
Ｈ30年11月27日　「多摩市　福祉のしごと　相談・面接会」　参加団体求人概要
法人名 〒 所在地 募集事業所・施設名 募集職種 雇用形態 資格

介護職 正職員 介護福祉士or実務者･初任者

介護職 常勤 不問

介護職 非常勤・パート 不問

介護職 正職員 介護福祉士or実務者･初任者

介護職 常勤 不問

保育士 正職員 保育士資格

保育士 非常勤・パート 保育士資格

保育士 正職員 保育士資格

保育士 非常勤・パート 保育士資格

206-0033 多摩市落合1-36 こころプティ保育園 保育士 正職員 保育士資格

介護職 正職員
介護福祉士
保育士・無資格可

介護職 常勤
介護福祉士
保育士・無資格可

看護職 正職員 看護師・准看護師

看護職 常勤 看護師・准看護師

正職員 介護福祉士・実務研修･初任者研修

常勤 介護福祉士・実務研修･初任者研修

非常勤・パート 介護福祉士・実務研修･初任者研修

看護職 正職員 正看護師･準看護師

営繕･送迎 非常勤・パート 普通自動車免許

支援スタッフ 正職員
自動車免許
（AT限定可)

看護師 非常勤・パート 正･准看護師どちらでも可

稲城市東長沼1559
地域生活支援センター「える」
（居宅介護･日中一時放課後等デ
イサービス）

支援スタッフ 正職員
自動車免許
（AT限定可)

支援スタッフ 正職員
自動車免許
（AT限定可)

支援スタッフ 非常勤・パート
自動車免許
（AT限定可)

介護職員 正職員 介護福祉士

生活相談員 正職員 介護支援専門員

機能訓練員 正職員 PT・OT

地域包括支援センター 相談員 正職員 社会福祉士・主任ケアマネ・保健師

介護職 常勤 初任者研修・実務者研修・介護福祉士のいずれか

介護職 非常勤・パート 不問

206-0022 多摩市聖ヶ丘2-1-2 あいグループホームどんぐり 介護職 非常勤・パート 不問

206-0036
多摩市中沢2-5-3
ゆいまーる中沢B棟3階

あい小規模多機能施設ほたる 介護職 非常勤・パート 不問

206-0036 多摩市中沢2-5-1 天本病院 介護職 常勤 不問

介護職 正職員 不問

介護職 非常勤・パート 不問

介護職 正職員 不問

グループホームすみれの里･乞田

多摩市中沢1-17-38

特別養護老人ホーム白楽荘

介護老人保健施設　聖の郷

こころ保育園

多摩市鶴牧3-2 丘の上アンジュ保育園206-0034

社会福祉法人
楽友会

2

多摩市鶴牧5-5

多摩市永山3-12-2

多摩市永山6-13-1

パサージュいなぎ
（施設入所支援･生活介護）

島田療育センター

社会福祉法人　純心会

社会福祉法人
日本心身障害児協会

206-0036

206-0025

あい介護老人保健施設

206-0042 多摩市山王下1-18-2

多摩市乞田791-3206-0014

社会福祉法人　正夢の会5

コラボたまワークセンターつくし
（就労継続支援B型、生活介護）

稲城市坂浜1951-5206-0822

多摩市中沢1-31-1206-0036

206-0034

小規模多機能ホームすみれ

206-0025

社会福祉法人
東京すみれ会

社会医療法人
河北医療財団
多摩事業部

社会福祉法人　蓬莱会4

1

3

6

8

7

医療法人社団　珠光会

介護職

多摩市連光寺2-69-6

高齢者綜合ケアセンター
ケアプラザ多摩

206-0021



法人名 〒 所在地 募集事業所・施設名 募集職種 雇用形態 資格

206-0012 多摩市貝取4-3-1-107
就労継続支援B型事業所
遊夢（飲食店)

生活支援員
調理補助･ホール

正職員 福祉関係の資格あれば尚可

206-0033
多摩市落合1-46-1
ココリア6階

就労継続支援A型事業所
畑deきっちん（飲食店)

生活支援員
調理補助･ホール

非常勤・パート 福祉関係の資格あれば尚可

206-0033
多摩市落合1-46-1
ココリア5階

就労継続支援B型事業所
夢うさぎ（布製品加工販売)

生活支援員 非常勤・パート 福祉関係の資格あれば尚可

206-0034
多摩市鶴牧1-4-10
アネックス鶴牧501

共同生活援助グループホーム
多摩草むら

生活支援員 非常勤・パート 福祉関係の資格あれば尚可

206-0034
多摩市鶴牧1-4-10
アネックス鶴牧101

本部事務局 事務職 正職員 経理関係の資格を有すること

指導員 非常勤・パート
不問
（保育士･社会福祉士などあれば尚可）

指導員兼
相談支援員

非常勤・パート 相談支援員資格

指導員 非常勤・パート 運転免許があれば尚可

運転手 非常勤・パート 運転免許

介護職 正職員 初任者研修修了者以上

看護職 正職員 准看護師または正看護師

看護職 非常勤・パート 准看護師または正看護師

ふれあい多摩ケアセンター
（訪問介護）

介護職 非常勤・パート 初任者研修(旧ヘルパー2級)以上

ふれあい多摩ケアセンター
（介護サービス部門）

介護職 常勤 初任者研修(旧ヘルパー2級)以上

ふれあい多摩ケアセンター
（介護サービス部門）

介護職 非常勤・パート 初任者研修(旧ヘルパー2級)以上

206-0011 多摩市関戸4-11-7 1階 デイサービスセンター聖蹟桜ヶ丘 機能訓練指導員 非常勤・パート
PT・OT・ST・柔道整復師
あんまマッサージ指圧師のうちいずれか

206-0024 多摩市諏訪5-9-5 1階 デイサービスセンター諏訪 運転手兼介護員 非常勤・パート 普通自動車免許（AT可）

訪問看護師 正職員
正（准）看護師免許
普通運転免許

訪問看護師 常勤
正（准）看護師免許
普通運転免許

訪問看護師 非常勤・パート
正（准）看護師免許
普通運転免許

介護職
夜勤専従契約社員

非常勤・パート 介護職員初任者研修修了者以上

介護職
夜勤専従パート

非常勤・パート 介護職員初任者研修修了者以上

介護職
日勤パート

非常勤・パート

フロント業務 非常勤・パート

介護職
ケアマネージャー

正職員 介護支援専門員

看護師 常勤 看護師

看護師 非常勤・パート 看護師

正職員 保育士

常勤 保育士

非常勤・パート 不問

看護師 常勤 看護師

206-0032 多摩市南野3-15-1
二幸産業･NSP健幸福祉プラザ
（多摩市綜合福祉センター）

運動指導員 常勤
水中運動指導経験
普通運転免許

206-0011
多摩市関戸4-72
ヴィータ・コミューネ7階

多摩ボランティア･
市民活動支援センター

地域福祉コーディネーター 常勤
社会福祉士･精神保健福祉士
介護支援専門員･保健師のいずれか

11
特定非営利活動法人
ハーモニー

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

206-0025 多摩市永山3-9 くぬぎ

多摩市百草1142-103 もろびと訪問看護ステーション

10
特定非営利活動法人
くぬぎ

16 マーニン合同会社

株式会社
シルバーアシスト

特定非営利活動法人
多摩草むらの会

多摩市落合3-9-1 1階

八王子市東中野196-5 アルジャメゾン紅梅
株式会社
アルジャメゾン紅梅

13

東京都認証保育所
みらい保育園

14

9

12

株式会社シバタ
訪問看護ステーション
はーとふる多摩センター

18
社会福祉法人
多摩市社会福祉協議会

15
株式会社
太平洋シルバーサービス

17

多摩市豊ヶ丘1-1-4
フラワーマンションコヤタ
Ⅱ

東京都認証保育所
みらい保育園

206-0004

192-0351

206-0002 多摩市一ノ宮2-5-17
介護付有料老人ホーム
シルバーシティ聖蹟桜ヶ丘

206-0033

多摩市愛宕4-6-25
落合ROKUビル102

訪問看護ステーション
はーとふる多摩センター

206-0041

206-0031

保育士
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