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番号 事業所名/求人番号 職  種 雇用形態 年  齢
採用
人数

就業時間 賃 金（円） 資格/免許/経験
休日／
週休2日

変形労働（１ヶ月）

2 （１）08時45分～17時20分 他
人 （２）16時30分～09時30分 その他

（３）07時00分～15時35分

2 変形労働（１ヶ月） 他
人 （１）08時00分～16時35分 毎週

（２）08時45分～17時20分

（１）08時30分～16時00分

4 （２）08時45分～16時15分

人 （３）09時10分～16時40分 日祝他
（４）10時30分～18時00分 毎週
（５）10時30分～18時30分

シフト制　　　週３日程度

変形労働（１年）

3 （１）08時00分～16時45分 土日祝他
人 （２）08時30分～17時15分 その他

2 （１）08時00分～09時45分 土日祝他
人 （２）15時25分～17時10分 毎週

週4日

変形労働（１年）

1 （１）07時00分～16時00分 日祝他
人 （２）08時00分～17時00分 その他

（３）09時00分～18時00分

1 07時00分～19時00分 日祝他
人 の間の４時間～５時間 毎週

週3日以上

変形労働（１ヶ月）

2 （１）07時00分～16時00分 他
人 （２）08時30分～17時30分 その他

（３）11時00分～20時00分

変形労働（１ヶ月）

2 （１）07時00分～16時00分 他
人 （２）08時30分～17時30分 その他

（３）11時00分～20時00分

（１）07時00分～16時00分

2 （２）08時30分～17時30分 他
人 （３）11時00分～20時00分 毎週

週2日以上

就業場所

６４歳
以下

桜ヶ丘社会事業協会
桜ヶ丘延寿ホーム

介護職員　１
１８歳
以上

13200-20484171

社会福祉法人　東京すみれ会 介護職2
小規模多機能ホーム

すみれ

介護職員初任者研修
（ヘルパー２級）以上

多摩市連光寺

多摩市乞田

正社員

正社員
ヘルパー２級又は介護福祉士

普通自動車免許（ＡＴ車可）
あれば尚可

13200-20474271

桜ヶ丘社会事業協会
桜ヶ丘延寿ホーム

介護職員　2 正社員 多摩市連光寺
１８歳
以上

介護職員初任者研修
（ヘルパー２級）以上

13200-20485071

桜ヶ丘社会事業協会
桜ヶ丘延寿ホーム

介護職員　3 パート 多摩市連光寺
不問 介護職員初任者研修

（ヘルパー２級）以上
13200-20486371

社会福祉法人　啓光福祉会
啓光えがお 生活支援員 契約職員 多摩市南野

１８歳
以上

不問
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

あれば尚可13200-20483971

社会福祉法人　啓光福祉会
啓光えがお 運転手 パート 多摩市南野 不問 普通自動車免許

（ＡＴ限定可）
13200-20482271

保育士 正社員 多摩市諏訪
１８歳
以上 保育士

13200-19519971

社会福祉法人　すこやか会
のびのびっこ保育園 保育士 パート 多摩市諏訪 不問 保育士

13200-19520371

社会福祉法人　東京すみれ会 介護職1
グループホーム
すみれの里乞田

正社員 多摩市乞田
６４歳
以下

ヘルパー２級又は介護福祉士
普通自動車免許（ＡＴ車可）

あれば尚可
13200-20477071

1-1

1-2

1-3

2-1

2-2

3-1

3-2

4-1

175,400円～　219,300
円

175,400円～　219,300
円

980円～1,030円

172,380円～
175,440円

960円～960円

182,600円～
276,000円

1,050円～1,130円

177,040円～
218,480円

社会福祉法人　すこやか会
のびのびっこ保育園

4-2

パート 多摩市乞田 不問

ヘルパー２級又は介護福祉士
あれば尚可

普通自動車免許（ＡＴ車可）
あれば尚可13200-20478371

960円～1,050円

177,040円～
218,480円

（４）10時15分～18時50分

（４）10時15分～19時15分

4-3
社会福祉法人　東京すみれ会 介護職3

（無資格者応募可）
グループホーム
すみれの里乞田
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番号 事業所名/求人番号 職  種 雇用形態 年  齢
採用
人数

就業時間 賃 金（円） 資格/免許/経験
休日／
週休2日

就業場所

（１）07時00分～16時00分

2 （２）08時30分～17時30分 他
人 （３）11時00分～20時00分 毎週

週2日以上

変形労働（１ヶ月）

3 （１）09時00分～17時45分 他
人 （２）07時00分～15時45分 その他

（３）11時30分～20時15分

3 09時00分～17時45分の間の 他
人 4時間以上　　　　　　週1日～5日 毎週

変形労働（１ヶ月）

3 （１）09時00分～17時45分 他
人 （２）07時00分～15時45分 その他

（３）11時30分～20時15分

3 09時00分～17時45分の間の 他
人 4時間以上　　　　　　週1日～5日 毎週

変形労働（１ヶ月）

3 （１）09時00分～17時45分 他
人 （２）16時15分～01時00分 その他

（３）00時30分～09時15分

変形労働（１ヶ月）

2 （１）07時00分～15時45分 他
人 （２）12時15分～21時00分 その他

（３）15時00分～10時00分

2 09時00分～17時45分の間の 他
人 6時間以上　　　週2日～3日程度 毎週

変形労働（１ヶ月）

1 15時00分～10時00分 他
人 週2日～4日程度 毎週

変形労働（１ヶ月）

1 （１）08時00分～16時45分 土日祝
人 （２）08時30分～17時15分 毎週

（３）09時00分～17時45分

稲城市坂浜

１８歳
以上

普通自動車運転免許
（AT限定可)

多摩市永山正社員

パート

正社員

正社員

パート
不問

普通自動車運転免許
(AT限定可)あれば尚可

介護福祉士

13200-20607271

社会福祉法人　正夢の会 生活支援員
RUE大丸

13200-20609171

看護師・准看護士

不問稲城市大丸パート 1,050円～1,400円

1,100円～1,100円

188,375円～　305,875
円

1,100円～1,100円

208,077円～　358,749
円

184,000円～248,050
円

960円～1,250円

13200-20608971

社会福祉法人　正夢の会 生活支援員
パサージュいなぎ

不問

社会福祉法人　正夢の会
生活支援員

保育士 不問

社会福祉法人　正夢の会

13200-20393871

13200-20404571

社会福祉法人 日本心身障害児協会
島田療育センター

１８歳～４
０歳

介護職4
（無資格者応募可）
小規模多機能ホーム

すみれ

パート 多摩市乞田
13200-20479671

多摩市中沢5-3

13200-20417971

１８歳～３
５歳

社会福祉法人 日本心身障害児協会
島田療育センター 保育士

１８歳～６
２歳

生活支援員
パサージュいなぎ

13200-20610671

普通自動車運転免許
（AT限定可)

13200-20408271

保育士

社会福祉法人 日本心身障害児協会
島田療育センター 看護師

１８歳
以上

多摩市中沢

多摩市中沢

保育士

稲城市坂浜

正社員

5-1
社会福祉法人 日本心身障害児協会
島田療育センター 介護福祉士 正社員 多摩市中沢

１８歳～６
２歳 介護福祉士

13200-20606871

ヘルパー２級又は介護福祉士
あれば尚可

普通自動車免許（ＡＴ車可）
あれば尚可

960円～1,050円

188,375円～　305,875
円

5-4

5-5

6-1

社会福祉法人　東京すみれ会
不問

5-2
社会福祉法人 日本心身障害児協会
島田療育センター 介護福祉士 パート 多摩市中沢 不問

4-4

6-2

6-3

6-4 184,000円～248,050
円
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番号 事業所名/求人番号 職  種 雇用形態 年  齢
採用
人数

就業時間 賃 金（円） 資格/免許/経験
休日／
週休2日

就業場所

1 09時00分～16時45分 他
人 週２日～5日程度 毎週

4 （１）07時00分～16時00分 他
人 （２）07時30分～16時30分 毎週

（３）07時45分～16時45分

変形労働（１ヶ月）

1 （１）08時00分～17時00分 日他
人 （２）08時30分～17時30分 その他

（３）09時00分～18時00分

1 07時30分～18時00分 他
人 の間の5時間～8時間 毎週

週3日以上

2 09時00分～17時00分 他
人 の間の3時間程度 毎週

週1日以上

1 07時30分～18時00分 日他
人 の間の5時間～８時間程度 毎週

週3日以上

変形労働（１ヶ月）

1 （１）07時00分～16時00分 他
人 （２）09時30分～18時30分 毎週

（３）10時30分～19時30分

（４）17時00分～翌10時00分

1 交替制 祝他
人 （1）08時45分～17時45分 毎週

（2）08時00分～１7時00分

変形労働（１ヶ月）

4 （１）07時00分～16時00分 他
人 （2）09時30分～18時30分 毎週

（3）10時30分～19時30分

（４）17時00分～10時00分

交替制　　　　　　　　週3日以上

1 09時00分～18時00分 日他
人 交替制　　　　　　　　週3日以上 毎週

正社員 多摩市和田

パート 多摩市和田 不問

13200-19637771

介護職 正社員 多摩市山王下
１８歳～
５９歳

不問
介護福祉士あれば尚可

介護職員初任者研修（ヘル
パー２級）以上、介護福祉士の

どちらか

多摩市和田 不問
不問

介護職員初任者研修及び
ヘルパー２級以上優遇13200-19636471

13200-20419071

多摩市永山パート

社会福祉法人　大和会
特別養護老人ホーム和光園 介護スタッフ パート 多摩市和田 不問

13200-19635571

社会福祉法人　大和会
多摩市和光園ケアセンター ヘルパー

不問

不問
社会福祉法人　正夢の会

生活支援員 不問

13200-19633371

不問
介護福祉士尚可

社会福祉法人　大和会
特別養護老人ホーム和光園 介護職員 多摩市和田正社員

正看護師免許
（准看護師不可）

不問
介護職員初任者研修（ヘル

パー２級）、介護福祉士あれば
尚可13200-19634671

社会福祉法人　楽友会

社会福祉法人　大和会
多摩市和光園ケアセンター デイサービス

介護職員
パート

社会福祉法人　楽友会
看護師 正社員

介護福祉士
13200-20492171

作業療法士
13200-20490271

13200-20491971

社会福祉法人　楽友会

介護職 パート 多摩市山王下
１８歳
以上

介護職員初任者研修以上
介護福祉士あれば尚可

13200-20489471

社会福祉法人　楽友会 作業療法士
（ＯＴ）

パート 多摩市山王下 不問

6-5

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

960円～1,250円

163,492円～  297,814
円

163,500円～297,800
円

8-1

8-2

8-3

8-4

多摩市山王下
５９歳
以下

１８歳
以上

1,000円～1,050円

社会福祉法人　大和会
多摩市和光園ケアセンター デイサービス

介護職員

1,460円～ 1,760円

970円～1,000円

189,346円～
298,946円

228,957円～
328,257円

1,600円～ 1,600円

1,060円～1,100円
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番号 事業所名/求人番号 職  種 雇用形態 年  齢
採用
人数

就業時間 賃 金（円） 資格/免許/経験
休日／
週休2日

就業場所

　
2 09時00分～18時00分 他
人 の間の8時間程度 毎週

週3日以上

2 07時00分～20時00分 他
人 の間の8時間程度 毎週

週3日以上

変形労働（１ヶ月）

2 （１）09時00分～18時00分 他
人 （２）17時00分～10時00分 毎週

※（２）は休憩120分

変形労働（１ヶ月）

2 （１）07時00分～16時00分 他
人 （２）09時00分～18時00分 毎週

（３）11時00分～20時00分

変形労働（１ヶ月）

2 （１）09時00分～19時00分 他
人 （２）19時00分～09時00分 毎週

週1日以上

1 09時00分～19時00分 日祝他
人 の間の8時間 毎週

早番・遅番のシフト制

2 08時00分～23時00分 他
人 の間の4時間以上 毎週

シフト制　　　　　週3日～5日

1 09時00分～19時00分 他
人 の間の5時間以上 毎週

シフト制　　　　　週3日～5日程度

1 11時00分～20時00分 他
人 の間の5時間以上 毎週

週3日～5日

1 （１）07時00分～16時00分 土日祝他
人 （２）08時00分～17時00分 毎週12-1

特定非営利活動法人　どんぐりパン
栄養士 非常勤職員 多摩市貝取 不問

栄養士
普通自動車運転免許

（AT限定可)
PC基本操作（ワード・エクセル）13200-19629771

164,046円～
164,046円

11-4
特定非営利活動法人
多摩草むらの会

生活支援
グループホーム

多摩草むら
パート 多摩市鶴牧 不問 福祉関係の資格を有す方

生活支援等の経験あれば尚可
13200-20459171

960円～ 1,100円

11-3
特定非営利活動法人
多摩草むらの会 生活支援

「布や　夢うさぎ」
パート 多摩市落合 不問

福祉関係の資格を有す方
生活支援、縫製作業経験あれ

ば尚可
13200-20458971

960円～1,100円

11-2
特定非営利活動法人
多摩草むらの会 レストランフロア

担当・生活支援 パート 多摩市落合
１８歳
以上

福祉関係の資格を有す方
飲食店経験あれば尚可

13200-20460671

960円～ 1,100円

11-1
特定非営利活動法人
多摩草むらの会 レストランフロア

担当・生活支援 正社員 多摩市貝取 不問 福祉関係の資格を有す方
飲食店経験あれば尚可

13200-20457271

219,250円～
294,500円

１０
特定非営利活動法人
コミュニティーネットワーク 訪問介護員 パート 多摩市鶴牧

１８歳
以上

ヘルパー2級（又は重度訪問
介護者)以上が望ましい

13200-19452871

1,010円～1,570円

看護師免許
准看護師免許

13200-19702871

9-4
医療法人社団　珠光会
介護老人保健施設　聖の郷 介護士 正社員 多摩市連光寺

１８歳
以上

不問
初任者研修・ヘルパー2級以上が

望ましい13200-19703271

155,680円～
225,840円

9-3
医療法人社団　珠光会
介護老人保健施設　聖の郷 看護師 正社員 多摩市連光寺

１８歳
以上

13200-19700471

不問
13200-19701771

医療法人社団　珠光会
介護老人保健施設　聖の郷 看護師 パート 多摩市連光寺 不問 看護師免許

准看護師免許

9-2

9-1

医療法人社団　珠光会
介護老人保健施設　聖の郷 介護士 パート 多摩市連光寺 不問

1,700円～ 1,750円

960円～1,200円

210,100円～
299,180円
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番号 事業所名/求人番号 職  種 雇用形態 年  齢
採用
人数

就業時間 賃 金（円） 資格/免許/経験
休日／
週休2日

就業場所

1 09時00分～17時00分 日祝他
人 週3日 毎週

1 （１）09時30分～13時00分 月祝他
人 （２）12時30分～16時00分 毎週

交替制　　　週3日～4日

1 （１）07時00分～12時00分 土日祝
人 （２）12時00分～16時00分 毎週

（１）又は（２）の勤務　　　週5日

（１）15時00分～19時00分

2 （２）10時00分～16時00分 土日祝他
人 （３）11時45分～18時30分 毎週

週1日～5日

変形労働（１ヶ月）

3 （１）10時00分～18時00分 他
人 （２）22時00分～09時00分 その他

※（２）は休憩２時間

4 00時00分～23時59分 他
人 の間の5時間以上 その他

夜勤あり　　　　週2日以上

（１）07時00分～09時00分

1 （２）17時00分～20時00分 日祝他
人 又は7:30～20:00の間の 毎週

4時間程度　　　　　　週4日～5日

1 07時30分～20時30分 他
人 の間の8時間 毎週

1 （１）08時00分～17時00分 土日祝
人 （２）08時30分～17時30分 毎週

※就業時間は選択可

1 09時00分～16時00分 日祝他
人 週5日 毎週15-4

アイラム　株式会社
給食調理 パート 多摩市鶴牧 不問 調理師、又は栄養士あれば尚可

経験あれば尚可

13200-19628471

960円～1,050円

15-3
アイラム　株式会社

栄養士 正社員 多摩市鶴牧
６４歳
以下 栄養士資格

13200-19625371

190,000円～
250,000円

15-2
アイラム　株式会社 保育士

保育補助
正社員 多摩市鶴牧

６４歳
以下

保育士資格または看護師免許
（正・准いずれか)

13200-19626671

200,000円～
275,000円

15-1
アイラム　株式会社 保育士

保育補助
パート 多摩市鶴牧 不問

不問
保育士資格または看護師免許
（正・准いずれか)あれば尚可13200-19627571

1,000円～1,250円

14-2
特定非営利活動法人　まくら木 介護職員

（障害者施設と訪
問介護）

パート 多摩市諏訪
１８歳
以上 不問

13200-19715371

1,300円～1,300円

14-1
特定非営利活動法人　まくら木 コーディネーター兼

介護職員 正社員 多摩市諏訪
１８歳～４

４歳 不問
13200-19718471

225,000円～
225,000円

13
特定非営利活動法人　ハーモニー 放課後等デイ

サービス利用者
の指導

パート 多摩市聖ヶ丘 不問 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

13200-20437571

960円～960円

12-4
特定非営利活動法人　どんぐりパン

調理員 パート 多摩市貝取 不問 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

13200-19632071

958円～ 958円

12-3
特定非営利活動法人　どんぐりパン

生活支援員 パート 多摩市鶴牧 不問 不問
13200-19631171

958円～ 958円

12-2
特定非営利活動法人　どんぐりパン

相談支援員 パート 多摩市貝取 不問
相談支援専門員

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）13200-19630971

1,200円～ 1,500円
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番号 事業所名/求人番号 職  種 雇用形態 年  齢
採用
人数

就業時間 賃 金（円） 資格/免許/経験
休日／
週休2日

就業場所

2 変形労働（１年） 日祝他
人 08時00分～17時00分 その他

変形労働（１年）

1 07時00分～20時15分の間の 日祝他
人 ８時間程度 その他

シフト制　早番・遅番

変形労働（１年）

1 07時00分～20時15分の間の 日祝他
人 ６時間以上 毎週

シフト制　早番・遅番

3 09時00分～15時00分 日祝他
人 週5日程度 毎週

（１）08時00分～15時00分

2 （２）09時00分～16時00分 日他
人 （３）16時00分～19時00分 毎週

　　　　　　　（３）は休憩なし

週3日以上

（１）08時00分～17時00分

1 （２）09時00分～18時00分 日他
人 （３）08時30分～13時00分 その他

又は8:00～18:00の間の4時間以上

（１）08時30分～17時30分

2 （２）08時30分～13時00分 他
人 （３）13時00分～17時30分 毎週

又は8:30～18:00の間の5時間程度

週2日以上

2 09時00分～18時00分 日祝
人 ※希望があれば相談に応じます。 毎週

週1日以上

（１）08時00分～17時00分

2 （２）09時00分～18時00分 日他
人 又は8:00～18:00の間の その他

4時間以上　　　　　　週1日～5日

変形労働（１ヶ月）

1 （１）08時00分～14時00分 他
人 （２）13時00分～21時00分 毎週

（３）18時00分～01時00分

又は07:00～01:00の間の

８時間程度　　　　　　週４日程度

１８
株式会社　Live　universe

訪問介護員 パート 多摩市愛宕 不問 不問
13200-19590771

1,200円～1,300円

17-5
株式会社　シルバーアシスト

介護スタッフ パート 多摩市落合 不問

・初任者研修（旧ヘルパー2級）
以上、または介護福祉士
・普通自動車運転免許

（ＡＴ限定可）13200-19509871

1,150円～1,200円

17-4
株式会社　シルバーアシスト ホームヘルパー

（訪問介護) パート 多摩市落合 不問 ヘルパー2級、または介護職員
初任者研修修了者以上

13200-19506571

1,350円～1,920円

17-3
株式会社　シルバーアシスト 介護職員

（デイサービス) パート 多摩市諏訪 不問 不問
13200-19496971

1,100円～1,100円

17-2
株式会社　シルバーアシスト

介護員
（デイサービス) パート 多摩市関戸 不問

不問
（初任者研修資格をお持ちの

方優遇）13200-19494871
週2～3日

1,100円～1,200円

17-1
株式会社　シルバーアシスト 介護員

（無資格者）
パート 多摩市落合 不問

6ヶ月以上の経験が必要です。
（初任者研修以上の資格をお持ち

の方は不問）
13200-19492471

1,100円～1,100円

16-3
株式会社　ウィズチャイルド

保育士
短時間
正社員

多摩市関戸
１８歳
以上 保育士

13200-19832771
土曜勤務有

146,880円～　195,840
円

16-2
株式会社　ウィズチャイルド

保育士 正社員 多摩市東寺方
１８歳
以上 保育士

13200-19831471
土曜勤務有

205,000円～　250,000
円

16-1
株式会社　ウィズチャイルド 調理師

栄養士
正社員

多摩市一宮
多摩市関戸

１８歳
以上

栄養士・調理師いずれか
栄養士・調理師・集団給食

の経験者歓迎
13200-19830571

213,000円～　250,000
円

16-4
株式会社　ウィズチャイルド

看護師 パート 多摩市東寺方 不問 1,500円～1,700円 看護師又は準看護師
13200-19833871
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番号 事業所名/求人番号 職  種 雇用形態 年  齢
採用
人数

就業時間 賃 金（円） 資格/免許/経験
休日／
週休2日

就業場所

3 09時00分～18時00分 土日他
人 毎週

3 09時00分～18時00分 土日祝他
人 週1日～5日 毎週

19-1
合同会社　敬愛倶楽部

訪問介護 正社員 多摩市南野 不問
介護職員初任者研修修了者
介護職員実務者研修修了者

介護福祉士のいずれか
13200-19921871

200,000円～
250,000円

19-2
合同会社　敬愛倶楽部

訪問介護 パート 多摩市南野
不問

1,000円～2,000円
介護職員初任者研修修了者
介護職員実務者研修修了者

介護福祉士のいずれか
13200-19922271
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