
受付日 2022年12月27日

紹介期限（開始） 2022年12月27日 〜 2023年3月31日 事業所登録番号 求人NO. HI 202212-140

フリガナ 企業全体 264名 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 万円 HPのURL
本社所在地 194-0215 所在地地図

最寄駅

事業内容 業種 老人福祉・介護事業

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 増員

募集職種 社会福祉法人竹清会

求人区分 求人数 1 人 職位・役職名

雇用形態
更新の可能性

更新の条件
試用期間 あり 3 ヶ月 同条件

年齢 年齢制限あり 59 歳まで

年齢制限の理由

学歴
実務経験

必須 【word】 基本
あれば尚可 【excel】 基本
あれば尚可 【その他】

応募選考方法 選考方法 書類の返還
その他

書類送付方法 郵送,メール 提出期限
選考場所 選考日時 随時
結果通知 5 日後 通知方法 電話,メール

①8:30 〜 17:30 月平均労働日数 20.9 日

②9:00 〜 18:00 休憩時間 60 分 時間外月平均 3 時間

③8:00 〜 18:00

または 〜 の間の

その他 年末年始休暇 年間休日数 114 日
週休二日制　 毎週 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 禁煙 その他 館内禁煙・外部に喫煙コーナーあり

賃金 賃金形態 給与について

月給 219,000 円〜　 301,000 円 賃金締切日
日給 円〜　 円 賃金支払日
時間給 円〜　 円

なし 基本給 円　十 円支給

手当 処遇改善 42,000 円〜 42,000 円
 昇給

（前年度実績） 円〜

通信 2,000 円〜 2,000 円 支給回数 3 回/年

円〜 円 賞与月数 4.5 カ月分/年

通勤手当 上限 円まで 賞与の特記
保険・定年など 加入保険等

定年制 あり 60 歳
退職金 あり 勤続 1 年以上
再雇用 あり 65 歳まで
勤務延長 なし 歳まで

助成金利用

公開希望

求　人　票

0042

シャカイフクシホウジンチクセイカイ
従業員数
（人）

46名

社会福祉法人竹清会 33名

美郷

東京都町田市小山ヶ丘1-2-9 京王相模原線多摩境駅　徒歩20分

理事長　矢沢きよみ 3012305000233

1999年3月10日 http://chikuseikai.com/

フルタイム

正社員

ヒロオカ　ヨウスケ 事業統括本部 042-797-0565

廣岡　洋輔 misato1@chikuseikai.com 042-797-1880

正社員以外の名称

年齢指針該当番号 例外事由1号

雇用期間
定めなし

雇用期間についての特記

60歳定年制の為。年齢制限の特記

必要な実務経験
資格・スキル等

不問
不問

介護職員初任者研修
普通自動車運転免許

ホームヘルパー2級
資格・免許

パソコン
スキル

休日

提出書類
履歴書,職務経歴書,はあと紹介状

事業所と同じ,オンライン
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 利用者等への臨時の対応をする必要があるため

③の勤務を8日から16日行った場合、公休が1日から2日加算されます。

就業場所

京王相模原線多摩境駅　徒歩
20分

東京都町田市小山ヶ丘1-2-9

屋内の受動喫煙対策の状況 あり

毎月末日

月給 下記の手当を含んだ月額

希望
はあと飯田橋

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

介護保険事業（高齢・福祉）を運営。町田市内で特養、通所介護、訪問介護、居宅介護支援事業
所、地域包括支援センター等を展開。

【平成29年度東京都女性活躍推進大賞の受賞】
女性の雇用促進、働きやすい職場環境への取り組みが評価され、社会福祉法人としては初となる東京都女性活躍推進大賞を受賞しました。正職員、非常勤
職員問わず、ライフイベントや生活状況に合わせた配置転換・勤務条件の提示（時短勤務の正職員等）による就業支援を行っています。
【ICT機器の活用・IoT化への取組】
今後の労働人口の減少に向け、間接業務のアウトソーシング化、ICT技術の活用・IoT化による生産性の向上及び業務効率化に取り組んでいます。

○通所介護事業所（一般型・リハビリ・認知症対応型）での介護職員として介護業務全般（入浴・排泄・食事等）に従事

○送迎業務あり（要普通自動車免許ＡＴ限定可）

○ＯＪＴ制度あり 最初の３ヶ月は、担当指導職員が同じ勤務につき、介護の基本技術や業務、マナー、社内制度についてマンツーマ

ンで指導。期間毎に習得する内容を定めて、段階的に業務を習得。進捗状況次第では担当指導職員による教育期間を延長し、
個々に合わせた指導・教育を行える体制。

○ご本人の適正、希望を確認しながら、人事考課を元に異動可能（同一建物内、近隣に他サービス事業所あり）

○特定の条件（ひとり親家庭、遠方の方、若年者等の諸事情から勘案）において住居及び家賃（全額法人負担）を支援する制度あり

※東京都介護職員宿舎借上げ支援事業対象事業所

○想定年収：350万円～（賞与含む）

業務に関わる資格証の写し

募集主の氏名または名称介護職（通所介護事業所 一般型・リハビリ・認知症対応型）

託児施設 なし

固定残業代に関する特記

雇用,労災,健康,厚生,退職金,財形
20,000

賞与
（前年度実績）

翌月25日

住宅施設 あり

時間分の時間外手当として

土,日

書類,面接 求人者の責任で破棄

試用期間中の労働条件
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