
受付日 2022年11月19日

紹介期限（開始） 〜 事業所登録番号 求人NO. SM202211-016

フリガナ 企業全体 47 当事業所

事業所名 うち女性

代表者名 法人番号

創業設立 資本金 300 万円 HPのURL

本社所在地 130-0002 所在地地図

最寄駅

事業内容 業種

会社の特徴

フリガナ 部署・役職 電話
担当者名 E-mail FAX

仕事の内容 求人理由

募集職種 求人数 3 名 職位・役職名
求人区分 雇用形態

〜 更新の可能性 あり

試用期間 あり 3 ヶ月 同条件

年齢 65 歳まで ※非常勤勤務の場合は年齢不問
年齢制限の理由

学歴
実務経験

あれば尚可

パソコンスキル 【word】 【excel】
応募選考方法 選考方法 その他

その他
書類送付方法 郵送,メール 提出期限 書類の返還 返還

選考場所 選考日時 随時
結果通知 1 日後 通知方法 郵送,電話,メール

10:00 〜 18:00 交代制 月平均労働日数 22 日
08:00 〜 16:00 休憩時間 60 分 時間外月平均 40 時間
21:00 〜 08:00

または 8:00 〜 22:00 の間の 5
１～ 日 特記事項

その他 年間休日数 120 日

週休二日制 毎週,その他 その他 年次有給休暇 10 日
（名称） 最寄駅
（所在地） 所在地地図

対策方法 その他

賃金 賃金形態 賃金について

月給 0 円〜　 0 円 賃金締切日 毎月

時間給 賃金支払日 毎月

基本給 円
円支給

手当 移動手当　時給(現場間２時
間まで)

1,000 円〜 1,000 円  昇給時給
（前年度実績）

円〜

緊急手当　プラス時給(急な
仕事の依頼を受けた場合)

300 円〜 300 円 支給回数 回/年

皆勤手当(半年毎) 0 円〜 30,000 円 賞与月数 カ月分
通勤手当 上限 円まで 賞与年額 円〜

保険・定年など 加入保険等
定年制 あり 65 歳
退職金 なし 勤続 年以上
再雇用 あり 65 歳まで

勤務延長 あり 65 歳まで

助成金利用

公開希望

求　人　票

ツバメホウモンカイゴ
従業員数
（人）

47

つばめ訪問介護 28

①駒込　②～④墨田区・文京区・台東区・荒川区・足立区など

東京都墨田区業平4-2-9
東京メトロ半蔵門線・東武スカイツリーライ
ン「押上駅」B1出口徒歩5分 （車椅子はB3出
口より徒歩12分）

障害者総合支援法に基づく居宅介護事業 
介護保険法に基づく訪問介護事業 訪問介護事業所

サービス提供責任者４名中４名が、現在０歳から小学生までのお子様の子育中。子育中のス
タッフさんも多く働いており、お互いを尊重し、お互いに助け合いながら仕事を請け負ってい
ます。
働き易い環境を心がけており、個々のペースで仕事を請け負って頂いています。

橋本健二 4010601051305

tsubamecare.fun※現在メンテナンス中

 Google	 35°42'23.7"N 139°48'53.7"E ここにメモを入力できます  

①パーソナルアシスタント(療養中の女性の専属スタッフ)
・買物、通院、地域行事参加などの付き添い支援
・調理、洗濯、掃除、整理整頓などの家事全般
・保温(体温調節)や電子機器使用の補助(療養上の医師による指示のため)

②重度訪問介護(身体に障害のある方)
・スーパーやデパート、映画や外食などの付き添い支援
・掃除や洗濯、買い物や調理といった日常生活支援　など

③重度訪問介護（医療的ケアを必要とする方）
・喀痰吸引、経管栄養注入などの医療的支援
・体調や状態の観察、バイタルの確認等の見守り支援　など

④同行援護(視覚に障害のある方)
・買い物やその他外出等の同行支援
・書類の代筆や代読等の支援　など

上記の制度を利用している方へ必要な支援を行うお仕事です。

増員,欠員補充

訪問介護スタッフ（介助スタッフ）
フルタイム,パート 正社員以外,パート 募集主の氏名または名称 宮田麻衣子

ミヤタマイコ サービス提供責任者 03-6658-8387
宮田麻衣子 tsubame0807@gmail.com 03-6658-8388 

試用期間中の労働条件
年齢制限あり
６５歳定年のため 年齢指針該当番号 例外理由１号

雇用期間
定めなし

雇用期間についての特記

必要な実務経験
資格・スキル等

不問
不問

資格・免許
④同行援護従事者 あれば尚可

①～④介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級）

①～③重度訪問介護従事者

提出書類
履歴書,職務経歴書,その他

事業所と同じ

書類,面接
福祉関係の資格をお持ちの方は資格証の写し

【その他】①英語(特に)UKが得意な方　歓迎

時間程度
（パートの場合）週所定労働日数 個々に合わせたシフト制　勤務時間は一例に過ぎない

休日
週休２日～

書類選考後,面接選考後

就業時間帯

就業時間の制度 交代制 変形労働時間制の種別 月単位

36協定における特別条項あり

希望休日を伺い個々設定　基本固定休暇のシフト制

就業場所

屋内の受動喫煙対策の状況 あり 禁煙

毎月末日

時間給

翌月25日

固定残業代なし 支給合計額 円
時間分の時間外手当として

賞与
（前年度実績）

住宅施設 なし

①１,６５０円～２,４７５円　　②１,４００円～２,０２５円

③１,４５０円～２,１７５円　　④１,６００円～２,２４０円

託児施設 なし

固定残業代に関する特記事項

100

雇用,労災,健康,厚生（週30時間以上勤務の場合）
30,000

しんぐるまざあず・ふぉーらむ（すてきみらい塾）

育児休業実績 あり
介護休業実績 あり

就労継続支援A型事業所 該当しない 労働組合 なし


