
NO 法人種別 法人名 主な求人を募集する施設・事業所 分野 施設・事業所住所

1 株式会社 アイ・リンク
スターズビレッジ(グループホーム/就労継続支援B型)

※R5.5月開所予定
障がい者 沼津市

グループホーム ひまわり 障がい者 沼津市

グループホーム つばき 障がい者 沼津市

2 社会福祉法人 あしたか太陽の丘 障害者支援施設 あまぎ学園(自立訓練・就労継続支援B型) 障がい者 沼津市

障害者支援施設 かぬき学園(生活介護) 障がい者 沼津市

3 社会福祉法人 ウェルネスケア 地域密着型特別養護老人ホーム ノアノアテラス 高齢者 沼津市

特別養護老人ホーム いづテラス 高齢者 三島市

いづの里ヘルパーステーション 高齢者 三島市

4 株式会社 ウェルビーイング ウェルビーイング岡宮(介護付き有料老人ホーム) 高齢者 沼津市

ウェルビーイング富士三ツ倉(介護付き有料老人ホーム) 高齢者 富士市

ウェルビーイング大岡(介護付き有料老人ホーム) 高齢者 沼津市

5 株式会社 うさぎ薬局 グループホームうさぎ 高齢者 伊東市

うさぎ薬局 訪問介護事業所 高齢者 伊東市

うさぎ薬局 居宅介護支援事業所 高齢者 伊東市

6 医療法人社団 榮紀会 東名裾野病院みしゅくケアセンターわか葉 高齢者 裾野市

7 特定非営利活動法人 エシカファーム エシカファーム スタジオアルテ(就労継続支援B型) 障がい者 三島市

エシカファーム IPPO梅名園(児童発達支援) 児童 三島市

相談支援事業所 ステップ 障がい者 三島市

8 社会福祉法人 岳陽会 特別養護老人ホーム あおば 高齢者 富士市

特別養護老人ホーム 岩本園 高齢者 富士市

ケアハウス 慈恩 高齢者 富士市

9 社会福祉法人 華翔会 生活介護事業所 茶畑ヒルズ 障がい者 裾野市

10 社会福祉法人 鑑石園 特別養護老人ホーム 富士まかど 高齢者 富士市

11 社会福祉法人 函要会 特別養護老人ホーム 韮山・ぶなの森 高齢者 伊豆の国市

ケアプラザ韮山ぶなの森(居宅介護支援事業所) 高齢者 伊豆の国市

特別養護老人ホーム 函南・ぶなの森 高齢者 函南町

12 社会福祉法人 輝望会 障害者入所支援施設 沼津のぞみの里 障がい者 沼津市

障害児入所支援施設 あしたか学園
児童

障がい者
沼津市

13 社会福祉法人 共済福祉会 介護老人福祉施設 伊豆白寿園 高齢者 函南町

障害者支援施設 伊豆ライフケアホーム 障がい者 函南町

14 社会福祉法人 共生会 きさらぎ(就労継続B型支援・就労移行支援 ) 障がい者 沼津市

すずらん(就労継続A型支援・B型支援 ) 障がい者 沼津市

15 社会福祉法人 湖成会 特別養護老人ホーム 月のあかり 高齢者 富士市

特別養護老人ホーム 楓の丘 高齢者 富士宮市

複合型介護福祉施設 熱海伊豆海の郷 高齢者 熱海市

16 社会医療法人 志仁会 介護老人保健施設 ラ・サンテふよう 高齢者 三島市

17 社会福祉法人 秀生会 特別養護老人ホーム ヴィラージュ富士 高齢者 富士市

介護老人保健施設 富士中央ケアセンター 高齢者 富士市

特別養護老人ホーム ヒューマンヴィラ伊豆 高齢者 西伊豆町
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18 社会福祉法人 春風会 特別養護老人ホーム あしたかホーム 高齢者 沼津市

特別養護老人ホーム ぬくもりの里 高齢者 伊豆の国市

特別養護老人ホーム 伊豆中央ケアセンター 高齢者 伊豆市

19 社会福祉法人 城ヶ崎いこいの里 障害者支援施設 碧の園 障がい者 伊東市

特別養護老人ホーム 城ヶ崎いこいの園 高齢者 伊東市

特別養護老人ホーム 奥野苑 高齢者 伊東市

20 医療法人社団 勝友会 介護老人保健施設 サン静浦 高齢者 沼津市

サン静浦 通所リハビリテーション 高齢者 沼津市

21 社会福祉法人 信愛会 特別養護老人ホーム 和みの郷 高齢者 沼津市

特別養護老人ホーム ぬまづホーム 高齢者 沼津市

特別養護老人ホーム 天間荘 高齢者 富士市

22 社会福祉法人 真養会 介護老人保健施設 おおひら 高齢者 沼津市

きせがわ病院 その他 沼津市

23 社会福祉法人 駿河厚生会 地域密着型介護老人福祉施設 柏葉尾苑 高齢者 沼津市

丘の上保育園 児童 沼津市

24 社会福祉法人 聖家族の園 特養養護老人ホーム ながいずみホーム 高齢者 長泉町

ながいずみホーム 看護小規模多機能型居宅介護 高齢者 長泉町

希望のわだち柿田 小規模多機能型居宅介護 高齢者 清水町

25 社会福祉法人 蒼樹会 特別養護老人ホーム さつき園 高齢者 長泉町

26 一般財団法人 日本老人福祉財団 介護付き有料老人ホーム 伊豆高原 ゆうゆうの里 高齢者 伊東市

27 社会福祉法人 沼津市社会福祉協議会 沼津市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所
高齢者

障がい者
沼津市

千本居宅介護支援事業所 高齢者 沼津市

千本デイサービスセンター 高齢者 沼津市

28 社会福祉法人 回復期リハビリテーション病棟 その他 伊豆市

農協共済中伊豆リハビリテーションセンターわかば
高齢者

障がい者
伊豆市

農協共済中伊豆リハビリテーションセンター伊東の丘いずみ
高齢者

障がい者
伊東市

29 社会福祉法人 富岳会 富岳の園(障害者支援施設) 障がい者 御殿場市

オレンジシャトー富岳(介護老人福祉施設) 高齢者 御殿場市

富岳一ノ瀬荘(介護老人福祉施設) 高齢者 裾野市

30 社会福祉法人 富士旭出学園 障害者支援施設 富士厚生園 障がい者 富士宮市

障害者支援施設 富士清心園 障がい者 富士宮市

障害者支援施設 富士明成園 障がい者 富士宮市

31 社会福祉法人 芙蓉会 特別養護老人ホーム みぎわ園 高齢者 富士市

児童養護施設 ひまわり園 児童 富士市

32 株式会社 Breams 機能訓練型デイサービス イーストワン 本店 高齢者 裾野市

機能訓練型デイサービス イーストワン 三島店 高齢者 三島市

機能訓練型デイサービス イーストワン 長泉店 高齢者 長泉町

33 社会福祉法人 ミルトス会 駿東学園(施設入所・生活介護) 障がい者 小山町

34 医療法人財団 百葉の会 介護老人保健施設 ききょうの郷 高齢者 富士市

メディカルケアハウス リライフ宇東川 高齢者 富士市

百葉メディカルケアセンター 高齢者 富士市

35 社会福祉法人 湧泉会 特別養護老人ホーム かわせみ 高齢者 清水町

農協共済中伊豆リハ

ビリテーションセン

ター


