
勤務地・事業所名

通勤・最寄り駅

仕事内容

資格・経験

勤務時間

休日・休暇

給　　与

待遇及び福利厚生

事業所からの
メッセージ

　年間休日数：平均120日　　※週休２日制：毎週
　・休日：日曜日、祝日（土曜日は交代制）年末年始12／31～1／3
　・休暇：6ヶ月経過後の年次有給休暇日数１０日　／　夏休２日

　・月給 213,800円～240,100円（処遇改善手当・住宅手当含む）

　・基 本 給  ： 184,100円〜204,400円
　・処遇改善手当：20,000円
　・昇　　給 ： 3,600円〜4,400円 （前年度実績）
　・賞　　与 ： 年3回　 計2.7ヶ月分（前年度実績）
　・通勤手当 ： 実費支給（2ｋｍ以上から支給）　マイカー通勤可
　　　　　　　 ※勤務地①：駐車場なし　・　勤務地②：駐車場あり／月額7,000円
　・住宅手当 ： 9,700円〜15,700円
　・加入保険 ： 雇用保険，労災保険，健康保険，厚生年金
　・有給休暇 ： 6ヶ月経過後、年次有給休暇付与
　・特別休暇 ： 夏休、その他
　・お祝金等 ： 結婚祝金、出産祝金、入院見舞金、勤続祝金
   ・退  職 金 ： あり
　・試用期間 ： ３ヶ月（労働条件変更なし）
   ・異　　動 ： あり
　・定 年  制 ：一律60歳（再雇用：上限 65歳まで）

　地域包括支援センターでのお仕事です。介護支援専門員の資格があって、高齢者に
　理解があり、優しく接せられる方であれば、経験のない方も歓迎します。
　スキルアップを目指している方にも最適です。職場はとても明るい雰囲気で、人員
　基準以上に豊富な人員が配置されていてます。チームで仕事をすることが多いので
　わからない事をすぐ聞ける、悩みがあれば相談できる、サポートが行き届いた働き
　やすい環境で、初めての方でも安心して仕事をすることができますよ。
　残業も少なく、産休、育児休暇、介護休暇もあり、子育をしながらも安心して仕事
　ができ、定着率もよい事業所です。ご応募お待ちしています！！

地域包括支援センター　  介護支援専門員（正職員）

　①町田第１高齢者支援センター   ･･･   町田市森野4-8-39
　

　②忠生第1高齢者支援センター 　･･･　町田市下小山田町3580

　①小田急線、JR横浜線 町田駅よりバス。「市民病院前」下車徒歩3分。
　　※駐輪場あり。自動車通勤可（駐車場は自己契約）

　②小田急線町田駅、JR横浜線 淵野辺駅よりバス。
　　「桜美林学園」下車徒歩８分「尾根緑道入口」より徒歩２分。
　　※駐輪場あり。自動車通勤可（駐車場あり／月額7,000円）

　★町田市の委託を受けた高齢者の総合相談窓口「地域包括支援センター」でのケア
　　マネジャーのお仕事です。
　
　・住み慣れた地域で安心して
　　暮らせるように相談や支援、必要なサービスの調整を行います。
　・主に町田市の福祉サービスの申請代行、介護保険の相談、認定申請受付など、
　　電話での相談やケアプランの作成などを行って頂きます。

　・介護支援専門員
　　※地域包括支援センターでの経験があれば尚可。
　　※社会福祉士資格があれば尚可。
　・普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）。
　・必要なＰＣスキル：ワード、エクセルの基本操作が出来る方。
　　※複雑な操作技術は必要ありません。

　・8時30分〜17時15分（休憩時間：45分）
　・時間外：あり（月平均5～10時間程度）



勤務地・事業所名

通勤・最寄り駅

仕事内容

資格・経験

勤務時間

休日・休暇

給　　与

待遇及び福利厚生

事業所からの
メッセージ

　年間休日数：平均120日　　※週休二日制：毎週
　・休日：日曜日、祝日（土曜日は交代制）年末年始12／31～1／3
　・休暇：6ヶ月経過後の年次有給休暇日数１０日、２年目以降２０日
　　　　　夏休２日 (前年度)

　・月給 2１3,８00円～240,100円（処遇改善手当・住宅手当含む）

　・基 本 給  ： 1８4,１00円〜204,400円
　・処遇改善手当：20,000円
　・昇　　給 ： 3,600円〜4,400円 （前年度実績）
　・賞　　与 ： 年3回　 計２.７ヶ月分（前年度実績）
　・通勤手当 ： 実費支給（2ｋｍ以上から支給）    マイカー通勤可
                      ※勤務地①：駐車場あり／月額 7,000円　・　勤務地②：駐車場なし
　・住宅手当 ： 9,700円〜15,700円
　・加入保険 ： 雇用保険，労災保険，健康保険，厚生年金
　・有給休暇 ： 6ヶ月経過後、年次有給休暇付与
　・特別休暇 ： 夏休、その他
　・お祝金等 ： 結婚祝金、出産祝金、入院見舞金、勤続祝金
   ・退  職 金 ： あり
　・試用期間 ： ３ヶ月（労働条件変更なし）
   ・異　　動 ： あり
　・定 年  制 ：一律60歳（再雇用：上限 65歳まで）

　事業所には複数人のベテラン介護支援専門員が在籍しており、未経験でもブランクが
あっても安心して働ける環境です。介護支援専門員は孤独で負担の大きい仕事と思われ
がちですが、複数人の介護支援専門が在籍している強みを活かして、意見交換を活発に
行っており、サポート体制も万全です。
　要介護状態になっても住み慣れた地域で、その人らしく生きていくパートナーとして
の仕事を私達と一緒にしてみませんか。正職員として、事業所の中心になっていただけ
る方、ゆくゆくは法人の中心的職員になっていただける方をお待ちしています。

居宅介護支援事業所　介護支援専門員（正職員）

　①小山田介護センター ･･･ 町田市下小山田町3580　ふれあい桜館１階
　

　②パートナープラン木曽西 ･･･ 町田市木曽西2-18-18

　③福祉協会居宅介護支援事業所 ･･･ 町田市森野４-8-３９

　①町田駅又は淵野辺駅よりバス
　　「桜美林学園」下車徒歩８分／「尾根緑道入口」下車徒歩２分
　　※駐輪場あり。自動車通勤可（駐車場あり／月額7,000円）
　
　②町田駅よりバス「木曽南団地」下車徒歩６分
　　※駐輪場あり。自動車通勤可（駐車場自己契約）

　③町田駅よりバス「市民病院前」下車徒歩３分
　　※駐輪場あり。自動車通勤可（駐車場自己契約）

　・在宅で暮らす要介護高齢者の、その人らしい生活を実現するケアプランを作成
　　して頂く仕事です。
　・ご利用者やご家族からの相談を受け、課題分析を行い、サービス事業所との
　　連絡、調整を行って頂きます。
　・スタッフの管理、育成や収支の管理など事業運営全般に関わって頂きます。

　・介護支援専門員資格をお持ちの方
　・普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）があれば尚可
　・必要なＰＣスキル：ワード、エクセルの基本操作が出来る方
　　※複雑な操作技術は必要ありません。

　・8時30分〜17時15分（休憩時間：45分）
　・時間外：あり（月平均１０時間程度）



勤務地・事業所名

通勤・最寄り駅

仕事内容

資格・経験

勤務時間

休日・休暇

給　　与

待遇及び福利厚生

事業所からの
メッセージ

　・月給 211,880円～225,000円（処遇改善手当含む）

　・基 本 給  ： 191,880円〜205,000円
　・処遇改善手当：20,000円
　・昇　　給 ： 1,000円〜6,560円 （前年度実績）
　・賞　　与 ： 年3回  計２.７ヶ月分（前年度実績）
　・通勤手当 ： 実費支給（2ｋｍ以上から支給）　マイカー通勤可
　　　　　　　 ※勤務地①：駐車場なし　・　勤務地②：駐車場あり／月額7,000円
　・加入保険 ： 雇用保険，労災保険，健康保険，厚生年金
　・有給休暇 ： 6ヶ月経過後、年次有給休暇付与
　・特別休暇 ： 夏休、その他
　・お祝金等 ： 結婚祝金、出産祝金、入院見舞金、勤続祝金
   ・雇用期間 ： 年度更新（原則更新）
　・試用期間 ： ３ヶ月（労働条件変更なし）
   ・異　　動 ： なし
　・定 年  制 ：一律60歳（再雇用：上限 65歳まで）

　地域包括支援センターでのお仕事です。介護支援専門員の資格をお持ちの方で、
　高齢者に理解があり、優しく接せられる方であれば未経験の方も歓迎します。
　職場は、とても明るい雰囲気で、人員基準以上に豊富な人員が配置されていて
　います。チームで仕事をしていることが多いので、わからない事をすぐに聞ける
　悩みがあれば相談できる、サポートが行き届いた働きやすい環境で、初めての方
　でも安心して仕事をすることができますよ。
　残業も少なく、産休、育児休暇、介護休暇もあり、子育をしながらも安心して
　仕事ができ、定着率も高い事業所です。
　また、契約職員は、異動がなく、やりたい仕事を慣れた職場でやり続けられる
　のも魅力です。あなたのご応募をお待ちしています！！

　①小田急線、JR横浜線 町田駅よりバス。「市民病院前」下車徒歩3分。
　　※駐輪場あり。自動車通勤可（駐車場は自己契約）

　②小田急線町田駅、JR横浜線 淵野辺駅よりバス。
　　「桜美林学園」下車徒歩８分「尾根緑道入口」より徒歩２分。
　　※駐輪場あり。自動車通勤可（駐車場あり／月額7,000円）

地域包括支援センター 　介護支援専門員（契約職員）

　①町田第１高齢者支援センター   ･･･   町田市森野4-8-39
　

　②忠生第1高齢者支援センター 　･･･　町田市下小山田町3580

　★町田市の委託を受けた高齢者の総合相談窓口「地域包括支援センター」でのケア
　　マネジャーのお仕事です。
　
　・住み慣れた地域で安心して
　　暮らせるように相談や支援、必要なサービスの調整を行います。
　・主に町田市の福祉サービスの申請代行、介護保険の相談、認定申請受付など、
　　電話での相談やケアプランの作成などを行って頂きます。

　・介護支援専門員　※地域包括支援センターでの経験があれば尚可。
　
　・普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）必須。

　・必要なＰＣスキル：ワード、エクセルの基本操作が出来る方。
　　※複雑な操作技術は必要ありません。

　・8時30分〜17時15分（休憩時間：45分）
　・時間外：あり（月平均5～10時間程度）

　年間休日数：平均120日　　※週休２日制：毎週
　・休日：日曜日、祝日（土曜日は交代制）年末年始12／31～1／3
　・休暇：6ヶ月経過後の年次有給休暇日数１０日　／　夏休２日



勤務地・事業所名

通勤・最寄り駅

仕事内容

資格・経験

勤務時間

休日・休暇

給　　与

待遇及び福利厚生

事業所からの
メッセージ

　・月給 2１１,８８0円～2２５,０００円（処遇改善手当含む）

　・基 本 給  ： 1９１,８８0円〜２０５,００0円
　・処遇改善手当：20,000円
　・昇　　給 ： 1,000円〜6,560円 （前年度実績）
　・賞　　与 ： 年3回  計２.７ヶ月分（前年度実績）
　・通勤手当 ： 実費支給（2ｋｍ以上から支給）    マイカー通勤可
                        ※勤務地①：駐車場あり／月額 7,000円 ・ 勤務地②：駐車場なし
　・加入保険 ： 雇用保険，労災保険，健康保険，厚生年金
　・有給休暇 ： 6ヶ月経過後、年次有給休暇付与
　・特別休暇 ： 夏休、その他
　・お祝金等 ： 結婚祝金、出産祝金、入院見舞金、勤続祝金
   ・雇用期間 ： 年度更新（原則更新）
　・試用期間 ： ３ヶ月（労働条件変更なし）
   ・異　　動 ： なし
　・定 年  制 ：一律60歳（再雇用：上限 65歳まで）

　事業所には複数人のベテラン介護支援専門員が在籍しており、未経験でもブランクが
あっても安心して働ける環境です。介護支援専門員は孤独で負担の大きい仕事と思われ
がちですが、複数人の介護支援専門が在籍している強みを活かして、意見交換を活発に
行っており、サポート体制も万全です。
　要介護状態になっても、住み慣れた地域で、その人らしく生きていくパートナーとし
ての仕事を私達と一緒にしてみませんか。
　チームワークを大切にして働いて頂ける方をお待ちしています。

　①町田駅又は淵野辺駅よりバス
　　「桜美林学園」下車徒歩８分／「尾根緑道入口」下車徒歩２分
　　※駐輪場あり。自動車通勤可（駐車場あり／月額7,000円）
　
　②町田駅よりバス「木曽南団地」下車徒歩６分
　　※駐輪場あり。自動車通勤可（駐車場自己契約）

　③町田駅よりバス「市民病院前」下車徒歩３分
　　※駐輪場あり。自動車通勤可（駐車場自己契約）

居宅介護支援事業所　介護支援専門員（契約職員）

　①小山田介護センター ･･･ 町田市下小山田町3580　ふれあい桜館１階
　

　②パートナープラン木曽西 ･･･ 町田市木曽西2-18-18

　③福祉協会居宅介護支援事業所 ･･･ 町田市森野４-8-３９

　・在宅で暮らす要介護高齢者の、その人らしい生活を実現するケアプランを
　　作成して頂く仕事です。
　・ご利用者やご家族からの相談を受け、課題分析を行い、サービス事業所との
　　連絡、調整を行って頂きます。

　・介護支援専門員資格をお持ちの方
　・普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）があれば尚可
　・必要なＰＣスキル：ワード、エクセルの基本操作が出来る方
　　※複雑な操作技術は必要ありません。

　・8時30分〜17時15分（休憩時間：45分）
　・時間外：あり（月平均10時間程度）

　年間休日数：平均120日　　※週休二日制：毎週
　・休日：日曜日、祝日（土曜日は交代制）年末年始12／31～1／3
　・休暇：6ヶ月経過後の年次有給休暇日数１０日、2年目以降２０日
　　　　　夏休２日 (前年度)


