
福祉のしごと職場見学デイズ（文京区）
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 　11月1日（木）～11月15日（木）

＜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！ 
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「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 ①社会福祉法人あしたばの会 たんぽぽ保育園 3 児童 ○

ケアワーク弥生 ○

ユアハウス弥生 ○

特別養護老人ホーム ゆしまの郷 ○

デイサービスセンター ゆしまの郷 ○

グッドライフケア訪問介護文京 ○

グッドライフケアセンター向丘 ○ ○

7 ⑤社会福祉法人洛和福祉会 特別養護老人ホーム 洛和ヴィラ文京春日 8 高齢 ○

8 ⑥医療法人社団日成会 介護老人保健施設　音羽えびすの郷 11 高齢 ○

9 ⑦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 12 高齢 ○ ○

ブ
ー

ス
番
号

分野

サービスの種類

6 ④株式会社グッドライフケア東京 6 高齢

文京区　「福祉のしごと職場見学デイズ」　見学受入先一覧

高齢②株式会社ケアワーク弥生

高齢

4 4

5 ③社会福祉法人東六会 5

ペ
ー

ジ
番
号

法人名 事業所名
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TEL

TEL

担当者名・電話番号 担当者名 菅原　良次 ０３－３８１２－４０９１

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3】

項目 内容

法人名 社会福祉法人 あしたばの会

法人からの見学希望者
へのメッセージ

　社会福祉法人あしたばの会の設立趣旨は、①働く女性の就労支援、②産休明け
から就学前までの保育、③｢研究・教育・医療」活動への理解、協力、④子どもたち
の健やかな成長・発達の保障、その為の保育条件・環境の向上、⑤この地域の児
童の保育と福祉の増進、です。保育資格者を希望しています。

事業内容

　たんぽぽ保育園は、文京区内に本園と４つの分園で保育所を運営しています。
「保育と教育の両面を考慮した子ども一人ひとりを大切にする、子ども中心の保育」
を心掛けています。年間を通して伝統・季節行事を取り入れています。職員数は７０
名を越えます。

見学受入れを希望する
施設・事業所名

　あしたばの会　たんぽぽ保育園(本園）

所在地
区市町村 文京区

町名・番地・ビル名など 本郷７－３－１

分野/サービスの種類 児童分野 保育園

最寄駅（徒歩〇分） 千代田線湯島駅(徒歩５分）；丸ノ内線・大江戸線本郷３丁目駅（徒歩１２分）

備考欄 11月3日(土)、4日(日)、7日(水)、10日(土)、11日(日)、14日(水)の見学不可。

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 菅原良次または主任 ０３－３８１２－４０９１

ボランティア受入状況 なし あり 
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TEL

TEL

TEL

担当者名・電話番号 担当者名 狩野 信弥 03-3811-1039

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4】

項目 内容

法人名 株式会社ケアワーク弥生

法人からの見学希望者
へのメッセージ

認知症や身体が不自由になっても住み慣れた自宅で最期まで
お過ごしいただけるよう支援しております。利用者様のやりたい
ことや希望を一緒に考え実現していくお仕事です。ぜひ見学に
お越しください。

事業内容

「ケアワーク弥生」は創業以来60年にわたり、家事と介護の仕事一筋
に地域の皆様から厚い信頼を頂いております。
長年培ってきた技術とノウハウを十分に活かして「ご利用者に満足頂
ける安心の介護サービスを提供する」方針で、質の高い介護サービス
を提供しています。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 ケアワーク弥生　介護サービス部

所在地
区市町村 文京区

町名・番地・ビル名など 弥生２－１５－１３

最寄駅（徒歩〇分） 根津駅　徒歩5分　東大前　徒歩8分

分野/サービスの種類 高齢分野 訪問介護

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 狩野　信弥 03-3811-1056

見学受入れを希望する
施設・事業所名 ユアハウス弥生

備考欄

町名・番地・ビル名など 弥生２－１６－３

分野/サービスの種類 高齢分野 小規模多機能型居宅介護

所在地
区市町村 文京区

備考欄

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 根津駅　徒歩5分　東大前　徒歩8分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 金山　峰之 03-5840-8652

なし あり 

なし あり 
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TEL

TEL

TEL

備考欄 毎週土曜日は定休日です。

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 近　麻希子 03-3836-3526

ボランティア受入状況

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　千代田線　湯島駅　徒歩3分

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　ゆしまの郷

所在地
区市町村 文京区

町名・番地・ビル名など 湯島3-29-10

担当者名・電話番号 担当者名 中谷　信一 03-3836-2566

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　東六会

法人からの見学希望者
へのメッセージ

最寄駅から、徒歩３分という立地にも恵まれており、通勤しやすく通い
やすい施設です。経験者、未経験者問わず、研修担当者が付き業務
をしっかりサポート指導致します。安心して働いて頂けるように環境を
作っております。

事業内容

特別養護老人ホーム（100床）・ショートステイ（10床）・地域密着型デイ
サービス・居宅介護支援事業所の4事業を行ってます。

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　ゆしまの郷

所在地
区市町村 文京区

町名・番地・ビル名など 湯島3-29-10

最寄駅（徒歩〇分） 東京メトロ　千代田線　湯島駅　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

備考欄

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 中谷　信一 03-3836-2566

なし あり 

なあり 
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TEL

TEL

TEL

備考欄

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 伊藤 03-3537-0790

最寄駅（徒歩〇分） 東大前駅より徒歩5分

分野/サービスの種類 高齢分野 グループホーム、小規模多機能型居宅介護

見学受入れを希望する
施設・事業所名

グッドライフケアセンター向丘

所在地
区市町村 文京区

町名・番地・ビル名など 西片2-19-15

担当者名・電話番号 担当者名 伊藤 03-3537-0790

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6】

項目 内容

法人名 株式会社グッドライフケア東京

所在地
区市町村 文京区

町名・番地・ビル名など 小石川2-19-1　林田ビル1F

法人からの見学希望者
へのメッセージ

会社説明会や見学を随時実施しております。ご希望がございましたら、お気軽に
お問合せください。
無資格の方は、資格取得支援制度がございます。

事業内容

グッドライフケアでは、介護、看護、居宅、リハビリデイサービス、福祉用具、そし
て定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービスを提供することにより、多職
種が連携し、一貫したサービスを実現しています。

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文京

最寄駅（徒歩〇分） 後楽園駅より徒歩6分

分野/サービスの種類 高齢分野 訪問介護

備考欄

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 伊藤 03-3537-0790

なし あり 

なし あり 
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TEL

TEL

担当者名・電話番号 担当者名 野﨑七海 03-5804-6511

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8】

項目 内容

法人名 社会福祉法人　洛和福祉会

法人からの見学希望者
へのメッセージ

洛和ヴィラ文京春日は2017年4月に開設した新しい特養です。
利用者さま・ご家族・職員の笑顔あふれる施設を目指しています。
年に1度10連休の取得など、福利厚生の充実に力を入れています。
ぜひお気軽に施設見学にいらしてください。

事業内容

京都に本拠を置き、医療・介護・健康保育・教育研究の事業を展開す
る「洛和会ヘルスケアシステム」の介護事業を担う法人です。
東京では港区南麻布と文京区春日・文京区大塚で事業所運営をして
います。文京区大塚に来年度地域密着型特養の新規開設の予定があ
ります。

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　洛和ヴィラ文京春日

所在地
区市町村 文京区

町名・番地・ビル名など 春日1-9-21

最寄駅（徒歩〇分） 東京メトロ「後楽園駅」・都営地下鉄「春日駅」徒歩8分/JR・東京メトロ「飯田橋駅」徒歩9分

分野/サービスの種類 高齢分野 特別養護老人ホーム

備考欄
見学の日時は柔軟に対応いたします。
ご希望のお日にち・お時間帯をお電話でお知らせください。

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 野﨑七海 03-5804-6511

なし あり 
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TEL

TEL

担当者名・電話番号 担当者名 社本 03-3941-0165

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 医療法人社団　日成会

法人からの見学希望者
へのメッセージ

平成30年3月に開設したばかりの新しい施設です。
基本理念である「口からおいしく食べることを支援する施設」を念頭
に、オープニングスタッフとして、一緒に働いてくださる方を募集しま
す。
ライフワークバランス推進企業に認定。プライベートも充実！
研修費用も8割までは施設が負担。確実にキャリアアップできる環境
です！

事業内容

都内で老健を中心に、グループホーム、訪問リハビリ、訪問看護、居
宅介護支援事業所などを運営しています。口腔ケアに注力しており、
歯科の先生などから専門的な技術が学べます。職員数は約300人で
す。

見学受入れを希望する
施設・事業所名

介護老人保健施設　音羽えびすの郷

所在地
区市町村 文京区

町名・番地・ビル名など 音羽１-２２-１４　音羽えびすの郷

最寄駅（徒歩〇分） 護国寺駅・江戸川橋駅　5分

分野/サービスの種類 高齢分野 介護老人保健施設

備考欄 土日祝　見学対応可能

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 社本 03-3941-0165

なし あり 
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TEL

TEL

担当者名・電話番号 担当者名 木村　由美子 03-5949-5995

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 社会福祉法人フロンティア

法人からの見学希望者
へのメッセージ

「百聞は一見にしかず」・・・是非、実際に施設をご覧になっていただ
き、雰囲気を感じて、ご自身が働いた際のイメージを抱いてください。
施設は特別養護老人ホームとデイサービスが併設されておりますの
で、同時に見学できます。

事業内容

池袋圏域を中心として、豊島区、文京区、中野区で高齢の方と障害の
ある方へ介護・支援サービスを提供するとともに生活に困窮されてい
る方や養護に欠ける子供たちへの支援もおこなっています。職員数は
４９５名です（Ｈ30.9.30現在）。

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文京くすのきの郷

所在地
区市町村 文京区

町名・番地・ビル名など 東京都文京区大塚4-18-1

最寄駅（徒歩〇分） 東京メトロ丸ノ内線　新大塚駅　徒歩7分

分野/サービスの種類 高齢分野 特別養護老人ホーム

備考欄
同時にデイサービス（文京くすのき高齢者在宅サービスセンター）も見
学できます。

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 木村　由美子 03-5949-5995

なし あり 
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