
ブース
番号 事業所名 事業所所在地 職　　種 雇用形態 求人番号

保育士 正社員 19490-297238

保育士 正社員 19010-10498031

保育士 有期雇用 19010-10499831

保育士 臨時 19010-10500931

理学療法士 正社員 13100-6118831

訪問看護 パート 13100-6119231

ホームヘルパー パート 13100-6120731

介護職 正社員 13100-6121331

看護師 正社員 13100-6122631

介護職 非常勤 13100-6123931

福祉車両の運転 パート 13100-6124131

介護職 契約社員 13100-6204131

非常勤ヘルパー パート 13010-72771331

介護スタッフ パート 13010-72773931

介護ヘルパー 正社員 27020-36944031

介護スタッフ 正社員 27020-36949731

ケアマネージャー 正社員 13110-14230831

ホームヘルパー 正社員 13110-14231231

ホームヘルパー パート 13110-14232531

看護職員 正社員 13100-6141031

看護職員 正社員 13100-6142831

非常勤介護職員 非常勤 13100-6143231

介護職員 パート 13100-6144531

介護職員 パート 13100-6145431

移動支援・居宅支援 パート 13100-6030531

知的障がい者の生活支援 契約社員 13100-6200731

訪問介護員 正社員 13100-6158031

訪問介護員 パート 13100-6159831

ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 正社員 13100-6160431

「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表
２５．９．６

1 社会福祉法人ゆうゆう　王子本町保育園 北区王子本町3-3-3　101号

5
社会福祉法人　北区社会福祉事業団
　　　　　　上中里つつじ荘
　　　　　　清水坂あじさい荘

北区上中里2-45-2
北区中十条4-16-32

6

2

社会福祉法人　うらら
　
　　　　　　うらら訪問看護ステーション
　　　　　　みずべの苑
　　　　　　訪問介護事業所　特養ショート
　

北区志茂3-6-5

北区西ヶ原1-30-1　東高西ヶ原ペアシティ103号

社会福祉法人　ドリームヴイ
　　　　　　ドリームステーション
　　　　　　ドリームハウス

北区上十条2-28-6
北区田端3-12-11

3
株式会社　ケア２１
　　　    　ケア２１　王子
　　    　　たのしい家西ヶ原

北区王子本町1-28-5　　フォレストヒルズ１階
北区西ヶ原1-41-5

4
株式会社　大起エンゼルヘルプ
　　　　　　北ケアセンター

7
株式会社　愛誠会総合福祉
　　　　　　愛・訪問介護ステーション滝野川

北区滝野川1-72-8　宮原ビル101号室



ブース
番号 事業所名 事業所所在地 職　　種 雇用形態 求人番号

「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表
２５．９．６

保育士 正社員 13100-6067331

看護師 正社員 13100-6068631

保育士 正社員 13100-6069931

看護師 非常勤 13100-6089531

訪問入浴ヘルパー 正社員 13100-6090331

訪問入浴オペレーター 正社員 13100-6091631

訪問入浴看護師 パート 13100-6092931

訪問介護・サービス提供責任者 正社員 13100-6093131

訪問入浴オペレーター 正社員 13100-6094031

訪問入浴ヘルパー 正社員 13100-6095831

介護支援専門員 正社員 13080-54162831

介護支援専門員 パート 13080-54164531

ケアアマネージャー 契約社員 13080-54380831

保育士 契約社員 13080-54381231

デイスタッフ パート 13080-54383431

デイスタッフ パート 13080-54384731

支援員補助 契約社員 13100-6161731

知的障がい者の活動援助 産休代替 13100-6166031

知的障がい者の活動援助 パート 13100-6168231

生活支援員 契約社員 13100-6193531

ケアスタッフ 正社員 13060-14857531

ケアスタッフ パート 13060-14860931

正看護師 正社員 13060-14861131

准看護師 正社員 13060-14863831

調理スタッフ パート 13060-14967931

清掃スタッフ パート 13060-14968131

調理スタッフ 正社員 13060-14970531

14 NPO法人　尚道　手をつなぐ会　たいよう事業所 北区豊島5-3-35 作業支援員 パート 13100-6022531

介護職 パート 13010-73208531

介護職 正社員 13010-73222831
15

株式会社　ニチイケアパレス
　　　　　ニチイホーム王子

北区岸町1-5-8

北区西ヶ原1-46-24
北区赤羽西1-7-1　パルロード3　2階
北区中里2-20-11　サンワード駒込1階
北区桐ヶ丘2-11-35　ラ・フォンテーヌ１F

12

東京都知的障害者育成会
　　　　　あすなろ福祉園
　　　　　若葉福祉園
　　　　　たばた福祉作業所

北区王子6-4-6

13 ワタミの介護　株式会社　レストヴィラ赤羽 北区赤羽西5-2-43

10
NPO法人アビリティークラブたすけあい
　　　　　　NPO・ACTきた居宅介護支援事業所

北区東十条2-7-12　　秋元ビル301

社会福祉法人　聖華
　　　　　滝野川西保育園
　　　　　浮間さくら草保育園

北区滝野川6-84-12
北区浮間1-1

9

アサヒサンクリーン　株式会社
　　　　　北営業所
　　　　　北赤羽デイサービスセンター

11

株式会社　日本生科学研究所
　　　　　日生介護支援事業部　駒込
　　　　  日生赤羽駅前保育園　ひびき
　　　 　 日生デイサービスセンター中里
　　　　　日生デイサービスセンターきずな赤羽
　

8

北区上十条1-2-15
北区赤羽北2-15　赤羽北2丁目団地第1号棟
101



ブース
番号 事業所名 事業所所在地 職　　種 雇用形態 求人番号

「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表
２５．９．６

介護職員 パート 23010-21568831

夜間専門介護スタッフ パート 23010-24375331

常勤介護スタッフ 正社員 13070-59460231

非常勤介護スタッフ パート 13070-59812231

短時間非常勤介護スタッフ パート 13070-59816331

夜勤専任介護スタッフ パート 13070-59841331

18 社会福祉法人　あゆみ　来夢 北区赤羽南2-6-6　スカイブリッジ21 生活支援員・就労継続支援B型 正社員 13100-6101231

訪問介護員 パート 13100-6079831

訪問介護員 パート 13100-6076931

訪問介護員 パート 13100-6078031

デイサービススタッフ パート 13100-6096231

訪問介護ヘルパー パート 13100-6097531

訪問介護ヘルパー夜勤 パート 13100-6098431

訪問介護ヘルパー 正社員 13100-6099731

送迎ドライバー パート 13100-6100831

ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 正社員 13070-59254731

ホームヘルパー パート 13070-59257931

ｻｰﾋﾞｽ提供責任者候補 契約社員 13070-59258131

22 株式会社　愛誠会　志茂二デイサービスセンター 北区志茂1-28-7-101 デイサービス介護職員 パート 13010-72463631

介護職員 パート 13100-6024731

介護職員 正社員 13100-6025331

ホームヘルパー パート 13100-6026631

介護職員 パート 13100-6028131

看護師 パート 13100-6029031

介護職員 パート 13100-6125031

社福祉法人　ウエルガーデン
　　　　　　ウエルガーデン西が丘園

21 株式会社　やさしい手　赤羽訪問介護事業所 北区赤羽2-69-4　クリニックプラザ21　3階

北区西が丘3-16-2723

17 株式会社　ベネッセケアスタイル　まどか王子 北区堀船2-31-1

19

東京福祉サービス株式会社
　　　　　　すずらん
　　　　　　ありがとう足立
　　　　　　ありがとう板橋

北区王子本町2-22-8
足立区鹿浜8-30-10
板橋区本町33-1-101

16
株式会社　メディカルコーポレーション
　　　　　グループホームじゅうじょうの憩

北区十条台2-1-2

20 医療法人社団　岩江クリニック 北区西が丘1-5-9



ブース
番号 事業所名 事業所所在地 職　　種 雇用形態 求人番号

「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表
２５．９．６

介護職員 パート 13100-6103431

介護職 パート 13100-6104731

訪問介護職（事務あり） パート 13100-6105331

訪問介護（事務あり） パート 13100-6106631

看護師 パート 13100-6107931

訪問看護 正社員 13100-6108131

介護 パート 13100-6112731

リハビリ職員 パート 13100-6113331

介護職 パート 13100-6115931

介護職（夜勤） パート 13100-6116131

調理補助 パート 13100-6117031

訪問介護員 パート 13100-6080431

訪問介護員（事務含む） パート 13100-6081731

訪問介護員 正社員以外（常勤） 13100-6082331

26 医療法人社団　はなぶさ　赤羽整形リハビリデイサービス 北区赤羽西1-34-2玉川ビル2階 介護職員 パート 13100-6085131

生活相談員（特養） 正社員 13100-6126831

デイサービス介護士 非常勤パート 13100-6127231

看護師（特養） 正社員 13100-6128531

介護士（特養） 非常勤パート 13100-6130631

地域包括支援センター相談員 非常勤パート 13100-6131931

看護師（特養） 非常勤パート 13100-6132131

介護スタッフ 正社員以外 13010-72401231

介護職 パート 13010-72404731

介護職員 パート 13100-6134831

訪問看護師 正社員 13100-6135231

訪問看護師 正社員 13100-6136531

看護師 正社員 13100-6137431

ケアマネージャー 正社員 13100-6138731

ケアマネージャー パート 13100-6140131

25
オリンピア興業　株式会社
　　　　　　アシスト赤羽ケアセンター

北区赤羽1-7-9

24

東京ほくと医療生活協同組合
　　　　　デイサービスセンターなでしこ
　　　　　ほくと西尾久　虹の家
　　　　　ヘルパーステーション虹
　　　　　ヘルパーステーション　のぞみ
　　　　　王子訪問看護ステーション
　　　　　ほくとはなみずき　通所リハビリ
　　　　　ほくとはなみずき　介護老人保健施設

北区東十条2-8-5
北区豊島3-7-2
北区豊島3-19-3
荒川区西尾久8-13-9
荒川区荒川4-54-4

28 株式会社　日本ケアリンク　せらび王子 北区堀船1-23-8

29

東京ふれあい医療生活協同組合
　　　　　　介護相談センター
　　　　　　ふれあい訪問看護ステーション
　　　　　　みやまえ訪問看護ステーション
　　　　　　ほほえみヘルパーステーション
　　　　　　梶原診療所

北区船堀3-31-15
北区堀船3-30-16
北区堀船3-29-9
荒川区西尾久3-1-1

27 社会福祉法人泉陽会　新町光陽苑 北区田端新町2-27-16



ブース
番号 事業所名 事業所所在地 職　　種 雇用形態 求人番号

「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表
２５．９．６

介護スタッフ 正社員 13070-56886831

介護スタッフ パート 13070-56889431

夜勤専門介護スタッフ パート 13070-56891931

看護師 正社員 13070-59635131

看護師 パート 13070-59646231

保育士 正規職員 13100-6070231

保育補助 パート 13100-6071531

保育士 正規職員 13100-6073731

保育補助 パート 13100-6074331

32 NPO法人　ピアサポート・北 北区東十条4-14-1　宇賀神ビル1階 障がい者の在宅訪問介護 契約社員 13100-6075631

※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。

株式会社　三英堂商事
　　　　　　　家族の家　　ひまわり王子

31
社会福祉法人　東萌会
　　　　　　　西ヶ原東保育園
　　　　　　　西ヶ原南保育園

北区西ヶ原3-19-11
北区西ヶ原4-51-28

北区豊島4-16-2830


