
王子
駅近

完全予約制
※詳しくは裏面へ

就職 説明・相談会

日  時

6 25
　10:30～14:30

場  所

北とぴあ
13F 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／ハローワーク王子

※雇用保険受給中の方は「雇用保険受給資格者証」をお持ちください

お問合せ

金

2021年

社会福祉法人 北区社会福祉協議会
TEL.03 -3906 -2352

北区内で働ける求人
あります！
北区内で働ける求人
あります！出展事業所は裏面へ

福祉のしごと総合フェア福祉のしごと総合フェア

マスクの
持参・着用に
ご協力ください

※新型コロナウイルス感染症発生状況を踏まえ、感染拡大防止の観点から開催を中止する場合があります。
最新の情報は当会ホームページ【https://kitashakyo.or.jp/】にてご確認いただくか、電話にてお問い合わせください

コロナ禍で再注目されている福祉業界3つの魅力

なによりも雇用の
安定
常に「社会から必要と
されている仕事」のため、
長く安定して働きたい
方にピッタリ

自宅から近い職場を
探しやすい
福祉施設は、ご近所にも
点在だから「家事や育児・
介護と両立したい方」に
おすすめ

資格取得支援制度
の充実
未経験から目指せる
資格アリ取得費用等
は、無料や支給とな
る場合も!

本人または同居家族に、以下の事項に該当する方がいる場合、参加はお控えください。
•風邪の症状や 37.5℃以上の発熱がある（解熱剤を飲み続けなければならないときを含む）
•強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
•2週間前から当日までの間に、新型コロナウイルス感染者と濃厚接触がある

ご確認ください
～参加の前に～
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完全予約制
＊予約のない方は入れません

＊求人情報は 5/25 現在のものです。最新の情報はこちらをご覧ください ➡

※予約は6/1(火)より開始。(平日のみ、8:30 〜 17:00)
※先着順、定員次第終了。最終は6/24(木)15:00まで

①予約を希望する番号と法人名 
②希望時間（10:30、11:00、11:30、13:00、13:30、14:00）
③名前　④電話番号　⑤メールアドレス　をお伝えください。
※一人３社まで予約可能。　※会場内に飲食スペースはありません。

☎03-3906-2352
（北区社会福祉協議会 代表）

「しごとフェアの予約希望」とお伝えください 

番号 法人名 募集職種 資格要否 就業場所/最寄り駅

1
医療法人社団　博栄会
介護老人保健施設「太陽の都」

介護職 ホームヘルパー 2級・介護福祉士・社会福祉士のいずれか 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
看護師・准看護師 看護師・准看護師のいずれか

介護補助 不問

2 東京ほくと医療生活協同組合

ケアマネージャー 介護支援専門員
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

訪問介護職/事務有
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

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

介護職
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

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

3
医療法人社団　はなぶさ
赤羽整形リウマチクリニック

厨房補助 不問 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各線　赤羽駅から徒歩2分送迎車両運転手 普通自動車運転免許

4 株式会社　ひばりケア
生活相談員

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

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分介護スタッフ

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)

5 セントケア東京　株式会社

訪問入浴スタッフ　日曜休み 不問 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

訪問介護ヘルパー
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
訪問介護スタッフ ホームヘルパー 2級以上

6 株式会社　京北健友会
介護職員 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 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分送迎ドライバー

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

7 アースサポート　株式会社

小規模多機能介護職員(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

東京都北区豊島5-4-1-101
 「アースサポート小規模多機能　豊島五丁目」

JR京浜東北線　王子駅より
都バス「豊島5丁目団地」から徒歩3分小規模多機能介護職員(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

8 東京福祉サービス　株式会社

サービス提供責任者 介護職員実務者研修修了者・介護福祉士のいずれか
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分訪問介護員/王子 ホームヘルパー 2級

訪問介護員/東十条 ホームヘルパー 2級
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

9 社会福祉法人　新栄会　滝野川病院

介護福祉士 介護福祉士必須・普通自動車運転免許あれば尚可 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 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

ホームヘルパー
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

東京都北区滝野川2-32-12　滝野川病院5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

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

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者のいずれか 東京都北区西ヶ原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分介護職員(要資格/デイサービス) 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

11 社会福祉法人　あゆみ

支援員：就労継続支援B型
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

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　ほか2 ヶ所

グループホーム世話人 不問
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

作業所の生活支援員 不問
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

12
株式会社　学研
ココファン・ナーサリー

学研の保育園　常勤保育士 保育士必須・幼稚園教諭免許(専修・1種・2種)あれば尚可 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　早番のみ！ 保育士必須・幼稚園教諭免許(専修・1種・2種)あれば尚可

学研の保育園　パート保育士 保育士必須・幼稚園教諭免許(専修・1種・2種)あれば尚可

13 株式会社　マミーズファミリー 保育士 保育士
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

14 株式会社　ポピンズ

保育士 保育士 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分保育補助/王子 保育士必須・幼稚園教諭免許(専修・1種・2種)あれば尚可

保育補助/本郷 保育士・幼稚園教諭免許(専修・1種・2種)あれば尚可
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

15
社会福祉法人　大和学園福祉会
望が丘せせらぎ保育園

保育士・保育補助 保育士あれば尚可
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

※応募希望の方は、ハロー
ワークの窓口を通じ、
予約をお願いします。


