
番号 求人者名 就業場所及び求人番号 職種・雇用形態 仕事の内容 年齢 賃金 就業時間

①７：００～１０：００
②１６：００～９：００

③１６：００～２１：００

１，１００円

～１，１００円

①７：００～１０：００
②１６：００～９：００

③１６：００～２１：００

１，１００円

～１，１００円

①７：００～１６：００
②８：３０～１７：３０

③１０：００～１９：００
④１１：００～２０：００

１８６，２６４円
⑤１６：００～９：００
（夜勤、休憩は１２０分）

～２６６，３４４円

８：３０～１７：３０

又は７：００～２０：００の
間の３時間以上

１，０４０円

～１，２４８円

①７：００～１６：００
②８：００～１７：００

③９：００～１８：００

１，３００円
又は７：００～２０：００の
間の３時間以上

～１，５００円

①６：４５～１５：４５
②９：００～１８：００

③１１：１５～２０：１５

２５１，６００円
又は６：３０～２０：３０の
間の８時間

～２５７，６００円

国分寺市光町
３－１３－３

13150-01340211

グループホーム支援

パート

18歳
以上

時給制

経験不問

資格不問

国分寺市日吉町
４－３２－６

特別養護老人ホーム　定員１００名（１階１名　２階７１名３階２８名）での介護業務
・高齢者への食事、入浴、排泄の介助サービス
・レクリエーション活動援助
・記録など
＊夜勤は月４～５回あります。
※処遇改善手当：（直近１年間の実績）
　　　　　　　　　　　年３回　合計２５万９千円支給

18歳
～64歳

月給制

経験不問

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者

国分寺市 福祉のしごと相談・面接会　（１ページ）

日時：令和3年2月14日（日）
　　　　１２：００～１６：００
場所：cocobunjiプラザ　リオンホール

必要な経験・資格等

（社福）万葉の里

グループホーム支援

パート

介護職員／日勤

時給制

特別養護老人ホーム定員１００名（１階１名、２階７１名、３階２８名）での介護業務
・従来型特養での介護。食事介助、排泄介助、入浴介助等の基本的な介護全般。口腔ケ
  ア、日中の離床、臥床介助、リネン交換、レクリエーション活動、着替えの介助等。
※日勤のみの勤務となります。
賞与：夏、冬合わせて５～１０日分支給（勤務状況により）

不問

経験不問

資格不問

パート

時給制

障がい者のグループホームでの業務です。
１．朝番：朝の身支度（着替え・食事・トイレ等）支援です。
２．夜勤：夕方の受入から就寝・起床・朝の送り出しまでの
　　生活支援（着替え・外出・食事・入浴・トイレ等）
　　　　　　　　　　　　　↓
１は夜勤者、２は日勤者と２名体制なので安心して入れます。また、「世話人」という専属ス
タッフが丁寧に教え、サポート体制も手厚いです。利用者は、男女（計１２名）ユニットに分
かれ同性介助、アットホームな雰囲気です。

介護職員／特養

正社員

1

障がい者のグループホームでの業務です。
１．朝番：朝の身支度（着替え・食事・トイレ等）支援です。
２．夜勤：夕方の受入から就寝・起床・朝の送り出しまでの
　　生活支援（着替え・外出・食事・入浴・トイレ等）
　　　　　　　　　　　　　↓
１は夜勤者、２は日勤者と２名体制なので安心して入れます。また、「世話人」という専属ス
タッフが丁寧に教え、サポート体制も手厚いです。利用者は、男女（計　９名）ユニットに分
かれ同性介助、アットホームな雰囲気です。

18歳
以上

国分寺市東戸倉
２－７－２６

ケアホームこの葉

13150‐01337611

国分寺市日吉町
４－３２－６

13150-01343011

13150-01342411

経験不問

介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー２級

いずれかの免許・資格所持で可

（社福）心会2

（社福）森友会
　東京本部

3
国分寺市高木町

1－22－41
ともだちの森保育園

保育補助/国分寺市
/ともだちの森保育園

ともだちの森保育園での保育園業務
０歳児～５歳児の保育業務全般となります。

・児童の保育、保護者に対するアドバイス、サポート
・教材の検討、行事の計画、園だよりの作成
・施設の安全点検
・その他業務

59歳
以下

月給制

保育士としての勤務経験　あれば尚可

13080-01247311 正社員
保育士　必須

国分寺市高木町
1－22－41

ともだちの森保育園

保育補助/国分寺市
/ともだちの森保育園

ともだちの森保育園での保育園業務
０歳児～５歳児の保育補助

不問

時給制

経験不問

13080-01253511 パート
保育士　必須

介護福祉士
いずれかの免許・資格所持で可



番号 求人者名 就業場所及び求人番号 職種・雇用形態 仕事の内容 年齢 賃金 就業時間

①６：４５～１５：４５
②９：００～１８：００

③１１：１５～２０：１５

２５１，６００円
又は６：３０～２０：３０の
間の８時間

～２５７，６００円

①７：００～１６：００
②８：００～１７：００

③９：００～１８：００

１，３００円
又は７：００～２０：００の
間の３時間以上

～１，５００円

①６：４５～１５：４５
②９：００～１８：００

③１１：１５～２０：１５

２５１，６００円
又は６：３０～２０：３０の
間の８時間

～２５７，６００円

①７：００～１６：００
②８：００～１７：００

③９：００～１８：００

１，３００円
又は７：００～２０：００の
間の３時間以上

～１，５００円

①６：４５～１５：４５
②９：００～１８：００

③１１：１５～２０：１５

２５１，６００円
又は６：３０～２０：３０の
間の８時間

～２５７，６００円

①７：００～１６：００
②８：００～１７：００

③９：００～１８：００

１，３００円
又は７：００～２０：００の
間の３時間以上

～１，５００円

国分寺市富士本
１－２－１６

ひだまりの森保育園

不問

時給制

経験不問

13080-01277811 パート
保育士　必須

国分寺市富士本
１－２－１６

ひだまりの森保育園

保育補助/国分寺市
/ひだまりの森保育園

国分寺市 福祉のしごと相談・面接会　（２ページ）

パート

3
（社福）森友会

東京本部

国分寺市西恋ヶ窪
４－１７－１８

えがおの森保育園

保育補助/国分寺市
/えがおの森保育園

えがおの森保育園での保育園業務
０歳児～５歳児の保育業務全般となります。

・児童の保育、保護者に対するアドバイス、サポート
・教材の検討、行事の計画、園だよりの作成
・施設の安全点検
・その他業務

59歳
以下

月給制

保育補助/国分寺市
/ひだまりの森保育園

ひだまりの森保育園での保育園業務
０歳児～５歳児の保育補助

不問

時給制

13080-01287511 パート

保育士としての勤務経験　あれば尚可

13080-01265611 正社員
保育士　必須

国分寺市西恋ヶ窪
４－１７－１８

えがおの森保育園

保育補助/国分寺市
/えがおの森保育園

えがおの森保育園での保育園業務
０歳児～５歳児の保育補助

不問

時給制

経験不問

13080-01262411
保育士　必須

国分寺市東恋ヶ窪
５－８－３

こもれびの森保育園

13080-01282911

ひだまりの森保育園での保育園業務
０歳児～５歳児の保育業務全般となります。

・児童の保育、保護者に対するアドバイス、サポート
・教材の検討、行事の計画、園だよりの作成
・施設の安全点検
・その他業務

59歳
以下

月給制

保育士としての勤務経験　あれば尚可

13080-01289011 正社員
保育士　必須

経験不問

こもれびの森保育園での保育園業務
０歳児～５歳児の保育業務全般となります。

・児童の保育、保護者に対するアドバイス、サポート
・教材の検討、行事の計画、園だよりの作成
・施設の安全点検
・その他業務

59歳
以下

月給制

保育士としての勤務経験　あれば尚可

正社員
保育士　必須

保育士　必須

国分寺市東恋ヶ窪
５－８－３

こもれびの森保育園

保育補助/国分寺市
/こもれびの森保育園

こもれびの森保育園での保育園業務
０歳児～５歳児の保育補助

日時：令和3年2月14日（日）
　　　　１２：００～１６：００
場所：cocobunjiプラザ　リオンホール

必要な経験・資格等

保育補助/国分寺市
/こもれびの森保育園



番号 求人者名 就業場所及び求人番号 職種・雇用形態 仕事の内容 年齢 賃金 就業時間

①６：４５～１５：４５
②９：００～１８：００

③１１：１５～２０：１５

２５１，６００円
又は６：３０～２０：３０の
間の８時間

～２５７，６００円

①７：００～１６：００
②８：００～１７：００

③９：００～１８：００

１，３００円
又は７：００～２０：００の
間の３時間以上

～１，５００円

①６：４５～１５：４５
②９：００～１８：００

③１１：１５～２０：１５

２５１，６００円
又は６：３０～２０：３０の
間の８時間

～２５７，６００円

①７：００～１６：００
②８：００～１７：００

③９：００～１８：００

１，３００円
又は７：００～２０：００の
間の３時間以上

～１，５００円

８：３０～１７：１５

２１３，０９２円

～２１３，０９２円 普通自動車運転免許　必須

８：３０～１７：１５

２１３，０９２円

～２１３，０９２円 普通自動車運転免許　必須

いずれかの免許・資格所持で可
社会福祉士・精神保健福祉士卒業見込みでも可

社会福祉士
精神保健福祉士

いずれかの免許・資格所持で可
社会福祉士・精神保健福祉士卒業見込みでも可

経験不問ボランティア活動センター運営及び事業全般
ボランティア活動の相談、紹介、講座開設（企画・立案・実施）
地域活動支援、地域支え合い活動等

正社員

35歳
以下

月給制

国分寺市東元町
３－１７－２

ボランティア活動センター
こくぶんじ

13150-02038011

国分寺市東元町
３－１７－２

ボランティア活動センター
こくぶんじ

地域福祉
コーディネーター

業務

地域福祉コーディネーター
地域の課題を各関係機関と連携し解決に向けて実施。
令和元年度より市より受諾。

35歳
以下

月給制

経験不問

13150-02037411 正社員

社会福祉士
精神保健福祉士

国分寺市本町
４－１２－６

あしたの森保育園

保育補助/国分寺市
/あしたの森保育園

あしたの森保育園での保育園業務
０歳児～５歳児の保育補助

不問

時給制

経験不問

必要な経験・資格等

13080-01300011 パート
保育士　必須

国分寺市東恋ヶ窪
２－１１－４

あそびの森保育園

保育補助/国分寺市
/あそびの森保育園

あそびの森保育園での保育園業務
０歳児～５歳児の保育業務全般となります。

・児童の保育、保護者に対するアドバイス、サポート
・教材の検討、行事の計画、園だよりの作成
・施設の安全点検
・その他業務

59歳
以下

月給制

保育士としての勤務経験　あれば尚可

13080-01295511 正社員
保育士　必須

国分寺市 福祉のしごと相談・面接会　（３ページ）

日時：令和3年2月14日（日）
　　　　１２：００～１６：００
場所：cocobunjiプラザ　リオンホール

13080-01304111 正社員

ボランティア
業務担当

（活動センター）

保育士　必須

国分寺市東恋ヶ窪
２－１１－４

あそびの森保育園

保育補助/国分寺市
/あそびの森保育園

あそびの森保育園での保育園業務
０歳児～５歳児の保育補助

不問

時給制

経験不問

13080-01293811 パート
保育士　必須

（社福）森友会
東京本部

3

4
（社福）国分寺市
社会福祉協議会

国分寺市本町
４－１２－６

あしたの森保育園

保育補助/国分寺市
/あしたの森保育園

あしたの森保育園での保育園業務
０歳児～５歳児の保育業務全般となります。

・児童の保育、保護者に対するアドバイス、サポート
・教材の検討、行事の計画、園だよりの作成
・施設の安全点検
・その他業務

59歳
以下

月給制

保育士としての勤務経験　あれば尚可



番号 求人者名 就業場所及び求人番号 職種・雇用形態 仕事の内容 年齢 賃金 就業時間

９：００～１７：００

２００，０００円

～２１８，０００円 普通自動車運転免許　必須

①１０：００～１９：００
②９：００～１８：００

１，０３０円

～１，０３０円 普通自動車運転免許　必須

①９：００～１７：００
②１０：００～１９：００

１，０１３円

～１，０１３円

９：００～１５：００

１，０１３円

～１，０１３円 普通自動車運転免許　必須

①１９：００～９：１５
②１９：００～１０：１５

１，５４５円

～１，５４５円

①８：３０～１７：３０
②７：００～１６：００

③９：３０～１８：３０

１，０４０円

～１，２５０円
ホームヘルパー２級　あれば尚可

社会福祉士　あれば尚可
精神保健福祉士　あれば尚可

福祉に関する経験や資格　あれば尚可

時給制

時給制

福祉に関する経験や資格　あれば尚可

精神保健福祉士　あれば尚可
社会福祉士　あれば尚可

精神保健福祉士　あれば尚可
社会福祉士　あれば尚可

相談業務経験　あれば尚可

＊「地域生活支援センタープラッツ」にて、利用者の人たちの日中　活動を保障し社会参加
  を推進

＜主な業務＞
　・相談支援
　（相談支援専門員の資格あれば尚良）

不問

国分寺市南町
３-４-４

13150-01346911

指導員

パート

・学童クラブ利用者（小１～高３、主に聴覚障害児）の発達段階に即した遊びや活動の企
  画、実施。

・支援の準備、片付け、記録等事務作業
不問

4

生活福祉資金・生活困窮者自立支援事業・新型コロナ貸付関係業務

不問

自立生活サポート
センター 相談業務

月給制

（社福）東京聴覚障害者
福祉事業協会

デイサービス事業
クラブかたつむり

時給制

国分寺市 福祉のしごと相談・面接会　（４ページ）

経験不問

5

不問

時給制

福祉に関する経験や資格　あれば尚可

13150-01347111 パート

精神保健福祉士　あれば尚可
社会福祉士　あれば尚可

時給制

福祉施設での勤務経験ある方歓迎

13150-01358211 パート

介護福祉士　あれば尚可
介護職員初任者研修修了者　あれば尚可

国分寺市戸倉
４-４１-１

非常勤介護職員
（日勤）

・高齢者施設（小規模多機能型居宅介護事業所、最大１５名利用）で、高齢者の介護
  （食事、排泄、入浴の介助等）、家事援助（食事つくり、掃除等）を行います。

（社福）けやきの杜 不問

国分寺市南町
３-４-４

＊「ピア国分寺」にて利用者の人たちの社会生活の準備を支援

〈主な業務〉
　・夜間電話等対応
　・他施設見回り
　・館内清掃等軽作業

18歳
以上

国分寺市戸倉
４－１４

13150-02039311 嘱託職員

パート

6
（社福）はらからの家

福祉会

宿直員

相談員

パート

国分寺市東元町
３-４-１９

本多ビル１階
作業指導員

（社福）国分寺市
社会福祉協議会

13150-01349811

国分寺市日吉町
４-２９-１２

13150-01344311

＊「さつき共同作業所」（就労継続Ｂ型／生活訓練）にて、利用者　の人たちの日中活動を
   支援

（主な業務）
　・屋外作業支援（清掃、自転車撤去等）
　・屋内作業支援（陶芸、革細工等）
　・利用者の送迎（普通自動車免許必須）

7

必要な経験・資格等

小学校教諭免許（専修・１種・２種）
保育士

社会福祉士
いずれかの免許・資格所持で可

日時：令和3年2月14日（日）
　　　　１２：００～１６：００
場所：cocobunjiプラザ　リオンホール



番号 求人者名 就業場所及び求人番号 職種・雇用形態 仕事の内容 年齢 賃金 就業時間

①７：００～１６：００
②８：３０～１７：３０

③１１：００～２０：００
④１６：００～翌１０：００

１９１，０００円 夜勤は休憩１２０分

～３８７，０００円

①７：００～１６：００
②８：３０～１７：３０

③１１：００～２０：００
④１６：００～翌１０：００

１，１００円 夜勤は休憩１２０分

～１，１６０円

１６：００～１０：００ 経験不問

１，１００円

～１，１６０円

８：３０～１７：３０ 経験者　尚可

１９１，０００円

～３８７，０００円 普通自動車運転免許　必須

８：３０～１７：３０ 経験　あれば尚可

１，１００円

～１，１６０円

①８：３０～１０：３０
②１５：３０～１７：３０

１，２２０円

～１，２２０円 普通自動車運転免許　必須

場所：cocobunjiプラザ　リオンホール

時給制

介護職員初任者研修修了者　あれば尚可

「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」
気持ちの良いスタッフが皆様をお待ちしております。
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設での介護業務
＊未経験の方でも丁寧にご指導致します。
＊長く勤務していただける方のご応募をお待ちしております
＊雇用後、６ヶ月は有期契約として採用します。ただし、年度末まで６ヶ月未満の場合は
   契約を再締結します。当該６ヶ月後の更新以降は、原則１年ごとの更新となります。
＊パート職員も能力・経験などにより、正・契約職員への登用制度があります。
＊マイカー通勤：駐車場はご自身で確保して下さい。

18歳
以上

13150-01363111 パート

月給制

時給制

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者

時給制

介護経験　あれば尚可

国分寺市 福祉のしごと相談・面接会　（５ページ）

日時：令和3年2月14日（日）
　　　　１２：００～１６：００

介護職員初任者研修修了者　あれば尚可

必要な経験・資格等

8 （社福）にんじんの会

「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」
気持ちの良いスタッフが皆様をお待ちしております。
＊高齢者介護施設（認知症対応共同生活介護、認知症対応型通所介護、訪問介護、居
   宅介護）のうちデイホームでの介護職
＊長く勤務していただける方のご応募をお待ちしております
＊雇用後、６ヶ月は有期契約として採用します。ただし、年度末まで６ヶ月未満の場合は
   契約を再締結します。当該６ヶ月後の更新以降は、原則１年ごとの更新となります。
＊パート職員も能力・経験などにより、正・契約職員への登用制度があります。
＊ワゴン車等にて送迎できる方歓迎

不問

「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」
気持ちの良いスタッフが皆様をお待ちしております。
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設での夜勤帯における介護業務
＊未経験の方でも丁寧にご指導致します。
＊正職員・常勤契約職員への登用制度もあります。
＊長く勤務していただける方のご応募をお待ちしております。社会人経験の短い方も大歓
   迎です。
＊雇用後、６ヶ月は有期契約として採用します。ただし、年度末まで６ヶ月未満の場合は
   契約を再締結します。当該６ヶ月後の更新　以降は、原則１年ごとの更新となります。

時給制

介護職員初任者研修修了者　あれば尚可

月給制

介護職員初任者研修修了者　あれば尚可

不問

1. 国分寺市西恋ヶ窪1-50-1
デイホームにんじん西恋ヶ窪

2. 国分寺市西元町2-16-34-124
リハセンターにんじん健康の駅

介護職員
（デイホーム）

/国分寺

13150-1372711 パート

1. 国分寺市西恋ヶ窪1-50-1
デイホームにんじん西恋ヶ窪

2. 国分寺市西元町2-16-34-124
リハセンターにんじん健康の駅

介護職員
/国分寺市通所介護

13150-01369011 契約職員

18歳
以上

「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」
気持ちの良いスタッフが皆様をお待ちしております。
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設での介護業務

＊未経験の方でも丁寧にご指導致します。
＊雇用後、６ヶ月は有期契約として採用します。ただし、年度末まで６ヶ月未満の場合は
   契約を再締結します。当該６ヶ月後の更新の際、正職員として雇用します。
＊マイカー通勤：駐車場はご自身で確保して下さい。

1. 国分寺市西恋ヶ窪1-50-1
西恋ヶ窪にんじんホーム

2. 国分寺市西元町2-16-40
にんじん健康ひろば

13150-01365811

13150-01360311

18歳
以上

13150-01374211

1. 国分寺市西恋ヶ窪1-50-1
デイホームにんじん西恋ヶ窪

2. 国分寺市西元町2-16-34-124
リハセンターにんじん健康の駅

ドライバー
（デイサービス等の

送迎）

パート

不問

「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」
気持ちの良いスタッフが皆様をお待ちしております。

デイサービス等の利用者の送迎（送迎時介助業務あり）をお願いします。（ワゴン車又は普
通自動車を使用）

1. 国分寺市西元町2-16-40
にんじん健康ひろば

2. 国分寺市西恋ヶ窪1-50-1
西恋ヶ窪にんじんホーム

介護職員/国分寺市

夜勤介護スタッフ
（要資格）/国分寺市

パート

介護経験　あれば尚可

いずれかの免許・資格所持で可

介護職員

契約職員

1. 国分寺市西元町2-16-40
にんじん健康ひろば

2. 国分寺市西恋ヶ窪1-50-1
西恋ヶ窪にんじんホーム

「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」
気持ちの良いスタッフが皆様をお待ちしております。
社会福祉法人にんじんの会のデイホーム（通所介護）での介護のお仕事です。長く勤務し
ていただける方のご応募をお待ちしております。

＊ワゴン車にて利用者の送迎をお願いする場合もあります。

ハイエースクラスのワゴン車の運転経験が
あれば望ましい



番号 求人者名 就業場所及び求人番号 職種・雇用形態 仕事の内容 年齢 賃金 就業時間

①８：３０～１７：３０
②７：００～１６：００

経験不問

③１０：００～１９：００

１８９，０００円
又は７：００～１９：００の
間の８時間

～２１７，０００円

１６：００～１９：００ 経験不問

１，１００円

～１，１００円

①７：００～１６：００
②９：３０～１８：３０

③１１：３０～２０：３０

２００，０００円

～２４０，０００円

７：００～２２：１５の間の８
時間

１，１３０円

～１，２３０円 普通自動車運転免許　あれば尚可

①７：００～１６：３０
②１２：００～２１：００

１，１３０円
又は７：００～２１：００の
間の４時間以上

～１，２３０円

８：３０～１７：３０

２，０２０円

～２，０２０円

介護職員初任者研修終了者　あれば尚可

介護職員初任者研修修了者　あれば尚可
介護福祉士　あれば尚可

介護福祉士　あれば尚可

国分寺市 福祉のしごと相談・面接会　（６ページ）

日時：令和3年2月14日（日）
　　　　１２：００～１６：００
場所：cocobunjiプラザ　リオンホール

保育士　必須

月給制

福祉職の資格、経験　あれば尚可

10
（社福）至誠学舎立川

至誠ホーム

国分寺市西恋ヶ窪
３－５－２５

ポッポのもり保育園
保育士

少人数でアットホームな私立認可保育園。乳児はクラス別保育、幼児は異年齢保育です。
担任保育士、フリー保育士と多めの職員配置をしています。地域子育て支援では保育園
体験、講習会や実習生、ボランティア受け入れもしています。各世代の職員がバランスよく
いて、全員で保育を考え話し合ってつくります。
＊見学は随時行っております。
＊子育て中の方も活躍している職場です。プライベートの環境が変　化しても長く働き続け
   やすい事業所です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＃マザーズ

不問

必要な経験・資格等

時給制

福祉職の資格、経験　あれば尚可

社会福祉士　あれば尚可

パート

福祉職の資格、経験　あれば尚可
ユニット型特別養護老人ホーム（定員２９名）での機能訓練のお仕事です。
・運動機能や日常生活動作能力の回復・維持を目的とした個別機能　訓練計画の作成。
・集団機能訓練プログラム作成、評価等の実施、支援など。

＊勤務時間、曜日、日数は応相談
・賞与あり（月の勤務時間数により支給額計算）
・加入保険、年次有給休暇は法定通り。
・週２０時間以上で社会保険加入
・週３０時間以上勤務は退職金共済加入

不問

時給制
機能訓練指導員
（理学療法士）

月給制

正社員
保育士　必須

介護福祉士　あれば尚可
社会福祉士　あれば尚可

（主な業務）
・おやつ、排泄の補助
・遊び
・掃除、片付け

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＃マザーズ

不問

時給制

18歳
～59歳

介護職

パート

不問

地域密着型特別養護老人ホーム（ユニット型、定員２９名）での利用者さんの介護等日常
生活援助全般の業務。
・食事介助、入浴介助、排せつ介助等
＊勤務時間、曜日、日数は応相談
・賞与あり（月の勤務時間数により支給額計算）
・加入保険、年次有給休暇は法定通り。
・週２０時間以上で社会保険加入
・週３０時間以上勤務は退職金共済加入

理学療法士　必須

パート13150-01380811

保育士補助

パート

国分寺市並木町
３－１２－２

「至誠ホームミンナ」
ミンナ地域密着型

特別養護老人ホーム

9

地域密着型特別養護老人ホーム（ユニット型、定員２９名）での利用者さんの介護等日常
生活援助全般の業務。
・食事介助、入浴介助、排せつ介助、カンファレンスへの参加、ケアプラン、クラブ活動の
  運営や法人・施設・フロアの委員会活動
・夜勤は８時間勤務（月４～５回）
・チューター制度（ブランクや介護に不安のある方にぴったり）
・入職時期は都合に合わせて相談にのります。
・ユニット型でアットホームな雰囲気です。
・給与は経験考慮して決定
※〈１０年以上の福祉職経験者の賃金の例〉
・基本給２４万円＋各種手当さらに介護福祉士所持は＋４万円（特定処遇改善手当）

国分寺市並木町
３－１２－２

至誠ホームミンナ

13150-01378311

13150-01376411

国分寺市西恋ヶ窪
３－５－２５

ポッポのもり保育園

13150-01377011

13150-01382511

（社福）つくしんぼ
共同保育会

国分寺市並木町
３－１２－２

至誠ホームミンナ
グループホーム

介護職
（グループホーム）

認知症高齢者のグループホーム（２ユニット、１８名）での日常生活全般の業務。
・各種活動、行事など日常生活全般を援助するお仕事です
・ブランクのある方もしっかりサポートします
（夜勤業務はありません）

＊勤務時間、日数、曜日は応相談
＊加入保険・年次有給休暇は法定通り。
・週２０時間以上で雇用保険・社会保険加入
・週３０時間以上勤務は退職金共済加入

不問

時給制

福祉職の資格、経験　あれば尚可

国分寺市並木町
３－１２－２

至誠ホームミンナ

13150-01381211

介護職　ミンナ

正社員

介護職員初任者研修修了者　あれば尚可
社会福祉士　あれば尚可



番号 求人者名 就業場所及び求人番号 職種・雇用形態 仕事の内容 年齢 賃金 就業時間

７：００～１９：００の間の８
時間

２３３，０００円

～２３３，０００円

必要な経験・資格等

（社福）清心福祉会11

国分寺市 福祉のしごと相談・面接会　（７ページ）

経験不問

保育士　必須

国分寺市新町
１－７－１１

法人運営「しんまち保育園」
保育士/国分寺市

・０才～５才までの乳幼児の保育
・書類作成
・環境整備
・保護者対応 59歳

以下

月給制

13140-15104101 正社員

日時：令和3年2月14日（日）
　　　　１２：００～１６：００
場所：cocobunjiプラザ　リオンホール


