
 

 

 

＊＊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。 

   ④応募の際には紹介状を発行しますのでご一報ください。 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

《お知らせ》 

＊令和４年度 就職フェアを開催します。８月２１日（日）13時〜16時 ホテルポートプラザちば（千葉みなと駅前）で実施します 

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。 

 ＊「職場体験」の申込が始まりました。詳しくは、千葉県福祉人材センターまでお問合せ下さい。 

＊福祉のしごと施設紹介～オンデマンド配信～が始まります。好きな時間、場所でみることができます。同封のチラシをご確認ください。 

＊千葉県福祉人材センターではいろいろな就労支援の行事を実施いたします。情報収集に、千葉県福祉人材センターの HPを閲覧下さい。 

＊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。 

＊保育のしごと就職フェスタ、保育のしごと施設紹介～オンデマンド配信～があります。是非ご参加ください。 

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  

   《求人番号で検索》 ※この求人情報よりもさらに詳しい求人票内容を「福祉のお仕事」サイトから確認できます。 

   『千葉県福祉人材センター』HP⇒福祉の「お仕事」検索⇒仕事をお探しの方 仕事を探す⇒求人検索⇒✙さらに詳しい検索条件を入力する⇒求人番号入力 

   一番左のマスには１２００と入力してください。 

例：求人票番号 ２２０３－００００１ の場合 

―        ― 

 

☆ご自身の条件を入力して気になる求人を検索することもできます。気になる求人票があり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 ２２００３ 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 備考

2207-00124 (特養)プレーゲ本埜 特別養護老人ホーム 印西市 正規 2023/3/16 2 △介護福祉士 △社会福祉士 △介護職員基礎研修  △普通 不問 高卒 不問 163,000 ～ 227,000 新卒のみ

2207-00172 (特養)プレーゲ本埜 特別養護老人ホーム 印西市 正規 随時 2
△介護福祉士 △社会福祉士
 △介護職員基礎研修 △社会福祉主事

 △普通 不問 高卒 不問 170,000 ～ 227,000 一般

2207-00012 (特養)うらやす和楽苑 特別養護老人ホーム 浦安市 正規 随時 5 △介護福祉士 △介護職員初任者研修 不問 不問 高卒 ～65 232,000 ～ 278,000 一般

2207-00013 (特養)うらやす和楽苑 認知症対応型通所介護 浦安市 非・パ 随時 3 不問 不問 不問 高卒 不問 (時) 955 ～ 1,200 一般

2207-00028 (特養)うらやす和楽苑 特別養護老人ホーム 浦安市 非・パ 随時 3 不問 不問 不問 高卒 不問 (時) 955 ～ 1,200 一般

2207-00081
こひつじ鎌ケ谷デイサービス
センターショートステイ

短期入所生活介護 鎌ヶ谷市 正規 随時 1 ○介護福祉士 ○介護職員初任者研修 不問 望む ～64 181,000 ～ 191,000 一般

2207-00143 (株)グランディック
特定施設入居者
生活介護

鎌ヶ谷市 正規 随時 4
○介護福祉士 ○実務者研修修了見込
 ○実務者研修 ○介護職員初任者研修

 △普通 望む ～60 168,800 ～ 246,300 新卒・一般

2207-00144 (株)グランディック
特定施設入居者
生活介護

鎌ヶ谷市 非・パ 随時 4 不問 不問 不問 不問 (時) 1,156 ～ 1,250 新卒・一般

2207-00082
こひつじ鎌ケ谷デイサービス
センターショートステイ

通所介護 鎌ヶ谷市 非・パ 随時 2 ○介護福祉士 ○介護職員初任者研修  △普通 不問 不問 (時) 1,063 ～ 1,080 一般

2207-00080
こひつじ鎌ケ谷デイサービス
センターショートステイ

短期入所生活介護 鎌ヶ谷市 非・パ 随時 2 ○介護福祉士 ○介護職員初任者研修 不問 望む 不問 (時) 1,063 ～ 1,080 一般

2207-00075 (老健)メディケア51 介護老人保健施設 市原市 正規 随時 2
△介護福祉士 △介護福祉士取得見込
△実務者研修 △介護職員初任者研修

不問 望む 高卒 ～64 173,750 ～ 266,000 一般

2207-00076 (老健)メディケア51 介護老人保健施設 市原市 非・パ 随時 2 △介護福祉士 △介護職員初任者研修 不問 不問 高卒 ～64 (時) 1,000 ～ 1,300 新卒・一般

2207-00072 (株)友乃家 訪問介護 市原市 正規 随時 10 ◎介護職員初任者研修  △普通 望む ～65 239,000 ～ 320,000 新卒・一般

2207-00158 ＳＯＭＰＯケア(株) 有料老人ホーム 市川市 正規 随時 10 不問 不問 不問 ～64 172,700 ～ 202,300 新卒・一般

2207-00086 習志野市立東部デイサービスセンター 通所介護 習志野市 非・パ 随時 1 不問  △普通 不問 高卒 不問 (時) 1,080 ～ 1,150 一般

2207-00130 (福)江戸川豊生会 特別養護老人ホーム 習志野市 非・パ 随時 2
△介護福祉士 △実務者研修
 △介護職員初任者研修

不問 望む ～72 (時) 1,060 ～ 1,280 新卒・一般

2207-00044 特定非営利活動法人じょいんと 放課後等デイサービス 習志野市 正規 随時 2
○介護福祉士 ○保育士 ○児童指導員
 ○介護職員初任者研修

 ◎普通 不問 不問 200,000 新卒・一般

2207-00156 ＳＯＭＰＯケア(株) 有料老人ホーム 習志野市 正規 随時 4 不問 不問 不問 ～64 169,900 ～ 197,800 新卒・一般

2207-00184
松戸地域福祉事業所
あじさい

通所介護 松戸市 非・パ 随時 2 不問 不問 望む 不問 (時) 955 新卒・一般

給 与（円）

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 備考給 与（円）

2207-00058 ＡＬＳＯＫ介護(株) 有料老人ホーム 松戸市 正規 随時 2 ○介護福祉士 ○実務者研修 ○介護職員初任者研修 不問 望む 高卒 ～65 175,500 ～ 200,000 一般

2207-00154 ＳＯＭＰＯケア(株) 有料老人ホーム 成田市 正規 随時 2 不問 不問 不問 ～64 172,700 ～ 202,300 新卒・一般

2207-00067 エスケアステーション千葉稲毛 短期入所生活介護 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
 ○介護職員基礎研修 ○ヘルパー１級

 △普通 望む ～65 174,500 ～ 180,750 一般

2207-00083 グループホーム横戸
認知症対応型
共同生活介護

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) 1,063 ～ 1,080 一般

2207-00150
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) 1,200 ～ 1,320 一般

2207-00007 (特養)桐花園 特別養護老人ホーム 千葉市花見川区 非・パ 随時 2 ○介護職員初任者研修 ○介護福祉士 不問 望む 不問 (時) 1,300 一般

2207-00006 (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 3 ○介護福祉士 ○介護職員初任者研修 不問 望む 高卒 ～59 172,000 ～ 207,100 新卒・一般

2207-00118 (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

2207-00125 (特養)ちば美香苑 通所介護 千葉市若葉区 非・パ 随時 1 △介護福祉士 △実務者研修 △介護職員初任者研修 不問 望む 不問 (時) 1,000 ～ 1,100 一般

2207-00148 (特養)ちば美香苑 特別養護老人ホーム 千葉市若葉区 正規 随時 2 △介護福祉士 △実務者研修 ◎介護職員初任者研修 不問 望む 不問 199,300 ～ 267,800 新卒・一般

2207-00045 (特養)ちば美香苑
認知症対応型
共同生活介護

千葉市若葉区 非・パ 随時 1 △介護福祉士 △実務者研修 △介護職員初任者研修 不問 望む 不問 (時) 1,000 ～ 1,100 一般

2207-00170 (特養)ちば美香苑
認知症対応型
共同生活介護

千葉市若葉区 正規 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 194,300 ～ 257,800 新卒・一般

2207-00069 (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 不問 不問 不問 専卒 不問 189,100 ～ 214,200 新卒・一般

2207-00147 (特養)あかいの郷 特別養護老人ホーム 千葉市中央区 非・パ 随時 2 △介護職員初任者研修 △実務者研修  △普通 望む 不問 (時) 1,000 ～ 1,300 一般

2207-00146 (特養)あかいの郷 特別養護老人ホーム 千葉市中央区 正規 随時 2 △介護職員初任者研修 △実務者研修  △普通 不問 不問 169,000 ～ 174,600 一般

2207-00166 ケアハウスはつらつ浜野
特定施設入居者
生活介護

千葉市中央区 正規 随時 1 ◎介護福祉士 不問 不問 高卒 ～64 176,830 ～ 243,150 一般

2207-00167 ケアハウスはつらつ浜野
特定施設入居者
生活介護

千葉市中央区 非・パ 随時 1 ◎介護職員初任者研修 不問 不問 高卒 不問 (時) 960 ～ 1,000 一般

2207-00151 医療法人グリーンエミネンス
介護医療院
（介護療養型医療
施設）

千葉市中央区 正規 随時 2 △介護福祉士 △実務者研修 不問 不問 ～62 170,600 ～ 199,600 新卒・一般

2207-00062 (福)温光会 特別養護老人ホーム 千葉市美浜区 非・パ 随時 2 不問 不問 不問 ～59 (時) 1,165 ～ 1,290 新卒・一般

2207-00011 (株)学研ココファン 訪問介護 千葉市美浜区 非・パ 随時 3 ○介護職員初任者研修 ○介護福祉士 不問 不問 不問 (時) 1,248 ～ 1,398 新卒・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 備考給 与（円）

2207-00128 千葉県千葉リハビリテーションセンター

障害者支援施設
（施設入所支援＋
自立訓練（機能））
（主に身体）

千葉市緑区 正規 随時 1 ◎介護福祉士 不問 不問 高卒 ～59 180,000 ～ 268,600 一般

2207-00108 習志野台みゆき苑 特別養護老人ホーム 船橋市 正規 随時 2 ○介護福祉士取得見込 ○社会福祉主事取得見込 不問 不問 不問 199,000 ～ 209,000 一般

2207-00110 習志野台みゆき苑 特別養護老人ホーム 船橋市 正規 随時 1 不問 不問 不問 不問 190,000 ～ 206,000 一般

2207-00061 ＡＬＳＯＫ介護(株) 有料老人ホーム 船橋市 正規 随時 2 ○介護福祉士 ○実務者研修 ○介護職員初任者研修 不問 望む 高卒 ～65 175,500 ～ 200,000 一般

2207-00047
障害者支援施設
ローゼンヴィラ藤原

障害者支援施設
（施設入所支援＋
生活介護）
（主に身体）

船橋市 正規 随時 2 △介護福祉士 不問 望む 不問 177,700 ～ 234,700 一般

2207-00010 (特養)プレーゲ船橋 特別養護老人ホーム 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

 ◎普通 不問 高卒 不問 163,000 ～ 223,000 新卒・一般

2207-00049 障害者支援施設ローゼンヴィラ藤原

障害者支援施設
（施設入所支援＋
生活介護）（主に身
体）

船橋市 正規 2022/3/16 3 不問 不問 不問 専卒 不問 204,600 ～ 224,600 新卒のみ

2207-00042 (老健)船橋うぐいす園 介護老人保健施設 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 ～64 177,332 ～ 243,220 新卒・一般

2207-00037 ほほえみの里かきつばた
認知症対応型
共同生活介護

大網白里市 正規 随時 2
△介護職員初任者研修 △ヘルパー１級
 △介護福祉士

 ◎普通 望む 高卒 不問 170,300 ～ 195,800 新卒・一般

2207-00153 ＳＯＭＰＯケア(株)
小規模多機能型
居宅介護

東金市 正規 随時 2 ◎介護職員初任者研修  ◎AT 不問 ～64 169,900 ～ 197,800 新卒・一般

2207-00141 (株)グランディック
特定施設入居者
生活介護

柏市 非・パ 随時 4 不問 不問 不問 不問 (時) 1,157 ～ 1,250 新卒・一般

2207-00066 パナソニックエイジフリー(株)
介護予防短期入
所
生活介護

柏市 正規 随時 1
○介護職員初任者研修 ○実務者研修
 ○社会福祉主事 ○介護福祉士

 ◎普通 不問 ～59 223,450 ～ 245,670 一般

2207-00159 ＳＯＭＰＯケア(株) 有料老人ホーム 柏市 正規 随時 1 不問 不問 不問 ～64 169,900 ～ 197,800 新卒・一般

2207-00129 (株)グランディック
特定施設入居者
生活介護

柏市 正規 随時 4
○介護福祉士 ○実務者研修修了見込
 ○実務者研修 ○介護職員初任者研修

 △普通 望む ～60 168,800 ～ 246,300 新卒・一般

2207-00064 パナソニックエイジフリー(株) 短期入所生活介護 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) 1,111 ～ 1,172 一般

2207-00068 パナソニックエイジフリー(株) 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
 ○社会福祉主事 ○介護福祉士

 ◎普通 不問 ～59 223,450 ～ 245,670 一般

2207-00168 (福)清郷会 特別養護老人ホーム 富里市 正規 随時 1
○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

 ○普通
○AT

望む 高卒 ～59 170,300 ～ 254,200 新卒・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 備考給 与（円）

2207-00022
あおぞらの里デイサービス/
有料老人ホームラ・ナシカ

特定施設入居者
生活介護

複数あり
（別途記載）

常勤 随時 4 不問  △普通 不問 不問 190,575 一般

2207-00023
あおぞらの里デイサービス/
有料老人ホームラ・ナシカ

特定施設入居者
生活介護

複数あり
（別途記載）

正規 随時 4 ◎介護福祉士  △普通 不問 高卒 ～40 220,900 ～ 335,130 一般

2207-00065 パナソニックエイジフリー(株)
小規模多機能型
居宅介護

複数あり
（別途記載）

正規 随時 6
○介護職員初任者研修 ○実務者研修
○介護福祉士 ○社会福祉主事

 ◎普通 不問 ～59 223,450 ～ 245,670 一般

2207-00121
高齢者総合ケアセンター
やすらぎ園

特別養護老人ホーム
複数あり
（別途記載）

正規 随時 5 不問  △普通 不問 専卒 不問 189,290 ～ 199,241 一般

2207-00070 パナソニックエイジフリー(株)
小規模多機能型
居宅介護

複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 6
○介護職員初任者研修 ○実務者研修
 ○介護福祉士 ○社会福祉主事

不問 不問 不問 (時) 1,111 ～ 1,172 一般

2207-00126 (株)マウントバード
認知症対応型
共同生活介護

複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 5 △介護職員初任者研修 △実務者研修 △介護福祉士 不問 不問 不問 (時) 1,133 ～ 1,214 新卒・一般

2207-00155 ＳＯＭＰＯケア(株) 有料老人ホーム
複数あり
（別途記載）

正規 随時 2 不問 不問 不問 ～64 169,900 ～ 197,800 新卒・一般

2207-00157 ＳＯＭＰＯケア(株) 有料老人ホーム
複数あり
（別途記載）

正規 随時 11 不問 不問 不問 ～64 169,900 ～ 197,800 新卒・一般

2207-00017
あおぞらの里デイサービス/
有料老人ホームラ・ナシカ

通所介護
複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 5 不問
 ○普通
○AT

不問 不問 (時) 1,110 ～ 1,210 一般

2207-00160 ＳＯＭＰＯケア(株) 有料老人ホーム
複数あり
（別途記載）

正規 随時 5 不問 不問 不問 ～64 169,900 ～ 202,300 新卒・一般

2207-00009 ディアフレンズ美浜

障害者支援施設
（施設入所支援＋
生活介護）
（主に身体）

複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 2 不問  △普通 不問 不問 (時) 970 ～ 1,200 一般

2207-00026
あおぞらの里デイサービス/
有料老人ホームラ・ナシカ

通所介護
複数あり
（別途記載）

常勤 随時 5 不問  ◎普通 不問 不問 195,575 一般

2207-00188 (福)福祉共生会
障害者関係総合
施設（主に身体）

複数あり
（別途記載）

正規 随時 5 ◎介護職員初任者研修 △実務者研修 △介護福祉士 不問 望む 18～64 243,000 ～ 252,000 新卒・一般

2207-00149 (株)マザーライク 訪問介護
複数あり
（別途記載）

正規 随時 6 ◎介護職員初任者研修 不問 必須 18～65 206,000 ～ 226,000 一般

2207-00152 ＳＯＭＰＯケア(株) 有料老人ホーム
複数あり
（別途記載）

正規 随時 5 不問 不問 不問 ～64 172,700 ～ 202,300 新卒・一般

2207-00060 ＡＬＳＯＫ介護(株) 有料老人ホーム 流山市 正規 随時 2 ○介護福祉士 ○実務者研修 ○介護職員初任者研修 不問 望む 高卒 ～65 175,500 ～ 200,000 一般

2207-00063 ＡＬＳＯＫ介護(株) 有料老人ホーム 流山市 正規 随時 3 ○介護福祉士 ○実務者研修 ○介護職員初任者研修 不問 望む 高卒 ～65 175,500 ～ 200,000 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 備考

2207-00161 ＳＯＭＰＯケア(株) 訪問介護 佐倉市 非・パ 随時 10 ◎介護職員初任者研修  ◎AT 不問 不問 (時) 1,400 ～ 1,450 新卒・一般

給 与（円）

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 備考給 与（円）

2207-00097 市原ムツミヘルパーステーション 訪問介護 市原市 正規 随時 3 不問
 ○普通
○AT

不問 ～64 265,000 ～ 340,000 一般

2207-00094 市原ムツミヘルパーステーション 訪問介護 市原市 非・パ 随時 5 不問
 ○普通
○AT

不問 不問 (時) 1,350 ～ 2,437 一般

2207-00090
Hanaヘルパーステーション
花見川

訪問介護 千葉市花見川区 非・パ 随時 5 不問
 △普通
△AT

不問 不問 (時) 1,450 ～ 2,437 一般

2207-00091
Hanaヘルパーステーション
さつきが丘

訪問介護 千葉市花見川区 非・パ 随時 5 不問
 △普通
△AT

不問 不問 (時) 1,450 ～ 2,437 一般

2207-00134 ケアステーションコスモス 訪問介護 千葉市若葉区 非・パ 随時 3
○介護職員初任者研修 ○介護福祉士
 ○介護職員初任者研修修了見込

 △普通 不問 不問 (時) 1,440 ～ 1,900 一般

2207-00092 Hanaヘルパーステーション高品 訪問介護 千葉市若葉区 非・パ 随時 5 不問
 △普通
△AT

不問 不問 (時) 1,450 ～ 2,437 一般

2207-00095 Hanaヘルパーステーション高品 訪問介護 千葉市若葉区 正規 随時 3 ◎介護職員初任者研修
 ○普通
○AT

必須 ～64 272,000 ～ 347,000 一般

2207-00088 Hanaヘルパーステーション中央 訪問介護 千葉市中央区 非・パ 随時 5 不問
 △普通
△AT

不問 不問 (時) 1,450 ～ 2,437 一般

2207-00096 Hanaヘルパーステーション中央 訪問介護 千葉市中央区 正規 随時 3 ◎介護職員初任者研修
 ○普通
○AT

必須 ～64 284,000 ～ 333,000 一般

2207-00093
Hanaヘルパーステーション
おゆみ野

訪問介護 千葉市緑区 非・パ 随時 5 不問
 △普通
△AT

不問 不問 (時) 1,450 ～ 2,437 一般

2207-00089 Hana船橋ヘルパーステーション 訪問介護 船橋市 非・パ 随時 5 不問
 △普通
△AT

不問 不問 (時) 1,750 ～ 2,812 一般

2207-00085 こひつじ船橋 訪問介護 船橋市 非・パ 随時 2
○介護職員初任者研修 ○ヘルパー１級
 ○介護福祉士

不問 不問 不問 (時) 1,430 ～ 1,810 一般

2207-00162 ＳＯＭＰＯケア(株) 訪問介護
複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 5 ◎介護職員初任者研修 不問 不問 不問 (時) 1,610 ～ 1,660 新卒・一般

2207-00190 花いちりん流山 訪問介護 流山市 非・パ 随時 5 △介護職員初任者研修 △実務者研修 不問 不問 不問 (時) 1,280 ～ 2,470 一般

■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 備考

2207-00032
総合発達支援デイサービス
きぼう印西

放課後等デイサービス 印西市 正規 随時 2
○児童指導員 ○社会福祉士
○精神保健福祉士 ○小・中・高教諭

 ◎普通 不問 不問 230,000 ～ 250,000 新卒・一般

2207-00078 (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

2207-00030 総合発達支援デイサービスきぼう印西 放課後等デイサービス 印西市 非・パ 随時 1
○児童指導員 ○社会福祉士
 ○精神保健福祉士 ○小・中・高教諭

 △普通 不問 不問 (時) 1,080 ～ 1,130 新卒・一般

2207-00163 (株)SmartAgingCompany 児童発達支援（センター） 浦安市 正規 随時 3 ○児童指導員 ○保育士 不問 望む 不問 210,000 ～ 220,000 新卒・一般

給 与（円）

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 備考給 与（円）

2207-00181 テイクハート我孫子
(障）就労移行支援
（主に精神）

我孫子市 正規 随時 1 不問 不問 望む 不問 200,000 ～ 260,000 一般

2207-00074 特定非営利活動法人實埜里
障害者関係総合
施設
（主に知的）

市川市 正規 随時 6 不問 不問 望む 不問 180,000 ～ 300,000 一般

2207-00173 しんわ松戸
(障）共同生活援助
（主に知的）

松戸市 正規 随時 30 不問 不問 不問 不問 195,000 ～ 250,000 新卒・一般

2207-00179 しんわ松戸
(障）共同生活援助
（主に精神）

松戸市 非・パ 随時 10 不問 不問 不問 不問 (時) 1,100 ～ 1,500 新卒・一般

2207-00117 (福)晴香児童家庭支援センター 児童家庭支援センター 松戸市 非・パ 2022/9/1 1 ○社会福祉士 ○保育士 ○小・中・高教諭 不問 不問 不問 (時) 1,200 一般

2207-00115 放課後等デイサービスウィズ・ユー成田 放課後等デイサービス 成田市 非・パ 随時 1
○保育士 ○児童指導員
○小・中・高教諭 ○社会福祉士

 ○普通
○AT

不問 ～60 (時) 1,100 新卒・一般

2207-00105 生活クラブ風の村あかとんぼ稲毛 放課後等デイサービス 千葉市稲毛区 非・パ 随時 1
○保育士 ○児童指導員
○小・中・高教諭 ○幼稚園教諭

 △普通 不問 不問 (時) 1,100 一般

2207-00145 (特養)あかいの郷 特別養護老人ホーム 千葉市中央区 正規 随時 1 ○介護福祉士 ○社会福祉主事  ◎普通 望む 不問 189,000 ～ 194,600 一般

2207-00059 医療法人社団誠仁会 その他の福祉施設・事業 千葉市美浜区 正規 随時 1 ◎社会福祉士 ◎社会福祉士取得見込  ◎普通 不問 ～59 206,000 ～ 237,200 新卒・一般

2207-00002 東電さわやか 通所介護 千葉市美浜区 正規 随時 1
○介護福祉士 ○社会福祉士
 ○社会福祉主事 ○精神保健福祉士

 △普通
△AT

必須 ～59 224,000 一般

2207-00052 (福)ワーナーホーム
(障）共同生活援助
（主に精神）

千葉市緑区 正規 随時 1
△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

2207-00164 セルプ･ガーデンハウス
障害者支援施設
（施設入所支援＋
生活介護）

千葉市緑区 非・パ 随時 1 不問 不問 不問 不問 (時) 1,000 ～ 1,300 一般

2207-00165 セルプ･ガーデンハウス
障害者支援施設
（施設入所支援＋
生活介護）

千葉市緑区 非・パ 随時 1 不問 不問 不問 不問 (時) 960 ～ 1,000 一般

2207-00040 (福)ワーナーホーム
(障）共同生活援助
（主に精神）

千葉市緑区 正規 随時 1 不問  ◎普通 必須 不問 182,000 ～ 230,000 一般

2207-00131 放課後等デイサービスおりーぶ新高根 放課後等デイサービス 船橋市 正規 随時 3 ○児童指導員 ○小・中・高教諭 ○保育士  ◎普通 不問 不問 220,000 ～ 230,000 一般

2207-00132 放課後等デイサービスおりーぶ新高根 放課後等デイサービス 船橋市 正規 随時 3 ○児童指導員 ○小・中・高教諭 ○保育士  ◎普通 不問 不問 220,000 ～ 230,000 一般

2207-00055 (福)ワーナーホーム
(障）共同生活援助
（主に精神）

大網白里市 正規 随時 1
△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

2207-00056 (福)ワーナーホーム
(障）共同生活援助
（主に精神）

大網白里市 正規 随時 1 不問  ◎普通 必須 不問 182,000 ～ 230,000 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 備考給 与（円）

2207-00036 山武みどり学園
障害者支援施設
（施設入所支援＋
生活介護）

大網白里市 正規 随時 3 不問  ◎普通 望む 高卒 不問 170,300 ～ 195,800 新卒・一般

2207-00053 (福)ワーナーホーム
(障）共同生活援助
（主に精神）

柏市 正規 随時 1
△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

2207-00054 (福)ワーナーホーム
(障）共同生活援助
（主に精神）

柏市 正規 随時 1
△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

2207-00057 (福)ワーナーホーム
(障）共同生活援助
（主に精神）

柏市 正規 随時 1
△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 182,000 ～ 230,000 一般

2207-00169 (福)のうえい舎
(障）自立訓練
（生活訓練）（主に
精神）

複数あり

（別途記載）
正規 随時 1 ○精神保健福祉士 ○社会福祉士 ○作業療法士  △普通 望む 専卒 ～64 231,667 ～ 261,667 新卒・一般

2207-00101
特定非営利活動法人
エス・エス・エス千葉支部

生活保護関係総合施設
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 △社会福祉主事 不問 望む 不問 200,000 一般

2207-00087 (株)ファーストステージ 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
○児童指導員 ○児童指導員取得見込

 ◎普通 必須 不問 250,000 新卒・一般

2207-00019 (株)wancoto
(障）共同生活援助
（主に知的）

複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 3 不問  △普通 不問 不問 (時) 953 ～ 1,100 新卒・一般

2207-00119 東京都社会福祉事業団

障害者支援施設
（施設入所支援＋
自立訓練（生活））
（主に知的）

複数あり
（別途記載）

常勤 2023/4/1 100 ○介護福祉士 ○保育士 ○児童指導員 ○社会福祉士 不問 不問 専卒 ～59 193,330 ～ 213,460 新卒・一般

2207-00136 (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 6 ◎児童指導員 不問 望む ～65 233,000 ～ 263,000 一般

2207-00043 (福)高柳福祉会
(障）生活介護
（主に知的）

複数あり
（別途記載）

正規 随時 4 △保育士 △児童指導員 △介護職員初任者研修  ◎普通 不問 ～64 185,200 ～ 207,200 新卒・一般

2207-00133 (福)光明会 (障）就労移行支援
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  ◎普通 不問 短卒 不問 193,600 ～ 220,590 新卒・一般

2207-00039 (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 不問  ◎普通 必須 不問 182,000 ～ 230,000 一般

2207-00041 (福)ワーナーホーム
(障）共同生活援助
（主に精神）

茂原市 正規 随時 1
△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 182,000 ～ 230,000 一般

2207-00186 松戸地域福祉事業所あじさい 相談 松戸市 正規 随時 2 不問 不問 望む 不問 210,000 新卒・一般

2207-00120 (福)千葉市社会福祉協議会 生活困窮者自立支援事業 千葉市美浜区 常勤 2022/9/1 3 △社会福祉士 △精神保健福祉士 △その他  ◎AT 望む 不問 268,000 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 備考給 与（円）

■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 備考

2207-00112
小規模多機能型居宅介護
リーベン鎌ヶ谷

小規模多機能型
居宅介護

鎌ケ谷市 正規 随時 1 ◎介護支援専門員  ◎AT 望む 不問 183,225 ～ 235,000 一般

2207-00102 (特養)ときわの杜 特別養護老人ホーム 佐倉市 正規 随時 1 ◎介護支援専門員 不問 必須 高卒 不問 235,000 ～ 270,000 一般

2207-00001 (株)朝日ケアコンサルタント「テレサ会」 居宅介護支援事業 市川市 正規 随時 1 ◎介護支援専門員 不問 不問 不問 233,000 ～ 316,000 一般

2207-00142
ならしの地域福祉事業所
ケアプランぬくもり

居宅介護支援事業 習志野市 正規 随時 1 ◎介護支援専門員  ◎普通 不問 不問 240,000 ～ 260,000 新卒・一般

2207-00004 東電さわやか 居宅介護支援事業 千葉市稲毛区 正規 随時 1 ○介護支援専門員 ○主任介護支援専門員 不問 望む ～59 230,000 一般

2207-00099 ケアプランHana 居宅介護支援事業 千葉市花見川区 正規 随時 2 ◎介護支援専門員
 ○普通
○AT

不問 ～64 255,000 ～ 378,000 一般

2207-00104
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  △普通 不問 ～60 210,900 ～ 333,000 新卒・一般

2207-00098 Hana居宅支援センターおゆみ野 居宅介護支援事業 千葉市緑区 正規 随時 2 ◎介護支援専門員
 ○普通
○AT

不問 ～64 255,000 ～ 378,000 一般

2207-00109 習志野台みゆき苑 居宅介護支援事業 船橋市 正規 随時 1
○介護支援専門員
○介護支援専門員取得見込
△介護福祉士

 ◎普通 不問 不問 271,000 ～ 300,000 一般

2207-00100 ケアプランHana船橋 居宅介護支援事業 船橋市 正規 随時 2 ◎介護支援専門員
 ○普通
○AT

不問 ～64 255,000 ～ 378,000 一般

2207-00035
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 ◎介護支援専門員 不問 望む ～65 258,000 ～ 313,500 一般

2207-00171 (福)白子町社会福祉協議会 地域包括支援センター 長生郡白子町 非・パ 随時 1 ◎介護支援専門員
 ○普通
○AT

不問 不問 (時) 1,200 一般

2207-00084 こひつじ八千代 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 不問 不問 230,000 ～ 250,000 一般

2207-00005 (福)清明会 地域包括支援センター 八千代市 正規 随時 1 ◎介護支援専門員
 ○普通
○AT

不問 ～59 192,800 ～ 239,200 一般

2207-00137 (株)マザーライク 居宅介護支援事業
複数あり
（別途記載）

正規 随時 2
◎介護支援専門員

不問 不問 ～64 260,000 ～ 300,000 一般

給 与（円）

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 備考給 与（円）

■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 備考

2207-00021
あおぞらの里デイサービス/
有料老人ホームラ・ナシカ

介護予防通所介護 鎌ケ谷市 正規 随時 1 ○看護師 ○准看護師 不問 不問 高卒 ～45 220,170 ～ 340,130 一般

2207-00073 (福)千歳会 通所介護 佐倉市 非・パ 随時 1 ○看護師 ○准看護師 不問 不問 不問 (時) 1,601 ～ 1,759 新卒・一般

2207-00175 しんわ松戸
(障）生活介護
（主に精神）

松戸市 正規 随時 1 ◎看護師 ◎准看護師 不問 不問 不問 270,000 ～ 360,000 新卒・一般

2207-00122 (特養)桐花園 特別養護老人ホーム 千葉市花見川区 常勤 随時 2 ○看護師 ○准看護師 不問 不問 高卒 不問 204,000 ～ 234,000 一般

2207-00113 (特養)桐花園 特別養護老人ホーム 千葉市花見川区 非・パ 随時 2 ○看護師 ○准看護師 不問 不問 不問 (時) 1,520 ～ 1,720 一般

2207-00114 (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

2207-00107 (特養)若葉いこいの里 特別養護老人ホーム 千葉市若葉区 正規 随時 2 ○看護師 ○准看護師  △普通 不問 専卒 不問 239,000 ～ 301,000 一般

2207-00003 東電さわやか 通所介護 千葉市美浜区 非・パ 随時 1 ○看護師 ○准看護師 不問 不問 不問 (時) 1,600 一般

2207-00016 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 2 ◎看護師 不問 望む ～59 234,700 ～ 314,700 一般

2207-00015 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 2 ◎准看護師 不問 望む ～59 214,700 ～ 294,700 一般

2207-00050 乳児院ほうゆうベビーホーム 乳児院 八千代市 正規 随時 2 ◎看護師 不問 不問 不問 226,665 ～ 307,557 新卒・一般

2207-00018
あおぞらの里デイサービス/
有料老人ホームラ・ナシカ

通所介護
複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 3 ○看護師 ○准看護師  △普通 不問 不問 (時) 1,320 ～ 1,520 一般

2207-00020
あおぞらの里デイサービス/
有料老人ホームラ・ナシカ

介護予防通所介護
複数あり
（別途記載）

常勤 随時 2 ○看護師 ○准看護師 不問 不問 高卒 不問 223,650 ～ 239,400 一般

2207-00025
あおぞらの里デイサービス/
有料老人ホームラ・ナシカ

特定施設入居者
生活介護

複数あり
（別途記載）

正規 随時 3 ○看護師 ○准看護師  ◎普通 不問 高卒 ～59 220,170 ～ 340,130 一般

2207-00189 (福)福祉共生会
(障）共同生活援助
（主に身体）

複数あり
（別途記載）

正規 随時 5 ◎准看護師 △看護師  ◎普通 望む 専卒 ～64 300,000 ～ 350,000 一般

2207-00024
あおぞらの里デイサービス/
有料老人ホームラ・ナシカ

介護予防特定施
設入居者生活介
護

複数あり
（別途記載）

常勤 随時 3 ○看護師 ○准看護師  ◎普通 不問 高卒 不問 223,650 ～ 239,400 一般

給 与（円）

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 備考給 与（円）

■保育士
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 備考

2207-00183 (福)光福祉会 保育所 旭市 常勤 随時 1
○保育士 ○保育士取得見込
 ○幼稚園教諭 ○小・中・高教諭

不問 不問 不問 (日) 8,700 ～ 11,700 一般

2207-00182 (福)光福祉会 保育所 旭市 常勤 2023/4/1 1 ○保育士 ○保育士取得見込 不問 不問 専卒 不問 (日) 8,700 ～ 11,700 新卒のみ

2207-00031
総合発達支援デイサービス
きぼう印西

放課後等デイサービス 印西市 正規 随時 1 ○保育士 ○幼稚園教諭  ◎普通 不問 不問 220,000 ～ 240,000 新卒・一般

2207-00029
総合発達支援デイサービス
きぼう印西

放課後等デイサービス 印西市 非・パ 随時 1 ○保育士 ○幼稚園教諭  △普通 不問 不問 (時) 1,180 新卒・一般

2207-00116 (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 不問 (時) 1,200 ～ 1,400 一般

2207-00187 幕張キッズ 放課後等デイサービス 千葉市花見川区 正規 随時 2 ○児童指導員 ○保育士  △普通 望む 短卒 不問 218,620 ～ 252,000 一般

2207-00103 (株)キッズコーポレーション 保育所 千葉市美浜区 正規 随時 1 ◎保育士 不問 不問 18～62 245,400 ～ 289,900 一般

2207-00048 愛の園福祉会 認定こども園 千葉市美浜区 正規 随時 1 ○保育士 ○幼稚園教諭 不問 不問 ～59 212,760 ～ 255,880 一般

2207-00046 愛の園福祉会 認定こども園 千葉市美浜区 非・パ 随時 1 ○保育士 ○幼稚園教諭 不問 不問 ～59 (時) 1,200 ～ 1,300 一般

2207-00127 千葉県千葉リハビリテーションセンター 医療型障害児入所施設 千葉市緑区 正規 随時 1 ◎保育士 不問 不問 ～59 180,000 ～ 268,600 一般

2207-00051 乳児院ほうゆうベビーホーム 乳児院 八千代市 正規 随時 2
○保育士 ○保育士取得見込
○児童指導員 ○児童指導員取得見込

不問 不問 不問 178,087 ～ 214,253 新卒・一般

2207-00071 コビープリスクール 保育所
複数あり
（別途記載）

正規 随時 3 ○保育士 ○保育士取得見込 不問 不問 ～59 200,100 ～ 247,400 一般

2207-00135 (株)マザーライク 保育所
複数あり
（別途記載）

正規 随時 2 ◎保育士 不問 望む ～65 233,500 ～ 275,500 一般

2207-00138 (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 6 ◎保育士 不問 不問 ～65 243,000 ～ 273,000 一般

2207-00008
認定こども園
Rainbow Wings Internationa

保育所
複数あり
（別途記載）

正規 随時 8 ◎保育士 ◎保育士取得見込  △普通 不問 不問 235,700 ～ 276,900 新卒・一般

2207-00111 (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

2207-00139 (株)マザーライク 保育所
複数あり
（別途記載）

非・パ 随時 2 ◎保育士 不問 望む 不問 (時) 1,250 一般

給 与（円）

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 備考給 与（円）

■その他の求人
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 備考

2207-00174 しんわ松戸
(障）生活介護
（主に知的）

松戸市 正規 随時 2 ◎その他 不問 必須 不問 250,000 ～ 350,000
一般

(障）サービス
管理責任者

2207-00077 特定非営利活動法人實埜里
障害者関係総合
施設（主に知的）

複数あり
（別途記載）

正規 随時 2
○介護福祉士 ○社会福祉士
 ○精神保健福祉士 ○臨床心理士

 ◎AT 必須 大卒 不問 250,000 ～ 350,000
一般

(障）サービス
管理責任者

2207-00033 総合発達支援デイサービスきぼう印西 放課後等デイサービス 印西市 正規 随時 1
○言語聴覚士 ○作業療法士
 ○理学療法士 ○臨床心理士

 ◎普通 望む 不問 290,000 ～ 300,000
新卒・一般
セラピスト

2207-00123 (福)千葉市社会福祉協議会
生活困窮者
自立支援事業

千葉市美浜区 常勤 2022/9/1 1 △社会福祉士 △精神保健福祉士 △その他  ◎AT 望む 不問 268,000
一般

その他

2207-00191 やわら木苑 特別養護老人ホーム 松戸市 正規 随時 1 ○管理栄養士 ○栄養士 ○栄養士取得見込 不問 不問 ～64 177,600 ～ 191,600
新卒・一般

栄養士

2207-00079 (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 ～69 251,100 ～ 275,200
一般

管理者

2207-00027 (株)舞浜コーポレーション 障害者関係総合施設
複数あり
（別途記載）

正規 随時 8 不問  △普通 不問 不問 200,000 ～ 250,000
一般

管理者

2207-00180 (特養)プレーゲ本埜 特別養護老人ホーム 印西市 正規 随時 1 不問  △AT 不問 高卒 不問 163,000 ～ 207,000
一般

事務職

2207-00176 しんわ松戸 (障）生活介護 松戸市 正規 随時 3 不問 不問 不問 不問 195,000 ～ 285,000
新卒・一般

事務職

2207-00185 松戸地域福祉事業所あじさい 通所介護 松戸市 正規 随時 1 不問 不問 望む 不問 180,000
新卒・一般

事務職

2207-00034
総合発達支援デイサービス
きぼう印西

放課後等デイサービス 印西市 正規 随時 1 ○その他  ◎普通 望む 不問 290,000 ～ 310,000

一般
児童発達支

援
管理責任者

2207-00106 (福)三育ライフシャローム若葉 放課後等デイサービス 千葉市若葉区 正規 随時 1
○社会福祉士 ○保育士 ○児童指導員
○小・中・高教諭

 ○普通
○AT

不問 不問 223,000 ～ 273,000

一般
児童発達支

援
管理責任者

2207-00014 (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 不問 不問 不問 不問 (時) 1,050
一般

調理員

2207-00178 しんわ松戸 (障）共同生活援助 松戸市 正規 随時 4 不問 不問 不問 不問 195,000 ～ 255,000
新卒・一般

調理員

2207-00177 しんわ松戸 (障）共同生活援助 松戸市 正規 随時 2 不問 不問 不問 不問 180,000 ～ 230,000
新卒・一般

用務員

給 与（円）

11 ＊資格要件の凡例：◎必須　○いずれか一つは必須　△望む


