8/4（土）「町田市福祉のしごと相談面接会」求人一覧表
法人名

雇用形態

就業場所

募集職種

求人番号

一般社団法人 福祉心話会

フルタイム

森野６-１９５-５（しんわ町田事業所）

総務・事務・生活支援員

13190-5536581

【ブース１】

フルタイム

森野６-１９５-５（しんわ町田事業所）

生活支援員・世話人

13190-5539881

フルタイム

森野６-１９５-５（しんわ町田事業所）

営繕・設計支援員・生活支援員

13190-5541081

フルタイム

森野６-１９５-５（しんわ町田事業所）

栄養士・生活支援員

13190-5542381

フルタイム

森野６-１９５-５（しんわ町田事業所）

看護師・准看護師

13190-5543681

生活支援員・世話人

13190-5544981

パートタイム 森野６-１９５-５（しんわ町田事業所）
社会福祉法人 地の星

フルタイム

成瀬7-10-6、4-5-20、8-13-6（グループホーム３か所) 生活支援員

13190-5548881

【ブース２】

フルタイム

成瀬8-9-14または西成瀬3-6-14

13190-5549281

フルタイム

成瀬7-10-6、4-5-20、8-13-6（グループホーム３か所) グループホーム世話人・生活支援員

13190-5551681

パートタイム 他成瀬7-10-6、4-5-20、8-13-6（グループホーム３か所)
野津田町１６８-１（町田かたつむりの家）
フルタイム
小野路町１６０５-２（町田生活実習所）
根岸２－３１－５(サポートセンター町田とも）のいずれ
か

送迎ドライバー

13190-5552981

パートタイム 小野路町１６０５-２（町田生活実習所）

看護師

パートタイム 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）
根岸２－３１－５(サポートセンター町田とも）

利用者送迎ドライバー

成瀬8-9-14の

【ブース３】

13190-5550381

事務

パートタイム 成瀬8-9-14または西成瀬3-6-14

社会福祉法人 白峰福祉会

事務
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生活支援員
13190-5557281
13190-5558181

13190-5559081

就業場所

募集職種

求人番号

法人名

雇用形態

社会福祉法人 紫苑の会

フルタイム

金森７－１８－２（第２シャロームの家）
金森東１－２５－２０（シャロームの家）

障がい者支援員

13190-5553581

【ブース４】

パートタイム

金森７－１８－２（第２シャロームの家）
金森東１－２５－２０（シャロームの家）

障がい者支援員

13190-5554481

パートタイム 金森東１－２４－１６（アイリス）

障がい者支援員

13190-5555781

社会福祉法人 ボワ・すみれ福祉会

フルタイム

下小山田町３２６７－２（生活介護事業 花の家）

生活支援員

13190-5522281

【ブース５】

フルタイム

大蔵町３６０－２（花の郷）

障がい者の支援・介助

13190-5523181

パートタイム 大蔵町３６０－２（花の郷）

障がい者の支援・介助

13190-5524081

社会福祉法人みずき福祉会 町田福祉園 パートタイム 図師９７１－２（町田福祉園）

ドライバー

13190-5608581

【ブース６】

フルタイム

図師９７１－２（町田福祉園）

事務全般

13190-5610281

フルタイム

図師６０２－１（グループホームしえる）

生活支援スタッフ

13190-5611181

フルタイム

図師９７１－２（町田福祉園）

支援スタッフ

13190-5613381

パートタイム 図師６０２－１（グループホームしえる）

生活支援スタッフ

13190-5612081

フルタイム

真光寺町１８６

生活支援員

13190-5520781

共働学舎

フルタイム

小野路１７３３（湯舟共働学舎）

事務員

13190-5545581

【ブース８】

フルタイム

小野路１７３３（湯舟共働学舎）

生活支援員

13190-5546481

社会福祉法人 つるかわ学園
【ブース７】
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法人名

雇用形態

就業場所

募集職種

求人番号

一般社団法人 あんべるかねる

フルタイム

本町田３４８６藤の台団地１－５０－１０１（黎音）

生活支援員または職業指導員

13190-5606681

【ブース９】

パートタイム 本町田３４８６藤の台団地１－５０－１０１（黎音）

生活支援員または職業指導員

13190-5607981

特定非営利活動法人 クローバーの会

パートタイム

調理員

13190-5521881

本町田２５０７－４町田木曽住宅ハー１６－１０３
（クローバーの会）

【ブース１０】
社会福祉法人 東京援護協会 町田荘

パートタイム 図師町２９８７（町田荘）

生活支援員（非常勤）

13190-5644881

【ブース１１】

パートタイム 図師町２９８７（町田荘）

生活支援員（夜勤専門）

13190-5643781

フルタイム

看護師

13190-5646181

図師町２９８７（町田荘）

社会福祉法人 富士福祉会

パートタイム 原町田６－８－１町田センタービル６階公民館喫茶

喫茶接客サービス

13190-5599181

【ブース１２】

パートタイム 忠生２－３１－１４メゾンN＆B２０２（ふじ居住支援）

夜間支援

13190-5602281

パートタイム 原町田４－１８－１４LIビル２０１（ATOM)

精神障がい者の生活支援

13190-5605381

パートタイム

能ヶ谷３－２－１鶴川地域コミュニティ１階
町田市鶴川地域障がい者支援センター

精神障がいに関する申請窓口業務

13190-5616581

アースサポート 株式会社

フルタイム

森野３－２０－５（アースサポート町田）

訪問入浴オペレーター（正社員）

13190-5618781

【ブース１３】

フルタイム

森野３－２０－５（アースサポート町田）

訪問入浴ヘルパー（正社員）

13190-5621081

パートタイム 森野３－２０－５（アースサポート町田）

訪問入浴看護師

13190-5623681

パートタイム 森野３－２０－５（アースサポート町田）

訪問入浴オペレーター

13190-5624981

パートタイム 森野３－２０－５（アースサポート町田）

訪問入浴ヘルパー

13190-5625581

パートタイム 森野３－２０－５（アースサポート町田）

ホームヘルパー

13190-5626481

パートタイム 森野３－２０－５（アースサポート町田）

ホームヘルパー

13190-5627781
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法人名

雇用形態

就業場所

募集職種

求人番号

株式会社 ベストライフ

フルタイム

広袴２－１１－１５（ベストライフ町田）

介護福祉士

13190-5636881

【ブース１４】

フルタイム

広袴２－１１－２１（ベストライフ町田２）

介護職

13190-5637281

フルタイム

南大谷３７１－１（ベストライフ玉川学園）

介護職

13190-5638181

ALSOKあんしんケアサポート株式会社
かたくり町田

パートタイム

中町２－４－５へーベルVillageやまだい中町１階
（ディサービスかたくりの里 町田)

ディサービス介護員

13190-5572881

【ブース１５】

フルタイム

鶴川２－１４－１５（かたくり鶴川）

ケアマネージャー

13190-5565281

フルタイム

木曽東３－４－７（かたくり町田木曽）

サービス提供責任者

13190-5567081

ホームヘルパー

13190-5568381

ホームヘルパー

13190-5570481

中町２－４－５へーベルVillageやまだい中町１階
（かたくり町田)
中町２－４－５へーベルVillageやまだい中町１階
パートタイム
（かたくり町田)
フルタイム

フルタイム

大蔵町４８２－７（ディサービスかたくりの里 大蔵）

生活相談員

13190-5571781

パートタイム

中町２－４－５へーベルVillageやまだい中町１階
（ディサービスかたくりの里 町田)

看護師

13190-5582181

社会福祉法人 南町田ちいろば会

フルタイム

南町田４－１０－３８（特別養護老人ホーム みぎわホーム）

介護支援専門員

13190-5518681

【ブース１６】

フルタイム

南町田４－１０－３８（特別養護老人ホーム みぎわホーム）

介護職

13190-5519981

特定非営利活動法人 湧和

パートタイム 本町田２１０２－１（湧和）

通所介護職員

13190-5595481

【ブース１７】

パートタイム 本町田２１０２－１（湧和）

訪問介護員

13190-5597881

フルタイム

本町田２１０２－１（湧和）

通所介護職員

13190-5598281

フルタイム

本町田２１０２－１（湧和）

訪問介護職員

13190-5600781

フルタイム

本町田２１０２－１（湧和）

センター長

13190-5603181
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法人名

就業場所

雇用形態

募集職種

求人番号

有限会社 ゴシックス

フルタイム

中町３－８－１１（デイサービス湯の華）

デイサービス介護ワーカー

13190-5526681

【ブース１８】

パートタイム 中町３－８－１１（デイサービス湯の華）

デイサービス介護ワーカー

13190-5525381

社会福祉法人 竹清会

フルタイム

小山ヶ丘１－１２－５（花美郷）

介護職（ユニット型特養）

13190-5493781

【ブース１９】

フルタイム

小山ヶ丘１－１２－５（美郷、花美郷）

看護師（特養）

13190-5494881

ケアワーカー

13190-5495281

介護支援専門員

13190-5497081

サービス提供責任者

13190-5498381

パートタイム 小山ヶ丘１－２－９（美郷、ケアセンター美郷、他）

ヘルパー/訪問介護員

13190-5500681

パートタイム 小山ヶ丘１－２－９（美郷）

運転士（デイ利用者送迎）

13190-5501981

社会福祉法人友愛十字会 友愛荘

フルタイム

図師町９８９（友愛荘）

看護師

13190-5614681

【ブース２０】

パートタイム 図師町９８９（友愛荘）

看護師

13190-5615981

フルタイム

図師町９８９（友愛荘）

介護支援専門員兼生活相談員

13190-5617481

フルタイム

図師町９８９（友愛荘）

介護支援専門員

13190-5619881

フルタイム

図師町９８９（友愛荘）

介護職員

13190-5620181

パートタイム 図師町９８９（友愛荘）

介護職員

13190-5622381

パートタイム 小山ヶ丘１－１２－５（美郷、花美郷）
フルタイム
フルタイム

小山ヶ丘１－１２－５
森野１－３４－１０ ２階(森野ステーション）
森野１－３４－１０ ２階
（ケアセンター美郷 森野ステーション）
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法人名
東電パートナーズ 株式会社
【ブース２１】

雇用形態

就業場所

森野４-１７-２３渋谷ビル２階-A
（東電さわやかケア町田）
森野４-１７-２３渋谷ビル２階-A
フルタイム
（東電さわやかケア町田）
森野４-１７-２３渋谷ビル２階-A
パートタイム
（東電さわやかケア町田）
南成瀬５－１－１１シャトルM１０１号室
パートタイム
（東電さわやかケア成瀬）
フルタイム

募集職種

求人番号

福祉用具専門相談員

13190-5583081

ケアマネージャー

13190-5585681

ホームヘルパー

13190-5584381

ホームヘルパー

13190-5586981

社会福祉法人 七五三会

パートタイム 原町田５－１－１２（特養 いづみの里）

介護職

13190-5588481

【ブース２２】

パートタイム 原町田５－１－１２（デイサービス いづみの里）

介護職

13190-5589781

パートタイム 原町田５－１－１２（デイサービス いづみの里）

介護職

13190-5590081

フルタイム

原町田５－１－１２（デイサービス いづみの里）

介護職

13190-5591381

社会福祉法人 七五三会

フルタイム

原町田５－１－１２（特養 いづみの里）

介護職

13190-5592681

【ブース２３】

パートタイム 原町田５－１－１２（特養 いづみの里）

介護職

13190-5593981

保育士

13190-5594581

保育士

13190-5596781

パートタイム
フルタイム

原町田５－１－５（なごみ保育園）
原町田３－１９－６（なごみ第二保育園）
原町田５－１－５（なごみ保育園）
原町田３－１９－６（なごみ第二保育園）

フルタイム

真光寺町１９７（鶴川サナトリウム病院）

看護師

13190-5560981

特定非営利活動法人アビリティクラブ
たすけあい町田たすけあいワーカーズ

パートタイム

旭町１－２３－２生活クラブ館まちだ１階
（たすけあいワーカーズ）

訪問介護

13190-5629281

【ブース２５】

パートタイム 小川３－２－３（小規模多機能型居宅介護たすけあい小川）

施設での介護業務

13190-5628881

医療法人財団 明理会
【ブース２４】
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