
Ｈ29年7月8日　「豊島区福祉のしごと　相談・面接会」　求人概要一覧
№ 法人名 就業場所
 職 種

雇用
形態

人
数

資 格 年齢 定年 種別 分野

　　　賃金(円)
月給は基本給+定期的に
支払われる手当
パート等は時給

求人票番号

介護職員 正社員 1
18歳
以上

あり（60歳）
再雇用あり（65歳まで） 高齢者 205,500～226,300 13090-30659871

（契）介護職員 パート 3 不問 なし 高齢者 1,000～1,100 13090-30660171

正看護師 正社員 1 正看護師 不問
あり（60歳）

再雇用あり（65歳まで） 高齢者 243,700～260,200 13090-30661071

豊島区高田3-37-17
（高齢者在宅サービスセンター山吹の里）

（契）機能訓練指導員 パート 1
理学療法士又は
作業療法士

不問 なし デイサービス 高齢者 1,500 13090-30662371

豊島区池袋4-25-10
（養浩荘ホームヘルパーステーション）

（契）ホームヘルパー パート 1
ヘルパー２級又は介護職員初
任者研修修了必須
介護福祉士あれば尚可

不問 なし 訪問介護 高齢者 1,380～1,680 13090-29145071

特別養護老人ホーム

介護職員初任者研修修了必須
介護福祉士または社会福祉主
事（任用）あれば尚可

1
社会福祉法人
フロンティア

豊島区高田3-37-17
（特別養護老人ホーム山吹の里）



№ 法人名 就業場所
 職 種
雇用
形態

人
数

資 格 年齢 定年 種別 分野

　　　賃金(円)
月給は基本給+定期的に
支払われる手当
パート等は時給

求人票番号

※配属先は採用後に決定します
※異動の可能性あり（いずれも豊島区内）
豊島区長崎4-23-1
（特別養護老人ホームアトリエ村）
豊島区南長崎6-15-6
（特別養護老人ホーム風かおる里）
豊島区西巣鴨2-30-19
（特別養護老人ホーム菊かおる園）
豊島区西巣鴨2-30-20
（グループホーム小菊の家）

介護職員 正社員 3
介護福祉士、社会福祉士のい
ずれか（取得見込可）

新卒
扱い

あり（60歳）
勤務延長あり（65歳まで）
再雇用あり（65歳まで）

特別養護老人ホーム
グループホーム 高齢者

【院卒・大卒】199,400円
【短大・高専・専修学校卒】
179,200円 13090-292278

豊島区上池袋2-5-1　健康プラザとしま２階
高齢者在宅サービスセンター上池袋豊寿園

（契）介護職員 準職員 1

不問
（介護職員初任者研修等、介
護資格をお持ちの方優遇）
※資格取得支援制度有

不問
あり

勤務延長なし
再雇用なし

デイサービス 高齢者 160,000～176,000 13090-30494571

（契）介護職員 準職員 5
介護職員初任者研修、ヘル
パー１級、介護福祉士のいず
れか

不問 高齢者 176,000～192,000 13090-30493671

（契）介護職員
（夜勤専従）

準職員 2
介護職員初任者研修、実務者
研修、介護福祉士のいずれか

18歳
以上

高齢者 176,000～192,000 13090-30499971

※配属先は採用後に決定します
豊島区西巣鴨2-30-19
（特別養護老人ホーム菊かおる園）
豊島区長崎4-23-1
（特別養護老人ホームアトリエ村）
豊島区南長崎6-15-6
（特別養護老人ホーム風かおる里）
豊島区西巣鴨2-30-20
（グループホーム小菊の家）

介護職員 正社員 2
介護福祉士、社会福祉士、介
護支援専門員のいずれか
※普通自動車免許あれば尚可

18歳
～

59歳

あり（60歳）
勤務延長なし

再雇用あり（65歳まで）

　
　
　
　　　　特別養護老人ホーム

※介護職員は下記のいずれか
の事業所に配属となる可能性が
あります
・デイサービス
・グループホーム
・ケアハウス
・訪問介護事業所
・居宅介護支援事業所
・地域包括支援センター

高齢者 179,200～286,800 13090-30490171

（契）介護職員 準職員 2
介護職員初任者研修、ヘル
パー１級、介護福祉士のいず
れか

不問 高齢者 176,000～192,000 13090-30497871

（契）介護職員
（夜勤専従）

準職員 1
介護職員初任者研修、実務者
研修、介護福祉士のいずれか

18歳
以上

高齢者 176,000～192,000 13090-30501771

特別養護老人ホーム

グループホーム

あり
勤務延長なし
再雇用なし

あり
勤務延長なし
再雇用なし

社会福祉法人
豊島区社会福祉事業団

2

豊島区西巣鴨2-30-19
（特別養護老人ホーム菊かおる園）
豊島区長崎4-23-1
（特別養護老人ホームアトリエ村）
豊島区南長崎6-15-6
（特別養護老人ホーム風かおる里）

豊島区西巣鴨2-30-20
（グループホーム小菊の家）



№ 法人名 就業場所
 職 種
雇用
形態

人
数

資 格 年齢 定年 種別 分野

　　　賃金(円)
月給は基本給+定期的に
支払われる手当
パート等は時給

求人票番号

看護職員 正社員 1 准・正看護師 不問 高齢者 264,320～335,160 13090-29775571

介護スタッフ 正社員 3
社会福祉士、介護福祉士、
介護職員初任者研修修了者

不問 高齢者 209,200～301,560 13090-29773371

介護職員 正社員 5
介護職員初任者研修または
介護福祉士あれば尚可

不問
あり（60歳）

再雇用あり（65歳まで） 高齢者 221,000～265,760 13090-29011271

（契）介護職員 パート 5
介護職員初任者研修または
介護福祉士あれば尚可（手当
あり）

不問 なし 高齢者 1,300～1,650 13090-29014071

ケアワーカー 正社員 3
介護職員初任者研修又は
ヘルパー２級以上

18歳
以上

あり（65歳）
再雇用あり 高齢者 165,350～221,580 13090-30331771

（契）ケアワーカー パート 3

不問
（介護福祉士、ヘルパー１級/2
級、介護職員初任者研修修了
者であれば望ましい）

18歳
以上

なし 高齢者 1,050～1,240 13090-30332871

特別養護老人ホーム

　　特別養護老人ホーム
あり（60歳）
勤務延長あり

再雇用あり（65歳まで）

特別養護老人ホーム
豊島区要町3-54-9
（特別養護老人ホーム千川の杜）

社会福祉法人
七日会

4

社会福祉法人
桑の実園福祉会

豊島区東池袋5-39-18
（特別養護老人ホーム　東池袋桑の実園）

豊島区南池袋3-7-8
（特別養護老人ホーム　池袋敬心苑）

5

3
社会福祉法人
敬心福祉会
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