平成29年度「福祉・介護・看護の就職フェア（第3回）」個別ｺｰﾅｰ参加申込一覧
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種別

1

高齢者

2

児童

法人名

社会福祉法人 ほほえみ福祉会

訪問介護ほほえみ
通所介護ほほえみ
居宅介護支援事業所ほほえみ
通所介護ほほえみ山の華
有料老人ホーム
デイサービスおじゃんせ
デイサービスほほえみの華
サービス付き高齢者向け住宅ほほえみの華

株式会社 ワンプレイス

放課後等デイサービス わかば四日市いくわ

3

高齢者

社会福祉法人 平成福祉会

4

高齢者

社会福祉法人 英水会

5

6

7

8

9

高齢者・障害 株式会社 アースサポート

高齢者・児
童・保育

社会福祉法人 アパティア福祉会

高齢者・障害
社会福祉法人 けやき福祉会
・児童

高齢者

主な事業所一覧

医療法人 博仁会

高齢者・障害 社会福祉法人 永甲会

10
11

高齢者
高齢者

社会福祉法人 鈴鹿福祉会
社会福祉法人 すずらん福祉会

12

障害

13

高齢者

メディカル・ケア・サービス三重
株式会社

14

障害・児童

社会福祉法人 四日市福祉会

社会福祉法人 檜の里

介護老人福祉施設 ヴィラ四日市
ヴィラ四日市通所介護センター
富洲原通所介護センター
ヴィラ四日市在宅介護センター
特別養護老人ホーム 英水苑
特別養護老人ホーム 日永英水苑
軽費老人ホーム・ケアハウス グリーンライフ英水苑
アースサポート津
アースサポート四日市
アースサポート鈴鹿
アースサポート伊勢
アースサポート伊賀
特別養護老人ホーム アパティア長島苑
特別養護老人ホーム あおい
特別養護老人ホーム
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護ハピネスちよだ
児童養護施設 エスペランス桑名
児童養護施設 エスペランス四日市
乳児院 エスペランス四日市
認知症対応型共同生活介護 ひなた
情緒障害児短期治療施設 児童心理療育施設 悠
児童自立生活援助事業 自立支援ホームつばさ
児童家庭支援センター まお
生活介護 鈴鹿けやき苑
放課後等デイサービス 放課後等デイサービスセンター鈴鹿清寿園
特別養護老人ホーム 鈴鹿香寿苑
村瀬病院
有床診療所 やばせクリニック
医療相談室
鈴鹿北部地域包括支援センター
居宅介護支援事業所・在宅介護支援センター
特別養護老人ホーム ひまわり苑
介護老人保健施設ひまわり
グループホーム ひまわりの家
ショートステイ矢橋
老人デイサービスセンター ケアサービス矢橋
ケアハウス サンハイム鈴鹿
高齢者向け賃貸住宅 メディション鈴鹿
村瀬病院 訪問看護ステーションひまわり
村瀬病院 訪問リハビリテーション
特別養護老人ホーム うねめの里
特別養護老人ホーム かすみの里
障害者支援施設 エビノ園
生活介護 サクラノ園
生活介護 かすみの里
特別養護老人ホーム 鈴鹿グリーンホーム
老人デイサービスセンター 橋北楽々館 通所介護事業所
障害者支援施設 あさけ学園
生活介護 ワークセンターひのき
共同生活援助 あさけホーム
愛の家グループホーム 多度
愛の家グループホーム 三重川越町
愛の家グループホーム 国府
愛の家グループホーム 亀山
愛の家グループホーム 一志
愛の家グループホーム 大台
愛の家グループホーム 五ヶ所
障害者支援施設 垂坂山ブルーミングハウス
自立訓練（生活訓練）・就労移行 かすみヶ浦ブルーミングハウス
生活介護・就労継続支援Ａ型・Ｂ型 ブランチ スプリング
就労継続支援B型・生活介護 ラポール ブルーミング
放課後等デイサービス ラポール ブルーミング
共同生活援助 ブルーミング
共同生活援助 Ｇ＆Ｃホームつうきん
特定相談・一般相談・障害児相談支援事業 ブルーム
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15

高齢者

16

高齢者

17
18

高齢者
高齢者

19

高齢者・障害

20

障害

21

高齢者

22

高齢者

23

高齢者

24

高齢者・障害

25

障害

26

高齢者

27
28
29
30
31
32

高齢者
高齢者
高齢者
高齢者
高齢者

33

障害

34

高齢者

障害

法人名

主な事業所一覧

みえ呼吸嚥下リハビリクリニック
訪問（看護・介護・リハビリ）ステーションみえ
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック 居宅介護支援センターみえ
福祉用具ショップみえ
株式会社 グリーンタウン
配食センターみえ
呼吸嚥下ケアプラニング
高齢者賃貸住宅七色の街
ＥＡＴＥＣﾒﾃﾞｨｶﾙ出版・ケアスクール
養護老人ホーム 南山
グループホームかなしょうず園
社会福祉法人 天年会
特別養護老人ホーム かなしょうず園
なでしこの家
株式会社 SHINEI
特別養護老人ホーム すいせんの里
社会福祉法人 慈幸会
特別養護老人ホーム 小山田特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム 第二小山田特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム 介護総合サービスセンターかんざき
特別養護老人ホーム 小山田特別養護老人ホーム
（サテライト小杉・サテライト四郷・サテライト常磐・サテライト川島）
軽費老人ホームB型 小山田軽費老人ホーム
軽費老人ホームA型 第二小山田軽費老人ホーム
軽費老人ホーム・ケアハウス 小山田ケアハウス
社会福祉法人 青山里会
軽費老人ホーム・ケアハウス ケアハウス常磐
介護老人保健施設 小山田老人保健施設
介護老人保健施設 亀山老人保健施設
認知症対応型共同生活介護 四郷グループホーム
認知症対応型共同生活介護 小山田グループホーム
認知症対応型共同生活介護 グループホームあおぞら
介護福祉士指定養成施設 四日市福祉専門学校
障害者支援施設 小山田苑
障害者支援施設 八野生活介護センター
障害者支援施設 宮の里ミタスメモリアルホーム
生活介護・就労継続支援Ｂ型 八野就労支援センター
就労移行・就労継続支援Ｂ型 きれいサポートステーション
生活介護・就労移行・就労継続支援Ｂ型 南勢就労支援センター
社会福祉法人 伊勢亀鈴会
就労継続支援Ｂ型 第2南勢就労支援センター
共同生活援助 グループホームきれい
共同生活援助 グループホームきれい 空羅多ガーデン
共同生活援助 グループホームきれい 亀山栗の木ヴィレッジ
共同生活援助 グループホームきれい 御糸の杜
特別養護老人ホーム くぬぎの木特別養護老人ホーム
社会福祉法人 あがた福祉の会 老人デイサービスセンター くぬぎの木在宅介護サービスセンター
訪問介護 居宅介護支援 セントケア四日市
訪問介護 セントケア北四日市
訪問介護 セントケア津
訪問介護 セントケア松坂
セントケア三重株式会社
訪問介護 セントケア伊賀上野
訪問介護 セントケア名張
小規模多機能型居宅介護 セントケア豊後町 小規模多機能
和デイサービス 通所介護
和 居宅介護支援
株式会社 エイワ
和デイサービス鈴峰 通所介護
通所介護事業所ゆりかもめ
知的障害者通所授産施設共栄作業所
社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会
障害者自立支援施設たんぽぽ
身体障害者通所授産施設あさけワークス
障害者支援施設 清和苑
生活介護・就労継続支援Ｂ型 多機能型事業所 清和ワークキャンパス
社会福祉法人 清和会
共同生活援助 清和ホーム
介護老人保健施設ことぶき
長島中央病院
介護老人保健施設ながしま
医療法人 (社団)佐藤病院
居宅介護支援事業所かけはし
佐藤病院
特別養護老人ホーム ルーエハイム
社会福祉法人 博愛会
軽費老人ホーム・ケアハウス ソレイユ
通所介護施設 プレミアムDay Rin Rin
株式会社 リングリングリング
特別養護老人ホーム華旺寿
社会福祉法人 柊会
特別養護老人ホーム 往還
社会福祉法人 三重健寿会
特別養護老人ホーム パークレジデンス
社会福祉法人 健和会
障害者支援施設 くわのみ
社会福祉法人 九華福祉会
就労継続支援Ｂ型 デリカ工房「くわのみ」
障害者支援施設 鈴鹿和順学園
障害者支援施設 和順寮
共同生活援助 和順みずしの寮
社会福祉法人 和順会
生活介護 和順木田デイサービスセンター和来
放課後等デイサービスセンターわっか
ふるさとの里
有限会社 ふるさと
第3ふるさと
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35

高齢者

社会福祉法人 風薫会

36

障害
高齢者・障
害・児童

社会福祉法人 いずみ

37
38

高齢者

39

障害

40

高齢者

41

高齢者

42

児童

43

児童

44

高齢者

45

高齢者

46

高齢者

47

高齢者

48

高齢者

49

高齢者

法人名

株式会社 FLAT

主な事業所一覧
特別養護老人ホーム 風の路
特別養護老人ホーム アリビオ
特別養護老人ホーム サテライトみなと
老人福祉センター 四日市西老人福祉センター
サポートハウス ふらっと
生活介護事業所Leaf
訪問介護事業所リーフ
放課後等デイサービスLeaf四日市、くわな

独立行政法人 地域医療機能推 四日市羽津医療センター
進機構 四日市羽津医療センター
障害者支援施設 しらさぎ園
社会福祉法人 三鈴会
障害福祉サービス事業 グリーンハイツ しらさぎ（共同生活援助）
特別養護老人ホーム よっかいち諧朋苑
保育所 ひばり保育園
訪問入浴 在宅介護センター四日市
訪問入浴 在宅介護センター鈴鹿
訪問入浴 在宅介護センター津
株式会社 アサヒサンクリーン
訪問入浴 在宅介護センター松阪
訪問入浴 アサヒサンクリーン在宅介護センター伊勢
訪問入浴 在宅介護センター伊賀
乳児院 里山学院乳児院
児童養護施設 里山学院
社会福祉法人 里山学院
児童養護施設 鈴鹿里山学院
児童養護施設 みどり自由学園
社会福祉法人 みどり自由学園 地域小規模児童養護施設 恵の家
介護付有料老人ホーム ハーモニーハウスいなべ
介護付有料老人ホーム ハーモニーハウス津アネックス
住宅型有料老人ホーム ハーモニーハウス津
住宅型有料老人ホーム わが家千里
デイサービス デイサービスわが家
介護付有料老人ホーム わが家
株式会社 ハピネライフ一光
介護付有料老人ホーム わが家松阪
介護付有料老人ホーム わが家伊勢
介護付有料老人ホーム ハーモニーハウス伊賀上野
介護付有料老人ホーム ハーモニーハウス伊賀大山田
介護付有料老人ホーム ハーモニーハウス名張
介護老人保健施設 おかなみ
介護老人保健施設 第２おかなみ
社会医療法人 畿内会
介護老人保健施設 伊賀ゆめが丘
特別養護老人ホーム 国津園
特別養護老人ホーム 美里ヒルズ
保育所 名張西保育園
社会福祉法人 弘仁会
保育所 比奈知保育園
保育所 滝之原保育園
認知症対応型共同生活介護 グループホームひまわり
認知症対応型共同生活介護 グループホームにのみの家
株式会社 伊勢温泉観光
短期入所生活介護 ショートステイひまわり
特別養護老人ホーム社会福祉法人青松園
訪問介護事業所青松園
居宅介護支援事業所青松園
社会福祉法人 青松園
デイサービスセンター青松園
短期入所生活生活介護事業所青松園
養護老人ホーム 高田慈光院
特別養護老人ホーム 高田光寿園
社会福祉法人 高田福祉事業協会 軽費老人ホーム・ケアハウス 高田ケアハウス
老人介護支援センター 高田在宅介護支援センター
保育所 高田保育園

社会福祉法人 宏育会
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保育所 豊野保育園
保育所 はなこま保育園
保育所 第二はなこま保育園
保育所 嬉野保育園
保育所 しまの杜保育園
保育所 第二しまの杜保育園
養護老人ホーム 偕楽荘
特別養護老人ホーム シルバーケア豊壽園
特別養護老人ホーム 伊賀シルバーケア豊壽園
特別養護老人ホーム志摩シルバーケア豊壽園
介護老人保健施設 ふたみ介護老人保健施設シルバーケア豊壽園
介護老人保健施設
地域総合ケアセンター津介護老人保健施設シルバーケア豊壽園
軽費老人ホーム・ケアハウス ケアハウスシルバーケア豊壽園
認知症対応型共同生活介護
地域総合ケアセンター認知症対応型グループホームシルバーケア豊壽園
社会福祉法人 洗心福祉会
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型グループホーム鈴鹿シルバーケア豊壽園
認知症対応型共同生活介護
阿児認知症対応型グループホーム真珠荘
認知症対応型共同生活介護
大王認知症対応型グループホームシルバーケア豊壽園
認知症対応型共同生活介護
浜島認知症対応型グループホームシルバーケア豊壽園
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型グループホーム伊賀シルバーケア豊壽園
生活介護・就労継続支援Ｂ型 工房楽々あやま
生活介護・就労継続支援Ｂ型 きらめき工房いが
生活介護・就労継続支援Ｂ型 きらめき工房あおやま
共同生活援助 伊賀ホーム ほほえみ
共同生活援助 阿山ホーム（かざぐるま）
特別養護老人ホーム 泉園
ヤナセメディケアグループ
特別養護老人ホーム しおりの里広域型特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム しおりの里
社会福祉法人 寿泉会
介護老人保健施設 万葉の里
医療法人 碧会
認知症対応型共同生活介護 八幡園グループホーム
児童養護施設 聖マッテヤ子供の家
障害者支援施設 聖マッテヤ心豊苑
生活介護 ひかり
自立訓練（生活訓練）・就労移行 ふらっと・つぅ
社会福祉法人 聖マッテヤ会
外部サービス利用型共同生活援助 にじの家
放課後等デイサービス ひかりクラブ
特定相談・一般相談・障害児相談支援事業 相談支援事業所ひかり
救護施設 長谷山荘
特別養護老人ホーム 慈宗院
障害者支援施設 津長谷山学園
社会福祉法人 敬愛会
障害者支援施設 長谷山寮
共同生活援助 森ホーム
特定相談支援事業 津長谷山学園
グループホームとのむら
株式会社 地域ケア
小規模多機能ホームとのむら
児童養護施設 聖の家
社会福祉法人 聖の家
三重県福祉総合支援サービス合同会社 絆津教室
軽費老人ホーム・ケアハウス ベタニヤハウス
社会福祉法人 三重ベタニヤ
特別養護老人ホーム アガペホーム
特別養護老人ホーム 明合乃里
特別養護老人ホーム きずな
特別養護老人ホーム やまゆりの里
介護老人保健施設 つつじの里
介護老人保健施設 あのう
介護老人保健施設 やまゆりの里
社会福祉法人 あけあい会
介護老人保健施設 みやがわ
養護老人ホーム やまゆりの里
認知症対応型共同生活介護 シルバータウン新町グループホーム
認知症対応型共同生活介護 シルバータウンあのうグループホーム
認知症対応型共同生活介護 シルバータウン久居 寿梨庵
障害者支援施設 嬉野カトリックの家
社会福祉法人
津カトリック保育園
カトリック三重カリタス会
マリア保育園
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高齢者・障害
・保育
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高齢者
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障害
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高齢者・障害

54
55
56
57

高齢者
児童
障害・児童
高齢者
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高齢者
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障害
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病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支 済生会明和病院
部
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障害

社会福祉法人 ベテスタ
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高齢者

社会福祉法人 長寿会
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高齢者

社会福祉法人 真心の会

障害者支援施設 こいしろの里
共同生活援助 こいしろ
放課後等デイサービス 放課後等デイサービスびーとる
老人デイサービスセンター 単独一般型通所介護事業所
デイサービスセンター なでしこ苑
認知症対応型共同生活介護 グループホームなでしこ苑
特別養護老人ホームビビアン
訪問介護
居宅介護支援事業
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種別
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障害・児童

65

障害
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高齢者

社会福祉法人 慈恵会
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高齢者

株式会社 さわやか倶楽部

68

法人名
社会福祉法人 おおすぎ
社会福祉法人 三重済美学院

高齢者・保育 株式会社 森伸
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高齢者

有限会社 くろべ

70

高齢者

社会福祉法人 賀集会

主な事業所一覧
障害者支援施設 れんげの里
障害者支援施設 城山れんげの里
児童発達支援・放課後等デイサービス 城山れんげの里
三重済美学院
済美寮
ルーベンハイム志摩
ふらっと
特別養護老人ホーム 正邦苑
特別養護老人ホーム 正邦苑靜乾
認知症対応型共同生活介護 正邦苑城田
さわやかシーサイド鳥羽
デイサービス 森伸高柳ケアセンター
リハビリデイサービス森伸船江
デイクラブ森伸伊勢南
グループホーム ケアパートナー森伸小俣
サービス付高齢者住宅 ディア・ライフ伊勢西
サービス付高齢者住宅 ディア・ライフ伊勢中央
サービス付高齢者住宅 ディア・ライフ伊勢南
小規模多機能ホーム 森伸伊勢西
小規模多機能ホーム 森伸宮川
小規模多機能ホーム 森伸
森伸居宅介護支援センター
訪問介護 森伸ホームヘルプサービス
訪問介護 ディア・ライフ伊勢西ヘルパーステーション
認知症対応型共同生活介護 グループホームみそのむら
小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホームみそのむら
小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホームきたはま
サービス付き高齢者向け住宅 シニアホームきたはま
認知症共用型通所介護 デイホーム みそのむら
居宅介護支援事業所 ケアプランセンターみそのむら
軽費老人ホーム・ケアハウス ケアハウス賀集楽

