
事業所名（施設名） 就業場所（所在地） 職種

1 株式会社ツクイ ツクイ富山
（訪問介護・ディサービス） 富山市稲荷元町２－８－９
①サービス提供責任者
②訪問介護員
③介護職員

ツクイ富山上冨居
（ディサービス） 富山市上冨居３－１－２９
①看護職員
②介護職員
③送迎職員

ツクイ富山藤ノ木
（ディサービス） 富山市藤ノ木１８４７－２
①介護職員
②送迎職員

ツクイ富山萩原
（ディサービス） 富山市萩原１７９－１
①介護職員
②看護職員
③機能訓練指導員

ツクイ富山赤田
（ディサービス） 富山市赤田５３５－１
①調理職員
②送迎職員
③介護職員

ツクイ富山萩原
グループホーム 富山市萩原１７９－１ ①介護職員
2 社会福祉法人　宣長康久会 特別養護老人ホームささづ苑 富山市下タ林１４１ 介護職員

3 医療法人社団　友愛病院会 友愛温泉病院（介護療養型医療施設） 富山市婦中町新町２１３１ 介護職

4 社会福祉法人　至宝会 小規模多機能型居宅介護施設至宝館 富山市堀川町４６５―１ 介護職
小規模特別養護老人ホーム至宝館 富山市堀川町４６５―１ 介護職
認知症高齢者グループホーム至宝館 富山市堀川町４６５―１ 介護職
小規模多機能型居宅介護施設至宝館 富山市堀川町４６５―１ 看護職
小規模特別養護老人ホーム至宝館 富山市堀川町４６５―１ 看護職
認知症高齢者グループホーム至宝館 富山市堀川町４６５―１ 看護職
小規模特別養護老人ホーム第２至宝館（新設） 富山市堀川町３７５ 介護職
小規模特別養護老人ホーム第２至宝館（新設） 富山市堀川町３７５ 看護職

5 社会福祉法人　みとし会 特別養護老人ホーム
すみれ苑 富山市横越１８０番地 介護職

特別養護老人ホーム
すみれ苑 富山市横越１８０番地 介護職
（夜勤専門）

すみれ苑ディサービスセンター 富山市横越１８０番地 介護職

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

すみれ苑ヘルパーセンター 富山市横越１８０番地 介護職
（訪問介護）

6 社会福祉法人　陽光福祉会 特別養護老人ホームくれは苑/くれは陽光苑 富山市中老田８４５／８４４－１ 介護職員
特別養護老人ホームくれは苑/くれは陽光苑 富山市中老田８４５／８４４－１ 看護師
入浴介助専門員 富山市中老田８４５／８４４－１ 介護職員
夜間専門員 富山市中老田８４５／８４４－１ 介護職員

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

富山市中老田８４５／８４４－１ 介護職員

小機能多機能型居宅くれは陽光苑 富山市中老田８４４―１ 介護職員

7 医療法人社団　アルペン会 通所リハビリテーションあいの風 富山市楠木３００番地 介護職

通所リハビリテーションきたまえ 富山市東岩瀬町２７５番地 介護職

アルペンリハビリテーション病院 富山市楠木３００番地 介護職

8 社会福祉法人　和合福祉会 特別養護老人ホーム　　　　和合ハイツ 富山市布目１９６６番地１ 介護職員
特別養護老人ホーム　　　　和合ハイツ 富山市布目１９６６番地１ 看護職員

9 医療法人社団　恵成会 有料老人ホームめぐみ 富山市丸の内１-７-１１ 相談員
ケアハウスめぐみ 富山市丸の内３－３-２５ 相談員
ケアハウスめぐみ 富山市丸の内３－３-２５ 計画作成
ふれあいホームめぐみ 富山市塚原１９５－１ 管理職

10 社会福祉法人　堀川南会 特別養護老人ホーム 富山市下堀５０－６ 介護士

特別養護老人ホーム 富山市下堀５０－６ 看護師

特別養護老人ホーム 富山市下堀５０－６ 事務員

11 株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ とやまケアセンターそよ風 富山県富山市上袋５１８－１ 介護職

とやまケアセンターそよ風 富山県富山市上袋５１８－１ 介護職

とやまケアセンターそよ風 富山県富山市上袋５１８－１ 介護職

とやまケアセンターそよ風 富山県富山市上袋５１８－１ 相談員

12 医療法人社団　萩野医院 認知症対応型共同生活介護グループホームやつお 富山市八尾町井田６１０－１ 介護職

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 介護職

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 富山市八尾町井田６１０番地 介護職

13 特定非営利活動法人　文福 特定非営利活動法人　
文福 富山市五福３７３４－３ 介護職

特定非営利活動法人　
文福 富山市五福３７３４－３ ヘルパー

14 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター富山（通所介護） 富山市下奥井 生活相談員

「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１１月１５日（水）午後２時～　

場所：富山県民共生センター　サンフォルテ　　

法人名
求人の見込まれる事業所（施設）



事業所名（施設名） 就業場所（所在地） 職種
法人名

求人の見込まれる事業所（施設）

ニチイケアセンター富山（訪問介護） 富山市下奥井 介護員
ニチイケアセンター富山（訪問介護） 富山市下奥井 介護員
ニチイケアセンター富山（通所介護） 富山市下奥井 介護員
ニチイケアセンター婦中（通所介護） 富山市婦中町下轡田 運転手
ニチイケアセンター富山（通所介護） 富山市下奥井 調理員
ニチイケアセンター富山（通所介護） 富山市下奥井 介護員
ニチイケアセンター富山（通所介護） 富山市下奥井 運転手
ニチイケアセンター安養坊（通所介護） 富山市安養坊 介護員
ニチイケアセンター堀川（通所介護） 富山市本郷 介護員
ニチイケアセンター堀川（通所介護） 富山市本郷 運転手
ニチイケアセンター婦中（訪問介護） 富山市婦中町下轡田 介護員
ニチイケアセンター安養坊(訪問介護） 富山市安養坊 サービス提供責任者

ニチイケアセンター安養坊(訪問介護） 富山市安養坊 介護員
ニチイケアセンター安養坊(訪問介護） 富山市安養坊 介護員
ニチイケアセンター安養坊(通所介護） 富山市安養坊 介護員

15 医療法人社団　東方会 おおやま病院 富山市花崎８５ 介護職

16 社会福祉法人　富山ふなん会 特別養護老人ホーム
ふなん苑 富山市石屋２３７番地 介護職

特別養護老人ホーム
ひかり苑 富山市西田地方町２丁目１０番１１ 介護職

小規模多機能型
居宅介護事業所　ひかり苑 富山市西田地方町２丁目１０番１１ 介護職

17 社会福祉法人　梨雲福祉会 特別養護老人ホーム　梨雲苑 富山市吉作１７２５番地 介護職

特別養護老人ホーム　梨雲苑ゆうゆう 富山市野口南部１２１番地 介護職

梨雲苑　ディサービスセンター 富山市吉作１７２５番地 介護職

梨雲苑ゆうゆう　ディサービスセンター 富山市野口南部１２１番地 介護職

18 富山医療生活協同組合 富山協立病院 富山市豊田町１－１－８ 看護助手

在宅福祉総合センターひまわり 富山市粟島町２－２－１　 介護職/看護職/相談員

看護小規模多機能型居宅介護 富山市粟島町２－２－１　 介護職/看護職/相談員

きずな 富山市柳町１－２－１８ 介護職/看護職/相談員

えがお　　 富山市山室８２－１ 介護職/看護職/相談員

ぽぷら 富山市婦中町速星３９８－１ 介護職/看護職/相談員

水橋診療所通所リハビリのびのび　　　 富山市水橋館町５９－１ 介護士

富山協立病院通所リハビリとよたシャキシャキ 富山市豊田町１－１－８ 介護士

ひまわりヘルパーステーション 富山市粟島町２－２－１　      介護福祉士

19 社会福祉法人　富山城南会 特別養護老人ホーム敬寿苑、他 富山市内各地 介護職員（日勤のみ）

特別養護老人ホーム敬寿苑、他 富山市内各地 介護職員

特別養護老人ホーム敬寿苑、他 富山市内各地 看護職員

20 有限会社　コリドー ディサービスセンター
１・２の３ 富山市中川原３９９－１ 介護職
21 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 富山市萩原４１６番地１ 介護職

ディサービスきたえるーむ清水元町 富山市清水元町３―３ 介護職
ディサービスきたえるーむ清水元町 富山市清水元町３―３ 生活相談員


