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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

れいんぼー 保育スタッフ パート 1
保育士、教員免許、児童指導員、
作業療法士、理学療法士（いずれか）

不問 なし 13200-11247481

ヘルパー事業所　きゃんでぃ ヘルパー（訪問） パート 2
知的障害者移動支援従業者研修修了者
または　行動援護従業者研修課程修了者

不問 なし 13200-11252381

介護ヘルパー 正社員 1
介護職員初任者研修（ヘルパー2級以上）
介護福祉士及び原付免許あれば尚可

不問
60歳

再雇用あり
13200-10348581

訪問ヘルパー パート 3
ヘルパー2級以上、
または　介護職員初任者研修、
普通自動車免許（ＡＴ限定可）あれば尚可

不問
60歳

再雇用あり
13200-11587481

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
／深大寺

パート 2 不問 不問 65歳 13200-12288681

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
／佐須町

パート 2 不問 不問 65歳 13200-12287381

知的障がい者に係る
支援業務（産休代替）

正社員以外 2 普通自動車免許（ＡＴ限定可）あれば尚可 不問 なし 13200-12548881

知的障がい者の
支援業務

パート 2 普通自動車免許（ＡＴ限定可）あれば尚可 不問 なし 13200-12440581

知的障がい者の
支援業務（夜間）

パート 2 普通自動車免許（ＡＴ限定可）あれば尚可
18歳
以上

なし 13200-12436281

支援員（正規職員） 正社員 1
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
ペーパードライバー不可

39歳
以下

65歳 13200-12612081

支援員補助（パート） パート 1 不問 不問 なし 13200-12621081

わかば第二事業所 調布市国領町2-18-1 職業指導員（正規職員） 正社員 1 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可） 不問 65歳 13200-12618781

夜間支援員（パート） パート 2 不問
18歳
以上

なし 13200-12625581

生活支援員（パート） パート 2 不問 不問 なし 13200-12626481

1,050円～1,050円

1,050円～1,050円

1,500～2,100円

960円～980円

159,600円～178,200円

1,100円～1,100円
22時から5時は1,510円

1,100円～1,100円

178,640円～178,640円

960円～980円

1,200円～1,250円

159,600円～178,200円
特定非営利活動法人
わかばの会

5

3 有限会社　あいケア

社会福祉法人
調布市社会福祉事業団

調布市知的障害者援護施設
なごみ

4 調布市西町290-4

わかば事業所 調布市染地3-8-26

調布市国領町5-19-54ケアホームあおば

2
株式会社　まいすたっふ
介護支援センター

調布市下石原3-57-18
株式会社　まいすたっふ
介護支援センター

　

※詳細につきましては、求人票をご確認ください。

賃 金

1

960～1,100円

特定非営利活動法人
なないろの会

1,100～2,100円

調布市富士見町4-30-20-1Ｆ

180,000～210,000円

Ｈ30年8月26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
雇用
形態

人
数

資 格 年齢 定年 求人番号
賃 金

介護職員（正職員） 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

不問
60歳

再雇用あり
13200-12692781

施設ケアマネ（正職員） 正社員 1 介護支援専門員 不問
60歳

再雇用あり
13200-12691481

常勤ヘルパー 正社員 1 介護福祉士 不問 65歳 13200-12719081

ヘルパー パート 1
ヘルパー2級以上（介護職員初任者研修）
または介護福祉士

不問 65歳 13200-12721581

ヘルパー（直行直帰） パート 2
ヘルパー2級以上（介護職員初任者研修）
または介護福祉士

不問 65歳 13200-12718181

介護補助職 パート 1 不問 不問 なし 13200-12720981

ケアマネージャー 正社員 1 介護支援専門員 不問 なし 13200-12772781

訪問ヘルパー パート 5 不問 不問 なし 13200-12722481

福祉用具専門相談員
（正社員：調布）

正社員 1
福祉用具専門相談員資格
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）必須

不問
60歳

再雇用あり
13070-64398381

訪問入浴オペレーター
（正社員：調布）

正社員 1
福祉介護の資格不問
普通自動車運転免許（ＭＴ）必須

不問
60歳

再雇用あり
13070-64410581

ホームヘルパー
（パート：調布）

パート 2
ホームヘルパー2級または
介護職員初任者研修修了以上のいずれか
※通学中等で、資格取得見込みの方も応募可

不問 65歳 13070-64418681

デイサービスヘルパー
（パート：調布国領）

パート 2
不問
福祉介護の資格不問です
※自動車免許お持ちの方、歓迎

不問 65歳 13070-64388181

デイサービス
送迎ドライバー
（パート：調布国領）

パート 2 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可） 不問 65歳 13070-64384481

生活支援員
／調布福祉園

正社員 5 不問
18歳
～

34歳

60歳
再雇用あり

13200-12862281

生活支援員 正社員以外 5 不問
18歳
以上

なし 13200-12863181

205,576円～205,576円

調布福祉園 調布市西町290-3

216,000円～255,000円

1,100円～1,100円

174,900円～200,200円

1,320円～1,320円

1,000円～1,000円

1,200円～2,750円

1,100円～1,100円

調布市東つつじヶ丘1-5-2

1,300円～1,300円

185,000円～250,000円

185,000円～205,000円

189,200円～189,200円

252,000円～252,000円

1,106円～1,106円

230,000円～280,000円

アースサポート株式会社9

8
特定非営利活動法人
たすけあいワーカーズ

6

7
特定非営利活動法人
地域福祉推進事業団

社会福祉法人　常盤会

10 社会福祉法人　大泉旭出学園

アースサポート調布国領

調布はこべ
調布市調布ヶ丘2-4-15
カルム415　202号

調布市飛田給1-38-16
飛田ハイツ102

ケアサポート　ぽけっと

アースサポート調布

ときわぎ国領 調布市国領町8-2-65

調布市国領町5-3-1
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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
賃 金

ふみ月チャレンジたま川 調布市多摩川5-24-18 指導員 正社員 1
普通自動車免許（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 13200-12790281

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 13200-12794681

複合型サービスケアホーム
希望

介護員（介護福祉士） 正社員 2
自動車運転免許（ＡＴ限定可）あれば尚可
介護福祉士やケアマネの資格いずれか

18歳
～

59歳

60歳
再雇用あり

13200-12895781

介護員（介護福祉士） 正社員 2
自動車運転免許（ＡＴ限定可）あれば尚可
介護福祉士やケアマネの資格いずれか必須

18歳
～

59歳

60歳
再雇用あり

13200-12899081

介護員（資格不要）
／ケアホーム希望

パート 2 不問 不問
60歳

再雇用あり
13200-12897281

小規模多機能ケアハウス　絆
介護支援専門員
（ケアマネ）

正社員 1
介護支援専門員
社会福祉士

44歳
以下

60歳
再雇用あり

13200-12898181

地域包括支援センター仙川
介護福祉士
または介護支援専門員

正社員 2 社会福祉士、介護支援専門員のいずれか 不問
60歳

再雇用あり
13200-12896881

調布国領高齢者在宅サービスセンター 介護士（臨時職員） パート 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 13200-12980981

調布ゆうあい福祉公社
ホームヘルパー
（パート職員）

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

不問 なし 13200-12983781

栄養士 正社員 1 栄養士
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200-13110981

介護職員
（特別養護老人ホーム）

正社員 3 ヘルパー2級　介護職員初任者研修以上
18歳
～

59歳

60歳
再雇用あり

13200-13113781

介護職員
（特別養護老人ホーム）

パート 5
ヘルパー2級　介護職員初任者研修以上
（資格をお持ちで無い方はご相談下さい）

不問 なし 13200-13331181

1,070円～1,070円

1,000円～2,575円

170,000円～271,700円

214,500円～321,200円

看護小規模多機能ケアホーム
希望

調布市西つつじヶ丘2-19-6
第3横田コーポ1Ｆ

調布市若葉町2-22-2

240,000円～250,000円

1,130円～1,230円

193,750円～252,610円

250,000円～275,000円

1,050円～1,200円

310,000円～335,000円

220,000円～280,000円

193,750円～252,610円

12
株式会社
つつじヶ丘在宅総合センター

11
特定非営利活動法人
ふみ月の会

14 社会福祉法人　桐仁会

13
公益財団法人
調布ゆうあい福祉公社

調布市国領町3-8-1

特別養護老人ホーム　ちょうふ花園
特別養護老人ホーム　かしわ園

調布市下石原3-44-1
調布市国領8-4-6
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