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1 医療・介護
和歌山中央医療生活協同組合
和歌山生協病院
理事長　古田　光明

・入院、外来、訪問診療、デ
イケア等

640-8390 和歌山市有本１４３－１ 1 薬剤師
http://www.wakayama-
coop-h.com/

073-471-7711

2 医療・介護
社会医療法人　スミヤ
理事長　角谷　正文

・急性期一般病棟
・回復期リハビリテーション
病棟

640-8343 和歌山市吉田３３７
1
1

看護師
薬剤師

http://www.sumiya.or.jp 073-433-1150

3 医療・介護
医療法人青松会
河西田村病院
理事長　田村　公之

・病院、介護老人保健施設
等

640-8413
和歌山市島橋東ノ丁１ー
１１

1
1
1
1
1
1

看護師
薬剤師

作業療法士
言語聴覚士
社会福祉士
介護福祉士

http://www.seishou-
kai.jp

073-455-1015

4 医業
医療法人　久仁会
理事長　宇都宮　宗久

・病院業務 640-8303 和歌山市鳴神５０５－４ 2 看護師
http://www.utsunomiya
-
hospital.com/index.php

073-471-1111

5 医療業
医療法人曙会　和歌浦中央病院
理事長　山本　好信

・一般病院 641-0054
和歌山市塩屋６丁目２番
７０号

1 薬剤師
http://www.wachuohp.o
r.jp

073-444-1600

6 医療
医療法人　裕紫会　中谷病院
理事長　中谷　剛

・看護業務及び薬剤師業務 640-8303
和歌山市鳴神１２３番地
の１

１
１

看護師
薬剤師

http://www.kikyokai.or.j
p

073-471-3111

7 医療
医療法人　有紀会　　さとう内科
理事長　佐藤　晋一

・医療サービス 640-8323 和歌山市太田６６７－６

1
1
1
1

看護師
作業療法士
理学療法士
薬剤師

073-436-6363

8 歯科
医療法人　隆美会
有本矯正歯科
理事長　有本　隆行

・口腔衛生指導、矯正歯科
治療補助

640-8341
和歌山市黒田１ー２－２
０

　
１ 歯科衛生士

http://www.arimoto.or.j
p

073-475-1888

9 歯科医院
医療法人ベルウェル
クレア歯科クリニック
理事長　岡　勇輝

・歯科治療 640-8842 和歌山市平井１０８ー７
　
2 歯科衛生士 https://crea.dental 073-456-0007
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10 歯科医院
医療法人あなはら歯科クリニック
理事長　穴原　伸晃

・歯科医業 641-0015
和歌山市布引５３０番地
２

　
１ 歯科衛生士

https://www.anahara-
dc.com/

073-448-5580

11 訪問看護

株式会社　メディフェア
訪問看護ステーション
メンタルナース
代表取締役　浦野　成之

・居宅において利用者の療
養生活を支援、心身機能の
維持回復を図る。

640-8314 和歌山市神前４８８－４
1
1

看護師
作業療法士

073-488-6839

12 調剤薬局
株式会社　第一薬局
代表取締役　山岡　賴貴

・調剤師業務 640-8303 和歌山市鳴神４９１－３ 2 薬剤師 https://www.d1p.co.jp 073-475-6704

13 薬局
共和メディカル株式会社
代表取締役社長　杉浦　万正
関西薬局　和歌山店

・薬剤師として外来業務、在
宅対応、一般用医薬品対応
等

640-8342
和歌山市友田町４－１３
０　Atower１F

2 薬剤師 https://kyowa-gr.jp 06-6224-6224

14 調剤薬局
株式会社　コスモファーマ大阪
代表取締役　藤田　愛里

・調剤薬局経営
・医薬品販売

640-8412
和歌山市狐島３８８番地
の３

3 薬剤師
http://www.cosmo-
ph.co.jp/

024-927-5603

15 薬局
株式会社互恩　みやび調剤薬局
代表取締役　菅原　喜規

・処方箋による医薬品調剤
・一般用医薬品販売
・薬剤師在宅業務

640-8472 和歌山市大谷４０３－３ 2 薬剤師
http://www.miyabi-
ph.jp/

073-452-3696

16 調剤薬局
一般社団法人　メディカル・プラン
ほのぼの薬局
代表理事　田口　正典

・調剤薬局 640-8345 和歌山市新在家１６２ 1 薬剤師
http://www.honobono-
pharmacy.com/

073-475-6688

17 薬局
株式会社　エグチ
代表取締役　江口　暢洋

・調剤業務、OTC販売等 641-0013 和歌山市内原９４１－２３ 1 薬剤師
090-9545-
4778

18 薬局
エバグリーン廣甚株式会社
代表取締役　米原　まき

・調剤業務
・OTC販売等

641-0002 和歌山市新中島１２４ 5 薬剤師
http://www.hirooka-
g.co.jp

080-3757-
6477
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19
介護老人福
祉施設

社会福祉法人　弘心会
理事長　西村　佳寿美

・老人介護 641-0023
和歌山市新和歌浦２番９
号

2 介護福祉士
http://www.horai-
en.com/

073-448-3333

20 介護職
社会福祉法人　寿敬会
理事長　中谷　剛

・高齢者介護、福祉 640-0304 和歌山市平尾２番地１ 2 介護福祉士 http://www.jukeikai.jp/ 073-478-3437

21 介護福祉
社会福祉法人　河西福祉会
理事長　松尾　直章

・特別養護老人ホームにお
ける看護、介護業務

640-8422
和歌山市松江東１丁目７
番２５号

1
1

看護師
介護福祉士

http://www.ancianatio.
com/

073-454-8900

22 福祉・介護
医療法人　ヘルスケア和歌山
理事長　中谷　浩久

・施設入所者の生活介護全
般

641-0006 和歌山市中島１９２番地 1 介護福祉士
http://www.la-
esperanza.or.jp/

073-427-0027

23
老人福祉・
介護事業

社会福祉法人　山口葵会
理事長　坂部　朝彦

・特別介護老人ホーム 649-6318 和歌山市藤田２５ー１ 2 介護福祉士 https://y-aoikai.or.jp 073-461-5757

24
介護老人福
祉施設

社会福祉法人　わかうら会
理事長　土山　憲一郎

・特別養護老人ホーム
・ケアハウス
・グループホーム
・ショートステイ
・デイサービスセンター
・ホームヘルパー
・診療所
・ケアプランセンター
・地域包括支援センター
・地域交流事業

641-0061 和歌山市田野１７５番地 2 介護福祉士
http://www.wakaurakai.
or.jp/

073-445-0808

25
高齢者福祉

事業
社会福祉法人　紀三福祉会
理事長　坂口　和男

・介護業務 641-0012
和歌山市紀三井寺５６０
番地の２

2 介護福祉士
https://www.kisan.or.jp
/

073-448-2255

26
介護老人保
健施設

医療法人　明成会
理事長　向井　克典

・高齢者介護 649-6332
和歌山市宇田森２７５の
１０

2
介護福祉士
看護師

理学療法士

http://www.kiinosato.n
et

073-461-8888
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27 高齢者福祉
社会福祉法人　浩和会
理事長　上野　包代

・高齢者介護 640-0305 和歌山市明王寺３番地１ 2 介護福祉士
http://www.takenosato
en.jp

073-466-2233

28
社会福祉法

人
社会福祉法人　紀伊松風苑
理事長　横山　申彦

・介護老人福祉施設、訪問
介護、通所介護、救護施
設、認知症対応型共同生活
介護、小規模多機能型居宅
介護等

640-8483
和歌山市園部1668番地
の1

2 介護福祉士
https://www.kii-
shoufuuen.jp/

073-455-3676

29
高齢者福祉
介護事業

社会福祉法人紀伊福祉会
理事長　森　喜久夫

・高齢者介護 649-6335
和歌山市西田井２２４番
地

2 介護福祉士
https://kii-
fukushikai.or.jp

073-462-6020

30
社会福祉事

業
社会福祉法人　喜成会
理事長　向井　克典

・特別養護老人ホーム、介
護保険事業等

649-6331 和歌山市北野１２８番地 2 介護福祉士
https://www.kiseikai-
w.or.jp/

073-462-3033

31 介護事業
社会福祉法人　三田福祉会
理事長　中本　貴幸

・特別養護老人ホーム
・短期入所生活介護

641-0004 和歌山市和田５８３－１ 1 介護福祉士
http://www.santa-
sukoyaka.or.jp

073-475-5500

32
老人介護福
祉サービス

社会福祉法人　大徳会
理事長　佐藤　晋一

・介護サービス 640-8126
和歌山市南片原2丁目12
番地

2
2

介護福祉士
看護師

073-436-6363

33
高齢者介護
福祉サービ
ス事業

社会福祉法人　親和園
理事長　川﨑　秀行

・特別養護老人ホーム等に
おける高齢者介護にかかる
業務

641-0001 和歌山市杭ノ瀬２５５ー２
2
2
1

介護福祉士
看護師
保健師

http://www.shinwaen.jp
/

073-471-6235

34 福祉
学校法人　谷山学園　いさお幼稚
園
理事長　谷山　正紀

・幼保連携型認定こども園 640-8483 和歌山市園部１５１８ー１ 1 保育教諭
https://isaoyochien.co
m/

073-461-9585

35 福祉
社会福祉法人　山口保育園
山口こども園
理事長　森下　佳彦

・幼保連携型認定こども園 649-6305 和歌山市谷２番地 2 保育教諭
https://www.ans.co.jp/
n/yamaguchihoikuen/

073-462-0567
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36 福祉
社会福祉法人　紀伊保育園
理事長　森田　昌伸

・保育所 640-8481
和歌山市直川３２６番地
の９

1 保育士 073-461-6566

37 福祉
社会福祉法人　さつき福祉会
理事長　木村　晶三

・幼保連携型認定こども園 641-0006
和歌山市中島７０番地の
８

2 保育教諭
http://www.satsuki-
hoikuen.jp

073-473-2444

38 福祉
社会福祉法人　こひつじ保育園
理事長　小門　武文

・幼保連携型認定こども園 640-8453
和歌山市木ノ本１２３０番
地２

1 保育教諭
http://www.kohitsuji.ed.
jp

073-452-0001

2 保育教諭

1
社会福祉士

精神保健福祉士

40 福祉
社会福祉法人　じろうまる保育園
理事長　楠見　良子

・幼保連携型認定こども園 640-8444
和歌山市次郎丸１０７ー
１

2 保育教諭 https://jiroumaru.or.jp/ 073-453-0190

41 福祉
社会福祉法人　清和福祉会
理事長　瀧畑　しづ惠
かんどりこども園

・幼保連携型認定こども園 640-8442 和歌山市平井４６６－１ 2 保育教諭 http://seiwa-sws.or.jp 073-451-4350

42 福祉
学校法人　愛の園　愛徳幼稚園
理事長　山本　ひとみ

・幼保連携型認定こども園 641-0044
和歌山市今福３丁目６番
３７号

2 保育教諭
https://aitoku-
wakayama.com/

073-423-9796

http://wsj-
kyoukai.or.jp/

073-488-635039 福祉
社会福祉法人
和歌山社会事業協会
理事長　井口　弘

・保育所、幼保連携型認定
こども園
・児童養護施設

641-0022
和歌山市和歌浦南２丁目
１１番３６号

※　分野別申込み順に記載しています。
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