
法人名 就業場所 募集職種 雇用形態 年齢 資格 賃金(円)

木曽東1-34-1 ドライバー パート労働者 不問 普通自動車免許(AT限定可) 時給1,250～ 13190 5900201

小野路町1733(湯船共働学舎) 生活支援員 正社員 59歳以下 普通自動車免許、看護師尚可 月給237.200～ 13190 5893401

小野路町2222(桜ヶ丘共働学舎) 事務員 正社員 59歳以下 普通自動車免許 月給237.200～ 13190 5892101

小野路町1733(湯船共働学舎) 調理員 正社員 59歳以下 普通自動車免許(AT限定不可) 月給237.200～ 13190 5891901

小野路町11-1 看護師 正社員 18歳～59歳 看護師(必須) 月給239.740～ 13190 5704101

小野路町11-1 看護補助者、介護スタッフ 正社員 18歳～59歳 不問 月給171.145～ 13190 5703901

小野路町11-1
障がい者ケアスタッフ(一二
三学園)

正社員 18歳～59歳
保育士、介護福祉士、介護職員初任者研修修
了者があれば尚可

月給175.800～ 13190 5702601

本町田3047-43(はくほうホームオリーブ) 夜間見守り業務 パート労働者 不問 不問　 時給1.050～ 13190 5683701

根岸2-31-5(サポートセンター町田とも) 障がい者支援スタッフ パート労働者 不問 普通自動車免許(AT限定可) 時給1.060～ 13190 5682401

野津田町168-1(町田かたつむりの家)
小野路町1605-2(町田生活実習所)のいずれか 送迎ドライバー パート労働者 不問 普通自動車免許(AT限定可) 時給1.100～ 13190 5681101

特定非営利活動法人
ほっと・ステーションらら

南成瀬２－３２－１１
クレスト南成瀬２　２－１１ 居宅訪問介護ヘルパー パート労働者 不問

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者

時給２，０００～ 13190 5916801

高ヶ坂5-26-19(高ヶ坂ひかり苑) 介護職員 正社員 18歳～59歳 福祉系の資格があれば尚可 月給180.448～ 13190 5707801

高ヶ坂5-26-19(高ヶ坂ひかり苑) 介護スタッフ パート労働者 不問
介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー
２級、介護福祉士許があれば尚可、

時給1.120～ 13190 5706701

高ヶ坂5-26-19(高ヶ坂ひかり苑) 介護職員(夜勤専門) パート労働者 18歳以上 介護職員初任者研修修了者(必須) 時給1.120～ 13190 5705401

「東電さわやかケア町田」
森野４－１７－２３　渋谷ビル2階ーA 福祉用具の営業 5554701正社員 59歳以下

福祉用具専門相談員
介護福祉士尚可
介護職員初任者研修修了者があれば尚可
普通自動車免許（AT限定可）

月給２１０，０００～ 13190

時給１，３００～ 13190 5545401ホームヘルパー パート労働者 不問

不問パート労働者ホームヘルパー 時給１，３０0～ 13190 5544101

町田市福祉のしごと相談・面接会（2020/9/12)求人一覧表

求人番号

時給1,013～木曽東1-34-1 5899301

5898001時給1,600～

パート労働者生活支援員(夜勤) 不問

東電パートナーズ株式会社

社会福祉法人　みどり福祉会

社会福祉法人　白峰福祉会

一般財団法人ひふみ会

社会福祉法人　共働学舎

13190

木曽東1-34-1 13190

「東電さわやかケア町田」
森野４－１７－２３　渋谷ビル２階ーA

看護師・准看護師 パート労働者 18歳以上 看護師,准看護師(いずれかの資格所持で可)

「東電さわやかケア成瀬」
南成瀬５－１－１１シャトルM１０１号室

ホームヘルパー２級又は
介護職員初任者研修修了者
介護福祉士があれば尚可

一般社団法人　福祉心話会 18歳以上

ホームヘルパー２級又は
介護職員初任者研修修了者
介護福祉士があれば尚可



法人名 就業場所 募集職種 雇用形態 年齢 資格 賃金(円)

「森野ST」森野1-30-8
「美郷」小山が丘１－２－９

登録ヘルパー パート労働者 59歳以下
介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー２級　普通自動車免許
あれば尚可

時給1，450～ 13190 5591601

「花美郷」小山が丘１－１２－５
「美郷」小山が丘１－２－９ 看護師 正社員 59歳以下 看護師又は准看護師 月給287.000 13190 5592901

金森４－７－３０ ケアスタッフ 正社員 18歳～64歳 不問 月給１８４，３００～ 13190 5588701

金森４－７－３0 介護スタッフ パート労働者 不問 不問 時給1,050～ 13190 5589801

図師町９８９ 看護師 正社員 59歳以下 看護師 月給２１２，９００～ 13190 5921101

図師町９８９ 介護支援専門員 正社員 59歳以下 介護支援専門員 月給２０１，３００～ 13190 5919001

図師町９８９ 介護職員 正社員 18歳～59歳
介護福祉士、ヘルパー２級、介護職員初任者
研修のいずれか

月給２３１，３００～ 13190 5918501

鶴間7丁目3-3(オネスティ南町田) 介護スタッフ 正社員 18歳～59歳 不問 月給191.000～ 13190 5885401

鶴間7丁目3-3(オネスティ南町田) 介護福祉士 正社員 18歳～59歳 介護福祉士 月給215.000～ 13190 5871001

鶴間7丁目3-3(オネスティ南町田) 介護支援専門員 正社員 59歳以下 介護支援専門員 月給202.000～ 13190 5886701

「みぎわディサービス」
南町田４－１０－３８ ディサービス介護職員 パート労働者 不問 不問 時給1,095～ 13190 5583301

「特別養護老人ホーム　みぎわホーム」
南町田４－１０－３8 介護職 正社員 18歳～64歳

ホームヘルパー２級
介護福祉士
介護職員初任者研修修了者のいずれか

月給１８５，７００～ 13190 5585901

「特別養護老人ホーム　みぎわホーム」
南町田４－１０－３8 介護支援専門員 正社員 64歳以下

介護支援専門員、
普通自動車免許(AT限定不可)

月給２６０，３００～ 13190 5586101

相原町２３１１－１ 介護職員 パート労働者 不問 不問 時給1,013～ 13190 5540001

相原町２３１１－1 介護職員 正社員 64歳以下 不問 月給175,000～ 13190 5539201

森野3-20-5 ホームヘルパー パート労働者 不問
介護職員初任者研修修了者(必須)、ヘルパー２
級(必須)、介護福祉士(必須)のいずれか

時給1.106～ 13190 5628201

森野3-20-5 ホームヘルパー パート労働者 不問
介護職員初任者研修修了者(必須)、ヘルパー２
級(必須)、介護福祉士(必須)　のいずれか
※資格取得見込みの方も応募可

時給1.360～ 13190 5635801

森野3-20-5 訪問入浴オペレーター 正社員 59歳以下
介護職員初任者研修以上の介護資格があれば
尚可
普通自動車運転免許（AT限定不可）

月給252.000～ 13190 5626701

求人番号

「花美郷」小山が丘１－１２－５
「美郷」小山が丘１－２－９

月給２０４，０００～ 13190 5590301介護職 正社員 59歳以下 不問

SOMPOケア株式会社

　
社会福祉法人

南町田ちいろば会

※当日は求人票一覧での参加と
なります。

医療法人社団　永生会

社会福祉法人　友愛十字会

アースサポート株式会社

社会福祉法人　天寿園会

※当日は求人票一覧での参加と
なります。

13190月給１８４，３００～不問18歳～64歳正社員 5587401ケアスタッフ小山町６５２番地

社会福祉法人　竹清会



法人名 就業場所 募集職種 雇用形態 年齢 資格 賃金(円)

原町田５－１－１２ 介護職 正社員 18歳～59歳 介護福祉士 月給１９１，３００～ 13190 5564201

原町田５－１－１2 介護職 パート労働者 不問 不問 時給１，０１５～ 13190 5565501

原町田５－１－１2 送迎ドライバー パート労働者 不問 普通自動車運転免許（AT限定不可） 時給１，２００～ 13190 5566001

学童保育指導員 パート労働者 不問
保育士尚可
幼稚園教諭（専修・1種・2種）尚可
小学校教諭（専修・1種・2種）尚可

資格有：時給1110円～
資格無し：時給1020円～

13190 5653501

学童保育クラブ指導員 正社員外 不問
保育士尚可
社会福祉士尚可
幼～高の教員免許、放課後児童支援員　尚可

月給２４４，０００～ 13190 5652201

南町田1-3-48 保育士補助 パート労働者 不問 保育士あれば尚可 時給1.300～ 13190 5691701

南町田1-3-48　光の原保育園 保育士(光の原保育園) 正社員 59歳以下 保育士(必須) 月給221.000～ 13190 5690401

中町4-13-1　1階 正看護師 正社員 59歳以下 看護師、普通自動車免許(AT限定可) 月給244.000～ 13190 5903301

中町4-13-1　1階 正看護師 パート労働者 不問 看護師、普通自動車免許または原付バイク免許 時給2,000～ 13190 5902001

株式会社　ダブルイーグル
「スポーツディサービス１８」
南町田５－１１－１６ 介護職 パート労働者 不問 普通自動車免許（AT限定可） 時給1,050～ 13190 5954901

保育士
幼稚園教諭（専修・1種・2種）
小学校教諭（専修・1種・2種）のいずれか

社会福祉法人　七五三会

学童保育支援員 パート労働者 不問
保育士
幼稚園教諭（専修・1種・2種）
小学校教諭（専修・1種・2種）のいずれか

一般社団法人　なれっじ・ネットワーク

「図師学童保育クラブ」
図師町２３９－１９

不問
保育士
幼稚園教諭（専修・1種・2種）
小学校教諭（専修・1種・2種）のいずれか

パート労働者学童保育支援員 時給1,013～ 13190 5622601

月給１６５，２８０～ 13190不問

求人番号

社会福祉法人　町田市社会福祉協議会
町田市内の社会福祉協議会の管理・運営している

15クラブのいずれか

特定非営利活動法人
町田市学童保育クラブの会

※当日は求人票一覧での参加と
なります。

社会福祉法人　光彩会

月給１８０，０００～ 13190

「なかよし学童保育クラブ」
忠生３－１０－２

町田市内の１３カ所の学童保育クラブのいずれか 学童保育支援員 正社員

保育士尚可
社会福祉士尚可
幼～高の教員免許、放課後児童支援員　尚可

59歳以下

時給1,013～ 13190 5621301

学童保育クラブ指導員 正社員外 5650701

5620001



法人名 就業場所 募集職種 雇用形態 年齢 資格 賃金(円)

玉川学園３－３５－１ ケア・ワーカー パート労働者 不問
介護職員初任者研修修了者尚可
ホームヘルパー２級尚可

時給1,01５～ 13190 5966701

玉川学園３－３５－１ ケア・ワーカー パート労働者 不問
介護職員初任者研修修了者尚可
ホームヘルパー２級尚可

時給1,01５～ 13190 5965401

南大谷２６４ 看護師・准看護師 パート労働者 不問 看護師、准看護師 時給1,500～ 13190 5967801

鶴間4-4-1 医療ソーシャルワーカー 正社員 59歳以下 社会福祉士(必須) 月給185.00～ 13190 5937601

鶴間4-4-1 介護福祉士 正社員 18歳～59歳 介護福祉士(必須) 月給175.000～ 13190 5941201

鶴間4-4-1 看護補助 正社員 18歳～59歳 不問 月給166.000～ 13190 5945601

特定非営利活動法人　桜実会

社会医療法人社団　正志会
南町田病院

求人番号

※1：南町田ちいろば会、天寿園会、町田市学童保育クラブの会は当日の出展はなし

　　（求人票一覧での紹介のみ）

※2：求人票のみの団体へのご相談につきましては、各団体に直接ご連絡をお願い致します。

※3：求人条件等詳細につきましては、ハローワーク求人票でご確認ください。


