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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

看護師 正社員 1 看護師
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200－13103401

介護職員 正社員 3 不問
18～
59歳

60歳
再雇用あり

13200－13102101

介護職員 パート 2 不問 不問 なし 13200－13101901

託児保育 パート 1 不問 不問 なし 13200－13100601

特別養護老人ホーム
和光園

多摩市和田１５３２ 介護職員 正社員 4 不問
18～
59歳

60歳
再雇用あり

13200－13779301

介護職員 正社員 1 不問
18～
59歳

60歳
再雇用あり

13200－13778001

看護師 正社員 2 看護師
18～
59歳

60歳
再雇用あり

13200－13769501

特別養護老人ホーム
白楽荘

介護職 パート 4
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修了
者、介護福祉士のいずれか

18歳
以上

なし 13200－13605501

（社福）楽友会 清掃・洗濯作業員 パート 1 不問 不問 なし 13200－13604201

　

※詳細につきましては、求人票をご確認ください。

賃 金

特別養護老人ホーム
愛生苑

多摩市和田１５４７

173,092円～297,814円

3 社会福祉法人　楽友会 多摩市山王下１－１８－２

2

1 社会福祉法人　蓬莱会
特別養護老人ホーム
ケアプラザたま

社会福祉法人　大和会

173,092円～297,814円

239,742円～305,256円

多摩市永山３－１２－２

1,090円～1,100円

1,015円～1,015円

1,030円～1,150円

263,100円～265,000円

177,500円～219,000円

1,030円～1,075円

令和2年11月18日(水) 多摩市「福祉のしごと相談・面接会」 求人一覧 
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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 求人番号賃 金

看護小規模多機能ホームすみれ
グループホームすみれの里・乞田

介護職１ 正社員 3
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修了
者、介護福祉士のいずれか

64歳
以下

65歳
再雇用あり

13200－13765401

看護小規模多機能ホームすみれ 介護職２ パート 3 不問 不問 なし 13200－13764101

グループホームすみれの里・乞田 介護職３ パート 2 不問 不問 なし 13200－13767801

介護職１ 正社員 2
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修了
者、介護福祉士のいずれか

64歳
以下

65歳
再雇用あり

13200－13763901

介護職４ パート 1 不問
18歳
以上

なし 13200－13761301

看護師 正社員 1
看護師、准看護師のいずれか
普通自動車運転免許

59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200－13634401

生活支援員 正社員 8
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、
保育士のいずれか
普通自動車運転免許

18～
59歳

60歳
再雇用あり

13200－13635701

生活支援員 パート 2 普通自動車運転免許 不問 なし 13200－13629801

啓光ホーム 多摩市一ノ宮４－３９－１５　他 グループホーム世話人 パート 1 不問
18歳
以上

なし 13200－13628701

啓光えがお
多摩市南野３－１５－１
多摩市総合福祉センター

送迎運転手 パート 2 普通自動車運転免許 不問 なし 13200－13631601

1,230円～1,230円

啓光学園 多摩市和田１７１７

1,020円～1,090円

1,020円～1,090円

177,040～218,480円

1,020円～1,090円

177,040～218,480円

グループホームすみれの里 多摩市連光寺３－４－５

4

5 社会福祉法人　啓光福祉会

多摩市乞田７９１－３

社会福祉法人　東京すみれ会

183,706円～279,580円

216,679円～242,629円

1,070円～1,080円

1,163円～1,187円
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№ 法人名 就業先施設・事業所名 所在地 職 種
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人
数
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多摩市ひまわり教室
多摩市諏訪５－１
諏訪複合教育施設１階

保育士または児童指導
員

正社員 1
保育士、児童指導員のいずれか
普通自動車運転免許

18～
35歳

60歳
再雇用あり

13200－13625901

パサージュいなぎ 稲城市坂浜１９５１－５ 生活支援員 正社員 2 普通自動車運転免許
18～
35歳

60歳
再雇用あり

13200－13620201

マルシェいなぎ
稲城市東長沼２１０７－３
ヒルテラス稲城１０３

相談支援専門員 パート 1 社会福祉士、相談支援専門員のいずれか 不問 なし 13200－13723701

地域生活支援センター「える」
稲城市東長沼１５５９
Ｌａｖｉｅ東長沼

支援スタッフ パート 2 不問 不問 なし 13200－13721101

正夢の会グループホーム　ＲＵＥ東長沼 稲城市東長沼４２－１ 生活支援員 パート 2 不問
18歳
以上

なし 13200－13720901

本部事務局
多摩市鶴牧１－４－１０
アネックス鶴牧１０１

生活支援員／本部事務
局

正社員 1 不問
64歳
以下

65歳
再雇用あり

13200－13041801

就労継続支援B型事業所
布や　夢うさぎ

多摩市落合１－４６－１
ココリア５階

生活支援員 正社員 1 不問
64歳
以下

65歳
再雇用あり

13200－13004901

共同生活援助グループホーム
多摩草むら

多摩市鶴牧１－４－１０
アネックス鶴牧５０１

生活支援員／
グループホーム

パート 1 不問 不問 なし 13200－13039901

就労継続支援B型事業所
畑ｄｅきっちん

多摩市落合１－４６－１
ココリア６階

生活支援員／
調理補助・ホール

パート 1 不問 不問 なし 13200－13038601

就労継続支援B型事業所
かんてん茶房　遊夢

多摩市貝取４－３－１－１０７
生活支援員／
調理補助・ホール

パート 1 不問 不問 なし 13200－13018201

6

7
特定非営利活動法人
多摩草むらの会

社会福祉法人　正夢の会

1,013円～1,100円

1,120円～1,400円

184,000円～248,050円

184,000円～248,050円

1,550円～1,550円

1,020円～1,100円

1,013円～1,100円

1,013円～1,100円

20６,710円～244,500円

20６,710円～244,500円
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児童指導員 正社員 1
保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、教員
免許のいずれか。普通自動車運転免許

64歳
以下

65歳 13200－12905901

デイサービス利用者の指
導

パート 1 不問 不問 なし 13200－12908701

送迎車の運転 パート 1 普通自動車運転免許 不問 なし 13200－12911601

ケアワーカー 嘱託職員 1 介護福祉士 不問 なし 13200－13627401

介護員 パート 1
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修了
者、介護福祉士のいずれか

不問 なし 13200－13626101

156,800円～156,800円

放課後等デイサービス　メロディ 多摩市聖ヶ丘２－２１－３－４

200,000円～200,000円

1,013円～1,013円

多摩市南野３－１５－１
多摩市総合福祉センター

地域活動支援センターあんど

1,013円～1,013円

1,254円～1,254円

8
特定非営利活動法人
ハーモニー

9
社会福祉法人
多摩市社会福祉協議会
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