
「福祉のしごと相談・面接会」の出展事業所による職場見学のご案内

福祉のしごと職場見学デイズ（町田市）
見学受入先一覧

＜職場見学受入れ期間＞
　「福祉のしごと相談・面接会（地域密着面接会）」開催後、8月6日（月）～8月20日(月)

＜職場見学申込み方法＞
１ページ目「平成30年度 福祉のしごと職場見学デイズ」職場見学申込みの流れをご覧ください。

＜職場見学受入れ先＞
３ページ目以降に受入れ先の情報（分野・最寄り駅・申込連絡先など）をまとめておりますので、ご覧ください。

職場の様子を知るためには、実際に職場

を見学してみるのが、一番の近道です。 
複数の事業所を見学して、自分の希望に

合った職場と出会いましょう！ 

東京都福祉人材センター 
この事業全般についてのお問い合わせは 

☎ 03-5211-2860 職場見学デイズ係 まで 



「平成３０年度 福祉のしごと職場見学デイズ」職場見学申込みの流れ

○見学希望者から電話で直接、職場
見学の申込みを受け付けます。 

○見学希望者と見学の日程調整を行
い、見学日当日の注意事項や、緊
急時の対応についてご確認くださ
い。 

職場見学受入れ先 

職場見学申込み（見学受入れ期間：相談・面接会開催日から２週間程度）  
１ 

○面接会当日に配布される資料、また
は、東京都福祉人材センターホーム
ページに掲載の「福祉のしごと職場
見学受入先一覧」にて、見学受入れ
先を確認します。 

○「福祉のしごと職場見学受入れ先一
覧」から見学を希望する施設・事業
所を選択し、直接、電話で申込みま
す。 

○申込時に、下記①～③について、見
学受入れ先と調整・確認を行います。 
①見学を希望する日時 
※見学後当日、求人への応募や面接を
希望する場合は、申込時にその旨を
先方に事前に伝えます。 

②見学日当日の服装や持ち物 
③緊急時の連絡先 
※見学受入先での感染症の発生等によ
り、やむを得ず見学予定日が変更に
なる場合があります。予めご了承く
ださい。 

職場見学希望者 

○職場見学に際しては、以下の点につ
いてご留意ください。 

①決められた見学時間（開始～終了）
を厳守の上、見学日当日は、職員の
指示に従って行動してください。 

②職場見学中に知りえた利用者等の個
人情報を絶対に外部に漏らしてはい
けません。 

③見学前や見学中に発熱・腹痛等の体
調不良やその他感染症の疑いがある
場合は、必ず見学先に連絡の上、指
示に従ってください。 

○実施内容については、各施設・事
業所によりますが、見学希望者の
半数以上は無資格・未経験者にな
ります。 
見学時の説明内容や配布資料につ
いてご配慮ください。 
○見学後当日、求職者が応募申込み
や面接等を希望する場合は、面接
等も実施ください。 

「実施報告書」の提出  ３ 

○職場見学受入れ期間後、1か月以
内に、『「福祉のしごと 職場見学
デイズ」実施報告書』（見学者
数・面接者数・採用者数等）を東
京都福祉人材センターまでご提出
ください。 

求人への応募申込み・面接  ３ 

職場見学当日  ２ 
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しんわ町田事業所（就労継続支援Ｂ型） 障害 〇
しんわ常盤支所（生活介護） 障害 〇
しんわ町田ホーム（グループホーム） 障害 〇
サポートセンター町田とも 障害 〇
町田生活実習所 障害 〇
シャロームの家 障害 〇
第2シャロームの家 障害 〇
グループホーム「アイリス」 障害 〇
花の家（生活介護・就労継続支援Ｂ型　多機
能事業所） 障害 〇 〇 〇
花の郷（生活介護事業） 障害 〇
ボワ・アルモニー（就労継続支援Ｂ型・生活
介護　多機能事業所） 障害 〇 〇 〇
町田福祉園 障害 〇 〇
しえる 障害 〇

8
社会福祉法人
つるかわ学園

つるかわ学園 7 障害 〇
9 社会福祉法人共働学舎 湯舟共働学舎 8 障害 〇
10

特定非営利活動法人
クローバーの会

クローバーの会 10 障害 〇
富士作業所 障害 〇
ふじ居住支援 障害 〇
町田市鶴川地域障がい者支援センター 障害 〇
かたくり町田木曽 高齢 〇 〇
かたくり鶴川 高齢 〇 〇
デイサービスかたくりの里　大蔵 高齢 〇
かたくり町田 高齢 〇 〇
デイサービスかたくりの里　町田 高齢 〇

13
社会福祉法人
南町田ちいろば会

特別養護老人ホーム　みぎわホーム 16 高齢 〇
14 特定非営利活動法人沸和 沸和 17 高齢 〇

美郷 高齢 〇
花美郷 高齢 〇
ケアセンター美郷　森野ステーション 高齢 〇

16 社会福祉法人友愛十字会 特別養護老人ホーム友愛荘 20 高齢 〇
いずみの里 高齢 〇 〇 〇 〇 〇
なごみ保育園 保育

なごみ第二保育園 保育

18 医療法人財団明理会 鶴川サナトリウム病院 24 病院 〇

22・23
〇

6
社会福祉法人
ボワ・すみれ福祉会 5

社会福祉法人
竹清会15 19

11
社会福祉法人
富士福祉会 12

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポー
ト株式会社12 15

6
社会福祉法人
みずき福祉会

町田市「福祉のしごと職場見学デイズ」見学受入先一覧

ページ 法人名 事業所名
ブース
番号 分野

サービスの種類

1

社会福祉法人
白峰福祉会

社会福祉法人
紫苑の会

4

5

3

4

7

社会福祉法人七五三17

一般社団法人
福祉心話会3
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TEL

TEL

TEL

TEL

最寄駅（徒歩〇分） ＪＲ横浜線淵野辺駅バス30分

町名・番地・ビル名など 下小山田町4013-24
所在地

区市町村 町田市

分野/サービスの種類 障害分野 グループホーム

ボランティア受入状況

備考欄 他に、常盤町、本町田、南大谷にもグループホームがあります。

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 池原　学 042-794-7625

備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 しんわ町田ホーム（グループホーム）

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） ＪＲ横浜線橋本駅バス20分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 池原　学 042-794-7625

分野/サービスの種類 障害分野 生活介護

町名・番地・ビル名など 常盤町3200-1ルーラルヒルズ2階Ｂ号室
所在地

区市町村 町田市

備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 しんわ常盤支所（生活介護）

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） ＪＲ横浜線古淵駅徒歩15分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 池原　学 042-794-7625

分野/サービスの種類 障害分野 就労継続支援Ｂ型

所在地
区市町村 町田市

事業内容

福祉心話会は主に知的障がいを対象とした障がい福祉サービス事業
所です。「障がいがあっても地域で当たり前に暮らす」を支援テーマに
障がいにとらわれずに地域で暮らし、溶け込んで生活できる共生社
会を支援しています。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 しんわ町田事業所（就労継続支援Ｂ型）

町名・番地・ビル名など 森野6-195-5横山第三ビル

担当者名・電話番号 担当者名 池原　学 042-794-7625

法人からの見学希望者
へのメッセージ

福祉心話会では福祉分野経験者のみならず、栄養士等異分野出身
の職員も社会経験を生かして活躍しています。まずはお気軽にご見
学ください。当法人では、ご利用者のじりつ（自立と自律）の幅を広げ
られるよう支援しています。

ブース番号 １

項目 内容

法人名 一般社団法人 福祉心話会

 一般社団法人 福祉心話会

なし あり 

なし あり 

なし あり 
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TEL

TEL

TEL

分野/サービスの種類 障害分野 生活介護

町名・番地・ビル名など 小野路１６０５－２
所在地

区市町村 町田市

備考欄
土曜日、日曜日、祝日は見学不可

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 鶴川駅（小田急線）から神奈中バス「サンシティ町田」下車（徒歩2分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 南川岳胤 ０４２－７９４－６０１７

備考欄 土曜日、日曜日、祝日は見学不可

見学受入れを希望する
施設・事業所名 町田生活実習所

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 町田駅(小田急線・ＪＲ）から神奈中バス「上宿」下車（徒歩3分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 南川岳胤 ０４２－７９４－６０１７

分野/サービスの種類 障害分野 生活介護

所在地
区市町村 町田市

事業内容
 重度の知的障がいがある方たちを対象に通所施設（生活介護）、グ
ループホーム、ヘルパー派遣事業、相談支援事業を運営しています。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 サポートセンター町田とも

町名・番地・ビル名など 根岸２－３１－５

担当者名・電話番号 担当者名 南川岳胤 ０４２－７９４－６０１７

法人からの見学希望者
へのメッセージ

　「知的障がいがある方たちが地域で幸せに暮らすことをめざします」
を理念に、１．利用者ひとり一人のニーズに応じて、質の高い支援を
提供しています。２．職員の育成と働きやすい職場づくりに努力してい
ます。３．地域とのつながりを大切にしています。

ブース番号　３

項目 内容

法人名 社会福祉法人 白峰福祉会

社会福祉法人 白峰福祉会

なし あり 

なし あり 
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TEL

TEL

TEL

TEL

最寄駅（徒歩〇分） 町田駅からバス、金森郵便局から徒歩3分

町名・番地・ビル名など 金森東１－２４－１６
所在地

区市町村 町田市

分野/サービスの種類 障害分野 共同生活援助

ボランティア受入状況

備考欄

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 高橋　幸恵 ０４２－７１０－８５８１

備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 グループホーム「アイリス」

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 町田駅からバス、金森2丁目西バス停から徒歩5分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 廣田　紀一 ０４２－７０９－１３８９

分野/サービスの種類 障害分野 生活介護

町名・番地・ビル名など 金森７－１８－２　１Ｆ
所在地

区市町村 町田市

備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 第2シャロームの家

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 町田駅からバス、金森郵便局バス停から徒歩3分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 野路　崇宏 ０４２－７２８－０１２８

分野/サービスの種類 障害分野 生活介護

所在地
区市町村 町田市

事業内容

町田市の南地域で、生活介護事業（通所）２つとグループホーム、
ショートステイを運営しています。自分たちで作ったパンやお菓子を販
売するカフェもあります。職員は50人です。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 シャロームの家

町名・番地・ビル名など 金森東１－２５－２０

担当者名・電話番号 担当者名 野路 ０４２－７２８－０１２８

法人からの見学希望者
へのメッセージ

障がいを持っている方が仕事をしたり、レクリエーションを楽しめるよ
う支援する仕事です。パンやクッキーも製造・販売しています。初めて
の方や資格のない方でも大丈夫です。まずはお気軽に是非見学にい
らしてください。

ブース番号　4

項目 内容

法人名 社会福祉法人 紫苑の会

社会福祉法人 紫苑の会

なし あり 

なし あり 

なし あり 
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TEL

TEL

TEL

TEL

小田急線町田駅（神奈中バス利用20分）

担当者名 大高　弘之 ０４２－７９１－０１４４

ブース番号　5 社会福祉法人 ボワ・すみれ福祉会

分野/サービスの種類 障害分野 就労継続支援Ｂ型・生活介護　多機能事業所

最寄駅（徒歩〇分）

町名・番地・ビル名など

8月１１（土）～14日（火）は夏休みとなる為、実習はできません。

担当者名 畠山史郎 ０４２－７９７－６００４

備考欄 8月１１（土）～14日（火）は夏休みとなる為、実習はできません。

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

ボランティア受入状況

障害分野

最寄駅（徒歩〇分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

小田急線町田駅（神奈中バス利用20分）・ＪＲ淵野辺駅

分野/サービスの種類

法人からの見学希望者
へのメッセージ

「一人ひとりの命を大切にする人権尊重の理念に基づいた利用者支
援を行い、誰もが豊かに暮らせる地域社会を作る」ことを法人理念に
掲げています。児童期から高齢期にある方のライフステージを跨ぐ支
援をしている私たちと一緒に働きませんか？

事業内容

項目 内容

法人名 社会福祉法人 ボワ・すみれ福祉会
担当者名・電話番号 担当者名 畠山史郎 042-797-6004

見学受入れを希望する
施設・事業所名 花の家（生活介護・就労継続支援Ｂ型　多機能事業所）

町田市において、児童期から高齢期の幅広い年齢層、障がいの重い
医療的な支援を必要な方から就労を目指す人まで多様な障がい像の
方の支援（児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護、就労
継続支援Ｂ型、ＧＨの運営）を行っています。

所在地
下小山田町３２６７－２

町田市

分野/サービスの種類 障害分野 生活介護事業

区市町村

町名・番地・ビル名など

大蔵町３６０－２

花の郷（生活介護事業）

生活介護・就労継続支援Ｂ型　多機能事業所

見学受入れを希望する
施設・事業所名

ボランティア受入状況

備考欄

町名・番地・ビル名など

区市町村
所在地

町田市

見学受入れを希望する
施設・事業所名

ボワ・アルモニー（就労継続支援Ｂ型・生活介護　多機能事業所）

備考欄
8月１１（土）～14日（火）は夏休みとなる為、実習はできません。

所在地
町田市

木曽西２－９－１８

区市町村

小田急線鶴川駅（神奈中バス利用10分・徒歩20分）

ボランティア受入状況

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 成澤　勲 ０４２－７３７－３２４８

最寄駅（徒歩〇分）

なし あり 

なし あり 

なし あり 
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TEL

TEL

TEL

ブース番号　6 社会福祉法人 みずき福祉会

項目 内容

法人名 みずき福祉会
担当者名・電話番号 担当者名 奥秋　啓 042-793-2819

法人からの見学希望者
へのメッセージ

みずき福祉会は「安心・安全をすべての人に」をモットーに、明るく楽し
く元気よく日々の仕事に向きあっています。そんな職場の雰囲気をぜ
ひ見に来てください！お待ちしております。

事業内容

八王子市内、町田市内で知的障がい者の方が利用される福祉施設を
運営しています。生活支援や活動支援、イベントの企画、外出等を
行っています。職員約300名。そのうち約150名が町田市内で働いて
います。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 町田福祉園

所在地
区市町村 町田市

町名・番地・ビル名など 図師町971-2

施設入所支援、生活介護、短期入所

最寄駅（徒歩〇分） 町田駅よりバス約20分【根岸または忠生四丁目 下車】

ボランティア受入状況

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 奥秋 042-793-2819

分野/サービスの種類 障害分野

備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 しえる

所在地
区市町村 町田市

町名・番地・ビル名など 図師町602-1

ボランティア受入状況

備考欄

分野/サービスの種類 障害分野 共同生活援助

最寄駅（徒歩〇分） 町田駅よりバス約20分【根岸または忠生四丁目 下車】

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 奥秋 042-793-2819

なし あり 

なし あり 

なし あり 

なし あり 
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TEL

TEL

法人からの見学希望者
へのメッセージ

昭和35年児童施設より始まり、利用者の皆様と地域と共に歩んできて
います。法人の理念である「地域と共に」を実践し、安心して豊かなそ
の人らしい生活が送れるように一緒にサポートしていきましょう！

ブース番号　7 社会福祉法人 つるかわ学園

項目 内容

法人名 社会福祉法人 つるかわ学園
担当者名・電話番号 担当者名 大矢 042-735-2220

町田市

見学受入れを希望する
施設・事業所名 障害者支援施設つるかわ学園

事業内容

施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、宿泊型自立訓練
事業、就労移行支援事業、共同生活援助事業、就労支援事業（町田
市）、指定特定相談支援事業

区市町村

町名・番地・ビル名など
所在地

真光寺町１８６

ボランティア受入状況

備考欄

障害分野

最寄駅（徒歩〇分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

鶴川駅からバスにて真光寺下車5分

分野/サービスの種類 知的障害者施設入所施設

担当者名 大矢 042-735-2220

なし あり 
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TEL

TEL

TEL

ブース番号　8 社会福祉法人 共働学舎

項目 内容

法人名 社会福祉法人 共働学舎
担当者名・電話番号 担当者名 桑木なつみ 042-737-7676

法人からの見学希望者
へのメッセージ

「障害者が障害者としてしか生きられないことを克服する」という基本
理念で活動しています。現場での様子を見ていただき、共働学舎の精
神を感じていただけたら幸いです。障害のあるなしに関わらず、楽しい
毎日を送っています。

事業内容

楽しく生きることを目的とした、生活介護施設と共同生活援助施設を
設置経営しています。日々の活動としては、授産作業、趣味の活動な
どがあり、旅行の機会も多くあります。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 湯舟共働学舎

所在地
区市町村 町田市

町名・番地・ビル名など 小野路町１７３３

生活介護

最寄駅（徒歩〇分） 鶴川駅（バス１０分）

ボランティア受入状況

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 桑木なつみ 042-737-7676

分野/サービスの種類 障害分野

備考欄 8月11日～15日以外が望ましい

見学受入れを希望する
施設・事業所名 小野路共働学舎

所在地
区市町村 町田市

町名・番地・ビル名など 小野路町２２０３

ボランティア受入状況

備考欄 8月11日～15日以外が望ましい

分野/サービスの種類 障害分野 生活介護

最寄駅（徒歩〇分） 鶴川駅（バス１０分・徒歩10分）
見学申し込み時の

担当者名・電話番号 担当者名 桑木なつみ 042-737-7676

なし あり 

なし あり 
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TEL

TEL

ブース番号　10 特定非営利活動法人 クローバーの会

担当者名・電話番号 担当者名 堀江さと子 ０４２－７９１－３３５７

項目 内容

法人名 特定非営利活動法人 クローバーの会

法人からの見学希望者
へのメッセージ

おひとり（またはお友達との交代でも可）で週4日程度、9：30～13：30
の時間帯で、ご利用者及び職員の昼食（13～15人分）を作っていただ
くお仕事です。経験がなくても大丈夫です。お料理の好きな方、お待ち
しています。見学もできますのでお気軽にお越しください。

備考欄

分野/サービスの種類 障害分野 就労継続支援B型

最寄駅（徒歩〇分） 山崎団地センターバス停より徒歩3分
見学申し込み時の

担当者名・電話番号 担当者名 堀江さと子 042－791-3357

ボランティア受入状況

事業内容

障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）定員20名
リサイクル販売と自主製品（着物地を使った布ぞうりやエコバッグ、さ
き織製品など）の製作販売を主な仕事として障害のある方の生活自
立を支援しています。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 クローバーの会

所在地
区市町村 町田市

町名・番地・ビル名など 本町田2507－4町田木曽住宅ハー１６－１０３

なし あり 
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TEL

TEL

TEL

TEL

最寄駅（徒歩〇分） 小田急線「鶴川」駅より　徒歩10分

町名・番地・ビル名など 能ヶ谷3-2-1　鶴川地域コミュニティ１階
所在地

区市町村 町田市

分野/サービスの種類 障害分野 町田市委託事業

ボランティア受入状況

備考欄 毎週月曜日・水曜日は見学不可

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 石橋　彰 042-708-8821

備考欄
月・金・土・日曜日は見学不可

見学受入れを希望する
施設・事業所名 町田市鶴川地域障がい者支援センター

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 神奈中バス「忠生三丁目」バス停より　徒歩3分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 坂森　律子 042-793-9242

分野/サービスの種類 障害分野 共同生活援助（グループホーム）

町名・番地・ビル名など 忠生2-31-14　メゾンN&B202
所在地

区市町村 町田市

備考欄
8/6(月）・8/11（土）～8/15（水）・8/18（土）・8/19（日）は見学不可

見学受入れを希望する
施設・事業所名 ふじ居住支援

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 神奈中バス「忠生三丁目」バス停より　徒歩3分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 梁取　明子 042-792-0865

分野/サービスの種類 障害分野 就労継続支援B型

所在地
区市町村 町田市

事業内容

町田市内で主に精神障がいの方の「働く」を支える場（就労継続支援B
型・就労移行支援）、「生活する」を支える場（自立訓練・生活介護）、
「住む」を支える場（グループホーム）があります。また、町田市からの
委託事業として障がい者支援センター、地域活動支援センター、就
労・生活支援センターを運営しています。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 富士作業所

町名・番地・ビル名など 忠生2-26-12

担当者名・電話番号 担当者名 矢野　直子 042-729-7997

法人からの見学希望者
へのメッセージ

富士福祉会は障がいを持つ人も持たない人も等しく社会に参加し、仕
事や活動を通じてお互いに感謝できること、生活に大切なことを感じら
れる場所でありたいと願っています。ご利用者満足は働く人が元気で
あってこそです。誠実に働くための職場環境づくりや、人材育成システ
ムがあります。無資格・未経験でも障がい者の方に誠実にかかわりた
いとする、意欲のある方を求めています。

ブース番号　１2

項目 内容

法人名 社会福祉法人　富士福祉会

社会福祉法人　富士福祉会

なし あり 

なし あり 

なし あり 

11 



TEL

TEL TEL

TEL TEL

TEL

ボランティア受入状況

備考欄

事業内容

ブース番号　１5
ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート

株式会社

分野/サービスの種類 高齢分野

最寄駅（徒歩〇分） 小田急線　鶴川駅から神奈川中央バス「大蔵（鶴川郵便局）」徒歩3分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 方山（かたやま） 042-737-3065

所在地
区市町村 町田市

町名・番地・ビル名な
ど 大蔵町482-7

備考欄 備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 デイサービスかたくりの里　大蔵

伊藤 042-739-6820

ボランティア受入状況 ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 小田急線　鶴川駅から神奈川中央バス「センター前」徒歩3分 最寄駅（徒歩〇分） JR・小田急線　町田駅　徒歩１５分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 青木 042-708-0345 見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名

分野/サービスの種類 高齢分野 居宅介護支援・訪問介護 分野/サービスの種類 高齢分野

町田市
町名・番地・ビル名な

ど 鶴川2-14-15 町名・番地・ビル名な
ど 中町2-4-5　へーベルVillageやまだい中町

所在地
区市町村 町田市

所在地
区市町村

備考欄 備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 かたくり鶴川

見学受入れを希望する
施設・事業所名 デイサービスかたくりの里　町田

松日楽（まつひら） 042-739-7582

ボランティア受入状況 ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） JR・小田急線　町田駅から神奈川中央バス「忠生公園入口前」徒歩5分 最寄駅（徒歩〇分） JR・小田急線　町田駅　徒歩１５分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 金丸 042-789-0310 見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名

分野/サービスの種類 高齢分野 居宅介護支援・訪問介護 分野/サービスの種類 高齢分野 居宅介護支援・訪問介護

町田市
町名・番地・ビル名な

ど 木曽西3-4-7 町名・番地・ビル名な
ど 中町2-4-5　へーベルVillageやまだい中町

所在地
区市町村 町田市

所在地
区市町村

法人として見学希望者
へのメッセージ

①ＡＬＳＯＫグループの一員。安定経営です。
②研修に熱心！あなたに合った研修があります。
③表彰制度の導入など、一人ひとりが意欲をもって働くことのできる職
場環境作りに力を入れています。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 かたくり町田木曽

見学受入れを希望する
施設・事業所名 かたくり町田

項目 内容

法人名 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社

担当者名・電話番号 担当者名 乾（イヌイ）・青木 03-5414-5021

東京都・神奈川県を中心に約40拠点の介護サービス事業所を展開。
『かたくり』の名称で、地域の皆様に親しまれています。「心のこもった
コミュニケーションを通じてご利用者さまに笑顔をお届けする」を合言
葉に、優しさと安心の介護サービスを提供しています。

なし あり なし あり 

なし あり なし あり 

なし あり 
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TEL

TEL

分野/サービスの種類 高齢分野 介護老人福祉施設

備考欄 特に無し

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 南町田駅（徒歩12分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 丸山朋之 042-796-1521

担当者名・電話番号 担当者名 丸山　朋之 042-796-1521

所在地
区市町村 町田市

法人からの見学希望者
へのメッセージ

今年に入り経営理念を「寄り添う思いを大切な福祉サービスを提供し
ます」へ見直しました。今までの理念をよりわかりやすくし、ご利用者・
職員・地域が笑顔になれるような法人運営を目指しております。毎年
研修は改善を重ね、階層別研修やスキルアップ研修など学びの機会
を増やしております。

事業内容

居宅・訪問・デイサービス・ショートステイ・特養と高齢者総合福祉施
設としてワンストップサービスを受けることが出来ます。地域との関わ
りを大切にしており、地域連携推進課を中心に地域とともに36年間
やって参りました。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 特別養護老人ホーム　みぎわホーム

町名・番地・ビル名など 南町田4－10－38

ブース番号　１6

項目 内容

法人名 社会福祉法人　南町田ちいろば会

社会福祉法人 南町田ちいろば会

なし あり 
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TEL

TEL

ブース番号　１7 特定非営利活動法人 湧和

担当者名・電話番号 担当者名 御殿谷　光廣 042-729-0422

法人からの見学希望者
へのメッセージ

湧和では「高齢になっても、障害をもっても住み慣れた地域で安心し
て暮していけるよう」をモットーに支援をさせて頂いております。介護に
初めての方でも安心して働ける職場づくりを目指しています。

042-729-0422

事業内容

町田市内を中心に、デイサービス、訪問介護、ケアマネ事業所、包括
支援センター、配食等を実施しています。また、ボランティアも多く、一
日に5-6名が参加しています。職員は約100名がおります。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 湧和

所在地
区市町村 町田市

町名・番地・ビル名など 本町田2102-1

ボランティア受入状況

備考欄

項目 内容

法人名 NPO 法人　湧和

分野/サービスの種類 高齢分野 デイサービス

最寄駅（徒歩〇分） 町田駅　バス　第三小学校前下車　徒歩１０分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 御殿谷　光廣

なし あり 
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TEL

TEL

TEL

TEL

事業内容

"町田市内を中心に、デイサービス、訪問介護、ケアマネ事業所、包括
支援センター、配食等を実施しています。また、ボランティアも多く、一
日に5-6名が参加しています。職員は約100名がおります。"

ボランティア受入状況

備考欄
見学内容・実施日については、お互いに連絡調整（打合せ）をさせて頂
き、見学者の方のご意向に沿って対応させて頂きます。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 花美郷

分野/サービスの種類 高齢分野 介護老人福祉施設

町名・番地・ビル名など
所在地

区市町村 町田市

小山ヶ丘１丁目１２番地５

最寄駅（徒歩〇分）

ケアセンター美郷　森野ステーション

所在地
区市町村 町田市

町名・番地・ビル名など 森野１丁目３０番８号　ノアビル３階

①ＪＲ・小田急『町田駅』バス「小山郵便局前」下車　徒歩７分　②京王
線『多摩境駅』①バス「小山郵便局前」下車　徒歩２０分

担当者名 坂田　哲 042-797-7729
見学申し込み時の

担当者名・電話番号

備考欄
見学内容・実施日については、お互いに連絡調整（打合せ）をさせて頂
き、見学者の方のご意向に沿って対応させて頂きます。

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

ボランティア受入状況

見学内容・実施日については、お互いに連絡調整（打合せ）をさせて頂
き、見学者の方のご意向に沿って対応させて頂きます。

担当者名 坂田　哲 042-797-7729

分野/サービスの種類 高齢分野 訪問介護事業所

最寄駅（徒歩〇分） ①ＪＲ・小田急『町田駅』徒歩５分　（駅近です！）町田市役所側にあります！

備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分）

042-797-7729

ブース番号　１9 社会福祉法人 竹清会

町名・番地・ビル名など
所在地

区市町村 町田市

小山ヶ丘１丁目２番地９

分野/サービスの種類 高齢分野 介護老人福祉施設

①ＪＲ・小田急『町田駅』バス「小山郵便局前」下車　徒歩７分　②京王
線『多摩境駅』①バス「小山郵便局前」下車　徒歩２０分

担当者名 坂田　哲
見学申し込み時の

担当者名・電話番号

見学受入れを希望する
施設・事業所名 美郷

法人として見学希望者
へのメッセージ

福祉の御仕事を実際に｀見て´｀聞いて´｀体験して´御気軽に御来訪頂
ければ幸いでございます。未経験者の方、経験者の方誰でもお気軽に
歓迎します。

項目 内容

法人名 社会福祉法人 竹清会

担当者名・電話番号 担当者名 坂田　哲 042-797-7729

なし あり 

なし あり 

なし あり 
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TEL

TEL

分野/サービスの種類 高齢分野 介護老人福祉施設

町名・番地・ビル名など 図師町989番地

備考欄

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 町田駅からバス25分下車徒歩2分、淵野辺駅からバス15分下車徒歩8分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 上杉宏美 042-793-7530

担当者名・電話番号 担当者名 上杉　宏美 042-793-7530

所在地
区市町村 町田市

法人からの見学希望者
へのメッセージ

特別養護老人ホーム友愛荘は昭和49年開設した従来型、定員82名
の施設です。町田市図師町の自然に囲まれた場所にあります。
研修制度は、「法人研修」や施設内毎月開催の「職場研修」など充実
しています。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 特別養護老人ホーム　友愛荘

事業内容

世田谷区に法人本部を置き、千代田区、板橋区、町田市、港区で障
害福祉、児童福祉と高齢福祉の入所、通所、相談支援等の事業を担
う職員総数約300名の団体です。

ブース番号　20

項目 内容

法人名 社会福祉法人　友愛十字会

社会福祉法人 友愛十字会

なし あり 
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TEL

TEL

TEL

TEL

ブース番号22・23 社会福祉法人 七五三会

担当者名・電話番号 担当者名 西村 042-726-0753

項目 内容

法人名 社会福祉法人 七五三会

最寄駅（徒歩〇分） 小田急線「町田駅」徒歩約５分、横浜線「町田駅」徒歩約８分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 管理課 042-726-0753

分野/サービスの種類 高齢分野 上記[事業内容]保育所以外

法人からの見学希望者
へのメッセージ

高齢者施設と保育所を運営し、ご利用者にとって、温かくて安らげる
「第二の家」を目指しています。職員のスキルに合わせた研修制度も
充実し資格取得支援制度などもあります。駅からも非常に近く、通勤
しやすい職場です。

事業内容

特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、軽費老人ホームケアハ
ウス、通所介護、認知症対応型通所介護、訪問介護、居宅介護支援
事業所、保育所

見学受入れを希望する
施設・事業所名 いづみの里

所在地
区市町村 町田市

町名・番地・ビル名など 原町田5-1-12

分野/サービスの種類 児童分野 保育所

最寄駅（徒歩〇分）

ボランティア受入状況

備考欄 お申し込み及び見学は平日９時～１７時となります。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 なごみ保育園

所在地
区市町村 町田市

町名・番地・ビル名など 原町田5-1-5

小田急線「町田駅」徒歩約５分、横浜線「町田駅」徒歩約８分

ボランティア受入状況

備考欄 お申込み及び見学は平日９時～１７時となります。

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 若月 042-724-0753

見学受入れを希望する
施設・事業所名 なごみ第二保育園

所在地
区市町村 町田市

町名・番地・ビル名など 原町田3-19-6

ボランティア受入状況

備考欄 お申込み及び見学は平日９時～１７時となります。

分野/サービスの種類 児童分野 保育所

最寄駅（徒歩〇分） 小田急線「町田駅」徒歩約１５分、横浜線「町田駅」徒歩約１０分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 高見澤 042-739-3753

なし あり 

なし あり 

なし あり 17 



TEL

TEL

ブース番号24 医療法人財団 明理会

担当者名・電話番号 担当者名 釘宮　啓輔 042-735-2222

項目 内容

法人名 医療法人財団　明理会

法人からの見学希望者
へのメッセージ

鶴川サナトリウム病院はとてもアットホームな職場環境となっており無
料送迎バスや託児所も院内に完備しておりますので是非一度見学に
来ていただいて体感して頂ければと思います。

備考欄

分野/サービスの種類 高齢分野 病院（医療・介護）

最寄駅（徒歩〇分） 鶴川駅（徒歩30分）無料送迎バス有（鶴川駅）（若葉台駅）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 釘宮　啓輔 042-735-2222

ボランティア受入状況

事業内容

老年内科・老年精神科をメインに医療・介護を提供しています。また、
東京都より認知症医療疾患センターの認定を受けており地域向けの
活動なども積極的に参加しております。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 鶴川サナトリウム病院

所在地
区市町村 町田市

町名・番地・ビル名など 町田市真光寺町197

なし あり 
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