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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

2人

パート労働者
13150-19447681

59歳以下 月給 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分

1人

正社員 13150-19167781
59歳以下 月給 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分

(2) 9時30分～18時00分

2人

正社員 13150-19428181

不問 時給 保育士

2人

パート労働者 13150-19455681
不問

時給
普通自動車免許
(ＡＴ可）

1人

パート労働者 13150-19164981

7時00分～19時00分
の間の5時間程度

7時00分～19時00分
の間の3時間以上

保育士

調理師免許
（なくても可）

不問
（保育士資格あれば
　尚可）

1

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

社会福祉法人慶祥会
みらい保育園

保育補助　保育士 保育業務全般
産休あけの０才～６才就学前の子ども
たちの成長をご家庭と一緒に支え見守る
とてもやりがいのある仕事です。

定員０才～５才迄１５１名

東京都武蔵村山市大南
１－８－１

1,050円～1,250円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
労災

東京都武蔵村山市大南
１－８－１

216,700円～222,700円
省令１号

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

社会福祉法人慶祥会
のぞみ保育園

保育士 東京都東大和市中央
２－８５８－１

1,100円～1,200円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
労災

本園：東京都東大和市中央
２－８５８－１
分園：東京都東大和市中央
４－１０２３－４
どちらかの勤務となります

社会福祉法人慶祥会
のぞみ保育園

保育園内の用務業務及び給食配達 ・給食の配達
　　（分園・保育ママさん宅）
・園舎内外の整備、清掃
・草花、植木の手入れ

東京都東大和市中央
２－８５８－１

985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

社会福祉法人慶祥会
みらい保育園

保育士 保育業務全般
産休あけの０才～６才就学前の子ども
たちの成長をご家庭と一緒に支え見守る
とてもやりがいのある仕事です。

定員０才～５才迄１５１名

・保育業務　
　本園：０～５歳児　１４８名
　分園：１～５歳児　２０名
・その他、業務に付帯する仕事

・保育補助

社会福祉法人慶祥会
みらい保育園

調理員 ＊保育園における調理、調理作業及び献立
作成（離乳食・アレルギー除去食）を担当
していただきます。

・園児１５１名、職員４０名
・食育活動もあります
・午前、午後のおやつ、昼食を作成します
・０歳～５歳までの食事づくりです

東京都武蔵村山市大南
１－８－１

194,000円～202,000円
省令１号

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

(1)8時00分～13時30分

(2)15時00分～18時00分



2 / 25 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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

不問 月給 看護師

 9時00分～18時00分

1人

正社員 13150-19625481
不問 時給 看護師

4人

パート労働者 13150-19626781
不問 月給 看護師または

(1) 8時00分～18時00分 准看護師

(2) 9時00分～19時00分

(3)10時00分～20時00分

1人

正社員 13150-19571881

2

東京都武蔵村山市大南
３－６８－３

270,000円～350,000円
年齢不問

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

東京都武蔵村山市大南
３－２９－１
ビックライフ訪問看護ス
テーション

医療法人社団
もかほ会
武蔵村山さいとうク
リニック

訪問看護師 ・地域で安心して暮らせることを支援する
訪問看護業務を
　行っています。
・未経験者の方も同行訪問を丁寧に行い指
導します。
・利用者急増のため、事業所拡大します。
・医師の指示による医療処置、症状監察、
療養上のアドバイス、内服管理等。

　＊看護師経験者歓迎いたします。

東京都武蔵村山市大南
３－６８－３

2,000円～2,200円
年齢不問

雇用期間の定めなし
労災

東京都武蔵村山市大南
３－２９－１
「ビックライフ訪問看護ス
テーション」

医療法人社団
もかほ会
武蔵村山さいとうク
リニック

看護師 ［リニューアルオープン後につき急募！］
診療介助、点滴、採血等の看護業務
・経験者優遇します。

＊ブランクのある方も歓迎します。

＊クリニック勤務なので夜勤はありませ
ん。

東京都武蔵村山市大南
３－６８－３

270,000円～300,000円
年齢不問

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

医療法人社団
もかほ会
武蔵村山さいとうク
リニック

訪問看護師 ・地域で安心して暮らせることを支援する
訪問看護業務を
　行っています。
・利用者急増のため、事業所拡大します。
・医師の指示による医療処置、症状監察、
療養上のアドバ
　イス、内服管理等。
・ケアマネージャーとの利用者受入調整業
務。

9時00分～18時00分
の間の3時間以上
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

不問 月給 変形（１ヶ月単位） 看護師または

 8時30分～17時30分 准看護師

1人

正社員 13150-19632581

18歳以上 時給 変形（１ヶ月単位） 不問

16時30分～ 9時30分

2人

パート労働者 13150-19634781

不問
時給

普通自動車免許
（ＡＴ可）

(1) 8時30分～10時30分

(2)16時00分～18時00分

2人

パート労働者
13150-19637181

不問
時給

普通自動車免許
（ＡＴ可）

(1) 8時30分～17時30分

(2) 9時00分～18時00分

2人

パート労働者 13150-19653181

不問 時給 不問

(1) 8時30分～17時30分

(2) 9時00分～18時00分

3人

パート労働者 13150-19654081

3

株式会社
アズ・ライフケア
あずみ苑東大和

看護職員（ショートステイ） 定員２４名の単独型ショートステイです。
ショートステイ滞在中のお客様への看護
サービス。
（バイタルチェック、医療処置、機能訓
練、薬の管理等）
居宅介護支援事業所、デイサービス併設の
施設です。

東京都東大和市狭山
４－１４８３－３

251,000円～285,000円
年齢不問

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

株式会社
アズ・ライフケア
あずみ苑東大和

ドライバー（デイサービス） 定員２０名のデイサービスでの送迎業務、
車輛管理（給油、洗車、車内清掃等）施設
内外環境整備をお願いします。

送迎車輛はキャラバン、ヴォクシー、シエ
ンタ、タント、ミラ

東京都東大和市狭山
４－１４８３－３

1,000円～1,000円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
労災

又は 8時30分～18時
00分の間の2時間以
上

株式会社
アズ・ライフケア
あずみ苑東大和

介護職員（夜勤専従） １６時３０分から翌朝９時３０分までの夜
勤専門のお仕事です。
２４名定員の単独型ショートステイ施設で
す。ショートステイ滞在中のお客様への介
護サービス（食事、入浴、排泄、整容、
ベッドメイク）を提供頂きます。

東京都東大和市狭山
４－１４８３－３

1,266円～1,376円
省令２号

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
労災

又は 8時30分～18時
00分の間の3時間以
上

株式会社
アズ・ライフケア
あずみ苑東大和

介護職員（ショートステイ） ショートステイ滞在中のお客様への介護
サービス（食事、入浴、排泄、整容、ベッ
ドメイクなど）の提供

デイサービス併設の２４名定員
単独型ショートステイです。

東京都東大和市狭山
４－１４８３－３

1,216円～1,376円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
労災 又は 8時30分～18時

00分の間の3時間以
上

株式会社
アズ・ライフケア
あずみ苑東大和

介護職員（デイサービス） 定員２０名のデイサービスです。
学校方式で授業を行う少し変わったデイ
サービスです。提供するサービスは、一般
的なデイサービス同様、入浴、食事、排
泄、送迎などの介護サービスを行って頂き
ます。

＊送迎車輛はキャラバン、ヴォクシー、シ
エンタ、タント、　ミラ

東京都東大和市狭山
４－１４８３－３

1,216円～1,376円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

18歳以上 月給 変形（１ヶ月単位） 不問

(1) 7時00分～16時00分

(2) 9時00分～18時00分

(3)11時00分～20時00分

4人

正社員以外 13150-19655381

不問 月給 変形（１ヶ月単位）

 8時30分～17時30分

1人

正社員 13150-19656681

不問 時給 看護師または

 8時30分～17時30分 准看護師

2人

パート労働者 13150-19658581

3

株式会社
アズ・ライフケア
あずみ苑東大和

生活相談員（ショートステイ） ショートステイでの相談員業務をお願いし
ます。
予約管理、受入に係る事務手続き全般
（送迎、契約、実態調査、請求業務等）

単独型　全室個室　２４名定員のショート
ステイ施設です。

東京都東大和市狭山
４－１４８３－３

201,000円～235,000円
年齢不問

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

株式会社
アズ・ライフケア
あずみ苑東大和

介護職員（ショートステイ） ショートステイ滞在中のお客様への介護
サービス（食事、入浴、排泄、整容、ベッ
ドメイク）などの提供

デイサービス併設の２４名定員
単独型ショートステイです。

東京都東大和市狭山
４－１４８３－３

223,100円～244,500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

株式会社
アズ・ライフケア
あずみ苑東大和

看護職員（ショートステイ） 定員２４名の単独型ショートステイです。
ショートステイ滞在中のお客様への看護
サービス。
（バイタルチェック、医療処置、機能訓
練、薬の管理等）
居宅介護支援事業所、デイサービス併設の
施設です。

東京都東大和市狭山
４－１４８３－３

1,500円～1,600円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
労災

介護福祉士、社会福
祉士、社会福祉主
事、介護支援専門員
のいずれか必須
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

不問
月給

普通自動車免許
（ＡＴ可）

 8時30分～17時30分

1人

正社員 13150-19261681
不問

時給
普通自動車免許
（ＡＴ可）

(1) 8時30分～17時30分

(2) 8時00分～17時00分

(3) 9時00分～17時30分

1人

パート労働者 13150-19262981
不問 月給 社会福祉士、介護福

 8時30分～17時30分

普通自動車免許
（ＡＴ可）

1人

正社員 13150-19263581

4

雇用・労災・健康・厚生
東京都東大和市上北台
１丁目２－６
リハビリステーション上北
台

雇用期間の定めなし

株式会社
いでしたケアサービ
ス　管理部

介護職：上北台 デイサービスでの介護業務
（入浴・トイレ・食事介助・清掃・レクリ
エーション・
　送迎など）
・その他社内業務

※車での送迎業務が必須となります

・自己研鑽したい方への研修支援や資格支
援制度も充実して　います。

東京都立川市柴崎町
３丁目１０－５　ＦＭビル
５Ｆ

1,200円～1,400円
年齢不問

雇用期間の定めなし
雇用・労災

東京都東大和市上北台
１丁目２－６
リハビリステーション上北
台

株式会社
いでしたケアサービ
ス　管理部

介護職：上北台 デイサービスでの介護業務
（入浴・トイレ・食事介助・清掃・レクリ
エーション・
　送迎など）
・その他社内業務
※車での送迎業務が必須となります
※自己研鑚したい方への研修支援や介護福
祉士等の資格支援制度も充実しています。
（店長、幹部候補を目指す方には店長育成
プログラムあり。）
＊求人条件特記事項に記載された時間数は
固定残業代の積算根拠となるもの。実際の
時間外労働の時間数の見込みや実績を示す
ものではない。

東京都立川市柴崎町
３丁目１０－５　ＦＭビル
５Ｆ

220,000円～290,000円
年齢不問

株式会社
いでしたケアサービ
ス　管理部

生活相談員 デイサービスでの下記業務
　・生活相談業務
　・入浴、トイレ、食事介助、清掃、レク
リエーション、
　　送迎などの介護業務
　・その他社内業務全般
※自己研鑚したい方への研修支援や資格支
援制度も充実しています。（店長、幹部候
補を目指す方には店長育成プログラムあ
り。）
＊求人条件特記事項に記載された時間数は
固定残業代の積算根拠となるもの。実際の
時間外労働の時間数の見込みや実績を示す
ものではない。

東京都立川市柴崎町
３丁目１０－５　ＦＭビル
５Ｆ

230,000円～300,000円
年齢不問

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健康・厚生

東京都東大和市上北台
１－２－６
「いでしたリハビリステー
ション上北台」

祉士、精神保健福祉
士のいずれか必須
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

不問 月給

 8時30分～17時30分

1人

正社員 13150-19264481
不問 時給 社会福祉士、介護福

(1) 8時00分～17時00分 祉士、精神保健福祉士

(2) 8時30分～17時30分

(3) 9時00分～17時30分

1人

パート労働者 13150-19265781

18歳以上 月給 介護福祉士、保育士、

(1) 8時30分～17時00分 社会福祉士、児童指導

(2)11時30分～20時00分 員、小中高教諭のいず

(3) 7時00分～15時30分 れか必須

3人

正社員 13150-19273781

59歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員

 8時30分～17時30分
普通自動車免許
（ＡＴ可）

1人

正社員 13150-19669881

5

4

6

社会福祉法人
友遊会

生活相談員（特養） 総合福祉センター内の特別養護老人ホーム
（ユニット型で定員５４名・ショートステ
イ６名）での利用者、家族、関係機関等の
相談、調整業務。
・入退所に関する家族、関係機関等の相
談・連絡・調整
・介護職員等サービス提供を担う職員への
連絡、指導。
・給付管理・請求業務
・通院等の送迎業務（状況に応じて）

東京都東大和市桜が丘２丁
目
５３番６

230,000円～250,000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

株式会社
いでしたケアサービ
ス　管理部

デイサービスでの下記業務
　・生活相談業務
　・入浴、トイレ、食事介助、清掃、レク
リエーション、
　　送迎などの介護業務
　・その他社内業務
・自己研鑽したい方への研修支援や資格支
援制度も充実しています。

東京都立川市柴崎町
３丁目１０－５　ＦＭビル
５Ｆ1,220円～1,550円

年齢不問

雇用期間の定めなし

雇用・労災

東京都東大和市上北台
１－２－６
「いでしたリハビリステー
ション上北台」

生活相談員：上北台 デイサービスでの下記業務
　・生活相談業務
　・入浴、トイレ、食事介助、清掃、レク
リエーション、
　　送迎などの介護業務
　・その他社内業務
※自己研鑚したい方への研修支援や資格支
援制度も充実しています。（店長、幹部候
補を目指す方には店長育成プログラムあ
り。）
＊求人条件特記事項に記載された時間数は
固定残業代の積算根拠となるもの。実際の
時間外労働の時間数の見込みや実績を示す
ものではない。

東京都立川市柴崎町
３丁目１０－５　ＦＭビル
５Ｆ220,000円～290,000円

年齢不問

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

東京都東大和市上北台
１－２－６
「いでしたリハビリステー
ション上北台」

社会福祉法人
鶴風会
東京小児療育病院

生活支援員 ・当院での障害者の介護など生活支援を担
当して頂きます。
・当院での障害児（者）身辺のお世話と将
来の独立自活に必　要な知識、技能を修得
して頂き、個性を重視した生活支援を行っ
ていきます。

東京都武蔵村山市学園
４－１０－１

205,340円～213,404円
省令２号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・厚生・財
形

株式会社いでしたケ
アサービス　管理部

生活相談員

社会福祉主事
普通自動車免許
（ＡＴ可）

社会福祉主事のいず
れか必須

普通自動車免許
（AT可）
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

18歳～59歳 月給 変形（１ヶ月単位） 不問

(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 13150-19671081
59歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 看護師または

(1) 8時30分～17時30分 准看護師

(2) 9時30分～18時30分

3人

正社員 13150-19672381
不問 時給 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

パート労働者 13150-19674981

6

社会福祉法人
友遊会

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５
４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。
＊オンコール対応あり。

東京都東大和市桜が丘２丁
目５３番６

230,000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

社会福祉法人
友遊会

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５
４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

＊夜勤は月４回程度


東京都東大和市桜が丘２丁
目５３番６

200,000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

社会福祉法人
友遊会

看護職員（特養） 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５
４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。
・オンコール担当業務：２０００円／日
＊加入保険・年次有給休暇は法定通り。

東京都東大和市桜が丘２丁
目５３番６

1,800円～2,000円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
労災


東大和市総合福祉センター
は～とふる

（初任者研修、ヘル
パー2級、、介護福
祉士あれば尚可）
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

不問 月給 変形（１ヶ月単位）

 8時30分～17時30分

1人

正社員 13070-85626981
不問 時給 ホームヘルパー２級、

介護職員初任者研修の

いずれか必須

2人

パート労働者 13070-85629781

7

アースサポート
株式会社

サービス提供責任者 お客様へのホームヘルプサービス提供に加
えて、ケアマネジ
ャーとの連絡、介護計画の作成、お客様と
ヘルパーのサービ
ススケジュール調整、勉強会・研修の実施
が主なお仕事にな
ります。
未経験者、経験者ともに安心と納得の研
修・フォロー体制！各地域にアドバイザー
が在籍しているので、手厚いフォローが受
けられます。
訪問介護拠点数第３位！多数拠点を展開し
ているため、連携もとりやすく安定した職
場環境です。サービス提供責任者に特化し
た研修もあり、アドバイザーになると収入
アップのチャンスもあります。

東京都渋谷区本町１丁目
４－１４

236,500円～236,500円
年齢不問

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

アースサポート東大和
東京都東大和市上北台２丁
目８９２番の４

アースサポート
株式会社

ホームヘルパー 全国で４７０拠点以上！在宅介護最大手の
アースサポートが運営している訪問介護事
業所です。お客様へ生活援助、身体介護
サービス等を行なって頂きます。
＜生活援助＞掃除、洗濯、調理など。
＜身体介護＞食事、入浴、外出、排泄介助
など。
働きやすさを追求中！各種研修制度あり、
１日１時間からの勤務が可能！朝夕、土日
祝日の出勤に対しての手当も充実していま
す。ヘルパーの専門技術・知識を極めたい
方、ブランクのある方、あなたのステップ
アップを応援します！未経験の方も歓迎！
介護を通じて生きがい支援を行います。

東京都渋谷区本町１丁目
４－１４

1,360円～1,960円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
労災

アースサポート東大和
東京都東大和市上北台２丁
目８９２番の４

介護福祉士、ホーム
ヘルパー1級、介護
職員基礎研修、介護
職員実務者研修のい
ずれか必須

7時00分～21時00分
の間の1時間以上
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

不問 月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

 8時30分～17時30分 （AT可）

1人

正社員 13070-85630081
不問 月給 変形（１ヶ月単位） 不問

 8時30分～17時30分

2人

正社員 13070-85631381
不問 月給 変形（１ヶ月単位）

 8時30分～17時30分

1人

正社員 13070-85642581

7

アースサポート立川
東京都立川市羽衣町１丁目
１９番３号

アースサポート
株式会社

訪問入浴オペレーター ３人１組で、訪問入浴車に乗ってお客様の
お宅を１日６～８件ほどご訪問。　お体が
不自由でお風呂に入りたくても入れないお
客様へ入浴サービスを提供します。　お仕
事内容は、訪問入浴車の運転、入浴備品の
搬入出、簡単な入浴介助など
。介護の資格が無い方・経験の無い方でも
必ず３人体制で伺うので心配ありません。

訪問入浴サービスの動画を弊社ホームペー
ジのトップページ
に公開しています。ぜひご覧下さい！
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅａｒｔｈｓｕｐ
ｐｏｒｔ．ｃｏ．
ｊｐ

東京都渋谷区本町１丁目
４－１４

252,000円～252,000円
年齢不問

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

アースサポート立川
東京都立川市羽衣町１丁目
１９番３号

アースサポート
株式会社

生活相談員（デイサービス） お客様へのサービス提供に加え、お客様、
ご家族の日常生活や介護に関する悩み、困
り事などの相談業務、介護計画書作成、リ
ハビリ介助等のお仕事をお任せします。
お客様が元気にイキイキとした生活を送れ
るよう支援して頂くお仕事です。
未経験の方、介護の経験がない方でも当社
自慢のサポート体
制でバックアップしますので安心です！
・ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅａｒｔｈｓｕ
ｐｐｏｒｔ．ｃｏ．ｊｐ

東京都渋谷区本町１丁目
４－１４

213,300円～213,300円
年齢不問

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健康・厚生

アースサポート国分寺
東京都国分寺市内藤２丁目
２９－３

アースサポート
株式会社

訪問入浴ヘルパー 訪問入浴車に乗って、介護スタッフ２名看
護スタッフ１名の３人１組でお客様宅を訪
問。着脱介助から始まって、お客様のお体
を洗って頂く等の入浴介助が主な仕事で
す。介護の資格が無い方・訪問入浴の経験
が無い方でもご安心ください。
必ず３人体制で伺うので未経験の方でも心
配ありません！

訪問入浴サービスの動画を弊社ホームペー
ジのトップページ
に公開しています。ぜひご覧下さい！
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅａｒｔｈｓｕｐ
ｐｏｒｔ．ｃｏ．
ｊｐ

東京都渋谷区本町１丁目
４－１４

219,500円～219,500円
年齢不問

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

社会福祉士、社会福
祉主事、精神保健福
祉士、介護支援専門
員のいずれか、また
は介護保険施設、通
所系施設に常勤で1
年以上の経験がある
方
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

不問 月給 変形（１ヶ月単位） 看護師または

(1) 9時00分～18時00分 准看護師

(2) 9時30分～18時30分

2人

正社員 13150-19810281
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 13150-19811181
不問 時給 変形（１ヶ月単位） 不問

(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 13150-19814681
不問 時給 看護師または

(1) 9時00分～18時00分 准看護師

(2) 9時30分～18時30分

2人

パート労働者 13150-19815981

8 【東大和市福祉のしごと相談・面接
会】介護職：向代ホーム

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
＊勤務開始日の相談にも応じます

老人看護
＊詳細は面接時にお知らせします

入居者：６０名
看護師：常勤２名、非常勤３名

※夜勤はありません

＊入社日の相談に応じます
　Ｈ３０年３月卒業の方の応募もお待ちし
ております

東京都東大和市芋窪３丁目
１６３８－２

250,000円～350,000円
年齢不問

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

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 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


＊勤務開始日の相談に応じます


東京都東大和市芋窪３丁目
１６３８－２

202,000円～270,000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

社会福祉法人
向会

看護職員

東京都東大和市芋窪３丁目
１６３８－２

1,100円～1,100円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
雇用・労災

向台老人ホーム

社会福祉法人
向会

看護職員 老人看護
＊詳細は面接時にお知らせします

入居者：６０名
看護師：常勤２名、非常勤４名

＊勤務日は相談に応じます
　勤務開始日の相談にも応じます

※お子様のいる方も、ご相談ください

東京都東大和市芋窪３丁目
１６３８－２

1,900円～1,900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

（介護福祉士あれば
　尚可）
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

不問 時給 ホームヘルパー２級

(1) 8時30分～17時00分 介護職員初任者研修

3人

パート労働者 13150-19816581
不問 時給 ホームヘルパー２級

以上

3人

パート労働者 13150-19817481

8

又は 8時30分～17時
00分の間の6時間以
上

社会福祉法人
向会

訪問介護員 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
　訪問先は東大和市内、武蔵村山市内とな
ります
　移動は基本ご本人様の自転車となります
が、相談にも応
　じます
＊身体介護：時給１６００円
　生活介護：時給１２００円

※勤務開始日の相談に応じます

東京都東大和市芋窪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

東京都東大和市芋窪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

社会福祉法人
向会

介護職（デイサービス） ・高齢者福祉施設においてデイサービス介
護職としての業務
　入浴、排泄、食事介助等を行っています
・その他、業務に付帯する仕事

利用者　：定員４０名程度
介護職員：　１４名

＊勤務日、勤務時間の相談に応じます
　勤務開始日の相談にも応じます

東京都東大和市芋窪３丁目
１６３８－２

1,030円～1,030円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
労災

東京都東大和市芋窪３丁目
１６１１－１
在宅サービスセンター向台

（介護福祉士あれば
　尚可）

8時30分～17時30分
の間の1時間以上
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

18歳以上 時給 変形（１年単位） 不問

(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 13150-19676481
18歳以上

月給 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許
（ＡＴ可）

(1) 8時30分～17時30分

(2) 9時00分～18時00分

1人

正社員 13150-19677781

不問 時給 不問

 9時00分～14時00分

1人

パート労働者 13150-19782181
40歳以下

月給
普通自動車免許
（ＡＴ可）

 9時00分～18時00分

1人

正社員 13150-19783081

（普通自動車免許
　＜AT可＞あれば
　尚可）

10

9

社会福祉法人
みんなの会
第三みんなの家

作業指導員・事務補助

社会福祉法人
みんなの会
第二みんなの家

調理職員 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
＊利用者の方と一緒に昼食をとります
＊包丁の使える方
＊勤務日の相談に応じます

東京都東大和市奈良橋
１－２７６－２

985円～985円
年齢不問

雇用期間の定めなし
労災

障害者の定員１日２０名の【就労支援Ｂ型
事業所】です。
脳血管障害や難病・事故などで、身体に障
害を負った中途障害の人が多く通所してい
ます。新たな生き甲斐を見つけ、楽しく生
き生きと過ごしています。
陶芸、織物、下請作業などの製作や、いろ
いろな行事を通じて、障害のある人達の日
中活動を支援、指導。

　・簡単な事務処理　
　・送迎車の運転　

※未経験の方でも丁寧にご指導します。

雇用・労災・健康・厚生

東京都東大和市中央
２－１１２２－５

193,600円～208,400円
省令３号のイ

雇用期間の定めなし

株式会社
Ｔ・Ｋサポート
デイサービス絆

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
＊一軒家タイプの小規模デイサービス（１
０名）で、レクリ　エーション企画、趣味
の企画を通して、アットホームな雰　囲気
と笑いが絶えない、いるだけでホッとする
ような事業　所を一緒に作っていきます。


東京都東大和市南街５丁目
７０－３

985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

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
一軒家タイプの小規模デイサービス（定員
１０人）
レクリエーション企画、趣味の企画を通し
て、アットホームな雰囲気と笑いが絶えな
い事業所を一緒に作っていきます。

東京都東大和市南街５丁目
７０－３

183,500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

⑷18時00分∼翌9時00
分

又は 8時00分～19時
00分の間の2時間以
上
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

不問 時給 不問

 9時00分～14時00分

1人

パート労働者 13150-19784381
18歳以上 日給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修

(1)20時15分～ 7時15分 ホームヘルパー２級

以上

1人

パート労働者 13040- 7147482
不問 時給 不問

(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

1人

パート労働者 13040- 7150682

10

11

社会福祉法人
みんなの会
第三みんなの家

調理職員 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
＊利用者の方と一緒に昼食をとります
＊包丁の使える方
＊勤務日の相談に応じます

東京都東大和市中央
２－１１２２－５

985円～985円
年齢不問

雇用期間の定めなし
労災

株式会社
センチュリーライフ

短時間夜勤介護／玉川上水 【サービス付高齢者向け住宅の夜勤専従介
護スタッフ】
・定期巡回、就寝介助、起床介助など
☆２４時間看護師常駐
☆別途ロング夜勤（１７：１５～９：１
５）も募集あり
★制服貸与、交通費全額支給、社保完備
★ＷワークＯＫ、勤務日数ご相談ください
★１勤務につき１２，４４０円支給
★マイカー通勤ＯＫ（規定あり）
★東証一部上場の長谷工グループの有料老
人ホームです
★職場見学も随時受付中、お気軽にお問い
合わせください♪

東京都港区芝４－２－３
ＮＭＦ芝ビル３階

1,205円～1,205円
省令２号

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
労災

東京都東大和市桜が丘
４－２９－４
メディカルケア　センチュ
リーハウス玉川上水

株式会社
センチュリーライフ

介護パート／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。
その方の必要な時に必要な分だけお手伝い
を行います。又、アクティビティやイベン
トにも携わって頂きます。
★制服貸与　★職場見学随時受付中
★長谷工グループのサービス付高齢者向け
住宅です
★勤務日数応相談、固定シフト応相談
★４時間～勤務ＯＫ！
★資格・経験不問！研修があり安心して働
けますよ

東京都港区芝４－２－３
ＮＭＦ芝ビル３階

1,115円～1,215円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

労災

東京都東大和市桜が丘
４－２９－４
センチュリーハウス玉川上
水

(介護職員初任者研
修、ヘルパー２級、
介護職員実務者研

修、介護福祉士あれ
ば尚可）

又は 7時00分～20時
30分の間の4時間以
上
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

18歳～59歳 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 ヘルパー2級のいずれ

1人 か必須

正社員 13040- 7151082
18歳以上 日給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修

17時15分～ 9時15分 ホームヘルパー２級

以上

1人

パート労働者 13040- 7155482

11

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（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
※制服貸与
※長谷工グループのサービス付高齢者住宅
です。
※年間休日１２４日でプライベートも充実
できます。
※看護師が２４時間常駐しています。
※職場見学会も随時開催しておりますの
で、お気軽にお問い合わせ下さい。

東京都港区芝４－２－３
ＮＭＦ芝ビル３階

172,000円～220,000円
省令１号

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

東京都東大和市桜が丘
４－２９－４
センチュリーハウス玉川上
水

株式会社
センチュリーライフ

夜勤専従介護／玉川上水 【サービス付高齢者向け住宅の夜勤専従介
護スタッフ】
・定期巡回、就寝介助、起床介助など
☆２４時間看護師常駐
☆別途短時間夜勤（２０：１５～７：１
５）も募集あり
★制服貸与、交通費全額支給、社保完備
★ＷワークＯＫ、勤務日数ご相談ください
★１勤務につき１８，３２５円支給
★マイカー通勤ＯＫ（規定あり）
★東証一部上場の長谷工グループの有料老
人ホームです
★職場見学も随時受付中、お気軽にお問い
合わせください♪

東京都港区芝４－２－３
ＮＭＦ芝ビル３階

1,117円～1,117円
省令２号

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
雇用・労災

東京都東大和市桜が丘
４－２９－４
メディカルケア　センチュ
リーハウス玉川上水
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

18歳～64歳 月給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修

(1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級

(2)10時00分～19時00分 以上

(3)16時00分～10時00分

1人

正社員 13150-20482381
18歳～64歳 月給 変形（１ヶ月単位） 不問

(1) 7時00分～16時00分

(2) 9時00分～18時00分

(3)11時00分～20時00分

1人

正社員 13150-20493581
64歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 正看護師

 9時00分～18時00分

1人

正社員

13150-20495781

12

東京都東大和市仲原
４－７－１
「ＳＯＭＰＯケア　ラ
ヴィーレ東大和」

270,000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

ＳＯＭＰＯケア
株式会社

看護職員 ○有料老人ホームでの入居者様の日々の健
康管理を
　お願いします。
＊服薬管理、健康チェック（定時・入浴
時）、緊急時の対応、嘱託医・病院との連
携、その他看護業務全般をお願いします。
＊入社時研修・各種スキルアップ研修があ
ります。


ＳＯＭＰＯケア
株式会社

ケアスタッフ 有料老人ホームでの介護のお仕事です。
食事、排泄、入浴業務のみならず、充実し
た生活を送って頂くために、アクティビ
ティや趣味活動のサポートも行っていただ
きます。
＊入社時やスキルアップのための各種研修
を自社研修センターにて行っております。
＊無資格の方にも資格取得費用の一部補助
や受験対策講座等の資格支援制度を整えて
おります。

東京都東大和市仲原
４－７－１

166,700円～196,300円
省令１号

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

東京都東大和市仲原
４－７－１
「ＳＯＭＰＯケア　ラ
ヴィーレ東大和」

ＳＯＭＰＯケア
株式会社

介護スタッフ ●全国展開しているＳＯＭＰＯケアの有料
老人ホーム「そんぽの家」にて、ご入居者
様の生活をサポートしていただきます。
●食事・入浴・排泄等の介護業務だけでは
なく、アイデアを出し合って、外出アク
ティビティや専門的なレクリエーションを
行います。
●施設や訪問先を再現した企業内大学（自
社研修センター）にて、入社時やスキル
アップのための各種研修を行っておりま
す。

東京都東大和市仲原
４－７－１

166,700円～196,300円
省令２号

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

東京都東大和市立野
２－３－１１
そんぽの家　上北台（直
営）

東京都東大和市仲原
４－７－１

（未経験者、無資格
の方歓迎）
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

不問 時給 不問

1人

パート労働者 13150-20501281
不問 時給 正看護師

1人

パート労働者 13150-20504381
不問 時給 不問

1人

パート労働者 13150-20507581
64歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 不問

1人

正社員 13150-20509781

12

看護職員 ○有料老人ホームでの入居者様の日々の健
康管理
　をお願いします。
＊服薬管理、健康チェック（定時・入浴
時）、
　緊急時の対応、嘱託医・病院との連携、
　その他看護業務全般をお願いします。


ＳＯＭＰＯケア
株式会社

調理スタッフ ○有料老人ホームでの調理補助のお仕事で
す。
・お食事の盛りつけや温度、見栄え、提供
方法までの
　サポートをお願いします。
＊給食施設では珍しい自社調理スタッフの
募集です。
＊入社時研修・各種スキルアップ研修があ
ります。


東京都東大和市仲原
４－７－１

162,900円～162,900円
省令１号

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

東京都東大和市仲原
４－７－１
「ＳＯＭＰＯケア　ラ
ヴィーレ東大和」

ＳＯＭＰＯケア
株式会社 5時00分～20時00分

の間の3時間以上

6時00分～20時00分
の間の8時間

調理スタッフ ○有料老人ホームでの調理補助のお仕事で
す。
・お食事の盛りつけや温度、見栄え、提供
方法までの
　サポートをお願いします。
＊給食施設では珍しい自社調理スタッフの
募集です。


東京都東大和市仲原
４－７－１

985円～985円
年齢不問

雇用期間の定めなし
労災

東京都東大和市仲原
４－７－１
「ＳＯＭＰＯケア　ラ
ヴィーレ東大和」

ＳＯＭＰＯケア
株式会社

ＳＯＭＰＯケア株式
会社

ケアスタッフ 有料老人ホームでの介護のお仕事です。
食事、排泄、入浴業務のみならず、充実し
た生活を送って頂くために、アクティビ
ティや趣味活動のサポートも行っていただ
きます。
＊入社時やスキルアップのための各種研修
を自社研修センターにて行っております。
＊無資格の方にも資格取得費用の一部補助
や受験対策講座等の資格支援制度を整えて
おります。

東京都東大和市仲原
４－７－１

1,615円～1,615円
年齢不問

雇用期間の定めなし
労災

東京都東大和市仲原
４－７－１

1,000円～1,000円
年齢不問

雇用期間の定めなし
労災

東京都東大和市仲原
４－７－１
「ＳＯＭＰＯケア　ラ
ヴィーレ東大和」

東京都東大和市仲原
４－７－１
「ＳＯＭＰＯケア　ラ
ヴィーレ東大和」

（未経験者、無資格
の方歓迎）

7時00分～20時00分
の間の4時間以上

8時00分～19時00分
の間の4時間以上
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

64歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 看護師

 8時30分～17時00分
普通自動車免許
（ＡＴ可）

3人

正社員 13150-20054081
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 13150-20072381
不問 時給

(1) 8時30分～17時00分

2人

パート労働者 13150-20085781
18歳～59歳 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

2人

正社員 13150-20201881

13

14

看護職員 東京都東大和市南街
１丁目１３－１２

224,500円～260,490円

200,600円～258,000円
省令１号

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

＊やまと苑：東京都東大和
市
　狭山２－１２６４－５

または
＊さくら苑：東京都東大和
市
　桜が丘２－１２２－４

社会福祉法人
多摩大和園

介護職 介護老人福祉施設（特養）における介護業
務

＊就業場所はやまと苑、またはさくら苑の
どちらかです。
　入居者：やまと苑　８６名（ショートス
テイ６名）　さくら苑　８０名（ショート
ステイ６名）

＊夜勤は月４～６回です

東京都東大和市狭山２丁目
１２６４番地５

雇用・労災・健康・厚生・財
形

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

社会医療法人財団
大和会

訪問介護員 ・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）
＊試用期間２ヶ月：同条件
※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
＊勤務開始日の相談に応じます

東京都東大和市南街
１丁目１３－１２

1,020円～1,600円
年齢不問

雇用期間の定めなし

労災

東京都東大和市南街
２－４９－３
東大和ヘルパーステーショ
ン

省令１号

雇用期間の定めなし

(4)17時00分～翌10時00分

又は 8時30分～17時
00分の間の4時間以
上

社会医療法人財団
大和会

訪問介護員 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
＊主に自転車での訪問となります
＊勤務開始日の相談に応じます

東京都東大和市南街
１丁目１３－１２

186,500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

東京都東大和市南街
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

社会医療法人財団
大和会

・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
＊オンコール手当は、パターン１・パター
ン２の両方とも
　待機に対する手当です。
　詳細は面接時にお知らせします。

＊勤務開始日の相談医応じます

普通自動車免許
（ＡＴ可）

介護福祉士、介護職
員基礎研修、ヘル
パー1級・2級のいず
れか必須
（普通自動車免許＜
AT可＞あれば尚可）
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

18歳以上 時給 変形（１ヶ月単位） 不問

(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 13150-20202281
不問 時給 不問

 8時30分～17時30分

2人

パート労働者 13150-20205381
不問 時給 不問

 9時00分～17時00分

2人

パート労働者 13150-20206681

不問 時給 変形（１ヶ月単位）

3人

パート労働者 13150-20207981

14

1,050円～1,120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

＊やまと苑　東京都東大和
市
　狭山２－１２６４－５

(4)17時00分～翌10時00分

社会福祉法人
多摩大和園

介護職員 デイサービス（通所介護）における介護業
務

東京都東大和市狭山２丁目
１２６４番地５

社会福祉法人
多摩大和園

介護職（特養） 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

東京都東大和市狭山２丁目
１２６４番地５

1,100円～1,170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：東京都東大和
市
　狭山２－１２６４－５
　
または　
＊さくら苑：東京都東大和
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 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。

東京都東大和市狭山２丁目
１２６４番地５

1,050円～1,050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（通所介護）における介護業
務

東京都東大和市狭山２丁目
１２６４番地５

1,050円～1,120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

＊さくら苑　東京都東大和
市
　桜が丘２－１２２－４

 7時00分～21時00分
の間の1時間以上

初任者研修、ホーム
ヘルパー２級以上ま
たは介護福祉士
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

不問 時給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修

以上

3人

パート労働者 13150-19870081

不問 時給 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～10時00分

(2)15時30分～17時00分

1人

パート労働者 13150-19871381
不問 時給 介護職員初任者研修

ホームヘルパー２級

以上

5人

パート労働者 13150-19872681
不問 月給 変形（１年単位） 調理師

(1) 7時30分～16時30分

(2) 8時00分～17時00分

1人

正社員 13150-19990281

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 13150-19994681

15

16

株式会社
ニチイ学館
立川支店

送迎ドライバー：東大和市新堀 ・デイサービスに通うお客様のご自宅と施
設の間を朝と夕方　の２回、専用車両で送
り迎えする運転のお仕事です。
・車両はハイエースまたはキューブを使用
していただきます
・その他給油、洗車、運行前点検などの車
両整備も含まれます。
・車に乗り降りする際のお手伝いや、車内
でのお客様の見守　り、お話し相手は、同
乗する介護ヘルパーが行います。　　（介
護ヘルパーの補助をお願いする場合があり
ます）
・デイサービスとは高齢者が日中に訪れ食
事やレクリエー　　ション、入浴などの
サービスを受ける施設のことです。

東京都立川市曙町２－８－
３　新鈴春ビル８Ｆ

997円～1,132円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
労災

東京都東大和市新堀
３－１２－１

ニチイケアセンター新堀

株式会社
ニチイ学館
立川支店

介護職員：東大和市新堀 ・通所介護事業所での介護のお仕事です
・お客様は通う曜日が決まっています
・同じお客様を定期的にサポートします
・入浴介助、レクリエーション、食事の見
守りや介助、下膳、服薬介助、口腔ケア、
おやつの見守りや介助
　朝・夕の送迎、添乗業務など

東京都立川市曙町２－８－
３　新鈴春ビル８Ｆ

1,097円～1,132円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
労災

東京都東大和市新堀３丁目
１２の１
ニチイケアセンター新堀

社会福祉法人
蓮花苑
れんげ南街保育園

調理職員 保育園の給食、おやつの調理
＊１５０～１６０食
食器洗浄、清掃等
職場見学はいつでも可能です。ご連絡下さ
い。

東京都東大和市南街
４－３－１

199,929円～307,452円
年齢不問

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

株式会社
ニチイ学館
立川支店

訪問介護員　／東大和市南街 ＊訪問介護サービス

高齢者・障がい者の入浴介助・排泄介助・
食事介助などの身体介護。食事づくり・掃
除・買い物などの生活援助。
・初めはベテランスタッフがマンツーマン
で指導いたします。ベテランスタッフの指
導により介助の業務を少しずつ　覚えてい
ただきます。

・未経験でも安心して働けます。

東京都立川市曙町２－８－
３　新鈴春ビル８Ｆ

1,152円～1,447円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
労災

東京都東大和市南街５－４
４－７　シャリオ１Ｆ
ニチイケアセンター東大和

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　１６
９名）
就学までの養護と教育に携わっていただき
ます。

東京都東大和市芋窪
３－１６１５

211,566円～350,008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

又は 7時30分～18時
30分の間の8時間

 8時00分～17時00分
の間の3時間以上 （普通自動車免許

＜AT可＞あれば尚
可）

第2種普通自動車免
許（入社後取得も

可、免許取得費用の
貸付制度あり）

 6時00分～21時00分
の間の2時間程度
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

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 13150-20002881

不問 時給 不問

(1) 8時00分～17時00分 （保育士あれば尚可）

(2) 9時00分～15時00分

2人

パート労働者 13150-20007681

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 13150-19918181

不問 時給 保育士

(1) 7時00分～ 9時00分

(2)17時00分～19時00分

1人

パート労働者 13150-19921581

不問 時給 不問

(1) 7時00分～ 9時00分

(2)17時00分～19時00分

1人

パート労働者 13150-19923781

16

17

社会福祉法人
蓮花苑
れんげ桜が丘保育園

保育補助 ＊保育業務全般となります。
　・保育助手の業務、環境整備他



東京都東大和市桜が丘
３－４４－１８

1,000円～1,300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
蓮花苑
れんげ上北台保育園

保育士 ０～５歳児のクラス担任（園児定員　１５
７名）
就学までの養護と教育に携わっていただき
ます。

東京都東大和市蔵敷
３－６９１－２

201,566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

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
立野みどり保育園

保育士 ・０～５歳児の保育士業務。
　乳幼児：１１０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


東京都東大和市立野
３－５８０－２

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

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



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 認可保育園（乳幼児定員１３１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。



東京都東大和市立野
３－５８０－２

社会福祉法人
立野みどり福祉会
立野みどり保育園

保育士補助 ・０～５歳児の保育士業務。
　乳幼児：１１０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

東京都東大和市立野
３－５８０－２

985円～1,000円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
労災

又は 7時00分～20時
00分の間の8時間程
度

又は 7時00分～19時
00分の間の8時間程
度



21 / 25 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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

不問 時給 保育士

14時00分～19時00分

2人

パート労働者 13150-19932881
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

2人

正社員 13150-19110081

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

3人

正社員 13150-19934181

17

社会福祉法人
立野みどり福祉会
玉川上水保育園

保育士 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。
・その他、業務に付帯する雑務（清掃等）
＊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
＊Ｈ２８年１２月より、日・祝日も園児定
員１３名で開園
　勤務日は、金・土・日・祝日のうち２～
３日でご相談下さ　い
＊ブランクのある方も大丈夫です、指導し
ます。
＊一時預かり、子育て広場も併設していま
す。
＊勤務開始日の相談に応じます。

東京都東大和市桜が丘
４－２９－１８

1,200円～1,200円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
労災

保育士 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）


東京都東大和市狭山３丁目
１３４９－４

200,858円～291,600円
省令１号

雇用期間の定めなし

社会福祉法人
立野みどり福祉会
谷里保育園

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 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


東京都東大和市桜が丘
４－２９－１８

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
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

59歳以下 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

1人

正社員 13150-19943081
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 13150-19950081

不問 時給 不問

 8時30分～13時30分 （保育士あれば尚可）

1人

パート労働者 13150-19952681

18

社会福祉法人
武蔵村山育成会
育成会ひまわり保育
園

保育士または保育補助 ＊保育園での保育および保育補助業務全
般。
　子供たちの見守り、食事のサポート、オ
ムツ替え、清掃
　その他、付随する業務
・保護者との対応業務は正職員が行いま
す。

園児規模　０歳児　１クラス　３歳児　１
クラス
　　　　　１歳児　２クラス　４歳児　１
クラス
　　　　　２歳児　１クラス　５歳児　１
クラス計１００名

＊慣れてきたら、固定のクラスでの業務と
なり就業しやすい
　です。

東京都武蔵村山市大南
３－９４－１

1,040円～1,040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
武蔵村山育成会
育成会ひまわり保育
園

保育士 ・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。
・園児規模　０歳児　１クラス　３歳児
１クラス　　　１歳児　２クラス　４歳児
１クラス　　　２歳児　１クラス　５歳児
１クラス　　　合　計　７クラス　１００
名


東京都武蔵村山市大南
３－９４－１

223,600円～270,000円
年齢不問

雇用期間の定めなし
雇用・労災・健康・厚生

保育士 ・育成会めぐみ保育園での保育業務になり
ます。
・園児規模　０歳児　１クラス　３歳児
１クラス　　　１歳児　１クラス　４歳児
１クラス　　　２歳児　２クラス　５歳児
１クラス　　　合計７クラス　定員１６０
名
・クラス担任業務、保護者との対応業務
等
・就業時間は基本的には（２）８：３０～
１７：１５です
　が、早番・遅番が３～４回程度／月あり
ます。

・近くのスポーツジム（プール付）が無料
で使えます（福利　厚生）

東京都武蔵村山市大南
１－３３－３

223,600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

社会福祉法人
武蔵村山育成会
育成会めぐみ保育園
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

18歳以上 月給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修

(1) 7時00分～16時00分 以上

(2) 9時00分～18時00分

(3)13時00分～22時00分

2人

正社員以外（契約社員）

13150-19961981

不問 時給 ホームヘルパー２級

(1) 8時30分～17時30分 以上

(2) 9時00分～17時00分

(3) 8時30分～13時00分

2人

パート労働者 13150-19963481
不問 時給

(1) 8時00分～10時30分

(2)15時30分～17時30分

2人

パート労働者
13150-20738881

19

社会福祉法人
一石会
特別養護老人ホーム
風の樹

送迎ドライバー ・デイサービス利用者の自宅への車での送
迎及びそれに伴う　乗降介助　他

・その他、車両整備、施設清掃他、営繕業
務

・利用者介護の周辺業務（お茶出し等）

東京都東大和市蔵敷
３丁目８７３－１

1,250円～1,250円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
労災

東京都東大和市蔵敷
３－８７３－１
デイサービスセンター風の
樹

社会福祉法人
一石会
特別養護老人ホーム
風の樹

介護職 ・デイサービス利用者の身体介助、レクリ
エーション
　送迎車の添乗

・その他、業務に関わる仕事

＊勤務日、勤務日数の相談に応じます。

＊ほとんどの職員が子育て中です。

東京都東大和市蔵敷
３丁目８７３－１

1,030円～1,080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
一石会
特別養護老人ホーム
風の樹

介護職 ・入浴、排せつ、食事介助
・その他、利用者への処遇等
・その他、業務に付帯する仕事
＊研修制度が充実していますので安心して
お仕事ができます
＊正社員登用制度（無期雇用登用制度）あ
ります

＊勤務開始日の相談に応じます

東京都東大和市蔵敷
３丁目８７３－１

204,000円～244,000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

東京都東大和市蔵敷
３－８７３－１

デイサービスセンター風の
樹

普通自動車免許
（ＡＴ可）
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

不問 時給 不問

(1) 8時00分～17時00分

(2)13時00分～18時00分

(3) 9時00分～18時00分

3人

パート労働者 14010-53780981
不問 時給 普通自動車免許

(1) 7時50分～ 9時30分 （ＡＴ可）

(2)16時30分～18時00分

2人

パート労働者 14010-51891481

不問 時給 看護師または

准看護師

1人

パート労働者 14010-51901081

20

株式会社　ツクイ ケアクルー／デイサービス 【業務内容】
・お客様に対する食事や入浴、排せつ等の
介助
・レクリエーションの企画、実施
・お客様の送迎（添乗含め）
・他スタッフと連携してのケア業務全般
・各種記録業務　等

あなたの特技を活かした働き方も可能で
す。
例えば歌が得意であれば音楽で、手工芸が
得意であれば手芸など。

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

1,125円～1,210円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
労災 東京都東大和市清原

４－６－４

ツクイ東大和

株式会社　ツクイ ケアドライバー ・デイサービスご利用のお客様の送迎業務
　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
市等です。
　介護職員が１名添乗します。
・車両の整備（清掃、点検など）
・その他、業務に付帯する雑務

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

985円～1,000円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
労災 東京都東大和市清原

４－６－４
ツクイ東大和

株式会社　ツクイ 看護職員／デイサービス 【業務内容】
・お客様の健康管理、衛生管理
・機能訓練
・協力病院および担当医と連携して看護業
務
・薬剤の管理
・緊急対応（病院の付き添い、送迎等含
む）
・健康状態の記録および相談
・介助歩行等の一部介護業務

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

1,600円～1,600円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
労災

東京都東大和市桜が丘
４－２８７－１

ツクイ東大和桜が丘

（介護職員初任者研
修以上、普通自動車
免許＜AT可＞あれば
尚可）

9時00分～15時30分
の間の3時間以上

又は 8時00分～18時
00分の間の4時間以
上
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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

日時：平成３０年１０月２３日
１３：３０～１６：００

場所：東大和市立中央
公民館ホール

番号

不問 時給

2人

パート労働者 14010-51907781
不問 時給 普通自動車免許

(1) 8時30分～10時30分 （ＡＴ可）

(2)15時00分～16時30分

2人

パート労働者 14010-51911681
不問 時給 不問

(1) 9時00分～14時30分 （調理師あれば尚可）

(2)10時00分～13時00分

2人

パート労働者 14010-51913581
不問 時給 不問

2人

パート労働者 14010-51920981

20

株式会社　ツクイ 生活相談員／デイサービス 【業務内容】
・ご家族、関係者との相談援助業務
・お客様の状態把握のため、介護職との業
務あり
・個々のお客様に寄り添った最適なサービ
スを探り提案、
　契約、相談、連絡調整、それに伴う担当
者会議の参加、
　書類作成業務等

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１６Ｆ1,300円～1,520円年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
雇用・労災・健康・厚生 東京都東大和市桜が丘

４－２８７－１

ツクイ東大和桜が丘

株式会社　ツクイ ケアドライバー ・デイサービスご利用のお客様の送迎業務
　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
市等です。
　介護職員が１名添乗します。
・車両の整備（清掃、点検など）
・その他、業務に付帯する雑務
※日中を有効に使えます。土日勤務のみの
勤務可。

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

985円～1,000円年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
労災 東京都東大和市桜が丘

４－２８７－１

ツクイ東大和桜が丘

株式会社　ツクイ ミールケアクルー 【業務内容】
・デイサービスにおける昼食づくり
・食器等の後片付け
・イベント時の食事づくり　等

※経験のない方でも安心して働けます。
※土日勤務可能な方
※短時間勤務もお気軽にご相談ください。

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１６Ｆ985円～1,120円年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
労災 東京都東大和市桜が丘

４－２８７－１

ツクイ東大和桜が丘

株式会社　ツクイ ケアクルー／デイサービス 【業務内容】
・お客様に対する食事や入浴、排せつ等の
介助
・レクリエーションの企画、実施
・お客様の送迎（添乗含め）
・他スタッフと連携してのケア業務全般
・各種記録業務　
・業務終了時に片付けおよび開始時の準備
※土曜日または日曜日の勤務必須
※土日のみの勤務可

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

1,125円～1,210円年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
労災 東京都東大和市桜が丘

４－２８７－１
ツクイ東大和桜が丘

 8時00分～18時00分
の間の8時間

社会福祉士、介護福
祉士、介護支援専門
員、社会福祉主事の
いずれか必須
（普通自動車免許
＜AT可＞あれば尚
可）

 9時00分～15時30分
の間の4時間以上

（介護職員初任者研
修以上、普通自動車
免許＜AT可＞あれば
尚可）
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