
法人名 就業場所 募集職種 雇用形態 年齢 資格 賃金(円)
社会福祉法人紫苑の会 金森東1－24－16（アイリス） 障がい者支援員 パート労働者 不問 普通自動車免許 時給1,020～ 13190 7226091

障がい者支援員 パート労働者 不問 普通自動車免許 時給1,020～ 13190 7227391

金森7－18－2（第２シャロームの家）
金森東1－25－20（シャロームの家）

社会福祉法人富士福祉会 忠生2－31－14メゾンN＆B202（ふじ居住支援） 調理員 パート労働者 不問 不問 時給1,013円～ 13190 7362191
忠生2－31－14メゾンN＆B202（ふじ居住支援） 夜間支援 パート労働者 18歳以上 不問　※普通自動車免許あれば尚良い 時給1,250～ 13190 7365691

一般社団法人　あんべるどかねる 本町田3486藤の台団地1－50－101（黎音） 生活支援員・職業指導員 正社員 59歳以下 月給220,000～ 13190 7229991

一般財団法人ひふみ会 小野路町11－1（一二三学園） 障がい者ケアスタッフ 正社員 59歳以下 不問　※資格のある方優遇 月給175,800～ 13190 7356391
小野路町11－1（一二三学園） 障がい者ケアスタッフ パート労働者 不問 不問 時給1,020～ 13190 7357691

社会福祉法人共働学舎 小野路1733（湯舟共働学舎　他） 調理員 パート労働者 不問 不問　※普通自動車免許あれば尚可 時給1,100～ 13190 7230891
小野路1733（湯舟共働学舎） 調理員 正社員 59歳以下 普通自動車免許 月給237,200～ 13190 7231291
小野路1733（湯舟共働学舎） 生活支援員 正社員 59歳以下 普通自動車免許　※看護師資格あれば尚可 月給237,200～ 13190 7232591
小野路1733（湯舟共働学舎　他） 清掃員 パート労働者 不問 不問　※普通自動車免許あれば尚可 時給1,100～ 13190 7233191
小野路1733（湯舟共働学舎） 支援員 パート労働者 不問 時給1,100～ 13190 7234091

社会福祉法人東京援護協会 図師町2987（町田荘） 生活支援員 正社員 18歳～59歳 月給182,200～ 13190 7224591

図師町2987（町田荘） 調理職員 正社員 59歳以下 調理師免許または栄養士資格 月給170,300～ 13190 7223291
介護職員 正社員 59歳以下 月給172,300～ 13190 7222891

看護師 正社員 59歳以下 看護師・准看護師 月給203,200～ 13190 7221791
株式会社ライフサポートめぐみ 正社員 59歳以下 月給225,000～ 13190 7353591

高ヶ坂3－1－1（デイサービスめぐみの家） リハ型デイサービスの介護職 パート労働者 不問 不問　※普通自動車免許あれば尚可 時給1,050～ 13190 7354191

サービス管理責任者研修修了者または
サービス管理責任者に必要な実務経験、
資格等を有する方。普通自動車免許

不問　※普通自動車免許あれば尚可、
フォークリフト免許あれば尚可

普通自動車免許、ヘルパー１級または実
務研修終了、介護福祉士いずれか

町田市福祉のしごと相談・面接会（2019/10/5)求人一覧表
求人番号

障がい者支援員 正社員以外 不問 普通自動車免許 月給167,000～ 13190 7228691

不問　※介護福祉士資格または社会福祉
士資格あれば尚可

不問　※介護福祉士・初任者研修終了等
あれば尚可

金森7－18－2（第２シャロームの家）
金森東1－25－20（シャロームの家）

図師町2987（特別養護老人ホームサルビア
荘）

原町田5－8－9（ヘルパーステーションめぐ
み）

訪問介護サービスコーディ
ネーター

2019.10/2



施設での介護業務 パート労働者 不問 時給1,013～ 13190 7087991

旭町一丁目23－2生活クラブまちだ１階 訪問介護 パート労働者 不問 時給1,200～ 13190 7089791

社会福祉法人竹清会 小山ヶ丘１－２－９（美郷、花美郷） 介護職 正社員 59歳以下 月給204,000～ 13190 7284391

デイサービス介護職 正社員 59歳以下 月給206,000～ 13190 7286991

小山ヶ丘１－２－９（美郷） 看護師 正社員 59歳以下 正・准看護師 月給287,000～ 13190 7288791
小山ヶ丘１－２－９（美郷、花美郷） ケアワーカー パート労働者 59歳以下 不問 時給1,150～ 13190 7289891
小山ヶ丘１－２－９（美郷）

森野１－３４－１０　２階(森野ステーショ
ン）

ヘルパー（訪問介護員） パート労働者 59歳以下
介護職員初任者研修修了者、ホームヘル
パー２級以上、普通自動車免許あれば尚
可

時給1,450～ 13190 7291091

成瀬台3丁目15－19 デイサービスのドライバー パート労働者 不問 普通自動車免許 時給1,013～ 13190 7416891
デイサービスの介護及びサポート パート労働者 不問 普通自動車免許 時給1,030～ 13190 7415791

社会福祉法人友愛十字会 図師町989（友愛荘） 看護師 パート労働者 不問 正看護師 時給1,800～ 13190 7304591
看護師 正社員 59歳以下 正看護師 月給212,900～ 13190 7305191
介護職員 パート労働者 不問 時給1200～ 13190 7306091

介護職員 正社員 59歳以下 月給218,300～ 13190 7309991

生活相談員 正社員 59歳以下 月給175,080～ 13190 7312591

社会福祉法人嘉祥会 下小山田町2729－2（ぬくもりの園） 介護職員 正社員 59歳以下 月給176,000～ 13190 7243391

夜間介護職員 パート労働者 18歳以上 時給1,270～ 13190 7244691

夜間介護職員 正社員外 18歳以上 月給175,680～ 13190 7245991

ショートステイ介護職 正社員 59歳以下 月給176,000～ 13190 7246491

介護職員（グループホーム） 正社員外 不問 月給149,205～ 13190 7247791

社会福祉士・介護支援専門員・精神保健福祉士・介
護福祉士・社会福祉主事（いずれか１つ以上）

介護職員初任者研修終了、ヘルパー２級以
上。普通自動車免許あれば尚可

介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー
２級以上

介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー
２級以上

介護職員初任者研修終了、ヘルパー２級以
上。普通自動車免許あれば尚可

特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあ
い町田たすけあいワーカーズ

ヘルパー2級、初任者研修終了、介護福祉
士あれば尚可。普通自動車免許

介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー
２級資格　※無資格の方は資格取得支援有

介護福祉士もしくはヘルパー２級、介護職員
基礎研修、介護職員実務者研修、自動車免許

不問　※介護職員初任者研修終了、ヘルパー
２級以上、普通自動車免許あれば尚可

特定非営利活動法人町田市つながりの開DAYS
BLG！

小川3－2－3（小規模多機能型居宅介護たす
けあい小川）

ヘルパー2級、初任者研修終了、介護福祉
士あれば尚可。

小山ヶ丘１－２－９（リハビリデイサービス
花美郷、花美郷デイサービス）

介護福祉士、ヘルパー２級、介護職員初任者
研修のいずれか

介護福祉士、ヘルパー２級、介護職員初任者
研修のいずれか



社会福祉法人みどり福祉会 介護スタッフ パート労働者 不問 不問　※介護職員初任者研修修了あれば尚可 時給1,090～ 13190 7240591
介護スタッフ 正社員外 18歳以上 介護職員初任者研修終了の有資格者 月給178,978～ 13190 7241191
介護職員（夜勤専門） パート労働者 18歳以上 介護職員初任者研修終了の資格以上の方 時給1,090～ 13190 7242091

社会福祉法人永寿会 介護職員 正社員 18歳～59歳 ヘルパー2級または介護福祉士 月給184,200～ 13190 7248891

社会福祉法人天寿園会 相原町2311－1（特別養護老人ホーム椿） 介護職員 正社員 64歳以下 不問 13190 7336891
介護職員 パート労働者 不問 不問

月給175,000～
時給1,013～ 13190 7337291

社会福祉法人賛育会 金井7－17－13（清風園） 介護員（デイサービス） パート労働者 不問 時給1,030～ 13190 7297891

介護員（特別養護老人ホーム） 正社員 64歳以下 月給192,000～ 13190 7298291

グループホーム介護業務 正社員外 不問 月給220,000～ 13190 7299591

介護員（訪問介護）夜勤専従 パート労働者 18歳以上 介護福祉士・普通自動車運転免許 時給1,200～ 13190 7300491
パート労働者 不問 時給1,260～ 13190 7296791

社会福祉法人合掌苑 正看護師 正社員 不問 看護師 月給341,040～ 13190 7341991

金森東3－18－16（居宅介護支援事業所） 正社員 不問 月給277,480～ 13190 7338591

金森東3－18－16（訪問介護支援事業所） ホームヘルパー 正社員 不問 実務者研修修了 月給217,000～ 13190 7339191
金森東3－18－16（合掌苑） 一般介護職（ホームヘルパー） 正社員 不問 不問 月給206,400～ 13190 7340691
横浜市瀬谷区五貫目町10－38（輝の杜） 正看護師 正社員 不問 看護師 月給341,040～ 13190 7342491

社会福祉法人芙蓉会 南町田5－16－1（総合福祉ホーム芙蓉園） 洗濯及び介護間接業務 パート労働者 不問 不問 時給1,013～ 13190 7411391
介護員 正社員 59歳以下 月給180,060～ 13190 7405991

相談員 正社員 59歳以下 月給172,500～ 13190 7404691

看護師 正社員 59歳以下 正看護師 月給251,930～ 13190 7403391
介護員（ショートステイ） 正社員 18歳～59歳 不問 月給180,560～ 13190 7402091

アースサポート株式会社 森野3丁目20番5号（アースサポート町田） 訪問入浴オペレーター 正社員 不問 普通自動車免許 月給252,000～ 13190 7092091
訪問入浴ヘルパー 正社員 59歳以下 不問 月給219,500～ 13190 7094691
サービス提供管理責任者 正社員 不問 月給236,500～ 13190 7095991

ホームヘルパー 正社員 不問 月給213,300～ 13190 7103091

ホームヘルパー パート労働者 不問 時給1,360～ 13190 7105691

不問　※初任者研修終了・ヘルパー２級
以上もしくは介護福祉士あれば尚可

介護福祉士、ヘルパー1級、介護職員基礎研修
修了、介護職員実務者研修のいずれか必須

高ヶ坂5－26－19（特別養護老人ホーム高ヶ
坂ひかり苑）

忠生1－2－7（特別養護老人ホームかりん・
町田）

初任者研修終了、ヘルパー２級以上もし
くは介護福祉士

初任者研修終了、ヘルパー２級以上もし
くは介護福祉士

初任者研修終了、ヘルパー２級以上。普
通自動車免許

ヘルパーステーションの訪
問介護

金森東3－18－16（特別養護老人ホーム合掌
苑桂寮）

居宅介護支援事業所ケアマ
ネジャー

不問　※普通自動車免許尚可、介護福祉
士尚可

ホームヘルパー2級または介護職員初任者
研修修了以上のいずれか

ホームヘルパー2級または介護職員初任者
研修修了以上のいずれか

介護支援専門員（必須）、主任介護支援
専門員あれば尚可

社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉
主事のいずれか



株式会社日本アメニティライフ協会花物語まちだ 山崎町1230－2（花物語まちだ） 介護職員 パート労働者 18歳以上 不問　※初任者研修、ヘルパー2級あれば尚可 時給1,013～ 13190 7236691
介護職員 正社員外 18歳以上 初任者研修、ヘルパー2級以上 月給190,000～ 13190 7237991

社会福祉法人福音会 野津田町1932（特別養護老人ホーム福音の家） ケアワーカー パート労働者 不問 時給1,013～ 13190 7375491

野津田町1932 介護給付事務職員 パート労働者 不問 普通自動車免許 時給1,013～ 13190 7376791
野津田町1932 厨房（調理補助） パート労働者 不問 不問 時給1,020～ 13190 7377891
鶴川2－14－23（ふくいんヘルパーステーション） サービス提供責任者 正社員 64歳以下 介護福祉士 月給229,350～ 13190 7378291
野津田町1932（特別養護老人ホーム福音の家） ケアワーカー 正社員 18歳～64歳 月給195,000～ 13190 7379591

社会福祉法人七五三会 木曽西3－23－7（デイサービス木曽） 調理 パート労働者 不問 不問 時給1,013～ 13190 7371091
木曽西3－23－7（デイサービス木曽） 介護職 パート労働者 不問 不問 時給1,013～ 13190 7372391
原町田5－1－12（デイサービスいづみの里） 送迎ドライバー パート労働者 不問 普通自動車免許 時給1,200～ 13190 7373691
原町田5－1－12（デイサービスいづみの里） 介護職 正社員 不問 月給181,300～ 13190 7374991

原町田3－19－6（なごみ第二保育園） 13190
原町田5－1－5（なごみ保育園） 13190
原町田3－19－6（なごみ第二保育園） 13190
原町田5－1－5（なごみ保育園） 13190
原町田3－19－6（なごみ第二保育園） 13190
原町田5－1－5（なごみ保育園） 13190
原町田3－19－6（なごみ第二保育園） 13190
原町田5－1－5（なごみ保育園） 13190

特定非営利活動法人町田市学童保育クラブの会 町田市内13学童保育クラブのいずれか 学童保育指導員 正社員 59歳以下 月給180,000～ 13190 7355091

特定非営利活動法人空の翼　 南成瀬6－1－1（ウィングまちだ成瀬） 正社員 不問 月給210,000～ 13190 7360291

正社員 不問 月給250,000～ 13190 7361591

医療法人社団三医会 三輪町1059－1（鶴川記念病院） 介護職員 パート労働者 不問 時給1,020～ 13190 7332691

看護師 正社員 18歳～59歳 看護師 月給286,500～ 13190 7331391
介護職員 正社員 18歳～59歳 月給207,500～ 13190 7333991

作業療法士 正社員 59歳以下 作業療法士。普通自動車免許あれば尚可 月給276,250～ 13190 7334491
理学療法士 正社員 59歳以下 理学療法士。普通自動車免許あれば尚可 月給276,250～ 13190 7335791

介護福祉士、ヘルパー１級・２級、介護初任
者研修修了・実務者研修修了のいずれか

介護福祉士、ヘルパー１級、実務者研修修
了、ヘルパー2級、初任者研修修了のいずれか

介護職員初任者研修修了、介護職員基礎研修
課程修了者、実務経験者いずれか

7345291

事務職（産休代替） 正社員外 不問 不問 月給179,300 7346591

栄養士 正社員 不問 栄養士 月給192,300～

7343791

保育士 パート労働者 時給1,100～ 7344891

保育士 正社員 不問 保育士 月給194,300～

不問 保育士

介護職員初任者研修修了・介護福祉士が
あれば尚可

介護職員初任者研修修了・介護福祉士が
あれば尚可

保育士、児童指導員または障がい者福祉経験
２年以上、普通自動車免許

児童発達支援管理責任者に必要な福祉資格、
普通自動車免許

放課後等の児童発達支援管
理責任者

放課後等デイサービスの療
育担当

保育士、幼～高の教員免許、児童指導員、社
会福祉士、放課後児童支援員のいずれか



社会医療法人社団正志会 鶴間4－4－1（南町田病院） 介護福祉士 正社員 18歳以上 介護福祉士 月給175,000～ 13190 7410091
医療ソーシャルワーカー 正社員 59歳以下 社会福祉士 月給185,000～ 13190 7409291
SE 正社員 59歳以下 不問 月給205,000～ 13190 7408891
医療事務作業補助者 正社員 59歳以下 月給175,000～ 13190 7407791

看護補助 正社員 59歳以下 不問 月給165,500～ 13190 7406491

※求人の詳細は、「相談・面接会」当日に配布する冊子にて、ハローワーク求人票をご確認ください。

不問　※医療事務作業補助研修の修了証
があれば尚可。
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