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№ 法人名 就業先施設・事業所名 所在地 職 種
雇用
形態

人
数

資 格 年齢 定年 求人番号

特別養護老人ホーム
ちょうふ花園/かしわ園

調布市下石原3-44-1
調布市国領8-4-6

介護職員 正社員 3 ヘルパー2級、介護職員初任者研修以上
18～
59歳

60歳
再雇用あり

13200-12201571

老人デイサービスセンター
ちょうふ花園

調布市下石原3-44-1
介護職
（デイサービスセン
ター）

正社員 1
ヘルパー2級、介護職員初任者研修以上
普通自動車運転免許あれば尚可

59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200-13163371

特別養護老人ホーム
ちょうふ花園

調布市下石原3-44-1 介護職員 パート 1 ヘルパー2級、介護職員初任者研修以上 不問
60歳

再雇用あり
13200-12204871

特別養護老人ホーム
ちょうふ花園

調布市下石原3-44-1
デイサービス送迎運
転手・営繕等

パート 1
普通自動車運転免許
         （ＡＴ限定可）

不問
60歳

再雇用あり
13200-12206971

特別養護老人ホーム
かしわ園

調布市国領8-4-6 介護職員 パート 2 ヘルパー2級、介護職員初任者研修以上 不問
60歳

再雇用あり
13200-12205271

2 医療法人社団　桐光会
介護老人保健施設
フロリール調布

調布市下石原3-45-1 介護職員 正社員 2
ヘルパー2級以上または介護職員初任者
研修

18～
59歳

60歳
再雇用あり

13200-12097971

あいケアデイサービス佐須 調布市佐須町4-3-2
デイサービス介護職
員

パート 2 不問 不問 65歳 13200-12098171

あいケアデイサービス深大寺
調布市深大寺東町6-26-
15

デイサービス介護職
員

パート 2 不問 不問 65歳 13200-12100971

介護職員 正社員 2
ホームヘルパー2級（介護職員初任者研
修修了者）または介護福祉士あれば尚可

18歳
以上

60歳
再雇用あり

13200-12169971

介護職 パート 2
ヘルパー2級以上もしくは介護職員初任者
研修修了者

不問 なし 13200-12166771

正社員 5 不問
18～
34歳

60歳
再雇用あり

13200-12096271

正社員以
外

5 不問
18歳
以上

なし 13200-12082371

正社員 2

保育士、介護福祉士、社会福祉士、児童
指導員、教員免許、ヘルパー1級、ヘル
パー2級、介護職員初任者研修、看護師
等の資格があれば尚可
普通自動車免許必須（運転歴1年以上望
む)

18～
59歳

60歳
再雇用あり

13200-12112671

パート 8

保育士、介護福祉士、社会福祉士、児童
指導員、教員免許、ヘルパー2級、介護職
員初任者研修、看護師　普通自動車免許
などがあれば尚可

不問 なし 13200-12114471

知的障がい者日常
生活に係る支援業
務

正社員以
外

2
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）あれば
尚可

18歳
以上

なし 13200-12174771

栄養士 パート 1 栄養士 不問 なし 13200-12176271

調布市国領町3-8-1 介護士（臨時）
正社員以

外
1

介護福祉士または介護職員初任者研修
修了者以上（ホームヘルパー2級以上）

不問 なし 13200-12138371

ホームヘルパー パート 3
介護福祉士または介護職員初任者研修
修了者以上（ホームヘルパー2級以上）

不問 なし 13200-12140771

家事援助ヘルパー パート 2
調布市高齢者家事援助ヘルパー養成研
修修了者

不問 なし 13200-12130571

地域包括支援センターゆうあい
居宅介護支援事業所

調布市国領町3-8-1
主任介護支援専門
員

正社員以
外

1 主任介護支援専門員 不問 なし 13200-13558671

　

　※詳細につきましては、求人票をご確認ください。
※見学会デイズ」は8月8日～22日（予定）まで施設見学可能な法人です。希望する求職者は直接施設に申込みください。

賃 金

1 社会福祉法人　桐仁会

177,500～284,200円

177,500～284,200円

1,080～1,180円

950～1,000円

1,080～1,180円

4
社会福祉法人　常盤会
ときわぎ国領

ときわぎ国領 調布市国領町8-2-65
185,000～230,000円

950～1,200円

152,000～286,700円

3 有限会社　あいケア
1,000～1,100円

1,000～1,100円

205,000～250,000円

950～1,050円

5
社会福祉法人
大泉旭出学園
調布福祉園

調布福祉園 調布市西町290-3 生活支援員
174,900～200,200円

189,200～189,200円

6
NPO法人　にこにこの会
にこにこキッズルーム

にこにこキッズルーム
放課後等デイサービス「ふくふく」
のいずれか

調布市下石原1-2-4
調布市国領5-74-1

障害のある子供の
保育活動（指導員)

7
調布市知的障害者援護施
設　なごみ

調布市知的障害者援護施設　なご
み

調布市西町290-4

178,640～178,640円

1,100～1,100円

8
公益財団法人
調布ゆうあい福祉公社

132,680～165,850円

229,400～229,400円

940～1,000円

調布ゆうあい福祉公社
調布国領高齢者在宅サービスセン
ター

1,000～2,575円

Ｈ29年8月6日(日) 調布市「福祉のしごと 相談・面接会」 求人一覧 
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№ 法人名 就業先施設・事業所名 所在地 職 種
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数

資 格 年齢 定年 求人番号
賃 金

ふみ月チャレンジ染地 調布市染地1-17-15 指導員 正社員 1
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
教員・社会福祉士・介護福祉士・臨床心
理士・保育士等の免許あれば尚可

不問 65歳 13200-12123771

正社員 1 不問 65歳 13200-12121571

パート 1 不問 なし 13200-12122471

ポコポコ・ホッピング神代団地
調布市西つつじヶ丘4-23
神代団地33号棟103号室

指導員 パート 2 不問 なし 13200-12145071

ポコポコ・ホッピング富士見町 調布市富士見町2-17-17 指導員 パート 2 不問 なし 13200-12143971

ケアスタッフ 正社員 1 不問　（未経験者・無資格の方も歓迎）
18～
59歳

60歳
再雇用あり

13040-75691071

【介護福祉士】
ケアスタッフ

正社員 1 介護福祉士
18～
59歳

60歳
再雇用あり

13040-75690171

ケアスタッフ 正社員 1 不問　（未経験者・無資格の方も歓迎）
18～
59歳

60歳
再雇用あり

13040-75688771

【介護福祉士】
ケアスタッフ

正社員 1 介護福祉士
18～
59歳

60歳
再雇用あり

13040-75692371

調理スタッフ パート 1 不問 不問 なし 13040-75689871

9
特定非営利活動法人
ふみ月の会

193,750～252,610円

チャレンジたま川 調布市多摩川5-24-18 指導員
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
教員・社会福祉士・介護福祉士・臨床心
理士・保育士等の免許あれば尚可

193,750～252,610円

1,000～1,200円

11
SOMPOケアネクスト株式会

社

ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ仙川 調布市仙川町3-2-9

193,000～260,000円

226,000～278,000円

ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ調布 調布市上石原1-8-8

193,000～260,000円

226,000～278,000円

950～1,000円

10
特定非営利活動法人
ポコポコ・ホッピング

普通自動車運転免許希望（ＡＴ限定可）
教員・保育士・福祉関係資格あれば尚可

1,160～1,160円

1,160～1,160円
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