
福祉のしごと職場見学デイズ（中野区）
見学受入先一覧

＜職場見学受入れ期間＞
　「福祉のしごと相談・面接会（地域密着面接会）」開催後、10月14日(土)～10月31日(火)

＜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！ 



「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

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。 

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、日程調整や見学日当日の注意事項等につ

いてご確認ください。 

 ・実施内容については、各施設・事業所によります

が、見学希望者の半数以上は、無資格・未経験

者の方になりますので、説明内容や資料にご配

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

施下さい。 

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 
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3
特定非営利活動法人
ピクニックケア

アロハデイサービスアキモト 高齢 〇

4
株式会社
大起エンゼルヘルプ

訪問介護事業所
中野ケアセンター 高齢 〇
日本リック訪問介護
中野南事業所 高齢 〇
日本リックケアステーション
中野北事業所 高齢 〇

やよいほうむ 高齢 〇
デイサービスセンター
やよいほうむ 高齢 〇
デイサービスセンター
ふじみ苑 高齢 〇

おたきほうむ 高齢 〇

千代田會館 高齢 〇
あけぼの介護センター
（訪問介護） 高齢 〇
あけぼのデイサービス
まこごろ館中野坂上 高齢 〇
あけぼの介護センター
（居宅） 高齢 〇
南部すこやか
障害者相談支援事業所 障害 〇

あとりえふぁんとむ 障害 〇
中野区精神障害者地域生活
支援センターせせらぎ 障害 〇
特別養護老人ホーム
しらさぎホーム 高齢 〇
特別養護老人ホーム
小淀ホーム 高齢 〇

10
株式会社
太平洋シルバーサービス

シルバーシティ哲学堂 高齢 〇
あいわ介護中野
居宅介護支援事業所 高齢 〇
あいわ介護
訪問介護ステーション 高齢 〇

12 株式会社ケア21 たのしい家中野南台 高齢 〇

中野区「福祉のしごと職場見学デイズ」見学受入先一覧

8
特定非営利活動法人
リトルポケット

9
社会福祉法人
中野区福祉サービス事業団

法人名 事業所名 分野ページ

サービスの種類

11
ウエルネスプランニング
株式会社

5 日本リック株式会社

6
社会福祉法人
ケアネット

7 ケアゲート株式会社
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TEL

TEL

ボランティア受入状況

備考欄

分野/サービスの種類 高齢分野 通所介護

最寄駅（徒歩〇分） 中野駅（徒歩10分）　新井薬師前駅（徒歩5分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 阿部　静香 03-5318-9220

法人として見学希望者
へのメッセージ

リゾートの雰囲気がある音楽や内装。職員はアロハシャ
ツを着用しています。自立支援の為の参加型デイサービ
スです。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 アロハデイサービスアキモト

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名な
ど 上高田2-45-10

担当者名・電話番号 担当者名 阿部　静香 03-5318-9220

法人名 特定非営利活動法人ピクニックケア

なし あり 
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お待ちしています！ 



TEL

TEL

ボランティア受入状況

備考欄
見学可能日時：平日9時～18時まで（応相談）

分野/サービスの種類 高齢分野 訪問介護

最寄駅（徒歩〇分） 西武新宿線　野方駅（徒歩8分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名本社人事部　成田 03-3892-1331

法人として見学希望者
へのメッセージ

資格を取得したばかり、未経験、ブランクがある、様々な
不安を抱えた方にも充実した研修をご用意し、決して「一
人にはさせない」をモットーにチームケアを実践していま
す。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 訪問介護事業所　中野ケアセンター

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名な
ど 野方5-16-6　ノガタファイブ1階

担当者名・電話番号 担当者名本社人事部　成田 03-3892-1331

法人名 株式会社　大起エンゼルヘルプ

なし あり 
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お待ちしています！ 



TEL

TEL

TEL

ボランティア受入状況

備考欄
居宅介護支援、福祉用具販売貸与事業所を併設しています。障害者
福祉サービスにも取り組んでいます。<受入可>月～金、9:00～18:00

分野/サービスの種類 高齢分野 訪問介護

最寄駅（徒歩〇分） 都営大江戸線/新江古田駅/徒歩10分、西武新宿線/沼袋駅/徒歩12分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 永倉 奈津紀 03-6272-8975

備考欄
居宅介護支援を併設しています。障害福祉サービスにも取り組んでい
ます。<受入可>月～金、9:00～18:00

見学受入れを希望する
施設・事業所名 日本リックケアステーション中野北事業所

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名な
ど 江古田2-19-8　両国凮月堂ビル1階

訪問介護

最寄駅（徒歩〇分） 丸の内線/中野富士見町駅/徒歩10分

ボランティア受入状況

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 永倉 奈津紀 03-6272-8975

分野/サービスの種類 高齢分野

法人として見学希望者
へのメッセージ

業界未経験の方も沢山入社をしています。この仕事が好き、利用者様
と接することが好き、仕事を頑張るメンバーが揃っています。入社後
は、先輩社員が丁寧にOJTをしますので安心してご応募ください。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 日本リック訪問介護中野南事業所

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名な
ど 弥生町4-22-4　丸山ビル1階

担当者名・電話番号 担当者名 永倉 奈津紀 03-6272-8975

法人名 日本リック株式会社

なし あり 

なし あり 
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お待ちしています！ 



TEL

TEL TEL

TEL TEL

TEL

ボランティア受入状況

備考欄

分野/サービスの種類 高齢分野 通所介護

最寄駅（徒歩〇分） 地下鉄丸ノ内線中野富士見町駅徒歩10分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 野澤　光太郎 03-5342-0820

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名など 弥生町5-2-19

備考欄 備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 デイサービスセンターふじみ苑

仙波　佑 03-3384-6203

ボランティア受入状況 ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 地下鉄丸ノ内線中野新橋駅徒歩1分 最寄駅（徒歩〇分） 地下鉄丸ノ内線中野新橋駅徒歩1分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 鈴木　富美代 03-5342-0820

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名

分野/サービスの種類 高齢分野 通所介護 分野/サービスの種類 高齢分野 小規模多機能型居宅介護

中野区

町名・番地・ビル名など 弥生町2-42-2 町名・番地・ビル名など 本町5-10-4
所在地

区市町村 中野区
所在地

区市町村

備考欄 備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 デイサービスセンターやよいほうむ

見学受入れを希望する
施設・事業所名 千代田會館

中村　正之 03-5937-2160

ボランティア受入状況 ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 地下鉄丸ノ内線中野新橋駅徒歩1分 最寄駅（徒歩〇分） JR・地下鉄大江戸線東中野駅徒歩10分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 鈴木　富美代 03-5342-0820

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名

分野/サービスの種類 高齢分野 特別養護老人ホーム 分野/サービスの種類 高齢分野 特別養護老人ホーム

中野区

町名・番地・ビル名など 弥生町2-42-2 町名・番地・ビル名など 東中野5-17-30
所在地

区市町村 中野区
所在地

区市町村

法人として見学希望者
へのメッセージ

ケアネットは、地域とのつながりを大切にし、高齢者が心地よく
暮らせる環境の創造を目指しています。介護を知りたい、やっ
てみたいと思われる方はぜひ参加してみませんか？

見学受入れを希望する
施設・事業所名 やよいほうむ

見学受入れを希望する
施設・事業所名 おたきほうむ

法人名 社会福祉法人 ケアネット
担当者名・電話番号 担当者名 鈴木富美代 03-5342-0820

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

TEL

ボランティア受入状況

備考欄
日程や時間は事前にご相談ください

分野/サービスの種類 高齢分野 居宅介護支援事業所

最寄駅（徒歩〇分） ＪＲ線　中野駅　徒歩10分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 髙橋　美加 03-5942-7380

備考欄
日程や時間は事前にご相談ください

見学受入れを希望する
施設・事業所名 あけぼの介護センター（居宅）

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名な
ど 新井2-6-5　ＤＫＳ情報センタービル1階

通所介護

最寄駅（徒歩〇分） 丸の内線　中野坂上駅　徒歩10分

ボランティア受入状況

備考欄
日程や時間は事前にご相談ください

見学受入れを希望する
施設・事業所名 あけぼのデイサービスまこごろ館中野坂上

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 髙橋　美加 03-5942-7380

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名な
ど 中央3-1-21

分野/サービスの種類 高齢分野

訪問介護

最寄駅（徒歩〇分） ＪＲ線　中野駅　徒歩10分

ボランティア受入状況

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 髙橋　美加 03-5942-7380

分野/サービスの種類 高齢分野

法人として見学希望者
へのメッセージ

町の公民館のような人が集まりやすい環境を整えた事
業所づくりを目指しています。地域密着ならではの環境
で一緒に働きませんか？

見学受入れを希望する
施設・事業所名 あけぼの介護センター（訪問介護）

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名な
ど 新井1-12-14　秀光建設本社ビル6階

担当者名・電話番号 担当者名 髙橋　美加 03-5942-7380

法人名 ケアゲート株式会社

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

TEL

ボランティア受入状況

備考欄

分野/サービスの種類 障害分野 地域活動支援センターI型　他

最寄駅（徒歩〇分） 中野駅下車徒歩６分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 小駒 03-3387-1326

備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 中野区精神障害者地域生活支援センターせせらぎ

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名な
ど 中野区中野５－６８－７中野区社会福祉会館６階

就労継続支援B型

最寄駅（徒歩〇分） 東中野駅　徒歩３分

ボランティア受入状況

備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 あとりえふぁんとむ

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 伊藤 03-3360-3517

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名な
ど 中野区東中野4－2－2篠木ビル２階・３階

分野/サービスの種類 障害分野

相談支援事業所

最寄駅（徒歩〇分） 丸の内線中野富士見町駅　徒歩6分

ボランティア受入状況

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 志村 03-5340-7888

分野/サービスの種類 障害分野

法人として見学希望者
へのメッセージ

当法人は地域の中で様々な方々との交流を大切にしな
がら誰もが暮らしやすい社会の実現を目指して活動して
います。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 南部すこやか障害者相談支援事業所

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名な
ど 中野区弥生町5-11-26－2階

担当者名・電話番号 担当者名 宮崎 03-3360-3517

法人名 NPO法人リトルポケット

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

ボランティア受入状況

備考欄
日程を調整しますのでご連絡ください。

分野/サービスの種類 高齢分野 特別養護老人ホーム・通所介護（認知症型）

最寄駅（徒歩〇分） JR・大江戸線東中野駅又は丸の内線・大江戸線中野坂上（徒歩約15分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 草野・矢田 03‐3366‐6511

備考欄
日程を調整しますのでご連絡ください。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 特別養護老人ホーム小淀ホーム

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名な
ど 中央1‐18‐3

特別養護老人ホーム・通所介護（一般型・認知症型）

最寄駅（徒歩〇分） 西武新宿線鷺ノ宮駅（徒歩約7分）

ボランティア受入状況

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 堀内・菅野 03‐3336‐6511

分野/サービスの種類 高齢分野

法人として見学希望者
へのメッセージ

職員一人一人がその能力をいかんなく発揮できるよう、職員が
働きやすい職場づくりに取り組んでいます。
無資格・未経験の方もお気軽にお問い合わせください。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 特別養護老人ホームしらさぎホーム

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名な
ど 白鷺2‐51‐5

担当者名・電話番号 担当者名 三輪 03‐3336‐6511

法人名 社会福祉法人中野区福祉サービス事業団

なし あり 

なし あり 
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お待ちしています！ 



TEL

TEL

ボランティア受入状況

備考欄
見学日時については応相談

分野/サービスの種類 高齢分野 有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）

最寄駅（徒歩〇分） 沼袋駅（徒歩9分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 中村 一臣 03-3319-7711

法人として見学希望者
へのメッセージ

職員の人員配置は1.5：1以上と、法律上の2倍以上の人員配置なの
で、余裕を持ったケアが提供できます。ご入居者様にやって差し上げ
たいサービスが実現できます。無資格・未経験でもＯＫ。研修制度あ
り。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 シルバーシティ哲学堂

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名な
ど 沼袋2-12-12

担当者名・電話番号 担当者名 中村 一臣 03-3319-7711

法人名 株式会社太平洋シルバーサービス

なし あり 
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お待ちしています！ 



TEL

TEL

TEL

ボランティア受入状況

備考欄

分野/サービスの種類 高齢分野

最寄駅（徒歩〇分） 丸ノ内線　中野新橋　徒歩３分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 菊池美奈子 03-6300-0711

備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 あいわ介護訪問介護ステーション

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名な
ど 本町3-4-3　徳和ビル

最寄駅（徒歩〇分） 丸ノ内線　中野新橋　徒歩３分

ボランティア受入状況

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 三枝麻美 03-6300-0510

分野/サービスの種類 高齢分野

法人として見学希望者
へのメッセージ

ライフワークにあわせた働きやすい環境でお仕事しています。
訪問では、初回訪問は必ず同行がありますので、安心してお
仕事に慣れていただけます。
丸の内線中野新橋駅から近いので、是非いらしてください。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 あいわ介護中野居宅介護支援事業所

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名な
ど 本町3-4-3　徳和ビル

担当者名・電話番号 担当者名 三枝麻美 03-6300-0510

法人名 ウエルネスプランニング株式会社

なし あり 

なし あり 
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お待ちしています！ 



TEL

TEL

ボランティア受入状況

備考欄

分野/サービスの種類 高齢分野 グループホーム

最寄駅（徒歩〇分） 京王線　笹塚駅　徒歩14分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 上村（カミムラ） 03-5328-0821

法人として見学希望者
へのメッセージ

ケア２１が運営する「たのしい家」を見に来ませんか？ご
利用者様の家をコンセプトに柔らかい雰囲気のケアをお
届けしています。百聞は一見に如かず。是非お越しくだ
さい。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 たのしい家中野南台

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名な
ど 南台4-26-14

担当者名・電話番号 担当者名 塩入 03-3254-5721

法人名 株式会社ケア２１

なし あり 
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お待ちしています！ 


