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事業所名 関連資格 就業場所

ﾌﾙﾀｲﾑ 知的障害者の生活支援又は職業指導員 1 12020-１２１２３５７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 知的障害者の生活支援又は職業指導員 2 12020-１１６１８２７１ 必須

パート 知的障害者の生活支援又は職業指導員 3 12020-１１６２３４７１ 不問

パート 知的障害者の生活支援又は職業指導員 4 12020-１１６２１６７１ 不問

新卒 幼稚園教諭／保育士 1 12020-　　　２７６７８ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 保育士 2 12020-１１７９８２７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 保育士（産休代替職員） 3 12020-１２１８７９７１ 必須

パ－ト 保育士（産休代替職員） 4 12020-１２１８９０７１ 必須

パ－ト 保育士 5 12020-１１７９９９７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 介護支援専門員（ケアマネジャ－） 1 12020-１２１７１０７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ デイサ－ビス介護職員 2 12020-１２１７０１７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 訪問介護のサ－ビス提供責任者 3 12020-１２１７２３７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 訪問介護スタッフ 4 12020-１２１７３６７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ デイ機能訓練指導員 5 12020-１２１６８７７１ 必須

パ－ト デイサ－ビス介護職員 6 12020-１２１７４５７１ 不問

パ－ト 看護師 7 12020-１２１７５４７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 薬剤師 1 12020-１２２２５９７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 看護師 2 12020-１２１４８３７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 准看護師 3 12020-１２１４９６７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 理学療法士 4 12020-１２１４６１７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 看護補助者 5 12020-１２１５０７７１ 不問

パ－ト 医療事務・医療ソ－シャルワ－カ－ 6 12020-１２１５１８７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ 保育士 1 12020-１２１２１３７１ 必須

パート 保育士 2 12020-１２１２２６７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 保育士 3 12020-１２２０７２７１ 不問

パート 保育士・保育補助（有資格者） 4 12020-１２２０６８７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ ケアマネ－ジャ－ 1 12020-１１４５５４７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ サ－ビス提供責任者 2 12020-１１４５２３７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ ホ－ムヘルパ－ 3 12020-１１４４９８７１ 必須

パート 訪問介護員（ホ－ムヘルパ－） 4 12020-１１４４６５７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 主任看護師（正・准） 1 12020-１２１０９７７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 看護師（正・准）／特別養護老人ホ－ム 2 12020-１２１１１１７１ 必須

パ－ト 看護師（正・准）／デイサ－ビス内 3 12020-１１３８３４７１ 必須

パ－ト 介護職／デイサ－ビス内 4 12020-１１３７７８７１ 不問

パ－ト 介護職／デイサ－ビス内 5 12020-１１３８４７７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ 通所介護職員 6 12020-１１３７９９７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ グル－プホ－ム介護スタッフ 1 12020-１２２１２４７１ 必須

パ－ト グル－プホ－ム介護スタッフ 2 12020-１２２１１５７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ 介護スタッフ（正社員） 3 12020-１２２１５２７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ 介護スタッフ（施設系介護）グル－プホーム 4 12020-１２２１４８７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ 介護スタッフ（通所系介護） 5 12020-１２２１８０７１ 不問

パート 介護スタッフ（通所系介護） 6 12020-１２２１９３７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ 介護スタッフ（施設介護） 7 12020-１２２１７１７１ 必須

パート 介護スタッフ（施設介護） 8 12020-１２２１６９７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ 介護スタッフ（施設介護） 9 12020-１１４０８９７１ 不問

パート 介護スタッフ 10 12020-１１４０９１７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ 介護員 1 12020-１２１５７６７１ 必須

パート 介護員 2 12020-１２１５５０７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 看護師・准看護師 3 12020-１２１５６３７１ 必須

パート 看護師・准看護師 4 12020-１２１５４１７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 保育士 1 12020-１２１９０４７１ 必須

パート 保育補助の業務 2 12020-１２１９１７７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ 特別養護老人ホームの介護職員（ユニット型１００床） 1 12020-１２２１３７７１ 必須

パート 特別養護老人ホームの介護職員（ユニット型１００床） 2 12020-１２２１０６７１ 不問

6 吉野神経難病治療　株式会社 ﾌﾙﾀｲﾑ ヘルパ－ 1 12020-１１９９２９７１ 必須 市川市曽谷

市川市真間

市川市国府台

社会福祉法人　松涛会
特別養護老人ホーム　太陽と緑の家

市川市大町

市川市柏井町

市川市末広

市川市幸

9

株式会社　愛総合福祉
愛・グル－プホ－ム幸

株式会社　愛総合福祉
愛・コミュニティホ－ム市川国府台

株式会社　愛総合福祉
愛・コミュニティホ－ム市川南

株式会社　愛総合福祉
愛・グル－プホ－ム市川南

株式会社　愛総合福祉
愛・グル－プホ－ム北方町

市川市内

市川市市川南

株式会社　愛ネット 市川市福栄

医療法人　一条会
一条会病院

4 市川市北国分

3

〔平成３０年２月２日　市川グランドホテル〕

浦安市当代島10
社会福祉法人　東京栄和会

うらやす和楽苑

市川市北方町

社会福祉法人　柏井福祉会
すえひろ保育園

8

市川市柏井町12

5

社会福祉法人　柏井福祉会
柏井保育園

7
有限会社　シルバン
シルバン介護センタ－

市川市市川南

求人番号

2
社会福祉法人　菊光会
さくらんぼ保育園

職種

1 社会福祉法人　いちばん星

11
社会福祉法人江戸川豊生会

愛和元町保育園
浦安市堀江

社会福祉法人　長寿の里
いちかわ翔裕園
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新卒 介護職 1 12020-　　　２３５７８ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ 介護職 2 12020-１１７６５９７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ 看護職員 3 12020-１１７６９６７１ 必須

パート 介護職員 4 12020-１１７６８３７１ 不問

パート 介護職（デイサ－ビス） 5 12020-１１７６７０７１ 必須

パート 看護職員 6 12020-１１７７０７７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 正看護師（病棟勤務） 1 12020-１２１９５１７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 准看護師（病棟勤務） 2 12020-１２１９６０７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 看護補助（病棟） 3 12020-１２１９７３７１ 不問

パート 看護師（日勤） 4 12020-１１６５０９７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 介護職員 1 12020-１２１３６９７１ 必須

パート 介護職員 2 12020-１２１３７１７１ 必須

新卒 保育士　保育補助 1 12020-　　　３８０７８ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 保育士 2 12020-１２１５８５７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 施設介護職員（特別養護老人ホ－ム清山荘） 1 12020-１１５１５０７１ 必須

パート 施設介護職員（特別養護老人ホ－ム清山荘） 2 12020-１１５５０４７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ 介護職員（特別養護老人ホ－ム慈祐苑） 3 12020-１１５１３９７１ 必須

パート 介護職員（特別養護老人ホ－ム慈祐苑） 4 12020-１１５２１９７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ 介護職員（特養レガ－レ市川） 5 12020-１１５１４１７１ 必須 市川市柏井町

パート 事務職員（特別養護老人ホ－ムサンクレ－ル谷津） 6 12020-１２０２５１７１ 不問 習志野市谷津

ﾌﾙﾀｲﾑ 生活相談員（ショ－トステイ） 1 12020-１１３８１６７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ ショ－トステイ介護スタッフ 2 12020-１１３７４５７１ 不問

パート ショ－トステイ介護スタッフ 3 12020-１１３７３６７１ 不問

パート ケアスタッフ（デイサ－ビス） 4 12020-１１３９３２７１ 不問

パート 生活相談員（デイサ－ビス） 5 12020-１２１５９４７１ 必須

パート ケアスタッフ（グル－プホ－ム） 6 12020-１１３８９０７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ 定期・随時訪問介護スタッフ 7 12020-１１３９５１７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 常勤訪問介護ヘルパ－ 8 12020-１２１６０２７１ 必須

パート 定期・随時訪問介護スタッフ 9 12020-１１４０００７１ 必須

パート 訪問介護員（ホ－ムヘルパ－） 10 12020-１２１６１９７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ ケアスタッフ 1 12020-１２１９８６７１ 不問

パート ケアスタッフ 2 12020-１２０９９８７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ ケアスタッフ 3 12020-１１５９５２７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ ケアマネ－ジャ－ 4 12020-１１５９４８７１ 必須

パート ケアスタッフ 5 12020-１１５９７１７１ 不問

パート ケアマネ－ジャ－ 6 12020-１１５９３７７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ サ－ビス提供責任者 1 12020-１２１４３８７１ 必須

パート ホ－ムヘルパ－ 2 12020-１２１４４２７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 介護付有料老人ホ－ムにおける介護職 3 12020-１２１２４４７１ 必須

パート 看護職員（パ－ト） 4 12020-１２１３９３７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 介護付有料老人ホームの介護職員 1 12020-１１４３１８７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 介護スタッフ（介護福祉士） 2 12020-１２０６１５７１ 必須

パート 介護付有料老人ホームの介護職員 3 12020-１１４３２２７１ 必須

パート デイサ－ビスセンタ－の介護スタッフ 4 12020-１２０２２８７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 介護付有料老人ホームの看護職員 5 12020-１１４２８３７１ 必須

パート 介護付有料老人ホームの看護職員 6 12020-１１４３０７７１ 必須

新卒 支援員 1 12020-　　１２６０７８ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 支援員（ヘルパー） 2 12020-１１４８７５７１ 必須

ﾌﾙﾀｲﾑ 支援員（日中活動支援） 3 12020-１１４８０８７１ 必須

パート 介護支援員（日中活動支援） 4 12020-１２１２７２７１ 不問

パート 世話人（おんぶ・あざみ） 5 12020-１１４８２９７１ 不問 市川市北方

ﾌﾙﾀｲﾑ 介護職 1 12020-　９９０３７７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ 介護職 2 12020-　９９０４８７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ 看護師 3 12020-１２２０００７１ 必須

パート 看護師 4 12020-１２２０１３７１ 必須

ﾊﾟｰﾄ 介助員 5 12020-１２２０２６７１ 不問

ﾌﾙﾀｲﾑ 障がい者の生活、作業支援員 1 12020-１２２４４３７１ 必須 市川市妙典

ﾌﾙﾀｲﾑ 障がい者の生活、作業支援員 2 12020-１２２４５６７１ 必須 市川市日之出

ﾌﾙﾀｲﾑ 障がい者の生活、作業支援員 3 12020-１２２５６７７１ 必須 市川市本塩

パート 障がい者の生活、作業支援員 4 12020-１２２４６５７１ 必須 市川市下新宿

23 社会福祉法人　市川会 市川市高谷

〔平成３０年２月２日　市川グランドホテル〕

市川市鬼高

社会福祉法人　一路会
市川市柏井町

株式会社　りぼんケア

21

セントケア千葉　株式会社
セントケア市川大和田　ショ－トステイ

株式会社　中山総合福祉マネジメント

22

株式会社　ニッケ・ケアサービス

メディカル・ケア・サ－ビス　株式会社
愛の家グル－プホ－ム南行徳

メディカル・ケア・サ－ビス　株式会社
愛の家グル－プホ－ム市川国分

20

市川市柏井町

鎌ヶ谷市道野辺

18

セントケア千葉　株式会社
セントケア市川大和田

セントケア千葉　株式会社
セントケア市川

市川市大和田

市川市行徳駅前

13
社会福祉法人　幸志会

特別養護老人ホーム　やわらぎの郷
市川市大町

24 社会福祉法人　市川レンコンの会

19

社会福祉法人　慶美会

14 浦安市富岡
医療法人社団　やしの木会

浦安中央病院

市川市福栄

市川市国分

市川市北方

鎌ヶ谷市初富

市川市大和田15

16
有限会社　ＩＤ・ア－マン
ブルゥミング幼保園

市川市行徳駅前

17


