
№
　

法人名
就業先施設名

〔事業形態内容〕
所在地 職 種

雇用
形態

人数 資格・経験 賃金（円） 求人番号

1 サービス提供責任者 正社員 1

介護福祉士、ヘルパー１
級、介護職員基礎研修修
了、介護職員実務者研修
修了のいずれか必須

月給 250,300～250,300 13070-91343981

2 ホームヘルパー 正社員 1
ヘルパー２級または介護職
員初任者研修修了以上の
いずれか（資格見込可）

月給 213,300～213,300 13070-91344581

3 ホームヘルパー パート 1
ヘルパー２級または介護職
員初任者研修修了以上の
いずれか（資格見込可）

時給 1,106～1,106 13070-91346781

4 ホームヘルパー パート 1
ヘルパー２級または介護職
員初任者研修修了のいず
れか（資格見込可）

時給 1,550～2,200 13070-91347881

5 ホームヘルパー パート 1
ヘルパー２級もしくは介護
職員初任者研修修了以上 時給 1,200～1,950 13110-22286781

6 ケアマネジャー 正社員 1
<資格>介護支援専門員
<経験>ケアマネジャーの実
務経験

月給 240,000～263,000 13110-22287881

7 サービス提供責任者 正社員 1

介護福祉士、ヘルパー１
級、介護職員基礎研修、介
護職員実務者研修のいず
れか修了者

月給 230,000～260,000 13110-22288281

8 社会福祉法人あしたばの会 　たんぽぽ保育園 文京区本郷７-３－１ 保育士 パート 1
保育士資格必須、幼稚園
教諭あれば尚可 時給 1,250～1,250 13010-15695982

Ｈ30年10月30日(火)　文京区　福祉のしごと　相談・面接会　求人一覧

（詳細は、ハローワーク求人票：当日配布資料をご確認ください）

　
アースサポート株式会社

アースサポート文京
〔訪問介護・入浴等〕

文京区向丘１-９-１７

佐々木ケアサービス株式会社

・千駄木営業所
・足立本社
・竹ノ塚営業所
・葛飾営業所
〔訪問介護等〕

・文京区千駄木４－1－２２
・足立区足立４－３７－１１
・足立区東伊興３－１７－１
・葛飾区立石４－３０－１０
のいずれかでの勤務
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9 介護職 パート 5 不問 時給 985～985 13010-16582482

10 介護職 正社員 2
ヘルパー２級、介護職員初
任者研修以上（取得見込
可）

月給 180,000～180,000 13010-16897982

11 サービス提供責任者 正社員 2 介護福祉士 月給 220,000～220,000 13010-16902382

12 ホームヘルパー パート 5
ヘルパー２級、介護職員初
任者研修以上（取得見込
可）

時給 1,000～1,000 13010-16904582

13 ホームヘルパー 正社員 2
ヘルパー２級、介護職員初
任者研修以上必須 月給 200,000～200,000 13010-16905682

14
「特別養護老人ホームゆしまの郷」

（特養・ショートステイ）
介護職 正社員 1

ヘルパー２級、介護職員初
任者研修以上必須 月給 188,000～215,000 13010-19876882

15
「特別養護老人ホームゆしまの郷」

（デイサービス）
介護職 正社員 1

<資格>初任者研修以上、
普通自動車免許（AT限定
可）
<経験>在宅・施設等の介護
職２年以上

月給 183,000～192,000 13010-19877982

16 介護職 パート 1 介護職員初任者研修以上 時給 1,260～1,360 13010-19878182

17
介護職

（夜勤専門）
パート 1

<資格>初任者研修以上
<経験>施設、在宅どちらか
一年以上

時給 1,200～1,500 13010-19879482

18 介護職 パート 1 介護職員初任者研修以上 時給 1,200～1,300 13010-19883082

文京区湯島３－２９－１０

 
株式会社ケアワーク弥生

「ユアハウス弥生」
（小規模多機能型居宅介護）

文京区弥生２－１６－３

「ケアワーク弥生」
（訪問介護等）

文京区弥生２－１５－１３

社会福祉法人東六会

「特別養護老人ホームゆしまの郷」
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19 ホームヘルパー 正社員 2
ヘルパー２級、または介護
職員初任者研修以上 月給 230,000～230,000 13010-15911982

20 ホームヘルパー パート 2
ヘルパー２級、または介護
職員初任者研修以上 時給 1,400～2,800 13010-15927082

21 ケアマネジャー 正社員 1 介護支援専門員 月給 250,000～300,000 13010-15946182

22
「グッドライフケアセンター向丘」

（訪問介護・看護等）
訪問リハビリ作業療法
士・理学療法士他

正社員 2

<資格>理学療法士または
作業療法士または言語聴
覚士
<経験>３年以上の経験者

月給 290,000～440,000 13010-15971782

23
「グッドライフケアセンター向丘」
（小規模多機能型居宅介護）

介護職 正社員 1

<資格>ヘルパー２級、また
は介護職員初任者研修以
上
普通自動車免許あれば尚
可（AT限定可）

月給 200,000～200,000 13010-15976082

24 社会福祉法人芙蓉会

総合福祉ホーム芙蓉園
・「文京湯島高齢者在宅サービスセン
ター」
・「文京昭和高齢者在宅サービスセン
ター」
（デイサービス）

・文京区湯島２－２８－１４
・文京区本駒込２－２８－３１ 介護職 正社員 2 不問 月給 180,060～278,620 13190-7243781

28 看護師
フルタイム
（正社員以

外）
1

看護師（病院や介護施設で
の現場経験があれば准看
護師も可）

月給 230,200～281,700 26020-28123881

29 介護職
フルタイム
（正社員以

外）
3 月給 206,900～225,500 26020-28120581

30
「洛和ヴィラ文京春日」
（介護老人福祉施設）

介護職 パート 2 時給 1,250～1,450 26020-28122781

株式会社グッドライフケア東京

「文京支店」
（訪問介護・看護等）

文京区小石川２－１９－１
林田ビル１Ｆ

文京区西片２－１９－１５

介護福祉士、実務者研修
修了者（ヘルパー１級）、初
任者研修修了者（ヘルパー
2級）のいずれか

社会福祉法人洛和福祉会
文京区春日１－９－２１

「洛和ヴィラ文京春日」
（介護老人福祉施設・併設ショートステ

イ含む）
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31 正社員 3 月給 186,500～269,000 13010-14347182

32 パート 3 時給 1,050～1,300 13010-14357782

33
介護職

（介護福祉士）
正社員 2

介護福祉士、実務者研修
修了者（ヘルパー１級）、初
任者研修修了者（ヘルパー
2級）のいずれか必須

月給 197,500～226,300 13010-14378682

34 介護職 パート 1

介護福祉士、実務者研修
修了者（ヘルパー１級）、初
任者研修修了者（ヘルパー
2級）、無資格者も可

時給 1,050～1,300 13010-14401782

35
「介護センター健生」

(訪問介護）
文京区大塚６－９－１０ 介護職 パート 1

介護福祉士、初任者研修
修了者（ヘルパー2級）以
上、無資格者も可

時給 1,050～1,668 13010-14331782

36 介護職 正社員 1
介護職員初任者研修以
上、
介護福祉士があれば尚可

月給 212,589～251,589 13010-20154082

37 看護職 正社員 1 正看護師 月給 270,000～320,000 13010-20155882

38 介護職 正社員 1 初任者研修修了 月給 201,000～295,000 13090-45589781

39 看護スタッフ 正社員 1 看護師 月給 257,500～340,000 13090-45590081

40 介護職 正社員 1 介護福祉士 月給 216,000～323,400 13090-45591381

41 介護職 正社員 1 介護福祉士 月給 216,000～319,000 13090-45592681

42
リハビリスタッフ
（PT・OT・ST)

正社員 1 理学療法士 月給 245,000～353,400 13090-45593981

社会福祉法人桜栄会 特別養護老人ホーム文京千駄木の郷 文京区千駄木５－１９－２

医療法人社団日成会 介護老人保健施設音羽えびすの郷 文京区音羽１－２２－１４

文京区千石２－１－６
東京保健生活協同組合

「千石にじの家」
（看護小規模多機能居宅介護）

介護職

介護福祉士、実務者研修
修了者（ヘルパー１級）、初
任者研修修了者（ヘルパー
2級）のいずれか必須
普通自動車免許あれば尚
可（AT限定可）

文京区千石４－１－２

「老人保健施設ひかわした」
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43 介護職 正社員 1

<資格>介護職員初任者研
修修了必須、介護福祉士
があれば尚可
<経験>高齢者施設等での
経験

月給 205,500～231,700 13090-45594581

44 施設看護師 正社員 1 正看護師又は准看護師 月給 233,000～273,400 13090-45595481

45 介護職 非常勤 1
不問。ヘルパー２級、介護
福祉士があれば尚可 月給 190,624～206,704 13090-45596781

46 介護職 パート 1
不問。ヘルパー２級、介護
福祉士があれば尚可 時給 1,030～1,130 13090-45597881

47 業務スタッフ パート 1 不問 時給 990～990 13090-45598281

48 特別養護老人ホーム文京白山の郷 文京区白山５－１６－３ 介護職 正社員 1

<資格>介護職員初任者研
修（ヘルパー２級）必須（介
護福祉士尚可）
<経験>入所系施設（特養・
老健・有料・グループホーム
等）での実務経験１年以上

月給 212,000～253,875 13010-15138982

49
文京向丘高齢者在宅サービスセン

ター
(デイサービス)

文京区向丘２－２２－９ 介護職 非常勤 1
介護職員初任者研修（ヘル
パー２級） 月給 195,624～198,968 13010-15169682

50
文京白山高齢者在宅サービスセン

ター
(デイサービス)

文京区白山５－１６－３ 介護職 パート 1
介護職員初任者研修（ヘル
パー２級） 時給 1,170～1,190 13010-15206082

51
文京本郷高齢者在宅サービスセン

ター
(デイサービス)

文京区本郷４－２１－２
送迎ドライバー兼

介護職
非常勤 1

介護職員初任者研修（ヘル
パー２級）、普通自動車運
転免許

月給 177,232～177,232 13010-15222082

社会福祉法人福音会

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
文京区大塚４－１８－１
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