
分野 法人区分 法人名 主な事業所名 主な勤務地 HP

株式 やまねメディカル 総合ケアサービス　岩槻 さいたま市岩槻区 ○

株式 ツクイ ツクイさいたま岩槻 さいたま市岩槻区 ○

社福 友好会 まごめ遊美園 さいたま市岩槻区 ○

株式 メディカル・ケア・サービス アンサンブル大宮 さいたま市大宮区 ○

社福 栄光会 さいたまロイヤルの園 さいたま市桜区 ○

医療 アンフルール あさがお さいたま市緑区 ○

社福 リバティ リバティハウス さいたま市緑区 ○

社福 敬寿会 埼玉さくらんぼⅠ番館 さいたま市南区 ○

株式 関東サンガ おおみや公園翔裕館 さいたま市南区 ○

医療 聖蹟会 アーバンみらいハートランド東大宮 さいたま市見沼区 ○

社福 積善会 葺きの里 上尾市 ○

社福 あすなろ会 あすなろの郷 春日部市 ○

医療 山粋会 介護老人保健施設ウイステリア 春日部市 ○

医療 若葉会 かわぐちナーシングホーム 川口市 ○

社福 あすか福祉会 特別養護老人ホーム孝の季苑 川口市 ○

社福 川口市社会福祉協議会 川口市社会福祉協議会 川口市 ○

社福 熊谷福祉会 介護老人保健施設はなぶさ 熊谷市 ○

医療 鴻愛会 こうのすナーシングホーム共生園 鴻巣市 ○

社福 越谷一誓会 嘉祥園 越谷市 ○

社福 至福の会 むさしの園 狭山市 ○

社福 白岡白寿会 いなほの里 白岡市 ○

株式 日本デイケアセンター LuLL(らる)デイサービス草加 草加市 ○

医療 眞幸会 介護老人保健施設　翔寿苑 草加市 ○

社福 若狭会 特別養護老人ホーム亀令園 所沢市 ○

社福 新座福祉会 菜々の郷 新座市 ○

社福 一寿会
地域密着型特別養護老人ホームひが

しまつやま寿苑
東松山市 ○

社福 ふじみ野福祉会 特別養護老人ホームむさしの 富士見市 ○

社福 秋桜園 秋桜の里かみふくおか ふじみ野市 ○
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https://www.ymmd.co.jp/
https://www.tsukui.net/
http://www.yuubien.jp/yuukoukai/magome/index.html
http://www.mcsg.co.jp/
http://www.wam-town.jp/saitama/
https://www.une-fleur.or.jp/
http://www.liberty-swc.jp/
http://keijuen.or.jp/
https://www.kantousanga.co.jp/outline/
http://www.seisekikai.com/kenou/group/
https://fukinosato.org/
http://www.asunarokai.or.jp/
http://roken-wisteria.com/
http://wakabakai-hp.com/html/greeting.html
https://asukafukushikai.com/
http://www.kawaguchisyakyo.jp/
http://hanabusaen.com/
https://kouaikai.net/
http://www.kashouen.biz/
http://www.e-musashinoen.com/
https://inahonosato.jimdo.com/
https://twitter.com/LuLL_day_soka
http://www.shinko-kai.or.jp/
http://www.wakasakai.com/
https://niizafukushikai.or.jp/
http://care-net.biz/11/ihmk-jp/index.php
http://www.f-musashino.jp/
http://www.kosumosuen.or.jp/


医療 東光会 グリーンビレッジ蕨 蕨市 ○

社福 寧幸会
特別養護老人ホーム蕨サンクチュア

リ
蕨市 ○

株式 ウィンブル ＳＥＶＥＮ さいたま市岩槻区 ○

社福 西部福祉会 就労継続支援施設よもの木 さいたま市大宮区 ○

NPO ぴあ・ぱれっと NPO法人ぴあ・ぱれっと さいたま市中央区 ○

株式 あおいの杜 春風ホーム 春日部市 ○

社福 啓和会 久喜けいわ 久喜市 ○

社福 ゆうき福祉会 Work＆life　Sta.志木すだち 志木市 ○

株式 コレパク 生活介護事業所ちゃのき 所沢市 ○

社福 川の郷福祉会 おれんじ 三郷市 ○

社福 めぐみ会 かしの木ケアセンター 三芳町 ○

社福 埼玉育児院 カーサ・ライラック 川越市 無

ＮＰＯ たびだち こばと園 草加市 ○

社福 あゆみ会 あゆみ学園 羽生市 ○

社福 創人会 きらり白妙保育園 さいたま市岩槻区 ○

社福 まあれ愛恵会 (仮称)中浦和たいよう保育園 さいたま市桜区 ○

社福 俊江会 西遊馬保育園 さいたま市西区 ○

株式 藤仁館福祉教育研究所 なでしこキッズル－ム東浦和 さいたま市緑区 無

社福 萌木会 保育園萌夢 さいたま市南区 ○

社福 栃の木福祉会 大和田とちのき保育園 さいたま市見沼区 ○

株式 リトルビーンズ リトルビーンズ末広 川口市 ○

社福 栄光会 ニコット所沢（仮） 所沢市 ○

社福 日の出福祉会 こだま虹保育園 戸田市 ○

社福 さわらび会 竹の子保育園 新座市 ○

社福 とねの会 とねの会こども園 羽生市 ○

社福 若萌会 みどり保育園 東松山市 ○

学校 光厳学園 みどりの丘こども園 松伏町 ○

学校 柴学園 しおどめ保育園小規模認可 八潮市 ○

社福 豊友会 さいたま保育園 和光市 ○

高齢・障害 社福 光彩会 みちみち伊奈中央 伊奈町 ○

高齢・障害 社福 草加市社会福祉事業団 松楽苑 草加市 ○
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https://gv-warabi.jp/
https://neikoukai.or.jp/
http://www.grouphome-seven.jp/
http://yomonoki.org/
http://www.piaparetto.com/careers/
http://aoinomori.jp/
https://keiwa.or.jp/
http://sudachisagyousyo.web.fc2.com/
https://corepac.co.jp/
https://www.kawanosato.net/company.html
http://www.kcc.or.jp/
http://npo-tabidachi.sakura.ne.jp/company.html
http://ayumigakuen.jp/
https://soujinkai.net/
https://marehoikuen.com/
http://hakushinkai.jp/facilities/shunkoukai.html
https://www.hoikuen-moemu.com/
http://tochinoki-fukushikai.or.jp/
http://www.littlebeans.jp/
https://www.wam-town.jp/eikoukai/
https://hinode.or.jp/about/hinodefukushikai/
http://www.sawarabikai.jp/
https://tonenokai.com/
https://www.midorinursery.jp/
http://www.midorinooka-ho.com/
https://www.gakuhou-shibagakuen.ac.jp/
https://www.houyuukai.jp/
https://kousaikai-swc.jp/company/philosophy/
https://sswo.or.jp/


障害・児童 一社 やまざくら福祉協会 児童発達支援はばたき さいたま市浦和区 ○

障害・児童 NPO ねがいのいえ 特定非営利活動法人ねがいのいえ さいたま市西区 ○

障害・児童 一社 あるかでぃあ すまいるすまいる さいたま市見沼区 ○

障害・児童 NPO エンジョイ・パートナーほっと らいふすぺーすえん 上尾市 ○

障害・児童 ＮＰＯ サポートセンターウィング
サポートセンターウィングはぁとハ

ウス
戸田市 ○

障害・児童 社福 埼玉県社会福祉事業団 嵐山郷 嵐山町 ○

https://www.yama-fukusi.com/
http://www.negainoie.com/
https://arcadia-saitama.com/
http://www.ephot.jp/
https://www.npowing.com/
https://www.sswc-gr.jp/sswc

