
Ｎｏ 種別 法人名 所在地 Ｎｏ 種別 法人名 所在地

1 高齢 （医）蘭佑会 長崎 25 児童 （福）大村子供の家 大村

2 高齢 （福）樹陽会 長崎 26
高齢・障害

・児童 （福）福陽会 長崎

3 高齢 （株）デュエル 長崎 27 高齢 （医）博和会 長崎

4 高齢・障害 （株）ニチイ学館 長崎 28
高齢・障害

・児童 （福）さゆり会 五島

5 高齢 （株）ベスト・スマイル 長崎 29 高齢・児童 （株）バイタル 長崎

6 高齢 （福）白寿会 佐世保 30 障害・児童 （特非）元気っ子クラブ 大村

7 高齢 （有）アルム 大村 31 高齢 （株）サポート 長崎

8 高齢 （株）ツクイ 長崎 32 障害・児童 （福）ゆうわ会 長崎

9 高齢 （福）日春会 長崎 33 高齢 三菱電機ライフサービス（株） 長崎

10 高齢 （福）春友会　 長崎 34 高齢 （福）寿泉会 西海

11 高齢 （福）啓正会 長崎 35 高齢 （福）朋永会 長崎

12 高齢 （福）神楽会 長崎 36 高齢・児童 （福）実寿穂会 長崎

13 高齢 （福）ふるさと 西海 37 高齢 （福）遍照会 長崎

14 高齢 （株）修峯 長崎 38 高齢 （福）五島和光会 五島

15 高齢 （福）いわこ会 長崎 39 障害・児童 （福）ことの海会 大村

16 高齢 （一社）長崎市医師会 長崎 40 高齢 （福）五蘊会 長崎

17 障害 （福）友愛会 長崎 41
高齢・障害

・児童 （福）清潮会 長崎

18 高齢 （有）厚生ライフ長崎 長崎 42 高齢 （有）Gracias 長崎

19 高齢 （株）シン 長崎 43 高齢・児童 （福）小浜会 雲仙

20 高齢 （福）清和福祉会 諫早 44 高齢・児童 （福）福翠会 諫早

21 高齢 （福）日浦会 長崎 45 高齢 （福）福医会 西海

22
高齢・障害

・児童
（株）ヒューマン・ネットワーク 長崎 46 高齢 （医）有葵会 長崎

23 障害・児童 （福）悠久会 島原 47 高齢 （医）和仁会 長崎

24 高齢 （医）行清会 時津 48 高齢 （福）恵愛会 長崎

Ｎｏ 種別 法人名 所在地 Ｎｏ 種別 法人名 所在地

1 高齢 （有）グリーンケアはりお 佐世保 1 高齢 （福）東明会 佐世保

2 高齢 （福）朋友会 佐世保 2 高齢 （有）シャローム 佐世保

3 障害 （福）むすび会 佐世保 3 高齢 （医）雄博会　 佐世保

4 高齢 （医）真友会　藤井医院 佐世保 4 障害 （特非）ステップアップステーション 佐世保

5 高齢 （医）創平会 佐世保 5 高齢 （有）メイプル 佐世保

6 高齢 （医）青洲会 佐世保 6 高齢 （福）豊寿会 佐世保

7 高齢 （株）オールブルー 佐世保 7 高齢 （医）梶田医院 佐世保

8 高齢 （福）アソカ仁寿会 佐世保 8 高齢 （有）清水 佐世保

9 高齢 （一社）花央 佐世保 9 高齢 （福）健世会 佐世保

10 高齢 （株）フクシア 佐世保 10 高齢 （有）ほのぼの介護サービス 佐世保

11 高齢 （福）和光福祉会 松浦 11 高齢 （有）オレンジケア 佐世保

※参加予定法人は変更になる場合がありますことをご了承ください。

平成29年度 「福祉・介護の就職合同面談会」≪冬≫参加予定法人一覧
（１２月９日（土）長崎・佐世保同日開催）

長崎会場

午　後（13：00～）

佐世保会場

午　前（10：30～） 午　後（13：30～）


