
介護職 正社員
ホームヘルパー２級・介護福祉士

・社会福祉士のいずれか
13100-3942011

看護師・准看護師 正社員
准看護師　必須
看護師あれば尚可

13100-3943311

介護補助 パート 不問 13100-3944611

東京都北区豊島３－１９－３　豊島ビル４階
「地域ケアセンター　わかば」

ＪＲ京浜東北線・東京メトロ南北線
王子駅から　徒歩１５分

ケアマネージャー 正社員
介護支援専門員
(ケアマネージャー) 13100-3947711

東京都北区豊島３－７－２
「ヘルパーステーション　のぞみ」
ＪＲ京浜東北線・東京メトロ南北線

王子駅から　徒歩１５分

訪問介護職
/事務有

パート
ホームヘルパー２級・介護職員初任者

研修修了者のいずれか 13100-3945911

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から
徒歩８分

介護職 パート
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

のいずれか
13100-3946111

厨房補助 パート 不問 13100-3950011

送迎車両運転手
(デイサービス)

パート 普通自動車運転免許 13100-3949211

生活相談員
(デイサービス)/十条

正社員
介護福祉士･社会福祉士・精神保健福祉士･

社会福祉主事任用のいずれか
普通自動車運転免許あれば尚可

13080-27513611

介護スタッフ
(デイサービス)/十条

パート

介護職員初任者研修修了者･介護職員実務
者研修修了者･介護福祉士のいずれか
あれば尚可　(無資格でも応募歓迎)
普通自動車運転免許あれば尚可

13080-27512311

5 セントケア東京　株式会社

東京都北区志茂２－５０－２　グランメゾン赤羽１０２
「セントケア赤羽」

ＪＲ各線　赤羽駅/東京メトロ南北線　志茂駅から
徒歩１０分

訪問入浴スタッフ
日曜休み/北区

正社員 不問 13010-38436311

令和３年６月２５日（金）「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表

事業所名 就業場所/最寄り駅 職　　種
雇用
形態

賃金 資　格

月給
228,000円～295,500円

2 東京ほくと医療生活協同組合

月給
214,200円～325,000円

時給
1,380円～1,720円

求人番号

1
医療法人社団　博栄会

介護老人保健施設「太陽の都」

東京都北区浮間２－１－１３
「太陽の都」

ＪＲ埼京線　北赤羽駅から　徒歩１０分

月給
222,800円～254,300円

月給
221,000円～332,000円

時給
1,020円～1,020円

時給
1,180円～1,310円

3
医療法人社団　はなぶさ
赤羽整形リウマチクリニック

東京都北区赤羽西１－３４－２　玉川ビル２階
「赤羽整形リハビリデイサービス」

ＪＲ埼京線・京浜東北線ほか各線　赤羽駅から
徒歩２分

時給
1,100円～1,100円

時給
1,090円～1,090円

4 株式会社　ひばりケア

東京都北区上十条４－２０－４
上十条ダイヤモンドマンション１階

「宝デイサービス十条」
都営三田線　板橋本町駅から　徒歩９分

月給
225,000円～310,000円

時給
1,050円～1,200円

※求人内容が変更されている場合もありますので、求人票をご確認ください。 令和３年５月２６日現在



令和３年６月２５日（金）「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表

事業所名 就業場所/最寄り駅 職　　種
雇用
形態

賃金 資　格 求人番号

訪問介護ヘルパー/赤羽 正社員

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

・ヘルパー1級・ヘルパー2級・基礎研修
のいずれか

13010-38447111

訪問介護スタッフ/北区 パート ホームヘルパー2級以上 13010-38405711

介護職員 パート
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 13100-3951311

送迎ドライバー パート
普通自動車運転免許　必須

ホームヘルパー２級あれば尚可 13100-3952611

小規模多機能介護職員/
正社員：豊島５丁目

正社員

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
･介護職員初任者研修以上の

介護資格又は認知症介護実践者研修
のいずれかあれば尚可

13070-25484311

小規模多機能介護職員/
パート：豊島５丁目

パート

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

･ホームヘルパー１級･ホームヘルパー２級
･介護職員基礎研修
のいずれかあれば尚可

13070-25493611

サービス提供責任者
/正社員(王子)

正社員
介護職員実務者研修修了者
・介護福祉士のいずれか 13100-3982211

訪問介護員/王子 パート ホームヘルパー２級 13100-3983511

東京都北区東十条３－８－５
「訪問介護センター　すずらん東十条」
ＪＲ京浜東北線　東十条駅から　徒歩５分

訪問介護員/東十条 パート ホームヘルパー２級 13100-3984411

9
社会福祉法人　新栄会

滝野川病院

東京都北区滝野川２－３２－１２
「滝野川病院」

ＪＲ京浜東北線・東京メトロ南北線　王子駅から徒歩１０分

介護福祉士
(通所リハビリテーション)

正社員
介護福祉士　必須

普通自動車運転免許あれば尚可 13100-3939711

月給
214,000円～278,500円

6 株式会社　京北健友会
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　志茂駅から　徒歩５分

時給
1,050円～1,200円

時給
1,050円～1,100円

8 東京福祉サービス　株式会社

東京都北区王子本町２－２２－８
「訪問介護センターすずらん」

ＪＲ京浜東北線・東京メトロ南北線　王子駅から
徒歩８分

月給
240,000円～280,000円

時給
1,400円～2,500円

7 アースサポート　株式会社

東京都北区豊島区５－４－１－１０１
「アースサポート小規模多機能　豊島五丁目」
ＪＲ　王子駅より都バス「豊島５丁目団地」から

徒歩３分

月給
204,400円～226,400円

時給
1,060円～1,110円

5

東京都北区志茂２－５０－２　グランメゾン赤羽１０２
「セントケア赤羽」

ＪＲ各線　赤羽駅/東京メトロ南北線　志茂駅から
徒歩１０分

セントケア東京　株式会社

時給
1,400円～2,500円

月給
189,000円～262,000円

時給
1,320円～1,320円

※求人内容が変更されている場合もありますので、求人票をご確認ください。 令和３年５月２６日現在



令和３年６月２５日（金）「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表

事業所名 就業場所/最寄り駅 職　　種
雇用
形態

賃金 資　格 求人番号

東京都北区滝野川２－３２－１２
「滝野川病院」

ＪＲ京浜東北線・東京メトロ南北線　王子駅から徒歩１０分

介護福祉士または
介護ヘルパー

正社員
ホームヘルパー２級・介護職員初任者研修

修了者・介護福祉士のいずれか 13100-3940511

東京都北区滝野川２－３２－１２　滝野川病院１階
「滝野川ホームヘルプサービス」

ＪＲ京浜東北線・東京メトロ南北線　王子駅から徒歩１０分
ホームヘルパー パート

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

のいずれか
13100-3938111

介護職員
(特別養護老人ホーム)

正社員
ホームヘルパー２級・介護職員初任者研修

修了者のいずれか 13100-3978611

介護職員
(要資格/デイサービス)

パート
ホームヘルパー２級・介護職員初任者研修

修了者のいずれか 13100-3977311

東京都北区東十条３－１４－２５
「第二あゆみ福祉センター」

ＪＲ京浜東北線　東十条駅から　徒歩５分
東京都北区赤羽南２－６－６

「来夢」
ＪＲ各線赤羽駅から　徒歩１０分/東十条駅から徒歩１５分

東京都北区十条仲原３－９－１
「ワーク・スペース・ポピー」

ＪＲ　赤羽駅・東十条駅・十条駅から　徒歩１０分

支援員
：就労継続支援Ｂ型

(北区)
正社員

普通自動車運転免許(必須)
社会福祉士・精神保健福祉士

あれば尚可
13100-3980711

東京都北区中十条４－３－２
「まつぼっくり」

ＪＲ　東十条駅・十条駅から徒歩１０分

グループホーム世話人
(まつぼっくり)

パート 不問 13100-3981811

東京都北区十条仲原３－９－１
「ワーク・スペース・ポピー」

ＪＲ　赤羽駅・東十条駅・十条駅から　徒歩１０分
作業所の生活支援員 パート 不問 13100-3979911

学研の保育園
常勤保育士/田端

正社員
保育士　必須

幼稚園教諭免許(専修･１種･２種)
あれば尚可

13040-41387811

保育士/学研の保育園/
早番のみ！/田端

正社員
保育士　必須

幼稚園教諭免許(専修･１種･２種)
あれば尚可

13040-41531811

9

月給
228,000円～245,100円

10
社会福祉法人　ウエルガーデン
ウエルガーデン西が丘園

月給
204,000円～245,100円

12

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　本蓮沼駅から　徒歩８分

月給
221,000円～266,000円

時給
1,180円～1,290円

11 社会福祉法人　あゆみ

月給
179,600円～236,200円

株式会社
学研ココファン・ナーサリー

東京都北区田端１－１２－１７
「ココファン・ナーサリー田端」

ＪＲ　田端/西日暮里/千駄木/駒込駅から
徒歩８分

社会福祉法人　新栄会
滝野川病院

時給
1,100円～1,200円

時給
1,100円～1,200円

月給
187,000円～234,000円

時給
1,300円～1,650円

※求人内容が変更されている場合もありますので、求人票をご確認ください。 令和３年５月２６日現在



令和３年６月２５日（金）「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表

事業所名 就業場所/最寄り駅 職　　種
雇用
形態

賃金 資　格 求人番号

12
株式会社

学研ココファン・ナーサリー

東京都北区田端１－１２－１７
「ココファン・ナーサリー田端」

ＪＲ　田端/西日暮里/千駄木/駒込駅から
徒歩８分

学研の保育園
パート保育士/田端

パート
保育士　必須

幼稚園教諭免許(専修･１種･２種)
あれば尚可

13040-41543011

13 株式会社　マミーズファミリー
東京都北区王子４－１６－５
「キッズパオ王子あおぞら園」

東京メトロ南北線　王子神谷駅から　徒歩５分
保育士/キッズパオ王子 正社員 保育士 38010-13986211

保育士/王子 正社員 保育士 13070-26785111

保育補助/王子 パート
保育士　必須

幼稚園教諭免許(専修･１種･２種)
あれば尚可

13070-26786711

東京都文京区本郷４－１５－１４
「ポピンズナーサリースクール本郷」
都営三田線　春日駅から　徒歩２分

保育補助/本郷 パート
保育士・幼稚園教諭免許(専修･１種･２種)

あれば尚可 13070-26784911

15
社会福祉法人　大和学園福祉会

望が丘せせらぎ保育園

東京都北区赤羽北２－１４－１３
「北赤羽せせらぎ保育園」

ＪＲ埼京線　北赤羽駅から　徒歩２分
保育士・保育補助 パート 保育士あれば尚可 23010-14637011

14 株式会社　ポピンズ

東京都北区王子１－２３－５
王子ドラゴンズスクエアビル４階

「ポピンズナーサリースクール王子」
ＪＲ京浜東北線・東京メトロ南北線　王子駅から徒歩４分

月給
223,000円～223,000円

月給
243,000円～266,000円

時給
1,085円～1,650円

時給
1,200円～2,000円

時給
1,150円～1,800円

時給
1,015円～1,800円

※求人内容が変更されている場合もありますので、求人票をご確認ください。 令和３年５月２６日現在


