
「福祉のしごと相談・面接会」の出展事業所による職場見学のご案内

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、9月25日（火）～10月9日(火)

＜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＞
３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！ 

東京都福祉人材センター 
この事業全般についてのお問い合わせは 

☎ 03-5211-2860 職場見学デイズ係 まで 



「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

○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。 

職場見学受入れ先 

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 

○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。 

職場見学希望者 

○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 

職場見学当日  ２ 
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特別養護老人ホーム　やよいほうむ 〇
デイサービスセンター やよいほうむ 〇
ふじみ苑 （デイサービス） 〇
特別養護老人ホーム　おたきほうむ 〇
特別養護老人ホーム 小淀ホーム 〇 〇
特別養護老人ホーム　しらさぎホーム 〇 〇
コロニー中野 〇 〇
えはらハイツ 〇

6 社会福祉法人浄風園 特別養護老人ホーム　浄風園 9 高齢 〇
南部すこやか障害者相談支援事業所 〇
中野区精神障害者地域生活支援センター
せせらぎ 〇

8 合同会社てくてく アトリエすむち 12 障害 〇

9
特定非営利活動法人
中野ふくし倶楽部

あおぞら在宅介護支援サービス 17 高齢 〇 〇

10 株式会社カレア
小規模多機能型居宅介護ｍｉｋｅｔａ中野弥生
町/
デイサービスセンターカレア中野弥生町

19 高齢 〇 〇

日本リック訪問介護中野南事業所 〇
日本リックケアステーション中野北事業所 〇

12
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 26 高齢 〇

ニチイケアセンター中野デイサービス 〇

ニチイケアセンター中野本町
グループホーム 〇

14
株式会社
ハート介護サービス

ハート介護サービス中野 29 高齢 〇

松が丘高齢者在宅サービスセンター 〇
高齢者グループホームおさたけ 〇

16 株式会社ひばりケア
デイサービスセンター　ひばり福寿苑

32 高齢 〇

高齢

高齢

障害

7
特定非営利活動
リトルポケット 11 障害

社会福祉法人ケアネット3 1

社会福祉法人
中野区福祉サービス事業団

社会福祉法人東京コロニー

4

5

3

4

中野区「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

15 社会福祉法人フロンティア 高齢30

日本リック株式会社 2111 高齢

13
株式会社ニチイ学館
新宿支店 高齢27
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TEL

TEL TEL

TEL

TEL

担当者名・電話番号 担当者名 金野　隆世 ０３-５３４２-０８２０

法人からの見学希望者
へのメッセージ

無資格・未経験の方も大歓迎です。皆様に安心して働いていただける
よう、研修期間も1ヶ月以上設けており、個人に合わせた期間で設定し
ています。また、無資格の方には、資格取得制度もご用意しておりま
す。木のぬくもりにあふれた施設を是非一度ご見学下さい。

ブース番号 1  社会福祉法人 ケアネット

項目 内容

法人名 社会福祉法人　ケアネット

事業内容

「狭い地域を深く耕す」という方針から、中野区を中心として特別養護
老人ホーム、デイサービス、小規模多機能型介護支援事業、地域包
括支援センター事業、居宅介護支援事業を展開し、来年には世田谷
区に特別養護老人ホームを開設予定です。

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　やよいほうむ

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名など 東京都中野区弥生町２-４２-２

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） 東京メトロ丸の内線「中野新橋駅」下車　徒歩2分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 金野　隆世 ０３-５３４２-０８２０

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名など 東京都中野区弥生町２-４２-２

ボランティア受入状況

備考欄
内装は、旧家屋の再現をイメージしており、とても落ち着ける環境で
す。

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

分野/サービスの種類

区市町村

見学受入れを希望する
施設・事業所名

ふじみ苑（デイサービス）

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

ボランティア受入状況

備考欄
木のぬくもりに溢れ、お年寄りにはとても落ち着ける環境になっていま
す。

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） 東京メトロ丸の内線「中野新橋駅」下車　徒歩2分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 金野　隆世 ０３-５３４２-０８２０

特別養護老人ホーム

都営大江戸線「東中野駅」下車　徒歩１２分　東京メトロ東西線「落合駅」下車　徒歩８分

担当者名 中村　正之 ０３-５９３７-２１６０

備考欄 全室個室、トイレ・洗面所付きのユニット型高齢者施設です。

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　おたきほうむ

所在地
中野区

町名・番地・ビル名など 東京都中野区東中野５-１７-３０

分野/サービスの種類

最寄駅（徒歩〇分）

高齢分野

区市町村

所在地
中野区

町名・番地・ビル名など

０３-３３８２-０５６６

備考欄 こじんまりとした、アットホームなデイサービスです。

東京都中野区弥生町５-２-９

高齢分野 デイサービス

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

担当者名 野澤　光太郎

最寄駅（徒歩〇分） 東京メトロ丸の内線「中野富士見町駅」下車　徒歩１０分

なし あり 

なし あり 

3 

なし あり なし あり 

なし あり なし あり 



TEL

TEL

0

TEL

ボランティア受入状況

備考欄 日程を調整しますので、ご連絡お待ちしています。

分野/サービスの種類 高齢分野
特別養護老人ホーム・一般通所介護・認知症対応型
通所介護

最寄駅（徒歩〇分） 西武新宿線鷺ノ宮駅下車　徒歩7分

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

備考欄 日程を調整しますので、ご連絡をお待ちしています。

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　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

特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護

最寄駅（徒歩〇分） JR・大江戸線東中野駅、地下鉄中野坂上駅徒歩１２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 草野・矢田 ０３－３３６６－６５１１

分野/サービスの種類 高齢分野

事業内容

中野区内で特別養護ホーム、ショートステイ、デイサービス、訪問介
護、居宅支援事業所、定期巡回随時対応型訪問介護看護を実施して
います。地域に根ざしたサービスを提供しています。介護職員初任者
研修を実施し、介護人材の育成にも力を入れています。

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　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

担当者名・電話番号 担当者名 平山・三輪 ０３－３３３６－６５１１

法人からの見学希望者
へのメッセージ

働き甲斐のある職場にするためチームでのケアの実施を心がけてい
ます。利用者も職員も笑顔で過ごせるよう取り組みを実施していま
す。無資格、未経験の方もお気軽にお問い合わせください。

ブース番号 3 社会福祉法人中野区福祉サービス事業団

項目 内容

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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TEL

TEL

TEL

ブース番号 4 社会福祉法人 東京コロニー

項目 内容

法人名 社会福祉法人　東京コロニー

担当者名・電話番号 担当者名 岩田　真紀 ０３－３９５２－６１６６

法人からの見学希望者
へのメッセージ

66年の歴史と都内５区７市23か所の拠点で幅広い事業を運営している安定し
た法人だからこその職場環境と、働く人に最大限に配慮した福利厚生制度が
自慢です。平均勤続年数も長く、学びたい人への各種研修制度のほか、1時間
からの有給休暇、60日の特別傷病休暇をはじめ育児休業規定、介護休暇制
度、子ども看護規則などライフプランを考えた制度を設け、働きやすさをサポー
トします。

事業内容

障害のある人が地域で働き暮らすことの権利保障のために必要な活動に取り
組んできました。企業的手法を積極的に取り入れ処遇向上に努め、一般就労
に向けた取組みや就労継続事業を主体に、種々の社会参加プログラムも行っ
ています。また、地域生活支援のためグループホーム、短期入所、居宅介護事
業等の運営も行っています。

見学受入れを希望する
施設・事業所名

コロニー中野

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名など 江原町２－６－７

就労継続支援A型・B型・就労移行支援・生活介護

最寄駅（徒歩〇分） 都営大江戸線　新江古田駅　徒歩5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 近藤　章夫 ０３－３９５３－３５４１

分野/サービスの種類 障害分野

備考欄 9/26終日、10/2午後、10/3午前は不可。

見学受入れを希望する
施設・事業所名

えはらハイツ

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名など 江原町３－23－２

ボランティア受入状況

備考欄 9/26終日、27午前、28午後、10/5午後は不可。

分野/サービスの種類 障害分野 グループホーム

最寄駅（徒歩〇分） 都営大江戸線　新江古田駅　徒歩7分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 加藤留美子 ０３-５９８８-７６１９

なし あり 

なし あり 
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TEL

TEL

ブース番号 9  社会福祉法人 浄風園

項目 内容

法人名 社会福祉法人浄風園

担当者名・電話番号 担当者名 白井　豊 03-3386-3751

法人からの見学希望者
へのメッセージ

介護福祉を志望され、この世界へ跳び込んできたあなた！安定した
職場環境で自己実現を成し遂げて下さい。あなたの将来目標に向け
て全面的に支援します。あなたの働きぶりを待遇に反映していきま
す。今こそ、あなたのバイタリティーを試す瞬間です。

事業内容

昭和59年に開設した特別養護老人ホームをはじめ、短期入所生活介
護、訪問介護、居宅介護支援を法人傘下に併設、同一敷地内には病
院も備えており、地域に根ざした医療・介護のパイオニアとして事業運
営を進めております。

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浄風園

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名など 江古田4-19-9

ボランティア受入状況

備考欄 土日祝祭日は見学不可

分野/サービスの種類 高齢分野 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

最寄駅（徒歩〇分） 西武新宿線・沼袋駅より徒歩15分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 白井　豊 03-3386-3751

なし あり 
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TEL

TEL

TEL

ブース番号 11  特定非営利活動 リトルポケット

項目 内容

法人名 特定非営利活動リトルポケット

担当者名・電話番号 担当者名 宮崎 03-3360-3517

法人からの見学希望者
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。

事業内容

中野区内で地域活動支援センター、相談支援事業、就労継続
支援B型事業、グループホーム等を運営しています。

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

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

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

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

なし あり 

なし あり 
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TEL

TEL

ブース番号 12  合同会社 てくてく

項目 内容

法人名 合同会社てくてく

担当者名・電話番号 担当者名 田部井　善道 03-3388-9063

法人からの見学希望者
へのメッセージ

住み慣れた地域で暮らし続けたという方々のご希望を実現する為に、
ご利用者様の時間の使い方に沿った自然な形の支援をしています。
経験、資格のない方でも資格を取りながらお仕事ができるよう経験豊
かなスタッフが長時間の同行指導、サポートしますので、安心してお
仕事していただけます。

事業内容

東京都障害福祉サービスの重度訪問介護事業所です。利用者様宅
を訪問し、重度訪問介護の提供を行います。利用者様が地域で生活
していく上で必要な移動支援や自費での介護提供、相談等も行いま
す。

見学受入れを希望する
施設・事業所名

アトリエすむち

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名など 沼袋2-39-11　宇佐美マンション506

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 生活介護

最寄駅（徒歩〇分） 西武新宿線沼袋駅（徒歩7分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 田部井　義道 03-3388-9063

なし あり 
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TEL

TEL

ブース番号 17  特定非営利活動法人 中野ふくし倶楽部

項目 内容

法人名 特定非営利活動法人中野ふくし倶楽部

担当者名・電話番号 担当者名 梅田　恵子 ０３－３３８４－５６１６

法人からの見学希望者
へのメッセージ

あおぞらでは、毎月研修を行い、資格取得へのサポートも行っており
ます。またヘルパー同士の交流の機会として暑気払いや新年会を行
い、働きやすい職場環境を心掛けております。

事業内容

中野区内を中心に、高齢者・障害者の身体介護、生活支援、移動支
援等を行っています。地域に密着したサービスを目指しております。

見学受入れを希望する
施設・事業所名

あおぞら在宅介護支援サービス

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名など 中央４－５３－７　ＹＨＮビル１Ｆ

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 居宅訪問介護事業所

最寄駅（徒歩〇分） 中野駅下車５分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 梅田　恵子 ０３－３３８４－５６１６

なし あり 
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TEL

TEL

ブース番号 19  株式会社 カレア

項目 内容

法人名 株式会社カレア

担当者名・電話番号 担当者名 田口善彦 03-6410-3296

法人からの見学希望者
へのメッセージ

クリエイティブな発想をもって相手の事を考え、問題発見、改善する姿
勢を大切にします。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もいたします。

事業内容

通所介護事業所の運営
介護プログラムの企画開発及び出張開催
『ドリームキャッチプロジェクト』
人財プロデュースラボ
人財育成・能力開発講座の開催
(MCI診断士養成講座、認知症予防脳トレ士養成講座、スマート脳トレ
活用セミナー　他)
介護事業経営・介護施設開設コンサルティング
フィットネス事業
関連図書出版（スマート脳トレ教材他）
シニアトラベル　等

見学受入れを希望する
施設・事業所名

小規模多機能型居宅介護ｍｉｋｅｔａ中野弥生町
デイサービスセンターカレア中野弥生町

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名など 東京都中野区弥生町2-4-9

備考欄

小規模多機能型/デイサービス

最寄駅（徒歩〇分） 東京メトロ丸の内線 中野新橋駅　徒歩５分　本郷通り

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 田口善彦 03-6410-3296

分野/サービスの種類 高齢分野

なし あり 
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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

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。

ブース番号 21  日本リック株式会社

項目 内容

法人名 日本リック株式会社

なし あり 

なし あり 
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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 有料老人ホーム

最寄駅（徒歩〇分） 西武新宿線 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

事業内容 有料老人ホーム運営

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

法人からの見学希望者
へのメッセージ

創業34年、介護保険開始以前から続いている有料老人ホームです。
1.5：1以上の手厚い人員配置で、ゆとりのあるケアを提供しています。
ご入居者様も職員も笑顔が溢れるホームです。是非、お気軽にご来
館ください。

ブース番号 26  株式会社太平洋シルバーサービス

項目 内容

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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TEL

TEL

TEL

ボランティア受入状況

備考欄 見学申込みは平日の９時～１７時にお願い致します。

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） 丸の内線/中野新橋駅（徒歩１０分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 中川・阿部 03－3348－7047

備考欄
見学申込みは平日の９時～１７時にお願い致します。デイサｰﾋﾞｽは日
曜日が定休日です。午後からのみの見学となります。

見学受入れを希望する
施設・事業所名

ニチイケアセンター中野本町グループホーム

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名など 本町4－4－18

デイサービス

最寄駅（徒歩〇分） 中央線/中野駅（徒歩12分）・西武新宿線/新井薬師前駅（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 中川・阿部 03－3348－7407

分野/サービスの種類 高齢分野

事業内容

中野区内には、訪問介護、居宅支援、夜間巡回訪問、グループホーム、デイ
サービス、福祉用具貸与、家事代行サービス等、多種サービスがあります。お
客様の生活環境や身体状況の変化に応じたサービスの選択・利用をしていた
だくのが「ニチイのトータルサービス」です。介護スタッフは全国で4万人以上が
活躍しています。

見学受入れを希望する
施設・事業所名

ニチイケアセンター中野デイサービス

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名など 上高田2－46－6

担当者名・電話番号 担当者名 中川・阿部 03－3348－7407

法人からの見学希望者
へのメッセージ

「やさしさを、私たちの強さにしたい」誰もが安心して暮らせる社会実現に努め
ている生活支援企業です。研修制度が充実しているので、初心者やブランク
のある方も安心して働けてスキルアップも出来ます。資格が無い方も就業可能
なサービスがあり、働きながら資格所得もできます（資格取得支援制度）。

ブース番号 27  株式会社ニチイ学館 新宿支店

項目 内容

法人名 株式会社ニチイ学館　新宿支店

なし あり 
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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 訪問介護

最寄駅（徒歩〇分） 中野駅　徒歩2分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 北村 03-3229-2788

事業内容

自宅にお住まいの介護が必要な高齢者や障がいをお持ちの方にヘ
ルパーの派遣をおこない、生活のお手伝いをさせていただいておりま
す。本社は大阪ですが、東京に7支店ございます。新卒採用も積極的
に実施しており、幅広い年代の従業員が働いております。

見学受入れを希望する
施設・事業所名

ハート介護サービス中野

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名など 中野2-23-1　ニューグリーンビル505

担当者名・電話番号 担当者名 北村 03-3229-2788

法人からの見学希望者
へのメッセージ

信頼され続けるサービスの提供を心がけ、社会貢献をおこなっており
ます。無資格の方や資格取得後、ブランクのある方など安心して働け
るような環境つくりをおこなっております。

ブース番号 29  株式会社ハート介護サービス

項目 内容

法人名 株式会社ハート介護サービス

なし あり 
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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（デイサービス）

最寄駅（徒歩〇分） 西武新宿線「新井薬師前」徒歩8分　　／　バス「下田橋」徒歩1分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 今井崇之 03-5380-5761

事業内容

豊島区・中野区・文京区に高齢者と障害者施設を中心にデイサービ
ス、グループホーム、訪問介護、居宅介護支援事業所、地域包括支
援センター、高齢者会館を運営しています。また地域に向けて社会福
祉法人として公益的な取り組みを積極的に展開しています。

見学受入れを希望する
施設・事業所名

松が丘高齢者在宅サービスセンター

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名など 松が丘1-32-10

担当者名・電話番号 担当者名 中田智子 03-5380-5761

法人からの見学希望者
へのメッセージ

各種研修制度あり、ＯＪＴ・資格取得制度など、無資格・未経験の方も
サポートしていきます。また短時間正社員制度もあり、育児や介護を
しながらでも安心して働くことができる職場環境づくりに力を入れてい
ます。

ブース番号30 社会福祉法人 フロンティア

項目 内容

法人名 社会福祉法人フロンティア

見学受入れを希望する
施設・事業所名

高齢者グループホームおさたけ

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名など 野方6-47-5

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）

最寄駅（徒歩〇分） 西武新宿線「野方」徒歩8分

備考欄

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 小池津也子 03-3336-0930

ボランティア受入状況

なし あり 
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TEL

TEL

ブース番号 32  株式会社ひばりケア

項目 内容

法人名 株式会社ひばりケア

担当者名・電話番号 担当者名 橋本英一郎 03-5809-3145

法人からの見学希望者
へのメッセージ

ひばり福寿苑は、明るく広々としたフロアと歩行訓練ができる大きな庭
が特徴のデイサービスです。外出レクやボランティアによるイベントな
ど様々な取り組みを行っており、とても活気のある職場です。無資格・
未経験の方でも安心して働いて頂けるようサポートいたします。

事業内容
ひばりケアは、平成21年よりデイサービス事業を展開し、都内で9施設
を運営。全施設で音楽療法士による音楽療法を取り入れ、各施設で
も特徴のある独自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

デイサービスセンター　ひばり福寿苑

所在地
区市町村 中野区

町名・番地・ビル名など 本町5-47-10

ボランティア受入状況

備考欄
見学は日曜日以外は受け入れ可能です。見学時間はお問い合わせく
ださい。

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） 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅(徒歩7分)

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 橋本英一郎 03-5809-3145

なし あり 
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