
福祉人材センター・バンクの

事業所登録から求人票掲載、
福祉人材センター・バンクによる求職者紹介や
マッチングなど、全て無料でご利用いただけます！！

※福祉人材センター・バンクは、「無料職業紹介事業」の許可を得て
　職業安定法に基づき運営しています。
※個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、
　個人情報を適切に取扱います。

★福祉人材センターの支所として、福祉人材バンクを設置しています。

都道府県福祉人材センターをぜひご利用ください

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
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京都府
大阪府
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鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

北海道福祉人材センター
青森県福祉人材センター
岩手県福祉人材センター
宮城県福祉人材センター
秋田県福祉保健人材・研修センター
山形県福祉人材センター
福島県福祉人材センター
茨城県福祉人材センター
栃木県福祉人材・研修センター
群馬県福祉マンパワーセンター
埼玉県福祉人材センター
千葉県福祉人材センター
東京都福祉人材センター
かながわ福祉人材センター
新潟県福祉人材センター
富山県健康・福祉人材センター
石川県福祉の仕事マッチングサポートセンター
福井県福祉人材センター
山梨県福祉人材センター
長野県福祉人材センター
岐阜県福祉人材総合支援センター
静岡県社会福祉人材センター
愛知県福祉人材センター
三重県福祉人材センター
滋賀県介護・福祉人材センター
京都府福祉人材・研修センター
大阪福祉人材支援センター
兵庫県福祉人材センター
奈良県福祉人材センター
和歌山県福祉人材センター
鳥取県福祉人材センター
島根県福祉人材センター
岡山県福祉人材センター
広島県社会福祉人材育成センター
山口県福祉人材センター
徳島県福祉人材センター　アイネット
香川県福祉人材センター
愛媛県福祉人材センター
高知県福祉人材センター
福岡県福祉人材センター
佐賀県福祉人材・研修センター
長崎県福祉人材センター
熊本県福祉人材・研修センター
大分県福祉人材センター
宮崎県福祉人材センター
鹿児島県福祉人材・研修センター
沖縄県福祉人材研修センター

011-272-6662
017-777-0012
019-637-4522
022-262-9777
018-864-2880
023-633-7739
024-521-5662
029-244-4544
028-643-5622
027-255-6600
048-833-8033
043-222-1294
03-5211-2860
045-312-4816
025-281-5523
076-432-6156
076-234-1151
0776-21-2294
055-254-8654
026-226-7330
058-201-1563
054-271-2110
052-212-5519
059-224-1082
077-567-3925
075-252-6297
06-6762-9020
078-271-3881
0744-29-0160
073-435-5211
0857-59-6336
0852-32-5957
086-226-3507
082-254-3415
083-922-6200
088-625-2040
087-833-0250
089-921-5344
088-844-3511
092-584-3310
0952-28-3406
095-846-8656
096-322-8077
097-552-7000
0985-32-9740
099-258-7888
098-882-5703

060-0002
030-0822
020-0831
980-0014
010-0922
990-0021
960-8141
310-8586
320-8508
371-8225
330-8529
260-0015
102-0072
221-0835
950-8575
930-0094
920-0935
910-8516
400-0005
380-0936
500-8385
420-0856
461-0011
514-8552
525-0032
604-0874
542-0065
651-0062
634-0061
640-8545
689-0201
690-0011
700-0807
732-0816
754-0041
770-0943
760-0017
790-8553
780-8567
816-0804
840-0021
852-8555
860-0842
870-0161
880-8515
890-8517
903-8603

札幌市中央区北2条西7丁目1 かでる2.7 3階
青森市中央3丁目20-30 県民福祉プラザ2階
盛岡市三本柳8-1-3 ふれあいランド岩手２階
仙台市青葉区本町3-7-4 宮城県社会福祉会館１階
秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館５階
山形市小白川町２丁目３番3０号 山形県小白川庁舎１階
福島市渡利字七社宮111 福島県総合社会福祉センター３階
水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館2階
宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ3階
前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター6階
さいたま市浦和区針ケ谷 ４-２-６５ すこやかプラザ１階
千葉市中央区富士見２-３-１ 塚本大千葉ビル５階
千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター7階
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター13階
新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ3階
富山市安住町5番21号 富山県総合福祉会館（サンシップとやま）2階
金沢市石引4丁目17番1号 石川県本多の森庁舎1階
福井市光陽2-3-22 福井県社会福祉センター１階
甲府市北新1-2-12 山梨県福祉プラザ4階
長野市中御所岡田98-1 長野保健福祉事務所庁舎内
岐阜市下奈良２-２-１ 岐阜県福祉・農業会館3階
静岡市葵区駿府町１-７０ 県総合社会福祉会館シズウエル３階
名古屋市東区白壁１-５０ 愛知県社会福祉会館５階
津市桜橋2丁目131 三重県社会福祉会館2階
草津市大路1丁目1-1 エルティ932 3階
京都市中京区竹屋町烏丸東入清水町375 ハートピア京都地下１階
大阪市中央区中寺1-1-54 大阪社会福祉指導センター3階
神戸市中央区坂口通2-1-1 兵庫県福祉センター1階
橿原市大久保町320番11 奈良県社会福祉総合センター3F　
和歌山市手平２丁目１-２ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階
鳥取市伏野1729-5 鳥取県立福祉人材研修センター1階
松江市東津田町1741-3 いきいきプラザ島根２F
岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ1階
広島市南区比治山本町12-2 広島県社会福祉会館1階
山口市小郡令和一丁目１番１号 KDDI維新ホール３階
徳島市中昭和町１丁目２ 徳島県立総合福祉センター３階
高松市番町1-10-35 香川県社会福祉総合センター4Ｆ
松山市持田町3-8-15 愛媛県総合社会福祉会館２階
高知市朝倉戊３７５-１ 高知県立ふくし交流プラザ１階
春日市原町3-1-7 クローバープラザ東棟2階
佐賀市鬼丸町7-18　 佐賀県社会福祉会館2F
長崎市茂里町3-24 長崎県総合福祉センター2階
熊本市中央区南千反畑町3-7 熊本県総合福祉センター4階
大分市明野東３丁目４番１号 大分県社会福祉介護研修センター内
大分市明野東3丁目4番1号 大分県社会福祉介護研修センター1階
鹿児島市鴨池新町1番7号 鹿児島県社会福祉センター6階
那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター西棟３階
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都道府県 福祉人材センター名称 TEL 郵便番号 住 所 バンク
設置

発 行

〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
TEL : 03-3581-7801　FAX : 03-3581-7804

全国社会福祉協議会 中央福祉人材センター
https: //www.fukushi-work.jp

検 索福祉のお仕事

事業所のみなさまへ

ぜひご活用ください

福祉人材センター・バンクは、社会福祉協議会が運営し、公正中立の立場
で福祉分野に特化した人材の確保・育成・定着に取り組んでいます。

福祉人材センター・バンクが運営する「福祉のお仕事」Webサイトでは、事業
所の魅力を全国の求職者にアピールできます。

福祉人材センター・バンクでは、福祉の仕事を希望する方と求人事業所を
ていねいにマッチングします。

「福祉のお仕事」Webサイトを

無料
でご利用
できます

ぜひ皆様の事業所の求人活動にご活用ください。



検索結果一覧

法人事業所紹介

求職者が求める
情報を発信しましょう

求人検索＆法人事業所紹介で求職者にアピールできます！

全国の求職者に向けて発信できます！

第1位
第2位

求人の理由は何か（事業の拡大・欠員の募集他） ……38.0％
事業所が求める人物像や選考基準は何か …………35.7％

第3位
第4位
第5位

昇給や賞与の支給条件 …………………………………… 28.0％
就職後の研修や指導はしっかり行われるか …………… 26.2％
一日の就業スケジュール ………………………………… 23.8％

※2022年4月より

【出典】「求職活動及び働き方についての意向調査」R2年度　中央福祉人材センター※複数回答なので、割合の総和は100％を超えます。

キャッチコピーで
アピール！

事業所から
求職者への
メッセージ

職場の雰囲気は
画像で！

求職者の声

求職者が求人検索を行うと、検索結果の一覧に、事業所からのメッセージや画像が表示されます※。
事業所が伝えたいことや職場の雰囲気などを、求職者にアピールできます。

法人事業所紹介のページでは、法人（事業所）のビジョンやアピールポイント、現況報告書や介護認
証評価制度等による認証の状況など、事業所をより深く理解してもらう情報を掲載できます。

求職者は全国の求人票を一括して検索できます※。就労場所を決めていない求職者や、県外の
求職者、U・I・Jターン希望者等に向けても、求人情報を発信できます。

Webサイト
活用のポイント

現況報告書や第三者評価受審状況、
介護事業者認証評価制度等による
認証の状況を表示します。

就職先を選ぶときに求人票に載っていないことで知りたいこと

働き方の希望

職員データ

職員体制や現状を掲載できます。

注目データ

● 未経験の方も先輩職員がしっかりサポートしますので、安心して働けます。
● 就職後もスキルアップできるよう、資格取得のための支援制度があります。
● 有給休暇取得率実績●●％、ワークライフバランスの向上に努めています。　 など

メッセージの
記載例

POINT

（%）0 10 20 30 40 50 60 70 80
長期で働きたい(3年以上)
短期で働きたい(3年未満)

子育てや介護と両立したい(現在、子育て・介護中)
兼業・副業として働きたい

年齢や体調にあわせて、労働時間や仕事内容を選びたい
社会参加や社会とつながることを目的に働きたい

休暇を計画的に取りたい
残業(時間外労働)をしたくない

交代勤務（シフト勤務)はしたくない 15.3%
17.1%
21.4%

18.6%
37.0%

79.3%

5.7%
22.0%

4.5%


