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地域福祉の推進
制度によるサービスを利用するだけではなく、
地域の人と人のつながりを大切にし、
お互いに助けたり助けられたりする関係やその仕組みをつくっていきます。

役割を担う
全部自分たちだけがやるのではなく、
地域が主体となって活動できるように働きかけていきます。
そして、そのチームの一員として力を発揮したい。

幸福（しあわせ）
幸福と書いて“しあわせ”と読みます。
幸福（しあわせ）とは、長期にわたって続く幸福感。
しあわせとは、ふっとした瞬間に感じるもの。
まずは、“ささやかなしあわせ”を感じられるような取り組みから、
はじめていこうと考えています。

すべての人
わたしたちと関わるすべての人です。
全世界の人 と々いうニュアンスではなく、
わたしたちが手を広げて届く範囲で関わるすべての人をイメージしています。
その中で対象者を限定して関わることなく、
“排除する人をつくらない”というメッセージが込められています。

法人理念
～法人理念に込められたメッセージ～

わたしたちはすべての人の
幸福のために地域福祉を
推進する役割を担います

しあわせ



わたしたちの
思い

わたしたちは、直接サービスを提供する事業者として
『利用者満足・家族満足の限りなき追求』を実践し続けるとともに、

社会福祉法人として、地域全体に目を向けて、
地域の中で必要となるものを地域住民の方と一緒に考え、

創り出していくことが役割であると考えています。
障がいのある方もない方も高齢者の方も子どもも、
みんなが活躍できて、みんなが安心できて、

みんなが笑顔になるようなまちをつくっていくことがわたしたちの使命です。
そのために、わたしたちの持っている力を最大限に発揮し、

これからの時代に可能性を感じ、
一人ひとりが輝けるような地域づくりの一端を

担っていきたいと考えています。

法人事務局

介護保険事業

障がい者支援事業

経　理　部

人　事　部
能力開発室
看取り援助推進室

施設危機管理部

地域貢献推進部

特別養護老人ホーム 東部緑の苑

デイサービスセンター ヴェール

ケアプランセンター 東部緑の苑

機能訓練センター

児童発達支援・放課後等デイサービス つなぐ

北広島コラボ （2022年4月1日新設）

利用相談センター

指定特定相談支援事業所 相談室ここに

障がい者就労支援センター めーでる

北広島セルプ

北広島デイセンター

就労センタージョブ

居宅介護等事業所 フィットマン

グリーンパーク北ひろ

共　栄

とみがおか

機構図
北ひろしま福祉会

（2022年2月1日現在）



【指定障がい者支援施設】  

共 栄

定員77名の入所施設です。居住支援（施設入所支援）と日中活動
（生活介護）のサービスを提供しています。高年齢層の利用者様が多
い施設です。
定員4名の短期入所は保護者、ご家族の方が病気・冠婚葬祭などの
理由で介護が一時的にできないときに、宿泊を伴う形態で支援サー
ビスを提供しています。

生活
支援員

入職年 ▶ 2017年
資格等 ▶ 保育士
出身校 ▶ 北海道ハイテクノロジー専門学校

久保山 卓 さん （くぼやま すぐる）

学生時代から障がいがある方々との交流に楽しさや興味を感じてい
た事があったため、この仕事を選択しました。“福祉の仕事とは？”と
聞かれると、排泄や食事、入浴という日常支援を一番に想像すると
思います。でも実際は、日常支援は業務内容の一部であり、支援者は
利用者様の要望・希望を叶えるため、どのような手段があるのかを
考えるのが福祉の楽しさ・やりがいなのではないかと自分は考えて
います。当たり前と思うかもしれませんが、利用者様は毎日違った表
情・行動をされるため、毎日が変化のある1日となりそこも仕事の楽
しさだと思います。一緒に何かを成し遂げ最高の報酬を共有できる
ことを楽しみにしています。

【指定障がい者支援施設】  

とみがおか

定員80名の入所施設です。居住支援（施設入所支援）と日中活動（生
活介護）のサービスを提供しています。主に青年層で重度障がいを抱
えた利用者様が多い施設です。
定員4名の短期入所は保護者、ご家族の方が病気・冠婚葬祭などの理
由で介護が一時的にできないときに、宿泊を伴う形態で支援サービ
スを提供しています。

生活
支援員

学生の時にとみがおかで実習をして、初めて障がいを持った方と関わり、利用者様の
元気な姿や明るい笑顔に何度も励まされました。今まで知らなかった利用者様の
一面を知るきっかけとなり、私もそんな支援がしたいと感じ生活支援員になりました。
その中で「想いを汲み取る」ことの大切さを学びました。今私が一番大切にしていき
たい目標の一つである“利用者様の想いを汲み取る”ことでその人の人生が豊かに
なります。想いを汲み取ることは難しく悩むこともありますが、利用者様の想いに近
づいた時に見る表情がとても素敵です。とみがおかでは、チームで取り組むということ
を大切にしていて新しいことにチャレンジするときも職員同士で支えあいながら、利
用者様にとって何が最善か考えています。研修も充実していて支援で大切なことを沢
山学ぶことができます。このような環境で日々、楽しく働くことができています。

入職年 ▶ 2021年
資格等 ▶ 保育士
出身校 ▶ 北海道ハイテクノロジー専門学校

吉田 真璃琳 さん （よしだ まりり）

施設紹介&先輩からのメッセージ



【指定共同生活援助事業所（介護サービス包括型）】  

グリーンパーク北ひろ

定員118名で、市内22か所のグループホームを配置しています。
日中、一般就労や通所サービスを利用している利用者様に対して専
任のスタッフが日常の生活支援や就労支援を提供しています。

生活
支援員

兄弟の障がいをきっかけに、障がいのある方やそのご家族の方々の
力になりたいと思い、福祉の道に進むことを決めました。私は、グルー
プホームで生活をされている利用者様が、ご本人らしく日常生活を送
ることができるようにお手伝いをさせていただいています。利用者様
の「なりたい・したい」といった夢や想いを実現することができたとき、
とてもやりがいを感じます。また、利用者様と共に自分自身も成長で
きるところもこの仕事の魅力の一つだと思います。様々な職場を見学
しお話を聞く中で、働いてみたいと思った職場が北ひろしま福祉会で
あったら幸いです。一緒に働けることを楽しみにしています。

【指定障害福祉サービス事業所】  

北広島デイセンター

定員60名で、成人期の方がその人らしく充実した生活を送れるよう
に「はたらく」をテーマとして日中活動や作業を提供し、その人がその
人らしい目的を持って生きていくことの素晴らしさを感じていただけ
るように実践を積み重ねていきます。また、一人ひとりの強みを地域
生活でも表現できるように“社会参加”“地域活動”を意識した取り組
みに着目し、地域とのつながりを大切にしています。

生活
支援員

私が福祉の仕事に進もうと思った理由は「人の役に立つ仕事に就
きたい」ことと、「自分自身の成長の場」であると感じたからです。実
際に働き始めて、利用者様の願いや希望を実現することやより良い
時間を過ごしていく上で、自分自身やチームの力を磨いていく必要
性を肌で感じました。どんなに小さなことでもできるようになった
ことに対して、自分だけではなく、チームとして喜びや楽しみを共有
できることが今の自分のやりがいにつながっています。進路を選ぶ
うえで、様々な方々と話をして視野や選択肢を広げ、じっくりと考え
ていただければと思います。一緒に働くことができることを楽しみ
にしています。

入職年 ▶ 2021年
資格等 ▶ 社会福祉士、精神保健福祉士
出身校 ▶ 名寄市立大学

鈴木 志歩 さん （すずき しほ）

入職年 ▶ 2020年
資格等 ▶ 中学校一種（社会科）教員免許
 高等学校一種（公民科）教員免許
出身校 ▶ 名寄市立大学

吉尾 直紘 さん （よしお なおひろ）



【障がい者福祉施設】  

就労センタージョブ

就労継続支援B型

就労継続支援B型・就労移行支援・生活介護の
多機能型事業所として運営しています。働く意
欲がありがながら就労することが困難な方へ安
定的な作業環境と一定の所得を補償し、スキル
アップを図ります。また、一般就労に近い方はマ
ナー講習などを行ったり個別にプログラムを組
み就職・自立に向けて支援する事業所です。

パン・菓子類の製造、販売、弁当製造
や食材加工、レストランの営業など
を通じ、働く意欲がありながら就労
することは困難な方に対して作業環
境と一定の所得を提供し、一般就労
に向けての支援・準備・情報提供を
行っています。

一般就労を希望する
方へ専門のテキスト・
プログラムを用いて
支援します。

生活介護

芸術文化活動を支援し発信する拠点です。
絵をかいたり、縫物をしたり、陶芸や木工な
ど制作が好きな人が集まって自分のペース
で活動できる場所を目指しています。
また制作したものは、そこから発信して多く
の人の目に触れる機会もたくさんつくって
いきます。

就労移行支援

キッチン
『まんぞく屋』

パン工房
『にじパン』

パン販売
『あぐり』

レストラン＆
ベーカリー
『にじの
かかるところ』

芸術文化活動拠点
『にじのあとりえ』

“はたらく”を応援
『ステップ』

レストラン＆ベーカリー『にじのかかるところ』レストラン＆ベーカリー『にじのかかるところ』



【指定障がい者福祉サービス事業所】  

北広島セルプ

就労継続支援B型(定員60名)、自立訓練(定員10名)の2つのサー
ビスを提供し「働くこと」をサポートする多機能型事業所です。自立
した生活や就労に必要な能力の取得と意欲の向上を目指し、「明日
も行きたくなる職場」を事業所の理念としています。就労継続支援B
型では、紙器加工・リサイクル等の生産作業、自立訓練では作業を
しながら生活スキルの向上を目指します。

職業
指導員

入職年 ▶ 2020年
資格等 ▶ 保育士
出身校 ▶ 拓殖大学北海道短期大学

皿井 梨緒菜 さん （さらい りおな）

学生の時に、北広島セルプで実習をしたことがきっかけで、北ひろし
ま福祉会に就職しました。実習が始まる前は不安と緊張でいっぱい
でしたが、いざ始まると、利用者様の優しさや職員が利用者様の未
来を考えて支援している姿に強く惹かれ、「私も一緒に働きたい！」と
思いました。福祉の仕事は難しいと感じることももちろんありますが、
その何倍も楽しいと感じることができる仕事です。利用者様と他愛
のない会話をしている時、週末の楽しかったことや嬉しかったことを
教えてくれた時など、とてもいい笑顔を見せてくれた時は「この仕事
をしていて良かった」と感じます。

【指定特定相談支援事業所】  

相談室ここに（法人本部内）

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と
認められる場合に、障がい者（児）の自立した生活を支え、障がい者
（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネ
ジメントによりきめ細かく支援します。

相談員

大学在学中に放課後等デイサービスのボランティア経験を通じて「障
害のある方のサポートがしたい」と思い、北ひろしま福祉会を選び入職
しました。昨年まで北広島デイセンターに勤務しており、そこでは職員
間のコミュニケーションを大切にチームとして利用者様の支援に携わ
りました。現在は、相談室ここにという部署で現場での経験を活かしな
がら他機関と協力し、相談員として利用者様の“地域生活をより豊かに
する”サポートをさせていただいています。今後も利用者様の「語り」
「行動」に“心”を傾け、できること・頑張っていることを応援できるよう
日々取り組んでいきたいと思います。

入職年 ▶ 2014年
資格等 ▶ 社会福祉士
出身校 ▶ 北星学園大学

加藤 貴裕 さん （かとう たかひろ）



【障がい者就労支援センター】  

めーでる（法人本部内）

「就労」に関し、訪問型職場適応援助者（ジョブコーチ）研修を受け
た職員が専門的に、働く人・働きたい人の相談を受け、障がい者と企
業への就労支援を行っています。

相談員

大学では福祉の事を一切学んでおらず、入職時には不安もありまし
た。自分の支援によって利用者様の生活が豊かになり、笑顔が増え
る事がやりがいに繋がっています。
現在、相談員として日々利用者様の相談や悩みを伺っていますが、
「相談して良かった」と言ってもらえた時は、達成感を感じます。働い
ている中で、不安も悩みもありますが、先輩職員が優しくサポートし
てくれますし、自分の支援力を向上させるための研修や資格取得を
目指すサポートも整っています。ぜひ、皆さんと一緒に働ける事を楽
しみにしております。

入職年 ▶ 2011年
資格等 ▶ 介護福祉士
出身校 ▶ 苫小牧駒澤大学

吉田 達也 さん （よしだ たつや）

【児童発達支援・放課後等デイサービス】  

つなぐ

お子さまが自分らしくいられて、たくさんの人とつながる。そんな居
場所をつくっていきます。そして、慣れ親しんだ地域で暮らし続けら
れるよう、大人になってもサポートが継続されます。
『人と地域と未来へ“つなぐ”』事業所を目指しています。



【居宅介護支援事業所】  

ケアプランセンター東部緑の苑

ケアマネジャーがいる介護の相談窓口です。支援を必要とする方に
対し、「要介護認定申請の代行」「居宅サービス計画書(ケアプラン)
作成のお手伝い」「介護サービスの手配、調整」などを行います。住
み慣れたご自宅で暮らし続けるために、ご希望や困りごとなどを
お聞きし、ご利用者様ができる限り自立した生活を営めるような
適切なサービスを提案します。

【居宅介護等事業所】  

フィットマン

居宅介護・行動援護、地域生活支援事業等のサービスを提供して
おり、障がいがある方を対象に安心して地域で暮らせるようお手
伝いしています。



【デイサービスセンター】  

ヴェール

定員25名のデイサービスセンターです。ヴェールはフランス語で「緑」
を意味し東部緑の苑のカラーを尊重しています。「居・食・自（由）＝
い・しょく・じゆう」をコンセプトに、食にこだわり四季折々の旬な地
元野菜を利用したレクリエーションや普段行きたいけどなかなか行
けない場所へお出かけするレクリエーションなど、日中のプログラム
にとらわれず利用者様の想いにお応えできるよう取り組んでいます。

介護職員 入職年 ▶ 2021年
資格等 ▶ 社会福祉士
出身校 ▶ 星槎道都大学

根岸 松実 さん （ねぎし まつみ）

大学で福祉の言葉が持つ意味や歴史、介護以外にも広く生活に関
わりがあることを学んできた中で、地域福祉に魅力を感じました。
「すべての人の幸福のため」という北ひろしま福祉会の理念に惹か
れて入職しましたが、優しい先輩に囲まれて利用者様との関わり方
や介護技術について、社会人としての基本からしっかり学ぶことが
できています。私のやりがいは利用者様の笑顔や楽しげな様子を
見ること、チーム一丸となって支援に関わることです。楽しく働ける
職場に出会えるように応援しています。

【特別養護老人ホーム】  

東部緑の苑

定員100名・ショートステイ20名の北広島市内では初めてのユニット
型特別養護老人ホームです。ご入居の方のこれまでの暮らし・個性を
大切にし、一人ひとりの状態に合わせた介護を行っています。また、
ショートステイでは在宅で介護を受けている方の気分転換の利用や、
介護されているご家族の負担軽減、介護が一時的に困難になった場
合など、あらゆるニーズに応えられるようサービスを提供しています。

介護職員

元々福祉に興味があり、企業説明会の時に北ひろしま福祉会のブー
スへ行きました。その時に話がすっと入ってきたことや先輩も働いて
いることから入職することを決めました。最初は、辛くて大変なイメー
ジがありましたが、実際に働いてみると大変なことがある中でも、そ
れ以上に自分の倍以上の年齢の方と会話ができることの楽しさや感
謝の言葉をいただけることがとても良い経験になっていると感じて
います。働いて経験しないことにはわからない職種だと思うので、福
祉に興味がある方はまず北ひろしま福祉会の説明会に来てみては…
いや来るべきだと思います！(笑)皆さんお待ちしております。

入職年 ▶ 2021年
資格等 ▶ 勉強中
出身校 ▶ 北翔大学

東 龍志 さん （あずま りゅうじ）



機能訓練センター

『すべての支援は利用者様の為に』を
事業所の目標とし、北広島デイセン
ターの『チアフル』（重症心身障害児
者）と働く生活介護『いんくる』が合わ
さり、新しい事業所『北広島コラボ』が
オープンします。
ここに来たら「こんな事をしたい」「あ
んな事ができる」という想いを抱き、実
践していける。成功体験から、「次も頑
張ろう！」「またやってみたい！」「新しい
ことにチャレンジしたい！」という気持
ちになれるような事業所にするために
職員一同頑張っていきます。

利用者様・職員の身体の「困った…」に
寄り添います。
機能訓練センターでは、利用者様や職員の身体の
悩みの相談に加え、訓練や摂食・身体評価の他、
各事業所へケアのアドバイスを行っています。
また、利用者様の身体状況を確認し、状態に合っ
た福祉器具の提案も行っており、利用者様の生活
の支えとなるよう、日々活動しています。各事業所
を訪問して出前講座や、コラムの発信など情報発
信を行い、ケアの向上を目指しています。

【障がい者福祉施設】  

北広島コラボ（2022年4月1日新設）



法人の取り組み

北ひろしま福祉会ではノーリフトケア®を宣言し、
利用者様だけでなく職員にとっても優しいケア
を実践しています。
“持ち上げない”・“抱えない”・“引きずらない”ケ
アを基本とし、日々の支援の見直しやケース検討、
研修会を行い、質の高いケアを目指しています。
また、機能訓練専門委員会を設け、各事業所から職員を選出し、法人内でのノー
リフトケア®の推進に向け、支援を行う上でのポジショニングや身体の使い方、運
動や体操の方法などの情報発信にも取り組んでいます。
積極的に福祉用具を取り入れ、利用者様・職員双方への身体の負担を減らす取
り組みを行っています。

2021年度より、新たな部署として“看取り援助推進室”を開設しました。
室長に一般社団法人 生活を支える看護師の会の会長 小林悦子氏を迎え、
法人内に“看取り援助推進委員会”を設置し「看取り援助ができる法人にな
る」の実践を目指します。
法人として、今まで主に障がい福祉事業・介護保険事業・地域活動事業を運
営し、中でも障がい福祉事業では長きに亘って事業を進めて参りました。そ
の障がい福祉事業をご利用いただいている利用者様に対し、生涯に亘って
支援しつづけることへの誓い、そしてスローガンと
して“すべての人の生ききるをささえます”を掲げ、
一人ひとりの想いの実現を最期の時まで支援する
実践と仕組みづくりを推進していきます。
9年目を迎える介護保険事業を通して多くの“いの
ち”から学ばせていただいた“看取り援助”の実践を
活かし、取り組んでいきます。

社会貢献活動の一環として献血活動を年2回実施してい
ます。
法人で勤務している職員や地域の方々など、多くの方の
ご協力から“ひとのあたたかさ”や“心強さ”を感じる活
動となっています。
今後も献血活動を継続し、“すべての人が共生できる社
会”を追求していきたいと考えています。

献 血 活 動

ノーリフトケア®の推進

看取り援助推進室

看取り援助推進室
室長　小林 悦子看取り援助推進委員会メンバー



［人材育成プログラム］ グレード
1

グレード
2

グレード
3

●BCM
研修、メ

ンタルヘ
ルス研修

、感染症
対策研修

4年目4年目
3年目3年目

2年目2年目
1年目1年目

5年目5年目

●法人理念、ライフサポートシステム、マナー、コミュニケーション、
基礎医学、豊かな食事、障害の概念と生活モデル、機能訓練　ほか

●生活習慣病、栄養ケア、就労と生活、自閉症スペクト
ラム、面談技術、チーム支援とリーダーシップ　ほか

●薬の効用と副作用、共生社会を
展望する、自閉症・発達障がい者
への支援、KYTとPDSAサイクル
の実際、事故後の対応　ほか

外部講師を招いてコ
ミュニケーションの重
要性を再認識し、必要
な「聴く」「訊く」「話
す」のスキルを学ぶ研
修です。

コミュニケーション研修 マ ナ ー 研 修
名刺の渡し方など実
技を通し、あいさつ、
敬語、電話応対など社
会人にとって、必要な
マナーを学ぶ研修で
す。

法人の機能訓練専門
委員会が講師を担当
し、人体構造や、機能
訓練の方法、福祉用具
の選定・使い方などを
座学と体験で学びま
す。

機 能 訓 練

歯と口腔内の衛生、高
齢者の疾病との関係
を学ぶ研修です。

採用から3ヶ月、1年経過
後にフォローアップ研修
を実施しています。抱える
疑問や問題を同期と共有
することで、働く意欲の向
上、同期同士のつながり
を目的とした内容です。

被災した時など、どの
ように事業を運営し
ていくか、職員の動き
や備蓄品の使用方法、
どうなったら事業再
開ができるかなどを
学ぶ研修です。

入職後、5年間を人材育成期間として「人材育成プログラム」を作成し、
体系的な研修を実施しています。
法人内で実施する研修は、5年間を3つのグレードに分け、
経験や技量に合わせた内容になっています。
障がい・高齢部門ごとに独自に組まれた研修ラダーに基づいて、
年間30時間程度の研修を実施します。
また、外部講師による専門的な研修や国家試験対策の
事前研修なども行い、キャリアアップを応援します。

研修制度について

口 腔 ケ ア フォローアップ研修 B C M 研 修



有給休暇取得率 設 立

育休取得率

100％
57％

男 女 比

女性

居 住 区 時間外労働
平
均

5：5
年 齢

6.3時間/月

平均勤続年数

7.2年第1位

第2位
札幌市
第3位
恵庭市
第4位
江別市

北広島市

総職員数

456名

数字で見る北ひろしま福祉会

10代 4%

20代

30代 40代

50代

60代 

3% 70代

20%

28% 18%

16%

11%

80％ 1949年

（2021年12月時点）

1歳未満のお子さんがいる家庭

男性



［2023年度採用予定］

求 人 票

北ひろしま福祉会で一緒に働きませんか？

採　用　条　件

採　用　試　験　等

① 生活支援員（障がい者支援施設）
② 介護職員（特別養護老人ホーム）

20名

募集職種

採用予定人数

正職員雇用形態

北広島市内各事業所就業場所

履歴書（写真付）提出書類 小論文、適性検査、面接試験内容

金井 邦仁・大鐘 千尋

マイナビ2023に掲載中！　次ページの2次元バーコードから！！▶

採用担当

「北ひろしま福祉会 人事部」宛にメール、電話、郵送にてお申込みください申込方法

社会福祉士、介護福祉士、保育士、
精神保健福祉士、公認心理師

自動車運転免許

学部・学科問わず
福祉専門以外の方も歓迎学部・学科など

大　　学 ： 180,000円
専門学校（2年生） ： 176,100円
高　　卒 ： 169,200円

基 本 給

●資格手当　3,000円、5,000円 ●夜勤手当　１勤務につき 5,000円（入所施設の場合）
●住居手当　5,000円～20,000円 ●当直手当　１勤務につき 4,200円（入所施設の場合）
●扶養手当　10,000円（2人目以降7,500円） ●通勤手当　3,000～20,000円（上限）
●年末年始出勤手当　１勤務につき 2,000円　※12月30日・31日、1月1日・2日・3日
※初年度モデル支給額　233,000円（大卒、介護福祉士所持、夜勤5回、入所施設の場合）、市内在住

手　　当

●健康、厚生、雇用、労災、財形、その他（退職金共済）　●産休・育休取得実績多数あり
●海外研修制度 ※過去の渡航先は以下
　ヨーロッパ（2010・2012・2014年）、アメリカ（2011年）、ニュージーランド（2013年）、
　香港（2014年）、アメリカ西海岸・ハワイ（2015年）、オーストラリア（2016年）、北欧（2017年）、
　カナダ（2018年）、ブータン（2019年）
●人材育成研修　●リフレッシュ休暇制度　●マイカー通勤制度　●資格取得に伴う休暇　●資格取得祝金

福利厚生・諸制度

事業所により異なる（シフト勤務）勤務時間

実働8時間（当法人就業規則によります）就業時間

年間106日（年次有給休暇日数を除く）休 日 等

採用後、10日付与有給休暇

当法人規定によります昇　　給

2021年度実績　年間4.0ヶ月
（6月2.0ヶ月・12月2.0ヶ月）
※採用初年度の賞与は12月からとなります

賞　　与

必要な免許資格

従業員に奨励する
資格・免許

※処遇改善手当含む



社会福祉法人 北ひろしま福祉会 人事部 （採用担当：金井・大鐘） 
〒061-1123 北海道北広島市朝日町2丁目6番地9 

TEL：011-373-8809　FAX：011-373-8673　e-mail：saiyo@kitahiro-fukusikai.or.jp

◎施設見学を希望される方は、随時受付をしていますのでお気軽にお申し込みください。

当法人ホームページ・マイナビサイト・LINE公式アカウントにて掲載します。

2023年度 法人説明会・施設見学会・採用試験

北ひろしま福祉会 検索

駅 前 通

●マックスバリュ

●コスモ石油 ●
稲穂保育園

東部
小学校

●北広島市図書館

●
きたひろしま
整形外科

北広島市役所●
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広
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駅

●
総合体育館

1080

JR千歳線

北広島
高校

北 進 通
レクリエーションの森

星槎道都大学

江 
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恵 
庭 

線
北海道信用金庫　　

●

北海道日本ハムファイターズ
北海道ボールパークFビレッジ
（2023年3月開業）

札幌養護学校
共栄分校

広島公園
●

●
広島幼稚園

共栄河川緑地
●

ミスタータイヤマン
●

●出光
北の台
小学校
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●
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社会福祉法人
北ひろしま福祉会
事業所一覧

特別養護老人ホーム 東部緑の苑
〒061-1112 北広島市共栄276番地20 TEL：011-376-8686

デイサービスセンター ヴェール
〒061-1112 北広島市共栄276番地9 TEL：011-376-7233

指定障がい者支援施設 とみがおか
〒061-1112 北広島市共栄276番地16 TEL：011-372-3164

指定障がい者支援施設 共栄
〒061-1112 北広島市共栄276番地8 TEL：011-373-8671

障がい者福祉施設 就労センタージョブ
〒061-1112 北広島市共栄276番地44 TEL：011-373-4896

指定障がい者福祉サービス事業所 北広島セルプ
〒061-1113 北広島市共栄町4丁目1番地12 TEL：011-372-7860

1

2

3

4

5

6
障がい者福祉施設 北広島コラボ
〒061-1112 北広島市共栄276番地46 TEL：011-807-7106

10

社会福祉法人 北ひろしま福祉会 法人本部
〒061-1123 北広島市朝日町2丁目6番地9 TEL：011-373-8809
●障がい者就労支援センター めーでる（法人本部内） TEL：011-372-5525

●指定特定相談支援事業所 相談室ここに（法人本部内） TEL：011-372-3373
●居宅介護支援事務所 ケアプランセンター東部緑の苑（法人本部内）
 TEL：011-373-8118

指定障害福祉サービス事業所 北広島デイセンター
〒061-1123 北広島市朝日町4丁目4番地11 TEL：011-372-7832

指定共同生活援助事業所（介護サービス包括型） グリーンパーク北ひろ
〒061-1121 北広島市中央2丁目6番地3 TEL：011-373-5599
●居宅介護等事業所 フィットマン（グリーンパーク北ひろ内） TEL：011-370-1727

●児童発達支援・放課後等デイサービス つなぐ（グリーンパーク北ひろ内）
 TEL：011-370-1730

7

8

9


