令和４年７月２９日（金）「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表
※ 求人票の掲載期間は７月６日（水）１２時～７月２９日（金）１５時までです。
事業所名

就業場所/最寄り駅
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・都電荒川線
王子駅 徒歩１５分

1 東京ほくと 医療生活協同組合

2 東京福祉サービス 株式会社

3 合同会社 ななは

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。

職

種

訪問介護職
(ヘルパーステーションのぞみ)

賃金

必要な資格等

求人番号

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

13100-5117721

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・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

13100-5116021

東京都北区豊島３－４－１５
「王子生協病院」
ＪＲ王子駅からバス 『豊島三丁目』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

資格不問
経験者 尚可

13100-5115121

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 徒歩８分

訪問介護員
/正社員（王子）

正社員

月給
230,000円～260,000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

13100-5138621

訪問介護員
/正社員（東十条）

正社員

月給
230,000円～260,000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

13100-5136421

訪問介護員
（東十条）

パート

時給
1,540円～2,420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

13100-5139921

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

13100-5150221

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

13100-5149021

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

13100-5147921

正社員

月給
290,000円～380,000円

看護師 必須

13100-5159821

介護職員
（デイサービス）

パート

時給
1,290円～1,350円

ドライバー
（デイサービス）

パート

時給
1,050円～1,100円

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 徒歩５分

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

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

看護職員

4 社会福祉法人 晴山会

雇用
形態

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

※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。

（訪問看護ステーション）

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
デイサービス経験 あれば尚可
普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）
必須
運転経験 必須

13100-5160421

13100-5162621

令和４年７月５日現在

令和４年７月２９日（金）「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表
※ 求人票の掲載期間は７月６日（水）１２時～７月２９日（金）１５時までです。
事業所名

5 セントケア東京 株式会社

6 株式会社 矢嶋商店

就業場所/最寄り駅

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

東京都北区豊島３－１－１３
「グループホームあすか王子」
都営バス 『豊島三丁目』バス停すぐ
京浜東北線・南北線 王子駅 徒歩１３分
東京都北区東十条２－１０－１２
「グループホームあすか東十条」
京浜東北線 東十条駅／南北線 王子神谷駅 徒歩５分
東京都北区豊島３－１－１３
「グループホームあすか王子」
都営バス 『豊島三丁目』バス停すぐ
京浜東北線・南北線 王子駅 徒歩１３分

7 株式会社 川島コーポレーション

東京都北区堀船３－８－１７
「サニーライフ王子」
都電荒川線 梶原駅 徒歩８分

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。

雇用
形態

賃金

必要な資格等

求人番号

正社員

月給
234,000円～301,500円

不問

13010-64961921

パート

時給
1,385円～1,735円

不問

13010-64949721

訪問介護スタッフ
/北区志茂
/１日１件～可

パート

時給
1,610円～2,250円

ホームヘルパー２級以上 必須

13010-64942521

介護スタッフ
王子または東十条

正社員

月給
210,000円～217,500円

介護福祉士 必須

13100-5291921

介護職
王子または東十条

パート

時給
1,209円～1,441円

介護福祉士 必須

13100-5293021

ケアマネージャー
（グループホーム）
王子

パート

時給
1,395円

介護支援専門員（ケアマネージャー）
必須

13100-5294721

介護職
（日勤ヘルパー）
/サニーライフ王子

正社員

月給
245,000円～315,000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

13100-5177221

ヘルパー（無資格）
/サニーライフ王子

正社員

月給
257,000円

不問

13100-5178521

パート

時給
1,050円

不問

13100-5179421

パート

時給
1,800円～2,670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

13100-5182021

職

種

訪問入浴スタッフ
（ケアエイド）
北区

生活サポート
パート
/サニーライフ王子

8 宝ケア 株式会社

東京都北区王子本町１－２５－１８
「宝ケアサービス王子」
ＪＲ王子駅・東京メトロ王子駅 徒歩３分
東京都北区赤羽１－６０－９
「宝ケアサービス赤羽」
東京メトロ赤羽岩淵駅 徒歩３分／ＪＲ赤羽駅 徒歩７分
東京都北区西ヶ原３－１－１２
「宝ケアサービス西ヶ原」
東京メトロ西ヶ原駅 徒歩４分／ＪＲ上中里駅 徒歩１０分

※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。

訪問介護員
（王子・赤羽・西ヶ原）

令和４年７月５日現在

令和４年７月２９日（金）「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表
※ 求人票の掲載期間は７月６日（水）１２時～７月２９日（金）１５時までです。
事業所名

8 宝ケア 株式会社

9 株式会社 大起エンゼルヘルプ

10 株式会社 ハンドベル・ケア

11 社会福祉法人 新栄会

就業場所/最寄り駅

職

種

雇用
形態

賃金

必要な資格等

求人番号

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

13100-5183721

東京都北区王子本町１－２５－１８
「宝ケアサービス王子」
ＪＲ王子駅・東京メトロ王子駅 徒歩３分
東京都北区赤羽１－６０－９宝ビルディング３Ｆ
「宝ケアサービス赤羽」
東京メトロ赤羽岩淵駅 徒歩３分／ＪＲ赤羽駅 徒歩７分

訪問介護員
（常勤ヘルパー）
王子・赤羽

東京都北区西ヶ原１－３０－１東高西ヶ原ペアシティ１０３
「北ケアセンター」
地下鉄南北線 西ヶ原駅 徒歩３分
京浜東北線 上中里駅 徒歩５分

チームで行う訪問介護
/北区

パート

時給
1,297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

13110-11663721

東京都荒川区町屋５－１０－５
「荒川ケアセンター」
北千住駅・田端駅からバス 『大門小学校前』 徒歩４分
千代田線・京成線・都電 町屋駅 徒歩１５分

入浴ヘルパー、
訪問入浴サービス
/荒川区

正社員

月給
226,271円～236,380円

不問

13110-11660921

東京都台東区浅草７－５－４
「デイサービスセンターエンゼルヘルプ浅草」
東武線・銀座線・都営浅草線 浅草駅 徒歩１０分

ドライバー
兼介護スタッフ
/台東区

パート

時給
1,058円～1,117円

普通自動車運転免許（取得１年以上） 必須
中型自動車免許，大型自動車免許
あれば尚可

13110-11662021

介護職員
(介護福祉士)/北区

パート

時給
1,180円

介護福祉士 必須

13090-24722921

介護職員/北区

パート

時給
1,120円～1,140円

介護福祉士

正社員

月給
189,000円～262,000円

介護福祉士 必須
普通自動車運転免許 あれば尚可

13100-5189621

看護補助

正社員

月給
187,000円～234,000円

介護職員初任者研修修了者，
ホームヘルパー２級
あれば尚可

13100-5187421

ホームヘルパー

パート

時給
1,300円～1,650円

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，
介護福祉士 いずれか必須

13100-5191721

介護職員
要資格/デイサービス

パート

時給
1,200円～1,310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

13100-5196321

ドライバー兼保守

パート

時給
1,070円

普通自動車運転免許 必須

13100-5197621

東京都北区東十条６－５－１５
「アイムス赤羽」
ＪＲ線 赤羽駅 徒歩１０分

東京都北区滝野川２－３２－１２
「滝野川病院」
京浜東北線・南北線・都電荒川線 王子駅 徒歩１０分

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」
京浜東北線・南北線・都電荒川線 王子駅 徒歩１０分

12 社会福祉法人 ウエルガーデン

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。

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

※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。

パート

時給
1,110円～1,350円

事務所内のＰＣ作業は簡易な入力のみです。

スキルは不問

（通所リハビリテーション）

ホームヘルパー１級・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
13090-24719521
あれば尚可

令和４年７月５日現在

令和４年７月２９日（金）「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表
※ 求人票の掲載期間は７月６日（水）１２時～７月２９日（金）１５時までです。
事業所名

13 株式会社 YOU優ＣＡＲＥ

就業場所/最寄り駅

東京都北区赤羽２－６９－２ 千秀ビル３階
「ヘルパーステーション赤羽」
地下鉄 赤羽岩淵駅 徒歩２分
JR各線 赤羽駅 徒歩７分

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。

職

種

サービス責任者
/赤羽

雇用
形態

賃金

必要な資格等

正社員

月給
200,000円

実務経験３年以上、相談支援員研修受講済み

13090-25915521

介護経験、障害者支援経験者
介護福祉士 必須
実務経験３年以上、相談支援員研修受講済み

パート

時給
1,800円～2,300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

13090-25924421

介護職（訪問）

正社員

月給
190,000円～220,000円

不問

13100-5328521

東京都北区神谷１－２２－８
「介護複合施設TOKI」
JR京浜東北線 東十条駅 徒歩８分
東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩１０分

デイサービスの
介護員（北区）

正社員

月給
185,000円～220,000円

不問

13100-5329421

東京都北区神谷１－２２－８ 介護複合施設TOKI ４F
「ハビリス・リ・トキ」
JR京浜東北線 東十条駅 徒歩８分
東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩１０分

グループホームの
介護員（北区）

正社員

月給
185,000円～220,000円

不問

13100-5331121

東京都北区上十条３－２５－１３ 「ドリームハウス１」
ＪＲ埼京線 十条駅 徒歩１０分
東京都北区上十条３－１１－２ 「ドリームハウス２」
JR埼京線 十条駅 徒歩１０分
東京都文京区白山２－２５－５ 「ドリームハウス３・４」
都営地下鉄三田線 白山駅 徒歩７分
東京都北区田端３－１２－１１ 「ドリームハウス５・６」
JR線 田端駅/JR線・東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩７分
東京都北区西ヶ原４－３７－１２ 「ドリームハウス７」
都電荒川線 西ヶ原４丁目駅 徒歩３分
東京メトロ南北線 西ヶ原駅 徒歩１０分
※就業場所は相談に応じます。

生活支援員
/北区・文京区

正社員

月給
190,520円～221,240円

普通自動車運転免許 あれば尚可
福祉職の経験 あれば尚可

13100-5200121

東京都北区上十条３－１１－２
「ドリームハウス２」
JR埼京線 十条駅 徒歩１０分

生活支援員
/北区上十条

パート

時給1,100円

福祉職の経験 あれば尚可

13100-5203821

東京都北区田端３－１２－１１
「ドリームハウス５ ・６」
JR線 田端駅/JR線・東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩7分

生活支援員
/北区田端

パート

時給
1,100円

福祉職の経験 あれば尚可

13100-5202721

ケアマネージャー
/赤羽

正社員

訪問ヘルパー/赤羽

東京都北区東十条３－１０－１５ 東十条サンハイツD棟１０４号室

「トキ・ホームヘルプステイション」
東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩７分
JR京浜東北線 東十条駅 徒歩８分

15 社会福祉法人 ドリームヴイ

介護福祉士 必須

月給
200,000円

東京都北区赤羽２－６９－２ 千秀ビル３階
「ケアセンター赤羽」
地下鉄 赤羽岩淵駅 徒歩２分/JR各線 赤羽駅 徒歩７分

14 株式会社 ケアネット・トキ

求人番号

※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。

13090-25907521

介護経験、障害者支援経験者

令和４年７月５日現在

令和４年７月２９日（金）「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表
※ 求人票の掲載期間は７月６日（水）１２時～７月２９日（金）１５時までです。
事業所名

16 特定非営利活動法人 わくわくかん

就業場所/最寄り駅

東京都北区赤羽南２－６－６
スカイブリッジ地下１階
「特定非営利活動法人 わくわくかん」
ＪＲ各線 赤羽駅 徒歩８分

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。

雇用
形態

賃金

必要な資格等

求人番号

就労・生活支援員
(就労支援センター)

パート

時給
1,041円～1,141円

福祉系の資格等 あれば尚可
Word・Excelの基本操作

13100-5205521

宅配弁当の
配達ドライバー

パート

時給
1,041円～1,141円

普通自動車運転免許 必須

13100-5207321

調理

パート

時給
1,041円～1,141円

不問

13100-5208621

正社員

月給
238,000円～255,100円

保育士 必須
幼稚園教諭免許（専修・1種・２種）あれば尚可

13040-69443421

正社員

月給
214,000円～255,100円

幼稚園教諭免許（専修・1種・２種）あれば尚可

パート

時給
1,280円～1,730円

幼稚園教諭免許（専修・1種・２種）あれば尚可

職

種

学研の常勤保育士
/田端/福利厚生充実！

株式会社
17
学研ココファン・ナーサリー

東京都北区田端１－１２－１７
「Ｇａｋｋｅｎほいくえん 田端」
ＪＲ田端駅・西日暮里駅、千駄木駅、駒込駅 徒歩８分

学研の常勤保育士
/田端/固定シフト正社員

学研のパート保育士
/田端/福利厚生充実！

18 株式会社 fesパートナーズ

19 社会福祉法人 東萌会

保育士 必須

保育士 必須

13040-69456021

13040-69451421

東京都北区東十条４－５－１８ アーバンフラット東雲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
保育士経験あれば尚可

13120-12188421

東京都台東区台東３－３４－５ 島田ビル１階
「ベベ・ア・パリ保育園未来」
東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 徒歩５分

非常勤保育士

パート

時給
1,200円

保育士 必須

13120-12195521

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

13120-12236321

保育業務

パート

時給
1,160円～1,360円

保育士 必須
幼稚園教諭免許（専修・1種・２種），
保育士、実習経験、子育て経験 あれば尚可

13100-5226121

保育補助（保育園）

パート

時給
1,050円～1,150円

保育士，
幼稚園教諭免許（専修・1種・２種），
保育士、実習経験、子育て経験 あれば尚可

13100-5227021

環境整備業務
（保育園）

パート

時給
1,050円～1,150円

保育士，
幼稚園教諭免許（専修・1種・２種），
保育士、実習経験、子育て経験 あれば尚可

13100-5228721

東京都北区西ヶ原４－５１ー２８
「西ヶ原南保育園」
都電荒川線 西ヶ原四丁目駅 徒歩３分

※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７月５日現在

令和４年７月２９日（金）「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表
※ 求人票の掲載期間は７月６日（水）１２時～７月２９日（金）１５時までです。
事業所名

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。

就業場所/最寄り駅

20 株式会社 さくらいふ

職

雇用
形態

賃金

必要な資格等

求人番号

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

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

11010-9517421

埼玉県さいたま市南浦和辻８－２１－１６ メゾンアキモト１F
「辻さくら保育園」
JR埼京線 北戸田駅 徒歩４分

保育士
/辻さくら保育園

正社員

月給
211,500円～280,500円

保育士 必須

11010-9520021

正社員

月給
211,500円～280,500円

保育士 必須

11010-9519621

埼玉県さいたま市南区鹿手袋４－１４－１４
「武蔵浦和さくら保育園」
JR埼京線 武蔵浦和駅 徒歩６分

21

種

保育士
/武蔵浦和さくら保育園

福祉のしごと相談ブース
（東京都福祉人材センター）

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。

日
時

令和４年７月２９日(金)１２：００～１５：００

場
所

北とぴあ１３階 飛鳥ホール東京都北区王子１-１１-１

最
寄
駅

東京メトロ南北線 王子駅 ５番出口直結 or ＪＲ京浜東北線 王子駅(北口)から徒歩２分

☆ 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。

・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。 ・当日受付にて参加票のご提出をお願いします。

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、フェアを中止する場合があります。

《お問合せ》社会福祉法人 北区社会福祉協議会 ＴＥＬ．０３-３９０６-２３５２

※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７月５日現在

