
福祉のしごと職場見学デイズ〈多摩市〉 
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、12月4日（月）～12月18日（月） 
 
＜職場見学申込み方法＞ 
１ページ目「平成２９ 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＞ 
２ページ目以降に受入れ先情報（分野・最寄り駅・申込連絡先）を掲載していますの

で、ご覧ください。 
 
   

 
 

 

職場の見学体験が職場の様子を

知る一番の近道です。     

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

よう！ 



「平成２９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 
 

 
 

① 職場見学申込み 
（各地域密着面接会開催から2週間程度） 
 

 

 

 

 

 

 

② 職場見学当日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 職場見学後 

 
 

 

 
 

 

・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、見学希望

先を選択し、電話連絡にて申込みを行います。 

申込時に調整及び確認すべき内容は以下の通りで

す。 

①見学を希望する日時 

※見学後に面接を希望する場合は、予めその旨を先

方に伝えておきましょう。 

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ので、

予めご了承ください。 

職場見学に際しては、以下の点をご留意ください。 

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ください。 

②職場見学中に知りえた利用者の方の個人情報を絶対

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。 

見学希望者の方から、電話連絡による申込みを

受けた後、日程調整や見学日当日の注意事項

等についてご確認ください。 

 ・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・

未経験者の方になりますので、説明内容や資

料にご配慮ください。 

・職場見学後、求職者が希望する場合は面接も

実施下さい。 

職場見学受入れ期間後、1か月以内に、人材セ

ンターまで「報告書（見学者数・面接者数 

・採用数）」をご提出ください。 

職場見学受入れ先 
職場見学希望者 



TEL

TEL TEL

TEL TEL

TEL

法人として見学希望者
へのメッセージ

重度訪問介護という言葉の響きからくる重いイメージを、
実際の現場を通じて、払しょくしていただきたいと思いま
す。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 特定非営利活動法人コミュニティーネットワーク

見学受入れを希望する
施設・事業所名

東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター

「福祉のしごと職場見学デイズ」実施申込書

項目 内容

法人名 特定非営利活動法人コミュニティーネットワーク

担当者名・電話番号 担当者名 若山　慎太郎 042-389-5321

分野/サービスの種類 選択してください 重度訪問介護 分野/サービスの種類 選択してください

選択してください

町名・番地・ビル名など 鶴牧１－４－１０　アネックス牧１０３号 町名・番地・ビル名など
所在地

区市町村 多摩市
所在地

区市町村

最寄駅（徒歩〇分） 多摩センター　（徒歩４分） 最寄駅（徒歩〇分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 若山　慎太郎 042-389-5321

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名

備考欄
オリエンテーションの後に事務所から徒歩２分のご利用者宅を訪問し
ます。

備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名

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 ボランティア受入状況

分野/サービスの種類 選択してください 分野/サービスの種類 選択してください

選択してください

町名・番地・ビル名など 町名・番地・ビル名など
所在地

区市町村 選択してください
所在地

区市町村

最寄駅（徒歩〇分） 最寄駅（徒歩〇分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名

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 ボランティア受入状況

所在地
区市町村 選択してください

町名・番地・ビル名など

備考欄 備考欄

ボランティア受入状況

備考欄

分野/サービスの種類 選択してください

最寄駅（徒歩〇分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名

なし あり なし あり なし あり 

なし あり なし あり なし あり 

なし あり 

なし あり 

なし あり 

なし あり 

なし あり 

なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり 

なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり 



TEL

TEL TEL

TEL TEL

TEL

ボランティア受入状況

備考欄

分野/サービスの種類 選択してください

最寄駅（徒歩〇分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名

所在地
区市町村 選択してください

町名・番地・ビル名など

備考欄 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 ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 最寄駅（徒歩〇分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名

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 選択してください 分野/サービスの種類 選択してください

選択してください

町名・番地・ビル名など 町名・番地・ビル名など
所在地

区市町村 選択してください
所在地

区市町村

備考欄
12月7日（木）、10日（日）、14日（木）、17日（日）については見学不可。

備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名

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 ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 聖蹟桜ヶ丘駅よりバス１０分　　永山駅よりバス１０分 最寄駅（徒歩〇分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 伊藤京子 042-373-2220

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 分野/サービスの種類 選択してください

選択してください

町名・番地・ビル名など 連光寺２－６９－６ 町名・番地・ビル名など
所在地

区市町村 多摩市
所在地

区市町村

法人として見学希望者
へのメッセージ

一般病院の併設施設ですので、医療面でも安心でき、また病
院共々美しい建物で、明るく清潔な環境だと自負しています。
職員の定着率が高く、福利厚生も充実しています。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 介護老人保健施設　聖の郷

見学受入れを希望する
施設・事業所名

東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター

「福祉のしごと職場見学デイズ」実施申込書

項目 内容

法人名 医療法人社団珠光会
担当者名・電話番号 担当者名 伊藤京子 042-373-2220

なし あり なし あり なし あり 

なし あり なし あり なし あり 

なし あり 

なし あり 

なし あり 

なし あり 

なし あり 

なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり 

なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり 



TEL

TEL TEL

TEL TEL

TEL

ボランティア受入状況

備考欄 平日午後2時以降見学可（日程は要調整）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 國本　秀夫 042-339-8022

最寄駅（徒歩〇分） 京王・小田急多摩センター駅　徒歩5分

町名・番地・ビル名な
ど 多摩市落合1-46-1 ココリア6Ｆ

所在地
区市町村 多摩市

分野/サービスの種類 障害分野 布製品製造販売

備考欄
平日午後より見学可（日程は要調整）

備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名

夢うさぎ

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） 京王・小田急多摩センター駅　徒歩5分 最寄駅（徒歩〇分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 國本　秀夫 042-339-8022

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 障害分野 グループホーム 分野/サービスの種類

町名・番地・ビル名な
ど 多摩市鶴牧1-4-10アネックス 鶴巻501

町名・番地・ビル名な
ど

所在地
区市町村 多摩市

所在地
区市町村

備考欄
ランチタイムは見学不可（日程は要調整）

備考欄
日曜祝日は休日、ランチタイムは見学不可（日程は要調整）

見学受入れを希望する
施設・事業所名

グループホーム　多摩草むら
見学受入れを希望する

施設・事業所名

國本　秀夫 042-339-8022

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） 京王・小田急多摩センター駅　徒歩5分 最寄駅（徒歩〇分） 京王バス豊ヶ岡4丁目　徒歩2分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 國本　秀夫 042-339-8022

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 障害分野 飲食店 分野/サービスの種類 障害分野 飲食店

多摩市
町名・番地・ビル名な

ど 多摩市落合1-46-1 ココリア6Ｆ
町名・番地・ビル名な

ど 多摩市貝取4-3-1-107
所在地

区市町村 多摩市
所在地

区市町村

法人として見学希望者
へのメッセージ

多面的な事業展開をする多摩草むらの会で、貴方にあった職場をみ
つけませんか。

見学受入れを希望する
施設・事業所名

畑ｄｅきっちん
見学受入れを希望する

施設・事業所名
寒天茶房　遊夢

東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター

「福祉のしごと職場見学デイズ」実施申込書

項目 内容

※東京都福祉人材センターのHP
（https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/so
dankai.html）からダウンロードしてご記
入の上、メールにてお申込みください。

法人名 特定非営利活動法人多摩草むらの会

担当者名・電話番号 担当者名 國本　秀夫 042-339-8022

なし あり なし あり なし あり 

なし あり なし あり なし あり 

なし あり 
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