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形態

人
数

資 格 年齢 定年 求人番号

保育士
／一の橋こどもの家

正社員 2 保育士
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200-21300681

保育士
／一の橋こどもの家

パート 2 保育士 不問 なし 13200-21305881

保育士（一の橋赤ちゃん
の家）／トライアル併用

正社員 2 保育士
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200-21301981

保育士
／一の橋赤ちゃんの家

パート 3 保育士 不問 なし 13200-21306281

保育士 正社員 4 保育士 不問
60歳

再雇用あり
13200-21640681

保育補助 パート 2 不問　保育士資格あれば尚可 不問 なし 13200-21643481

木下の保育園　狛江
狛江市元和泉1-1-2　イトーミ
ア狛江エコルマ2　1階E

保育士
／木下の保育園　狛江

正社員 1 保育士または看護師（必須）
69歳
以下

70歳 13080-99577881

木下の保育園　たんぽぽ 狛江市岩戸北2-20-10
保育士／木下の保育園
たんぽぽ

正社員 1 保育士（必須）
69歳
以下

70歳 13080-99578281

木下の保育園　和泉多摩川
狛江市東和泉4-2-3
小田急マルシェ和泉多摩川1

保育士／木下の保育園
和泉多摩川

正社員 1 保育士（必須）
69歳
以下

70歳 13080-99584781

木下の保育園　ひまわり
狛江市岩戸北2-20-10
小田急マルシェ喜多見

保育士
／ひまわり（狛江市）

正社員 1 保育士（必須）
69歳
以下

70歳 13080-99586281

木下の保育園　元和泉（仮称） 狛江市元和泉1-19
保育士
／元和泉（仮称）

正社員 15 保育士（必須）
69歳
以下

70歳 13080-99588081

保育士
／狛江市東野川

正社員 3 保育士 不問
60歳

再雇用あり
13200-21296181

保育士
／狛江市東野川

パート 3 保育士 不問 なし 13200-21297081

保育士
／狛江市駒井町

正社員 5 保育士 不問
60歳

再雇用あり
13200-21294881

保育士
／狛江市駒井町

パート 5 保育士 不問 なし 13200-21298381

狛江市駒井町1-15-32一の橋赤ちゃんの家

東野川保育園みんなの家

駒井町保育園みんなの家

狛江市東野川4-9-7

狛江市駒井町3-36-1

1,000円～1,800円

1,010円～1,380円

200,440円～249,832円

2
社会福祉法人
かしのみ福祉会

一般財団法人
純生子育て支援財団

4

1,000円～1,800円

180,000円～300,000円

200,000円～250,000円

200,000円～250,000円

　

※詳細につきましては、求人票をご確認ください。

賃 金

1

178,000円～280,000円

一般社団法人　やよい会

1,000円～1,800円

1,000円～1,800円

178,000円～280,000円

東京都認証保育所　一の橋こどもの家
狛江市岩戸南1-3-12
ミラドール一の橋1F

多摩川保育園 狛江市西和泉1-5-1

3 株式会社　木下の保育

200,000円～250,000円

200,000円～250,000円

200,000円～250,000円

180,000円～300,000円

Ｈ31年1月19日(土) 狛江市「福祉のしごと 相談・面接会」 求人一覧
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めぐみの森保育園 狛江市中和泉3-12-6 栄養士 正社員 1 栄養士
59歳
以下

あり 13070-5056491

虹のひかり保育園
めぐみの森保育園

狛江市東和泉1-32-18
狛江市中和泉3-12-6

保育士 正社員 2 保育士
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13070-5052091

保育補助 パート 1 不問 不問 なし 13070-5053391

保育補助 パート 1 保育士 不問 なし 13070-5055991

生活支援員 正社員 2 不問
18歳
～
59歳

60歳
再雇用あり

13200-20006781

グループホームスタッフ パート 2 不問
18歳
以上

なし 13200-19998581

生活支援員 パート 1 不問 不問 なし 13200-20023881

送迎職員 パート 1 普通自動車免許（AT限定可） 不問 なし 13200-20022781

地域生活支援センター　リヒト
狛江市元和泉2-35-1
あいとぴあセンター3F

精神保健福祉士
又は社会福祉士

正社員 1
精神保健福祉士、又は社会福祉士（資格取得
中の方応募可）
普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚可

不問 65歳 13200-20203381

カレーショップ・メイ 狛江市東和泉4-1-5-101 障がい者の就労支援 パート 1 不問 不問 なし 13200-20204681

8

9 社会福祉法人　足立邦栄会 グループホームパンダ 狛江市中和泉3-24-28 世話人 パート 1 不問
18歳
以上

なし 13200-21649381

介護職
（初任者研修修了者）

正社員 3 介護職員初任者研修修了者
18歳
以上

65歳 13200-20333081

介護職 パート 2 介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）以上
64歳
以下

65歳 13200-20335681

介護職 正社員 2 介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）以上
18歳
～
64歳

65歳 13200-20327681

介護職 パート 2 介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）以上
64歳
以下

65歳 13200-20329581

看護職 正社員 1 正看護師または准看護師
18歳
～
64歳

65歳 13200-20330881

10
HITOWAケアサービス
株式会社

イリーゼ狛江 狛江市和泉本町3-27-7

イリーゼ狛江　別邸 狛江市東野川1-32-5

5

6

7
特定非営利活動法人
NPO狛江さつき会

社会福祉法人　光友会

202,100円～272,100円

社会福祉法人　雲柱社

グループホーム　れもん

ホーム　こまえ通り

狛江市中和泉2-20-3

狛江市和泉本町4-2-13

1,300円～1,300円

1,000円～1,000円

ひかり作業所 狛江市岩戸南3-11-9

200,000円～209,000円

200,000円～209,000円

1,100円～1,100円

196,422円～240,654円

1,000円～1,000円

1,000円～1,000円

204,000円～259,500円

1,415円～1,415円

214,000円～269,500円

1,390円～1,390円

266,000円～352,000円

虹のひかり保育園 狛江市東和泉1-32-18

1,000円～1,000円

1,040円～1,040円
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介護スタッフ 正社員 10 初任者研修以上
18歳
～
59歳

60歳
勤務延長・
再雇用あり

27020-1324691

介護スタッフ パート 5 初任者研修以上
59歳
以下

60歳
勤務延長・
再雇用あり

27020-80693381

介護スタッフ
／夜勤専従

パート 2
ヘルパー1級、2級
介護職員初任者研修、実務者、介護福祉士

18歳
～
59歳

60歳
勤務延長・
再雇用あり

27020-1325991

介護職員（グループホー
ムのどか狛江）

正社員 2 ヘルパー2級以上又は初任者研修修了者
18歳
～
59歳

60歳
勤務延長・
再雇用あり

27040-140091

介護職員（グループホー
ムのどか狛江）

パート 2 不問 不問 なし 27040-143991

福祉用具専門相談員
（正社員：調布）

正社員 1
・福祉用具専門相談員資格
・普通自動車免許（AT可）必須。

不問
60歳

再雇用あり
13070-10936082

訪問入浴オペレーター
（調布）

正社員 1
福祉介護の資格不問です。
普通自動車運転免許（MT）必須。

不問
60歳

再雇用あり
13070-10951682

アースサポート調布国領 調布市国領町5-3-1
デイサービスヘルパー
（調布国領）

パート 2
不問　福祉介護の資格不問です。
　　　　※自動車免許お持ちの方、歓迎

不問 あり 13070-10939182

ホームヘルパー
（パート：狛江）

パート 1
ホームヘルパー2級または介護職員初任者研修
修了以上の何れか
※通学中等で、資格取得見込みの方も応募可。

不問 あり 13070-10955182

ホームヘルパー
（パート：狛江）

パート 2
ホームヘルパー2級または介護職員初任者研修
修了以上の何れか
※通学中等で、資格取得見込みの方も応募可。

不問 あり 13070-10963182

15 公益社団法人　狛江市医師会 狛江市医師会訪問看護ステーション
狛江市元和泉2-35-1
あいとぴあセンター内

看護師 パート 2 看護師免許 不問 65歳 13200-19465881

16 有限会社　フォーユー ヘルパーステーション　フォーユー
狛江市和泉本町1-6-15
エスポワール狛江102

ホームヘルパー パート 2

介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級）
以上
資格がない方は狛江市の認定ヘルパー研修を
受講した方

不問 なし 13200-20641581

介護職員（特養） 正社員 1 不問
18歳
～
59歳

60歳
再雇用あり

13200-20491581

介護職員（特養） パート 2 不問 不問 なし 13200-20494881

介護職員（デイサービス） 正社員 1 不問
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200-20490981

介護職員（デイサービス） パート 2 不問 不問 なし 13200-20492481

訪問介護事業所　こまえ苑 狛江市岩戸南4-17-17 訪問介護員 パート 5
介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、
介護福祉士のいずれかお持ちの方

不問 なし 13200-20493781

14 アースサポート　株式会社

212,100円～212,100円

252,000円～252,000円

1,100円～1,100円

1,360円～1,960円

13 株式会社　のどか グループホームのどか狛江 狛江市猪方3-10-6

217,000円～227,000円

1,050円～1,300円

アースサポート調布 調布市東つつじヶ丘1-5-2

アースサポート狛江 狛江市岩戸北4-16-8

11
株式会社
チャーム・ケア・コーポレーション

チャーム狛江 狛江市西野川1-14-7

196,000円～221,000円

1,150円～1,150円

17 社会福祉法人　狛江福祉会

189,808円～240,688円

1,110円～1,220円

1,250円～1,800円

高齢者デイサービスセンター　こまえ苑 狛江市岩戸南4-17-17

特別養護老人ホーム　こまえ苑 狛江市岩戸南4-17-17

2,000円～2,500円

1,200円～1,310円

183,808円～234,688円

1,200円～1,750円

1,180円～1,210円

1,106円～1,106円
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サービス提供責任者
／狛江元和泉

正社員 1
介護福祉士、訪問介護員1級、介護支援専門
員、介護職員基礎研修課程修了、実務者研修
終了のいずれか

不問
60歳

再雇用あり
13080-96249781

訪問介護ヘルパー
／狛江元和泉

正社員 1
ヘルパー2級
または介護職員初任者研修以上

不問
60歳

再雇用あり
13080-96260681

訪問介護ヘルパー
／狛江元和泉

パート 3
ヘルパー2級
または介護職員初任者研修終了

不問 なし 13080-96274281

介護職員
／いずみこまえ

正社員 2
ヘルパー2級
または介護職員初任者研修以上

18歳
以上

60歳
再雇用あり

13080-96231781

介護職員
／いずみこまえ

パート 3
ヘルパー2級または介護職員初任者研修
（資格の無い方は応相談）

18歳
以上

なし 13080-96232881

介護職員 正社員 5 介護福祉士、もしくは初任者研修以上 不問
60歳

再雇用あり
13200-20105181

介護職員 パート 5 不問
18歳
以上

なし 13200-20104281

集団給食調理 正社員 1 不問 不問
60歳

再雇用あり
13200-20117981

集団給食調理 パート 1 不問 不問 なし 13200-20114081

介護職員／狛江市 パート 1 普通自動車運転免許（AT可） 不問
あり

再雇用あり
13010-57675682

看護職員（入浴・食事な
し）／狛江市

パート 1 正看護師または准看護師 不問
あり

再雇用あり
13010-57743782

送迎職員／狛江市 パート 1 普通自動車運転免許（AT可） 不問
あり

再雇用あり
13010-57666582

1,600円～1,800円

18
株式会社　ニチイ学館
新宿支店

227,970円～247,970円

181,570円～181,570円

1,131円～1,131円

こまえ正吉苑　二番館 狛江市西野川4-8-8

20 株式会社　チアーズケア チアーズライフ狛江 狛江市東和泉2-16-1

1,000円～1,000円

1,000円～1,000円

ニチイケアセンター狛江元和泉 狛江市元和泉1-23-4

ニチイケアセンターいずみこまえ 狛江市中和泉1-20-3

201,970円～201,970円

1,283円～1,563円

19 社会福祉法人　正吉福祉会

184,900円～241,700円

1,239円～1,239円

189,300円～225,000円

985円～985円
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