
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

「平成２９年度福祉分野合同就職面接会」を開催します 
～ 埼 玉 県 内 の 事 業 所 ７ ０ 社 が 参 加 ～ 

 

 厚生労働省埼玉労働局（局長 荒木祥一）は、厚生労働省が実施する福祉人材確保

重点対策事業の一環として面接会の開催を始め福祉分野の人材確保のための対策を

推進しております。その一環で、この度、さいたま市、社会福祉法人埼玉県社会福祉

協議会、公益社団法人埼玉県看護協会ナースセンター及び埼玉県と連携して、福祉分

野（介護・看護・保育等)での仕事を希望する方を対象とした就職面接会を開催する

ことといたしました。 

 就職面接会には、埼玉県内を就業場所とする事業所７０社の採用担当者が参加する

予定となっております。 

福祉分野での仕事を希望する皆様の参加をお待ちしております。 

 

【福祉分野合同就職面接会】 

 日  時 平成３０年２月１３日（火）１２時３０分～１６時００分 

     （受付 12 時 00 分～、セミナー12 時 30 分～、面接会 13 時 30 分～） 

 場  所 大宮ソニックシティビル 地下第１，第２展示場 

     （さいたま市大宮区桜木町１－７－５） 

 対 象 者 福祉分野（介護・看護・保育等）での仕事を希望する方 

     （平成３０年３月新規大学、短期大学、専修学校卒業予定者含む） 

 内  容 事業所人事担当者と参加者の個別面談 

      ひととき保育（託児）を会場内で実施。子ども連れでも安心！ 

 参加事業所 埼玉県内の施設を就業場所とする事業所 ７０社 

      参加事業所は埼玉労働局のＨＰのイベント情報から確認できます。 

     （http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/） 
 

 ※面接会当日、地下第２展示場にてセミナーを開催します。(事前予約不要) 

開催時間 テーマ 定員 

12 時 30 分～13 時 30 分   面接対策（福祉分野） 90 名（先着） 
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｢福祉分野合同就職面接会｣参加受付票
太枠内を記入し、切り離さずに受付へお持ちください。あらかじめ記入しておくと受付がスムーズです。
ふ り が な

性別 男 ・ 女
氏  　  名 (姓 () 名) 

生 年 月 日 昭和 ・ 平成    年   月   日（   歳）H30.2.13 現在

住  　  所
〒   －    電話

番号 －    －

配  偶  者 なし ・ あり 扶養家族 なし ・ あり（子ども
19歳以下の

   人・ほか   人）
最 終 学 歴 中学 ・ 高校 ・ 専門 ・ 短大 ・ 大学 ・その他（              ）

保 有 資 格

現 在 の 状 況
就労中：職種（                                   ）

雇用形態（正社員 ・ その他社員 ・ パート）
未就労：求職中 ・ 平成  年  月卒業予定 専門生 ・ 短大生 ・ 大学生

仕事をする上で身体上注意すること なし ・ あり（                           ）

ハローワークカードについて
なし ・ あり（番号       －        ）
     不明の場合はご登録のハローワーク名（                ）

この面接会を知ったところ
1. 労働局からのDM 2. ハローワーク（窓口や掲示） 3. 市役所や町役場（広報紙含む） 4. 学校

5. 女性キャリアセンター 6. 社会福祉協議会 7. ナースセンター 8. 介護労働安定センター

9. インターネット 10.友人・知人 11.その他（                     ）

※今後、福祉分野の説明会や面接会・就職活動に役立つセミナーのご案内を共催者より郵送することがあります。ご了承ください。

◆ 持ち物 この受付票･履歴書･筆記用具･メモ帳･大きめのバックや手提げ袋･ハローワークカード（お持ちの方のみ）
◆ 服　装 自由（派手なアクセサリーは外し、ワイシャツやブラウスを着用したスタイルやスーツが望ましい）
◆ ほ　か ・就職活動や資格に関する相談ができるブースもあります。
　　　　  ・雇用保険受給中の方は求職活動に認定されます。参加証明書ご希望の方は総合案内へお声がけください。
　　　  　・近隣に託児施設はありません。お子様とお越しになる方はひととき保育をご利用ください。
　　　  　・面接結果は当日に出る事業所・後日連絡がある事業所・施設の見学と二次面接がある事業所と様々です。
　　　　  　面接会後の選考の流れについては事業所より案内があります。

詳細や最新情報については、お問い合わせください。
ハローワーク大宮　福祉の仕事ミニ面接会 福祉の仕事　就職面接会

マザーズハローワーク・マザーズコーナー

戸田市・ハローワーク川口
保育の仕事面接会＆説明会

ハローワーク「福祉人材コーナー」
「人材確保・就職支援コーナー」

福祉・保育の仕事　就職フェア
県内約70法人が出展！

平成30年1月26日(金)
ハローワーク大宮３階 会議室
医療法人財団 聖蹟会 (桶川市)

ハローワーク大宮　人材確保・就職支援コーナー
TEL048－667－8609　41＃

介護と保育のミニ面接会を開催します。

平成30年1月29日(月)
市民プラザかぞ３階

ハローワーク行田　TEL048－556－3151

加須市内の複数の福祉施設の採用担当者と直接相談･面接が
できる貴重な機会です。お気軽にお越しください。

（参加費無料、事前申込不要）

平成30年2月10日(土)
ウェスタ川越 多目的ホール他

埼玉県福祉人材センター　TEL048－833－8033

・12時～ 13時 就職支援講座 ・13時～ 15時半 個別面談
高齢・障害・保育等の求人あり！

3月 15日（木）パレスホテル大宮でも開催

ハローワーク川口　TEL048－251－2901　46＃
ハローワーク熊谷　TEL048－522－5656　41＃
ハローワーク大宮　TEL048－667－8609　41＃
ハローワーク川越　TEL049－242－0197　43＃

担当者制による個別支援で強力にサポートします。
職場見学後に事業所へ応募ができる「ツアー見学＆面接会」や

その場で事業所へ応募ができる「ミニ面接会」を随時開催しています！

マ ザ ー ズ ハ ロ ー ワ ー ク 大 宮　TEL048－856－9500
ハローワーク川口マザーズコーナー　TEL048－251－2901
ハローワーク熊谷マザーズコーナー　TEL048－522－5656
ハローワーク所沢マザーズコーナー　TEL04－2993－5334
ハローワーク川越マザーズコーナー　TEL049－242－0197
ハローワーク越谷マザーズコーナー　TEL048－969－8609
ハローワーク浦和・就業支援サテライトマザーズコーナー　TEL048－826－5049

仕事と子育ての両立を目指す方を対象に、担当者制で個別にサポートします。

ハローワーク川口　TEL048－251－2901

平成30年2月4日(日)
戸田市役所５階 大会議室
戸田市・ハローワーク川口の共催で

「保育の仕事面接会&説明会」を開催いたします！



平成29年度「福祉分野合同就職面接会」　事業所一覧
事業所名 就業施設名 就業場所 職種

1 社会福祉法人　ひらく会 多機能型事業所みんと　慈林荘　他 川口市 生活支援員　チーフスタッフ　他

2 社会福祉法人　ひふみ会 特別養護老人ホーム親光 川口市 介護職員

3 ＳＯＭＰＯケアネクスト　(株) ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ大宮　ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ大宮弐番館　他 さいたま市(見沼区、西区、南区)　川口市 ケアスタッフ

4 (株)　ジャパンエクシード 多機能ホームのぞみ　グループホーム五感の里本庄早稲田　他 上尾市　本庄市 介護職員

5 社会福祉法人　きずなの会 障害者支援施設療護園滑川　障害者支援施設きずなの里 比企郡滑川町　さいたま市西区 介護職員

6 (株)　あすなろホーム あすなろホーム北本　あすなろホーム三郷　あすなろホーム越谷　他 北本市　三郷市　越谷市　さいたま市南区 介護職員　ケアマネージャー

7 社会福祉法人　美里会 社会福祉法人美里会 児玉郡美里町 支援員・介護員

8 メディカル・ケア・サービス　(株) 愛の家グループホーム　アンサンブル大宮　他 さいたま市（大宮区、北区、緑区、西区）　蓮田市　他 介護職員

9 特定非営利活動法人　ほうき星 川越ワークいちばん星　他 川越市 障害者支援員　生活支援員

10 社会福祉法人　さくら瑞穂会 特別養護老人ホーム　やすらーじゅ瑞穂 川越市 介護職員

11 (株)　ウイズネット 介護付有料老人ホームみんなの家・鳩ヶ谷　グループホームみんなの家・鳩ヶ谷　他 川口市　蕨市　朝霞市　志木市　富士見市　川越市 介護職員

12 社会福祉法人　けやきの郷 障害者支援施設初雁の家　あかつき寮　しらこばと寮・七草の家　他 川越市 作業・生活支援員

13 社会福祉法人　親愛会 みどりのまち親愛　グループホームしんあい・サンハイム　他 川越市 介護職員　介護補助員　生活支援員

14 社会福祉法人　いずみ会 西山荘 比企郡鳩山町 生活支援員

15 社会福祉法人　端午会 特別養護老人ホームところの苑　特別養護老人ホームみなみの苑 所沢市　吉川市 介護スタッフ

16 医療法人　永仁会 介護老人保健施設ケアセンターなごみ 入間市 介護職員

17 社会福祉法人　ゆうき福祉会 志木すだち　当法人ベーカリーカフェ　当法人障害者施設　他 志木市　所沢市　富士見市　川越市　入間郡三芳町 支援員　支援員補助　作業員補助　事務員

18 合同会社　市一舎 グループホームじゅれー 南埼玉郡宮代町 障害福祉共同生活援助

19 社会福祉法人　幸生会 障害者支援施設はくちょう園 羽生市 ケアワーカー

20 社会福祉法人　幸和会 特別養護老人ホーム桜楓苑　介護老人福祉施設しらさぎ苑　他 幸手市 介護職員

21 (株)　大起エンゼルヘルプ 有料老人ホーム越谷なごみ苑 越谷市 訪問入浴ヘルパー　ケアスタッフ　他

22 アイ・ケア　(株) ケアセンターあいあい　他 越谷市 介護スタッフ

23 社会医療法人社団　大成会 武南病院 川口市 病棟看護助手

24 医療法人　寿鶴会 菅野病院 和光市 看護師　准看護師　看護補助

25 医療法人財団　明理会 新越谷病院　越谷市地域包括支援センター 越谷市 看護師　准看護師　看護助手　保健師

26 (株)　プレストエデュケーションズ うらわポポロ保育園　川口きらら保育園　 さいたま市浦和区　川口市 保育士

27 (株)　ウィズユーコーポレーション まーぶる保育園　まーぶる保育園リプレ川口園　他 さいたま市(北区、浦和区）　川口市　 保育士　施設長

28 学校法人　文化学園 川口市立並木南保育所 川口市 保育士

29 キッズハウス・サポート・サービス　(株) キッズランド川口金山町園　キッズハウス東川口園　他 川口市 保育士

30 (株)　フロンティアキッズ みらい保育園　（仮称）あおい保育園　（仮称）みんと保育園　他 川口市　戸田市 保育士

31 (株)　ユア こもれび保育園大谷口　はーと保育園　ひだまり保育園大宮　他 さいたま市（南区、大宮区）　川口市　戸田市　 保育士　保育補助

32 社会福祉法人　うぐす拓育会 うぐす保育園日進 さいたま市北区 保育士

33 保育園　なかよしＲＯＯＭ　合同会社 保育園なかよしＲＯＯＭ　戸田駅前すくすく保育園 戸田市 保育士　保育補助

34 社会福祉法人　さきたま会 戸田本町さくら草保育園　こどもの国さくら草保育園　他 戸田市 保育士

35 アートチャイルドケア　(株) 理化学研究所りけんキッズわこう　戸田中央総合病院附属たんぽぽ保育園　他 和光市　戸田市　入間郡三芳町　さいたま市南区　他 保育士

36 社会福祉法人　けやき会 けやきの森保育園栗原園 新座市 保育士

37 社会福祉法人　和会 芳野保育園　芳野台こども園（仮称） 川越市 保育士　幼稚園教諭

38 社会福祉法人　泉の森 ナーサリースクール☆ＳＵＫＵＳＵＫＵららぽーと富士見店　富士見すくすく保育園 富士見市 保育士　保育補助

39 (株)　Ｓ・Ｓ・Ｍ ぬくもりのおうち保育春日部園　ぬくもりのおうち保育北鴻巣園　他 春日部市　鴻巣市　越谷市 園長候補　保育士

40 特定非営利活動法人　子旅ネット もりまさ保育園（八潮園）　おひさま保育園　みつもり保育園　他 八潮市　草加市 保育士　保育職員

41  一般社団法人　さんぴこ保育園  さんぴこ保育園  三郷市  保育士　栄養士

42 社会福祉法人　敬愛会 特別養護老人ホーム三室みやびの郷（仮称）　特別養護老人ホームみやびの郷　他 さいたま市緑区　川口市　加須市　久喜市 介護職員　看護職員　介護支援専門員

求人充足のため参加キャンセルとなりました。



平成29年度「福祉分野合同就職面接会」　事業所一覧
43 社会福祉法人　健寿会 川口しあわせの里 川口市 ケアワーカー　看護職員

44 (株)　川島コーポレーション サニーライフ戸田公園　サニーライフ東川口　　サニーライフ川口赤井台　他 戸田市　川口市　さいたま市(中央区、桜区)　他 介護職員　ケアマネージャー　看護職員　他

45 パナソニックエイジフリー(株) パナソニックエイジフリーケアセンター大宮三橋　エイジフリーハウスさいたま武蔵浦和 さいたま市大宮区、さいたま市南区 介護職員　看護職員　介護支援専門員

46 (株)　ピュアホームズ ぴゅあデイリゾートＯＨＡＮＡ　彩の郷ぴゅあ　ぴゅあでい浪漫　他 川口市　さいたま市緑区　戸田市 介護職員　生活相談員　ケアマネージャー　他

47 社会福祉法人　永寿荘 おうぎの森保育園　特別養護老人ホームご福あげお　他 さいたま市（西区、北区）　上尾市　 保育士　介護職員　看護職員

48 社会福祉法人　埼玉聴覚障害者福祉会 多機能型事業所春里どんぐりの家　オハナハウス　他 さいたま市見沼区　入間郡毛呂山町　 生活支援員　介護職員　看護職員

49 社会福祉法人　彩明会 障害者支援施設りんごの家　他 桶川市 生活支援員　看護職員　世話人

50 社会福祉法人　大樹会 ピノ保育園　ピノ保育園白岡　特別養護老人ホーム伊奈の里　他 北足立郡伊奈町　白岡市 保育士　介護職員　看護職員

51 社会福祉法人　光彩会 特別養護老人ホームみちみち伊奈北 北足立郡伊奈町 介護職員　看護職員

52 社会福祉法人　吉祥福寿会 特別養護老人ホーム吾亦紅　　ケアハウスすずらん苑 蓮田市 介護職員　ホームヘルパー　看護職員

53 社会福祉法人　立正橘福祉会 特別養護老人ホーム立正たちばな 熊谷市 介護職員　看護職員

54 医療法人　瑞穂会 介護老人保健施設瑞穂の里　城南中央病院　他 川越市 介護職員　看護職員

55 株式会社　福祉の街 ふくしのまち西入間　ふくしのまち越谷　ふくしのまち久喜　他 入間郡毛呂山町　越谷市　久喜市　深谷市　上尾市　他 訪問入浴ケアエイド　訪問入浴看護職　他

56 社会福祉法人　樹会 地域密着特別養護老人ホーム西鶴ケ岡苑（仮）　特別養護老人ホーム大井苑 ふじみ野市　 介護職員　看護職員

57 社会福祉法人　潤青会 こもれびの丘　小江戸の庭　利根いこいの里 さいたま市南区　川越市　加須市 介護職員　看護職員

58 一般社団法人　巨樹の会 明生リハビリテーション病院 所沢市 看護師　ケアワーカー　他

59 社会福祉法人　入間福祉会 特別養護老人ホーム扇揚苑　おおぎ保育園　他 入間市 介護職員　相談員　保育士

60 社会福祉法人　蓬莱会 特別養護老人ホームこころ三芳 入間郡三芳町 介護職員　看護職員　機能訓練士　他

61 社会福祉法人　育心会 救護施設育心寮　特別養護老人ホーム悠久園　他 入間郡毛呂山町 生活支援員・介護職員　看護職員　調理員

62 医療法人　啓仁会 平沢記念病院　所沢ロイヤル病院 所沢市 介護職員　ケアワーカー　看護師　准看護師　他

63 社会福祉法人　至福の会 特別養護老人ホームむさしの園　特別養護老人ホームむさしの園わかば　他 狭山市 ケアワーカー　理学療法士　看護職員　他

64 社会福祉法人　かがやき 特別養護老人ホームひかり　特別養護老人ホームそら 春日部市 介護支援専門員　介護職員　生活相談員　他

65 社会福祉法人　元気村 特別養護老人ホーム栗橋翔裕園　ケアハウス栗橋翔裕園　他 久喜市　鴻巣市　蓮田市　川口市 介護職員　看護職員　ケアマネージャー

66 関東福祉サービス　(株) シルバーベターライフ菖蒲 久喜市 介護職員　生活相談員　看護師　准看護師

67 社会福祉法人　埼玉県社会福祉事業団 そうか光生園 草加市 生活支援員　看護職員

68 社会福祉法人　朝霞地区福祉会 特別養護老人ホーム朝光苑　デイサービスセンター朝光苑　他 朝霞市　和光市　志木市 介護職員　看護師　保育士

69 社会福祉法人　新座福祉会 特別養護老人ホーム菜々の郷 新座市 介護職員　看護職員

70 社会福祉法人　楽栄会 特別養護老人ホームききょう苑 吉川市 介護職員　看護職員

◆面接会当日は、ハローワーク・社会福祉協議会・ナースセンター・介護労働安定センターの相談コーナーもあります。

◆経験・資格不問求人もあります。

　 最新情報は、埼玉労働局ホームページに随時掲載してまいります。


