
法人名 事業所名 種別 住所
岩
出
市・紀
の
川
市

②ー16（株）こころ ひまわり 放課後等デイサービス 岩出市森
②ー17（福）桃郷 ひまわり園 児童発達支援センター 紀の川市桃山町調月
②ー18（NPO）子育てサポート山の子 山の子共同保育園 保育園 紀の川市北長田
②ー19（株）ニチイ学館 ニチイキッズきのかわ保育園 保育園 紀の川市打田
②ー20 岩出市 岩出保育所 保育所 岩出市清水
②ー21 岩出市 山崎保育所 保育所 岩出市湯窪
②ー22 岩出市 根来保育所 保育所 岩出市根来
②ー23 岩出市 上岩出保育所 保育所 岩出市南大池

橋
本
市・伊
都
郡

③ー1 （株）S.T.L.F  studio デイサービス生きがい工房 通所介護 橋本市御幸辻
③ー2 （NPO）いぶき福祉会 ライフサポートみのり 生活介護 橋本市岸上
③ー3 （有）倖譲会 障がい児者生活支援施設ポケットハウス 生活介護・放課後等デイサービス・児童発達支援 伊都郡かつらぎ町笠田東
③ー4 （福）和福祉会 和（なごみ） 生活介護・就労移行支援・就労継続支援B型・共同生活援助 伊都郡かつらぎ町妙寺
③ー5 （福）紀北和楽会 六地学園 児童養護施設 橋本市橋谷
③ー6 （福）桃郷 つくしんぼ園 児童発達支援センター 橋本市高野口町大野
③ー7 （福）顕陽会 すみだこども園 認定こども園 橋本市隅田町上兵庫
③ー8 （福）顕陽会 応其こども園 認定こども園 橋本市高野口町応其
③ー9 （福）子どもの家福祉会 橋本こども園 認定こども園 橋本市東家
③ー10（福）香久の実福祉会 香久の実保育園 保育園 橋本市高野口町名古曽
③ー11（福）萬年青友の会 三石保育園 保育所 橋本市三石台

海
南
市・海
草
郡

④ー1 （福）和歌山県福祉事業団 特別養護老人ホーム南風園 介護老人福祉施設 海南市木津
④ー2 （福）中庸会 特別養護老人ホーム 天美苑 介護老人福祉施設 海南市七山
④ー3 海南海草老人福祉施設事務組合 特別養護老人ホームやすらぎ園 介護老人福祉施設 海草郡紀美野町下佐々
④ー4 （医）同仁会 カルフール・ド・ルポ 介護老人保健施設 海南市築地
④ー5 （医）天竹会 天寿苑 介護老人保健施設 海草郡紀美野町下佐々
④ー6 （福）たちばな福祉会 橘寮 養護老人ホーム 海南市下津町方
④ー7 （医）さくら会 エンジョイさくら 通所介護 海南市大野中
④ー8 （株）ウェルネス・コート デイサービスセンターウェルネス 通所介護 海南市日方
④ー9 （株）ウェルネス・コート 訪問介護ステーションウェルネス 訪問介護 海南市日方
④ー10（有）ライフパートナー ハニーホーム東雲 生活介護・障害者グループホーム 海南市小野田
④ー11（福）あおい会 もなみ 生活介護・就労継続支援B型 海南市船尾
④ー12（福）一峰会 おかし工房桜和 就労継続支援B型 海南市野上新
④ー13（医）さくら会 さくらっ子 児童発達支援・放課後等デイサービス 海南市鳥居

有
田
市・有
田
郡

⑤ー1 （福）守皓会 特別養護老人ホーム 田鶴苑 介護老人福祉施設 有田市宮﨑町
⑤ー2 （福）守皓会 特別養護老人ホーム ありだ橘苑 介護老人福祉施設 有田市野
⑤ー3 （福）昭仁会双苑 特別養護老人ホーム 吉備苑 介護老人福祉施設 有田郡有田川町大字奥
⑤ー4 （福）昭仁会双苑 特別養護老人ホーム しみず園 介護老人福祉施設 有田郡有田川町粟生
⑤ー5 （福）昭仁会双苑 特別養護老人ホーム ハートケア万笑 介護老人福祉施設 有田郡有田川町大字奥
⑤ー6 （福）守皓会 デイサービスセンター田鶴苑 通所介護 有田市宮﨑町
⑤ー7 （福）昭仁会双苑 吉備苑デイサービスセンター 通所介護 有田郡有田川町大字奥
⑤ー8 （福）有田川町社会福祉協議会 有田川町社会福祉協議会通所介護 通所介護 有田郡有田川町大字角
⑤ー9 （福）広川町社会福祉協議会 広川町デイサービスセンター 通所介護 有田郡広川町大字広
⑤ー10（福）きたば会 在宅複合型施設ひろの里 通所介護・老人短期入所・訪問介護 有田郡広川町下津木
⑤ー11（福）千翔会 まごころランド 生活介護・就労継続支援B型・放課後等デイサービス 有田郡有田川町上中島
⑤ー12（福）和歌山県福祉事業団 多機能型事業所夢おれんじ 生活介護・放課後等デイサービス・児童発達支援 有田郡湯浅町栖原
⑤ー13（一社）Smileスミレ会 カラフルビーンズ 放課後等デイサービス 有田郡有田川町長田
⑤ー14（一社）Smileスミレ会 カラフルブランチ 放課後等デイサービス 有田郡有田川町上中島

御
坊
市・日
高
郡

⑥ー1 （福）敬愛会 特別養護老人ホーム 白寿苑 介護老人福祉施設 日高郡日高川町大字船津
⑥ー2 （福）敬愛会 特別養護老人ホーム 白寿苑別館 介護老人福祉施設 日高郡日高川町大字船津
⑥ー3 （福）同仁会 特別養護老人ホームカルフール・ド・ルポ印南 介護老人福祉施設 日高郡印南町山口
⑥ー4 （福）同仁会 特別養護老人ホームカルフール・ド・ルポ印南ヌーヴォ 介護老人福祉施設 日高郡印南町山口
⑥ー5 （有）フルライフ イクルみなべ サービス付き高齢者向け住宅 日高郡みなべ町東吉田
⑥ー6 御坊日高老人福祉施設事務組合 ときわ寮 養護老人ホーム 日高郡美浜町和田
⑥ー7 （福）みなべ町社会福祉協議会 デイサービスセンターゆうゆう館 通所介護 日高郡みなべ町埴田
⑥ー8 （福）和歌山県福祉事業団 由良あかつき園 生活介護・施設入所支援 日高郡由良町吹井
⑥ー9 （福）太陽福祉会 太陽作業所 生活介護・就労継続支援B型 日高郡美浜町和田
⑥ー10（福）和歌山県福祉事業団 由良みのり園 生活介護・自立訓練・施設入所支援・就労移行支援 日高郡由良町吹井
⑥ー11（福）太陽福祉会 通園みらい 児童発達支援センター 御坊市薗
⑥ー12（福）ふたば福祉会 はぐみ 放課後等デイサービス 日高郡みなべ町東吉田
⑥ー13 日高町［（株）共立メンテナンス日高営業所］志賀保育所 保育所 日高郡日高町志賀

田
辺
市・西
牟
婁
郡

⑦ー1 紀南地方老人福祉施設組合 特別養護老人ホーム百々千園 介護老人福祉施設 西牟婁郡白浜町中
⑦ー2 （福）すさみ福祉会 特別養護老人ホームはまゆう園 介護老人福祉施設 西牟婁郡すさみ町周参見
⑦ー3 （医）社団菫会 田辺すみれ苑 介護老人保健施設 田辺市城山台
⑦ー4 （株）栄幸 デイサービスセンター稲成 通所介護 田辺市稲成町
⑦ー5 （株）ゆぅみ ハナミズキ・デイサービス 通所介護 田辺市新屋敷町
⑦ー6 （福）上富田町社会福祉協議会 上富田町社会福祉協議会 通所介護・訪問介護 西牟婁郡上富田町朝来
⑦ー7 （株）アド・ビジョン 訪問介護ステーションきらり（いくま生活館1号館）訪問介護（サ高住） 西牟婁郡上富田町生馬
⑦ー8 （福）南紀のぞみ会 第二のぞみ園 生活介護・施設入所支援 田辺市上芳養
⑦ー9 （福）南紀のぞみ会 のぞみ園 生活介護・施設入所支援 田辺市たきない町
⑦ー10（福）紀伊の郷 日置川みどり園 生活介護・施設入所支援 西牟婁郡白浜町大古
⑦ー11（福）和歌山県福祉事業団 牟婁さくら園 生活介護・施設入所支援 西牟婁郡上富田町朝来
⑦ー12（福）和歌山県福祉事業団 多機能型事業所ハッスル 生活介護・就労継続支援B型 西牟婁郡上富田町生馬
⑦ー13（NPO）かたつむりの会 町家カフェ上屋敷二丁目（ワークサポートいこう）就労継続支援B型 田辺市上屋敷
⑦ー14（NPO）かたつむりの会 ララ・ロカレ 就労継続支援A型 田辺市上屋敷
⑦ー15（福）和歌山県福祉事業団 就労A型事業所ブランコート 就労継続支援A型 西牟婁郡白浜町瓜切
⑦ー16 アンスーリール（株） アン スーリール ド サクラ 就労継続支援A型・B型 西牟婁郡上富田町岩田
⑦ー17（福）和歌山県福祉事業団 児童デイサービスぱれっと 児童発達支援・放課後等デイサービス 西牟婁郡白浜町瓜切
⑦ー18（NPO）ころん ひまり 児童発達支援・放課後等デイサービス 田辺市下三栖
⑦ー19（NPO）ころん ことは 放課後等デイサービス 田辺市下三栖
⑦ー20（NPO）どんぐりはうす どんぐりはうす 放課後等デイサービス 西牟婁郡上富田町市ノ瀬

新
宮
市・東
牟
婁
郡

⑧ー1 （福）黒潮園 特別養護老人ホーム黒潮園 介護老人福祉施設 新宮市三輪崎
⑧ー2 （福）黒潮園 特別養護老人ホームクレール高森 介護老人福祉施設 新宮市三輪崎
⑧ー3 東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合 特別養護老人ホーム南紀園 介護老人福祉施設 東牟婁郡太地町太地
⑧ー4 （福）串本福祉会 特別養護老人ホームにしき園 介護老人福祉施設 東牟婁郡串本町二色
⑧ー5 （株）夢工房 グループホームみんなの家 認知症対応型共同生活介護 東牟婁郡太地町太地
⑧ー6 （株）下里福祉 グループホームつつじ園 認知症対応型共同生活介護 東牟婁郡那智勝浦町下里
⑧ー7 （株）桐本商店 丹鶴介護サービスセンター 通所介護 新宮市仲之町
⑧ー8 （株）Healthylife フィットネスデイサービス健康ラボ 通所介護 東牟婁郡串本町串本
⑧ー9 （株）WISTERIA デイサービスセンターふじだな 通所介護 新宮市橋本
⑧ー10（株）下里福祉 デイサービスセンターつつじ園 通所介護 東牟婁郡那智勝浦町下里
⑧ー11（福）新宮市社会福祉協議会 新宮市社会福祉協議会 訪問介護 新宮市新町
⑧ー12（株）よろこび 介護センターよろこび 訪問介護 新宮市蜂伏
⑧ー13（福）熊野緑会 なぎの木園 生活介護・施設入所支援 新宮市木ノ川
⑧ー14（福）美熊野福祉会 杉の郷えぼし寮 生活介護・施設入所支援 新宮市高田
⑧ー15（福）美熊野福祉会 障害児者支援センター虹 生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービス 新宮市蜂伏
⑧ー16（福）わかば福祉会 わかば園作業所 生活介護・就労継続支援B型 新宮市下田
⑧ー17（福）わかば福祉会 わかば園第二作業所 就労継続支援B型 新宮市木ノ川
⑧ー18（福）つばさ福祉会 エコ工房四季 就労継続支援B型 東牟婁郡串本町古座
⑧ー19（福）熊野緑会 第二なぎの木園 就労継続支援B型・自立訓練（生活訓練） 新宮市新宮
⑧ー20（福）美熊野福祉会 ワークランドそら 就労継続支援B型・放課後等デイサービス 新宮市佐野
⑧ー21（福）熊野緑会 すみれ 放課後等デイサービス 新宮市新宮
⑧ー22（福）聖十字福祉会 マリア保育園 認定こども園 新宮市野田
⑧ー23 新宮市 三津ノ保育所 保育所 新宮市熊野川町日足

※事業所の都合により、一覧表に記載されていても、受入れができない場合があります。※一覧に記載されている受入先は求人募集が出ている事業所とは限りません。

法人名 事業所名 種別 住所
和
歌
山
市

①ー1 （福）弘心会 特別養護老人ホームほうらい苑 介護老人福祉施設 和歌山市新和歌浦
①ー2 （福）河西福祉会 特別養護老人ホームアンシアナトー 介護老人福祉施設 和歌山市松江東
①ー3 （福）紀伊松風苑 特別養護老人ホーム紀伊松風苑 介護老人福祉施設 和歌山市園部
①ー4 （福）喜成会 特別養護老人ホーム喜成会 介護老人福祉施設 和歌山市北野
①ー5 （福）順風会 特別養護老人ホームソンリッサきみさと 介護老人福祉施設・短期入所生活介護 和歌山市つつじが丘
①ー6 （福）親和園 特別養護老人ホーム親和園 介護老人福祉施設 和歌山市杭ノ瀬
①ー7 （福）寿敬会 特別養護老人ホーム大日山荘 介護老人福祉施設 和歌山市平尾
①ー8 （福）みどり会 特別養護老人ホームみどりが丘ホーム 介護老人福祉施設 和歌山市和佐中
①ー9 （福）みどり会 みどりが丘ホーム診療所（施設内診療所） 介護老人福祉施設 和歌山市和佐中
①ー10（福）三田福祉会 特別養護老人ホームすこやか 介護老人福祉施設 和歌山市和田
①ー11（福）紀三福祉会 特別養護老人ホーム紀三井寺苑 介護老人福祉施設 和歌山市紀三井寺
①ー12（福）東和歌山福祉会 特別養護老人ホームあんず苑 介護老人福祉施設 和歌山市東田中
①ー13（福）東和歌山福祉会 特別養護老人ホーム第2あんず苑 介護老人福祉施設 和歌山市東田中
①ー14（福）浩和会 特別養護老人ホーム竹の里園 介護老人福祉施設 和歌山市明王寺
①ー15（福）わかやま虹の会 特別養護老人ホームわかば 介護老人福祉施設 和歌山市有本
①ー16（医）弘愛会 こすも 介護老人保健施設 和歌山市つつじが丘
①ー17（医）ヘルスケア和歌山 ラ・エスペランサ 介護老人保健施設 和歌山市中島
①ー18（医）甃友会 光苑 介護老人保健施設 和歌山市秋月
①ー19（有）内原 内原 サービス付き高齢者向け住宅 和歌山市内原
①ー20（医）三光会 やすらぎの郷メゾン・ド・シンフォニー サービス付き高齢者向け住宅 和歌山市粟
①ー21（株）H&Y ゆうが築港 サービス付き高齢者向け住宅 和歌山市築港
①ー22（有）キシウラ 蒲輪の里セゾン西浜 サービス付き高齢者向け住宅 和歌山市西浜
①ー23（株）創成 ピースONE サービス付き高齢者向け住宅 和歌山市神前
①ー24（株）春風会 春風会わかのうらグループホーム 認知症対応型共同生活介護 和歌山市和歌浦中
①ー25（福）安原福祉会 あいの里　 認知症対応型共同生活介護 和歌山市松原
①ー26（株）あおぞらケアセンター グループホームあおぞら 認知症対応型共同生活介護 和歌山市打越町
①ー27（福）東和歌山福祉会 グループホームあんず 認知症対応型共同生活介護 和歌山市東田中
①ー28（福）安原福祉会 あいの里小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護 和歌山市松原
①ー29（株）あおぞらケアセンター あおぞらケアセンター 小規模多機能型居宅介護 和歌山市手平
①ー30（有）すずらん 楠見第2介護センターすずらん 小規模多機能型居宅介護 和歌山市楠見中
①ー31（有）すずらん 楠見第3介護センターすずらん 小規模多機能型居宅介護 和歌山市楠見中
①ー32（有）すずらん 楠見第4介護センターすずらん 看護小規模多機能型居宅介護 和歌山市楠見中
①ー33（株）結愛 小雑賀の家 有料老人ホーム 和歌山市小雑賀
①ー34（株）あおぞらケアセンター あすか苑 有料老人ホーム 和歌山市手平
①ー35（株）あおぞらケアセンター 第2あすか苑 有料老人ホーム 和歌山市小雑賀
①ー36 ライフアクセス（株） Cuoreゆたか－築地の家－ 有料老人ホーム 和歌山市新雑賀町
①ー37（有）ホームヘルパーサービスかしの木 かしの木苑 有料老人ホーム 和歌山市府中
①ー38（有）ホームヘルパーサービスかしの木 かしの木苑舟津 有料老人ホーム 和歌山市舟津町
①ー39（有）和歌山サンクリーン さくら 有料老人ホーム 和歌山市市小路
①ー40（福）寿敬会 大日山荘 養護老人ホーム 和歌山市吉礼
①ー41（株）Axis Support リハビリ特化型デイサービスリハいち 通所介護 和歌山市宇治鉄砲場
①ー42（株）創成 デイサービスピース＆ピース 通所介護 和歌山市北出島
①ー43（株）創成 デイサービスピース＆ピースⅡ 通所介護 和歌山市神前
①ー44（福）順風会 アトリオつつじⅠデイサービスセンター 通所介護 和歌山市つつじが丘
①ー45（福）紀伊福祉会 紀伊てまり苑 通所介護 和歌山市西田井
①ー46（福）みどり会 みどりケアステーション 通所介護 和歌山市和佐中
①ー47（福）安原福祉会 あいの里　 通所介護 和歌山市松原
①ー48（福）親和園 第二親和園デイサービスセンター 通所介護 和歌山市杭ノ瀬
①ー49（NPO）みんなで,はーとtoわん 輝楽魂やすらぎの家 通所介護 和歌山市北出島
①ー50（株）あおぞらケアセンター デイサービスあおぞら夢 通所介護 和歌山市小雑賀
①ー51（有）ホームヘルパーサービスかしの木 デイサービスセンターかしの木 通所介護 和歌山市府中
①ー52（有）ホームヘルパーサービスかしの木 デイサービスセンターかしの木舟津 通所介護 和歌山市舟津町
①ー53（有）和歌山サンクリーン 通所介護事業所さくら 通所介護 和歌山市市小路
①ー54（有）内原 デイサービスセンター内原 通所介護 和歌山市毛見
①ー55（福）わかやま虹の会 デイサービスわかば 通所介護 和歌山市有本
①ー56（株）ケアサービスあおぞら あおぞらヘルパーステーション 訪問介護 和歌山市手平
①ー57（株）土屋 ホームケア土屋和歌山 訪問介護 和歌山市六十谷
①ー58（有）ホームヘルパーサービスかしの木 ホームヘルパーサービスかしの木 訪問介護 和歌山市舟津町
①ー59（有）和歌山サンクリーン ヘルパーステーションさくら 訪問介護 和歌山市市小路
①ー60（有）内原 ヘルパーステーション内原 訪問介護 和歌山市毛見
①ー61（有）和歌山サンクリーン 生活介護事業所さくら 生活介護 和歌山市市小路
①ー62（NPO）紀の國ドルフィン倶楽部 kira kira 就労継続支援B型 和歌山市栄谷
①ー63（NPO）紀の國ドルフィン倶楽部 kera kera 就労継続支援B型 和歌山市出水
①ー64（医）宮本病院 多機能型事務所めばえ 就労継続支援B型 和歌山市塩屋
①ー65（NPO）パンダ作業所 パンダ作業所 就労継続支援B型 和歌山市田中町
①ー66（株）ドリームサポート ドリームサポート 就労継続支援B型 和歌山市匠町
①ー67（有）市民との絆 華小町 就労継続支援B型 和歌山市新通
①ー68（一社）ウインワークス ウインワークス 就労継続支援A型・B型 和歌山市雑賀崎
①ー69（一社）和乃絆 就労移行支援事業所マイパレット 就労移行支援 和歌山市毛見
①ー70（有）和歌山サンクリーン さくらの家 共同生活援助 和歌山市市小路
①ー71（有）和歌山サンクリーン さくらhouse 共同生活援助 和歌山市市小路
①ー72（一社）市駅グリーングリーンプロジェクト 育ちのえき くすの木 地域子育て支援拠点施設 和歌山市屏風丁
①ー73（株）真道 モンキー's スクール 児童発達支援・放課後等デイサービス 和歌山市加納
①ー74（株）真道 モンキー's スクールⅡ 児童発達支援・放課後等デイサービス 和歌山市栗栖
①ー75（株）クラ・ゼミ こどもサポート教室きらり和歌山小雑賀校 児童発達支援・放課後等デイサービス 和歌山市小雑賀
①ー76（一社）まろ わんだふる 児童発達支援・放課後等デイサービス 和歌山市岩橋
①ー77（有）ほほえみ ほほえみ 児童発達支援・放課後等デイサービス 和歌山市中
①ー78（福）東和歌山福祉会 あんず 放課後等デイサービス 和歌山市東田中
①ー79（有）ほほえみ ほほえみ・ぷらす 放課後等デイサービス 和歌山市梅原
①ー80（有）ほほえみ ほほえみ・ねくすと 放課後等デイサービス 和歌山市木ノ本
①ー81（福）じろうまるこども園 じろうまるこども園 認定こども園 和歌山市次郎丸
①ー82（福）ようすい会 ようすい子ども園 認定こども園 和歌山市西浜
①ー83（福）わらべ会 新堀こども園 認定こども園 和歌山市新堀東
①ー84（福）こひつじ保育園 こひつじこども園 認定こども園 和歌山市木ノ本
①ー85 (福)清和福祉会 かんどりこども園 認定こども園 和歌山市平井
①ー86（福）和歌山ふたば会 ふたば保育園 保育園 和歌山市友田町

岩
出
市・紀
の
川
市

②ー1 （福）聖アンナ福祉会 特別養護老人ホームきしがわ園 介護老人福祉施設 紀の川市貴志川町尼寺
②ー2 （福）皆楽園 特別養護老人ホーム打田皆楽園 介護老人福祉施設 紀の川市畑野上
②ー3 タイワ（株） グループホームハピネス岩出 認知症対応型共同生活介護 岩出市森
②ー4 （合）介拓社 雅（みやび） 有料老人ホーム 紀の川市深田
②ー5 （株）なだいコーポレーション 一般デイサービスなだい 通所介護 紀の川市下井坂
②ー6 （株）SIN デイサービスセンターひなたぼっこ 通所介護 岩出市西国分
②ー7 （合）介拓社 デイサービスセンター雅（みやび） 通所介護 紀の川市深田
②ー8 （株）ソワン ヘルパーステーション小春日和 訪問介護 岩出市西国分
②ー9 （株）あおぞらケアセンター紀の川 あおぞらヘルパーステーション紀の川 訪問介護 紀の川市貴志川町丸栖
②ー10（NPO）よつ葉福祉会 らぼとび～ 生活介護・就労継続支援B型 紀の川市桃山町調月
②ー11（福）和歌山県福祉事業団 きらり 生活介護・放課後等デイサービス・児童発達支援 紀の川市粉河
②ー12（福）きのかわ福祉会 きのかわふるさと村 就労継続支援B型 紀の川市西大井
②ー13（合）医療福祉会 多機能型事業所みらいてらす 就労継続支援B型・自立訓練（生活訓練） 紀の川市久留壁
②ー14（合）ライフサポートじんべえ グループホームじんべえ 共同生活援助・短期入所 紀の川市貴志川町井ノ口
②ー15（福）きのかわ福祉会 シャイン 自立訓練（生活訓練） 岩出市宮
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岩
出
市・紀
の
川
市

②ー16（株）こころ ひまわり 放課後等デイサービス 岩出市森
②ー17（福）桃郷 ひまわり園 児童発達支援センター 紀の川市桃山町調月
②ー18（NPO）子育てサポート山の子 山の子共同保育園 保育園 紀の川市北長田
②ー19（株）ニチイ学館 ニチイキッズきのかわ保育園 保育園 紀の川市打田
②ー20 岩出市 岩出保育所 保育所 岩出市清水
②ー21 岩出市 山崎保育所 保育所 岩出市湯窪
②ー22 岩出市 根来保育所 保育所 岩出市根来
②ー23 岩出市 上岩出保育所 保育所 岩出市南大池

橋
本
市・伊
都
郡

③ー1 （株）S.T.L.F  studio デイサービス生きがい工房 通所介護 橋本市御幸辻
③ー2 （NPO）いぶき福祉会 ライフサポートみのり 生活介護 橋本市岸上
③ー3 （有）倖譲会 障がい児者生活支援施設ポケットハウス 生活介護・放課後等デイサービス・児童発達支援 伊都郡かつらぎ町笠田東
③ー4 （福）和福祉会 和（なごみ） 生活介護・就労移行支援・就労継続支援B型・共同生活援助 伊都郡かつらぎ町妙寺
③ー5 （福）紀北和楽会 六地学園 児童養護施設 橋本市橋谷
③ー6 （福）桃郷 つくしんぼ園 児童発達支援センター 橋本市高野口町大野
③ー7 （福）顕陽会 すみだこども園 認定こども園 橋本市隅田町上兵庫
③ー8 （福）顕陽会 応其こども園 認定こども園 橋本市高野口町応其
③ー9 （福）子どもの家福祉会 橋本こども園 認定こども園 橋本市東家
③ー10（福）香久の実福祉会 香久の実保育園 保育園 橋本市高野口町名古曽
③ー11（福）萬年青友の会 三石保育園 保育所 橋本市三石台

海
南
市・海
草
郡

④ー1 （福）和歌山県福祉事業団 特別養護老人ホーム南風園 介護老人福祉施設 海南市木津
④ー2 （福）中庸会 特別養護老人ホーム 天美苑 介護老人福祉施設 海南市七山
④ー3 海南海草老人福祉施設事務組合 特別養護老人ホームやすらぎ園 介護老人福祉施設 海草郡紀美野町下佐々
④ー4 （医）同仁会 カルフール・ド・ルポ 介護老人保健施設 海南市築地
④ー5 （医）天竹会 天寿苑 介護老人保健施設 海草郡紀美野町下佐々
④ー6 （福）たちばな福祉会 橘寮 養護老人ホーム 海南市下津町方
④ー7 （医）さくら会 エンジョイさくら 通所介護 海南市大野中
④ー8 （株）ウェルネス・コート デイサービスセンターウェルネス 通所介護 海南市日方
④ー9 （株）ウェルネス・コート 訪問介護ステーションウェルネス 訪問介護 海南市日方
④ー10（有）ライフパートナー ハニーホーム東雲 生活介護・障害者グループホーム 海南市小野田
④ー11（福）あおい会 もなみ 生活介護・就労継続支援B型 海南市船尾
④ー12（福）一峰会 おかし工房桜和 就労継続支援B型 海南市野上新
④ー13（医）さくら会 さくらっ子 児童発達支援・放課後等デイサービス 海南市鳥居

有
田
市・有
田
郡

⑤ー1 （福）守皓会 特別養護老人ホーム 田鶴苑 介護老人福祉施設 有田市宮﨑町
⑤ー2 （福）守皓会 特別養護老人ホーム ありだ橘苑 介護老人福祉施設 有田市野
⑤ー3 （福）昭仁会双苑 特別養護老人ホーム 吉備苑 介護老人福祉施設 有田郡有田川町大字奥
⑤ー4 （福）昭仁会双苑 特別養護老人ホーム しみず園 介護老人福祉施設 有田郡有田川町粟生
⑤ー5 （福）昭仁会双苑 特別養護老人ホーム ハートケア万笑 介護老人福祉施設 有田郡有田川町大字奥
⑤ー6 （福）守皓会 デイサービスセンター田鶴苑 通所介護 有田市宮﨑町
⑤ー7 （福）昭仁会双苑 吉備苑デイサービスセンター 通所介護 有田郡有田川町大字奥
⑤ー8 （福）有田川町社会福祉協議会 有田川町社会福祉協議会通所介護 通所介護 有田郡有田川町大字角
⑤ー9 （福）広川町社会福祉協議会 広川町デイサービスセンター 通所介護 有田郡広川町大字広
⑤ー10（福）きたば会 在宅複合型施設ひろの里 通所介護・老人短期入所・訪問介護 有田郡広川町下津木
⑤ー11（福）千翔会 まごころランド 生活介護・就労継続支援B型・放課後等デイサービス 有田郡有田川町上中島
⑤ー12（福）和歌山県福祉事業団 多機能型事業所夢おれんじ 生活介護・放課後等デイサービス・児童発達支援 有田郡湯浅町栖原
⑤ー13（一社）Smileスミレ会 カラフルビーンズ 放課後等デイサービス 有田郡有田川町長田
⑤ー14（一社）Smileスミレ会 カラフルブランチ 放課後等デイサービス 有田郡有田川町上中島

御
坊
市・日
高
郡

⑥ー1 （福）敬愛会 特別養護老人ホーム 白寿苑 介護老人福祉施設 日高郡日高川町大字船津
⑥ー2 （福）敬愛会 特別養護老人ホーム 白寿苑別館 介護老人福祉施設 日高郡日高川町大字船津
⑥ー3 （福）同仁会 特別養護老人ホームカルフール・ド・ルポ印南 介護老人福祉施設 日高郡印南町山口
⑥ー4 （福）同仁会 特別養護老人ホームカルフール・ド・ルポ印南ヌーヴォ 介護老人福祉施設 日高郡印南町山口
⑥ー5 （有）フルライフ イクルみなべ サービス付き高齢者向け住宅 日高郡みなべ町東吉田
⑥ー6 御坊日高老人福祉施設事務組合 ときわ寮 養護老人ホーム 日高郡美浜町和田
⑥ー7 （福）みなべ町社会福祉協議会 デイサービスセンターゆうゆう館 通所介護 日高郡みなべ町埴田
⑥ー8 （福）和歌山県福祉事業団 由良あかつき園 生活介護・施設入所支援 日高郡由良町吹井
⑥ー9 （福）太陽福祉会 太陽作業所 生活介護・就労継続支援B型 日高郡美浜町和田
⑥ー10（福）和歌山県福祉事業団 由良みのり園 生活介護・自立訓練・施設入所支援・就労移行支援 日高郡由良町吹井
⑥ー11（福）太陽福祉会 通園みらい 児童発達支援センター 御坊市薗
⑥ー12（福）ふたば福祉会 はぐみ 放課後等デイサービス 日高郡みなべ町東吉田
⑥ー13 日高町［（株）共立メンテナンス日高営業所］志賀保育所 保育所 日高郡日高町志賀

田
辺
市・西
牟
婁
郡

⑦ー1 紀南地方老人福祉施設組合 特別養護老人ホーム百々千園 介護老人福祉施設 西牟婁郡白浜町中
⑦ー2 （福）すさみ福祉会 特別養護老人ホームはまゆう園 介護老人福祉施設 西牟婁郡すさみ町周参見
⑦ー3 （医）社団菫会 田辺すみれ苑 介護老人保健施設 田辺市城山台
⑦ー4 （株）栄幸 デイサービスセンター稲成 通所介護 田辺市稲成町
⑦ー5 （株）ゆぅみ ハナミズキ・デイサービス 通所介護 田辺市新屋敷町
⑦ー6 （福）上富田町社会福祉協議会 上富田町社会福祉協議会 通所介護・訪問介護 西牟婁郡上富田町朝来
⑦ー7 （株）アド・ビジョン 訪問介護ステーションきらり（いくま生活館1号館）訪問介護（サ高住） 西牟婁郡上富田町生馬
⑦ー8 （福）南紀のぞみ会 第二のぞみ園 生活介護・施設入所支援 田辺市上芳養
⑦ー9 （福）南紀のぞみ会 のぞみ園 生活介護・施設入所支援 田辺市たきない町
⑦ー10（福）紀伊の郷 日置川みどり園 生活介護・施設入所支援 西牟婁郡白浜町大古
⑦ー11（福）和歌山県福祉事業団 牟婁さくら園 生活介護・施設入所支援 西牟婁郡上富田町朝来
⑦ー12（福）和歌山県福祉事業団 多機能型事業所ハッスル 生活介護・就労継続支援B型 西牟婁郡上富田町生馬
⑦ー13（NPO）かたつむりの会 町家カフェ上屋敷二丁目（ワークサポートいこう）就労継続支援B型 田辺市上屋敷
⑦ー14（NPO）かたつむりの会 ララ・ロカレ 就労継続支援A型 田辺市上屋敷
⑦ー15（福）和歌山県福祉事業団 就労A型事業所ブランコート 就労継続支援A型 西牟婁郡白浜町瓜切
⑦ー16 アンスーリール（株） アン スーリール ド サクラ 就労継続支援A型・B型 西牟婁郡上富田町岩田
⑦ー17（福）和歌山県福祉事業団 児童デイサービスぱれっと 児童発達支援・放課後等デイサービス 西牟婁郡白浜町瓜切
⑦ー18（NPO）ころん ひまり 児童発達支援・放課後等デイサービス 田辺市下三栖
⑦ー19（NPO）ころん ことは 放課後等デイサービス 田辺市下三栖
⑦ー20（NPO）どんぐりはうす どんぐりはうす 放課後等デイサービス 西牟婁郡上富田町市ノ瀬
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⑧ー1 （福）黒潮園 特別養護老人ホーム黒潮園 介護老人福祉施設 新宮市三輪崎
⑧ー2 （福）黒潮園 特別養護老人ホームクレール高森 介護老人福祉施設 新宮市三輪崎
⑧ー3 東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合 特別養護老人ホーム南紀園 介護老人福祉施設 東牟婁郡太地町太地
⑧ー4 （福）串本福祉会 特別養護老人ホームにしき園 介護老人福祉施設 東牟婁郡串本町二色
⑧ー5 （株）夢工房 グループホームみんなの家 認知症対応型共同生活介護 東牟婁郡太地町太地
⑧ー6 （株）下里福祉 グループホームつつじ園 認知症対応型共同生活介護 東牟婁郡那智勝浦町下里
⑧ー7 （株）桐本商店 丹鶴介護サービスセンター 通所介護 新宮市仲之町
⑧ー8 （株）Healthylife フィットネスデイサービス健康ラボ 通所介護 東牟婁郡串本町串本
⑧ー9 （株）WISTERIA デイサービスセンターふじだな 通所介護 新宮市橋本
⑧ー10（株）下里福祉 デイサービスセンターつつじ園 通所介護 東牟婁郡那智勝浦町下里
⑧ー11（福）新宮市社会福祉協議会 新宮市社会福祉協議会 訪問介護 新宮市新町
⑧ー12（株）よろこび 介護センターよろこび 訪問介護 新宮市蜂伏
⑧ー13（福）熊野緑会 なぎの木園 生活介護・施設入所支援 新宮市木ノ川
⑧ー14（福）美熊野福祉会 杉の郷えぼし寮 生活介護・施設入所支援 新宮市高田
⑧ー15（福）美熊野福祉会 障害児者支援センター虹 生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービス 新宮市蜂伏
⑧ー16（福）わかば福祉会 わかば園作業所 生活介護・就労継続支援B型 新宮市下田
⑧ー17（福）わかば福祉会 わかば園第二作業所 就労継続支援B型 新宮市木ノ川
⑧ー18（福）つばさ福祉会 エコ工房四季 就労継続支援B型 東牟婁郡串本町古座
⑧ー19（福）熊野緑会 第二なぎの木園 就労継続支援B型・自立訓練（生活訓練） 新宮市新宮
⑧ー20（福）美熊野福祉会 ワークランドそら 就労継続支援B型・放課後等デイサービス 新宮市佐野
⑧ー21（福）熊野緑会 すみれ 放課後等デイサービス 新宮市新宮
⑧ー22（福）聖十字福祉会 マリア保育園 認定こども園 新宮市野田
⑧ー23 新宮市 三津ノ保育所 保育所 新宮市熊野川町日足

※事業所の都合により、一覧表に記載されていても、受入れができない場合があります。※一覧に記載されている受入先は求人募集が出ている事業所とは限りません。




