
 

 

 

＊＊求人情報について＊＊ 

①採用充足等により募集を終了している場合もありますのでご了承ください。 

②掲載内容は概要です。詳細は『福祉のお仕事』ホームページから求人票番号にて 

   ご確認いただくか人材センターへ来所の上、求人票にてご確認ください。 

   電話でのお問い合わせも受け付けております。 

③『福祉のお仕事』ホームページから検索していただき、事業所へ直接問合わせて 

   いただくこともできます。 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

《お知らせ》 

 

＊令和４年度 就職フェアを開催します。４月２３日（京成ホテルミラマーレ）５月２１日（柏の葉カンファレンスセンター）６月２５日（ホテル

ウェルコ成田）多数の事業所の方と直接面談ができるチャンスです。ご参加お待ちしています。 

 福祉のしごと就職ガイダンスも同日開催。詳しくは同封のチラシをご確認ください。 

 

＊求人サイト「福祉のお仕事」がリニューアルしました。最新の求人情報の検索ができます。是非ご利用ください。 

福祉人材センターID:@chiba-fukushi1294 

保育士・保育所支援センターID:@chiba-hoiku 

 

求人情報ＨＰ 

人材センターHP 

 

＜求人・求職 お問い合わせ先＞ 

   千葉県福祉人材センター 
〒２６０－００１５ 

     千葉市中央区富士見２丁目３番地１号 

     塚本大千葉ビル５階  

TEL：０４３－４４１－６３０１・６３０７ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://chibakenshakyo.net 

  
 
 

http://chibakenshakyo.net/


1200～ 

 求人情報の見方 

※１

求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先

※２

雇用形態 雇用開始日 募集人数

※３

福 祉 資 格

※４

運転免許 業務経験 学 歴

※５

年 齢

※７

備考

●●08-00●●7 (株)〇〇〇 訪問介護 〇〇市 非・パ 随時 2
○介護福祉士 ○実務者研修

 ○介護職員初任者研修 ○ヘルパー１級
不問 望む 18～ (時) 1,000 ～ 1,130 一般

●●08-00●●8 △△ホーム
認知症対応型

共同生活介護
△△市 正規 随時 1 ◎介護職員初任者研修  ◎普通 不問 不問 (時) 1,030 ～ 1,140 一般

●●08-00●●9 (福)□□会 介護老人保健施設 □□市 常勤 随時 3 △介護福祉士 △介護職員初任者研修  △AT 不問 高卒 不問 171,000 ～ 231,000 新卒・一般

※６

給 与（円）

※１ 求人情報は、分野ごとに掲載しています。 

   掲載した情報は概要ですので、詳細をお知りになりたい場合はお問い合わせください。その際は『求人票番号』をお伝えください。 

※２ 正規＝正規職員・・・・労働時間はフルタイムで、雇用期限のない労働者。 

   常勤   ・・・・・・基本的にフルタイム勤務だが、法的に明確な定義はなく、その用法は事業所ごとに異なる。 

              例：①労働時間はフルタイムだが、雇用期限がある。 

                ②業務内容や勤務時間帯が正規職員と異なる。 

   非・パ＝非常勤・パート・・通常の労働時間に比べ、労働時間が短い労働者。 

※３※４ ◎：必須 〇：いずれか必須 △：望む 

※５ 範囲を超えていても若干考慮される場合があります。また『不問』であっても定年年齢を設けている場合がありますので、人材センターにご確認ください。 

※６ 基本給と一律手当を合わせた金額です。学歴や経歴などの条件で変わります。 

※７ 新卒とは、年度末に学校を卒業する方が対象となります。 

   例：求人情報４月号（2020 年）における新卒→2021 年３月末卒業の方が対象 

●ホームページ『福祉のお仕事』のご利用法  

   掲載された求人内容の詳細は、インターネットでもご覧いただくことができます。 

   インターネットで『福祉のお仕事』→『お仕事検索・応募』→求人票検索画面に入り、最下段の【求人票番号検索】に求人票番号を入力すると 

   探し易いです。その際、一番左のマスには１２００と入力してください。 

例：求人票番号 ２００６－００００１ の場合 

―        ― 

 

☆気になる求人がございましたら、人材センターまでお気軽にお問合せください☆ 

１２００ ２００６ ００００１ 



■介護職
1200-

求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢 給 与（円） 備考

2203-00221 (株)アングル 短期入所生活介護 いすみ市 非・パ 随時 1 △介護職員初任者研修  ◎AT 不問 ～69 (時) 960 ～ 1,200 一般

2203-00235 (株)アンテック 短期入所生活介護 いすみ市 非・パ 随時 1 △介護職員初任者研修  ◎AT 不問 18～69 161,000 ～ 206,500 一般

2203-00094 (特養)ハートヴィレッヂ 特別養護老人ホーム 印西市 正規 随時 2 ◎介護福祉士 不問 必須 不問 204,000 ～ 279,600 一般

2203-00095 (特養)ハートヴィレッヂ 特別養護老人ホーム 印西市 常勤 随時 2 不問 不問 望む 不問 190,100 ～ 226,700 一般

2203-00196 (株)アンテック 通所介護 印西市 正規 随時 1 不問  ◎AT 不問 ～69 170,000 一般

2203-00239 (特養)ときわの杜 特別養護老人ホーム 佐倉市 正規 随時 3 不問 不問 不問 不問 194,000 ～ 268,000 新卒・一般

2203-00067 特定非営利活動法人リンク
その他の福祉施設
・事業

山武市 非・パ 随時 3
△介護福祉士 △実務者研修
 △介護職員初任者研修

 ◎普通 望む 不問 (時) 960 ～ 1,300 一般

2203-00019 (福)双樹会 特別養護老人ホーム 四街道市 正規 随時 2 不問  △普通 不問 ～40 171,000 ～ 231,000 一般

2203-00001 (福)清風会

地域密着型介護老
人
福祉施設入所者生
活介護

市原市 正規 随時 5 △介護職員初任者研修 △介護福祉士 不問 望む 不問 185,000 ～ 222,400 新卒・一般

2203-00004
介護付有料老人ホーム
あさひガーデン姉崎

介護予防特定施設
入居者生活介護

市原市 正規 随時 1 不問  △普通 不問 高卒 ～59 152,500 ～ 169,000 新卒・一般

2203-00089 (福)清風会 ケアハウス 市原市 正規 随時 1 △介護福祉士 △社会福祉主事  ◎普通 望む 18～59 190,000 ～ 222,400 新卒・一般

2203-00005
介護付有料老人ホーム
あさひガーデン姉崎

介護予防特定施設
入居者生活介護

市原市 非・パ 随時 2 不問  △普通 不問 ～60 (時) 953 ～ 1,080 一般

2203-00072
(福)桐和会
タムスさくらの杜 市川

特別養護老人ホー
ム

市川市 非・パ 随時 3
○介護職員初任者研修 ○実務者研修
○介護福祉士

不問 望む 不問 (時) 1,144 一般

2203-00109
ヒューマンライフケア
グループホーム市川

認知症対応型
共同生活介護

市川市 非・パ 随時 1
△介護福祉士 △実務者研修
 △介護職員基礎研修
△介護職員初任者研修

不問 不問 不問 (時) 1,060 一般

2203-00123 (特養)太陽と緑の家 特別養護老人ホーム 市川市 非・パ 随時 1 不問 不問 不問 ～69 (時) 1,000 一般

2203-00107
ヒューマンライフケア
市川真間グループホーム・宿

認知症対応型
共同生活介護

市川市 正規 随時 1
△介護福祉士 △実務者研修
△介護職員基礎研修 △介護職員初任者
研修

不問 望む ～64 189,000 ～ 234,000 一般

2203-00108
ヒューマンライフケア
市川真間グループホーム・宿

小規模多機能型
居宅介護

市川市 非・パ 随時 1
△介護福祉士 △実務者研修 △介護職員
基礎研修 △介護職員初任者研修

不問 望む 不問 (時) 1,060 一般

1 ＊資格要件の凡例：◎必須　○いずれか一つは必須　△望む



求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢 給 与（円） 備考

2203-00017 東京湾岸リハビリテーション病院
小規模多機能型
居宅介護

習志野市 非・パ 随時 1 不問 不問 不問 ～59 (時) 960 一般

2203-00199 (特養)習志野偕生園 特別養護老人ホーム 習志野市 正規 随時 2
△介護福祉士 △介護福祉士取得見込
△実務者研修 △実務者研修修了見込

不問 望む ～59 205,500 ～ 320,500 新卒・一般

2203-00020 東京湾岸リハビリテーション病院 その他 習志野市 非・パ 随時 3 不問 不問 不問 高卒 ～60 (時) 960 ～ 1,000 一般

2203-00021
東京湾岸リハビリテーション
病院

その他 習志野市 正規 随時 3 △介護福祉士取得見込 △介護福祉士 不問 不問 高卒 ～60 174,000 ～ 184,000 一般

2203-00200 (特養)習志野偕生園
認知症対応型
共同生活介護

習志野市 正規 随時 1 不問 不問 不問 ～59 205,500 ～ 320,500 新卒・一般

2203-00060 (特養)習志野偕生園
特別養護老人ホー
ム

習志野市 正規 随時 2
△介護福祉士 △介護福祉士取得見込
△実務者研修 △実務者研修修了見込

不問 望む ～59 205,500 ～ 320,500 新卒・一般

2203-00002 (福)馬橋福祉会 特別養護老人ホーム 松戸市 正規 随時 3 不問 不問 不問 不問 196,700 ～ 252,000 一般

2203-00087 エスケアステーション松戸 短期入所生活介護 松戸市 正規 随時 2
○介護福祉士 ○介護職員基礎研修
○ヘルパー１級 ○介護職員初任者研修

 △普通 望む ～65 165,500 ～ 173,000 一般

2203-00127 ＡＬＳＯＫ介護(株) 有料老人ホーム 松戸市 非・パ 随時 2
○介護福祉士 ○実務者研修
 ○介護職員初任者研修 ○ヘルパー１級

不問 必須 18～ (時) 1,000 ～ 1,090 一般

2203-00197 (株)アンテック 通所介護 成田市 非・パ 随時 1 ◎介護職員初任者研修  ◎AT 不問 ～69 (時) 960 ～ 1,000 一般

2203-00018 (福)双樹会 特別養護老人ホーム 千葉市 稲毛区 正規 随時 3 △介護福祉士 △介護職員初任者研修  △AT 不問 不問 171,000 ～ 231,000 一般

2203-00030 シルバーライン稲毛
認知症対応型
共同生活介護

千葉市 稲毛区 非・パ 随時 3 不問 不問 望む 不問 (時) 960 ～ 1,200 一般

2203-00025 シルバーライン宮野木
認知症対応型
共同生活介護

千葉市
稲毛区

非・パ 随時 2 不問 不問 不問 不問 (時) 960 ～ 1,200 一般

2203-00040 (特養)桐花園 通所介護
千葉市
花見川区

非・パ 随時 2 ◎介護職員初任者研修 不問 不問 不問 (時) 1,200 一般

2203-00195 (株)アンテック 有料老人ホーム
千葉市
花見川区

非・パ 随時 1 ◎介護職員初任者研修 不問 不問 18～69 (時) 1,500 一般

2203-00059
かがやきデイサービス
千葉さつきが丘

通所介護
千葉市
花見川区

非・パ 随時 2
○介護福祉士 ○実務者研修
○実務者研修修了見込
 ○介護職員初任者研修

 △普通 不問 ～64 (時) 1,180 ～ 1,300 一般

2203-00211 (特養)若葉いこいの里 特別養護老人ホーム 千葉市 若葉区 非・パ 随時 2 ◎介護職員初任者研修 不問 必須 ～65 (日) 13,800 一般

2203-00106 ヒューマンライフケア千葉院内の郷
特定施設入居者
生活介護

千葉市 中央区 非・パ 随時 1
△介護福祉士 △実務者研修
△介護職員基礎研修 △介護職員初任者
研修

不問 望む 不問 (時) 1,060 一般

2 ＊資格要件の凡例：◎必須　○いずれか一つは必須　△望む



求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢 給 与（円） 備考

2203-00016 (福)双樹会 特別養護老人ホーム 千葉市稲毛区 正規 随時 2 △介護福祉士 △介護職員初任者研修  △AT 不問 高卒 不問 171,000 ～ 231,000 一般

2203-00129 (株)ニチイ学館千葉支店
特定施設入居者
生活介護

千葉市稲毛区 非・パ 随時 2
◎介護職員初任者研修
◎介護職員初任者研修修了見込

不問 不問 ～65 (時) 1,033 一般

2203-00044
かがやきデイサービス
千葉さつきが丘

通所介護 千葉市花見川区 正規 随時 1
○介護職員初任者研修
 ○実務者研修修了見込
 ○実務者研修 ○介護福祉士

 ○普通
○AT

不問 ～64 219,000 ～ 260,000 一般

2203-00201
独立行政法人地域
医療機能推進機構
千葉病院附属(老健)

介護老人保健施設 千葉市中央区 非・パ 随時 2 ◎介護職員初任者研修 不問 不問 不問 (時) 1,340 一般

2203-00203
独立行政法人地域医療
機能推進機構
千葉病院附属(老健)

介護老人保健施設 千葉市中央区 非・パ 随時 1 ◎介護福祉士 不問 不問 不問 (時) 1,420 一般

2203-00013
住宅型有料老人ホーム
ロイヤルアスコット千葉

訪問介護 千葉市緑区 非・パ 随時 2
△介護職員初任者研修 △実務者研修
 △介護福祉士

不問 望む 不問 (時) 1,000 ～ 1,020 一般

2203-00210
介護付有料老人ホームあす
みが丘グリーンヒルズ

特定施設入居者
生活介護

千葉市緑区 非・パ 随時 3
○介護職員初任者研修
 ○介護職員初任者研修修了見込
△介護福祉士

 △普通
△AT

望む 不問 (時) 1,000 新卒・一般

2203-00209
介護付有料老人ホーム
あすみが丘グリーンヒルズ

特定施設入居者
生活介護

千葉市緑区 正規 随時 3
○介護職員初任者研修
 ○介護職員初任者研修修了見込
△介護福祉士

 △普通
△AT

望む 不問 180,000 ～ 250,000 新卒・一般

2203-00015
船橋市立リハビリテーション
病院

その他 船橋市 正規 随時 1 ○介護福祉士 ○介護福祉士取得見込 不問 不問 不問 196,430 一般

2203-00098 ふなばし翔裕園訪問介護センター 訪問介護 船橋市 常勤 随時 1
○介護福祉士 ○実務者研修
○介護職員初任者研修 ○ヘルパー１級

 △普通 望む 不問 234,000 一般

2203-00102 南浜デイサービスセンター 通所介護 船橋市 正規 随時 1
○介護福祉士 ○実務者研修
 ○介護職員基礎研修 ○介護職員初任者
研修

 △普通 不問 不問 200,570 ～ 248,570 一般

2203-00096 ふなばし翔裕園
特別養護老人ホー
ム

船橋市 非・パ 随時 5 不問 不問 不問 不問 (時) 1,101 ～ 1,303 一般

2203-00099 ふなばし翔裕園訪問介護センター 訪問介護 船橋市 非・パ 随時 1
○介護福祉士 ○実務者研修
○介護職員初任者研修 ○ヘルパー１級

 △普通 不問 不問 (時) 1,278 一般

2203-00161 障害者支援施設誠光園
（障）障害者支援施
設（施設入所支援＋
生活介護）

船橋市 正規 随時 3 不問 不問 不問 不問 177,700 ～ 214,600 一般

2203-00156 東電さわやか 通所介護 船橋市 非・パ 随時 1
○介護福祉士 ○介護職員初任者研修
○実務者研修 ○ヘルパー１級

不問 不問 不問 (時) 1,180 ～ 1,230 一般

2203-00097 ふなばし翔裕園 特別養護老人ホーム 船橋市 非・パ 随時 3
△介護福祉士 △介護職員初任者研修
△実務者研修

不問 望む 不問 (時) 1,500 一般

2203-00126 ＡＬＳＯＫ介護(株) 有料老人ホーム 船橋市 非・パ 随時 2
○介護福祉士 ○実務者研修
 ○介護職員初任者研修 ○ヘルパー１級

不問 必須 18～ (時) 1,000 ～ 1,090 一般

3 ＊資格要件の凡例：◎必須　○いずれか一つは必須　△望む



求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢 給 与（円） 備考

2203-00065 ふなばし翔裕園 特別養護老人ホーム 船橋市 常勤 随時 3
△介護職員初任者研修 △介護福祉士
△介護福祉士取得見込 △ヘルパー１級

不問 望む 不問 223,000 一般

2203-00110
ヒューマンライフケア
船橋の宿・船橋グループホー
ム

認知症対応型
共同生活介護

船橋市 正規 随時 2
○介護福祉士 ○実務者研修
○介護職員基礎研修 ○介護職員初任者
研修

 △AT 望む ～64 189,000 ～ 234,000 一般

2203-00046
かがやきデイサービス
柏松葉

通所介護 柏市 正規 随時 1
○介護職員初任者研修 ○実務者研修修
了見込 ○実務者研修 ○介護福祉士

 ◎普通
◎AT

不問 ～64 219,000 ～ 260,000 一般

2203-00124 パナソニックエイジフリー(株) 通所介護 柏市 非・パ 随時 2 ○介護職員初任者研修 ○介護福祉士 ○ヘルパー１級 不問 不問 不問 (時) 1,084 ～ 1,144 一般

2203-00092 (株)アングル 通所介護 八街市 非・パ 随時 1 ◎介護職員初任者研修 不問 望む 18～69 (時) 1,030 ～ 1,100 一般

2203-00154 (特養)八千代城
特別養護老人ホー
ム

八千代市 正規 随時 3 不問 不問 不問 ～70 165,851 ～ 203,408 一般

2203-00189 障害者支援施設どんぐりの郷

（障）障害者支援施
設
（施設入所支援＋生
活介護）（主に身体）

富津市 正規 随時 3 △介護福祉士 △社会福祉主事  ◎普通 不問 ～60 173,710 ～ 244,460 新卒・一般

2203-00082 (株)アンテック 短期入所生活介護 富里市 非・パ 随時 1 ○介護福祉士 ○介護職員初任者研修  ◎AT 不問 18～69 (時) 1,030 ～ 1,174 一般

2203-00225 (株)アンテック 有料老人ホーム 富里市 非・パ 随時 1 ◎介護職員初任者研修  ◎AT 不問 18～69 (時) 1,250 一般

2203-00084 (特養)鶴寿園 特別養護老人ホーム
複数あり
（別途記載）

正規 随時 5 不問 不問 不問 不問 185,800 ～ 206,800 新卒のみ

2203-00031 (株)マザーライク 訪問介護
複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 8 △介護職員初任者研修 不問 不問 不問 (時) 990 ～ 1,130 一般

2203-00070 才和苑
(障）生活介護
（主に知的）

複数あり
（別途記載）

正規 随時 1 不問  ◎AT 不問 ～65 189,000 ～ 240,000 新卒・一般

2203-00112 藤良苑
(障）生活介護
（主に知的）

複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 2 不問 不問 不問 ～65 (時) 1,000 ～ 1,100 一般

2203-00130 (株)ニチイ学館千葉支店
認知症対応型
共同生活介護

複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 8
△介護職員初任者研修
△介護職員初任者研修修了見込

不問 不問 ～65 (時) 1,033 一般

2203-00166 (福)江戸川豊生会 特別養護老人ホーム
複数あり
（別途記載）

正規 随時 5
△介護福祉士 △実務者研修
 △介護職員初任者研修

不問 不問 専卒 ～64 185,700 ～ 207,500 新卒・一般

2203-00132 (株)ニチイ学館千葉支店
特定施設入居者
生活介護

複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 6
△介護職員初任者研修
 △介護職員初任者研修修了見込

不問 不問 ～65 (時) 1,033 一般

2203-00009 居宅介護支援センター愛敬 居宅介護支援事業
複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 3
△介護職員初任者研修 △介護福祉士
△実務者研修

 ◎普通 不問 不問 (時) 960 ～ 1,100 一般

2203-00003 芳英会 その他
複数あり
（別途記載）

正規 随時 5 ○介護職員初任者研修 ○介護福祉士  △普通 不問 不問 288,000 ～ 298,000 一般

4 ＊資格要件の凡例：◎必須　○いずれか一つは必須　△望む



求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢 給 与（円） 備考

2203-00042 (老健)ユーカリ優都苑 特別養護老人ホーム
複数あり
（別途記載）

正規 随時 10 不問 不問 不問 専卒 不問 183,300 一般

2203-00113 (株)ファーストステージ 通所介護
複数あり
（別途記載）

正規 随時 3 不問  ◎普通 望む 不問 200,000 一般

2203-00006 九十九里ホーム
(障）生活介護
（主に身体）

複数あり
（別途記載）

正規 随時 10 不問  ◎普通 不問 不問 172,150 ～ 208,210 一般

2203-00128 ＡＬＳＯＫ介護(株) 有料老人ホーム 流山市 非・パ 随時 2
○介護福祉士 ○実務者研修
 ○介護職員初任者研修 ○ヘルパー１級

不問 必須 18～ (時) 960 ～ 1,090 一般

■ホームヘルパー
1200-

求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢 給 与（円） 備考

2203-00022 エメラルドサポート 訪問介護 浦安市 非・パ 随時 2
○介護職員初任者研修
○介護職員初任者研修修了見込

不問 不問 ～64 (時) 1,600 ～ 2,200 一般

2203-00047 (福)パーソナル・アシスタンスとも (障）居宅介護 浦安市 非・パ 随時 2 ○介護職員初任者研修 ○介護福祉士 不問 不問 不問 (時) 1,400 ～ 2,000 一般

2203-00053 (福)パーソナル・アシスタンスとも (障）居宅介護 浦安市 正規 随時 5 △介護職員初任者研修 △介護福祉士  △AT 不問 ～64 180,000 ～ 262,500 一般

2203-00187 ホームケア土屋習志野
(障）重度訪問介護
（主に身体）

習志野市 非・パ 随時 10 不問 不問 不問 不問 (時) 1,300 新卒・一般

2203-00086 エスケアステーション松戸 訪問介護 松戸市 非・パ 随時 2
○介護福祉士 ○介護職員基礎研修
○介護職員初任者研修

不問 不問 ～70 (時) 1,435 ～ 1,865 一般

2203-00186 ホームケア土屋習志野
(障）重度訪問介護
（主に身体）

習志野市 正規 随時 3 不問 不問 不問 ～59 200,000 新卒・一般

2203-00071 やまねこヘルパーステーション 訪問介護 千葉市 中央区 非・パ 随時 3
○介護職員初任者研修 ○実務者研修
 ○介護福祉士

 △普通
△AT

不問 ～64 (時) 1,430 ～ 1,730 一般

2203-00068 土屋訪問介護事業所ふなばし
(障）重度訪問介護
（主に身体）

船橋市 正規 随時 5 不問 不問 不問 高卒 不問 212,000 ～ 240,000 一般

2203-00100 ふなばし翔裕園訪問介護センター 訪問介護 船橋市 非・パ 随時 5
○介護福祉士 ○実務者研修
 ○介護職員初任者研修

不問 不問 不問 (時) 1,640 一般

2203-00104 (福)清明会 訪問介護 八千代市 非・パ 随時 2
○介護職員初任者研修 ○介護職員初任
者研修修了見込 ○介護福祉士

 △普通 不問 不問 (時) 1,340 ～ 1,740 一般

2203-00007 居宅介護支援センター愛敬 訪問介護
複数あり
（別途記載）

正規 随時 3
○介護福祉士 ○介護職員基礎研修
○実務者研修

 ◎普通 不問 不問 167,200 ～ 193,600 一般

5 ＊資格要件の凡例：◎必須　○いずれか一つは必須　△望む



求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢 給 与（円） 備考

■相談・支援・指導員

1200-

求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢 給 与（円） 備考

2203-00152 (株)アンテック 通所介護 印西市 正規 随時 1 ◎介護福祉士 △社会福祉士  ◎AT 望む ～69 180,000 一般

2203-00234 あしすとクラス
児童発達支援
（センター）

印西市 正規 2022/4/1 2
○保育士 ○児童指導員
 ○社会福祉士 ○幼稚園教諭

 ◎普通 望む 不問 180,000 ～ 220,000 新卒・一般

2203-00050
(福)パーソナル・アシスタンス
とも

障害児相談支援 浦安市 正規 随時 1 ◎その他 不問 望む ～64 182,000 ～ 262,500 一般

2203-00052 (福)パーソナル・アシスタンスとも (障）就労継続支援(B型) 浦安市 正規 随時 1 不問  ◎普通 不問 専卒 ～64 180,000 ～ 262,500 一般

2203-00056 (福)パーソナル・アシスタンスとも (障）相談支援 浦安市 非・パ 随時 1
○社会福祉士 ○精神保健福祉士
 ○臨床心理士 ○保健師

 △普通 望む 専卒 ～64 (時) 1,300 ～ 1,600 一般

2203-00058 (福)パーソナル・アシスタンスとも 放課後等デイサービス 浦安市 非・パ 随時 2 △保育士 △児童指導員 △社会福祉士  ◎普通 不問 専卒 不問 (時) 1,000 ～ 1,300 一般

2203-00038 (福)清風会 通所介護 市原市 正規 随時 1
◎社会福祉主事 △介護福祉士
 △介護職員初任者研修

不問 不問 ～59 165,000 ～ 222,400 新卒・一般

2203-00116 (福)一路会
(障）生活介護
（主に知的）

市川市 常勤 随時 6 △介護職員初任者研修  ◎普通 不問 高卒 不問 180,000 一般

2203-00150
ブロッサムジュニア 市川大
野教室

児童発達支援
（センター）

市川市 正規 随時 1 ◎その他  ◎普通 不問 不問 210,000 ～ 250,000 新卒・一般

2203-00220
(福)桐和会
タムスさくらの杜 市川

特別養護老人ホーム 市川市 正規 随時 1 ○社会福祉士 ○社会福祉主事  ◎普通 不問 ～59 245,700 ～ 314,600 一般

2203-00181 千葉西総合病院 相談 松戸市 正規 随時 3
○社会福祉士
○社会福祉士取得見込
 ○精神保健福祉士

 △普通 不問 ～40 201,964 ～ 207,574 新卒・一般

2203-00139 (福)松戸市社会福祉協議会 社会福祉協議会 松戸市 非・パ 2022/4/1 1 不問  ◎AT 不問 専卒 ～65 (時) 1,380 ～ 1,460 新卒・一般

2203-00159 (福)松戸市社会福祉協議会 社会福祉協議会 松戸市 非・パ 随時 1
○保育士 ○看護師 ○幼稚園教諭
○社会福祉士

 ◎AT 望む ～65 (時) 1,270 新卒・一般

2203-00233 大成会 (障）相談支援（主に身体） 成田市 正規 随時 1 ○精神保健福祉士 ○社会福祉士  ◎AT 不問 専卒 不問 210,200 ～ 288,000 新卒・一般

2203-00180 みらいホーム 児童養護施設 千葉市中央区 非・パ 随時 1 不問 不問 不問 専卒 不問 (時) 1,050 ～ 1,150 新卒・一般

2203-00198
独立行政法人地域
医療機能推進機構
千葉病院附属(老健)

介護老人保健施設 千葉市中央区 正規 随時 1 ◎介護支援専門員 △社会福祉士 不問 不問 不問 210,900 ～ 333,000 一般

6 ＊資格要件の凡例：◎必須　○いずれか一つは必須　△望む



求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢 給 与（円） 備考

2203-00014
住宅型有料老人ホーム
ロイヤルアスコット千葉

訪問介護 千葉市緑区 正規 随時 1
○介護職員初任者研修 ○実務者研修
 ○介護福祉士

 ○AT
○普通

望む 不問 170,000 ～ 210,000 一般

2203-00066 特定非営利活動法人リンク
その他の福祉施設
・事業

千葉市緑区 正規 2022/4/1 1
△社会福祉士 △精神保健福祉士
△臨床心理士 △その他

 ◎普通 望む 不問 185,000 ～ 250,000 新卒・一般

2203-00192
船橋市三山・田喜野井
地域包括支援センター

地域包括支援センター 船橋市 正規 随時 1 ◎社会福祉士 不問 望む ～65 250,000 ～ 287,500 一般

2203-00212 (特養)八千代城 地域包括支援センター 八千代市 正規 随時 1
◎社会福祉士 △精神保健福祉士
 △主任介護支援専門員 △介護支援専門
員

 ◎AT 望む 不問 206,024 ～ 236,952 新卒・一般

2203-00222 八千代市役所子ども相談センター 市町村福祉担当課 八千代市 非・パ 2022/4/1 1
○社会福祉士 ○精神保健福祉士
○保健師 ○その他

 △普通 必須 大卒 不問 (時) 1,729 ～ 1,766 新卒・一般

2203-00120 (福)清明会 地域包括支援センター 八千代市 正規 随時 2 ○社会福祉士 ○主任介護支援専門員
 ○普通
○AT

不問 ～59 188,800 ～ 250,200 一般

2203-00081 (福)ワーナーホーム
(障）共同生活援助
（主に精神）

複数あり
（別途記載）

正規 随時 3
△社会福祉士 △精神保健福祉士 △介護
支援専門員 △介護職員初任者研修

 ◎普通 必須 不問 201,000 ～ 301,000 一般

2203-00029 (株)マザーライク 放課後等デイサービス
複数あり
（別途記載）

正規 随時 2
○理学療法士 ○作業療法士
○言語聴覚士 ○臨床心理士

不問 望む ～65 260,000 一般

2203-00035 (株)マザーライク 放課後等デイサービス
複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 6
○保育士 ○社会福祉士
○精神保健福祉士 ○小・中・高教諭

不問 望む 不問 (時) 1,300 一般

2203-00162 ウィズ
(障）共同生活援助
（主に精神）

複数あり
（別途記載）

正規 随時 3
△精神保健福祉士 △社会福祉士
 △介護福祉士

 ◎普通 望む 高卒 ～64 195,000 ～ 250,000 新卒・一般

2203-00034 (株)マザーライク 放課後等デイサービス
複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 6
○理学療法士 ○作業療法士
 ○言語聴覚士 ○臨床心理士

不問 望む 不問 (時) 1,400 一般

2203-00075 どれみあーと倶楽部タッチ 放課後等デイサービス
複数あり
（別途記載）

正規 随時 2
○保育士 ○小・中・高教諭
○養護学校教諭 ○社会福祉士

 ◎普通 望む 高卒 ～65 224,321 ～ 279,811 一般

2203-00230
(株)慶応ゼミナール Hearty
キッズ

放課後等デイサービス
複数あり
（別途記載）

正規 随時 1 ◎児童指導員  ◎普通 不問 不問 220,000 ～ 260,000 新卒・一般

2203-00231
(株)慶応ゼミナール Hearty
キッズ

放課後等デイサービス
複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 3 ◎児童指導員  ◎普通 不問 不問 (時) 1,100 ～ 1,600 新卒・一般

2203-00069 野田芽吹学園
（障）障害者支援施
設（施設入所支援＋
生活介護）（主に知

野田市 正規 随時 2
△介護職員初任者研修 △社会福祉主事
△介護福祉士 △保育士

 △普通 不問 専卒 不問 159,500 ～ 218,600 新卒・一般

7 ＊資格要件の凡例：◎必須　○いずれか一つは必須　△望む



求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢 給 与（円） 備考

■介護支援専門員

1200-

求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢給 与（円） 備考

2203-00037 (福)清風会
地域密着型介護老
人福祉施設入所者
生活介護

市原市 正規 随時 1 ◎介護支援専門員 不問 望む 18～59 210,000 ～ 250,000 新卒・一般

2203-00122 (特養)太陽と緑の家 居宅介護支援事業 市川市 正規 随時 2
◎介護支援専門員
△主任介護支援専門員

不問 不問 ～69 245,000 一般

2203-00085 千葉市あんしんケアセンター幕張 介護予防支援事業
千葉市
花見川区

非・パ 随時 2 ◎介護支援専門員 不問 不問 不問 (時) 1,220 ～ 1,526 一般

2203-00193 千葉市あんしんケアセンター幕張 介護予防支援事業
千葉市
花見川区

非・パ 随時 2 ◎介護支援専門員 不問 不問 不問 (時) 1,220 ～ 1,526 一般

2203-00062 千葉市あんしんケアセンター幕張 介護予防支援事業
千葉市
花見川区

非・パ 随時 2 ◎介護支援専門員 不問 不問 不問 (時) 1,220 ～ 1,526 一般

2203-00163 (特養)八千代城 地域包括支援センター 八千代市 非・パ 随時 1
○介護支援専門員 ○主任介護支援専門
員
 ○社会福祉士 ○保健師

 ○AT 望む 不問 (時) 1,250 ～ 1,500 一般

2203-00157 (特養)八千代城 居宅介護支援事業 八千代市 正規 随時 1 ◎介護支援専門員
 ○普通
○AT

必須 ～70 183,816 ～ 226,952 一般

2203-00008 居宅介護支援センター愛敬 居宅介護支援事業 八千代市 正規 随時 1 ○介護支援専門員 ○介護支援専門員取得見込
 ○普通
○AT

望む 不問 (年) 3,600,000 ～ 4,200,000 一般

2203-00114 (株)ファーストステージ 居宅介護支援事業
複数あり
（別途記載）

正規 随時 3
○介護支援専門員
○介護支援専門員取得見込
△主任介護支援専門員

 △普通 不問 不問 255,000 一般

■看護職
1200-

求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢給 与（円） 備考

2203-00093 (特養)ハートヴィレッヂ 特別養護老人ホーム 印西市 正規 随時 1 ○看護師 ○准看護師 不問 不問 ～60 230,000 ～ 336,000 一般

2203-00051 (福)パーソナル・アシスタンスとも その他の障害者福祉共通 浦安市 正規 随時 3 ○看護師 ○准看護師 不問 望む 専卒 ～64 230,000 ～ 320,000 一般

2203-00048 (福)パーソナル・アシスタンスとも
その他の障害者
福祉共通

浦安市 正規 随時 1 ○看護師 ○准看護師  △普通 望む 専卒 ～64 255,000 ～ 345,000 一般

2203-00055 (福)パーソナル・アシスタンスとも
その他の障害者
福祉共通

浦安市 非・パ 随時 1 ○看護師 ○准看護師  △普通 望む 専卒 不問 (日) 19,800 ～ 22,000 一般

8 ＊資格要件の凡例：◎必須　○いずれか一つは必須　△望む



求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢 給 与（円） 備考

2203-00228
児童発達支援センター
きみつ愛児園

児童発達支援
（センター）

君津市 非・パ 随時 1 ◎看護師 不問 必須 不問 (日) 8,421 一般

2203-00121 (特養)太陽と緑の家 通所介護 市川市 正規 随時 1 ○看護師 ○准看護師 不問 不問 ～69 269,000 ～ 274,000 一般

2203-00117 (福)一路会
(障）生活介護
（主に知的）

市川市 常勤 随時 1 ◎看護師  △普通 必須 専卒 不問 224,900 一般

2203-00118 (福)一路会
(障）生活介護
（主に知的）

市川市 非・パ 随時 1 ◎看護師 不問 必須 専卒 不問 (時) 1,400 一般

2203-00202 (特養)習志野偕生園 通所介護 習志野市 非・パ 随時 1 ◎看護師 不問 不問 不問 (時) 3,070 ～ 3,090 新卒・一般

2203-00045
かがやきデイサービス
千葉さつきが丘

通所介護 千葉市花見川区 非・パ 随時 2 ○看護師 ○准看護師 不問 不問 ～64 (時) 1,540 ～ 1,640 一般

2203-00012 (特養)桐花園 特別養護老人ホーム
千葉市花見
川区

正規 随時 2 ○看護師 ○准看護師 不問 不問 高卒 ～59 204,000 ～ 234,000 一般

2203-00078 (特養)更科ホーム 特別養護老人ホーム 千葉市若葉区 正規 随時 3 ○看護師 ○准看護師  △普通 不問 不問 260,000 ～ 298,000 一般

2203-00111 千葉市社会福祉協議会 特別養護老人ホーム 千葉市中央区 正規 随時 1 ◎看護師 不問 不問 ～59 241,385 ～ 283,630 一般

2203-00176 (株)キッズコーポレーション 保育所 千葉市中央区 非・パ 随時 1 ○看護師 ○准看護師 不問 望む 不問 (時) 1,650 ～ 1,850 一般

2203-00074 (株)アンテック 通所介護 柏市 正規 随時 1 ○看護師 ○准看護師  △AT 不問 ～69 220,000 ～ 250,000 一般

2203-00039 (株)アンテック 通所介護 柏市 非・パ 随時 1 ○看護師 ○准看護師  △AT 不問 ～69 (時) 1,300 ～ 1,500 一般

2203-00213 (株)アンテック 通所介護 八街市 非・パ 随時 1 ◎准看護師  ◎AT 不問 ～69 (時) 1,300 ～ 1,500 一般

2203-00155 (特養)八千代城 特別養護老人ホーム 八千代市 正規 随時 2 ○看護師 ○准看護師 △保健師 不問 不問 ～70 203,816 ～ 240,536 一般

2203-00032 (株)マザーライク 訪問介護
複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 3 ○看護師 ○准看護師 不問 不問 不問 (時) 1,530 ～ 1,730 一般

■保育職

1200-

求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢給 与（円） 備考

2203-00185 (株)キッズコーポレーション 保育所
印旛郡
酒々井町

正規 随時 1 ◎保育士取得見込 不問 不問 ～62 230,000 新卒のみ

9 ＊資格要件の凡例：◎必須　○いずれか一つは必須　△望む



求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢 給 与（円） 備考

2203-00184 (株)キッズコーポレーション 保育所
印旛郡
酒々井町

正規 随時 1 ◎保育士 不問 不問 ～62 230,000 ～ 274,400 一般

2203-00215 (株)キッズコーポレーション 保育所
印旛郡
酒々井町

非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 不問 18～ (時) 1,200 ～ 1,400 一般

2203-00049 (福)パーソナル・アシスタンスとも 児童発達支援（センター） 浦安市 非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 不問 不問 (時) 1,000 ～ 1,500 一般

2203-00227
児童発達支援センター
きみつ愛児園

児童発達支援
（センター）

君津市 常勤 随時 1 ◎保育士 不問 望む 不問 180,851 一般

2203-00133 重心通所うちゃこ
医療型児童発達支
援
（センター）

山武市 正規 随時 1 ◎保育士 不問 不問 不問 180,000 ～ 210,000 一般

2203-00170 ココファン・ナーサリーもねの里 保育所 四街道市 正規 随時 1 ◎保育士 △幼稚園教諭 不問 不問 専卒 ～60 228,000 ～ 245,100 新卒・一般

2203-00182 (株)キッズコーポレーション 保育所 市川市 非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 望む 18～ (日) 22,300 ～ 23,000 一般

2203-00183 (株)キッズコーポレーション 保育所 市川市 正規 随時 1 ◎保育士 不問 不問 ～62 245,500 ～ 290,000 一般

2203-00142
ブロッサムジュニア
 市川大野教室

児童発達支援
（センター）

市川市 正規 随時 1 ◎保育士  ◎普通 不問 不問 210,000 ～ 250,000 新卒・一般

2203-00063 きららの杜保育園南行徳 保育所 市川市 非・パ 随時 3 ◎保育士 不問 不問 不問 (時) 1,300 一般

2203-00064 きららの杜保育園原木中山 保育所 市川市 非・パ 随時 3 ◎保育士 不問 不問 不問 (時) 1,300 一般

2203-00236 ゆずの木 保育所 市川市 正規 随時 3 ◎保育士 不問 不問 専卒 ～59 204,200 ～ 209,300 一般

2203-00238 ゆずの木 保育所 市川市 正規 随時 3 ◎保育士 不問 不問 専卒 ～59 204,200 ～ 209,300 一般

2203-00237 ゆずの木 保育所 市川市 正規 随時 2 ◎保育士 不問 不問 専卒 ～59 204,200 ～ 209,300 一般

2203-00214 (株)キッズコーポレーション 保育所 松戸市 正規 随時 1 ◎保育士 不問 不問 18～62 250,000 ～ 294,400 一般

2203-00217 (株)キッズコーポレーション 保育所 松戸市 正規 随時 1 ◎保育士 不問 不問 18～62 250,000 ～ 294,400 一般

2203-00204 (株)キッズコーポレーション 保育所 松戸市 非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 望む 不問 (時) 1,200 ～ 1,400 一般

2203-00218 (株)キッズコーポレーション 保育所 松戸市 非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 不問 18～ (時) 1,200 ～ 1,400 一般

10 ＊資格要件の凡例：◎必須　○いずれか一つは必須　△望む



求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢 給 与（円） 備考

2203-00173 ココファン・ナーサリー稲毛 保育所 千葉市稲毛区 正規 随時 1 ◎保育士 △幼稚園教諭 不問 不問 専卒 ～60 228,000 ～ 245,100 新卒・一般

2203-00172 ココファン・ナーサリー稲毛東 保育所 千葉市稲毛区 正規 随時 1 ◎保育士 △幼稚園教諭 不問 不問 専卒 ～59 228,000 ～ 245,100 新卒・一般

2203-00165 (株)キッズコーポレーション 保育所 千葉市中央区 正規 随時 1 ◎保育士 不問 不問 ～62 250,000 ～ 294,500 一般

2203-00175 (株)キッズコーポレーション 保育所 千葉市中央区 非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 不問 不問 (時) 1,200 ～ 1,400 一般

2203-00177 (株)キッズコーポレーション 保育所 千葉市中央区 非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 不問 不問 (時) 1,200 ～ 1,400 一般

2203-00178 (株)キッズコーポレーション 保育所 千葉市美浜区 非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 望む 不問 (時) 1,200 ～ 1,400 一般

2203-00171 ココファン・ナーサリーおゆみ野 保育所 千葉市緑区 正規 随時 1 ◎保育士 △幼稚園教諭 不問 不問 専卒 ～59 228,000 ～ 245,100 新卒・一般

2203-00174 ココファン・ナーサリー西船橋 保育所 船橋市 正規 随時 1 ◎保育士 △幼稚園教諭 不問 不問 専卒 ～60 228,000 ～ 245,100 新卒・一般

2203-00191 (株)キッズコーポレーション 保育所 船橋市 非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 不問 18～ (時) 1,200 ～ 1,400 一般

2203-00168 ココファン・ナーサリー柏豊四季台 保育所 柏市 正規 随時 1 ◎保育士 不問 不問 専卒 ～60 228,000 ～ 245,100 新卒・一般

2203-00179 ココファン・ナーサリー柏の葉 保育所 柏市 非・パ 随時 1 ◎保育士 △幼稚園教諭 不問 不問 専卒 不問 (時) 1,100 ～ 1,550 一般

2203-00080 学校法人みくに学園 認定こども園 柏市 非・パ 随時 3
○保育士 △幼稚園教諭
 ○保育士取得見込 △幼稚園教諭取得見
込

不問 不問 不問 (時) 1,100 一般

2203-00188 (株)キッズコーポレーション 保育所 柏市 正規 2022/4/1 1 ◎保育士取得見込 不問 不問 ～62 230,000 新卒のみ

2203-00079 学校法人みくに学園 認定こども園 柏市 正規 随時 3
○保育士 △幼稚園教諭
○保育士取得見込 △幼稚園教諭取得見
込

不問 不問 不問 240,000 ～ 380,000 一般

2203-00169
ココファン・ナーサリー
柏の葉分園ニーノ

保育所 柏市 正規 随時 1 ◎保育士 △幼稚園教諭 不問 不問 ～59 228,000 ～ 245,100 新卒・一般

2203-00167
ココファン・ナーサリー
柏の葉

保育所 柏市 正規 随時 1 ◎保育士 △幼稚園教諭 不問 不問 専卒 ～60 228,000 ～ 245,100 新卒・一般

2203-00208 (株)キッズコーポレーション 保育所 白井市 非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 不問 不問 (時) 1,150 ～ 1,350 一般

2203-00216 (株)キッズコーポレーション 保育所 八千代市 非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 不問 18～ (日) 20,600 一般

11 ＊資格要件の凡例：◎必須　○いずれか一つは必須　△望む



求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢 給 与（円） 備考

2203-00232 大成会
福祉型障害児
入所施設

複数あり
（別途記載）

正規 随時 4
○保育士 ○保育士取得見込
 △児童指導員 △児童指導員取得見込

 ◎AT 不問 専卒 不問 162,800 ～ 188,700 新卒・一般

2203-00011 スマイル・キッズ増尾
児童発達支援
（センター）

複数あり
（別途記載）

正規 随時 4
○保育士 ○児童指導員
 ○精神保健福祉士 ○作業療法士

 ◎普通 不問 高卒 不問 220,000 ～ 280,000 新卒・一般

2203-00205 (株)キッズコーポレーション 保育所
複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 望む 不問 (時) 1,800 ～ 2,000 一般

2203-00024 (株)マザーライク 保育所
複数あり
（別途記載）

正規 随時 4 ◎保育士 不問 望む ～65 233,500 ～ 275,500 一般

2203-00207 (株)キッズコーポレーション 保育所
複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 必須 不問 (時) 1,800 ～ 2,000 一般

2203-00190 (株)キッズコーポレーション 保育所 茂原市 非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 不問 不問 (時) 1,100 ～ 1,300 一般

2203-00137 慶櫻市野谷保育園 保育所 流山市 非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 不問 専卒 ～59 (時) 1,100 ～ 1,350 新卒・一般

2203-00136 慶櫻市野谷保育園 保育所 流山市 正規 随時 2 ◎保育士 不問 不問 専卒 ～59 243,000 ～ 293,000 新卒・一般

2203-00091
アートチャイルドケア
南流山保育園

保育所 流山市 非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 望む 不問 (時) 1,050 一般

2203-00145 慶櫻ゆりのき保育園 保育所 流山市 正規 随時 2 ◎保育士 不問 不問 専卒 ～59 243,000 ～ 293,000 一般

2203-00103
きゃんばす流山
おおたかの森保育園

保育所 流山市 非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 不問 ～64 (時) 1,100 一般

2203-00143 慶櫻ゆりのき保育園 保育所 流山市 非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 不問 専卒 ～59 (時) 1,100 ～ 1,350 新卒・一般

2203-00090
アートチャイルドケア
南流山保育園

保育所 流山市 正規 随時 1 ◎保育士 不問 望む ～59 246,500 新卒・一般

2203-00146 慶櫻ゆりのき保育園 保育所 流山市 非・パ 随時 1 ◎保育士 不問 不問 専卒 ～59 (時) 960 ～ 1,000
一般

保育補助

2203-00138 慶櫻市野谷保育園 保育所 流山市 非・パ 随時 1 不問 不問 不問 専卒 ～59 (時) 960 ～ 1,000
新卒・一般
保育補助

■その他

1200-

求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢給 与（円） 備考

2203-00027 (株)マザーライク (障）共同生活援助
複数あり
（別途記載）

正規 随時 1 ◎その他
 ○普通
○AT

不問 ～65 273,000 ～ 323,000
一般

サービス管理
責任者

12 ＊資格要件の凡例：◎必須　○いずれか一つは必須　△望む



求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢 給 与（円） 備考

2203-00140 (福)温光会 特別養護老人ホーム 千葉市美浜区 正規 随時 1 △介護福祉士 ◎実務者研修 不問 望む ～44 187,250 ～ 230,000
一般

サービス提供
責任者

2203-00115 (株)ファーストステージ 訪問介護
複数あり
（別途記載）

正規 随時 2 ○実務者研修 ○介護福祉士 ○介護職員基礎研修  △普通 不問 不問 235,000
一般

サービス提供
責任者

2203-00026 (株)マザーライク 訪問介護
複数あり
（別途記載）

正規 随時 3 ○介護福祉士 ○実務者研修
 △普通
△AT

不問 ～65 216,000 ～ 276,000
一般

サービス提供
責任者

2203-00057 (福)パーソナル・アシスタンスとも 放課後等デイサービス 浦安市 正規 随時 1 ◎言語聴覚士
 △普通△

AT
不問 ～64 205,000 ～ 290,000

一般
セラピスト

2203-00054 (福)パーソナル・アシスタンスとも (障）生活介護（主に身体） 浦安市 正規 随時 1 ◎言語聴覚士
 △普通△

AT
不問 ～64 250,000 ～ 320,000

一般
セラピスト

2203-00148
ブロッサムジュニア
 市川大野教室

児童発達支援（センター） 市川市 正規 随時 1 ◎作業療法士  ◎普通 不問 不問 240,000 ～ 280,000
新卒・一般
セラピスト

2203-00144
ブロッサムジュニア
 市川大野教室

児童発達支援
（センター）

市川市 正規 随時 1 ◎言語聴覚士  ◎普通 不問 不問 240,000 ～ 280,000
新卒・一般
セラピスト

2203-00149
ブロッサムジュニア
 市川大野教室

児童発達支援
（センター）

市川市 正規 随時 1 ◎臨床心理士  ◎普通 不問 不問 240,000 ～ 280,000
新卒・一般
セラピスト

2203-00147
ブロッサムジュニア
 市川大野教室

児童発達支援（センター） 市川市 正規 随時 1 ◎その他  ◎普通 不問 不問 240,000 ～ 280,000
新卒・一般
セラピスト

2203-00223 (特養)習志野偕生園 通所介護 習志野市 常勤 随時 1 ◎その他 不問 不問 不問 256,000
新卒・一般
セラピスト

2203-00125 千葉県市原健康福祉センター 婦人相談所 市原市 非・パ 2022/4/1 1 ○その他 不問 望む 不問 176,700 ～ 181,000
一般

その他

2203-00101 千葉メンテナンスセンター 福祉用具貸与 千葉市美浜区 常勤 随時 2 不問 不問 不問 高卒 ～60 170,710 ～ 238,530
新卒・一般

その他

2203-00061 富里市自立生活支援相談窓口 福祉事務所 富里市 正規 随時 1 ○社会福祉士 ○精神保健福祉士  ◎普通 望む 不問 170,000 ～ 220,000
一般

その他

2203-00131 (株)ニチイ学館千葉支店 特定施設入居者生活介護 千葉市稲毛区 正規 随時 1 ◎介護福祉士 不問 必須 高卒 ～59 222,170
一般

ユニット
リーダー

2203-00151 (株)アンテック 通所介護 印西市 非・パ 随時 1 不問  ◎AT 不問 ～69 (時) 960
一般

運転手

2203-00119 (福)一路会
(障）生活介護
（主に知的）

市川市 非・パ 随時 1 不問  ◎大型 不問 高卒 不問 (時) 1,050
一般

運転手

2203-00036 (株)マザーライク 訪問介護
複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 2 不問
 ○普通
○AT

不問 不問 (時) 990
一般

運転手

2203-00033 (株)マザーライク (障）共同生活援助
複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 3 不問 不問 不問 不問 (時) 1,010
一般

介護補助

2203-00224 (株)アングル 通所介護 いすみ市 正規 随時 1 ○介護福祉士 ○社会福祉士 ○社会福祉主事  ◎AT 望む ～69 200,000 ～ 273,500
一般

管理者

13 ＊資格要件の凡例：◎必須　○いずれか一つは必須　△望む



求人票番号 施　設　名 業務種別 就業先 雇用形態 雇用開始日 募集人数 福 祉 資 格 運転免許 業務経験 学 歴 年 齢 給 与（円） 備考

2203-00083 (株)アンテック 通所介護 印西市 正規 随時 1
○介護福祉士 ○社会福祉士 ○社会福祉
主事

 ◎AT 望む ～69 240,000
一般

管理者

2203-00219 (株)アングル 通所介護 八街市 正規 随時 1 ○介護支援専門員 ○介護福祉士  ◎AT 必須 ～69 (時) 245,500 ～ 280,500
一般

管理者

2203-00076 どれみあーと倶楽部タッチ 児童発達支援（センター）
複数あり
（別途記載）

正規 随時 3 不問  ◎普通 望む 高卒 ～65 274,988 ～ 351,523
一般

管理者

2203-00164 (株)舞浜コーポレーション 障害者関係総合施設
複数あり
（別途載）

正規 随時 3 不問  △普通 不問 不問 200,000 ～ 250,000
一般

管理者

2203-00041
(福)鎌ケ谷市
社会福祉協議会

社会福祉協議会 鎌ケ谷市 正規 2022/6/1 1 不問  ◎普通 不問 高卒 ～35 161,895 ～ 195,865
新卒・一般

事務職

2203-00023 (福)習志野市社会福祉協議会 社会福祉協議会 習志野市 非・パ 2022/5/2 1 不問 不問 不問 不問 (時) 1,000 ～ 1,150
一般

事務職

2203-00141
ブロッサムジュニア
 市川大野教室

児童発達支援（センター） 市川市 正規 随時 1 ◎その他  ◎普通 不問 不問 260,000 ～ 350,000
新卒・一般

児童発達支援
管理責任者

2203-00077 どれみあーと倶楽部タッチ 児童発達支援（センター）
複数あり
（別途記載）

正規 随時 1
○養護学校教諭 ○精神保健福祉士
 ○社会福祉士 ○その他

 ◎普通 必須 高卒 ～65 271,546 ～ 306,965
一般

児童発達支援
管理責任者

2203-00010 スマイル・キッズ増尾 児童発達支援（センター）
複数あり
（別途記載）

正規 随時 1
○保育士 ○児童指導員
 ○社会福祉士 ○小・中・高教諭

 ◎普通 不問 高卒 不問 263,000 ～ 297,000
一般

児童発達支援
管理責任者

2203-00229
(株)慶応ゼミナール
 Hearty キッズ

放課後等デイサービス
複数あり
（別途記載）

正規 随時 1 不問  ◎普通 必須 不問 280,000 ～ 330,000
新卒・一般

児童発達支援
管理責任者

2203-00028 (株)マザーライク 放課後等デイサービス 複数あり（別途記載） 正規 随時 2 ○その他
 ○普通
○AT

不問 ～65 268,000 ～ 298,000
一般

児童発達支援
管理責任者

2203-00226
児童発達支援センター
きみつ愛児園

児童発達支援
（センター）

君津市 非・パ 随時 1 △調理師 不問 不問 不問 (時) 980
一般

調理員

2203-00073 タムスさくらの杜船橋 特別養護老人ホーム 船橋市 正規 随時 1 △調理師 △栄養士 不問 不問 ～59 201,000 ～ 249,300
一般

調理員

2203-00206 (株)キッズコーポレーション 保育所 野田市 非・パ 随時 1 ○調理師 ○栄養士 ○管理栄養士 不問 不問 不問 (時) 1,000
一般

調理員

14 ＊資格要件の凡例：◎必須　○いずれか一つは必須　△望む




