
№ 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

介護員（正規職員） 正社員 2
ヘルパー2級・初任者研修修了以上、
介護福祉士あれば尚可

18歳
以上

60歳
再雇用あり

13200-16302681

介護員（パート職） パート 2
ヘルパー2級・初任者研修修了あれば尚可
☆無資格者も応募可能です

不問 なし 13200-16307881

介護支援専門員 正社員 1 介護支援専門員証
18歳
以上

60歳
再雇用あり

13200-16303981

看護師／地域包括支援
センター

正社員 1 保健師もしくは看護師
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200-16304581

保育士（長峰・若葉台） 正社員 2 保育士資格 不問
60歳

再雇用あり
13200-16308281

保育業務（長峰・若葉
台）

パート 1 保育士資格 不問 なし 13200-16309181

もみの木保育園　長峰 稲城市長峰2-10 調理師（保育園） 正社員 1 調理師免許 不問
60歳

再雇用あり
13200-16310681

保育士（東保育会4園） 正社員 4 保育士資格
18歳
以上

60歳
再雇用あり

13200-16314781

保育士（東保育会4園） パート 4 保育士資格 不問 なし 13200-16311981

保育補助（東保育会） パート 4 不問 不問 なし 13200-16312581

介護職員 パート 1
介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）あれば
尚可
☆資格のない方、資格取得支援制度あり

不問 なし 13200-16315881

看護職員 パート 1 正看護師または准看護師免許 不問 なし 13200-16316281

清掃業務 パート 1 不問 不問 なし 13200-16317181

3 社会福祉法人　東保育会

社会福祉法人　博愛会

2 社会福祉法人　聖愛学舎

4

1,210円～1,290円

もみの木保育園　長峰
もみの木保育園　若葉台

稲城市長峰2-10
稲城市若葉台1-54

173,000円～251,000円

203,000円～341,600円

松葉保育園
第六保育園
中島ゆうし保育園
本郷ゆうし保育園
※就業場所はご相談ください。

稲城市矢野口
稲城市大丸
稲城市矢野口
稲城市東長沼

1,000円～1,250円

230,000円～280,000円

ケアハウス　ハーモニー松葉 稲城市矢野口1806

　

※詳細につきましては、当日配布求人票をご確認ください。

賃 金

1

179,200円～213,700円

社会福祉法人　平尾会

248,000円～280,700円

稲城市平尾2-49-20特別養護老人ホーム　ひらお苑

1,000円～1,130円

205,000円～215,600円

1,220円～1,400円

990円～990円

1,400円～1,500円

1,000円～1,070円

Ｈ30年10月17日(水) 稲城市「福祉のしごと 相談・面接会」 求人一覧 



№ 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

介護員（正職員） 正社員 2 ヘルパー2級、介護職員初任者研修以上
18歳
以上

なし 13200-16318081

介護員（契約職員） 正社員以外 2 ヘルパー2級、介護職員初任者研修以上
18歳
以上

なし 13200-16319381

介護員（パート） パート 2
ヘルパー2級、介護職員初任者研修以上
介護福祉士尚可

18歳
以上

なし 13200-16321481

高齢者サービスステーション　いなぎ正
吉苑

デイサービス介護及び送
迎業務

正社員以外 2
介護職員初任者研修以上
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

18歳
以上

なし 13200-16322781

パサージュいなぎ 稲城市坂浜1951-5
生活支援員／パサー
ジュいなぎ

正社員 2 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
18歳
～

35歳

60歳
再雇用あり

13200-16323881

コラポたまワークセンターつくし 多摩市永山6-13-1 生活支援員／コラポたま 正社員 1 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
18歳
～

40歳

60歳
再雇用あり

13200-16326081

ＲＵＥ大丸
ＲＵＥ東長沼
ＲＵＥ矢野口
Ｇｉｖｉｎｇ　Ｔｒｅｅ

稲城市大丸704-8
稲城市東長沼1-42-1
稲城市矢野口1551-1
稲城市坂浜2820-2

生活支援員（グループ
ホーム）

パート 5 不問
18歳
以上

なし 13200-16325181

地域生活支援センター　「える」 稲城市東長沼1559 ホームヘルパー／「える」 パート 1 ホームヘルパー2級 不問 なし 13200-16324281

パサージュいなぎ 稲城市坂浜1951-5
看護師／パサージュいな
ぎ

パート 1 看護師免許（正・准どちらでも可） 不問 なし 13200-16327381

保育士／城山保育園 正社員 2 保育士資格 不問
60歳

再雇用あり
13200-16328681

保育士／城山保育園 パート 2 保育士資格 不問
60歳

再雇用あり
13200-16329981

保育補助／城山保育園 パート 2 不問 不問
60歳

再雇用あり
13200-16330781

小規模多機能居宅介護　たんぽぽの郷
介護職（小規模多機能
居宅介護）

正社員 2
初任者研修修了以上（介護福祉士資格あれば
尚可）
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

18歳
～

67歳
68歳 13200-16331881

介護スタッフ（認知症対
応型）

パート 2 不問　※初任者研修修了等の資格あれば尚可 不問 なし 13200-16332281

夜勤スタッフ（認知症対
応型）

パート 2 不問
18歳
以上

なし 13200-16333181

稲城市福祉センター
エイトピア工房
※いずれかに配属いたします。

稲城市百村7
稲城市平尾1-9-1　ふれんど
平尾内

事務局職員 正社員 2

社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士のい
ずれかの資格を有している方（平成31年3月31
日までの取得見込可）
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）を有している
方

27歳
以下

なし 13200-16334081

喫茶　陽だまり
稲城市向陽台6-7　城山文化
センター内

障がい者相談支援事業・
生活支援

正社員以外 1
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士など
の資格を有していれば尚可

不問 65歳 13200-16335381

稲城市福祉センター 稲城市百村7 看護師（正・准） パート 1 看護師免許を有している方（准看護師可） 不問 なし 13200-16336681

グループホーム　たんぽぽの郷

社会福祉法人
稲城市社会福祉協議会

985円～1,300円

稲城市平尾1127-1

稲城市若葉台1-13-5

219,000円～280,000円

1,260円～1,300円

特別養護老人ホーム　いなぎ正吉苑

稲城市向陽台6-4
稲城市百村1461-1

城山保育園
城山保育園南山
※就業場所はご相談ください。

9

8 社会福祉法人　春献美会

5

6

7 社会福祉法人　稲城青葉会

社会福祉法人　正夢の会

社会福祉法人　正吉福祉会

195,500円～195,500円

1,620円～1,670円

174,528円～197,936円

985円～1,300円

990円～1,000円

182,700円～182,700円

1,850円～1,850円

184,000円～248,050円

204,000円～204,000円

1,239円～1,239円

1,060円～1,400円

2,000円～2,000円

219,000円～219,000円

197,340円～249,780円

184,000円～248,050円
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