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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

64歳以下 月給 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分

(2)14時00分～22時00分

(3)15時00分～10時00分

2人
正社員

13150-15301181

不問 時給 交替制あり
(1) 7時00分～12時00分

(2)15時00分～22時00分

(3)16時00分～20時00分

2人
パート労働者 13150-15308781

不問 時給 看護師
(1) 9時00分～16時00分 准看護師

1人
パート労働者 13150-15261781

18歳～62歳 月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

(1) 7時30分～16時30分 介護職員初任者研修

(2) 9時30分～18時30分 介護福祉士
(3)10時00分～19時00分

2人
正社員

13150-15262881

不問 時給
(1) 7時30分～16時30分

(2) 9時30分～18時30分

2人
パート労働者

13150-15264181

「国立市福祉のしごと相談・面
接会」介護職

特別養護老人ホームの入所者への日常生活の介護業務
・従来型特養（定員７５名）、ショートステイ（５床）合
計８０名の施設です。
・食事・入浴・排泄・余暇活動等の援助＊夕食介助専門
（１６：００～１９：００）
　入浴介助専門（１３：３０～１６：３０）も２ｈ以上で
応　相談
＊勤務時間によりミニボーナス支給（賃金６ヶ月の平均が
月３万円以上支給の方が対象）

東京都国立市谷保６丁目１７
番地の３７

1,110円～1,360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30分～18時30
分の間の4時間以上

社会福祉法人誠愛会　特
別養護老人ホームシル
バーハイツ谷保

「国立市福祉のしごと相談・面
接会」介護職

特別養護老人ホームの入所者への日常生活の介護業務
・従来型特養（定員７５名）、ショートステイ（５床）合
計８０名の施設です。
・食事・入浴・排泄・余暇活動等の援助・無資格・未経験
でも応募可能です。先輩スタッフが親切・　丁寧に指導い
たします。
・夜勤は仕事に習熟してからですのでご安心ください。
（４）　夜勤勤務（月４回程度）休憩１２０分　
（５）準夜勤勤務（月２回程度）休憩１２０分

社会福祉法人　かいゆう 介護職 障害者グループホームにて生活のサポートをして頂きま
す。（食事・入浴・掃除等）
主に知的障害を持つ方への対応となります。

東京都国立市青柳１－３４－
３（法人所在地）

1,000円～1,500円
年齢不問

雇用期間の定めなし
労災

国立市富士見台２－４２－１
４（就業場所）

社会福祉法人誠愛会　特
別養護老人ホームシル
バーハイツ谷保

デイサービス看護職員 デイサービス利用者の健康管理等
＊定員１８名の地域密着型サービスの事業所です。
＊年間３６２日の営業です（１月１日～１月３日は休業）
＊日曜・祝日に勤務出来る方歓迎します。時給は５０円
アップ

＊就業する曜日や時間などご相談に応じます。

東京都国立市谷保６丁目１７
番地の３７

1,600円～1,800円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上） 労災・財形

1

社会福祉法人　かいゆう 介護職 障害者グループホームにて生活のサポートをして頂きま
す。（食事・入浴・掃除等）
グループホーム内での簡単な事務作業もあります。
ガイドヘルパーとしての外出支援も行っていただきます。

主に知的障害を持つ方への対応となります。

東京都国立市青柳１－３４－
３（法人所在地）

176,600円～200,800円
省令１号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・厚
生

国立市富士見台２－４２－１
４（就業場所）

東京都国立市谷保６丁目１７
番地の３７

196,800円～267,600円
省令２号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・厚
生

2

社会福祉法人誠愛会　特
別養護老人ホームシル
バーハイツ谷保

日時：平成３０年８月２９日
　１３：００～１６：００

場所：くにたち福祉会館
４階大ホール

番号
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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８月２９日
　１３：００～１６：００

場所：くにたち福祉会館
４階大ホール

番号

不問 月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 8時00分～17時00分

(2) 9時00分～18時00分

1人
正社員

13150-15265081

不問 時給 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時00分

(2) 8時00分～16時00分

2人
正社員以外

13150-15266381

新卒対象 ※賃金形態区分 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時00分

(2) 8時00分～16時00分

２人
正社員

13150-  126788

新卒対象 ※賃金形態区分 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～15時00分

(2) 9時00分～17時00分

(3)12時00分～20時00分

１５人
正社員

13150-  125888
※就業時間（又は）

社会福祉法人　滝乃川学
園
（新卒等対象求人）

生活支援員 ◎主に知的障害をお持ちの利用者への生活全般への支援
それぞれの年齢やライフスタイルに応じて支援を組立て、
利用者が希望する生活が実現できるように、支援スタッフ
は取り組んでいます。
・具体的には入所施設において、余暇支援を含めて入浴や
食事、通院などの介助、日中活動では、シイタケ栽培や
ビーズ制作、リハビリ活動など、自分に合ったプログラム
に取り組みます。
・また地域にお住まいの方へは放課後デイサービス、短期
入所や居宅介護などのサービスを行っています。
・グループホームに配属された場合は下記、及び求人条件
にかかる特記事項　　欄記載の勤務場所となります。

東京都国立市谷保６３１２

※支給額（ａ＋ｂ）

※雇用期間区分 雇用・労災・健康・厚
生

就業場所／住所

※支給額（ａ＋ｂ）

※雇用期間区分 雇用・労災・健康・厚
生

就業場所／住所

※就業時間（又は）

社会福祉法人　滝乃川学
園

「国立市福祉のしごと相談・面
接会」看護師

知的障害者施設における看護師業務
おもに・利用者の日々の健康管理　　　　　・配薬管理・
通院付き添い　　　　　・医師の指示による看護業務全般
利用者は幼児～高齢と幅広く携わって頂きます。

東京都国立市谷保６３１２

217,300円～306,900円
年齢不問

雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・厚
生

社会福祉法人　滝乃川学
園

「国立市福祉のしごと相談・面
接会」事務員

福祉サービスを展開している施設の法人本部における庶
務・事務のお仕事です。
・庶務関係全般
・電話、来客対応
・パソコンによる書類作成等

法人の行事や式典における受付、設営などもスタッフとし
て
かかわっていただくことがあります。



東京都国立市谷保６３１２

157,500円～157,500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

社会福祉法人　滝乃川学
園
（新卒等対象求人）

事務員 福祉サービスを展開している施設の法人本部における庶
務、事務のお仕事です。
・庶務関係全般
・電話、来客対応
・パソコンによる書類作成等

　法人の行事や式典における受付、設営などのスタッフと
して関わって
　いただくことがあります。

東京都国立市谷保６３１２
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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８月２９日
　１３：００～１６：００

場所：くにたち福祉会館
４階大ホール

番号

59歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 8時30分～17時30分 准看護師

2人
正社員 13150-16652681

不問 時給 交替制あり
(1) 8時30分～17時30分

(2) 9時00分～18時00分

1人
パート労働者

13150-16653981

18歳～59歳 月給 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分

(3)11時30分～20時30分

1人
正社員

13150-16654581

不問 月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修

(2) 9時00分～18時00分 ホームヘルパー２級

1人
正社員

13150-16655481

社会福祉法人　弥生会
くにたち苑

デイサービス（介護職パート） デイサービスを利用する介護が必要または虚弱な高齢者へ
の入浴・排泄・食事・活動など全般の援助
１日の利用者：２５名
＊週３日勤務（曜日、ご相談下さい。）

・定期的に研修を行うと共に先輩スタッフがサポートしま
す
＊正社員への登用制度あります。

東京都国立市泉３－１－６

1,000円～1,250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　弥生会
くにたち苑

看護師（日勤・要経験） 特別養護老人ホームでの高齢者への看護・医療処置・健康
管理（定員：特養７０人／ショート１０人）
＊日勤のみです。
＊オンコールあり（３人交代：月１０回）

東京都国立市泉３－１－６

226,400円～372,400円
省令１号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・厚
生・財形

社会福祉法人　弥生会
くにたち苑

デイサービス（介護職員） デイサービスを利用する介護が必要または認知症のある高
齢者への入浴、排泄、食事、活動など全般の援助・１日の
利用者：２５名
・研修制度、サポートがしっかりしていますので、安心し
て仕事ができます。・資格取得支援制度があります。

東京都国立市泉３－１－６
（法人所在地）

196,000円～292,500円
年齢不問

雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・厚
生・財形

東京都国立市北３－２　５号
棟１階
くにたち北高齢者在宅サービ
スセンター（就業場所）

社会福祉法人　弥生会
くにたち苑

特養（介護職／正社員） 特別養護老人ホーム（定員７０名）及びショートステイ
（１０名）を利用する虚弱または認知症のある高齢者の方
の食事・排泄・入浴・リハビリ等生活全般の援助（介護）

＊夜勤は、月に４～５回です。
　習熟度によって担っていただきます。（平均６か月後）
＊研修制度、サポートがしっかりしていますので、安心し
て　仕事ができます。
＊資格取得支援制度あります。

東京都国立市泉３－１－６

199,000円～300,500円
省令１号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・厚
生・財形
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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８月２９日
　１３：００～１６：００

場所：くにたち福祉会館
４階大ホール

番号

不問 時給 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時45分～17時30分

(2) 7時30分～16時15分

(3)10時15分～19時00分

1人
パート労働者

18歳～59歳 月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 8時45分～17時30分

(2)17時00分～ 9時30分

2人
正社員

59歳以下 月給
(1) 8時45分～17時30分

1人
正社員

18歳～59歳 月給 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時45分～17時30分

(2) 7時30分～16時15分

(3)16時30分～ 9時30分

3人
正社員

医療法人社団　国立あお
やぎ会

介護職 介護専用型ケアハウス（軽費老人ホーム・定員５０名）で
の介護業務。
・食事、入浴、排泄、レクリエーション等　夜勤勤務月４
～５回
・夜勤の勤務体制：看護師１名、介護職２名

＊入職時期は相談に応じます。

東京都国立市青柳３－５－１
（法人所在地）

197,000円～227,000円
省令２号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・厚
生・財形

5 医療法人社団　国立あお
やぎ会

生活相談員（ケアハウス） 介護専用型ケアハウス（軽費老人ホーム・定員５０名）で
の相談業務等。
・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担当者への連絡、指導
・給付管理・請求業務
・通院等の送迎業務（状況に応じて）

＊入職時期は相談に応じます。

東京都国立市青柳３－５－１
（法人所在地）

220,000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・財形

東京都国立市青柳３町目ー２
－１９
ケアハウス　国立あおやぎ苑
（就業場所）

医療法人社団　国立あお
やぎ会

正看護（ケアハウス） 介護専用型ケアハウス（軽費老人ホーム・定員５０名）で
の看護業務。
・健康管理、服薬管理
・医師との連絡調整
・通院の付き添う等
＊夜勤勤務月４～５回　【日勤のみでも応募可能】
　（夜勤の勤務体制：看護師１名、介護職２名）
＊入職時期は相談に応じます。

東京都国立市青柳３－５－１
（法人所在地）

260,000円～310,000円
省令１号

雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・厚
生・財形

東京都国立市青柳３丁目ー２
－１９
ケアハウス　国立あおやぎ苑
（就業場所）

医療法人社団　国立あお
やぎ会

介護職（ケアハウス） 介護専用型ケアハウス（軽費老人ホーム・定員５０名）で
の介護業務。
・食事、入浴、排泄、レクリエーション等
＊就業時間、日数、曜日は応相談
＊加入保険、有給休暇は法定通り。
＊入職時期は相談に応じます。

東京都国立市青柳３－５－１
（法人所在地）

1,100円～1,200円
年齢不問

雇用期間の定めなし
労災

東京都国立市青柳３－２－１
９　
ケアハウス　国立あおやぎ苑
（就業場所）

東京都国立市青柳３丁目２－
１９
ケアハウス　国立あおやぎ苑
（就業場所）
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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８月２９日
　１３：００～１６：００

場所：くにたち福祉会館
４階大ホール

番号

不問 月給 変形（１ヶ月単位） 保育士

2人
正社員

13150-15252481

69歳以下 時給

(1) 9時00分～18時00分

3人

パート労働者 13150-14869681

不問 時給 介護職員初任者研修

(1) 8時30分～17時30分 介護職員実務者研修

(2) 9時30分～18時30分 ホームヘルパー２級

(3) 9時00分～18時00分

2人
正社員以外 13150-15160381

不問 時給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

(1) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修

(2) 9時30分～18時30分 介護職員実務者研修

(3) 9時00分～18時00分

2人
パート労働者 13150-15161681

不問 時給 変形（１ヶ月単位） 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

(3) 9時00分～18時00分

2人
パート労働者 13150-15162981

又は 8時30分～18時30
分の間の4時間

8

セントケア国立（デイ
サービスセンター）～セ
ントケア東京株式会社～

デイサービス介護員 ・介護保険事業のデイサービスです。（定員３０名）
・デイサービス内にて、フロア業務や入浴介助業務をして
いただきます。
※送迎運転や添乗をお願いする場合もあります。

※資格のない方も応募可能です。


東京都国立市富士見台３－１
５－６　アリエスビル１階

165,120円～182,320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

セントケア国立（デイ
サービスセンター）～セ
ントケア東京株式会社～

デイサービス介護員 ・介護保険事業のデイサービスです。（定員３０名）
・デイサービス内にて、フロア業務や入浴介助業務をして
いただきます。
※送迎運転や添乗をお願いする場合もあります。

※資格のない方も応募可能です。


東京都国立市富士見台３－１
５－６　アリエスビル１階

960円～1,060円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上） 労災

セントケア国立（デイ
サービスセンター）～セ
ントケア東京株式会社～

・介護保険事業のデイサービスです。
・デイサービス内にて、バイタルチェック、服薬確認、フ
ロ　ア業務、入浴介助等をしていただきます。

東京都国立市富士見台３－１
５－６　アリエスビル１階

7

特定非営利活動法人　ア
ビリティクラブたすけあ
い　くにたち　すてっき

「訪問介護員 ＊訪問による介護・食事作りや掃除。
＊週２回、１日１件から２時間くらい、初回はサ責・コー
ディネーターが同行。
＊予告、報告は事務所にメールにて連絡。終了後実施記録
書提出。

東京都国立市中３－５０－６
０　カサムシカ１Ｆ

1,100円～1,650円
省令１号

雇用期間の定めなし
労災

6

労災

デイサービス看護師

1,650円～1,800円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

三多摩医療生活協同組合
さくらっこ保育園

保育士 ０～２歳児の子ども達が通う園児数３０名のちいさな園で
す。
私たちは全ての子どもたち、そして保護者を職員全員で見
守る保育をしています。また、職員だけでなく、子どもた
ち、保護者との”和”を大切にしています。
　暖かい保育園を一緒に作ってくださる方、お待ちしてい
ます。

　来年４月、認可保育園に移行予定。
　園内も改築工事中です。年内から勤務は可能ですが、
　現在就業中の方も相談ください。

東京都国立市中１－１６－２
５　シャトレクインテスビル
２階164,400円～257,200円年齢不問

雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・厚
生

又は 7時00分～20時15
分の間の8時間
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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８月２９日
　１３：００～１６：００

場所：くにたち福祉会館
４階大ホール

番号

18歳～44歳 月給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修

(1) 9時00分～17時00分 ホームヘルパー２級

(2) 7時00分～16時00分

(3) 9時00分～19時00分

3人
正社員

13150-15158881

不問 時給
(1) 9時00分～17時00分

(2) 7時00分～16時00分

(3)11時00分～19時00分

2人
パート労働者

13150-15159281

又は 7時00分～19時00
分の間の3時間以上

ヤシマ株式会社
有料老人ホームサンビ
レッジ国立

介護ヘルパー 入居者約５０名の小規模施設で、高齢者の方々への介護・
介助全般を担当していただきます。
まずは簡単な生活支援の業務から行っていただきます。
少しずつ介助などの業務をベテラン職員の指導により覚え
ていただきますので、未経験の方でも安心して働けます。
初めての方にはスタッフがマンツーマンで指導いたしま
す。

東京都国立市谷保３０７９－
１

1,100円～1,430円
年齢不問

雇用期間の定めなし
労災

9

ヤシマ株式会社
有料老人ホームサンビ
レッジ国立

介護ヘルパー 入居者約５０名の小規模施設で、高齢者の方々への介護・
介助全般を担当していただきます。
まずは簡単な生活支援の業務から行っていただきます。
少しずつ介助などの業務をベテラン職員の指導により覚え
ていただきますので、未経験の方でも安心して働けます。
初めての方にはスタッフがマンツーマンで指導いたします

東京都国立市谷保３０７９－
１

185,000円～189,000円
省令３号のイ

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８月２９日
　１３：００～１６：００

場所：くにたち福祉会館
４階大ホール

番号

不問 時給 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時30分

1人
パート労働者

13150-15309881

不問 時給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

(1)10時00分～12時00分 介護職員初任者研修

(2)12時00分～14時00分 介護福祉士
(3)14時00分～16時00分

2人
パート労働者

13150-15310181

不問 月給 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時30分

3人
正社員以外

13150-15311081

不問 月給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修

(1) 9時00分～17時30分 ホームヘルパー１級

ホームヘルパー２級

3人
正社員以外

13150-15312381

10

株式会社　ソラスト　ソ
ラスト国立

サービス提供責任者） 訪問介護サービスにて計画作成、ヘルパーの管理・指導、
利用者様の相談、関係事業所との連絡調整をする仕事で
す。
・訪問介護計画の作成・ヘルパーさんのシフト調整、管
理・利用者様との契約・ヘルパー同行訪問・定期訪問・広
報活動などがあります。

☆訪問介護サービスの要となる職種です！キャリアアップ
をお考えの方はぜひご検討ください。

東京都国立市北３－２７－１
７　杏林ビル２Ｆ

1,300円～1,755円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上） 労災

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・財形

又は 7時00分～20時00
分の間の1時間以上

株式会社　ソラスト　ソ
ラスト国立

ホームヘルパー【東京都介護職
員就業促進事業】

ご利用者（高齢者）のご自宅を訪問し、介護サービスを提
供します。身体介護（食事・入浴・排泄等）及び生活援助
（調理・買物・掃除・洗濯等）が基本的なサービスです。
今回、今後資格を取得しキャリアを積みたい方を対象に資
格取得のための費用などを全面的にバックアップし、未経
験から学べる環境をご用意しています。
●東京都介護職員就業促進事業対象求人（働きながら介護
の資格取得を目指す求人※受講料は無料）

東京都国立市北３－２７－１
７　杏林ビル２Ｆ

176,000円～176,000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・財形

株式会社　ソラスト　ソ
ラスト国立

ホームヘルパー 身体介護（食事・入浴・排泄等）及び生活援助（調理・買
物・掃除・洗濯等）が基本的なサービスです。
週１日１時間から、ご希望の曜日・時間帯に合わせてシフ
トを組みます。短時間やＷワークでもたくさん稼ぎたい方
は週４～５日勤務も可能です。
介護未経験の方、お１人でのお仕事に自信を持って頂ける
まで、先輩社員が同行いたします。６０代以上のスタッフ
も多数活躍中です！

東京都国立市北３－２７－１
７　杏林ビル２Ｆ

1,300円～2,525円
年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上） 労災

株式会社　ソラスト　ソ
ラスト国立

ホームヘルパー【東京都介護職
員就業促進事業】

ご利用者（高齢者）のご自宅を訪問し、介護サービスを提
供します。身体介護（食事・入浴・排泄等）及び生活援助
（調理・買物・掃除・洗濯等）が基本的なサービスです。
今回、今後資格を取得しキャリアを積みたい方を対象に資
格取得のための費用などを全面的にバックアップし、未経
験から学べる環境をご用意しています。
●東京都介護職員就業促進事業対象求人（働きながら介護
の資格取得を目指す求人※受講料は無料）

東京都国立市北３－２７－１
７　杏林ビル２Ｆ

181,000円～191,000円
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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８月２９日
　１３：００～１６：００

場所：くにたち福祉会館
４階大ホール

番号

不問 時給 介護職員初任者研修

(1) 8時00分～12時00分 ホームヘルパー２級

(2)13時00分～18時00分

3人
パート労働者

13150-14860981

不問
時給 保育士

3人
パート労働者

13150-17042681

64歳以下 月給 変形（１ヶ月単位） 保育士

(1) 7時15分～16時15分

(2) 9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

3人
正社員

13150-17043981

又は 7時15分～19時30
分の間の3時間以上

社会福祉法人　まあれ愛
恵会

保育士 「保育」
乳幼児の保育・教育とそれに付帯する業務
（園児数約６０名　０～５才児をクラス別保育していま
す）
家庭的な雰囲気を大切に様々な年代の保育士が協力して、
子供一人一人の成長を見守っています
外でのびのび遊んだり、昔からの行事を楽しんだり、子供
に愛情を持って接してくださる方を希望しています。
※ブランクある方もご相談ください


埼玉県さいたま市南区南浦和
２－１２－１７（法人所在）

220,000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

国立たいよう保育園
東京都国立市富士見台２－１
３－１０（就業場所）

又は 7時15分～19時30
分の間の8時間

12

社会福祉法人　まあれ愛
恵会

保育士 「保育」
乳幼児の保育・教育とそれに付帯する業務
（園児数約８０名　０～５才児をクラス別保育していま
す）
家庭的な雰囲気を大切に様々な年代の保育士が協力して、
子供一人一人の成長を見守っています
外でのびのび遊んだり、昔からの行事を楽しんだり、子供
に愛情を持って接してくださる方を希望しています。
※ブランクある方もご相談ください
※開園後４時間及び閉園前４時間は１，３００円／時で
す。

埼玉県さいたま市南区南浦和
２－１２－１７（法人所在）

1,100円～1,200円
年齢不問

雇用期間の定めなし
労災

国立たいよう保育園
東京都国立市富士見台２－１
３－１０（就業場所）

11

又は 7時00分～22時00
分の間の1時間以上

社会福祉法人　国立市社
会福祉協議会

「国立市福祉面接会」ホームヘ
ルパー（生活援助、身体介護）

高齢者、障害者の自宅に訪問して、生活援助、身体介護を
行います。
利用者宅の直行直帰が基本となります。
経験の少ない方でも同行指導しますのでご安心ください。
まずはお気軽にお問いあわせ下さい。

※就業時間（１）　８：００～１２：００　又は
　　　　　（２）１３：００～１８：００　又は
　　　　　（３）　７：００～２２：００の間の１時間以
上
　勤務日数　週１日以上　　就業時間・日数：応相談

東京都国立市富士見台２丁目
３８－５

1,450円～1,700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８月２９日
　１３：００～１６：００

場所：くにたち福祉会館
４階大ホール

番号

18歳～64歳
月給 変形（１ヶ月単位）

(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 13150-17035681

64歳以下 月給 変形（１ヶ月単位）

1人

正社員
13150-17036981

不問

時給

1人
パート労働者

13150-17037581
又は 5時00分～20時00
分の間の3時間以上

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健康・厚
生

13

労災 東京都国立市富士見台３－３
５－３
「ＳＯＭＰＯケア　ラヴィー
レ国立矢川」（就業場所）

ＳＯＭＰＯケア株式会社 調理スタッフ／ラヴィーレ国立
矢川

○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。


東京都品川区東品川４－１２
－８　品川シーサイドイース
トタワー（法人所在地）

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

東京都国立市富士見台３－３
５－３
「ＳＯＭＰＯケア　ラヴィー
レ国立矢川」（就業場所）

又は 6時00分～20時00
分の間の8時間

ＳＯＭＰＯケア株式会社 ケアスタッフ／ラヴィ―レ国立
矢川

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。

東京都品川区東品川４－１２
－８　品川シーサイドイース
トタワー（法人所在地）

166,700円～196,300円
省令１号

東京都国立市富士見台３－３
５－３
「ＳＯＭＰＯケア　ラヴィー
レ国立矢川」（就業場所）

ＳＯＭＰＯケア株式会社 調理スタッフ／ラヴィーレ国立
矢川

○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。


東京都品川区東品川４－１２
－８　品川シーサイドイース
トタワー（法人所在地）

960円～960円年齢不問

雇用期間の定めなし
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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８月２９日
　１３：００～１６：００

場所：くにたち福祉会館
４階大ホール

番号

64歳以下

月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員

(1) 9時00分～18時00分

1人
正社員

13150-17038481

64歳以下

月給 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修

1人
正社員

13150-17067381

ＳＯＭＰＯケア株式会社 ケアマネジャー／ラヴィーレ国
立矢川

○有料老人ホームでのケアプランを作成するお仕事です。
・入居者様、ご家族様の希望を伺い、ホームでのよりよい
生活を提案していきます。
＊入社時研修・各種スキルアップ研修があります。


東京都品川区東品川４－１２
－８　品川シーサイドイース
トタワー（法人所在地）

239,300円～239,300円

13

省令１号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・厚

生
東京都国立市中１－８－３３
小笠原ビル１階北号室
ＳＯＭＰＯケア国立　訪問介
護
（就業場所）

又は 7時00分～22時00
分の間の8時間

省令１号
雇用期間の定めなし 雇用・労災・健康・厚

生
東京都国立市富士見台３－３
５－３
「ＳＯＭＰＯケア　ラヴィー
レ国立矢川」（就業場所）

ＳＯＭＰＯケア株式会社 訪問介護員／ＳＯＭＰＯケア国
立

介護が必要になった高齢者のご自宅へ自転車などで訪問
し、以下の支援に従事。
・身体介護（食事介助、入浴介助、排泄介助、外出介助
等）
・生活援助（調理、掃除、洗濯、買い物等）
その他、事業所内で分担された業務

＊入社時研修、同行、定例研修、介護技術研修等の研修制
度　が充実しているので、未経験者からスキルアップした
い方　まで大歓迎です。

東京都品川区東品川４－１２
－８　品川シーサイドイース
トタワー（法人所在地）

166,700円～196,300円
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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８月２９日
　１３：００～１６：００

場所：くにたち福祉会館
４階大ホール

番号

18歳～64歳

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

(1) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修

(2)13時00分～22時00分 普通自動車免許一種
(3)22時00分～ 7時00分

1人

正社員

13150-17068681

13

ＳＯＭＰＯケア株式会社 介護スタッフ／ＳＯＭＰＯケア
国立

・自宅での生活を希望する要介護高齢者のご自宅や高齢者
向
　け住宅を訪問して身体介護と生活援助のサービスを介護
保
　険制度に沿って計画的に提供します。（調理業務なし）
・身体介護：食事介助・入浴介助・排泄介助など
・生活援助：買い物、清掃など
・ご利用者様の生活状況によって支援方法が異なる為、介
護
　技術向上や知識が広がり、常にやりがいを持って働けま
す
・事業所が多い為、狭いエリアで活動しており、移動時間
が
　短いのも特徴です。
・入社時には先輩職員が自信が持てるまで同行し、ルート
や　利用者について研修します。

東京都品川区東品川４－１２
－８　品川シーサイドイース
トタワー（法人所在地）

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

東京都国立市中１－８－３３
小笠原ビル１階北号室
ＳＯＭＰＯケア国立　定期巡
回
（就業場所）
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