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年齢・ 必要な免許資格

求人者名 職種 仕事の内容 指針・ 賃金・加入保険等 所在地・就業場所 就業時間

採用人数 求人番号

不問 時給

(1) 9時30分～16時30分

1人
パート労働者 13150-20568371

不問 時給

(1) 9時00分～14時00分

1人
パート労働者 13150-20570771

不問 時給 介護福祉士

(1) 8時30分～17時00分 ホームヘルパー２級

2人
パート労働者 13150-20850371

64歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種

普通自動車免許ＡＴ

3人
正社員 13150-20852571

64歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 8時30分～17時00分

2人
正社員 13150-20853471

59歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 保育士

(1) 7時00分～15時30分

(2) 8時30分～17時00分

(3)10時30分～19時00分

1人
正社員 13150-20939071

会場：東大和市中央公民館ホール

○調理員

身体障害者の作業施設での業務です
・２０名程度の昼食調理
・準備、配膳、片付け等
・買い物（材料等）
・その他、業務に付帯する仕事

960円～960円

日時：平成２９年１１月２１日（火）

年齢不問
雇用期間の定めなし

労災

○作業指導員

・利用者の作業（下請け作業、自主製品作製）の指
導、及び補助
・食事の配膳
・生活の補助、介助

960円～960円

年齢不問
雇用期間の定めなし

労災

東大和市・武蔵村山市近郊の利用者宅に訪問して介
護サービスを提供します
・訪問介護業務
　１日５～６件の訪問です
・書類作成
・その他、業務に付帯する仕事

東大和市南街１丁目１３－１２186,500円～230,500
円

省令１号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生・財形
東大和市南街２－４９－３
社会医療法人財団　大和会
東大和ヘルパーステーション

○訪問介護員（ホーム
ヘルパー） ・ホームヘルパーの仕事です

　東大和近郊の家庭訪問
（同職１４名）

※１件の訪問につき、交通費２００円支給
　詳細は面接時にお知らせします

・東大和市南街１丁目１３－１２
1,000円～1,600円

年齢不問
雇用期間の定めなし

労災 ・東大和市南街２－４９－３
　東大和ヘルパーステーション 又は 8時30分～17時00分の間の4

時間以上

○（要資格）看護師

・常勤看護
　（オンコール当番：月５～６回程度あります）
・訪問看護業務

東大和市南街１丁目１３－１２224,500円～260,490
円

省令１号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生・財形

東大和訪問看護ステーション　東大和市
南街２－４９－３
武蔵村山サテライト
武蔵村山市榎１－１－５

○介護福祉士：訪問
（サービス提供責任
者）

社会福祉法人　立野みどり福
祉会　立野みどり保育園

保育士（正職員）

認可保育園（乳幼児定員８０名）での０歳～５歳児
の保育のお仕事です。　
・障害児、アレルギー児対応の保育
・その他、業務に付帯する雑務（掃除等）仕事
・園バスでの園外活動があります。

東大和市立野３丁目１２９３番地205,858円～274,770
円

省令１号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生 

ブース
番号

2

1

3

社会福祉法人　みんなの会
第二みんなの家

社会福祉法人　みんなの会
第二みんなの家

社会医療法人財団　大和会

社会医療法人財団　大和会

社会医療法人財団　大和会

東大和市奈良橋１－２７６－２

東大和市奈良橋１－２７６－２



2 / 12 ページ

年齢・ 必要な免許資格

求人者名 職種 仕事の内容 指針・ 賃金・加入保険等 所在地・就業場所 就業時間

採用人数 求人番号

会場：東大和市中央公民館ホール

日時：平成２９年１１月２１日（火）

ブース
番号

不問 時給 保育士

(1) 7時00分～11時00分

(2)14時30分～18時30分

(3)15時00分～19時00分

1人
パート労働者 13150-20941771

不問 時給 中型自動車免許一種

(1) 8時30分～13時30分

1人
パート労働者 13150-20942871

59歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 保育士

(1) 7時00分～15時30分

(2) 8時30分～17時00分

(3)10時30分～19時00分

1人
正社員 13150-20944971

34歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 保育士

(1) 7時00分～15時30分

(2) 8時30分～17時00分

(3)10時30分～19時00分

2人
正社員 13150-20945171

不問 時給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分

2人
パート労働者 13150-20923671

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分

8人
正社員 13150-20925471

医療法人　徳寿会／介護老人
保健施設　プラチナ・ヴィラ
東大和

介護職（定期巡回、随
時対応型訪問介護看
護） ［日常生活を自身で行うことが困難な方への支援］

（身体介護、生活援助サービス）
お客様のお宅へ訪問し、身の回りの介護を行いま
す。

東大和市芋窪６‐１２８４‐１
1,100円～1,500円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 雇用・労災

医療法人　徳寿会／介護老人
保健施設　プラチナ・ヴィラ
東大和

介護福祉士（定期巡
回、随時対応型訪問介
護看護） ［日常生活を自身で行うことが困難な方への支援］

（身体介護、生活援助サービス）
お客様のお宅へ訪問し、身の回りの介護を行いま
す。

東大和市芋窪６‐１２８４‐１194,000円～241,900
円

省令１号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

18歳～
59歳

又は 7時00分～19時00分の間の4
時間程度

社会福祉法人　立野みどり福
祉会　谷里保育園

保育士（１）
認可保育園（現在園児は１８１名）での０歳～５歳
児の保育
のお仕事です。

・園バスでの園外活動（お散歩等）
・その他、業務に付帯する仕事（掃除等）

東大和市狭山３丁目１３４９－４200,858円～269,770
円

省令３号のイ
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生 　

社会福祉法人　立野みどり福
祉会　玉川上水保育園

保育士
（正社員） 認可保育園（園児定員１０１名）での０歳～５歳児

の保育のお仕事です。
・園バスでの園外活動（お散歩等）
・その他、業務に付帯する雑務（清掃等）の仕事
＊コスモスポーツクラブの体育遊びを取り入れてい
る保育園です

東大和市桜が丘４－２９－１８200,858円～269,770
円

省令１号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

社会福祉法人　立野みどり福
祉会　立野みどり保育園

用務・バス運転業務：
保育園 ・幼稚園バスで園外保育の送迎

・営繕、清掃等
・その他、業務に付帯する仕事
＊子ども達と一緒に給食をとります

※勤務開始日の相談に応じます

東大和市立野３丁目１２９３番地
960円～1,000円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 雇用・労災

社会福祉法人　立野みどり福
祉会　立野みどり保育園

保育士（要資格）

・０～５歳児の保育士業務。
　乳幼児：８０名
・その他、業務に付帯する雑務（清掃等)の仕事
＊勤務日の相談に応じます

東大和市立野３丁目１２９３番地

1,000円～1,210円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 労災 立野みどり保育園：東大和市立野

３丁目１２９３番地

4

3
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年齢・ 必要な免許資格

求人者名 職種 仕事の内容 指針・ 賃金・加入保険等 所在地・就業場所 就業時間

採用人数 求人番号

会場：東大和市中央公民館ホール

日時：平成２９年１１月２１日（火）

ブース
番号

59歳以下 月給 交替制あり 保育士

(1) 7時00分～15時30分

(2) 8時30分～17時00分

(3) 8時30分～12時45分

1人
正社員 13150-20927871

不問 時給

(1) 9時00分～13時00分

1人
パート労働者 13150-20928271

不問 時給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

(1) 8時30分～17時00分 介護福祉士

1人
パート労働者 13150-20863271

不問 時給

(1) 8時30分～17時30分

2人
パート労働者 13150-20864971

18歳以上 時給 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分

3人
パート労働者 13150-20865171

不問 時給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

介護福祉士

3人
パート労働者 13150-20893571

又は 8時00分～13時00分の間の4
時間程度

社会福祉法人大龍会　大和南
保育園

保育補助

・０歳児～５歳児までの保育補助業務
・定員１００名の園児数です
・その他、業務に付帯する仕事
＊勤務開始日の相談に応じます

東大和市清原３－１


960円～1,200円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 雇用・労災 １．大和南保育園ほか

２．高木保育園
３．向原保育園

社会福祉法人大龍会　大和南
保育園

保育士（要資格）

・０歳児～５歳児までの保育です。

・定員１００名の園児数です。
・その他、業務に付帯する仕事

東大和市清原３－１
200,700円～274,900

円
省令１号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・
厚生

１．大和南保育園ほか
２．高木保育園
３．向原保育園

社会福祉法人　多摩大和園

介護職（特養）：東大
和市狭山・桜ヶ丘

介護老人福祉施設（特養）における介護業務

＊正規職員への登用制度あり

東大和市狭山２丁目１２６４番地
５1,050円～1,200円

省令２号
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

雇用・労災・健康・
厚生

＊やまと苑：東大和市狭山２－１２６４
－５ または　
＊さくら苑：東大和市桜が丘２－１２２
－４

社会福祉法人　多摩大和園

ホームヘルパー（訪問
介護員） 高齢者宅に訪問し、生活及び身体援助・介助業務を

行います。

＊事業所から高齢者宅までの訪問は電動アシスト自
転車を貸与します。

東大和市狭山２丁目１２６４番地
５1,000円～1,000円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 労災

社会福祉法人　多摩大和園

介護職員（デイサービ
ス）：東大和市清原

デイサービス（通所介護）における高齢者への介護
業務全般

東大和市狭山２丁目１２６４番地
５1,000円～1,100円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

雇用・労災・健康・
厚生

東大和市清原１-１-３４号棟１階 東
大和市高齢者在宅サービスセンター
きよはら

社会福祉法人　多摩大和園

介護職員（デイサービ
ス）：東大和市狭山・
桜ヶ丘

デイサービス（通所介護）における介護業務

東大和市狭山２丁目１２６４番地
５1,000円～1,100円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 労災

＊やまと苑　東大和市狭山２－１２
６４－５　又は
＊さくら苑　東大和市桜が丘２－１
２２－４

又は 7時00分～21時00分の間の1
時間以上

6

5
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年齢・ 必要な免許資格

求人者名 職種 仕事の内容 指針・ 賃金・加入保険等 所在地・就業場所 就業時間

採用人数 求人番号

会場：東大和市中央公民館ホール

日時：平成２９年１１月２１日（火）

ブース
番号

59歳以下 月給 変形（１年単位） 保育士

(1) 7時00分～16時00分

(2) 8時00分～17時00分

(3) 8時30分～17時30分

1人
正社員 13150-21083471

59歳以下 月給 変形（１年単位） 保育士

(1) 7時00分～16時00分

(2) 8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

2人
正社員 13150-21084771

不問 月給 変形（１年単位） 看護師

(1) 8時30分～17時30分

1人
正社員 13150-21085871

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

(1) 6時30分～15時30分 普通自動車免許一種

(2)12時00分～21時00分

(3)13時00分～15時00分

1人
正社員 13150-21086271

59歳以下 月給 変形（１年単位） 保育士

(1) 7時30分～16時30分

(2) 8時00分～17時00分

(3) 9時30分～18時30分

2人
正社員 13150-21087971

59歳以下 月給 変形（１年単位） 保育士

(1) 8時30分～17時30分

(2) 7時00分～16時00分

(3)11時00分～20時00分

1人
正社員 13150-21088171

社会福祉法人　れんげ上北台
保育園

社会福祉法人　蓮花苑　れん
げ学園

又は 7時30分～18時30分の間の8
時間

又は 7時00分～20時00分の間の8
時間程度

雇用・労災・健康・
厚生

又は 7時00分～19時00分の間の8
時間程度

保育士
（正規職員）

０～５歳児のクラス担任
（園児定員　１６２名）

就学までの養護と教育に携わっていただきます。

東大和市蔵敷３－６９１－２201,566円～310,008
円

省令１号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

社会福祉法人　蓮花苑　れん
げ保育園

保育士

０～５歳児のクラス担任
（園児定員　１６９名）

就学までの養護と教育に携わっていただきます。

東大和市芋窪３－１６１５201,566円～310,008
円

省令１号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生 れんげ保育園

保育士

児童養護施設における業務
・２～１８歳までの児童の担当
・生活全般の指導等
・通院付き添い業務（軽自動車～ワゴン車を使用）

東大和市芋窪５－１１６１－３193,166円～210,866
円

省令２号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

18歳～
30歳

社会福祉法人　蓮花苑　れん
げ南街保育園

看護師

＊保育所における看護師のお仕事です。

・保育園園児の健康管理及び保健指導。

・職員の健康管理。

東大和市南街４－３－１224,222円～293,836
円

年齢不問
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

7

又は 7時00分～19時00分の間の8
時間

社会福祉法人　蓮花苑　れん
げ桜が丘保育園

保育士

保育業務全般となります。
就学までの養護と教育に携わっていただきます。

※園児１０２名

東大和市桜が丘３一４４一１８201,566円～310,008
円

省令１号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

社会福祉法人　蓮花苑　れん
げ南街保育園

保育士（正社員） 認可保育園での０歳～就学前児の保育業務全般とな
ります。
園児の養護と環境整備
就学前の教育（英語、体育、音楽、美術、文学、数
の教育）

※園児１３５人　職員２５人

東大和市南街４－３－１201,566円～310,008
円

省令１号
雇用期間の定めなし
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年齢・ 必要な免許資格

求人者名 職種 仕事の内容 指針・ 賃金・加入保険等 所在地・就業場所 就業時間

採用人数 求人番号

会場：東大和市中央公民館ホール

日時：平成２９年１１月２１日（火）

ブース
番号

18歳以上 時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 9時00分～12時00分

(2) 8時00分～17時00分

(3) 9時00分～18時00分

3人
パート労働者 13150-20897271

18歳以上 月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分

(2) 9時00分～18時00分

1人
正社員 13150-20898971

64歳以下 時給

(1) 7時00分～16時00分

(2) 9時00分～18時00分

(3)11時30分～20時30分

2人
パート労働者 13040-15431372

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修

(2) 9時00分～18時00分 介護職員実務者研修

(3)11時30分～20時30分

4人
正社員 13040-15440372

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 9時00分～18時00分 准看護師

(2)17時15分～ 9時15分

1人
正社員 13040-15450572

不問 時給 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修

3人
パート労働者 13150-20858171

社会福祉法人　向会

株式会社　Ｔ・Ｋサポート
デイサービス絆

株式会社　センチュリーライ
フ

介護職員
／玉川上水

【サービス付高齢者向け住宅での介護業務】
ご入居者のサポート・ご支援として、食事、入浴、
排泄等の日常生活の介助をするお仕事です。 労災 東大和市桜が丘４－２９－４　セ

ンチュリーハウス玉川上水

雇用期間の定めなし

18歳～
59歳

18歳～
59歳

株式会社　センチュリーライ
フ

看護師／玉川上水

【サービス付高齢者向け住宅での看護業務】
ご入居者のバイタルチェック、日々の内服薬や外用
薬の管理、様々な処置など。
往診の対応や病院・薬剤師との連携。

港区芝４－２－３　ＮＭＦ芝ビル
３階260,000円～270,000

円
省令１号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・
厚生 東大和市桜が丘４－２９－４　セ

ンチュリーハウス玉川上水

又は 7時00分～20時30分の間の4
時間以上

株式会社　センチュリーライ
フ

介護スタッフ
／玉川上水

【サービス付高齢者向け住宅での介護業務】
・ご入居者のサポート・ご支援（食事、入浴、排泄
等の日常　生活の介助）
・アクティビティやイベント

港区芝４－２－３　ＮＭＦ芝ビル
３階171,000円～184,500

円
省令２号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・
厚生 東大和市桜が丘４－２９－４　セ

ンチュリーハウス玉川上水

港区芝４－２－３　ＮＭＦ芝ビル
３階

介護スタッフ

デイサービスご利用者に対する介護業務
　・送迎、食事、入浴、排泄等の介助
　・居室清掃、買い物や散歩の付き添い等

東大和市南街５丁目７０－３
960円～1,000円

省令２号
雇用期間の定めなし

労災

株式会社　Ｔ・Ｋサポート
デイサービス絆

デイサービスご利用者
様の介護業務

デイサービスご利用者に対する介護業務
・送迎、食事、入浴、排泄等の介助
・居室清掃、買い物や散歩の付き添い等

東大和市南街５丁目７０－３183,500円～185,000
円

省令２号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

訪問介護
利用者宅へ訪問しての介護サービスを行います
・訪問時間１件あたり３０分～１時間で基本直行直
帰です
＊勤務日・時間（１日１件の訪問から）相談に応じ
ます
※勤務開始日の相談に応じます

東大和市芋窪３丁目１６３８－２
1,200円～1,600円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 労災 東大和市芋窪３丁目１６１１－１

在宅サービスセンター向台　ヘルパース
テーション向台

又は 8時30分～17時30分の間の1
時間以上

又は 8時00分～19時00分の間の2
時間以上

1,103円～1,173円

省令１号

8

9

10
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年齢・ 必要な免許資格

求人者名 職種 仕事の内容 指針・ 賃金・加入保険等 所在地・就業場所 就業時間

採用人数 求人番号

会場：東大和市中央公民館ホール

日時：平成２９年１１月２１日（火）

ブース
番号

59歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員

(1) 9時00分～18時00分 社会福祉士

1人
正社員 13150-20859071

不問 時給 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分

(2) 9時45分～18時45分

(3) 7時00分～16時00分

2人
パート労働者 13150-20860471

18歳以上 月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

(1) 9時00分～18時00分

(2) 9時45分～18時45分

(3)16時30分～ 9時45分

2人
正社員 13150-20862871

59歳以下 月給 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

2人
正社員 13150-20905071

月給 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分

(2) 8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分

5人
正社員 13150-20907671

59歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 8時30分～17時30分 准看護師

(2) 9時30分～18時30分

1人
正社員 13150-20908571

社会福祉法人　向会

社会福祉法人　友遊会

社会福祉法人　友遊会

社会福祉法人　友遊会

18歳～
59歳

雇用・労災・健康・
厚生・財形

東大和市奈良橋４-６００　奈良橋市民セン
ターの２階 老人福祉センター内
東大和市高齢者見守りぼっくす　ならはし

省令１号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

東大和市総合福祉センター　は～
とふる

生活支援員（生活介
護） 障害者総合施設での生活介護の業務。

・障害者通所サービス（定員５０名）
・日常生活上の支援：衣服の着脱、食事、入浴移動
・身体機能、生活機能向上に向けての支援
・創作活動、生産活動

東大和市桜が丘２丁目５３番６200,000円～270,000
円

省令１号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

東大和市総合福祉センター　は～
とふる

介護職員（特別養護老
人ホーム） 障害者総合福祉施設の併設の特別養護老人ホームの

介護業務

・ユニット型特別養護老人ホーム（定員５４名・
ショートス　テイ６名）
・食事、排泄、入浴、レクリエーション等

東大和市桜が丘２丁目５３番６200,000円～250,000
円

省令２号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

東大和市総合福祉センター　は～
とふる

看護師（特別養護老人
ホーム） 総合福祉施設の特別養護老人ホームでの看護業務。

・ユニット型特別養護老人ホーム（定員５４名・
ショートス　テイ６名）
・健康管理、服薬管理、通院介助、医師との連携・
調整業務
・日勤のみの勤務です。

東大和市桜が丘２丁目５３番６230,000円～270,000
円

182,000円～250,000
円

省令２号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生・財形 向台老人ホーム

社会福祉法人　向会

介護職：向台老人ホー
ム

高齢者介護業務全般
・入浴、排泄、食事介助等
・入居者６０名
＊勤務日の相談に応じます
＊就業時間（１）～（４）以外の時間の相談に応じ
ます
　昼間の勤務のみも可能です

東大和市芋窪３丁目１６３８－２
1,080円～1,080円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 労災

向台老人ホーム

社会福祉法人　向会

社会福祉士又は主任介
護支援専門員

・高齢者及び家族様との相談業務
・介護予防事業
・事務業務：書類等はパソコン作成
・その他、業務に付帯する仕事

東大和市芋窪３丁目１６３８－２220,000円～300,000
円

省令１号
雇用期間の定めなし

介護職：向台老人ホー
ム 老人介護業務全般

　入浴・排泄・食事介助等

・入居者　６０名
　介護職員　２３名

東大和市芋窪３丁目１６３８－２

10

11
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年齢・ 必要な免許資格

求人者名 職種 仕事の内容 指針・ 賃金・加入保険等 所在地・就業場所 就業時間

採用人数 求人番号

会場：東大和市中央公民館ホール

日時：平成２９年１１月２１日（火）

ブース
番号

59歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 8時30分～17時30分

1人
正社員 13150-20910271

月給 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～15時30分

(2) 8時30分～17時30分

(3)11時30分～20時30分

2人
正社員 13150-20911971

看護師
准看護師

14010-53700371

株式会社ツクイ

送迎ドライバー：デイ
サービス　ツクイ東大
和
雇用期間の定めあり
(4か月未満）
パート労働者

・デイサービスご利用者の送迎業務
社用車（ワゴン車）を使用いたします。主な送迎先は東
大和市・小平市・東村山市等で、介護職員が１名同乗い
たします
・車両の整備（清掃・点検など）
・その他、業務に付帯する雑務

不問
年齢不問
２人

時給960～1,000円
労災

横浜市港南区上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー16F

東大和市清原4-6-4ツクイ東大和

(1)7時50分～9時30分
(2)16時30分～18時00分

普通自動車免許一種
普通自動車免許AT

14010-53701671

株式会社ツクイ

介護職員：デイサービ
ス　ツクイ東大和
雇用期間の定めあり
(４か月未満）
パート労働者

・通所介護にて、下位語職員としてご利用者の身体ケア
を含む心のこもったサービスを行います。
・介護全般・食事・排泄・入浴等の介助
・送迎の添乗業務・その他、業務に付帯する仕事
※１日の利用者は20名～35名程度です

不問
年齢不問

2人

時給
1,000円～1,170円

労災

横浜市港南区上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー16F

東大和市清原4-6-4ツクイ東大和

変形（1カ月単位）
(1）8時00分～17時00分
(2）13時00分～18時00分
(3) 9時00分～
又は 8時00分～18時00分の間の4
時間以上

14010-53730971

社会福祉法人　友遊会

社会福祉法人　友遊会

18歳～
59歳

東大和市桜が丘２丁目５３番６240,000円～270,000
円

省令１号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

東大和市総合福祉センター　は～
とふる

普通自動車免許一種
普通自動車免許AT

14010-53698571

(1)8時30分～10時30分
(2)15時00分～16時30分

変形（１カ月単位）
（1）9時00分～18時00分

株式会社ツクイ

・デイサービスご利用者の送迎業務　お客様の1日
の始まりと終わりをステキな笑顔で対応してくださ
る方、長く地域に貢献できるお仕事です。
・車両清掃、敷地内の環境整備
・車両はワンボックスカーです

看護師（障害者総合福
祉施設） 生活介護、就労継続支援Ｂ型（定員計１００名）、

通所型自立訓練（１０名）、宿泊型自立訓練（１４
名）、短期入所（２名）の利用者様を対象にした、
日常の健康管理、医療的ケア、緊急対応等の業務
※日勤のみの勤務

生活支援員（宿泊型・
自立訓練）

障害者総合福祉施設での自立訓練（生活訓練）と宿
泊型自立訓練の業務全般。

・通所型（定員１０名）と宿泊型（定員１４名）

東大和市桜が丘２丁目５３番６200,000円～270,000
円

省令１号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

東大和市総合福祉センター　は～
とふる

不問
年齢不問
２人

時給960～1,000円
労災

横浜市港南区上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー16F

東大和市桜が丘4-287-1　ツクイ
東大和桜が丘

デイサービス/送迎職
員　ツクイ東大和桜が
丘
雇用期間の定めあり
(4か月未満）
パート労働者

12

11

※看護職員
デイサービスにおけるお客様の
・健康管理、衛生管理
・機能訓練
・協力病院及び担当医と連携しての看護業務等

59歳以下
省令1号
１人

月給
222,500 円～
275,500 円

雇用・労災・健康・
厚生

横浜市港南区上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー16F

東大和市桜が丘4-287-1　ツクイ
東大和桜が丘

株式会社ツクイ

看護職員/デイサービ
ス　ツクイ東大和桜が
丘
雇用期間の定めなし
正社員
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年齢・ 必要な免許資格

求人者名 職種 仕事の内容 指針・ 賃金・加入保険等 所在地・就業場所 就業時間

採用人数 求人番号

会場：東大和市中央公民館ホール

日時：平成２９年１１月２１日（火）

ブース
番号

不問 時給

(1) 9時00分～16時00分

(2)13時30分～18時00分

2人
パート労働者 13150-20899171

不問 時給

(1) 8時30分～14時30分

1人
パート労働者 13150-20900771

不問 月給 変形（１年単位） 保育士

(1) 8時30分～17時00分

(2) 7時30分～16時00分

(3)10時30分～19時00分

2人
正社員 13150-20901871

不問 時給 保育士

(1) 9時00分～13時00分

(2)15時00分～20時00分

2人
パート労働者 13150-20902271

不問 時給 保育士

(1) 9時00分～17時00分

1人
パート労働者 13150-20903971

不問 月給 変形（１年単位） 保育士

2人
正社員 13150-20904171

社会福祉法人　聖光会

社会福祉法人　聖光会

社会福祉法人　聖光会

社会福祉法人　聖光会

社会福祉法人　聖光会

聖光緑が丘保育園

保育士／緑ヶ丘

保育補助業務

＊就業時間は応相談
＊お気軽にご連絡ください。

武蔵村山市緑が丘１６１０－１
1,000円～1,000円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 雇用・労災

聖光緑が丘保育園

＊保育業務
・資格があれば未経験の方でもお気軽にご連絡くだ
さい。

＊緑に囲まれた明るい保育園です。当保育園の静止
画像
　もあります。参照してください。

武蔵村山市緑が丘１６１０－１207,000円～222,300
円

年齢不問
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生 武蔵村山市三ツ藤３－３６－１０
　聖光三ツ藤保育園

又は 9時00分～17時00分の間の5
時間程度

保育士／三ツ藤

又は 7時00分～20時00分の間の8
時間程度

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

保育士
・保育園での園児の保護育成、クラス担任の補助、
送迎添乗なし
　定員：２１０名（現在園児数２１４名）
　１クラス／０歳児：１３名、１歳児：１５名、２
歳児：２０名、３～４歳児：４３名、５歳児：４５
名

武蔵村山市緑が丘１６１０－１
1,000円～1,300円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 雇用・労災 武蔵村山市三ツ藤３－３６－１０

聖光三ツ藤保育園

＊保育業務
・資格があれば未経験の方でもお気軽にご相談くだ
さい。

＊緑に囲まれた明るい保育園です。当保育園の静止
画像もあります。参照してください。

武蔵村山市緑が丘１６１０－１207,000円～222,300
円

年齢不問
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

調理補助

保育園での調理室にて栄養士の下で調理に関する補
助的な仕事をして頂く。（野菜を切る、食器の洗浄
など）

武蔵村山市緑が丘１６１０－１
960円～1,000円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

雇用・労災・健康・
厚生

保育士／緑が丘

13

社会福祉法人　聖光会

保育補助

保育補助、準備、片付けなどを行って頂く。

武蔵村山市緑が丘１６１０－１
960円～1,000円

年齢不問

雇用・労災
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年齢・ 必要な免許資格

求人者名 職種 仕事の内容 指針・ 賃金・加入保険等 所在地・就業場所 就業時間

採用人数 求人番号

会場：東大和市中央公民館ホール

日時：平成２９年１１月２１日（火）

ブース
番号

30歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時10分

3人
正社員 13150-20918771

30歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時10分

3人
正社員 13150-20919871

35歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時10分

3人
正社員 13150-20920171

35歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時10分

3人
正社員 13150-20922371

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分

(2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

2人
正社員 13080-83953971

不問 時給 変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 8時00分～17時00分 准看護師

1人
パート労働者 13080-83961971

株式会社　イノベイションオ
ブメディカルサービス　国立
営業所

新宿区西新宿２－４－１　新宿Ｎ
Ｓビル２５階1,800円～1,800円

年齢不問
株式会社　アスモ介護サービ
ス

看護職パート／武蔵村
山 ＊住宅型有料老人ホームにおける看護業務です。

（受託業務）
＊お客様の健康管理業務です。
（バイタルチェック、薬管理業務の他、健康管理の
一環として、食事介助、レクリエーション、見守り
等）

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 労災・健康・厚生 武蔵村山市三ツ木５－２４－３

アスモ介護サービス武蔵村山

株式会社　アスモ介護サービ
ス

介護職正社員／武蔵村
山

＊住宅型有料老人ホームにおける訪問介護業務、及
びその他受託業務です。
＊就業場所（介護スタッフ２４時間常駐）でのみの
お仕事です。

新宿区西新宿２－４－１　新宿Ｎ
Ｓビル２５階198,000円～230,000

円
省令１号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・
厚生 武蔵村山市三ツ木５－２４－３

アスモ介護サービス武蔵村山

18歳～
64歳

株式会社　イノベイションオ
ブメディカルサービス　国立
営業所

事務職（介護事務
職）：東大和市 ・一般事務業務

・商品管理
・電話応対
・介護保険請求業務
・その他付随する業務
＊福祉用具レンタル販売の事務処理になります。

国立市谷保３０９１174,000円～221,000
円

省令３号のイ
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生 東大和市向原４－３４－７

株式会社　イノベイションオ
ブメディカルサービス　国立
営業所

事務職（介護事務
職）：国立市 ・一般事務業務

・商品管理
・電話応対
・介護保険請求業務
・その他付随する業務
＊福祉用具レンタル販売の事務処理になります。

国立市谷保３０９１

雇用・労災・健康・
厚生 東大和市向原４－３４－７

株式会社　イノベイションオ
ブメディカルサービス　国立
営業所

福祉用具専門相談員
（営業職）：東大和市 福祉用具・医療用具（介護ベッド・車イス・歩行器

等）のレンタル・販売を行います。利用者の身体状
況、生活環境ごとに必要な福祉用具のみ提供しま
す。利用者の状態に合わせた福祉用具を選定し納
品、フィッティング等を行う仕事です。

福祉用具専門相談員
（営業職）：国立市 福祉用具・医療用具（介護用ベッド・車イス・歩行

器等）のレンタル・販売を行います。利用者の身体
状況、生活環境ごとに必要な福祉用具のみ提供しま
す。利用者の状況に合わせた福祉用具を選定し、納
品、フィッティング等を行う仕事です。

国立市谷保３０９１177,000円～233,000
円

省令３号のイ
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

174,000円～221,000
円

省令３号のイ
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

国立市谷保３０９１177,000円～233,000
円

省令３号のイ
雇用期間の定めなし

14

15
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年齢・ 必要な免許資格

求人者名 職種 仕事の内容 指針・ 賃金・加入保険等 所在地・就業場所 就業時間

採用人数 求人番号

会場：東大和市中央公民館ホール

日時：平成２９年１１月２１日（火）

ブース
番号

不問 時給 ホームヘルパー２級

(1) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修

(2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

1人
パート労働者 13080-83964371

不問 時給 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～12時00分

(2) 9時00分～14時00分

(3)13時00分～18時00分

1人
パート労働者 13080-83979971

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

(1) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修

(2) 9時00分～18時00分 介護職員実務者研修

(3)10時00分～19時00分

2人

正社員 13080-83856871

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分

(2) 9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

2人
正社員 13150-20936271

44歳以下 月給 簿記検定（日商３級）

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

(2) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

1人
正社員 13150-20937971

社会福祉法人村山福祉会　特
別養護老人ホーム
伊奈平苑

株式会社　アスモ介護サービ
ス

ケアアシスタントパー
ト武蔵村山 ＊住宅型有料老人ホームにおけるケアアシスタント

業務です。（受託業務）
＊就業場所でのみのお仕事です。
＊敷地内の除草や花壇の手入れ、ロビーや食堂等の
清掃、お食事の配下膳等をお願いします。
＊介護職のアシスタントです。

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

新宿区西新宿２－４－１　新宿Ｎ
Ｓビル２５階1,000円～1,100円

年齢不問
雇用・労災・健康・

厚生 武蔵村山市三ツ木５－２４－３
アスモ介護サービス武蔵村山

株式会社　アスモ介護サービ
ス

株式会社　アスモ介護サービ
ス

介護職パート／武蔵村
山

※住宅型有料老人ホームにおける訪問介護業務、及
びその他受託業務です。
※就業場所（介護スタッフ２４時間常駐）でのみの
お仕事です。

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

介護職正社員
／武蔵村山 ＊住宅型有料老人ホームにおける訪問介護業務、及

びその他受託業務です。
＊就業場所（介護スタッフ２４時間常駐）でのみの
お仕事です。

18歳～
64歳

省令１号

雇用期間の定めなし

新宿区西新宿２－４－１　新宿Ｎ
Ｓビル２５階960円～960円

年齢不問

労災 武蔵村山市三ツ木５－２４－３
アスモ介護サービス武蔵村山

新宿区西新宿２－４－１　新宿Ｎ
Ｓビル２５階174,000円～210,000

円

雇用・労災・健康・
厚生 武蔵村山市三ツ木５－２４－３

アスモ介護サービス武蔵村山

経理及び処遇事務

◎特別養護老人ホームの経理及び入所者の処遇事務
・入所者の預り金の出納管理等の処遇事務
・介護保険の利用料請求事務
・来苑者対応、電話応対
・その他

武蔵村山市伊奈平６丁目１４－２165,420円～226,420
円

省令３号のイ
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

社会福祉法人村山福祉会　特
別養護老人ホーム
伊奈平苑

ケアワーカー

・特別養護老人ホームの入所ご利用者の食事、排
泄、入浴介助等を中心に、ご利用者の生活全般にわ
たる介護業務を行っていただきます。

武蔵村山市伊奈平６丁目１４－２165,400円～228,920
円

省令１号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

18歳～
59歳

16

15
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年齢・ 必要な免許資格

求人者名 職種 仕事の内容 指針・ 賃金・加入保険等 所在地・就業場所 就業時間

採用人数 求人番号

会場：東大和市中央公民館ホール

日時：平成２９年１１月２１日（火）

ブース
番号

不問 月給 変形（１年単位） 保育士

(1) 7時30分～16時15分

(2) 8時30分～17時15分

(3) 9時45分～18時30分

2人
正社員 13150-20894471

不問 月給 変形（１年単位） 保育士

(1) 7時30分～16時15分

(2) 8時30分～17時15分

(3) 9時45分～18時30分

2人
正社員 13150-20916571

時給 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分

(2) 8時30分～17時30分

1人
パート労働者 13080-83562371

月給 介護職員初任者研修

(1) 9時00分～18時00分 介護職員実務者研修

(2) 7時30分～16時30分 介護福祉士

(3)11時00分～20時00分

1人
正社員 13080-83565471

時給

(1) 9時00分～18時00分

(2) 7時30分～16時30分

(3)11時00分～20時00分

1人
パート労働者 13080-83566771

月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員

(1) 9時00分～18時00分

(2) 7時30分～16時30分

(3)10時30分～19時30分

1人
正社員 13080-83568271

18

ヒューマンライフケア　株式
会社

社会福祉法人　武蔵村山育成
会　育成会めぐみ保育園

介護職員・グループ
ホーム（立川市）

２０１８年春オープン予定！オープニングスタッフ
募集
【グループホームにおける計画作成担当】
・介護サービス計画書の作成
・プランの見直し,事業所・施設等との連絡調整、
請求業務、帳票作成・介護業務全般

東京都新宿区西新宿７－５－２５
西新宿木村屋ビル264,000円～289,000

円
省令１号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・
厚生

東京都立川市錦町３－８－１０
ヒューマンライフケア立川グルー
プホーム

ヒューマンライフケア　株式
会社

介護職員・グループ
ホーム（立川市） ２０１８年春オープン予定！オープニングスタッフ

募集
【グループホームにおける介護業務全般】
・食事・排泄・入浴介助、居室清掃、レクリエー
ションなど

東京都新宿区西新宿７－５－２５
西新宿木村屋ビル1,020円～1,120円

省令２号
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

雇用・労災・健康・
厚生

東京都立川市錦町３－８－１０
ヒューマンライフケア立川グルー
プホーム

185,000円～195,000
円

省令１号

18歳～
59歳

18歳以上

２０１８年春オープン予定！オープニングスタッフ
募集
【グループホームにおける介護業務全般】
・食事・排泄・入浴介助、居室清掃、レクリエー
ションなど

ヒューマンライフケア　株式
会社

介護職員・デイサービ
ス
（武蔵村山市）

デイサービスにおける介護業務
・入浴、食事、排泄介助等の身体介護
・レクリエーションの企画、実行
・送迎業務（可能な方は運転、乗降補助）
・記録業務　等
☆日曜日定休のお仕事

東京都新宿区西新宿７－５－２５
西新宿木村屋ビル1,010円～1,110円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 労災 東京都武蔵村山市神明４－１１８

－１ ヒューマンライフケア武蔵
の湯

不問

ヒューマンライフケア　株式
会社

計画作成担当者（立川
市）

東京都新宿区西新宿７－５－２５
西新宿木村屋ビル

保育士

・育成会めぐみ保育園での保育業務になります。
・クラス担任業務、保護者との対応業務　等

武蔵村山市大南１－３３－３223,600円～232,000
円

年齢不問
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

社会福祉法人　武蔵村山育成
会　　育成会ひまわり保育園

保育士【要資格】

・武蔵村山育成会「ひまわり保育園」での保育業務
　になります。

・クラス担任業務　保護者との対応業務等

武蔵村山市大南３－９４－１223,600円～232,000
円

年齢不問
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・

厚生

雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・
厚生

東京都立川市錦町３－８－１０
ヒューマンライフケア立川グルー
プホーム

18歳～
59歳

17
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年齢・ 必要な免許資格

求人者名 職種 仕事の内容 指針・ 賃金・加入保険等 所在地・就業場所 就業時間

採用人数 求人番号

会場：東大和市中央公民館ホール

日時：平成２９年１１月２１日（火）

ブース
番号

不問 時給

(1)13時00分～17時00分

(2)10時00分～17時00分

1人
パート労働者 13150-20948671

不問 時給 保育士

(1) 8時30分～17時00分

1人
パート労働者 13150-20855871

不問 時給

(1)14時00分～18時00分

(2)14時00分～19時00分

(3) 8時00分～18時00分

5人
パート労働者 13150-20856271

不問 時給 保育士

(1) 8時30分～17時00分

1人
パート労働者 13150-20857971

不問 月給

(1) 8時30分～17時15分

1人
正社員以外 13150-20896871

社会福祉法人　東大和市社会
福祉協議会

地域福祉権利擁護事業
専門員

新規相談を受け、契約に向けた支援を実施。

※アウトリーチを中心とした支援となります。

東大和市中央３－９１２－３196,000円～223,000
円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

雇用・労災・健康・
厚生

又は10時00分～18時00分の間の6
時間程度

東大和市役所

学童保育所業務員

学童保育所での児童の安全確保、健全育成、及び生
活指導に関する業務
（仕事内容、勤務時間の問い合わせは直接、青少年
課青少年　育成係まで。）

東大和市中央３－９３０
970円～1,130円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 公災 １１箇所の

各「学童保育所」

東大和市役所

保育士：子ども家庭支
援センター

子ども家庭支援センターの一時保育室で１歳以上～
就学前のお子さんをお預かりし、保育する事業の保
育士の仕事です。

東大和市中央３－９３０
1,480円～1,480円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

雇用・労災・健康・
厚生 東大和市立野１－１０３４－２

東大和市立子ども家庭支援センター

東大和市役所

児童館業務員

児童館での児童の安全確保、遊びの指導に関する業
務

（仕事内容、勤務時間の問合せは、直接【ならはし
児童館】まで。）

東大和市中央３－９３０
970円～1,130円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 公災 東大和市奈良橋４－６００（奈良

橋市民センター内）「ならはし児
童館」

東大和市役所

保育：狭山保育園

＊保育業務
　０才～就学前までの保育園です。

東大和市中央３－９３０
1,130円～1,130円

年齢不問
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

雇用・労災・健康・
厚生

東大和市狭山１丁目８４９－１
『狭山保育園』
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