
運転 他

A-1 保育士 正社員 ５９歳以下 要 11060-13597721

A-2 保育士（非常勤） パート 不問 要 11060-13598821

A-3 保育補助員（無資格者） パート 不問 11060-13599221

A-4 非常勤用務員（無資格者） パート 不問 11060-13600721

A-5 保育士 正社員 ５９歳以下 要 要 11060-13601821

A-6 保育補助（非常勤） パート 不問 要 11060-13602221

B-1 ケアマネージャー 正社員 ６４歳以下 △ 要 11060-13425521

B-2 ケアマネージャー パート 不問 △ 要 11060-13430721

B-3 デイサービス介護職員 正社員 ６４歳以下 11060-13436621

B-4 デイサービス介護スタッフ パート 不問 11060-13437921

B-5 ホームヘルパー 正社員 ６４歳以下 △ 要 11060-13438121

B-6 訪問介護ヘルパー パート 不問 △ 要 11060-13441521

C-1 介護職員 正社員 １８～６４歳 △ △ 11060-13394821

C-2 介護職員 パート 不問 △ 11060-13398321

C-3 介護職員（夜勤専従） パート １８歳以上 △ 11060-13402321

D-1 介護職 正社員 １８～６４歳 要 11060-13450421

D-2 介護職 パート 不問 要 11060-13451321

D-3 介護職 パート ②所沢市 不問 要 11060-13452621

F-1 介護スタッフ 正社員 １８～５９歳 △ 11060-13360221

F-2 介護スタッフ パート 不問 △ 11060-13366121

F-3 介護職 正社員 １８～５９歳 △ 11060-13371321

F-4 介護職 パート 不問 11060-13746921

F-5 保育士 パート ③狭山市 不問 要 11060-13382921

F-6 保育士（スポット勤務） パート ④狭山市 不問 要 11060-13383121

H-1 介護スタッフ 正社員 １８～６４歳 △ 11060-13472021

H-2 介護スタッフ パート 不問 △ 11060-13481721

H-3 看護師・准看護師 正社員 ６４歳以下 要 11060-13483221

H-4 施設ケアマネージャー 正社員 ６４歳以下 要 要 11060-13484521

I-1 介護職 パート 不問 △ 11060-13490821

I-2 入浴介助専門スタッフ パート 不問 △ 11060-13498021

※免許・資格欄について ： 空欄 ＝ 資格不問　　△ ＝ 資格あれば尚可　　要 ＝ 資格必須

①狭山市

②狭山市

Ａ

社会福祉法人　栄光会

「①あきつやまゆり保育園」
「②Ｎｉｃｏｔ所沢」

①所沢市

②所沢市

Ｂ
株式会社　ケア　ツーフォー

「ケア・２４」

三芳町

Ｃ
社会福祉法人　若狭会

「特別養護老人ホーム　亀令園」

所沢市

Ｄ

株式会社　アスモ介護サービス

「①ベストライフ所沢」
「②ベストライフ所沢くすのき台」

①所沢市

Ｈ
社会福祉法人　尚栄会

「特別養護老人ホーム　福寿の里」

狭山市

Ｅ
医療法人社団　明芳会

「イムス三芳総合病院」

看護サポーター パート 三芳町

Ｆ

社会福祉法人　至福の会

「①特別養護老人ホーム　むさしの園」
「②特別養護老人ホーム
　　　　　むさしの園わかば」
「③ひまわり保育園」
「④むさしの森保育園」

Ｇ
医療法人社団　清心会

「至聖病院」

看護助手 正社員 狭山市

E-1

Ｉ
社会福祉法人　入間川福祉会

「特別養護老人ホーム　さくら」

狭山市

事業所名 職種
整理
番号

就業地雇用形態 求人番号年齢
免許・資格

11060-13457821不問

１８～５９歳

参加事業所と求人一覧 （R4.10現在。面接会までに変更となる場合があります。最新の情報はハローワーク所沢までお問合せください）

11060-13464021G-1 △



★★★新型コロナウイルス感染防止のためのお願い★★★
・当日はマスクの着用をお願いいたします。

・会場入口にて検温を実施いたします。３７．５℃以上の熱、また風邪症状がある場合は参加
をお控えいただきますようお願いいたします。
・新型コロナウイルス感染症の状況により延期・中止となる場合があります。

運転 他

K-1 看護師 正社員 不問 要 要 11060-13533321

K-2 看護師 パート 不問 要 要 11060-13537021

K-3 保育士 正社員 ②所沢市 ４０歳以下 要 要 11060-13526621

L-1 介護職員 正社員 １８～６４歳 △ 11060-13569621

L-2 介護職員 パート 不問 11060-13570021

L-3 介護支援専門員 正社員 ６４歳以下 要 11060-13572821

L-4 保育士 パート ②入間市 不問 要 11060-13574521

L-5 調理員 パート 不問 要 11060-13577621

L-6 ホームヘルパー 正社員 ６４歳以下 要 11060-13579121

M-1 介護職員 正社員 １８～５９歳 11060-13541321

M-2 介護職員 パート 不問 11060-13542621

M-3 看護師（正・准） 正社員 ５９歳以下 要 11060-13543921

M-4 看護師（正・准） パート 不問 要 11060-13545021

M-5 生活相談員 正社員 ５９歳以下 要 要 11060-13547821

N-1 介護職 パート １８歳以上 △ 要 11060-13552921

N-2 介護職（夜勤専従） パート １８歳以上 △ 要 11060-13553121

N-3 訪問介護員 パート ②狭山市 不問 要 要 11060-13556821

N-4 訪問介護員 パート ③入間市 不問 要 11060-13557221

N-5 訪問介護員 パート 不問 要 11060-13559421

N-6 介護職・訪問入浴 パート 不問 要 11060-13564821

N-7 訪問介護員 パート ⑤飯能市 不問 要 11060-13560921

N-8 訪問介護員 パート ⑥入間市 不問 要 11060-13561121

O-1 介護福祉士 正社員 １８～５９歳 要 11060-13591421

O-2 看護助手 正社員 １８～５９歳 11060-13594921

O-3 調理師 正社員 ５９歳以下 要 11060-13595121

※免許・資格欄について ： 空欄 ＝ 資格不問　　△ ＝ 資格あれば尚可　　要 ＝ 資格必須

Ｊ
社会福祉法人　いるま保育会

「いるまこども園」

保育士 正社員 狭山市

④狭山市

Ｋ

株式会社　Ｌｅ－ｃａｌｄｏ

「①訪問看護ステーション
　　　　トータルケア小手指」
「②リカルド保育園」

①所沢市

Ｌ

社会福祉法人　入間福祉会

「①特別養護老人ホーム　扇揚苑」
「②おおぎこども園」
「③おおぎデイサービスセンター」

①入間市

③入間市

Ｏ
医療法人社団　東光会

「東所沢病院」

所沢市

就業地

Ｍ
社会福祉法人　狭山福祉会
「特別養護老人ホーム　さやま苑」

狭山市

Ｎ

株式会社　ニチイ学館　所沢支店

「①ニチイケアセンター東狭山ヶ丘」
「②ニチイケアセンター狭山」
「③ニチイケアセンター武蔵藤沢」
「④ニチイケアセンター狭山西」
「⑤ニチイケアセンター飯能」
「⑥ニチイケアセンター入間」

①所沢市

免許・資格
求人番号

要５９歳以下

事業所名
整理
番号

職種 雇用形態

11060-13516421J-1

年齢


