
№ 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

訪問介護スタッフ 契約社員 1 介護福祉士 不問 なし 13070-57068511

ヘルパー パート 1 ヘルパー２級 不問 なし 13070-57061311

主任介護専門員
介護支援専門員

正社員 1
主任介護支援専門員、介護支援専門員のいず
れか

64歳
以下

65歳 13200-12665511

訪問介護サービス提供
責任者

正社員 1
介護福祉士、介護職員実務者研修修了者、
ホームヘルパー１級のいずれか

64歳
以下

65歳 13200-12608011

あいケア　デイサービス深大寺
調布市深大寺東町６－２６－１
５

デイサービス介護職員 パート 2 普通自動車運転免許
64歳
以下

65歳 13200-12605211

ケアスタッフ 正社員 1 不問
18～
64歳

65歳
あり

13040－82973611

介護スタッフ パート 1 不問 不問 なし 13040－82969811

看護師 正社員 1 看護師、准看護師のいずれか
64歳
以下

65歳
あり

13040－82961511

ＳＯＭＰＯケア調布柴崎訪問介護
調布市柴崎１－１５－６
カナメレジデンス３０３号室

登録ヘルパー パート 1
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修
了者のいずれか
普通自動車運転免許

不問 なし 13040－82982911

ＳＯＭＰＯケア調布柴崎デイサービス
調布市柴崎１－１５－６
カナメレジデンス１０１号室

看護師/デイサービス パート 1 看護師、准看護師のいずれか 不問 なし 13040－82978211

特別養護老人
ちょうふ花園

調布市下石原３－４４－１ 介護職員 正社員 2
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修
了者のいずれか

18～
59歳

60歳
再雇用あり

13200-12828311

ケアマネージャー 正社員 1 介護支援専門員（ケアマネージャー）
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200-12830811

介護職員 正社員 2
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修
了者のいずれか

18～
59歳

60歳
再雇用あり

13200-12829611

介護職員 正社員 2
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修
了者のいずれか

18～
59歳

60歳
再雇用あり

13200-12826411

介護職員 パート 2
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修
了者のいずれか

不問 なし 13200-12827011

サービス管理・介護業務 正社員 1
介護職員基礎研修修了者、介護職員実務者研
修修了者、ホームヘルパー１級、介護福祉士、
看護師、准看護師のいずれか

64歳
以下

65歳 13170-13592011

常勤訪問介護スタッフ 正社員 1
介護職員基礎研修修了者、介護職員実務者研
修修了者、ホームヘルパー１級、介護福祉士、
看護師、准看護師のいずれか

64歳
以下

65歳 13170-13593311

訪問介護員 パート 1
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修
了者のいずれか

64歳
以下

65歳 13170-13594611

193,000円～223,000円

4 （社福）桐仁会

調布市調布ヶ丘３－１７－８

特別養護老人
かしわ園

調布市国領町８－４－６

三鷹ナース・ヘルパーセンター
調布訪問介護事業所

特別養護老人
仙川くぬぎ園

調布市入間町２－２８－３３

224,000円～330,700円

231,000円～306,000円

224,000円～330,700円

1,090円～1,290円

224,000円～330,700円

208,500円～280,150円

1,409円～1,968円

5
（株）三鷹ナースヘルパーセン
ター

　

賃 金

1 （株）まごころ

210,000円～230,000円

1,250円～1,950円

しんわ・ケア　国領 調布市国領町８－１－２１

あいケア 調布市佐須町４－３－２

3 ＳＯＭＰＯケア（株）

184,300円～205,800円

1,100円～　1,100円

240,000円～293,800円

1,600円～　2,000円

1,255円～　1,375円

SOMPOケア　ラヴィーレ調布 調布市上石原１－８－８

2 （有）あいケア

300,000円～300,000円

1,100円～1,200円

271,500円～291,500円
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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

サービス提供責任者 正社員 1
介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、介護
職員実務者研修修了者、訪問介護員１級のい
ずれか

59歳
以下

60歳
再雇用あり

13080-56534611

訪問介護ヘルパー パート 2
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修
了者のいずれか

不問 なし 13080-56542611

サービス提供責任者 正社員 1
介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、介護
職員実務者研修修了者、訪問介護員１級のい
ずれか

59歳
以下

60歳
再雇用あり

13080-56536111

訪問介護ヘルパー パート 2
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修
了者のいずれか

不問 なし 13080-56544111

ニチイケアセンター調布
調布市小島町２－４０－７
AOビル３０１号

訪問介護ヘルパー パート 1
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修
了者のいずれか

不問 なし 13080-56538811

介護支援専門員 パート 1
介護支援専門員（ケアマネージャー）、主任介
護支援専門員のいずれか

不問 なし 13200-12861911

ソーシャルワーカー パート 1
社会福祉士、看護師、介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）のいずれか

不問 なし 13200-12865211

登録型ヘルパー パート 4 不問 不問 なし 13200-12864811

介護士 パート 2 不問 不問 なし 13200-12860611

デイサービスぷちぽあん 調布市入間町３－２２－５ 生活相談員 パート 1 普通自動車運転免許 不問 なし 13200-12867411

ふみ月チャレンジ染地 調布市染地１－１７－１５ 児童指導員 正社員 1 普通自動車運転免許
64歳
以下

65歳 13200-13794711

個別指導専門員 正社員 1 普通自動車運転免許
64歳
以下

65歳 13200-13795811

個別指導専門員 パート 1 不問 不問 なし 13200-13801211

9 （株）シェル とことこ介護ステーション
調布市飛田給１－３８－１
コーポシモ１０１

訪問介護員 パート 2 不問 不問 なし 13200－12736211

ケアマネージャー 正社員 1 介護支援専門員（ケアマネージャー） 不問 なし 13200-13605111

サービス提供責任者 正社員 1 介護福祉士 不問 なし 13200-13603611

訪問ヘルパー パート 5 不問 不問 なし 13200-13598611

191,780円～253,820円

1,320円～2,028円

1,050円～1,100円

1,480円～1,480円

1,480円～1,480円

1,050円～1,550円

10
（特非）たすけあいワーカーズ
調布はこべ 訪問介護ＮＰＯ・はこべ

調布市調布ヶ丘２－４－１５
カルム４１５　２０２号

（公財）調布ゆうあい福祉公社 調布市国領町３－８－１

ふみ月チャレンジたま川 調布市多摩川５－２４－１８

240,000円～303,000円

210,000円～240,000円

8 （特非）ふみ月の会

6 株式会社　ニチイ学館

1,050円～1,300円

ニチイケアセンター西調布
調布市上石原１－３９－５
西調布駅前センタービル

227,970円～247,970円

1,283円～1,563円

1,480円～1,480円

賃 金

1,500円～2,500円

7 （公財）調布ゆうあい福祉公社

191,780円～253,820円

1,283円～1,563円

ニチイケアセンター国領
調布市国領町２－３－８
鍋屋ビル１Ｆ

227,970円～247,970円

1,283円～1,563円
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