
　　

　　　　

社会福祉法人 東京都社会福祉事業団         

採用説明会＆施設見学会

　東京都社会福祉事業団事務局　会議室
　　（下地図参照）

各８０人程度

　　

　①平成２９年７月１日（土）
　　午後１時３０分～２時間程度（受付：午後１時から）

　②平成２９年７月26日（水）
　　午後６時～２時間程度（受付：午後５時30分から）

　　※同一の内容で実施します。

施設見学会については裏面をご覧ください。

「電話」、「ホームページ」又は「メール」により、下記申込先へ申込んでく

ださい。
※受付は先着順となります。

※メールで申込の場合は、件名を「採用説明会申込」とし、本文に「氏名（フリガナ）」

及び「電話番号（連絡先）」を必ずご記入ください。

＊アクセス＊

JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅」（戸山口）より徒歩7分

東京メトロ東西線「高田馬場駅」（2・3番出口）より徒歩10分

東京メトロ副都心線「西早稲田駅」（2番出口）より徒歩8分

東京都社会福祉事業団では、「平成３０年度正規職員採用選

考【福祉職】」の実施にあたり、採用説明会と施設見学会を

開催いたします。

当事業団及び各施設の概要や力を入れている取組などをご紹

介するほか、各施設で活躍する先輩職員の生の声を通して、

当事業団で働く魅力をお伝えします♪

（１）事業団概要説明

事業団の概要、取組内容等についてご説明します。

（２）平成３０年度正規職員採用選考【福祉職】概要説明
採用選考の概要や勤務条件等についてご説明します。

（３）先輩職員の体験談
事業団施設（児童養護施設、福祉型障害児入所施設及び障害者支援施設）の職員が、それ

ぞれの職務に係る日々の内容や働きがい等についてお話します。

日 時

会 場 定 員

東京都社会福祉事業団事務局（採用担当）
電話 03-5291-3605

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
http://jobgear.jp/jigyodan/index.htm

E-mail mail@jigyodan.org

社会福祉法人 東京都社会福祉事業団
〒169-0072

東京都新宿区大久保3-10-1-201 

採用説明会

①平成２９年６月３０日（金）

②平成２９年７月２５日（火）

実 施 内 容

申込方法

申込先（問い合わせ先）

申込締切

東京都社会福祉事業団



　　 平成２９年７月４日（火）から７月２６日（水）

実施時間：各２時間程度

各施設実施日前日の正午
（※土日祝除く）

「電話」により、参加を希望する施設に、直接お申込みください。

※受付時間：午前9時から午後5時まで（※土・日・祝日は除きます。）

（１）施設概要説明

施設の概要、取組内容等についてご説明します。

（２）施設見学

施設担当者が、施設内をご案内いたします。

（３）先輩職員の体験談（意見交換含む）

それぞれの職務に係る日々の仕事内容ややりがい等についてお話

します。

実施期間

実施場所

実施日時・申込先

当事業団が運営する各施設

※交通アクセス等、詳細は、各施設のホームページをご覧く

ださい。

なお、各施設のホームページは、当事業団ホームページから

入ることができます。（http://job-gear.jp/jigyodan/index.htm）

申込方法

実 施 内 容

申込締切

≪児童養護施設≫
施設名 開始時間 集合時間 集合場所 申込先 住所

1日目 7月5日 （水）

2日目 7月7日 （金）

1日目 7月20日 （木） 13:00 12:55

2日目 7月22日 （土） 10:00 9:55

1日目 7月8日 （土）

2日目 7月10日 （月）

3日目 7月11日 （火）

1日目 7月4日 （火）

2日目 7月5日 （水）

1日目 7月5日 （水）

2日目 7月12日 (水）

3日目 7月14日 （金）

1日目 7月5日 （水） 10:00 9:55

2日目 7月10日 （月） 13:30 13:25

≪福祉型障害児入所施設・障害者支援施設≫
施設名 開始時間 集合時間 集合場所 申込先 住所

1日目 7月13日 （木）

2日目 7月18日 （火）

3日目 7月25日 （水）

1日目 7月21日 （金）

2日目 7月22日 （土）

1日目 7月14日 （金）

2日目 7月15日 （土）

3日目 7月26日 （水）

≪障害者支援施設≫
施設名 開始時間 集合時間 集合場所 申込先 住所

1日目 7月6日 (木）

2日目 7月18日 （火）

3日目 7月24日 （月）

1日目 7月11日 （火）

2日目 7月16日 （日）

14:00 13:55

管理棟
会議室

03-3996-4191
（担当：植木）

10:30 10:20
管理棟2階
会議室

0470-55-0541
（担当：岡本）

0470-27-2921
（担当：沖山）

9:25

石神井学園

勝山学園

船形学園 13:30 13:20

10:00 9:55

実施日

東京都練馬区石神井台
三丁目３５番２３号

千葉県館山市船形１３７７番地

千葉県安房郡鋸南町下佐久間
１４６９番地

八街学園 13:30 13:25
管理棟2階
会議室

管理棟1階
会議室

043-443-1021
（担当：笹川・石毛）

管理棟2階
会議室

七生福祉園

管理棟3階
会議室

千葉県八街市八街に１５１番地

片瀬学園
管理棟2階
会議室

0466-22-4464
（担当：宇山）

神奈川県藤沢市片瀬
四丁目９番３８号

実施日

9:30

042-343-8141
（担当：佐藤）

東京都東村山市萩山町
一丁目３５番１号

東京都東久留米市野火止
二丁目２２番２６号

042-591-0049
（担当：芳賀）

東京都日野市程久保８４３番地

千葉福祉園 10:20 10:15
0438-62-2711
（担当：酒井）

千葉県袖ヶ浦市代宿８番地

実施日

八王子福祉園 13:50 13:45
042-651-4114
（担当：谷口）

小山児童学園
管理棟2階
面接室

042-471-0041
（担当：菅野）

東村山福祉園
管理棟2階
大会議室

東京都八王子市西寺方町７６番地

日野療護園 14:15 14:10
共通棟2階
会議室

042-593-2421
（担当：萩原）

東京都日野市落川２４５番地の１

管理棟2階
中会議室

7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

石神井学園 AM AM
小山児童学園 PM AM
船形学園 PM PM PM

勝山学園 AM AM
八街学園 PM PM PM

神奈川片瀬学園 AM PM

東京 七生福祉園 AM AM AM
千葉 千葉福祉園 AM AM

東村山福祉園 PM PM PM

八王子福祉園 PM PM PM

日野療護園 PM PM

福祉型障害児入所施設
障害者支援施設

東京
障害者支援施設

施設名地域施設種別

東京

児童養護施設
千葉

施設見学会 ＊当日は、平服、歩きやすい履物でお越しください


