
 ※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。

＜求職登録者情報の項目について＞

　　

　　　　　　　　　　

・村 上：村上市、関川村、粟島浦村

・新発田：新発田市、胎内市、阿賀野市、聖籠町

・阿 賀：五泉市、阿賀町

・新 潟：中央：中央区、北：北区、東：東区、南：南区、西：西区

江南：江南区、秋葉：秋葉区、西蒲：西蒲区

・三 条：三条市、燕市、見附市、加茂市、弥彦村、田上町

・長 岡：長岡市、出雲崎町

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

・障害者福祉：障害

求職登録者情報一覧 【10月号】

・佐 渡：佐渡

・魚 沼：魚沼市、小千谷市

・南魚沼：南魚沼市、湯沢町

・十日町：十日町市、津南町

・柏 崎：柏崎市、刈羽村

・上 越：上越市、妙高市

・児童福祉：児童(保育所) →児童(保)

児童(保育所以外)→児童(保外)



No. 年齢
福祉
職歴

夜勤 福祉関係所有資格 一般所有資格
希望

雇用形態
希望職種 希望分野 希望地域 自己アピール

1 40 有 不可 保育士/幼稚園教諭 普通自動車免許 正職員 保育士/相談・支援・指導員/事務職 児童(保)/社協/児童(保外)/行政 新潟(中央・西)

2 66 有 可 介護福祉士/介護職員基礎研修 普通自動車免許 不問 介護職 高齢/不問 新発田(新発田市)/新潟(北) 即戦力になります。

3 42 無 可 社会福祉士/児童指導員 正職員 保育士/保育補助 児童(保外) 新潟/三条/長岡
児童養護施設での業務経験があります。
児童福祉分野に貢献したいです。

4 50 無 不可 普通自動車免許 正職員
介護職/介護補助(助手)/

保育士/保育補助
高齢/児童(保) 新潟(中央・江南・秋葉・西)

5 49 有 可 社会福祉主事/小・中・高教諭 普通自動車免許 正職員 施設長/管理者/事務職 高齢/障害/社協 新潟/新発田/三条
福祉事務のスペシャリストとして、園長職まで務めさせていた
だきました。これからもひきつづき新潟の福祉のために頑張り
たいと思っています。

6 35 有 可 介護福祉士 ＡＴ限定免許 正職員 介護職/ホームヘルパー 高齢 新潟(中央・南・西)

7 61 有 不可
介護支援専門員/介護福祉士/
社会福祉主事/ヘルパー1級

普通自動車免許 パート
相談・支援・指導員/

介護補助(助手)/事務職
高齢/社協/行政

三条(三条市・加茂市・
見附市・燕市)

経験を活かして、社会貢献できればと思います。

8 58 有 可 介護職員初任者研修 普通自動車免許 不問 介護職/介護補助(助手) 高齢/障害
長岡(長岡市・出雲崎町)/

魚沼(小千谷市)/三条(三条市)/柏崎
介護は天職であり、人生の大先輩でおられる方々との
ふれあいが好きです。

9 62 有 不可 介護職員初任者研修 普通自動車免許 パート 介護職/ホームヘルパー 高齢 新潟(東・中央) 	一生懸命がんばります。

10 35 有 可
社会福祉主事/

サービス管理責任者及び
児童発達責任者基礎研修

ＡＴ限定免許 正職員
相談・支援・指導員/

サービス管理責任者/事務職/介護職
障害/高齢

新潟(中央・江南・秋葉)/
新発田(阿賀野市)/阿賀/三条

障がい者支援施設での勤務、高齢者施設での相談員勤務などのこれ
までの経験を活かした仕事をしていきたいと思っています。

11 46 無 可 普通自動車免許 正職員
介護職/相談・支援・指導員/

介護支援専門員
高齢 長岡(長岡市)/柏崎(柏崎市)

	9月から初任者研修課程資格を受講し
その後働きながら実務者研修の資格を取得したいです。

12 53 無 不可 普通自動車免許 正職員
介護職/相談・支援・指導員/

事務職
高齢/障害 三条(三条市・燕市)

13 54 有 不可 介護職員初任者研修 普通自動車免許 パート 介護補助(助手)/保育補助 高齢/児童(保外)/児童(保) 新潟(東・中央・江南・西)

14 38 有 不可
社会福祉士/社会福祉主事/

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/
介護職/社協専門員

障害/高齢/社協 新潟(東・中央・西)
以前、福祉関係の仕事に就いた後、他の業界の仕事をしていま
したが、また福祉関係の仕事に就きたいと希望しました。
宜しくお願い致します。

15 46 有 不可 介護福祉士/社会福祉主事 普通自動車免許 パート
相談・支援・指導員/社協専門員/

介護職/介護補助(助手)
障害/社協/行政 長岡/三条/魚沼/南魚沼

介護、福祉から9年のブランクあります。
子育ても一息つきますので再就職したいです。

16 37 無 可 介護職員初任者研修 ＡＴ限定免許 不問 介護補助(助手)/介護職/調理員 高齢/障害/児童(保外)
新発田(新発田市・胎内市・聖籠町)/

新潟(北)

介護にはずっと興味がありましたが、育児・仕事の両立で忙しく踏み出す勇気が
ありませんでした。まだ子育て真っ最中ではありますが、子供も大きくなり手が
かからなくなってきたので、チャレンジしてみようと思いました。

【一般】



No. 年齢
福祉
職歴

夜勤 1 一般所有資格
希望

雇用形態
希望職種 希望分野 希望地域 自己アピール

17 47 有 不可 中教諭 普通自動車免許 正職員
相談・支援・指導員/

ホームヘルパー
障害 十日町

農福連携に興味があります。
高齢者サロンで健康教室（筋トレ・脳トレ）をしていました。

18 69 無 パート 介護補助(助手)/調理員 不問 新潟(中央)

19 45 有 不可 介護職員初任者研修 普通自動車免許 不問
ホームヘルパー/介護補助(助手)/

相談・支援・指導員/介護職
高齢/障害/児童(保外) 三条(三条市・見附市)

20 38 有 不可 保育士 不問 保育士/相談・支援・指導員 児童(保外)/障害 長岡/魚沼 誠意と真心で献身的に従えます！！

21 46 有 可 幼稚園教諭 正職員 相談・支援・指導員 障害/児童(保外) 新潟(東・中央・西・西蒲)
児童支援を中心に多種経験してきました。家庭生活困難児の生活全般支援をした
いと考えています。勤務条件として土日祭、年末年始、夜間は出勤可能で、月～
金に希望休を頂きたいです。

22 41 有 不可 保育士/幼稚園教諭 普通自動車免許 パート 介護補助(助手)/保育士 児童(保)/児童(保外) 上越(上越市)

23 27 有 不可 介護福祉士/社会福祉士 ＡＴ限定免許 常勤 介護職 高齢/障害 上越(上越市) 今までの介護経験を活かし、頑張ります。

24 39 有 不可
介護福祉士/社会福祉士取得見込/

介護支援専門員/中・高教諭/
介護職員初任者研修

ＡＴ限定免許 正職員 相談・支援・指導員 障害/児童(保外) 新潟(東・中央・江南・西)

25 60 有 可
ヘルパー1級/

介護職員初任者研修/調理師
普通自動車免許 正職員 介護職/介護補助(助手)/調理員 高齢/社協 三条(三条市・燕市)

26 49 有 不可 介護職員初任者研修 普通自動車免許 パート ホームヘルパー 高齢 新潟(中央)

27 65 有 不可 保育士 普通自動車免許 パート 保育士/保育補助 児童(保) 新潟(東・中央・西)

28 55 有 可 介護福祉士/ヘルパー1級 ＡＴ限定免許 正職員 介護職/ホームヘルパー 高齢 新潟(中央・江南・西・西蒲)

29 60 有 可 介護職員初任者研修 普通自動車免許 パート
運転手/用務員/

介護職/相談・支援・指導員
障害/高齢 三条/長岡/新潟/柏崎

30 21 無 可 介護職員初任者研修修了見込 ＡＴ限定免許 正職員
介護職/保育補助/

相談・支援・指導員/調理員
児童(保外)/障害/社協 新潟(東・中央・江南・秋葉)

	子供が好きです。のちに正社員になれるのであればパートも可
能です。

31 32 有 可 介護福祉士 普通自動車免許 正職員 介護職 高齢/障害 新潟(北・東・中央・江南)/新発田

32 42 有 可 介護福祉士 普通自動車免許 正職員 介護職/介護補助(助手) 高齢/障害 新潟(北・東・中央・江南)/新発田

33 49 無 可 介護職員初任者研修 普通自動車免許 正職員 不問 高齢/社協/不問 長岡
これまで培ってきた知識や経験を活かし人と人とのつながりを
大切にし、直接的に人の役に立てる介護職に就きたいと考えて
おります。

【一般】



No. 年齢
福祉
職歴

夜勤 福祉関係所有資格 一般所有資格
希望

雇用形態
希望職種 希望分野 希望地域 自己アピール

34 31 有 可 介護職員初任者研修 ＡＴ限定免許 正職員 介護職/事務職 高齢 十日町(十日町市)

35 59 有 不可 介護福祉士/社会福祉士 普通自動車免許 正職員 相談・支援・指導員/事務職 障害/社協
三条(三条市・加茂市・弥彦村)/

新潟(西蒲)/長岡

36 46 無 不可 介護職員初任者研修修了見込 普通自動車免許 常勤 介護職 高齢 新潟(東・中央・西・西蒲)

37 64 有 不可 介護支援専門員 普通自動車免許 パート 介護支援専門員/セラピスト 高齢 長岡

38 53 無 不可 介護職員初任者研修 普通自動車免許 正職員
事務職/介護補助(助手)/

介護職/保育補助
社協/高齢/その他福祉/児童(保)

長岡(長岡市)/魚沼(小千谷市)/
三条(見附市)

今までの仕事を経験してきて、常に正確さを意識して仕事に取り組み、チームワーク良
く働いて来た事と細かな作業が得意でコツコツ仕事をして長年働いて来たので、その経
験をこれからも生かして活躍して行きたいと思っております。

39 58 有 不可 介護職員初任者研修 普通自動車免許 不問 相談・支援・指導員 障害 新潟(中央・江南・西)

40 63 無 可 介護職員初任者研修 普通自動車免許 パート 介護職 高齢/障害 南魚沼(南魚沼市)
接客業を長年やっていたので、コミュニケーションには自信が
あります。

41 45 無 不可 介護職員初任者研修修了見込 普通自動車免許 正職員 福祉用具専門相談員/事務職 不問 新潟(中央・江南・西)

42 54 有 不可 介護職員初任者研修 普通自動車免許 常勤 保育補助/介護職 児童(保外)/高齢 新潟(東・中央・江南)

43 52 有 可
介護福祉士/実務者研修/

介護職員初任者研修
普通自動車免許 正職員

介護職/社協専門員/事務職/
サービス提供責任者

高齢/社協/行政
新発田(新発田市・阿賀野市)/

阿賀(五泉市)/新潟(江南)
ご利用者様の気持ちを理解しトラブルになりそうな場合でも
誠意を持ち笑顔で対応いたします

44 65 無 可 普通自動車免許 パート 相談・支援・指導員/運転手 社協/行政/その他福祉 柏崎/長岡/上越

45 49 有 可 社会福祉主事/介護職員初任者研修 普通自動車免許 正職員 不問 不問 新潟(中央・西・西蒲)

46 25 無 可 普通自動車免許 正職員 介護職 高齢 新潟(南・秋葉・西)

47 24 有 不可 介護福祉士 普通自動車免許 正職員 介護職 高齢 新潟(東・中央・江南)

No. 年齢
福祉
職歴

夜勤 福祉関係所有資格 一般所有資格
希望

雇用形態
希望職種 希望分野 希望地域 自己アピール

S-1 19 無 可 介護福祉士取得見込/社会福祉主事取得見込/
介護職員初任者研修 ＡＴ限定免許 正職員 介護職/介護補助(助手)/事務職 高齢 新潟(東・中央・江南・西)

S-2 22 無 可 栄養士取得見込 ＡＴ限定免許 正職員 栄養士 高齢
長岡(長岡市)/三条(三条市・

見附市)/新潟/柏崎/魚沼(小千谷市)

S-3 21 無 可
社会福祉主事取得見込/

児童指導員取得見込
普通自動車免許 正職員 相談・支援・指導員/介護職 行政/社協/高齢 新潟(東・中央・江南・秋葉)/新発田

S-4 20 無 可 保育士取得見込/幼稚園教諭取得見込 ＡＴ限定免許 正職員 保育士 児童(保)/児童(保外)/障害 三条(三条市・見附市)/長岡(長岡市)

S-5 23 無 可 普通自動車免許 不問
相談・支援・指導員/

セラピスト/不問
障害/行政/社協/不問 新潟/十日町/南魚沼/三条

【一般】新規登録者

【新規学卒者】


