
№ 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

1 社会福祉法人　永明会 特別養護老人ホーム　いなぎ苑 稲城市百村２５５ 介護職員（特養） パート 1 不問 不問 なし 13200-14710801

看護小規模多機能型
居宅介護員

非常勤職員 3 普通自動車運転免許 不問 なし 13200-14889101

グループホーム介護員 契約社員 2 介護職員初任者研修修了者
18歳
以上

なし 13200-14884501

グループホーム
夜勤専従介護員

非常勤職員 3 不問
18歳
以上

なし 13200-14887601

訪問介護
夜勤専従介護員 非常勤職員 3 介護福祉士、普通自動車運転免許

18歳
以上

なし 13200-14885001

特別養護老人ホーム 稲城市平尾４－１６－１
特別養護老人ホーム
介護員

契約社員 2 介護職員初任者研修修了者
18歳
以上

なし 13200-14890801

3 社会福祉法人　博愛会 ケアハウス　ハーモニー松葉 稲城市矢野口１８０６ 介護職 パート 1 不問 不問 なし 13200－13591001

介護職 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

59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200－14627601

介護職 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 13200－14630801

訪問ヘルパー 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 1,400円～2,300円 13200－14628901

介護スタッフ パート 5 不問 不問 なし 13200－13596401

夜勤スタッフ パート 2 不問
18歳
以上

なし 13200－13597701

デイ・ホームたんぽぽ 稲城市坂浜８８－１ 介護スタッフ パート 5 不問 不問 なし 13200-13881801

いなぎのぞみ保育園 稲城市大丸５９３－１４ 保育士 正社員 6 保育士
67歳
以下

68歳 13200-15155301

社会福祉法人　平尾会

190,700～190,700円

4 特別養護老人ホーム　ひらお苑 稲城市平尾２－４９－２０

1,015円～1,320円

207,776円～224,976円

231,000円～246,000円

たんぽぽの郷 稲城市若葉台１－１３－５

197,936～325,576円

1,080円～1,130円

　

※詳細につきましては、求人票をご確認ください。

賃 金

5 社会福祉法人　春献美会

1,015円～1,320円

1,015円～1,320円

2

1,01３円～1,013円

1,020円～1,090円

やのくち正吉苑 稲城市矢野口１８０４－３

231,000円～231,000円

171,135円～185,022円

210,843円～210,843円

社会福祉法人　正吉福祉会
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保育士 正社員 2 保育士
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200－14574701

保育士 パート 2 保育士 不問
60歳

再雇用あり
13200－14575801

保育補助 パート 2 保育士 不問
60歳

再雇用あり
13200－14578001

保育補助（資格不問） パート 2 不問 不問
60歳

再雇用あり
13200－14579301

7 社会福祉法人　聖愛学舎 もみの木保育園　長峰 稲城市長峰２－１０ 保育士 正社員 1 保育士
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200-15030501

保育士 正社員 4 保育士
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200－14518501

保育士 パート 4 保育士 不問 なし 13200－14583801

調理業務 正社員 4 栄養士、調理師のいずれか
59歳
以下

60歳
再雇用あり

13200－14584201

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

13200－14396401

マルシュいなぎ
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 13200-14511601

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 13200-14512901

正夢の会グループホーム　ＲＵＥ大丸 稲城市大丸７０４－８ 生活支援員 パート 2 不問
18歳
以上

なし １３２００－１４５０９８０１

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 13200-14513101

8 社会福祉法人　東保育会

9 社会福祉法人　正夢の会

184,000円～248,050円

松葉保育園ほか稲城市内３園（第六保
育園、中島ゆうし保育園、本郷ゆうし保
育園）

稲城市矢野口２０６５ほか

231,200円～280,000円

218,000円～250,000円

1,120円～1,400円

1,120円～1,400円

6 城山保育園 稲城市向陽台６－４

1,030円～1,070円

社会福祉法人　稲城青葉会

1,020円～1,100円

219,000～280,000円

1,320円～1,350円

1,100円～1,150円

1,220円～1,400円

1,550円～1,550円

203,000円～354,000円
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