
番号 求人者名 就業場所及び求人番号 職種・雇用形態 仕事の内容 年齢 賃金 就業時間

国立市富士見台２－１－３２ ホームヘルパー 時給制

13150-14967191 パート
１，４５０円
～１，７００円

社会福祉法人 国立市富士見台２－１－３２ 生活支援員 時給制 ９：００～１7：００

国立市社会福祉協議会 パート
１，２３０円

※就業時間・日数・曜
日の相談不可

　　　～１，２８０円

国立市富士見台２－１－３２ 調理員 知的障害者通所施設の昼食づくりです。
約６０食の昼食を２～３名で調理します。

時給制
８：３０～１５：１５の間
の５時間

13150-14968091 パート
栄養士が常勤で勤務しているので、献立や栄
養計算はしません。

１，０００円
※就業時間・日数・曜
日の相談可

国立市泉３－１－６ 看護師（日勤） 月給制

２２６，４００円 ８：３０～１７：３０

13150-15085991 正社員 ～３７２，４００円

月給制 ①７：００～１６：００

社会福祉法人 国立市泉３－１－６ 介護職 18 １９９，０００円 ②８：３０～１７：３０

弥生会　くにたち苑 ～ ～ ③１１：３０～２０：３０

13150-15089291 正社員 59 ３００，５００円

国立市泉３－１－６ 介護補助 時給制

１，１００円

13150-15084691 パート 　　　～１，３００円

18
月給制 ①７：３０～１６：３０

国立市谷保６－１７－３７ ２０８，１００円 ②９：３０～１８：３０

～ ③１０：００～１９：００

13150-15345791
62

２７６，６００円
④１６：４５～０９：４５
⑤２１：３０～０７：３０

3 ～

介護職

正社員

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。

2 介護職員初任者研修（ヘルパー２級）以上

従来型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ケ月後）
＊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。（介護福祉士・
介護支援専門員受験料、実務者研修受講料
等全額法人負担）＊無資格の方も応相談

④１６：３０～０９：４５は
夜勤休憩６０分（仮眠
時間は別に６０分あり
ます。）

※制服貸与：有／就業場所：分煙

特別養護老人ホームでの介護補助の業務で
す。　　　　・食事の配膳及び下膳の手伝い
・食事中の見守り
・簡単な清掃
・一部食事介助等の簡単な身体介助あり
＊６０歳以上の方も歓迎します。

不問

７：００～１９：３０の間
の２時間以上
＊就業時間・日数・曜
日の相談：可

※制服貸与：有／就業場所：分煙

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
＊賃金は経験により考慮します。
＊研修は充実しています。

５９歳
以下

看護業務経験者

経験不問

看護師又は准看護師

経験不問

資格不問

国立市 福祉のしごと相談・面接会　（１ページ）

日時：令和元年８月２１日（水）
　　　　　　　　　　１３：３０～１６：００
場所：くにたち福祉会館

必要な経験・資格等

①８：００～１２：００
②１３：００～１８：００
③７：００～２２：００の
間の１時間以上

経験不問(自転車に乗れる方、経験あれば尚可）
介護福祉士または介護職員初任者研修修了者
（旧ヘルパー２級以上）
※就業時間、勤務日数、曜日：ともに相談に応じま
す。　※制服貸与：無／就業場所：禁煙

1

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
基本にとなります。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
お問い合わせください。

不問

不問

不問

経験不問

資格不問　　※制服貸与：無／就業場所：分煙

経験不問

資格不問　　※制服貸与：有／就業場所：分煙

　　　　　　　　　　４階大ホール

13150-16967991

・知的障害者の日中活動の支援、レクリエー
ション、移動、食事、排泄等の支援の仕事で
す。　　　・資格、学歴を問いません。常勤の支
援員がサポートします。　・利用者３３名に対し
て、支援員が２２名で対応。　・残業はありませ
ん。午後５時に帰れます。

④夜勤勤務（月４回程度）休憩１２０分
⑤準夜勤勤務（月２階程度）休憩１２０分

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

経験不問（経験あれば尚可）

資格不問（介護職員初任者研修修了者（旧ホーム
ヘルパー２級）または介護福祉士あれば尚可）



番号 求人者名 就業場所及び求人番号 職種・雇用形態 仕事の内容 年齢 賃金 就業時間

時給制 ①７：３０～１６：３０

国立市谷保６－１７－３７ １，１１０円 ②９：３０～１８：３０

～

13150-15346891 １，３６０円

立川市錦町１－１６－１４ 訪問介護 月給制

三多摩福祉会　コスモス立川 １６９，８５０円 ９：００～１７：３０

13150-14724191 正社員 ～２４１，９２５円

国立市富士見台１－１７－３６
谷保診ビル３Ｆ

訪問介護 月給制

三多摩福祉会　コスモス国立 １６９，８５０円 ９：００～１７：３０

13150-14725091 正社員 ～２４１，９２５円

立川市錦町３－５－１８ 介護職員 時給制
①８：００～１６：４５
②８：４５～１７：３０

小希望多機能あけぼのさん家 １，０７０円
③１０：００～１８：４５
④１６：３０～０９：３０

13150-14730291 パート 　　～１，２８０円
④は休憩６０分・仮眠
６０分

立川市羽衣町１－７－１０　２Ｆ 介護職員 時給制
①７：００～１５：４５
②９：００～１７：４５

グループホーム　えがおの家 １，０７０円
③１１：１５～２０：００
④１６：００～０９：００

13150-14728991 パート 　～１，２８０円
④は休憩６０分

府中市西府町３－１１－２ 介護職員 時給制
①７：００～１５：４５
②９：００～１７：４５

グループホームえがおの家西府 １，０７０円
④１１：１５～２０：００
④１６：００～０９：００

13150-14727691 パート 　～１，２８０円
④は休憩６０分

国立市青柳３－５－１
（国立あおやぎ会（国立） 看護職 月給制

立川市富士見町７－３３－１０
（国立あおやぎ会（立川） ２６０，０００円 ８：４５～１７：３０

のいずれか
13150-14118591 正社員 ※就業時間は夜勤等の相談にも応じます。 ～２９０，０００円

介護老人福祉施設内における看護業務を行っ
ていただきます。
・施設には託児所も設置されています。小さな
お子様のいる方にも安心して仕事をして頂けま
す。

社会福祉法人
三多摩福祉会

医療法人社団
国立あおやぎ会

国立市 福祉のしごと相談・面接会　（２ページ）

不問

不問5

１８歳
以上

経験不問（経験あれば尚可）

介護職

パート

小規模多機能事業所における介護業務全般。
入浴、食事、排泄の介助、レクリエーションの
実施。

グループホーム入居者の生活全般の支援。
食事作り、入浴、排泄等の介助。

3

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２時間
以上で応相談

不問

4

介護職員初任者研修修了者（ヘルパー２級以上）

※就業時間・日数・曜日の相談可
※制服貸与：無　　　　就業場所：禁煙

介護福祉士

経験不問（経験あれば尚可、運転できれば尚可）

介護職員初任者研修修了者　（ヘルパー２級以
上）

グループホーム入居者の生活全般の支援。
食事作り、入浴、排泄等の介助。
※入居者９名

経験不問（経験あれば尚可）

※就業時間・日数・曜日の相談可
※制服貸与：無　　　　就業場所：禁煙

※就業時間・日数・曜日の相談可
※制服：貸与：無　　　就業場所：禁煙

支援を必要とする要支援・要介護者に対して、
お住まいに訪問し調理・洗濯・掃除等の生活援
助、入浴、排泄等の介護等の身体介護を行い
ます。

６４歳
以下

支援を必要とする要支援・要介護者に対して、
お住まいに訪問し調理・洗濯・掃除等の生活援
助、入浴、排泄等の介護等の身体介護を行い
ます。

経験不問

資格不問

＊勤務時間によりミニボーナス支給（賃金の６ケ月
平均が月３万円以上支給の方が対象）

※制服貸与：有　　　就業場所：禁煙

経験不問（訪問介護の経験あれば尚可）

１８歳
以上

１８歳
以上

経験不問（老健の経験あれば尚可）

看護師・准看護師

介護職員初任者研修修了者（ヘルパー２級以上）

介護福祉士

※制服貸与：有　　　就業場所：禁煙

※制服貸与：有／喫煙所：野外にあり

経験不問（訪問介護の経験あれば尚可）

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：令和元年８月２１日（水）
　　　　　　　　　　１３：３０～１６：００
場所：くにたち福祉会館
　　　　　　　　　　４階大ホール

必要な経験・資格等



番号 求人者名 就業場所及び求人番号 職種・雇用形態 仕事の内容 年齢 賃金 就業時間

国立市青柳３－５－１
18

月給制 ①８：４５～１７：３０

介護老人保健施設国立あおやぎ苑
１９７，０００円 ②７：３０～１６：１５

～ ③１６：３０～０９：３０

13150-14117291
59

２２７，０００円
③は仮眠１８０分あり

月給制 ①９：００～１８：００

２９０，０００円 ②１７：３０～０９：３０

医療法人社団　三水会 ～
②は休憩１５０分あり

老人保健施設あるふぁ国立 ３１０，０００円

国立市谷保１００６－１ 　　施設介護職員 18 月給制
①７：００～１６：００
②９：００～１８：００

（無資格・未経験で
もＯＫ） ～ ２０２，０００円

③１１：００～２０：００④
１７：３０～０９：３０

13150-14120691 正社員 44 ～２１２，０００円
④は仮眠１５０分あり

国立市青柳１－２１－１４ 月給制 ①７：００～１６：００　　

　　そんぽの家　国立南（直営） １６７，７００円 ②９：００～１８：００

～ ③１１：００～２０：００

13040-92766791 １９６，３００円
※週平均４０時間以内
の就業

国立市富士見台３－３５－３
18

月給制
①７：００～１６：００
②９：００～１８：００

ＳＯＭＰＯケア
ラヴィーレ国立矢川

１６７，７００円
③１０：００～１９：００
④１７：００～１０：００

～

13040-92764991
64

１９６，３００円

国立市青柳１－２１－１４ 介護スタッフ 時給制

　　そんぽの家　国立南
（介護付有料老人ホーム）

13040-92767891 パート

国立市 福祉のしごと相談・面接会　（３ページ）

5
医療法人社団
国立あおやぎ会

介護老人保健施設（入居者２６６名）に於ける
施設利用者への介護業務全般（入浴、食事、
排泄等の介助）
・夜勤は月４～５回程度（夜勤は仕事に習熟し
てからですので、ご安心ください）
通所リハビリステーション（デイケア）に於ける
施設利用者への介護業務全般。(入浴、食事、
排泄等の介助及び運転可能な方は送迎車の
運転）　※教育体制が整っています。

～

介護職

正社員

7 ＳＯＭＰＯケア（株）

　　　　　　　　　　１３：３０～１６：００
場所：くにたち福祉会館
　　　　　　　　　　４階大ホール

経験不問

資格不問（未経験　・　無資格の方も歓迎）

経験不問

資格不問（無資格・未経験も可）

実務者研修・・・・・・月給２１６，５００円
初任者研修・無資格・・・・・月給２０２，７００円

※休日は、月間８～１
０日休み、ローテー
ション制です。希望休
考慮します。

看護師・准看護師

正社員

国立市谷保１００６－１

13150-14119191

１，０５０円

●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。

～

6

当施設は、入所者の在宅復帰に力を入れてい
る在宅強化型老健です。
ご利用者様・ご家族と一体となって計画的に在
宅復帰を支援する取組を行います。また、在宅
復帰後、通所リハビリ・訪問リハビリで在宅性
格を全面的に支えていくやりがいのある仕事を
一緒にやりましょう。

経験不問

資格不問

※女性管理職も多く力を発揮して活躍していま
す。最寄駅からＴＡＸＩを使った通勤制度もありま
す。

介護老人保健施設における高齢者の日常の
健康管理、処置、医師の回診補佐を行いま
す。（バイタルの確認、配薬管理、薬剤発布、
軟膏塗布、胃瘻の管理等）
介護士が行う日常業務を看護師の立場よりア
ドバイス、また他部署と連携して看護業務を行
います。
平日は医師が常駐しますので、いつでも相談
できる環境があります。

18歳
以上

ケアスタッフ

正社員

看護経験者

看護師・准看護師

※最寄駅からＴＡＸＩを使った通勤制度もあります。

高齢者の「普通の生活」をサポートするため、
日常生活全般に対してできない部分をサポート
します。入浴介助や着替え、排泄など、一人ひ
とりに合わせた援助だけでなく、旅行や外食な
どの外出、趣味活動の企画・運営など、生活の
楽しみもサポートします。

不問

※正社員希望者で夜勤勤務できない方について
は相談可能

必要な経験・資格等

日時：令和元年８月２１日（水）

介護業務の経験

経験不問

介護職員初任者研修終了（旧ヘルパー２級）以
上）

◆給与例◆
介護福祉士・・・・・・月給２３１，３００円

７：００～２０：００の間
の３時間以上
※週１日～、１日３時
間～応相談。

ヘルパー２級以上

※就業時間について、デイケアの方は①のみ
※制服貸与：有／就業場所：禁煙

介護スタッフ

正社員

６４歳
以下

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。



番号 求人者名 就業場所及び求人番号 職種・雇用形態 仕事の内容 年齢 賃金 就業時間

国立市富士見台３－３５－３ 介護スタッフ 時給制

SＯＭPOケア（株）
ＳＯＭＰＯケア
ラヴィーレ国立矢川

13040-92765491 パート

国立市富士見台３－８－７ ケアマネージャー 月給制 ９：００～１８：００

国立事業所
２５０，０００円

13150-14788491 正社員 ～２８０，０００円

国立市富士見台３－８－７
オフィス富士見台２Ｆ サービス提供責任者 月給制

①９：００～１８：００
②８：００～１７：００

　国立事業所
１９２，５００円

（株）ゆいまある 13150-14785391 正社員 ～２３５，０００円

国立市富士見台３－８－７
オフィス富士見台２Ｆ ホームヘルパー 月給制

①９：００～１８：００
②８：００～１７：００

国立事業所
１８０，０００円

13150-14786691 正社員 ～１９０、０００円

国立市富士見台３－８－７
オフィス富士見台２Ｆ ホームヘルパー 時給制

　国立事業所
１，０００円

13150-14787991 パート ～１，３００円

国立市中１－１８－４１
栄ビル３０３

＊訪問介護員業務
・介護保険法に基づく身体介護・生活援助

（株）日本エルダリー
おおきなき国立

６４歳

　　　　　ケアーサービス 以下

13040-90335691

月給制

２２２，０００円

９：００～１７：４５

勤務予定表による

ホームヘルパー

正社員

7

高齢者の「普通の生活」をサポートするため、
日常生活全般に対してできない部分をサポート
します。入浴介助や着替え、排泄など、一人ひ
とりに合わせた援助だけでなく、旅行や外食な
どの外出、趣味活動の企画・運営など、生活の
楽しみもサポートします。

不問

１，０５０円

７：００～２０：００の間
の２時間以上
※週１日～、１日２時
間～応相談。

9

国立市 福祉のしごと相談・面接会　（４ページ）

（利用者宅に訪問し、食事のお世話、排泄等の
身体介護、簡単な整理整頓、生活等の生活援
助）　・障害者自立支援法に基づく居宅介護等
（利用者（障がい者）様宅に訪問し、食事、移動
等の居宅介護）
・当社独自の私費サービス（大掃除、院内サー
ビス等）

8

・ご利用者様のご自宅に訪問し、身体介護や生
活援助を行います。
・事業所内では、事務作業を行います。
○未経験者の方でも安心できる、教育や研修
でバックアップします。

不問

不問

不問

・サービス提供責任者として仕事全般。
・在宅介護サービス、ヘルパーの管理指導、顧
客管理等。
○未経験の方でも安心できる、教育や研修で
バックアップします。

在宅生活されている方のケアマネジメント業務
・介護保険の各種申請支援
・居宅サービス計画の策定
・相談業務
・関係機関との連絡調整等
・給付管理業務等

経験不問

日時：令和元年８月２１日（水）

経験不問　　　　　　　

経験不問

制服貸与：無／就業場所：分煙

介護支援専門員

・ご利用者様のご自宅に訪問し、身体介護や生
活援助を行います。
・事業所内では、事務作業を行います。
○未経験者の方でも安心できる、教育や研修
でバックアップします。

不問
※休日は、当社年間
スケジュールによる交
代制：週休２日制）

介護福祉士、ヘルパー２級、ヘルパー１級、介護
職員初任者研修、介護職員実務者研修、介護職
員基礎研修、正看護師、准看護師のいずれかを
お持ちの方　※資格取得補助制度あり

普通自動車免許または、自動二輪免許

経験不問

介護福祉士・実務者研修・介護職員基礎研修・介
護職員初任者研修・ホームヘルパー１級・２級の
いずれか
普通自動車免許あれば尚可

介護福祉士・実務者研修・介護職員基礎研修・介
護職員初任者研修・ホームヘルパー１級・２級の
いずれか
※制服貸与：無／就業場所：禁煙

８：００～１８：００の間
の１時間以上
※就業時間・日数・曜
日は相談可

※休日は、当社年間
スケジュールによる
（月８～１１日：週休２
日制））

又は８：００～１８：００
の間の８時間

※休日は、当社年間スケジュールによる交代制：
週休２日制）

　　　　　　　　　　１３：３０～１６：００
場所：くにたち福祉会館
　　　　　　　　　　４階大ホール

経験不問

資格不問（無資格・未経験も可）

経験不問
介護福祉士・実務者研修・介護職員基礎研修・
ホームヘルパー１級のいづれか
普通自動ｙ車免許（あれば尚可）

必要な経験・資格等



番号 求人者名 就業場所及び求人番号 職種・雇用形態 仕事の内容 年齢 賃金 就業時間

国立市中１－１８－４１
栄ビル３０３

◆未経験者、ブランクある方も歓迎
（研修制度あり）

時給制

おおきなき国立 ◆直行直帰、提供エリア/国立市、国分寺市、
府中市

１，３５０円

＜訪問介護業務＞
＊生活援助（買い物、調理、清掃など） ～

（株）日本エルダリー 13040-90342391
＊身体介護（入浴、排泄、食事など）
★ご利用者様宅に訪問し、サービスを行いま
す。

２，１５０円

　　　　ケアーサービス
国立市中１－１８－４１
栄ビル３０３

◆未経験者、ブランクある方も歓迎
（研修制度あり）

時給制

おおきなき国立 ◆直行直帰、提供エリア/国立市、国分寺市、
府中市

１，３５０円

＜訪問介護業務＞
＊生活援助（買い物、調理、清掃など） ～

13040-90363891
＊身体介護（入浴、排泄、食事など）
★ご利用者様宅に訪問しサービスを行います。 ２，１５０円

時給制 ①８：００～１２：００

特定非営利活動法人 １，０００円 ②１３：００～１７：００

はっぴーさぽーとコアラ ～

13150-15347291 １，０５０円

国立市矢川３－１６－１ 生活支援員
知的障害者支援施設における生活支援全般
業務

月給制
①７：００～１５：００
②９：００～１７：００

・食事、排泄介助、レクリエーション、通院支
援、他

１８歳
以上

　１７７，５００円
③１２：００～２０：００
④１７：３０～０９：３０

社会福祉法人 13150-14121991 正社員 ・令和２年４月１日～の勤務となります ～２０３，１００円
④は休憩９０分

滝乃川学園 国立市矢川３－１６－１ 介護職員
認知症対応型高齢者グル-プホームの介護全
般業務

時給制 ①７：００～１５：００　

主な内容 ②１０：００～１８：００

13150-14122491 契約
・食事、排泄、レクリエーション
・整容、健康管理補助 ③１２：００～２０：００　

介護職 月給制
①７：００～１６：００
②１４：００～２２：００

社会福祉法人かいゆう
６４歳
以下

１７６，６００円

13150-15441891 正社員 ～２００，８００円

12

10

③１５：００～１０：００
③は休憩時間２時間

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）
入居者６名（１ユニット）２０～５０代男女
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。

国立市青柳１－３４－３
１Ｆすうえる　２Ｆとれいる
国立市富士見台２－４２－１４
２Ｆはじめの一歩ハウス
３Ｆミラハウス

9

ホームヘルパー

パート

経験不問

不問
１，０００円（平均
労働日数２０．９
日で月１４６，３０
０円）

経験不問

11

介護保険で運行する介護タクシーの業務で
す。行先のほとんどは病院、その他市役所、銀
行など。営業地域は利用者宅、行先とも、国立
市、立川市、府中市、国分寺市がメインです。
介護保険適用外のタクシーも対応しています。
（２種免許をお持ちの方のみ対応可です。）二
種免許をお持ちでない方は、２日間の講習受
講で保健対応の介護タクシーの運転が可能で
す。運転車両は、軽のワンボックス（車いす対
応）

又は７：３０～１７：３０
の間の１時間以上

国立市 福祉のしごと相談・面接会　（５ページ）
必要な経験・資格等

８：００～２０：００の間
の１時間以上

ご希望の日数・曜日・
時間などお気軽に相
談ください

経験不問

介護福祉士、ヘルパー２級、ヘルパー１級、介護
職員初任者研修、介護職員実務者研修、介護職
員基礎研修、正看護師、准看護師のいずれかを
お持ちの方

６５歳
以上

ホームヘルパー

パート

日時：令和元年８月２１日（水）
　　　　　　　　　　１３：３０～１６：００
場所：くにたち福祉会館
　　　　　　　　　　４階大ホール

不問

８：００～２０：００の間
の１時間以上

ご希望の日数・曜日・
時間などお気軽に相
談ください

経験不問

介護職員初任者研修以上

普通自動車免許（ＡＴ限定可）
※制服貸与：無／就業場所：禁煙

経験不問

介護福祉士、ヘルパー２級、ヘルパー１級、介護
職員初任者研修、介護職員実務者研修、介護職
員基礎研修、正看護師、准看護師のいずれかを
お持ちの方

経験不問

介護職員初任者研修（ヘルパー２級）以上

普通自動車免許（ＡＴ限定可）※免許取得後２年以
上かつ２年以内に免停以上の違反がないこと

資格不問（介護福祉士等あれば尚良い

※就業場所：禁煙

資格不問（介護福祉士等あれば尚可）

※就業時間・日数・曜日相談可
※制服貸与：無／就業場所：禁煙

不問

国立市東４－２７－２１ ケアドライバー

パート



番号 求人者名 就業場所及び求人番号 職種・雇用形態 仕事の内容 年齢 賃金 就業時間

介護職 時給制 ①７：００～１２：００

社会福祉法人かいゆう １，０００円 ②１５：００～２２；００

13150-15442291 パート ～１，５００円 ③１６：００～２０：００

国立市泉３－３０－５ 生活支援員 ○知的・身体障害者の生活支援業務 18 月給制 ①８：００～１７：００

わかばの家 （食事配ぜん、食事介助、排せつ介助、移乗、
入浴介助等） ～ １８８，５００円 ③１１：００～２０：００

13170-31432091 正社員 ＊施設定員は５０名です。 44 ～２６９，０００円
③１５：３０～０９：３０
③は休憩１２０分あり

国立市泉３－３０－５ 生活支援員 ○知的・身体障害者の生活支援業務 月給制 ①８：００～１7：００

社会福祉法人　睦月会
わかばの家 （食事配ぜん、食事介助、排せつ介助、移乗、

入浴介助等）
１８歳
以上

２１６，８４０円 ③１１：００～２０：００

13170-31278891 非常勤（契約） ＊施設定員は５０名です。
③１５：３０～０９：３０
③は休憩１２０分あり

国立市泉３－３０－５ 生活支援員 ○知的・身体障害者の生活支援業務 時給制
②８：００～１７：００
②１１：００～２０：００

わかばの家 （食事配ぜん、食事介助、排せつ介助、移乗、
入浴介助等） １，０５０円

③８：００～１２：００
又は８：００～２０：００

13170-31433391 パート ＊施設定員は５０名です。
の間の４時間以上

資格不問

就業時間②は休憩時間あり。
※制服貸与：無／就業場所：禁煙

資格不問

※勤務日、時間応相談、できれば９時～１４時

不問

13

経験不問（福祉施設での実務経験あれば尚可）

資格不問（社会福祉士、介護福祉士、精神保健福
祉士あれば尚可）

※就業時間はシフト制

国立市 福祉のしごと相談・面接会　（６ページ）
必要な経験・資格等

日時：令和元年８月２１日（水）
　　　　　　　　　　１３：３０～１６：００
場所：くにたち福祉会館
　　　　　　　　　　４階大ホール

12

国立市青柳１－３４－３
１Ｆすうえる　２Ｆとれいる
国立市富士見台２－４２－１４
２Ｆはじめの一歩ハウス
３Ｆミラハウス

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）
入居者６名　２０～５０代　男性４名　女性２名
主に知的障害を持つ方への対応となります。
未経験の方も丁寧に指導いたします。スタッフ
と一緒に働く形です。
資格取得補助もあります。

不問

経験不問

資格不問

<賃金例示＞
月額２２９，０２０円～２４９，７００円

経験不問

経験不問


