地）
富山市蜷川１１―１１
富山市下野１７８４―６
富山市下野１７８４―６
富山市婦中町鵜坂１３９
富山市下野１７８４―６
富山市婦中町鵜坂１３９
富山市水橋新堀１
富山市水橋新堀１
富山市水橋新堀１７―１
富山市水橋新堀１７―１
富山市城川原３丁目６―１４
富山市萩原４１６番地１
富山市清水元町３―３
富山市清水元町３―３
富山市四方２１２−３
富山市四方北窪２０９６−２
富山市富岡町３５５
富山市吉作１７２５番地

ひかり苑

