
法人名 〒 所在地 募集事業所・施設名 募集職種 雇用形態 資格

1 社会福祉法人　カリタスの園 206-0033 多摩市落合4-15 かおり保育園 保育士 正職員 保育士

多摩市和田1717
多摩市南野3-15-1

啓光学園
啓光えがお

生活支援員 正職員
社会福祉士又は精神保健衛生士又は介護福祉士
又は保育士、自動車免許（AT限定可)

多摩市和田1717 啓光学園 生活支援員 フルタイム・契約自動車免許（AT限定可)

206-0002 多摩市一宮4-39-15他 啓光ホーム　おおぐり・石村・いずみグループホーム世話人パート 不問

生活支援員 フルタイム・契約不問

送迎車運転手 パート 自動車免許（AT限定可)

桜ヶ丘延寿ホーム 介護職員 正社員 ヘルパー２級又は介護職員初任者研修

多摩市さくらが丘在宅サービスセン介護職 正社員 ヘルパー２級又は介護職員初任者研修

東部包括支援センター 主任ケアマネージャー正社員 主任介護支援専門員、自動車免許（AT限定可)

桜ヶ丘記念病院 看護助手 正社員 不問

保育士 正職員 保育士又は幼稚園教諭

保育補助 パート 不問

保育士 正職員 保育士又は幼稚園教諭

保育補助 パート 不問

206-0033 多摩市落合1-36 こころプティ保育園 保育士 正職員 保育士又は幼稚園教諭

介護職 正職員 不問

介護職 パート 不問

介護職 パート・夜勤 介護福祉士又は実務者研修修了者

多摩市連光寺3-57-2
多摩市関戸2-24-27

みどりの保育園
関戸みどりの保育園

保育士 正職員 保育士

多摩市関戸2-24-27 関戸みどりの保育園 栄養士 正職員 栄養士

多摩市連光寺3-57-2
多摩市関戸2-24-27

みどりの保育園
関戸みどりの保育園

保育補助 パート 保育士

多摩市連光寺3-57-2
多摩市関戸2-24-27

みどりの保育園
関戸みどりの保育園

調理補助 パート 不問

介護職 正職員 不問

介護職 パート 不問

保育士 正職員 保育士

保育士
（産休・病休代替）

フルタイム・契約保育士

多摩市関戸4-15-2 やまとさくら保育園

白楽荘デイサービスセンター
えがお・ほのぼの

作業療法士 正社員 作業療法士

白楽荘 主任介護支援専門員正社員
介護支援専門員又主任介護支援専門員、
自動車免許（ＡＴ限定可）

白楽荘
介護職（特別養護老
人ホーム）

パート ヘルパー２級又介護職員初任者研修

白楽荘デイサービスセンター
えがお・ほのぼの

送迎車ドライバー パート 自動車免許（ＡＴ限定可）

206-0042 八王子市松木34-6 ほのぼの堀之内 介護職（デイサービスパート
介護福祉士又はヘルパー２級又は介護職員初任
者研修、自動車免許（ＡＴ限定可）

206-0025 多摩市永山6-13-1 コラボたまワークセンターつくし 生活支援員 パート 不問

206-0822 稲城市長浜1951-5 パサージュいなぎ 生活支援員 正社員 自動車免許（ＡＴ限定可）

生活支援員（グルー
プホーム）

正社員 自動車免許（ＡＴ限定可）

生活支援員（グルー
プホーム）

パート 不問

206-0802 稲城市長沼1559 地域生活支援センター「える」
保育士又は自動指
導員

パート 保育士又は児童指導員

相談支援専門員 フルタイム・契約
社会福祉士又は精神保健福祉士又は介護福祉士
自動車免許（ＡＴ限定可）

運動指導員 フルタイム・契約
運動指導に関する資格
自動車免許（ＡＴ限定可）

206-0036 多摩市中沢2-5-1
天本病院又はあい介護老人保健
施設

介護職員 正社員 不問

206-0022 多摩市聖ヶ丘2-21-2 グループホーム　どんぐり 介護職員 パート 不問

206-0036 多摩市中沢2-5-3 あい小規模多機能施設　ほたる 介護職員 パート ヘルパー２級又は介護職員初任者研修、自動車免許

206-0025 多摩市永山3-12-1 あい小規模多機能施設　こもれび 介護職員 パート ヘルパー２級又は介護職員初任者研修、自動車免許

多摩市和田1534 やまと保育園

206-0001

社会福祉法人　啓光福祉会

社会福祉法人　緑野会

社会福祉法人　楽友会

社会福祉法人
桜ヶ丘社会事業協会

社会福祉法人　蓬莱会

多摩市南野3-15-1

206-0021

206-0001

啓光えがお206-0032

206-0032

206-0021

206-0812

多摩市連光寺1-1-13

7

9

8

5

6

2

社会福祉法人　純真会

多摩市永山3-12-2

206-0034

206-0034

206-0025

多摩市鶴牧5-5

4

社会医療法人　河北医療財団
多摩事業部

医療法人社団　正夢の会

社会福祉法人
多摩市社会福祉協議会

多摩市和田1547

10

稲城市矢野口1551-1

社会福祉法人　大和会

ＲＵＥ矢野口

多摩市社会福祉協議会多摩市南野3-15-1

令和元年１１月２０日　「多摩市　福祉のしごと　相談・面接会」　参加団体求人概要(11月8日暫定版)

特別養護老人ホーム
ケアプラザたま

丘の上アンジュ保育園

こころ保育園

多摩市鶴牧3-2

特別養護老人ホーム愛生苑

多摩市山王下1-18-2206-0042

11



法人名 〒 所在地 募集事業所・施設名 募集職種 雇用形態 資格

介護士 正社員 介護職員初任者研修

介護士 パート 不問

指導員 正社員 自動車免許（ＡＴ限定可）

事務員 パート 自動車免許（ＡＴ限定可）

デイサービス利用者
の指導

正社員 保育士、児童指導員、自動車免許（ＡＴ限定可）

デイサービス利用者
の指導

パート 不問

相談支援専門員 パート 相談支援専門員、自動車免許（ＡＴ限定可）

指導員補助 パート 自動車免許（ＡＴ限定可）

16 株式会社　カインドウェア 206-0033 多摩市落合4-16-1 生き活きシルバーステーション ヘルパー パート
介護福祉士又はヘルパー２級又は介護職員初任
者研修修了者

保育士 正社員 保育士

保育士 パート 不問

看護師 パート 看護師

206-0033 多摩市落合3-9-1 ふれあい多摩ケアセンター
サービス提供責任者
兼訪問介護

パート
実務研修又はヘルパー１級又は介護職員基礎研
修又は介護福祉士、自動車免許（ＡＴ限定可）

介護職 パート 不問

看護師 パート 正・准看護士

介護職 パート 不問

運転手兼介護員
デイサービス

パート 自動車免許（ＡＴ限定可）

訪問看護のスタッフ 正社員 正・准看護師、自動車免許（ＡＴ限定可）

訪問看護のスタッフ パート 正・准看護師、自動車免許（ＡＴ限定可）

介護職員（夜勤） 正社員
介護職員初任者研修（ヘルパー２級）又は介護福
祉士

介護職員 パート
介護職員初任者研修（ヘルパー２級）又は介護福
祉士

介護職員 パート
介護職員初任者研修（ヘルパー２級）又は介護福
祉士

介護職員 パート
介護職員初任者研修（ヘルパー２級）又は介護福
祉士

介護補助 パート 不問

介護職 正社員 不問

介護職 パート 不問

多摩市愛宕4-6-25
訪問看護ステーション
はーとふる多摩センター

206-0033

206-0012

多摩市和田1870-2 ワークセンターれすと

多摩市貝取4-3-1-110

206-0001

206-0021

21
株式会社　ヒューマンライフサ
ポート

17 株式会社　チャイルドタイム

20
株式会社　やまびこケアセン
ター

15

13

株式会社
シルバーアシスト

19 株式会社　シバタ

14
特定非営利活動法人ハーモ
ニー

医療法人社団　珠光会

206-0014
多摩市乞田1328ウイング
永山301

12

ＮＰＯ法人
障害者自立支援センター

特定非営利活動法人ジーピー

多摩市連光寺2-69-6

ぴーすふる

デイサービスセンター諏訪

206-0011 多摩市関戸4-11-4

多摩市落合2-32
オーベルグランデュオ
多摩中央公園　１階１０４
号

多摩市和田2000-12 住宅型有料老人ホーム

デイサービスセンター聖蹟桜ヶ丘

206-0001

介護老人保健施設　聖の郷

放課後デイサービス　キャンビー

多摩センター　エンゼルホーム

206-0041

多摩市諏訪5-9-5

206-0022 多摩市聖ヶ丘2-21-3-4 放課後等デイサービス　メロディ
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