
　　　　　　　「介護・福祉のしごと相談・面接会」の出展事業所による施設見学会

 福祉のしごと職場見学デイズ（千代田区）
見学受入先一覧

＜職場見学受入れ期間＞
　「介護・福祉のしごと相談・面接会（地域密着面接会）」開催後、2月4日(日)～2月18日(日)

＜職場見学申込み方法＞
　１ページ目「平成２９年度 福祉のしごと職場見学デイズ」職場見学申込みの流れをご覧ください。

＜職場見学受入れ先＞
　２ページ目以降に受入れ先の情報（分野・最寄り駅・申込連絡先など）をまとめておりますので、
　ご覧ください。

職場の様子を知るためには、実際に職場

を見学してみるのが、一番の近道です。 

複数の事業所を見学して、自分の希望に

合った職場と出会いましょう！ 

 この事業全般についてのお問い合わせは… 

 ☎ 03-5211-2860 職場見学デイズ係  まで 

東京都福祉人材センター 



「平成２９年度 福祉のしごと職場見学デイズ」職場見学申込みの流れ

職場見学に際しては、以下の点をご留意ください。 

①決められた見学時間（開始～終了）を厳守の上、 

 見学日当日は、職員の指示に従って行動ください。 
②職場見学中に知りえた利用者の方の個人情報を絶対に 
 外部に漏らしてはいけません。 
③見学前や見学中に発熱・腹痛等の体調不良やその他 
 感染症の疑いがある場合は、必ず見学先に連絡の上、 
 指示に従ってください。 

見学希望者の方から、電話連絡による申込みを受けた後、 

日程調整をし、見学日当日の注意事項等についてお伝え

ください。 

職場見学受入れ期間後、1か月以内に、人材センターまで 

「報告書（見学者数・面接者数・採用数）」をご提出ください。 

職場見学受入れ先 職場見学希望者 

 ・実施内容については、各施設・事業所によりますが、 

 資格や経験のない方にもわかりやすい説明内容や 

  資料になるようご配慮ください。 

・職場見学後、求職者が希望する場合は面接も実施 

 して下さい。 

東京都福祉人材センターホームページに掲載の「福祉の 

しごと職場見学受入先一覧」にて、見学希望先を選択し、 

電話連絡にて申込みを行います。 

申込時に調整及び確認すべき内容は以下の通りです。 
 

①見学を希望する日時 

※見学後に面接を希望する場合は、予めその旨を先方に 

   伝えておきましょう。 

②見学日当日の服装や持ち物 

③緊急時の連絡先 

※見学受入先での感染症の発生等により、やむを得ず 

   見学予定日が変更になる場合がありますので、予め 

   ご了承ください。 
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3 社会福祉法人 奉優会 ショートステイ淡路 高齢 〇

4 社会福祉法人 東京栄和会
千代田区立
一番町特別養護老人ホーム 高齢 〇

グッドライフケア訪問介護千代田 〇

リハビリデイサービス神田 〇

岩本町ほほえみプラザ 〇

かんだ連雀 〇

7 社会福祉法人 武蔵野会 千代田区立障害者福祉センター 障害 〇 〇 〇

ジロール麹町 小規模 〇 〇 〇 〇

ジロール神田佐久間町 〇 〇

ブース
番号

6 社会福祉法人 多摩同胞会

ページ 法人名 事業所名 分野

千代田区「福祉のしごと職場見学デイズ」見学受入先一覧

8 社会福祉法人 新生寿会 高齢

サービスの種類

高齢

高齢5 株式会社グッドライフケア東京
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TEL

TEL

法人として見学希望者
へのメッセージ

小規模なので利用者も職員も皆、わきあいあいとしてま
す！ぜひ実際に『見て』『感じて』楽しんでください♪

見学受入れを希望する
施設・事業所名 ショートステイ淡路

東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター

「福祉のしごと職場見学デイズ」実施申込書

項目 内容

法人名 社会福祉法人奉優会
担当者名・電話番号 担当者名 島村　竜介 03-5298-6028

分野/サービスの種類 高齢分野 短期入所生活介護

町名・番地・ビル名な
ど 神田淡路町2-109　にこにこフォーユープラザ７F

所在地
区市町村 千代田区

備考欄

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 淡路町駅A5・小川町駅A5・新御茶ノ水駅B3a(徒歩2分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 島村 03-5298-6028

なし あり なし あり 
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お待ちしています！ 



TEL

TEL

備考欄
見学実施日　2月6日（火）　2月10日（土）　各日10時～12時
上記以外をご希望の際は、個別で対応致しますのでご相談ください。

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」・有楽町線「麹町駅」　徒歩5分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 入谷
イリタニ

　早苗
サナエ

03‐3265-6131

分野/サービスの種類 高齢分野 特別養護老人ホーム

町名・番地・ビル名な
ど 一番町12

所在地
区市町村 千代田区

法人として見学希望者
へのメッセージ

東京栄和会は『人としての思いやりの心に基づく介護の実践』
を理念に掲げています。未経験・無資格の方でも安心して働く
ことが出来るよう研修体制を整えています。ぜひ、ご見学にお
越しください。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 千代田区立一番町特別養護老人ホーム

東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター

「福祉のしごと職場見学デイズ」実施申込書

項目 内容

法人名 社会福祉法人 東京栄和会
担当者名・電話番号 担当者名 入谷　早苗

イリタニ　サナエ
03‐3265-6131

なし あり なし あり 
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お待ちしています！ 



TEL

TEL

TEL

備考欄
日曜日は、見学不可。

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） JR山手線/東京メトロ銀座線「神田駅」より徒歩５分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 伊藤 03-3537-0790

分野/サービスの種類 高齢分野 通所介護

町名・番地・ビル名な
ど 神田東松下町46-3 千代田三義ビル1階

所在地
区市町村 千代田区

備考欄
土日祝は、見学不可。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 リハビリデイサービス神田

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 東京メトロ東西線/都営新宿線「九段下駅」より徒歩5分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 伊藤 03-3537-0790

分野/サービスの種類 高齢分野 訪問介護

町名・番地・ビル名な
ど 飯田橋1-3-2　曙杉館1階

所在地
区市町村 千代田区

法人として見学希望者
へのメッセージ

グッドライフケアは、都心部（中央区・千代田区・江東区・文京区・港区）で在宅
サービスを展開している会社です。12月には調剤薬局がオープンし、来年春に
はグループホーム・小規模多機能型居宅介護がオープンします！
様々な活躍場所がありますので、ご興味ある方は是非見学にお越し下さい。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 グッドライフケア訪問介護千代田

東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター

「福祉のしごと職場見学デイズ」実施申込書

項目 内容

法人名 株式会社グッドライフケア東京
担当者名・電話番号 担当者名 伊藤 03-3537-0790

なし あり 

なし あり 

なし あり 

なし あり なし あり なし あり 
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お待ちしています！ 



TEL

TEL

TEL

備考欄

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 　都営新宿線 小川町駅 Ａ３出口より(徒歩３分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 峯　俊美 03-3252-8816

分野/サービスの種類 高齢分野 特別養護老人ホーム

町名・番地・ビル名な
ど 神田淡路町二丁目８番１号

所在地
区市町村 千代田区

備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 かんだ連雀

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 　都営新宿線 岩本町駅下車 Ａ５番出口より(徒歩５分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 赤羽根　進 03-5825-3407

分野/サービスの種類 高齢分野 高齢者在宅サービスセンター

町名・番地・ビル名な
ど 岩本町二丁目１５番３号

所在地
区市町村 千代田区

法人として見学希望者
へのメッセージ

多摩同胞会では、【最も困っている人々のいのちと生活を支えます。」を基本的
姿勢に、介護職、保育士、相談員、栄養士、調理師、看護師、機能訓練指導
員、事務員など様々な職種に就いてそれぞれの役割を担っています。職員は
経験や能力、資格により、目標をもって仕事をしています。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 岩本町ほほえみプラザ

東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター

「福祉のしごと職場見学デイズ」実施申込書

項目 内容

法人名 社会福祉法人 多摩同胞会
担当者名・電話番号 担当者名 髙橋　誠 03-5825-3407

なし あり 

なし あり 

なし あり 

なし あり なし あり なし あり 
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お待ちしています！ 



TEL

TEL

備考欄

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） JR・東京ﾒﾄﾛ 御茶ノ水(徒歩5分)　 東京ﾒﾄﾛ 新御茶ノ水(徒歩7分)

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 須永正 03-3291-0600

分野/サービスの種類 障害分野 地域活動支援ｾﾝﾀｰⅠ、生活介護、短期入所他

町名・番地・ビル名な
ど 神田駿河台２－５

所在地
区市町村 千代田区

法人として見学希望者
へのメッセージ

社会福祉法人武蔵野会は｢自分を愛するようにあなたの隣人を
愛せよ｣の理念のもと、地域の中にあって地域で働いています。
そして地域に暮らす誰もが暮らしやすい地域づくりのお手伝いを
しています。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 千代田区立障害者福祉センター

東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター

「福祉のしごと職場見学デイズ」実施申込書

項目 内容

法人名 社会福祉法人武蔵野会
担当者名・電話番号 担当者名 津川　志帆 042-623-8509

なし あり なし あり 
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お待ちしています！ 



TEL

TEL TEL担当者名

備考欄 備考欄

成本　彩子 03-5822-2650

ボランティア受入状況 あり ボランティア受入状況 あり

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 下村一真 03-3222-8750

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

千代田区

最寄駅（徒歩〇分） 東京メトロ半蔵門線　半蔵門駅直結 最寄駅（徒歩〇分） 各線秋葉原駅より徒歩３分

ジロール麹町

グループホーム、デイサービス

千代田区
町名・番地・ビル名な

ど 東京都千代田区麹町2-14-3 町名・番地・ビル名な
ど 東京都千代田区神田佐久間町3-16-6

区市町村

分野/サービスの種類 高齢分野 地域密着型複合型施設 分野/サービスの種類 高齢分野

所在地
区市町村

見学受入れを希望する
施設・事業所名

所在地

ジロール神田佐久間町

東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター

「福祉のしごと職場見学デイズ」実施申込書

項目 内容

法人名 社会福祉法人　新生寿会
担当者名・電話番号 担当者名 下村一真 03-3222-8750

法人として見学希望者
へのメッセージ

自由な発想と環境の中で、より豊かに、活き活きとした暮
らしを大切にしています。「認知症ケアのイメージが変わ
る」そんな、私たちのケアをぜひ見に来てください！

見学受入れを希望する
施設・事業所名

お待ちしています！ 
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千代田区「介護・福祉のしごと相談・面接会」のお知らせ 

交通アクセス抜群の千代田区で、福祉の仕事をしませんか？ 

東京都福祉人材センターでは、福祉の仕事への理解を広げ、就職につなげる場 として、 

都内各地で「福祉のしごと相談・面接会」を開催しています。 
 

【千代田区「介護・福祉のしごと相談・面接会」】 

開催日：平成30年2月3日（土） 

時間：13：00～15：30 （受付開始12：45 受付終了15：00） 

場所：かがやきプラザ 4階 会議室・ボランティアサロン 

（都営新宿線、東京メトロ半蔵門線・東西線 九段下駅下車 ４番出口より徒歩5分） 
  

高齢者福祉分野、障害者福祉分野の12法人（予定）が出展します。 
 

求人概要は、東京都福祉人材センターのホームページで約１週間前から 

公開します。 

HP：https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/sodankai.html 
 
 フクシロウ 

資格や経験がない方でも応募できる求人があります。 

もちろん、相談だけでも構いませんので、お気軽にご来場ください！ 
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こちらのチラシもご覧ください 

 ↓ 

こんなプログラムもあります！ 

 〇介護のしごと入門講座 

 〇介護のしごと復職セミナー 

 〇健康と美のセルフケアコーナー（アロマセラピーやマインドフルネスの体験ができます） 


