
※求人事業者からのリクエストにお応えできる方のみの情報となります。

※新潟市内の希望地域について、希望区の指定がある場合は、(　　)内に希望区を表示しています。

※求人・求職登録システムの変更に伴い、平成25年11月号より『ヘルパー２級』の資格表記は、『介護職員初任者研修』と変更しています。

＜求職登録者情報の項目について＞

●希望分野について、以下のように表記しています。　

・高齢者福祉→ 高齢 ・児童福祉： 児童(保育所)→児童(保)

         　　　 児童(保育所以外)→児童(保外)

・障害者福祉： 障害者(複合)→障害　

 　　　　　　   障害者(身体)→障害(身)　　 ・社協→社協

 　　　　　　   障害者(知的)→障害(知)

  　　　　　　  障害者(精神)→障害(精)

●希望地域について、以下のように表記しています。　

・村　上：村上市、山北町、朝日村、神林村、荒川町、関川村、粟島浦村　 ・佐　渡：佐渡市　

・新発田：新発田市、胎内市、阿賀野市、聖籠町　　　　　　　　　　　　 　・魚沼地域：魚沼市、小千谷市、川口町　　　　　　　　　  

・阿　賀：五泉市、阿賀町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・南魚沼地域：南魚沼市、湯沢町　　　　　　　  

・新　潟：新潟市全域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・十日町地域：十日町市、津南町

　　　　　中：中央区、北：北区、東：東区、南：南区、西：西区　　　　　　・柏崎地域：柏崎市、刈羽村

　　　　　江南：江南区、秋：秋葉区、西蒲：西蒲区　　　　　　　　　　　　　　・上越地域：上越市、妙高市　　　　   

・三　条：三条市、燕市、見附市、加茂市、弥彦村、田上町　　　　　　　 ・糸魚川地域：糸魚川市　　　　   

・長　岡：長岡市、出雲崎町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

求職登録者情報一覧　【11月号】

学生登録者の情報は最終ページに公開しています。



1 54 有 不可 栄養士 普通自動車免許 パート 介護職 高齢/児童/社協

2 47 無 可 介護職員初任者研修 普通自動車免許 正職員
介護職/ホームヘルパー
相談・支援・指導員

高齢/障害

3 51 無 不可
介護職員初任者研修/福祉用具専門相談員
福祉住環境コーディネーター

普通自動車免許 不問 介護職/相談・支援・指導員 高齢/障害/その他福祉

4 45 無 可 介護職員初任者研修 普通自動車免許 不問
介護職/ホームヘルパー
相談・支援・指導員

高齢

5 43 有 可 介護福祉士/介護職員初任者研修 普通自動車免許 不問 介護職 不問

6 51 有 可 介護福祉士/ヘルパー1級 AT限定免許 正職員
介護職/サービス提供責任者/ホームヘルパー
ユニットリーダー

高齢/社協

7 34 有 不可 保育士/教員免許（幼） AT限定免許 パート 保育士 児童

8 44 有 不可 社会福祉主事/介護福祉士/実務者研修 普通自動車免許 不問 相談・支援・指導員 障害/高齢/その他福祉

9 52 有 可 社会福祉主事/実務者研修/教員免許（中・高） 普通自動車免許 正職員 社協専門員/介護職 高齢

10 38 無 不可 介護職員初任者研修 不問 不問 不問

11 52 有 不可 普通自動車免許 パート 相談・支援・指導員/介護職 障害/高齢

12 36 無 不可 介護職員初任者研修 AT限定免許 パート 介護職 高齢

13 34 有 不可 保育士/教員免許（幼） 普通自動車免許 パート 保育士 児童

14 44 有 不可 社会福祉士/介護職員初任者研修 普通自動車免許 パート
介護職/相談・支援・指導員
社協専門員

高齢/社協/行政

15 40 有 不可 保育士/教員免許（小）/司書教諭 普通自動車免許 正職員 相談・支援・指導員/保育士 児童/行政/社協

16 51 無 不可 普通自動車免許 パート 介護職 高齢

17 39 無 不可 介護職員初任者研修 普通自動車免許 正職員
相談・支援・指導員
（障）サービス管理責任者社協専門員/介護職

障害/社協/行政/高齢

18 34 有 不可 保育士/児童指導員 普通自動車免許 不問 不問 不問

19 54 有 可 障害者スポーツ指導員 普通自動車免許 正職員 相談・支援・指導員 不問

20 40 有 不可 保育士/教員免許（幼） 普通自動車免許 パート 保育士 児童

21 40 有 可 介護福祉士 普通自動車免許 正職員 介護職 高齢

長岡

No. 年齢
福祉
職歴

夜勤 福祉関係保有資格 一般保有資格 希望分野 希望地域
希望

雇用形態

上越

五泉/新潟（秋葉）/阿賀野

新潟

長岡/見附

新潟（東・中央・西）

不問

長岡

新潟

長岡

希望職種

新潟（中央・西）

新潟（中央・西・江南）

新潟（江南・北・東）

長岡

新潟（西・中央）

新潟（西蒲）/燕

新潟（中央）

長岡/魚沼

新潟

不問

新潟
（西・東・中央・西蒲・南）



22 61 有 不可
実務者研修/介護職員初任者研修/保育士
教員免許（幼）

普通自動車免許 常勤・パート 介護職 高齢

23 35 有 不可 介護職員初任者研修/実務者研修取得見込 普通自動車免許 正職員 介護職/ホームヘルパー 不問

24 44 無 可 実務者研修取得見込 普通自動車免許 正職員 相談・支援・指導員 障害

25 39 無 可 実務者研修取得見込 普通自動車免許 正社員・パート 介護職/ホームヘルパー 高齢

26 37 有 可 社会福祉主事/介護職員初任者研修/実務者研修取得見込 普通自動車免許 正職員 介護職 高齢/障害

27 55 無 不可 実務者研修取得見込/保育士/教員免許（幼） 普通自動車免許 不問 介護職/ホームヘルパー/保育士 高齢/障害/児童

28 46 有 不可 介護福祉士/介護職員初任者研修 普通自動車免許 不問 介護職 高齢

29 50 有 不可 介護福祉士/社会福祉士/精神保健福祉士 普通自動車免許 パート 介護職 高齢

30 63 無 不可 介護職員初任者研修 AT限定免許 パート 介護職/ホームヘルパー 高齢

31 35 有 不可 社会福祉士/精神保健福祉士/介護支援専門員 普通自動車免許 正職員
事務職/相談・支援・指導員
介護支援専門員

不問

32 55 無 不可 保育士 普通自動車免許 パート 保育士 児童

33 52 有 不可 保育士 普通自動車免許 パート 保育士 児童

34 40 有 不可 保育士/教員免許（幼） 普通自動車免許 パート 保育士 児童

35 64 有 不可 介護福祉士 普通自動車免許 パート 介護職 高齢

36 39 有 不可 社会福祉主事 普通自動車免許 パート 介護職/相談・支援・指導員 不問

37 47 無 不可 介護職員初任者研修 普通自動車免許 正職員 介護職/運転手/ホームヘルパー 高齢

38 52 無 不可 普通自動車免許 不問
運転手/用務員/介護職
相談・支援・指導員

高齢・社協・行政

39 34 有 不可 介護職員初任者研修 AT限定免許 正職員 介護職/ホームヘルパー 高齢

新潟（中央・西）

No. 年齢
福祉
職歴

夜勤 福祉関係保有資格 一般保有資格 希望分野 希望地域希望職種
希望

雇用形態

新発田

新潟
（北・東・中央・江南）

新潟（東・江南・秋葉）

新潟（西・中央）

三条/新潟

新潟（西）

長岡/柏崎/小千谷

新潟

三条/新潟/長岡

三条/新潟/阿賀

新潟（北・東）

長岡

長岡

新潟（中央・西）

長岡

新潟（東・中央・西）

新潟（東・中央・西）
新発田



S-1 21 無 可 社会福祉士受験資格見込/社会福祉主事見込 正職員 社協専門員/相談･支援･指導員/介護職 社協/行政/高齢/障害

S-2 21 無 可 社会福祉士受験資格見込/社会福祉主事見込/実務者研修終了 普通自動車免許 正職員 相談･支援･指導員/介護職 高齢

S-3 22 無 可
社会福祉士受験資格見込/社会福祉主事見込/保育士取得見込
教員免許（幼）取得見込 普通自動車免許 正職員 相談･支援･指導員/社協専門員/介護職 高齢/社協/行政

S-4 22 無 不可 栄養士取得見込/管理栄養士受験資格見込 AT限定免許 正職員 栄養士 児童

S-5 21 無 可 介護福祉士受験資格見込/社会福祉士受験資格見込 AT限定免許 正職員 介護職/相談･支援･指導員/ホームヘルパー 高齢/障害

S-6 21 無 不可 社会福祉士受験資格見込/社会福祉主事見込/児童指導員見込 普通自動車免許 正職員 相談･支援･指導員/事務職/社協専門員 障害/高齢

S-7 21 無 可
社会福祉士受験資格見込/社会福祉主事見込/保育士取得見込
教員免許（幼）取得見込 AT限定免許 正職員 相談･支援･指導員/社協専門員/事務職 児童/社協/行政/障害

S-8 21 無 不可 保育士見込/社会福祉士受験資格見込/社会福祉主事見込 AT限定免許 正職員 保育士/相談･支援･指導員 児童/高齢/障害

S-9 21 無 不可 栄養士取得見込/管理栄養士受験資格見込 正職員 管理栄養士/栄養士 児童

S-10 22 無 可 社会福祉士受験資格見込/社会福祉主事見込/児童指導員見込 AT限定免許 正職員 相談･支援･指導員/介護職/社協専門員 高齢/社協/児童

S-11 21 無 不可 社会福祉士受験資格見込/社会福祉主事見込/児童指導員見込 AT限定免許 正職員 相談･支援･指導員/事務職/介護職 障害

S-12 21 無 不可 栄養士取得見込/管理栄養士受験資格見込 AT限定免許 正職員 栄養士/調理員 高齢/児童/障害

S-13 22 無 不可 社会福祉士受験資格見込/社会福祉主事見込 普通自動車免許 正職員 社協専門員/相談･支援･指導員/事務職 行政/社協/高齢/障害

S-14 21 無 可 社会福祉士受験資格見込/社会福祉主事見込 普通自動車免許 正職員 相談･支援･指導員/事務職/社協専門員 児童/社協/障害/高齢

No. 年齢 希望分野 希望地域

新潟/新発田/三条/長岡

新潟（西･東･中央）

糸魚川/上越/新潟

長岡/新潟/三条/新発田

新潟（西・東）
新発田/長岡

村上/新発田/新潟

新潟（中央･東･西）

不問

新潟

新潟/長岡/新発田/柏崎

柏崎/長岡/上越/新潟

新潟/三条

長岡

新潟/三条/長岡/新発田

福祉
職歴

夜勤 福祉関係保有資格 一般保有資格 希望職種
希望

雇用形態


