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№ 法人名 就業先施設・事業所名 所在地 職 種
雇用
形態

人
数

資 格 年齢 定年 求人番号

①-1
ホームヘルパー
訪問介護員

正社員 2 介護福祉士又は実務者研修修了者
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13010-61826092

①-2
ホームヘルパー
訪問介護員

パート 3
介護福祉士又はヘルパー１級、２級又は
実務者研修修了者

59歳
以下

60歳
再雇用あり

13010-61819392

②-1 特別養護老人ホーム　こまえ苑 介護職員（特養） パート 2 不問 不問 なし 13200-19286591

②-2 訪問介護事業所　こまえ苑 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、
解雇福祉士のいずれか

不問 なし 13200-19287191

②-3 高齢者デイサービスセンター　こまえ苑 運転手（デイサービス） パート 1 普通自動車運転免許（ＡＴ可） 不問 なし 13200-19288091

③-1 特養介護職員 正社員 1 介護職員初任者研修又は予定者
18歳
以上

なし 13200-19283791

③-2 特養介護職員 パート 2 不問 不問 なし 13200-19282491

③-3 通所介護職員 パート 1 介護職員初任者研修 不問 なし 13200-19279191

③-4 訪問介護/日勤 パート 4 介護職員初任者研修 不問 なし 13200-19276891

③-5 訪問介護/夜勤 パート 4 介護職員初任者研修
18歳
以上

なし 13200-21101291

④-1 グループホーム　わらく 狛江市西野川4-6-9 介護員 フルタイム 2 不問
18歳
以上

なし 13200-20842191

④-2 グループホーム　ゆらく 調布市布田6-51-1 介護員 フルタイム 2 不問
18歳
以上

なし 13200-20836391

④-3 グループホーム　わらく 狛江市西野川4-6-9 介護員（夜勤） パート 2 不問
18歳
以上

なし 13200-20845691

④-4 グループホーム　ゆらく 調布市布田6-51-1 介護員（日勤） パート 2 不問 不問 なし 13200-20839491

④-5 介護老人保健施設　いなほ 調布市染地2-34-21 介護員（日勤） パート 2 不問 不問 なし 13200-20846991

⑤-1 ラヴィーレ狛江 狛江市西野川3-4-3 ケアスタッフ 正社員 1 不問
18歳
～

64歳

65歳
再雇用あり

13040-37311092

⑤-2 介護スタッフ 正社員 1 不問
18歳
～

64歳

65歳
再雇用あり

13040-37320392

⑤-3 介護スタッフ パート 1 不問 不問 なし 13040-37322992

ＳＯＭＰＯケア株式会社

184,300円～205,800円

そんぽの家　狛江　介護付有料老人
ホーム

狛江市西野川2-4-1

184,300円～205,800円

1,020円～1,020円

医療法人社団 心身会

187,000円～200,750円

187,000円～200,750円

1,013円～1,013円

1,013円～1,013円

1,025円～1,025円

社会福祉法人 正吉福祉会 こまえ正吉苑 狛江市西野川2-27-23

228,000円～231,000円

1,239円～1,274円

1,139円～1,174円

1,389円～1,389円

1,389円～1,389円

社会福祉法人 狛江福祉会 狛江市岩戸南4-17-17

1,200円～1,310円

1,250円～1,800円

1,180円～1,180円

　

※詳細につきましては、求人票をご確認ください。

賃 金

特定非営利活動法人
医療福祉人材支援事業団

こまえケアサービス 狛江市中和泉1-9-10

230,000円～340,000円

1,400円～2,000円

Ｒ2年1月25日(土) 狛江市「福祉のしごと 相談・面接会」 求人一覧 
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⑥-1
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 介護スタッフ パート 5 初任者研修以上
59歳
以下

60歳
再雇用あり

27020-82301991

⑦-1 ケアクルー（介護職） パート 2 不問 不問 なし 14010-62936591

⑦-2 生活相談員 パート 1
社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事任用
いずれか必須
普通自動車運転免許（ＡＴ可）

不問 なし 14010-62949491

⑦-3 ケアドライバー（送迎職） パート 2 普通自動車運転免許（ＡＴ可） 不問 なし 14010-62952191

⑦-4 機能訓練指導員 パート 1 ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ、柔道整復師 不問 なし 14010-62943591

⑦-5 看護職 パート 1 正看護師、准看護士 不問 なし 14010-62954391

⑧-1 グループホームスタッフ 正社員 3 介護福祉士又は実務者研修修了
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13080-3652192

⑧-2 グループホームスタッフ パート 1 ヘルパー２級又は介護職員初任者研修
18歳
以上

なし 13080-3644192

⑧-3
グループホーム補助ス
タッフ

パート 1 不問 不問 なし 13080-3677992

⑧-4
訪問介護（ホームヘル
パー）

パート 3 ヘルパー２級又は介護職員初任者研修 不問 なし 13080-3671292

⑧-5 デイサービススタッフ パート 2 ヘルパー２級又は介護職員初任者研修 不問 なし 13080-3657692

⑨-1 社会福祉法人 足立邦栄会 ポンテ
狛江市元和泉2-35-1
あいとぴあセンター内

生活支援員 パート 1 不問 不問 なし 13200-21015191

⑩-1 木下の保育園　狛江 狛江市元和泉1-1-2 保育士 正社員 1 保育士
69歳
以下

70歳
再雇用あり

13080-3807492

⑩-2 木下の保育園　和泉多摩川 狛江市東和泉4-2-3 保育士 正社員 1 保育士
69歳
以下

70歳
再雇用あり

13080-3834592

⑩-3 木下の保育園　岩戸北 狛江市岩戸北3-1 保育士 正社員 3 保育士
69歳
以下

70歳
再雇用あり

13080-3781892

⑩-4 保育士 正社員 3 保育士
69歳
以下

70歳
再雇用あり

13080-3818592

⑩-5 保育士補助 パート 6 保育士 不問 なし 13080-3853092

⑪-1 保育士 正社員 5 保育士
67歳
以下

68歳
再雇用あり

14140-14987991

⑪-2 保育士補助 パート 5 不問 不問 なし 14140-14985391

⑫-1
一般財団法人
純生子育て支援財団

東野川保育園みんなの家 狛江市東野川4-9-7 保育士 正社員 2 保育士
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200-21013291190,000円～320,000円

社会福祉法人 春献美会 いずみ保育園 狛江市岩戸北1-1-12

187,936円～403,424円

1,015円～1,400円

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

木下の保育園　元和泉 狛江市元和泉1-19

200,000円～250,000円

1,150円～1,350円

1,133円～1,133円

1,040円～1,040円

株式会社　ニチイ学館
新宿支店

ニチイケアセンターいずみこまえ 狛江市中和泉1-20-3

186,570円～186,570円

1,131円～1,131円

1,031円～1,031円

ニチイケアセンター狛江元和泉 狛江市元和泉1-23-4

1,473円～1,753円

1,180円～1,210円

株式会社　ツクイ ツクイ狛江 狛江市東和泉1-35-13

1,145円～1,235円

1,310円～1,430円

1,015円～1,015円

1,600円～1,600円

1,600円～1,600円



3 / 3 ページ

№ 法人名 就業先施設・事業所名 所在地 職 種
雇用
形態

人
数

資 格 年齢 定年 求人番号
賃 金

⑫-2 東野川保育園みんなの家 狛江市東野川4-9-7 保育士 パート 3 保育士 不問 なし 13200-21014591

⑫-3 保育士 正社員 5 保育士
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200-21011791

⑫-4 保育士 パート 5 保育士 不問 なし 13200-21012891

⑬-1 保育士 正社員 2 保育士
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13080-97609791

⑬-2 保育士 パート 2 保育士 不問 なし 13080-97611191

⑭-1 保育士 正社員 1 保育士 不問 なし 13200-19675391

⑭-2 保育士 パート 1 保育士 不問 なし 13200-19676691

⑮-1 保育士 正社員 2 保育士
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200-21007091

⑮-2 保育士 パート 2 保育士 不問 なし 13200-21008391

⑮-3 保育士 正社員 2 保育士
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200-21009691

⑮-4 保育士 パート 3 保育士 不問 なし 13200-21010491

⑯-1 指導員 正社員 2 不問
35歳
以下

65歳
再雇用なし

13200-19284891

⑯-2 指導助手 パート 2 不問
64歳
以下

65歳
再雇用なし

13200-19285291

特定非営利活動法人 えるぶ スペースえるぶ 狛江市東野川2-1-10-103

185,000円～200,000円

1,100円～1,100円

一般財団法人 やよい会

一の橋こどもの家 狛江市岩戸北1-3-12

188,000円～300,000円

1,100円～1,800円

一の橋赤ちゃんの家 狛江市駒井町1-15-32

188,000円～300,000円

1,100円～1,800円

社会福祉法人 ちとせ交友会 狛江ちとせ保育園 狛江市東和泉1-35-10

212,880円～255,224円

1,220円～1,220円

一般財団法人
純生子育て支援財団

社会福祉法人 森友会 いずみの森保育園 狛江市元和泉1-10-10

246,600円～258,600円

1,300円～1,500円

1,100円～1,800円

駒井町保育園みんなの家 狛江市駒井町3-36-1

190,000円～320,000円

1,100円～1,800円
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