
【嶺北会場：高齢】

No 法人名 施設・事業所名 事業所所在地 事業種別 求人職種 雇用形態 求人票№ 事業所HP 事業所PR動画

高1 社会福祉法人　織田やすらぎ会 特別養護老人ホーム　やすらぎ荘 丹生郡越前町織田83-24-1 高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00100

https://ota-
yasuragikai.com/

高2 社会福祉法人　太陽会 アニス松岡 吉田郡永平寺町松岡椚31-7-1 高齢 介護職 正職員
1800-2205-
00113

www.taiyo-

kai.jp/anise.html

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00070

高齢 相談・支援・指導員 正職員
1800-2204-
00071

高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2204-
00072

高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2204-
00073

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00032

高齢 調理員 正職員
1800-2204-
00033

高齢 看護職 正職員
1800-2204-
00164

高5 医療法人　相木病院 シルバーハイツ武生 越前市中央2丁目9-40 高齢 介護職 正職員
1800-2201-
00188

https：//aiki-hp.jp

高4 社会福祉法人　福聚会 特別養護老人ホーム宝珠苑 福井市内山梨子町2－3－1
https://houjuen.or

g/

https://youtu.be/MASfDB5BrT

s

高3 社会福祉法人　慈心会 特別養護老人ホーム　ひかり苑 吉田郡永平寺町山王7－30

http://hikarigroup.j

p/hikarien/index.ht

ml
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高齢 介護職 正職員
1800-
2205-00046

高齢 介護支援専門員 正職員
1800-2205-
00050

高齢 相談・支援・指導員 正職員
1800-2205-
00049

高齢 看護職 正職員
1800-2205-
00048

高齢 その他
非常勤・
パート

1800-2204-
00281

軽費老人ホーム　ケアハウス九頭竜 福井市寺前町4-14-2 高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00022

介護老人福祉施設　永平寺ハウス 永平寺町けやき台813-1 高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00022

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00022

高齢 介護職 正職員
1800-2202-
00034

介護老人福祉施設　永平寺ハウス 永平寺町けやき台813-1 高齢 介護職 正職員
1800-2202-
00034

https://youtub.be/QhgjoirnuTI

高7 社会福祉法人　福泉会
https://www.fukusen
kai.jp/

https://www.youtube.com/watch?
v=oYWFZE4ZIk0&feature=emb_titl
e

介護老人保健施設　九頭竜長生苑 福井市寺前町2-2-2

高6 社会福祉法人　双和会
特別養護老人ホーム
ガーデンハイツ春江

坂井市春江町針原28-28-1 https://fj-g.jp/
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大野きらめき 大野市天神町3番21号
非常勤・
パート

羽水きらめき 福井市羽水1丁目107番地
非常勤・
パート

岡保きらめき 福井市曽万布町7字18番1
非常勤・
パート

宝永きらめき 福井市宝永3丁目3-1
非常勤・
パート

江守きらめき 福井市江守中町2号12番地
非常勤・
パート

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00169

高齢 介護職 正職員
1800-2205-
00101

特別養護老人ホーム　高雄苑 福井市本堂町51-33 高齢 調理員 正職員
1800-2206

-00064

福井市羽坂町33-1-1 高齢 介護職 正職員
1800-2204

-00195

福井市羽坂町33-1-1 高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2204

-00196

福井市本堂町51-33 高齢 介護職 正職員
1800-2265

-00098

福井市本堂町51-33 高齢 調理員
非常勤・
パート

1800-2201

-00116

高10 社会福祉法人　安居福祉会 takaoen.jp

ほたるの杜

特別養護老人ホーム　高雄苑

https://www.fukui.co
op/care/

高9 社会福祉法人　鷹山会 悠和園 福井市免鳥町22-74
https://www.yuwa

en.jp
https://youtu.be/BKNleY8ndf8

高8 福井県民生活協同組合 高齢 介護職
（非常勤・パー

ト） 1800-
2204-00253
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高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00103

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00023

高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2203-
00069

こしの渚苑 福井市蒲生町1-90-1 高齢 介護職 正職員
1800-2205-
00092

渚苑居宅介護支援事業所 福井市蒲生町1-90-2 高齢 介護支援専門員 正職員
1800-2204-
00186

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00121

高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2204-
00119

光包括支援ｾﾝﾀｰ 高齢 相談・支援・指導員 正職員
1800-2204-
00120

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00027

高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2204-
00134

高齢 看護職 正職員
1800-2204-
00133

高齢 介護支援専門員 正職員
1800-2205-
00088

高齢 介護支援専門員
非常勤・
パート

1800-2205-
00087

高15 社会福祉法人　坂井福祉会
「豊楽園」「潟池野」　　「ウエルネス木村」
「コンフォガーデン木村」

坂井市坂井町下関　あわら市自
由ヶ丘　  あわら市市姫

高齢 介護職 正職員
1800-2203-
00057

https://s-

fukushi.or.jp

高12 社会福祉法人　健楽会

http://www.koshin

onagisaen.com/

https://youtu.be/eOYpNIFk1SI

小規模多機能ほおずき

福井市大瀬町23-101

http://www.kenrak

ukai.jp/higashiago

/

高11 社会福祉法人　おおた福祉会 HOME TOWN コスモス 福井市帆谷町１字外山33
https://www.ht-

cosmos.or.jp/

https://youtu.be/QhgjoirnuTI

高14 社会福祉法人　長寿幸元会 長寿園居宅介護支援事業所 坂井市丸岡町八ケ郷22-4
http://www.chouju

en.com/

高13 医療法人　聖仁会　藤井医院
介護老人保健施設
東尋坊ひまわりの丘

坂井市三国町陣ケ岡16-13-18 https://fj-g.jp/
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高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00168

高齢 介護職 正職員
1800-2203-
00018

高齢 管理栄養士 正職員
1800-2205-
00085

高齢 調理職 正職員
1800-2205-
00086

高齢 看護職 正職員
1800-2203-
00017

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00078

高齢 看護職 正職員
1800-2204-
00079

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00065

高齢 看護職 正職員
1800-2204-
00066

高齢 その他
非常勤・
パート

1800-2204-
00067

高17 社会福祉法人　わかたけ共済部

第３和上苑 越前市高木町12-7-1

http://www.wakatake
.ne.jp/

https://www.youtube.com/user/w
akatakekyousaibu

第２和上苑 越前市白崎町34-2-1

高16 社会福祉法人　慈豊会 特別養護老人ホーム　山翠苑 福井市堅達町24-1 www.sansuien.jp
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特別養護老人ホーム　芦原メロン苑 あわら市井江葭50-18 高齢 介護職 正職員
1800-2202-
00060

地域密着型特別養護老人ホーム　湯の
町メロン苑

あわら市二面42-20 高齢 介護職 正職員
1800-2202-
00062

特別養護老人ホーム　芦原メロン苑 あわら市井江葭50-18 高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2203-
00104

地域密着型特別養護老人ホーム　湯の
町メロン苑

あわら市二面42-20 高齢 看護職 正職員
1800-2202-
00066

特別養護老人ホーム　芦原メロン苑 あわら市井江葭50-18 高齢 看護職
非常勤・
パート

1800-2204-
00170

高19 ケアバンク株式会社 グループホームさくら園 鯖江市糺町14-6 高齢 介護職
常勤（正職
員以外）

1800-2204-
00038

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00166

高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2204-
00167

高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2206-
00043

高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2205-
00042

高齢 相談・支援・指導員 正職員
1800-2204-
00175

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00174

あさくら苑介護支援事業所 高齢 介護支援専門員 正職員
1800-2204-
00176

高18 社会福祉法人　緑進会
ｈｔｔｐ：//www.meron-
en.or.jp

高20 社会福祉法人　日野会 特別養護老人ホーム　五岳園 鯖江市漆原町20－8
https://www.gogak

uen.com
HP参照

https://youtu.be/2a6aGJeA-JA高21 社会福祉法人　一乗谷友愛会

特別養護老人ホーム　あさくら苑

福井市下六条町18-32
http://www.asakur

aen.jp
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さくら倶楽部 越前市横市町4-5 高齢 看護職 正職員
1800-2203-
00013

さくら倶楽部聚楽第 鯖江市下河端町4-6-1 高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00024

かがやき荘
居宅介護支援センター

坂井市三国町陣ケ岡13－3 高齢 介護支援専門員 正職員
1800-2204-
00040

特別養護老人ホーム
すみれ荘

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00041

特別養護老人ホーム
すみれ荘ディサービスセンター

高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2204-
00042

特別養護老人ホーム
すみれ荘

高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2204-
00180

高24 社会福祉法人　白寿院
新田塚ハウス
新田塚ハイツ

福井市江上町55-5
福井市新田塚町506

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00095

https://www.f-

gh.jp/fgh/fgh_kyuji

nannai.html

高齢 介護職 正職員
1800-2203-
00070

高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2203-
00071

高23 社会福祉法人　清水新生会
http://www.s-

shinseikai.jp

福井市島寺町83－1

高22 さくらケアサービス株式会社
http://hp.kaipoke.b

iz/88d/info.html

https://kimura-

hospital.jp/pages/160/#block8

00

高25 医療法人　至捷会 ナイスケア木村 あわら市

https://kimura-

hospital.jp/nicecar

e-kimura/

7

http://hp.kaipoke.biz/88d/info.html
http://www.s-shinseikai.jp/
http://www.s-shinseikai.jp/
http://www.s-shinseikai.jp/
https://www.f-gh.jp/fgh/fgh_kyujinannai.html
https://www.f-gh.jp/fgh/fgh_kyujinannai.html
https://www.f-gh.jp/fgh/fgh_kyujinannai.html
https://kimura-hospital.jp/nicecare-kimura/
https://kimura-hospital.jp/pages/160/#block800
http://www.s-shinseikai.jp/
http://www.s-shinseikai.jp/
http://hp.kaipoke.biz/88d/info.html
http://hp.kaipoke.biz/88d/info.html
https://kimura-hospital.jp/pages/160/#block800
https://kimura-hospital.jp/pages/160/#block800
https://kimura-hospital.jp/pages/160/#block800
https://kimura-hospital.jp/nicecare-kimura/
https://kimura-hospital.jp/nicecare-kimura/
https://kimura-hospital.jp/nicecare-kimura/


【嶺北会場：高齢】

No 法人名 施設・事業所名 事業所所在地 事業種別 求人職種 雇用形態 求人票№ 事業所HP 事業所PR動画

認知症対応共同生活
介護事業所
グループホームゆり

高齢 介護職 正職員
1800-2203-
00002

地域密着型介護
老人福祉施設
ケアセンターゆり

高齢 介護職 正職員
1800-2203-
00005

看護小規模多機能型
居宅介護事業所
デイホームゆり

高齢 介護職 正職員
1800-2203-
00006

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00179

高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2204-
00187

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00160

高齢 看護職 正職員
1800-2204-
00156

高齢 相談・支援・指導員 正職員
1800-22204-
00157

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00142

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00141

高齢 調理員 正職員
1800-2204-
00144

高齢 看護職 正職員
1800-2204-
00143

高26 社会福祉法人　坂井来春会 坂井市春江町本堂27-1-1

ケアセンターゆり -

sakairaiharukai

ページ！

(jimdofree.com)

2018年10月26放送分 東信自動

車×ケアセンターゆり#62 -

YouTube

特定入居者生活介護
事業所
サンシャインゆり

高齢者向け住宅 サンシャインゆ

り｜福井県坂井市春江町 -

YouTube

高28 社会福祉法人　勝山福祉会 特別養護老人ホーム　さくら荘 勝山市北谷町中尾１３-１６
http://k-

sakurasou.jp/

http://k-

sakurasou.jp/recruit.html

高27 社会福祉法人　新清会
あさむつ苑
桜手苑
花むつ苑

福井市引目町21-9-2
http://shinseikai-

f.org
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【嶺北会場：高齢】

No 法人名 施設・事業所名 事業所所在地 事業種別 求人職種 雇用形態 求人票№ 事業所HP 事業所PR動画

高齢 介護職 正職員
1800-
2203-
00034

高齢 看護職 正職員
1800-
2203-
00033

高齢 介護職 正職員
1800-2104-
00033

高齢 看護職 正職員
1800-2104-
00168

高31 社会福祉法人　白女林 特別養護老人ホーム　白楽荘 坂井市三国町梶49-18 高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00198

http://www.hakura

kuso.com

鯖江市水落町3丁目6-32 高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00199

鯖江市水落町3丁目6-32 高齢 介護職
常勤（正職
員以外）

1800-2204-
00201

グループホームつつじ 鯖江市水落町3丁目6-33 高齢 介護職 正職員
1800-2201-
00199

いちごデイセンター福井　　他 福井市米松1丁目14-15 高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2205-
00031

http://kenkoukai.or

.jp/care/

いちごデイセンターみのり 福井市月見4丁目3-29 高齢 介護職 正職員
1800-2205-
00029

http://kenkoukai.or

.jp/daycare/minori

/

高齢 看護職 正職員
1800-2205-
00030

高齢 看護職
非常勤・
パート

1800-2205-
00032

https://youtu.be/K6tKzIF72N8

高30 社会医療法人　寿人会 介護医療院かがやき 鯖江市旭町4-9-10
https://www.jujink

ai.or.jp/

高29 社会福祉法人　寿の会 介護老人保健施設　あじさい 福井市西下野町15-12
http://www.kotobu

kinokai.com/ajisai/

高33 医療法人　健康会

いちご訪問看護ステーション　　　他 福井市西方1丁目2-11
http://kenkoukai.or

.jp/care/

高32 社会福祉法人　一喜会

つつじの家

http://tutujien.or.jp

/

https://www.youtube.com/wat

ch?v=HXDATY4GcDc
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【嶺北会場：高齢】

No 法人名 施設・事業所名 事業所所在地 事業種別 求人職種 雇用形態 求人票№ 事業所HP 事業所PR動画

越前事業所
福井北事業所

越前市高木町55-11-11
福井市大和田2丁目2101

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00207

越前事業所
福井事業所
福井北事業所
大野事業所

越前市高木町55-11-11
福井市四ツ井2-1-10
福井市大和田2丁目2101
大野市月美町1005

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00208

越前事業所
福井事業所
福井北事業所
大野事業所

越前市高木町55-11-11
福井市四ツ井2-1-10
福井市大和田2丁目2101
大野市月美町1005

高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2204-
00210

越前事業所
福井事業所
福井北事業所
大野事業所

越前市高木町55-11-11
福井市四ツ井2-1-10
福井市大和田2丁目2101
大野市月美町1005

高齢 看護職 正職員
1800-2204-
00209

越前事業所
福井事業所
福井北事業所
大野事業所

越前市高木町55-11-11
福井市四ツ井2-1-10
福井市大和田2丁目2101
大野市月美町1005

高齢 看護職
非常勤・
パート

1800-2204-
00211

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00026

高齢 介護支援専門員 正職員
1800-2204-
00025

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00215

高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2204-
00218

高齢 看護職 正職員
1800-2204-
00217

高齢 看護職
非常勤・
パート

1800-2204-
00219

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00216

高34
株式会社
ほっとリハビリシステムズ

http://www.hotreha.c
om

https://youtu.be/1H0Ap1QHiIY

高35 社会福祉法人 一眞会 越前いきいき健康館 越前市高瀬二丁目4-22
https://ikiiki.websit

e/

介護老人福祉施設　ビハーラ大野 福井県大野市牛ヶ原154-1-1

高36 社会福祉法人 光明寺福祉会

養護老人ホーム　一乗ふれ愛園 福井県福井市小稲津町102-3

http://www.fuku-

koumyouji.jp
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【嶺北会場：高齢】

No 法人名 施設・事業所名 事業所所在地 事業種別 求人職種 雇用形態 求人票№ 事業所HP 事業所PR動画

福井市乾徳4丁目5番8号 高齢 介護職 正職員 申請中

福井市乾徳4丁目5番Ⅸ号 高齢 介護職 正職員 申請中

高齢 介護支援専門員 正職員
1800-2204-
00228

高齢 看護職 正職員
1800-2204-
00227

高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2204-
00224

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00223

高齢 介護職 正職員
1800-2203-
00112

高齢 介護支援専門員 正職員
1800-2204-
00259

高齢 調理員 正職員
1800-2204-
00258

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00241

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00242

高37 医療法人　穂仁会
福井ケアセンター
福井リハビリ病院介護医療院

www.otaki-hp.or.jp

https://www.youtube.com/wat

ch?v=GetL93xSp1A&feature=y

outu.be

高39 社会福祉法人　町屋福祉会

特別養護老人ホーム
　メゾンいまだて

越前市東樫尾町8-38

http://mezon-f.com/

地域密着型サービス　　施設こうの 南越前町河野29-5-62

高38 社会福祉法人  海楽園 海楽園居宅介護支援事業所 越前町米ノ第46号1番地
http://echizen-

kairakuen.jp
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【嶺北会場：高齢】

No 法人名 施設・事業所名 事業所所在地 事業種別 求人職種 雇用形態 求人票№ 事業所HP 事業所PR動画

ニチイケアセンター成和 福井市城東2-14-1 高齢 ホームヘルパー
非常勤・
パート

1800-2203-
00052

ニチイケアセンター花堂東 福井市花堂東1-29-17 高齢 ホームヘルパー
非常勤・
パート

1800-2203-
00051

ニチイケアセンター堀の宮
福井市大宮6-13-6
SELECTBUIL101

高齢 ホームヘルパー
非常勤・
パート

1800-2203-
00054

ニチイケアセンター武生
ニチイケアセンター今立
ニチイケアセンターたちまち

越前市国高1-16-16
越前市新在家町8-40
鯖江市吉江町303

高齢 ホームヘルパー
非常勤・
パート

1800-2203-
00053

特別養護老人ホーム　たぶのき 福井市大願寺3丁目3-6 高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00081

介護サポートゆうあい 福井市大願寺3丁目9-3 高齢 ホームヘルパー
非常勤・
パート

1800-2204-
00051

特別養護老人ホーム　たぶのき 福井市大願寺3丁目3-6 高齢 看護職 正職員
1800-2204-
00082

ゆうあい訪問看護ステーション 高齢 その他 正職員
1800-2204-
00048

ゆうあいホーム大願寺 高齢 その他
非常勤・
パート

1800-2203-
00078

福井市花堂東2丁目408番地 高齢 看護職 正職員
1800-2104-
00082

福井市花堂東2丁目408番地 高齢 看護職 正職員
1800-2104-
00080

福井市花堂東2丁目408番地 高齢 介護職 正職員
1800-2104-
00081

ショートステイさくら 福井市花堂東2丁目408番地 高齢 介護職 正職員
1800-2105-
00069

高42 医療法人社団　泉水会

介護療養型老人保健施設さくら

http://sensuikai.jp

/sakura/

高40 ㈱ニチイ学館 福井支店
www.nichiigakkan.

co.jp

高41 社会福祉法人  福井ゆうあい会
http://fukui-

youi.com

福井市大願寺3丁目9-3
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【嶺北会場：高齢】

No 法人名 施設・事業所名 事業所所在地 事業種別 求人職種 雇用形態 求人票№ 事業所HP 事業所PR動画

看護小規模多機能型居宅介護
 あったかホームひまわり

福井市 高齢 看護職 正職員
1800 - 2204 -
00232

訪問看護ひまわりステーション 福井市 高齢 看護職 正職員
1800 - 2204 -
00233

グループホーム匠サテライト 福井市 高齢 介護職 正職員
1800 - 2204 –
00231

看護小規模多機能型居宅介護
 あったかホームひまわり／サテライト

福井市 高齢 介護支援専門員 正職員
1800 - 2204 –
00234

福井厚生病院通所リハビリセンター 福井市 高齢 介護職 正職員
1800 - 2204 –
00230

高齢 看護職 正職員
1800-2204-
00273

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00272

高齢 介護職
非常勤・
パート

1800-2204-
00284

高齢 看護職 正職員
1800-2204-
00283

大野和光園ホームヘルプ事業所 大野市春日三丁目1718番地 高齢 ホームヘルパー
非常勤・
パート

1800-2204-
00285

高齢 介護職 正職員
1800-2204-
00278

高齢 介護支援専門員 正職員
1800-2204-
00280

高齢 介護職 正職員
1800-2205-
00106

高齢 介護職 正職員
1800-2205-
00105

ひらい消化器科医院居宅介護支援事業
所

高齢 介護支援専門員 正職員
1800-2205-
00107

高43 医療法人　厚生会
URL：
https://koseikaigroup
.jp/

高44 医療法人　雄久会 介護老人保健施設ひかりケアホーム 福井市板垣5丁目201
http://www.hikarig

roup.jp

高47 医療法人　健康館

ひらいデイケア健康館

福井市渕4-1813
http://www.hiraina

ikashoukakika.org/

高46 医療法人　王山
介護老人保健施設
リハビリセンター王山

鯖江市旭町1－3－22
http://www4.ttn.ne

.jp/~ohzan/

高45 社会福祉法人　大野和光園

特別養護老人ホーム大野和光園 大野市篠座79-11 社会福祉法人大野

和光園 (ono-

wakouen.jp)
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