
【５月２１日（日）開催】　R５第１回 福祉の就職フェア　参加法人一覧①（すまいる宣言法人２５） 2023/4/19

１分プレ
ゼン ブース番号 法人名 主な求人事業所名 高齢 障害 児童 保育

主な就業先市
町村

● すまいる１ 社会福祉法人　まこと会 特別養護老人ホームかもがわ荘、きび庭瀬 高齢
吉備中央町、岡山
市北区

● すまいる２ 社会福祉法人　松園福祉会
特別養護老人ホーム、グループホーム、多機能型児
童発達支援事業所、認定こども園、乳児保育園

高齢 児童 保育 倉敷市

- すまいる３ 社会福祉法人　日本原荘 特別養護老人ホーム日本原荘 高齢 津山市・美作市

● すまいる４ 社会福祉法人  クムレ 小ざくら保育園・倉敷学園・あしたば 障害 児童 保育
倉敷市・総社市・
岡山市北区

- すまいる５ 社会福祉法人　鴻仁福祉会 特別養護老人ホーム愛光苑 高齢 岡山市南区

- すまいる６ 社会福祉法人　純晴会 特別養護老人ホーム浮洲園 高齢 倉敷市

● すまいる７ 医療法人　たくふう会
医療法人たくふう会、社会福祉法人昭友会、株式会社
エルダー、有限会社サン企画

高齢 障害 児童
岡山市、赤磐市、
和気町

● すまいる９ 社会福祉法人 鷲山会 倉敷シルバーセンター 岡山シルバーセンター 高齢 倉敷市、岡山市

● すまいる１１ 富田ケアセンター　有限会社
富田デイサービスセンター、富田デイサービスやかげ
他

高齢 障害 児童 保育 倉敷市、矢掛町

● すまいる１２ 社会福祉法人　吉備健生会 特養　吉備高原賀陽荘、小多機　賀陽荘和の家 高齢 吉備中央町

● すまいる１３ 社会福祉法人　藤花会
特養せとうち・特養せとうちの郷、小規模多機能ホーム
せとうち、せとうちの郷

高齢
岡山市東区、瀬戸
内市

- すまいる１４ 社会福祉法人　天神会
特別養護老人ホーム天神荘・こうのしま介護老人保健
施設ほか

高齢 障害 笠岡市

- すまいる１５ 社会福祉法人　めやす箱 児童、成人の事業所　　求人施設は未確定 障害 児童 倉敷市内

- すまいる１６ 社会福祉法人吉備の里 社会福祉法人吉備の里 障害 吉備中央町

● すまいる１８ 社会福祉法人 深山会 特別養護老人ホーム　いこい荘 高齢 玉野市

● すまいる１９ 株式会社　創心會 リハビリ倶楽部（通所介護） 高齢 障害 児童 保育
倉敷市、岡山市、
総社市

すまいる２０ 特定非営利活動法人　ネットワークつむぎ
つむぎ高梁、つむぎ落合、つむぎ吉備中央、つむ
ぎ大和

障害 児童
高梁市、吉備中央
町

- すまいる２２ 社会福祉法人 敬友会
南岡山ナーシングホーム、特別養護老人ホーム共生苑、邑久ナーシングホー
ム、特別養護老人ホームあおさぎ、ケアハウスパラジェネシスⅡなど 高齢

岡山市南区・北区、倉敷
市、瀬戸内市、備前市

● すまいる２３ 社会福祉法人 王慈福祉会
特別養護老人ホーム王慈園・障がい者支援施設王慈
療護園、複合施設ベネヴィータ王慈

高齢 障害 児童 保育 倉敷市

● すまいる２４ 社会福祉法人 岡山中央福祉会
特別養護老人ホーム中野けんせいえん、老人保健施
設さくら苑リハビリセンター

高齢 岡山市東区

● すまいる２５ 社会福祉法人 和福祉会 特別養護老人ホーム 庄の里 高齢 児童 保育 倉敷市

● すまいる２６ 社会福祉法人 ますみ会 特別養護老人ホームますみ荘 高齢 倉敷市

● すまいる２７ 社会福祉法人 雪舟福祉会
特別養護老人ホームシルバーセンターセレー
ノ総社

高齢 総社市

すまいる２８ 社会福法人清桜会 特別養護老人ホームあさひ園 高齢 岡山市北区

● すまいる２９ 社会福祉法人　岡山博愛会
特別養護老人ホームアダムスホーム、介護医療院みく
に、グループホームまこと、ほか

高齢 保育 岡山市中区

＊すまいる（番号）とは・・・

おかやま☆フクシ・カイゴ職場すまいる宣言認証法人登録番号です。（例：すまいる１　／すまいる宣言認証番号１）

2023.3月時点、２９法人認証登録済、今回の就職フェアでは、２5法人が出展されます。

すまいる宣言法人の詳細資料等は、ホームページをご覧ください。

https://smile.okayama-fukushikaigo.jp/



【５月２１日（日）開催】　R５第１回 福祉の就職フェア　参加法人一覧②（３５） 2023/4/19

ブース番
号

法人名 主な求人事業所名 高齢 障害 児童 保育 主な就業先市町村

1 社会福祉法人　旭川荘
旭川療育園､旭川児童院､竜ノ口寮､吉備ワークホーム､岡
山障害者就業･生活支援センター､愛育寮､デイセンターあ
かしや､旭川学園､旭川敬老園ほか

高齢 障害 児童 保育
岡山市、高梁市、瀬戸内
市、備前市、真庭市、愛
媛県北宇和郡鬼北町

2 社会福祉法人閑谷福祉会 障害者支援施設しずたに、にじいろスクエアせとうち 高齢 障害 児童 保育 和気町、瀬戸内市、岡山市東区、赤磐市

3 社会福祉法人ももぞの学園 ももぞの学園　ももぞの育成園　ももぞの福祉園 高齢 障害 児童 岡山市北区

4 株式会社　ラムズ 訪問介護いちよう 高齢 障害 児童 岡山市、倉敷市

5 ももたろうグループ
社会福祉法人ももたろう会・医療法人ももたろう整形外科医
院・株式会社ももたろうウェルフェア

高齢 障害
岡山市北区・玉野市・吉
備中央町

6 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター 岡山市立せのお病院 高齢 岡山市

7 社会福祉法人　天成会 ぬくもりの里あおえ 高齢 岡山市北区

8 株式会社ＭａＣＯ サービス付き高齢者向け住宅　麻姑の雅国富　他 高齢 岡山市　中区・東区・北区

9 社会福祉法人恭和会
特別養護老人ホーム四季の里、ケアハウス四季が
丘、養護老人ホーム偕楽園

高齢 井原市

10 社会福祉法人　翔洋会
特別養護老人ホーム灘崎荘・富山荘・藤田荘・玉野
山田荘・宮浦荘

高齢 岡山市中区、玉野市

11 一般財団法人　志清会 岡山紀念病院 高齢 岡山市北区

12 社会福祉法人心和福祉会 特別養護老人ホームよつば園 高齢 岡山市北区

13 アール・ケアグループ 株式会社アール・ケア、医療法人ブランドル医会等 高齢
玉野市、岡山市、総社
市、赤磐市

14 社会福祉法人　義風会
特別養護老人ホーム足守荘、いきがいライフたかまつ、グ
ループホーム桃丘、ホームヘルパーステーション桃丘、たか
まつすくすく保育園　等

高齢 保育 岡山市北区

15 社会福祉法人　ことぶき会 特別養護老人ホーム宇甘川荘 高齢 岡山市北区

16 株式会社両備ヘルシーケア
丸の内ヒルズ、サン・オークス倉敷、両備ヘルシーケア玉島
柏島

高齢
岡山市北区、岡山市中
区、倉敷市、津山市

17 株式会社富永調剤薬局 アミューズ富永　ショートステイえんじゅ 高齢 岡山市

18 株式会社ザグザグ ザグスタ高島 高齢 岡山市、倉敷市

19 社会福祉法人　金曜会 わくわくワーク 障害
岡山市北区、中区、総社
市

20 社会福祉法人　泉学園 泉の園、さくら、なずな、ちどり、ワークプラザ他 障害 児童 岡山市、赤磐市

21 社会福祉法人　弘徳学園
障害者支援施設ひゅうまん、デイサービスセンターす
まいる

障害 岡山市中区

22 社会福祉法人　岡山市手をつなぐ育成会 地域サポートセンター仲よし 障害 岡山市

23 社会福祉法人　誠和 特別養護老人ホーム　あじさいのおか牛窓 高齢 瀬戸内市

24 社会福祉法人優風会 特別養護老人ホームさくら木 高齢 赤磐市

25 社会福祉法人　瀬戸内福祉事業会
瀬戸内学園　つばさせとうち　つなぐせとうち　根っこせとう
ち、ケアホームせとうち　グリーンピア瀬戸内　グリーンビ
レッジ瀬戸内

高齢 障害 倉敷市

26 社会福祉法人浩志会 特別委養護老人ホーム碧山荘 高齢 倉敷市

27 医療法人和香会
介護老人保健施設和光園、和香会ヘルパーステーション、
倉敷市福田高齢者支援センターほか

高齢 倉敷市

28 社会福祉法人　しおかぜ 特別養護老人ホーム　しおかぜ 高齢 保育 倉敷市

29 社会福祉法人　白寿会 ケアハウスあいの泉 高齢 倉敷市

30 社会福祉法人愛育福祉会 めばえ保育園・地域密着型特別養護老人ホームめばえ等 高齢 保育 倉敷市

31 社会福祉法人　幸風会 シルバーセンター後楽、クレールエステート悠楽 高齢 倉敷市

32 社会福祉法人 淳邦会 特別養護老人ホーム のぞみ荘 高齢 倉敷市

33 社会福祉法人　経山会
特別養護老人ホーム三 清 荘 ・ 特別養護老人ホーム 飛鳥
の里 三 清 荘、特別養護老人ホーム、川柳 の里 三 清 荘
・ 太陽 保育園 ・ 第二太陽保育園

高齢
総社市 ・ 笠岡市 ・ 久米
南町

34 社会福祉法人明光会 障害者支援施設あお空 障害 浅口市

35 宗教法人 妙勝寺
児童養護施設 立正青葉学園、児童家庭支援センターつむ
ぎ

児童 津山市


