
Ｎｏ．／【出展形態】 事業所名 施設名 就業場所／最寄り駅 雇用形態 職種名 年齢制限 求人番号

正社員
介護職員

特別養護老人ホーム

介護職員初任者研修修了
又はヘルパー２級
介護福祉士　あれば尚可

必須 205,500 ～ 231,700 59歳以下 13090-35191001

正社員
看護職員

特別養護老人ホーム
看護師
准看護師

いずれか必須 233,000 ～ 273,400 59歳以下 13090-35189701

パート
看護職員

特別養護老人ホーム
看護師
准看護師

いずれか必須 1,650 ～ 1,700 不問 13090-35188401

パート
介護職員

特別養護老人ホーム

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了
介護福祉士

あれば尚可 1,060 ～ 1,160 不問 13090-35190501

パート
キッチンスタッフ

老人ホーム
不問 1,030 ～ 1,030 不問 13090-35192301

正社員 生活支援員 社会福祉士
介護福祉士

あれば尚可 202,920 ～ 257,760 18歳～59歳 13010-93234801

パート 生活支援員 不問 1,301 ～ 1,486 18歳以上 13010-93235201

正社員 ケアマネージャー 介護支援専門員
（ケアマネージャー）

必須 260,000 ～ 330,000 64歳以下 13010-91906701

正社員 訪問介護スタッフ 介護職員初任者研修修了
　又はヘルパー２級

必須 250,000 ～ 300,000 64歳以下 13010-91911901

パート 訪問介護スタッフ 介護職員初任者研修修了
　又はヘルパー２級

必須 1,800 ～ 2,800 不問 13010-91908201

正社員 訪問看護師 看護師 必須 240,000 ～ 240,000 64歳以下 13010-91905401

正社員 訪問リハビリ
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

いずれか必須 234,000 ～ 234,000 64歳以下 13010-91902601

文京区「福祉のしごと相談・面接会」参加事業所求人一覧
開催日時：令和２年１１月２６日（木）１１：００～１４：００　参加企業９社　求人件数２９件

免許・資格 賃金

1
【対面型】

社会福祉法人
フロンティア

特別養護老人ホーム　文京くすのきの郷
文京区大塚４丁目１８－１
地下鉄丸の内線　新大塚駅
徒歩７分

2
【対面型】

3
【対面(一部オンライン併用)型】

ハローワーク飯田橋ＨＰ
文京区「福祉のしごと相談・面接会」

社会福祉法人
文京槐の会

は～と・ピア
文京区大塚４丁目１８－１
地下鉄丸の内線　新大塚駅
徒歩５分

株式会社
グッドライフケア東京

当社　文京支店

文京区小石川２－１９－１　林田
ビル１階
東京メトロ南北線・丸ノ内線
後楽園駅　徒歩４分

当社　グッドライフケアセンター向丘
（サテライト）

文京区西片２－１９－１５
東京メトロ南北線　東大前駅
徒歩５分

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi1-1.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi1-2.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi1-3.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi1-4.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi1-5.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi2-1.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi2-2.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi3-1.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi3-2.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi3-3.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi3-4.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi3-5.pdf
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文京区「福祉のしごと相談・面接会」参加事業所求人一覧
開催日時：令和２年１１月２６日（木）１１：００～１４：００　参加企業９社　求人件数２９件

免許・資格 賃金

正社員 介護支援専門員 介護支援専門員
（ケアマネージャー）

必須 215,850 ～ 215,850 59歳以下 13010-93732801

正社員 訪問介護員 介護職員初任者研修修了
 又はヘルパー２級

必須 201,970 ～ 201,970 59歳以下 13010-93728301

パート 介護支援専門員 介護支援専門員
（ケアマネージャー）

必須 1,325 ～ 1,325 不問 13010-93731701

パート 訪問介護員 介護職員初任者研修修了
 又はヘルパー２級

必須 1,283 ～ 1,563 不問 13010-93729601

5
【対面(一部オンライン併用)型】

社会福祉法人　佑啓会

文京区小石川福祉作業所
文京区小石川３－３０－６
東京メトロ丸の内線・南北線
後楽園駅　徒歩15分

パート 支援スタッフ 不問 1,310 ～ 1,310 不問 12110-11741501

6
【オンライン型】

社会福祉法人　福音会

特別養護老人ホーム文京白山の郷
文京区白山５丁目－１６－３
都営三田線　白山駅　徒歩5分 正社員 介護職／特養

介護職員初任者研修修了
　又はヘルパー２級
介護福祉士　あれば尚可

必須 212,000 ～ 253,875 18歳～64歳 13010-92320701

準正社員 介護職
介護初任者研修修了者
介護実務者研修修了者
介護福祉士

いずれか必須 220,300 ～ 235,500 18歳以上 26030-13664201

パート 介護職 不問 1,170 ～ 1,450 不問 26030-13662701

準正社員 介護職
介護初任者研修修了者
介護実務者研修修了者
介護福祉士

いずれか必須 220,300 ～ 235,500 18歳以上 26030-13663801

パート 介護職 不問 1,170 ～ 1,450 不問 26030-13661401

4
【対面型】

7
【対面(一部オンライン併用)型】

文京区春日１－９－２１

ＪＲ　飯田橋駅　徒歩9分
地下鉄後楽園駅　徒歩8分

文京区大塚４丁目５０－１
ＪＲ山手線　大塚駅
南口から徒歩11分
東京メトロ丸ノ内線
新大塚駅徒歩1分

式会社　ニチイ学館お茶の水 ニチイケアセンター茗荷谷

文京区春日２－１０－１５　志知
ビル２階
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅　徒歩10分

社会福祉法人
洛和福祉会

洛和ヴィラ文京春日

文京大塚みどりの郷

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi4-1.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi4-2.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi4-3.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi4-4.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi5-1.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi6-1.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi7-1.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi7-2.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi7-3.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi7-4.pdf
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文京区「福祉のしごと相談・面接会」参加事業所求人一覧
開催日時：令和２年１１月２６日（木）１１：００～１４：００　参加企業９社　求人件数２９件

免許・資格 賃金

特別養護老人ホーム文京千駄木の郷
文京区千駄木５丁目１９－２
東京メトロ　千代田線
千駄木駅　徒歩5分

正社員 介護職／特養
介護職員初任者研修修了
　 又はヘルパー２級
介護福祉士　あれば尚可

必須 212,589 ～ 251,589 18歳～59歳 13010-93240401

正社員 介護職／デイサービス
介護職員初任者研修修了
　 又はヘルパー２級
介護福祉士　あれば尚可

必須 212,589 ～ 251,589 59歳以下 13010-93246301

正社員 看護職／デイサービス 看護師
准看護師

必須 270,000 ～ 320,000 59歳以下 13010-93238301

非常勤職員 運転手／デイサービス 普通自動車免許 必須 179,760 ～ 205,440 不問 13010-93248901

パート
非常勤介護職

／デイサービス
介護職員初任者研修修了
　 又はヘルパー２級

必須 1,053 ～ 1,260 不問 13010-93237001

正社員 介護職員（要資格）
介護職員初任者研修修了
　又はヘルパー２級
ホームヘルパー１級

いずれか必須 183,000 ～ 200,000 18歳～59歳 13120-14319301

パート 介護職員（要資格）
介護職員初任者研修修了
　 又はヘルパー２級
ホームヘルパー１級

いずれか必須 1,150 ～ 1,300 不問 13120-14320101

9
【対面(一部オンライン併用)型】

社会福祉法人　三幸福祉会

介護付き有料老人ホーム
杜の癒しハウス　関口

文京区関口１－１４－１２
東京メトロ有楽町線
江戸川橋駅　徒歩2分

8
【対面型】 文京区千駄木５丁目１９－２

東京メトロ　千代田線
千駄木駅　徒歩5分

社会福祉法人
桜栄会

文京千駄木高齢者在宅サービスセンター

≪施設・事業所の【出展形態】について≫ 
【対面型】：職員がブースに常駐し、対面で相談や面接に対応します。 
【オンライン型】：会場に職員はいませんが、オンラインで事業所にいる職員が相談や面接に対応します。 
【対面(一部オンライン併用)型】：職員がブースに常駐し、対面で相談や面接に対応します。内容によっては事業所にいる職員がオンラインで相談や面接に対応します。 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi8-1.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi8-2.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi8-3.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi8-4.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi8-5.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi9-1.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/021126iidabashi9-2.pdf
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