
福祉のしごと職場見学デイズ（江戸川区）
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9日（火）～10月22日（月）

＜職場見学申込み方法＞
１ページ目「平成30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！ 



1

「平成３０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

職場見学希望者 職場見学受入れ先 

○面接会当日に配布される資料、または、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、見学受入れ先を確認します。 

○「福祉のしごと職場見学受入れ先一覧」から見学を希望する施設・事業所を選択
し、直接、電話で申込みます。 

○申込時に、下記①～③について、見学受入れ先と調整・確認を行います。 

①見学を希望する日時 
※見学後当日、求人への応募や面接を希望する場合は、申込時にその旨を先方に
事前に伝えます。 

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。予めご了承ください。 

○見学希望者から電話で直接、職場見学の申込みを受け
付けます。 

○見学希望者と見学の日程調整を行い、見学日当日の注
意事項や、緊急時の対応についてご確認ください。 

職場見学当日  ２ 

○職場見学に際しては、以下の点についてご留意ください。 
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
示に従って行動してください。 

②職場見学中に知りえた利用者等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。 

○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・未経験者になります。 
見学時の説明内容や配布資料についてご配慮ください。 
○見学後当日、求職者が応募申込みや面接等を希望する場
合は、面接等も実施ください。 

「実施報告書」の提出  ３ 

○職場見学受入れ期間後、1か月以内に、『「福祉のしごと 
職場見学デイズ」実施報告書』（見学者数・面接者数・
採用者数等）を東京都福祉人材センターまでご提出くだ
さい。 

求人への応募申込み・面接  ３ 

職場見学申込み（見学受入れ期間：相談・面接会開催日から２週間程度）  １ 
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3 社会福祉法人　三幸福祉会 癒しの里　西小松川 1 高齢 ○

瑞江特別養護老人ホーム 高齢 ○
瑞江在宅サービスセンター 高齢 ○
瑞光ホーム　東部デイサービスセンター 高齢 ○
瑞光ホーム　東部認証保育所 児童 ○
リバーサイドグリーン 高齢 ○
江東園ふれあいの里 高齢 ○

6 社会福祉法人　東京栄和会 なぎさ和楽苑 11 高齢 ○

特別養護老人ホーム　わとなーる葛西 高齢 ○
特別養護老人ホーム　わとなーる 高齢 ○
グループホーム　こなつ 高齢 ○
グループホーム　こはる 高齢 ○

8 社会福祉法人　東京清音会 特別養護老人ホーム　暖心苑 13 高齢 ○

9 株式会社　ポラリス ポラリスデイサービスセンター　一之江 18 高齢 ○

デイサービストーリツ西一之江 高齢 ○
トーリツ福祉用具江戸川 高齢 ○
グループホーム　きらら清新町 高齢 ○
小規模多機能施設　きらら船堀駅前 高齢 ○
グループホーム　きらら北小岩 高齢 ○
デイサービス　きらら一之江 高齢 ○
介護付き有料老人ホーム　うらら一之江 高齢 ○

12 社会福祉法人　いすず会 一之江あゆみの園 25 障害 ○ ○ ○

いきいきサポート 高齢 ○
第2いきいきサポート 高齢 ○
ぷくぷく 児童 ○
デイサービス神鹿 高齢 ○
あおぞら介護サービス 高齢 ○
あおぞらの家 高齢 ○
あおぞらデイサービス 高齢 ○
あおぞらの家一之江 高齢 ○
日本リック訪問介護江戸川事業所 高齢 ○
日本リック訪問介護一之江事業所 高齢 ○

16 株式会社ライコム・コーポレーション たけのこ介護サービス平井 35 高齢 ○

14 有限会社　大千 31

15 日本リック株式会社 33

11 スターツケアサービス株式会社 22

13
特定非営利活動法人
ワーカーズ・いきいきサポート 28

7 社会福祉法人　わとなーる 12

10 株式会社　トーリツ 19

4 社会福祉法人　瑞光会 5

5 社会福祉法人　江東園 10

江戸川区「福祉のしごと職場見学デイズ」見学受入先一覧

ページ 法人名 事業所名
ブース
番号

分野

サービスの種類
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TEL

TEL

備考欄

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 田代雄士 03-3654-7650

ボランティア受入状況

分野/サービスの種類 高齢分野 特別養護老人ホーム

最寄駅（徒歩〇分） 都営新宿線船堀駅　都バス新小岩駅行き「東小松川二丁目」下車　徒歩8分

所在地
区市町村 江戸川区

町名・番地・ビル名など 西小松川町１－２１

法人からの見学希望者
へのメッセージ

三幸学園、三幸福祉カレッジを有する、三幸グループの法人です。
ご利用者様をファミリーとお呼びし家庭的な温かいケアを目指しており
ます。職員の幸せ、ファミリー（利用者）の幸せ、ご家族・地域の幸せを
理念にかがけた運営を行っています。

事業内容

東京都内（葛飾区・荒川区・江戸川区・文京区）にて特養4施設、有料
老人ホーム2施設、認可保育所を1園運営しております。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 癒しの里　西小松川

担当者名・電話番号 担当者名 松縄和彦 03-3654-7650

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」受入施設・事業所
【ブース番号１】

項目 内容

法人名 社会福祉法人　三幸福祉会

なし あり 
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TEL

TEL TEL

TEL TEL

備考欄 備考欄

室橋　似久美 03-3678-3712

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） 都営新宿線　「瑞江駅」下車　徒歩15分 最寄駅（徒歩〇分） 都営新宿線　「瑞江駅」下車　徒歩10分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 鹿野　宗一 03-3679-4102

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名

認証保育所

江戸川区

町名・番地・ビル名など 瑞江1-3-12 町名・番地・ビル名など 東瑞江1-18-5

区市町村

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 保育分野

所在地
区市町村 江戸川区

所在地

備考欄
設定期間外でも、見学等は随時、受け付けておりますので、遠慮なく
お申出ください。

備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 瑞江在宅サービスセンター

見学受入れを希望する
施設・事業所名 瑞江ホーム　東部認証保育所

担当者名 相川　智 03-3678-3765

ボランティア受入状況 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 秋田　和弘 03-3679-3759

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

通所介護

最寄駅（徒歩〇分） 都営新宿線　「瑞江駅」下車　徒歩15分 最寄駅（徒歩〇分） 都営新宿線　「瑞江駅」下車　徒歩10分

分野/サービスの種類 高齢分野 介護老人福祉施設 分野/サービスの種類 高齢分野

見学受入れを希望する
施設・事業所名 瑞江ホーム　東部デイサービスセンター

所在地
区市町村 江戸川区

所在地
区市町村 江戸川区

町名・番地・ビル名など 瑞江1-3-12 町名・番地・ビル名など 東瑞江1-18-5

法人からの見学希望者
へのメッセージ

福祉の仕事が初めてで、不安という方にも安心して仕事をして頂ける
よう、採用後に時間をかけて指導を行います。また、勤務日数や時間
については、相談によって決定させて頂きます。シフト勤務が出来る
方は勿論、短時間でもやりがいのある仕事をしたいという方、ぜひ、
介護職として力を発揮してみませんか？

事業内容

高年齢者入所・通所施設、認証保育所の運営

見学受入れを希望する
施設・事業所名 　瑞江特別養護老人ホーム

担当者名・電話番号 担当者名 秋田　和弘 03-3679-3759

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」受入施設・事業所
【ブース番号５】

項目 内容

法人名 社会福祉法人　瑞光会

なし あり なし あり なし あり 

なし あり なし あり なし あり 

なし あり なし あり 

なし あり 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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TEL

TEL TEL担当者名

備考欄 10月13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）については見学不可。 備考欄 10月13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）については見学不可。

井上、小沢 03-3677-4611

ボランティア受入状況 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 井上、小沢 03-3677-4611
見学申し込み時の

担当者名・電話番号

認知症対応型通所介護

最寄駅（徒歩〇分） 都営新宿線　瑞江駅（徒歩８分） 最寄駅（徒歩〇分） 都営新宿線　瑞光駅（徒歩８分）

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 児童分野

見学受入れを希望する
施設・事業所名 江東園ふれあいの里

所在地
区市町村 江戸川区

所在地
区市町村 江戸川区

町名・番地・ビル名など 江戸川１－４６ 町名・番地・ビル名など 江戸川１－４６

法人からの見学希望者
へのメッセージ

おじいちゃん・おばあちゃん・こどもたち・ハンディキャップをもった方。
江東園では、「たくさんの方々がひとつ屋根の下で暮らす」施設を運営
しています。たくさんの方々とふれあうことで自分自身の成長を実感で
きるはずです。あなたも大家族の一員となり私たちと一緒に働きませ
んか！！無資格・未経験の方でも安心して働いて頂けるよう、丁寧な
OJT・資格取得制度などでサポートもいたします。

事業内容

江戸川の地に根をはり５６年がたちました。「毎日笑顔を絶やさずに、
多世代がともに暮らす」このかたちを日本でいち早く取り入れたのが
江東園です。高齢者施設、保育所、障がい者施設の複合施設であ
り、普段の生活の中で交流が行われている。そんな場所が江東園で
す。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 リバーサイドグリーン

担当者名・電話番号 担当者名 井上、小沢 03-3677-4611

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」受入施設・事業所
【ブース番号１０】

項目 内容

法人名 社会福祉法人　江東園

なし あり なし あり なし あり 
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TEL

TEL

備考欄 日曜日は見学不可。その他の日であれば担当にて調整致します。

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 釜島　豪顕 03-3675-1201

最寄駅（徒歩〇分） 東京メトロ東西線　「西葛西駅」　徒歩１５分

分野/サービスの種類 高齢分野 特別養護老人ホーム

所在地
区市町村 江戸川区

町名・番地・ビル名など 西葛西８－１－１

法人からの見学希望者
へのメッセージ

当法人は特別養護老人ホームとしては５３周年を迎えます。「利用者
一人ひとりが尊厳をもってその人らしい自立した生活が送れるよう
に」、私たちは思いやりの介護を実践しています。また、近隣の保育
園・小学校・中学校との定期的な交流、年間５０００人を超えるボラン
ティアの協力等、地域の方と共に歩んできた法人です。専門職として
人としても成長できるよう研修体制も充実しています（北欧を中心とし
た海外研修等）

事業内容

特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、通所介護、訪問介護、委
託事業である地域包括支援センター等、全１６事業を運営していま
す。また若年性認知症専門のデイサービスを法人独自事業で行って
います。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 なぎさ和楽苑

担当者名・電話番号 担当者名 釜島　豪顕 03-3675-1201

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」受入施設・事業所
【ブース番号１１】

項目 内容

法人名 社会福祉法人　東京栄和会

なし あり 
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TEL

TEL TEL

TEL TEL

備考欄
特別養護老人ホーム20床、認知デイサービス12名/日、地域密着型デ
イサービス10名/日、居宅介護支援事業所

備考欄 グループホーム１８床

山内　真弓 03-6638-8661

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） 京成バス鹿骨1丁目バス停より徒歩3分 最寄駅（徒歩〇分） 京成バス鹿骨１丁目バス停より徒歩３分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 坂本　弘子 03-6804-8722
見学申し込み時の

担当者名・電話番号
担当者名

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

江戸川区

町名・番地・ビル名など 鹿骨1-3-8 町名・番地・ビル名など 鹿骨1-3-1

区市町村

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

所在地
区市町村 江戸川区

所在地

備考欄
特別養護老人ホーム89床、短期入所生活介護11床、都市型軽費老人
ホーム12床

備考欄 グループホーム18床、小規模多機能型居宅

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　わとなーる 見学受入れを希望する

施設・事業所名 グループホーム　こはる

担当者名 寺嶋　由紀 03-6638-8621

ボランティア受入状況 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 羽賀 03-6808-5700
見学申し込み時の

担当者名・電話番号

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

最寄駅（徒歩〇分） 東京メトロ東西線　葛西駅（徒歩9分） 最寄駅（徒歩〇分） 京成バス鹿骨1丁目バス停より徒歩3分

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

見学受入れを希望する
施設・事業所名 グループホーム　こなつ

所在地
区市町村 江戸川区

所在地
区市町村 江戸川区

町名・番地・ビル名など 東葛西7-19-8 町名・番地・ビル名など 鹿骨1-11-7

法人からの見学希望者
へのメッセージ

資格や経験がなくてもご安心ください。働きやすいアットホームな職場
です。子育てが一段落したした方、子育て中の方も活躍中です。入社
後、異なるサービス形態の事業所へ異動希望を出すこともできるた
め、ステップアップするチャンスが豊富にあります。やりがいを持って
長く働きたい、経験を積みたい方にはもってこいの職場です！

事業内容

江戸川区を中心として特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、デ
イサービス、グループホーム、小規模多機能型居宅介護、居宅介護支
援事業所等、多様な介護サービス事業を運営しています。『人間性溢
れる　居住空間の創造』をいう法人理念を基に利用者様の笑顔の探
求を行っています。

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　わとなーる葛西

担当者名・電話番号 担当者名 羽賀 03-6808-5700

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」受入施設・事業所
【ブース番号１２】

項目 内容

法人名 社会福祉法人　わとなーる

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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TEL

TEL

備考欄 見学日時は、期間内平日（月曜～金曜）10時～17時。※土日祝不可

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 佐藤明人 03-3877-0100

最寄駅（徒歩〇分） 地下鉄東西線「西葛西」駅より徒歩13分

分野/サービスの種類 高齢分野 特別養護老人ホーム

所在地
区市町村 江戸川区

町名・番地・ビル名など 北葛西4-3-16

法人からの見学希望者
へのメッセージ

昭和63年4月開設の従来型の特別養護老人ホームです。
職員一同、経営理念に基づき「暖かい心と笑顔」に心がけ、各種利用
者サービスの提供に務めています。
興味・関心のある方、お待ちしています。

事業内容

特別養護老人ホームの他、短期入所生活介護事業、通所介護事業
（一般・認知症）、介護予防事業（機能訓練）、地域包括支援センター、
居宅介護支援事業、配食サービス等を実施しています。
職員総数は、約１２０名です。

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　暖心苑

担当者名・電話番号 担当者名 佐藤　明人 03-3877-0100

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」受入施設・事業所
【ブース番号１３】

項目 内容

法人名 社会福祉法人　東京清音会

なし あり 
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TEL

TEL

備考欄
お問い合わせの際は、まずは固定電話へおかけください。繋がらない
場合は、携帯電話番号までお願いします。

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 足立　泰次郎
03-5678-8808
080-4654-5822

最寄駅（徒歩〇分） 都営新宿線　一之江駅　（徒歩１５分）

分野/サービスの種類 高齢分野 地域密着型通所介護

所在地
区市町村 江戸川区

町名・番地・ビル名など 一之江2-18-4

法人からの見学希望者
へのメッセージ

ポラリスは「自立支援介護」という専門ケアを全国のデイサービスで実
践している会社です。パワーリハビリテーションという高齢者専用のマ
シンを使った機能訓練をはじめ、自立支援介護の基本となるケアを
確実におこなうことで、ご利用者様が住み慣れたご自宅でいつまでも
元気に暮らしていくために必要な 心身の改善をサポートしています。
あなたも高齢者福祉を変えていける 本物のケアをゼロから学んでみ
ませんか？

事業内容

通所介護事業(自立支援型デイサービス）を運営しています。全国70
店舗運営しており、一之江事業所のスタッフは送迎者含めて8人で
す。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 ポラリスデイサービスセンター　一之江

担当者名・電話番号 担当者名 足立　泰次郎
03-5678-8808
080-4654-5822

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」受入施設・事業所
【ブース番号１８】

項目 内容

法人名 株式会社ポラリス

なし あり 
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TEL

TEL TEL担当者名

備考欄 備考欄

大野 雅司 03-3691-2269

ボランティア受入状況 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 大野 雅司 03-3691-2269
見学申し込み時の

担当者名・電話番号

福祉用具販売・貸与、住宅改修

最寄駅（徒歩〇分） 都営新宿線 一之江駅より 徒歩８分 最寄駅（徒歩〇分） ＪＲ総武線 新小岩駅より 徒歩１２分

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

見学受入れを希望する
施設・事業所名 トーリツ福祉用具江戸川

所在地
区市町村 江戸川区

所在地
区市町村 江戸川区

町名・番地・ビル名など 西一之江3-36-11 町名・番地・ビル名など 松島１－４１－１９

法人からの見学希望者
へのメッセージ

創業以来、「この地域の人々を大切に」の思いを胸に、時代に沿った
介護サービスを提供しています。葛飾区・江戸川区で地域に根差した
事業展開をしており、「やさしさと温かさをあなたに」の心で職務に励
んでいます。東京都ライフ・ワーク・ライフバランス３部門認定企業で
す。

事業内容

居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、デイサービス、福祉用具、グ
ループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、教育研修事業、地域
貢献事業等、介護総合サービス企業として、様々な角度から介護事
業に取り組んでいます。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 デイサービストーリツ西一之江

担当者名・電話番号 担当者名 大野　雅司 03-3691-2269

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」受入施設・事業所
【ブース番号１９】

項目 内容

法人名 株式会社トーリツ

なし あり なし あり なし あり 
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TEL

TEL TEL

TEL TEL

TEL

ボランティア受入状況

備考欄

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 箕浦 03-5622-7246

最寄駅（徒歩〇分） 京成線　江戸川駅（徒歩８分）

町名・番地・ビル名など 北小岩4-40-13
所在地

区市町村 江戸川区

分野/サービスの種類 高齢分野 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

備考欄 備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 グループホームきらら北小岩

片桐 03-5678-6137

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） 都営新宿線　船堀駅（徒歩５分） 最寄駅（徒歩〇分） 都営新宿線　一之江駅（徒歩５分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 西本 03-5878-6313

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 小規模多機能型居宅介護サービス 分野/サービスの種類 高齢分野 介護付き有料老人ホーム

江戸川区

町名・番地・ビル名など 船堀4-8-10 町名・番地・ビル名など 一之江7-50-6
所在地

区市町村 江戸川区
所在地

区市町村

見学受入れを希望する
施設・事業所名 小規模多機能施設きらら船堀駅前 見学受入れを希望する

施設・事業所名 介護付き有料老人ホーム　うらら一之江

田久保 03-5678-6139

ボランティア受入状況 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 中島 03-5659-1591
見学申し込み時の

担当者名・電話番号
担当者名

備考欄 見学は常時対応可能 備考欄

分野/サービスの種類 高齢分野 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 分野/サービスの種類 高齢分野 デイサービス

最寄駅（徒歩〇分） 東京メトロ東西線　西葛西駅（徒歩１５分） 最寄駅（徒歩〇分） 都営新宿線　一之江駅（徒歩５分）

見学受入れを希望する
施設・事業所名 デイサービスきらら一之江

所在地
区市町村 江戸川区

所在地
区市町村 江戸川区

町名・番地・ビル名など 清新町2-2-36 町名・番地・ビル名など 一之江7-50-6

法人からの見学希望者
へのメッセージ

江戸川区内で多くの介護事業所を運営し、その人に合った職場で働い
ていただけるよう相談しながら職場を決める事ができます。資格取得の
サポート体制が充実、勤務曜日、時間も柔軟に対応し無資格・未経験
の方でも安心して働くことが出来ます。

事業内容

関東を中心に全国で１００か所以上の介護事業所を展開。資格取得支
援や親睦会など福利厚生を充実させ、働く職員を大切にする会社で
す。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 グループホームきらら清新町

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」受入施設・事業所
【ブース番号２２】

項目 内容

法人名
スターツケアサービス

株式会社
担当者名・電話番号 担当者名 中島　幸一 03-6880-3270

なし あり 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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TEL

TEL

備考欄
9/23　あゆみの園まつりが開催されます。年に1度の大きなイベントで
す。見学がてらご来園下さい。

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 遠藤　三紀 03-5661-5171

最寄駅（徒歩〇分） 都営地下鉄新宿線　一之江駅から徒歩１３分

分野/サービスの種類 障害分野 知的障がい者（施設入所・生活介護・短期入所）

所在地
区市町村 江戸川区

町名・番地・ビル名など 西一之江3-12-13

法人からの見学希望者
へのメッセージ

いすず会では「利用者の方お一人おひとりが尊重され、いきいきと安
心して暮らせる施設」を目指し心のこもった支援を大切にしています。
経験者優遇ですが、無資格・未経験の方でも安心して働いて頂けるよ
う、丁寧なOJT・資格取得制度などでサポートもいたします。

事業内容

江戸川区内で唯一民間の入所施設です。生活介護、短期入所、施設
入所事業を運営しています。年間を通して季節行事を企画し、地域と
の交流イベントにも積極的に参加しています。職員数は約40人です。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 一之江あゆみの園

担当者名・電話番号 担当者名 小宮新一 03-5661-5171

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」受入施設・事業所
【ブース番号２５】

項目 内容

法人名 社会福祉法人いすず会

なし あり 
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TEL

TEL TEL

TEL TEL

備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 デイサービス神鹿

最寄駅（徒歩〇分） 都営新宿線　篠崎駅、ＪＲ総武線　小岩駅（バス10分）　

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

ボランティア受入状況

募集職種は、指導員兼送迎運転手（パート）です。

江戸川区

南小岩3-5-4

高齢分野

町名・番地・ビル名など

分野/サービスの種類 児童分野

江戸川区

備考欄

都営新宿線　瑞江駅、ＪＲ総武線　小岩駅（バス10分）

鹿骨3-12-17

担当者名 中沢　祐介 03-6638-8901

放課後等デイサービス

所在地
区市町村

募集職種は、デイサービス介護員（フルタイム）です。

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

最寄駅（徒歩〇分）

所在地

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」受入施設・事業所
【ブース番号２８】

項目 内容

見学受入れを希望する
施設・事業所名 いきいきサポート

事業内容

江戸川区内でデイサービス（通所型、児童デイサービス）、訪問介
護、居宅介護支援、相談支援事業所を複数運営しています。年間を
通して季節行事を企画したり、ＮＰＯ法人として地域との交流イベント
を積極的に行っています。現在職員数は83名のアットホームな環境
です。

分野/サービスの種類 高齢分野 通所介護

備考欄

町名・番地・ビル名など

区市町村 江戸川区

見学受入れを希望する
施設・事業所名

鹿骨4-9-6

区市町村

町名・番地・ビル名など

所在地

募集職種は、サービス提供責任者（フルタイム）と
訪問介護ヘルパー（パート）です。

第2いきいきサポート

分野/サービスの種類

03-5622-7575担当者名 小粒　晃央

最寄駅（徒歩〇分）

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

ＪＲ総武線　小岩駅（徒歩10分）

訪問介護

見学受入れを希望する
施設・事業所名 ぷくぷく

法人名
特定非営利活動法人

ワーカーズ・いきいきサポート
担当者名・電話番号 担当者名 細井　克彦 03-5622-7575

法人からの見学希望者
へのメッセージ

ワーカーズ・いきいきサポートは職員の定着率抜群の環境を提供し
ております。具体的には子育てや親族の介護をしている職員が働き
やすい環境を、全員で助け合いながら作っています。まずは見学だ
けでも大歓迎。ご応募お待ちしております。

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

区市町村
所在地

江戸川区

鹿骨3-12-17

担当者名 笈川　孝子 03-3677-8180 担当者名 佐藤　良太

都営新宿線　瑞江駅、ＪＲ総武線　小岩駅（バス10分）最寄駅（徒歩〇分）

03-6638-8901

備考欄 募集職種は、デイサービス介護員（フルタイム）です。

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

ボランティア受入状況

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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TEL

TEL TEL

TEL TEL

備考欄
見学時間は9：00～18：00までの５～７時間程度
日曜は見学不可、上履き持参してください。

備考欄
見学時間は9：00～18：00までの５～７時間程度
日曜は見学不可

秋永　久子 03-5678-8521

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） 都営新宿線「船堀駅」又は東西線「葛西駅」　錦25系統「三角」下車徒歩３分 最寄駅（徒歩〇分） 都営新宿線「一之江駅」　徒歩５分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 鷹觜

タカノハシ

　友 03-6808-6861
見学申し込み時の

担当者名・電話番号 担当者名

訪問介護

江戸川区

町名・番地・ビル名など 江戸川6-31-91 町名・番地・ビル名など 一之江3-6-3

区市町村

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

所在地
区市町村 江戸川区

所在地

備考欄
見学時間は9：00～18：00までの５～７時間程度
日曜は見学不可

備考欄
見学時間は、8：00～17：00内の５～７時間程度
日曜は定休日のため見学不可

見学受入れを希望する
施設・事業所名 あおぞらの家

見学受入れを希望する
施設・事業所名 あおぞらの家一之江

担当者名 貝塚　美和 03-5878-3032

ボランティア受入状況 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 小倉　寛恵 03-5878-3033

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

通所介護

最寄駅（徒歩〇分） 都営新宿線「船堀駅」　徒歩８分（船堀駅→錦糸町行）陣屋橋下車目の前 最寄駅（徒歩〇分） 都営新宿線「船堀駅」　徒歩８分（船堀駅→錦糸町行）陣屋橋下車目の前

分野/サービスの種類 高齢分野 訪問介護 分野/サービスの種類 高齢分野

見学受入れを希望する
施設・事業所名 あおぞらデイサービス

所在地
区市町村 江戸川区

所在地
区市町村 江戸川区

町名・番地・ビル名など 船堀6-11-9　ＫＯＤＡヒルズ１階 町名・番地・ビル名など 船堀6-3-20　ハイツマドレ１階

法人からの見学希望者
へのメッセージ

介護の仕事に必要とされる、介護職員初任者研修や、介護福祉士実
務者研修を行っているので経験のない方、無資格の方でも安心です。
また、産休・育休・介護休暇後も継続勤務できるシステムも整備してお
り、ライフスタイルに合わせた働き方も選択できます。

事業内容

江戸川区内で訪問介護事業所２か所、通所介護１か所、小規模多機
能型居宅介護１か所、居宅介護支援事業所１か所を展開しており、地
域に根差した介護を幅広く運営しています。職員数は60名強で事業所
全体で研修を年４回実施しているため、事業所間の交流も密に行って
います。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 あおぞら介護サービス

担当者名・電話番号 担当者名 鷹觜
タカノハシ

　良子 03-5878-3033

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」受入施設・事業所
【ブース番号３１】

項目 内容

法人名 有限会社　大千

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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TEL

TEL TEL担当者名

備考欄
居宅介護支援事業所を併設しています。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

備考欄
居宅介護支援、計画相談支援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

永倉 奈津紀 03-6272-8975

ボランティア受入状況 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
見学申し込み時の

担当者名・電話番号

訪問介護

最寄駅（徒歩〇分） JR総武線/新小岩駅/徒歩5分 最寄駅（徒歩〇分） 都営新宿線/一之江駅/徒歩8分

分野/サービスの種類 高齢分野 訪問介護 分野/サービスの種類 高齢分野

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一之江事業所

所在地
区市町村 江戸川区

所在地
区市町村 江戸川区

町名・番地・ビル名など 松島4-32-6　セナリオフラット新小岩1階 町名・番地・ビル名など 一之江4-6-22

法人からの見学希望者
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をしますので初めてでも安心です。

事業内容

中野･新宿･杉並･江戸川区に在宅介護事業所を13拠点展開。訪問介
護、居宅介護支援、デイサービス、福祉用具貸与販売、計画相談支
援を行っています。社員数350名。社員の笑顔が利用者様の笑顔に
繋がる、そんな仕事をしています。

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江戸川事業所

担当者名・電話番号 担当者名 永倉 奈津紀 03-6272-8975

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」受入施設・事業所
【ブース番号３３】

項目 内容

法人名 日本リック株式会社

なし あり なし あり なし あり 
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TEL

TEL

備考欄 土曜、祝日の見学について要相談

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 木林　大地 03-6657-4827

最寄駅（徒歩〇分） 総武本線　平井駅（徒歩2分）

分野/サービスの種類 高齢分野 訪問介護

所在地
区市町村 江戸川区

町名・番地・ビル名など 平井5-10-7サンセイハイツ1-A

法人からの見学希望者
へのメッセージ

介護が必要な方の生活とは？在宅介護の仕事とは？実際に利用者
様に関わってから気づかされる事が多い仕事です。個々の生活、
様々な人間関係で形成された生活を見て、色々な事を感じてもらいた
いと思います。資格取得のサポートもいたします。

事業内容

ホームヘルパーがご自宅を訪問して、自立した日常生活を送れるよう
に支援するサー ビスです。入浴、排泄、食事などの介護、調理、洗
濯、掃除などの家事、生活などに 関する相談・助言、その他の必要な
日常生活上の支援を行います。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 たけのこ介護サービス平井

担当者名・電話番号 担当者名 吉田 03-3699-6751

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」受入施設・事業所
【ブース番号３５】

項目 内容

法人名
株式会社

ライコム・コーポレーション

なし あり 



こちらのチラシもご覧ください 
        ↓ 

「地元で福祉のしごとがしたい！」を応援します。 

江戸川区「福祉のしごと面接・相談会」のお知らせ 

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「福祉のしごと面接・相談会」を開催しています。 
 
【江戸川区・福祉のしごと面接・相談会】 
開催日：平成30年10月6日（土） 
時間：10：00～14：00 （受付開始9：45 受付終了13：30） 
場所：タワーホール船堀 ２階 瑞雲・平安 
（都営地下鉄 新宿線「船堀」駅下車 北口より徒歩１分） 
  
 
高齢者福祉分野、障害者福祉分野の36法人が出展予定です！ 
 
 
求人概要は、東京都福祉人材センターのホームページで公開中です。 
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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