29.5.29

平成29年度「福祉の仕事 就職フォーラム」出展法人一覧
NO

法人名

運営する事業所の分野 NO

法人名

運営する事業所の分野 NO

法人名

運営する事業所の分野

1 社会福祉法人 洛和福祉会

高齢

36 社会福祉法人 救世軍社会事業団

高齢

71 社会福祉法人 亀鶴会

高齢

2 社会福祉法人 大三島育徳会

高齢・障害

37 社会福祉法人 三樹会

保育

72 社会福祉法人 白百合会

高齢

3 社会福祉法人 大泉旭出学園

障害

38 社会福祉法人 正吉福祉会

高齢・障害

73 社会福祉法人 恵比寿会

高齢

4 社会福祉法人 原町成年寮

障害

39 社会福祉法人 不二健育会

高齢

74 社会福祉法人 江寿会

高齢・児童

5 社会福祉法人 徳心会

高齢・障害・保育

40 株式会社 グッドライフケア東京

高齢

75 社会福祉法人 愛寿会

高齢

6 社会福祉法人 コロロ学舎

障害

41 社会福祉法人 正夢の会

障害・児童

76 社会福祉法人 ファミリー

高齢

7 社会福祉法人 すかい

障害

42 社会福祉法人 新宿区障害者福祉協会

高齢・障害

77 社会福祉法人 一誠会

高齢

8 社会福祉法人 あいのわ福祉会

障害

43 社会福祉法人 武蔵野

高齢・障害・児童

78 社会福祉法人 南風会

障害

9 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団 高齢

44 社会福祉法人 滝乃川学園

高齢・障害・児童

79 社会福祉法人 アストリー

高齢・保育

10 社会福祉法人 竹清会

高齢・その他

45 社会福祉法人 世田谷共育舎

保育

80 社会福祉法人 東京蒼生会

高齢・児童

11 一般社団法人 福祉心話会

障害

46 社会福祉法人 目黒区社会福祉事業団

高齢・障害

81 社会福祉法人 至誠学舎立川

高齢・障害・児童・保育

12 トラストガーデン株式会社

高齢

47 社会福祉法人 若竹大寿会

高齢

82 社会福祉法人 長寿村

高齢

13 社会福祉法人 仁愛会

高齢

48 社会福祉法人 白寿会

高齢

83 社会福祉法人 新島はまゆう会

高齢

14 社会福祉法人 村山苑

高齢・障害・保育・その他 49 社会福祉法人 武蔵村山育成会

保育

84 社会福祉法人 至誠学舎東京

高齢・保育

15 社会福祉法人 ハッピーネット

高齢・障害・保育

50 株式会社 アスモ介護サービス

高齢

85 社会福祉法人 南東北福祉事業団

高齢・障害

16 株式会社 トリードアート

高齢

51 社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会 高齢・障害・児童・保育

86 社会福祉法人 大洋社

児童

17 日本フォームサービス株式会社

高齢

52 社会福祉法人 東京アフターケア協会

障害

87 社会福祉法人 泉陽会

高齢

18 社会福祉法人 睦月会

障害・児童

53 社会福祉法人 東京児童協会

保育

88 社会福祉法人 長岡福祉協会

高齢・障害

19 社会福祉法人 みずき福祉会

障害

54 社会福祉法人 東六会

高齢

89 社会福祉法人 東京栄和会

高齢

20 社会福祉法人 多摩済生医療団

高齢

55 社会福祉法人 台東つばさ福祉会

障害

90 社会福祉法人 東京コロニー

障害

21 株式会社 ＺＥＮウェルネス

高齢

56 社会福祉法人 桐仁会

高齢

91 社会福祉法人 松葉の園

児童・保育

22 社会福祉法人 健修会

高齢

57 社会福祉法人 福栄会

高齢・障害・児童

92 社会福祉法人 敬仁会

高齢・児童・保育

23 社会福祉法人 七日会

高齢

58 社会福祉法人 聖愛学舎

保育

93 社会福祉法人 やまゆり福祉会

障害

24 社会福祉法人 練馬豊成会

高齢・児童

59 社会福祉法人 聖風会

高齢

94 社会福祉法人 嬉泉

障害・児童・保育

25 社会福祉法人 こうほうえん

高齢・障害・保育所

60 社会福祉法人 桜栄会

高齢

95 社会福祉法人 聖ヨハネ会

高齢

26 社会福祉法人 東京都社会福祉事業団

障害・児童

61 社会福祉法人 三幸福祉会

高齢・保育・その他

96 社会福祉法人 多摩養育園

保育

27 社会福祉法人 カメリア会

高齢・児童

62 社会福祉法人 共生会

児童

97 社会福祉法人 友愛十字会

高齢・障害・児童

28 社会福祉法人 芳洋会

高齢

63 社会福祉法人 鶴風会

障害

98 株式会社 生活科学運営

高齢

29 株式会社 さくら介護グループ

高齢・障害

64 社会福祉法人 日本フレンズ奉仕団

高齢

99 社会福祉法人 はるび

高齢

30 社会福祉法人 佑啓会

障害・児童

65 社会福祉法人 聖救主福祉会

高齢・保育

100

障害

31 社会福祉法人 三交会

高齢

66 社会福祉法人 たま紫水園

高齢

101 社会福祉法人 八晃会

保育

32 社会福祉法人 合掌苑

高齢

67 株式会社 ケアワーク弥生

高齢・障害

102 社会福祉法人 東京光の家

障害

33 社会福祉法人 もくば会

障害

68 社会福祉法人 青少年福祉センター

児童

103 社会福祉法人 愛郷会

高齢

34 社会福祉法人 稲城青葉会

保育

69 社会福祉法人 東京聖労院

高齢・児童

104 社会福祉法人 同愛会 東京事業本部 障害・児童

35 社会福祉法人 友興会

高齢

70 社会福祉法人 いたるセンター

障害・保育

社会福祉法人 全国重症心身障害児（者）を守る会

