
介護支援専門員/
赤羽

正社員
月給

222,000円～237,000円
介護支援専門員（ケアマネージャー）

必須
13070-54945421

サービス提供責任者/
赤羽

正社員
月給

186,000円～212,000円

介護福祉士,ホームヘルパー１級,
介護職員基礎研修修了者,

介護職員実務者研修修了者　いずれか必須
13070-54949121

ホームヘルパー/
赤羽

パート
時給

1,100円～2,560円

ホームヘルパー２級,
介護職員初任者研修修了者　あれば尚可

実務経験　あれば尚可
13070-54943221

ケアマネージャー 正社員
月給

300,000円～375,000円
介護支援専門員（ケアマネージャー）

必須
13100-7169421

介護職 正社員
月給

217,506円～250,918円
介護職員初任者研修修了者　あれば尚可 13100-7167221

調理員
（介護老人保健施設）

正社員
月給

186,720円～188,500円
調理師　あれば尚可 13100-7166821

看護職
（正・准）

パート
時給

1,600円～2,000円
看護師，准看護師

いずれか必須 13100-7111921

介護職員
（京北デイサービス

センター）
パート

時給
1,080円～1,200円

ホームヘルパー２級，
介護職員初任者研修修了者

あれば尚可
13100-7110621

送迎ドライバー
（京北デイサービス

センター）
パート

時給
1,080円～1,100円

普通自動車運転免許　必須
ホームヘルパー２級，

介護職員初任者研修修了者　あれば尚可
13100-7109221

訪問入浴スタッフ/
正社員/北区

正社員
月給

234,000円～301,500円
不問 13010-85988221

訪問入浴スタッフ/
パート/北区

パート
時給

1,385円～1,735円
不問 13010-85981321

訪問介護スタッフ/
北区

パート
時給

1,610円～2,250円

ホームヘルパー２級,
介護職員初任者研修修了者

いずれか必須
13010-85993121

東京都北区志茂３－６－５
「特別養護老人ホーム　みずべの苑」
東京メトロ南北線　志茂駅　徒歩５分

ＪＲ埼京・京浜東北線　ほかＪＲ各線　赤羽駅　徒歩１７分

介護職/
（みずべの苑
デイサービス）

正社員 月給
211,500円～250,500円

介護職員初任者研修修了者　必須
介護福祉士　あれば尚可 13100-6816021

東京都北区志茂３－６－５
「みずべの苑　デイサービス」

東京メトロ南北線　志茂駅　徒歩５分
ＪＲ埼京・京浜東北線　ほかＪＲ各線　赤羽駅　徒歩１７分

介護職/
デイサービス

パート
時給

1,072円
不問 13100-6820621

東京都北区志茂３－４５－１７
「グループホーム　ここら」

東京メトロ南北線　志茂駅　徒歩１０分

介護職
グループホームここら

パート
時給

1,072円
不問 13100-6819221

東京都北区豊島３－７－２
「ヘルパーステーションのぞみ」

京浜東北線・東京メトロ南北線・都電荒川線 王子駅 徒歩15分

訪問介護職
（ヘルパーステーション

のぞみ）
パート

時給
1,520円～1,820円

ホームヘルパー２級,
介護職員初任者研修修了者　いずれか必須

13100-6895421

東京都北区西ヶ原２－２４－８
「ほくと　ひまわりの家」

東京メトロ南北線　王子駅または西ヶ原駅　徒歩８分

介護職
（ほくとひまわりの家）

パート
時給

1,180円～1,310円

介護福祉士,介護職員初任者研修修了者,
介護職員実務者研修修了者

いずれか必須
13100-6893221

5 社会福祉法人　うらら

6 東京ほくと　医療生活協同組合

1

東京都北区赤羽２－６９－４　クリニックプラザ２１　３階
「赤羽訪問介護事業所」

東京メトロ南北線　赤羽岩淵駅　徒歩２分
ＪＲ線　赤羽駅　徒歩５分

2 医療法人　杏林会

東京都北区滝野川６－１３－１３
「介護老人保健施設　リハビリパーク滝野川」

ＪＲ埼京線　板橋駅　徒歩７分

株式会社　やさしい手

令和４年１０月７日（金）「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表
求人番号をハローワークインターネットサービスの求人情報検索にて検索し求人票を確認できます。

事業所名 就業場所/最寄り駅 職　　種
雇用
形態

賃金 必要な資格・経験 求人番号

東京都北区神谷３－１８－８　角一サンハイツ１階
「京北デイサービスセンター」

東京メトロ南北線　志茂駅　徒歩５分

株式会社　京北健友会3

セントケア東京　株式会社

東京都北区志茂２－５０－２　グランドメゾン赤羽１０２
「セントケア赤羽」

JR各線　赤羽駅／東京メトロ南北線　志茂駅　徒歩１０分

4

※求人内容が変更されている場合もありますので、求人票で詳細をご確認ください。 令和４年９月９日現在
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6 東京ほくと　医療生活協同組合
東京都北区豊島３－４－１５

「王子生協病院」
ＪＲ王子駅よりバス　『豊島３丁目』バス停　下車２分

看護補助者
（王子生協病院）

パート
時給

1,080円～1,260円
経験者　尚可 13100-6894521

7 社会福祉法人　ウエルガーデン
東京都北区西が丘３－１６－２７

「ウエルガーデン西が丘園」
都営三田線　本蓮沼駅　徒歩８分

ドライバー兼保守 パート
時給

1,080円
普通自動車運転免許　必須 13100-6822121

東京都北区王子本町１－２８－５　フォレストヒルズ１階
「ケア２１　王子」

JR京浜東北線　王子駅　徒歩７分

ホームヘルパー
（ケア２１王子）

正社員
月給

230,000円～250,000円

ホームヘルパー２級,ホームヘルパー1級
介護職員初任者研修修了者,介護職員実務
者研修修了者,介護福祉士　いずれか必須

27020-58402121

グループホーム介護職
（たのしい西ヶ原）

正社員
月給

208,000円～228,000円

ホームヘルパー２級,ホームヘルパー1級
介護職員初任者研修修了者,介護職員実務
者研修修了者,介護福祉士　いずれか必須

27020-58403021

グループホームの介護職/

たのしい家西ヶ原
パート

時給
1,072円～1,135円

ホームヘルパー２級,ホームヘルパー１級,
介護職員初任者研修修了者,介護職員実務

者研修修了者,介護福祉士　あれば尚可
無資格でも可

13010-88074821

サービス提供責任者
（未経験者可）/王子

正社員
月給

256,500円～263,500円
介護福祉士,ホームヘルパー１級,

介護職員基礎研修修了者　いずれか必須
13070-55108421

訪問介護常勤ヘルパー
（正社員）/王子

正社員
月給

246,500円～258,500円
介護福祉士,介護職員初任者研修修了者,

介護職員実務者研修修了者　いずれか必須
13070-55110121

ホームヘルパー/
王子

パート
時給

1,434円～2,691円
介護職員初任者研修修了者　必須

＊上記資格取得諸費用補助制度あり 13070-55114221

東京都北区西ヶ原４－５１－１
「特別養護老人ホーム　飛鳥晴山苑」

都電荒川線　西ヶ原四丁目駅　徒歩５分

介護職
（特別養護老人ホーム）

パート
時給

1,250円～1,400円
不問 13100-6902721

介護職員
（介護予防型
デイサービス）

パート
時給

1,200円～1,350円
不問 13100-6903821

清掃 パート
時給

1,080円～1,100円
不問 13100-6904221

サービス提供責任者 パート
時給

1,250円

介護職員実務者研修修了者,
介護福祉士

いずれか必須
13100-6813621

主任介護支援専門員 パート
時給

1,250円

介護支援専門員（ケアマネージャー），
主任介護支援専門員

必須
13100-6814921

訪問エリア：北区（主に十条・赤羽・桐ヶ丘・神谷・東十条等）
板橋区

※直行直帰
訪問介護スタッフ パート

時給
1,600円～2,100円

ホームヘルパー２級，
介護職員初任者研修修了者,

北区生活援助員・同行援護　いずれか必須
13100-6815121

12 ケアウェル安心　株式会社

東京都北区豊島５－４－１－１０５
「ケアウェルサポート豊島」

ＪＲ京浜東北線・東京メトロ南北線　王子駅からバス
「豊島５丁目団地」バス停　徒歩１分

東京メトロ南北線　王子神谷駅　徒歩２０分

介護支援専門員/
正社員

正社員 月給
255,000円～295,000円

介護支援専門員（ケアマネージャー）　必須 13100-7087221

10

8 株式会社　ケア２１

9

東京都北区上十条３－４－１５　貝瀬荘２０３号
「ヘルパーステーションななは」
JR埼京線　十条駅　徒歩６分

合同会社　ななは11

東京都北区西ヶ原１－４１－５
「たのしい家　西ヶ原」

東京メトロ南北線　西ヶ原駅　徒歩約８分
ＪＲ山手線　駒込駅（北口）　徒歩１０分

東京海上日動
ベターライフサービス　株式会社

東京都北区王子３－２１－９　第２大野ビルヨシサンズ１階
「みずたま介護ステーション王子」

ＪＲ京浜東北線　王子駅　徒歩１０分

東京都北区西ヶ原４－５１－１
「特別養護老人ホーム　飛鳥晴山苑」

都電荒川線　西ヶ原四丁目駅　徒歩５分
都営三田線　西巣鴨駅/東京メトロ南北線　西ヶ原駅　徒歩１２分

ＪＲ山手線　巣鴨駅・駒込駅　徒歩１５分

社会福祉法人　晴山会

※求人内容が変更されている場合もありますので、求人票で詳細をご確認ください。 令和４年９月９日現在
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12 ケアウェル安心　株式会社

東京都北区豊島５－４－１－１０５
「ケアウェル王子店」

ＪＲ京浜東北線・東京メトロ南北線　王子駅からバス
「豊島５丁目団地」バス停　徒歩１分

東京メトロ南北線　王子神谷駅　徒歩２０分

営業職（福祉用具）/
王子店

正社員 月給
210,000円～320,000円

福祉用具専門相談員,義肢装具士,介護福祉士,
理学療法士,作業療法士,社会福祉士

あれば尚可
普通自動車運転免許　必須

13100-7086821

ケアマネージャー/
赤羽

正社員
月給

235,000円～260,000円
介護支援専門員（ケアマネージャー）

必須
13100-6627421

ホームヘルパー/
赤羽

正社員
月給

200,000円～215,000円
13100-6817721

ホームヘルパー/
赤羽

パート
時給

1,404円～2,729円
13100-6818821

訪問介護業務
（ヘルパー業務）

パート
時給

1,550円～1,850円

介護職員初任者研修修了者　必須
介護職員実務者研修修了者,介護福祉士,

普通自動車運転免許　あれば尚可
13100-6896321

特別養護老人ホーム
での介護業務

パート
時給

1,250円～1,280円
介護職員初任者研修修了者　あれば尚可 13100-6897621

デイサービス
での介護業務

パート
時給

1,250円～1,280円
不問 13100-6898921

小規模多機能型
居宅介護の介護スタッフ

正社員 月給
224,000円～234,000円

介護職員初任者研修修了者,介護職員実務
者研修修了者,介護職員基礎研修修了者

いずれか必須
普通自動車運転免許　必須

13040-96002521

小規模多機能型
居宅介護の介護助手

契約社員
月給

184,000円～189,000円
不問 13040-88117921

グループホームの
介護助手

パート
時給

1,085円
不問 13040-95950021

サービス提供責任者
兼管理者（訪問介護）

正社員
月給

226,500円～315,000円

介護福祉士,介護職員実務者研修修了者
必須

看護師,行動援護,同行援護,喀痰吸引　等
あれば尚可

13100-7155021

訪問・居宅介護員 正社員
月給

212,000円～280,000円

介護福祉士,ホームヘルパー２級,介護職員初任
者研修修了者,介護職員実務者研修修了者,

行動援護,同行援護,喀痰吸引　等　あれば尚可
介護業務経験　あれば尚可

13100-7156721

相談支援専門員 正社員
月給

200,000円～250,000円

介護福祉士,社会福祉士,保育士,
相談支援専門員,看護師,

精神保健福祉士　等　あれば尚可
13100-7154121

17 特定非営利活動法人　あいアイ
東京都北区田端新町３－３６－６　あいアイ北区

「あいアイ工房」
ＪＲ田端駅　徒歩１０分

就労継続支援Ｂ型施設
の一般職員（北区）

正社員
月給

180,000円～220,000円
普通自動車運転免許　あれば尚可 11040-14634821

東京都北区東十条４－５－１８　アーバンフラット青雲１Ｆ
「ベベ・ア・パリ保育園　東十条」

ＪＲ京浜東北線　東十条駅　徒歩５分

常勤保育士/
北区東十条

正社員
月給

205,000円～260,000円
保育士　必須

経験あれば尚可
13120-16872521

東京都千代田区麹町５－７－１　麹町ダイビル２階
「マッシュの森保育園」

ＪＲ　四ツ谷駅　徒歩６分

常勤保育士/
千代田区

正社員
月給

205,000円～260,000円
保育士　必須

保育士経験あれば尚可
13120-16974721

18 株式会社　ｆｅｓパートナーズ

区民介護　株式会社

東京都北区赤羽西１－１８－８　アネックスワカマツ２０１
「区民介護株式会社　ほのぼのステーション赤羽」

ＪＲ埼京線・京浜東北線　赤羽（南口）駅　徒歩５分

16 株式会社　ヒロプランニング

東京都北区赤羽台４－１０－７
「福祉総合支援サービス事務所　ＤＲＥＡＭ　ＥＶＯ」

ＪＲ線　赤羽駅　徒歩１０分

ホームヘルパー１級,ホームヘルパー２級,
介護福祉士,介護職員初任者研修修了者,
介護職員基礎研修修了者　いずれか必須

15 株式会社　ソラスト

東京都北区堀船１－２３－８
「せらび王子」

ＪＲ京浜東北線　王子駅　徒歩１３分

14 社会福祉法人　東京都福祉事業協会
東京都北区赤羽北３－６－１０

「赤羽北さくら荘」
ＪＲ埼京線　北赤羽駅　徒歩７分

13

※求人内容が変更されている場合もありますので、求人票で詳細をご確認ください。 令和４年９月９日現在



令和４年１０月７日（金）「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表
求人番号をハローワークインターネットサービスの求人情報検索にて検索し求人票を確認できます。

事業所名 就業場所/最寄り駅 職　　種
雇用
形態

賃金 必要な資格・経験 求人番号

18 株式会社　ｆｅｓパートナーズ
東京都台東区東上野１－５－６　ＴＫビル１階

「ベベ・ア・パリ保育園　新御徒町」
地下鉄大江戸線　新御徒町駅　徒歩１分

非常勤保育士/
新御徒町

パート
時給

1,200円～1,500円
保育士　必須

保育士経験あれば尚可
13120-16887721

保育士/北区 正社員
月給

248,000円
保育士　必須 13100-7317021

保育士/北区 パート
時給

1,200円～1,400円
保育士　必須 13100-7316121

東京都北区王子６－４－１０
「豊川保育園」

ＪＲ・南北線・都電　王子駅よりバス　豊島３丁目　徒歩５分

保育補助
（非常勤職員）

パート
時給

1,100円～1,300円
保育士,子育て支援員　あれば尚可 13100-6901021

東京都北区王子５－２－１－１０１
「北区立桜田保育園」

東京メトロ南北線　王子神谷駅　徒歩２分
ＪＲ京浜東北線　東十条駅　徒歩１２分

保育補助 パート
時給

1,100円～1,300円
保育士　あれば尚可 13100-6900121

東京都北区豊島７－８－７
「としま　みつばち保育園」

東京メトロ南北線　王子神谷駅　徒歩１２分

保育補助/
北区豊島

パート
時給

1,100円～1,300円
保育士　あれば尚可 13100-6899121

保育士/
浮間さくら保育園

正社員
月給

221,000円～290,000円
保育士　必須 11010-13333721

保育士（早番）/
浮間さくら保育園

パート
時給

1,200円～1,400円
保育士　必須 11010-13570421

調理員/
浮間さくら保育園

パート
時給

1,072円
不問 11010-13564621

19 株式会社　アイグラン

東京都北区王子１－２７－８
「あい保育園王子」

JR京浜東北線　王子駅　徒歩１０分

21 株式会社　さくらいふ

東京都北区浮間４－３２－２０　松岡ビル２Ｆ
「浮間さくら保育園」

ＪＲ埼京線　浮間舟渡駅　徒歩１分

20 社会福祉法人　豊川保育園

※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策にご協力ください。
・当日受付にて参加票のご提出をお願いします。
・会場内はマスク着用。
・体調不良者、発熱３７．５度以上の場合は参加不可。

※面接希望の方は、お近くのハローワークにて、ハローワーク紹介状を発行し、求人票に記
載の応募書類（履歴書等）を当日ご持参ください。
○面接時間の予約はできません。直接会場へお越しください。

福祉の資格や、福祉の仕事に関する総合的な相談を承ります。
無資格、未経験の方もお気軽にご相談ください。

○福祉のしごと総合フェア○
開催日時　令和４年１０月７日（金）１３時～１６時（受付時間１２時４５分～１５時３０分）
　会　場　　東京都北区王子１－１１－１　北とぴあ１３階　飛鳥ホール
主催　東京都北区　社会福祉法人北区社会福祉協議会　東京都福祉人材センター
共催　ハローワーク王子

福祉のしごと相談ブース
（東京都福祉人材センター）

※求人内容が変更されている場合もありますので、求人票で詳細をご確認ください。 令和４年９月９日現在


