
一例です

【平日】 【休日】

8：45～出勤 9：00～出勤

9:00～ 支援 事務所で事務作業

10：30～事務所で事務作業 10：30～支援

12：00～昼食 12:00～昼食

14：00～支援 14：00～支援

事務所で事務作業 事務所で事務作業

16：00～支援 16：30～支援

事務所で事務作業

～17：45帰宅 ～18：00帰宅

時間 仕事 時間 仕事

スタッフの業務（日課など）

この部屋です

作業所「たんぽぽ」の就労棟の一室です。

事業内容
居宅介護・重度訪問介護・行動援護

同行援護・移動支援・生活サポート
TEL

Email satsuki@tanpopo.or.jp

0587-50-0080

その他
開所2年目の事業所です。

施設外観 スタッフ写真

名鉄奥田駅より徒歩20分　　稲沢コミュニティバス「南緑町」停留所から、徒歩10分交通機関

勤務時間8：00～18：00の間でご都合の良い時間。休日は、事業所カレンダーによる。

URL http://www.tanpopo.or.jp

事業所名
ヘルパーステーション

いなざわさつき

FAX 0587-50-5252

住所 稲沢市大塚南七丁目３９番地

運営法人社会福祉法人たんぽぽハウス 問合担当鈴木



【平日】例 1日3件訪問の場合 【土曜日】例 1日2件の場合（直行直帰可）

9:30 9:30～

10:00～

11:30

12:00

13:30～

14:00～ 15:00

15:00

15:30～

16:30

（社用車） （社用車又は自車）

②利用者宅訪問
　身体介護（入浴介助）

③利用者宅訪問
　家事援助（掃除）

退勤

　身体介護

※月1回研修会有

事業所に戻る・報告書作成

①利用者宅訪問
　家事援助

②利用者宅訪問

事業所へ出勤

①利用者宅訪問
　家事援助（買い物・調理）

事業所へ戻る

　（昼休憩）・報告書作成

時間 仕事 時間 仕事

施設外観 訪問先へ

スタッフの業務（日課など）

交通機関国道１５５号線沿　横池交差点東へ　名鉄尾西線渕高駅徒歩15分

勤務時間
AM8：00PM6：00　　日曜日休み

＊営業時間内の都合の良い曜日時間で応相談（1日1件でも可）

その他

運営法人社会福祉法人　稲沢市社会福祉協議会　問合担当責任者まで

住所 愛知県稲沢市平和町横池三番割19番地　平和らくらくプラザ内

事業内容居宅介護 TEL 0567-46-4747

事業所名ケア・パートナー

FAX 0567-46-4545

Email kaigo@inazawa-shakyo.or.jp

URL



【平日】 【休日】

8:15～ 8:30～

10:15 9:00

11:00～

12:30

13：30～ 14:00～

14:15 15:20

15:00～ 16:00～

15:45 16:30

16:30～ 17:00～

17:15 18:00

URL https://cpt-taiyou.com/

事業内容居宅介護 TEL 0587-58-6251

事業所名ケアパートナーたいよう

FAX 0587-58-6253

Email ｃ.ｐ.ｔ＠sun4.gmobb.jp

施設外観 ホームページQRコード

運営法人ケアパートナーたいよう合同会社 問合担当田中直樹

住所 稲沢市祖父江町森上本郷十50番地

交通機関名鉄尾西線　森上駅より徒歩5分

勤務時間シフト制

その他

訪問介護

（調理、掃除など）

訪問介護

（調理、掃除など）

スタッフの業務（日課など）

時間 仕事 時間

訪問介護

（買い物など）

訪問介護

（排泄介助など）

仕事

訪問介護

（入浴介助、掃除など）

訪問介護

（排泄介助など）

訪問介護

（調理、掃除など）

訪問介護

（掃除、洗濯など）

訪問介護

（入浴介助、掃除など）



【正社員(サービス提供責任者)の一例】 【登録ヘルパーの一例】

8:30 出勤・連絡等の確認 8:30 ご利用者様宅訪問①
9:30 ご利用者様宅訪問 （例：デイサービスの送り出し）

(例：家事援助) 9:30 ご利用者様宅訪問②
11:00 帰社 （例：買物同行、調理、洗濯）

報告書・アセスメント作成等 11:00 直帰・休憩

12:00 休憩 (直帰できるため、家庭での

13:00 担当者会議出席 家事等のプライベートな時間に

◎ )充てることができます

15:30 帰社 16:00 ご利用者様宅訪問③
ヘルパースケジュール調整等 （例：入浴介助、調理）

17:30 退勤 17:30 退勤

サービス提供責任者からケアマネジャーへ 登録ヘルパーは、

◎キャリアアップも可能です ◎１日１ケアから勤務が可能です

事業内容 居宅介護、同行援護、移動支援 TEL 0587-34-5288

事業所名

FAX 0587-34-5470

Email fureai-1@sa2.so-net.ne.jp

URL http://www.fureai-service.com/

運営法人 有限会社ふれあいサービス 問合担当 吉田 知世

住所 愛知県稲沢市井之口大坪町８０番１号 稲沢パールシティ３F

交通機関 名鉄名古屋本線「奥田駅」から徒歩８分、JR東海道線「稲沢駅」から徒歩２５分

勤務時間
【正社員】月～土曜日の内の５日間、8:30～17:30での勤務
【パート】月～土曜日の内５日間以内、8:30～17:30の中での勤務（時間は応相談）
【登録ヘルパー】基本8:00～18:00内で担当するご利用者様に合わせての勤務

その他

＊介護職員初任者研修修了(旧ヘルパー２級)以上の資格必須
＊同行援護を行う場合は、同行援護従業者研修修了資格必須
＊資格手当・年末年始手当・自社研修・処遇改善一時金の支給有り
＊登録ヘルパーは、利用者様宅への直行直帰の勤務となります。
＊登録ヘルパーは定年制を設けていないため、６０歳以上のシニアも多数活躍中です！！

… ◎＊「働きたいけど、ヘルパーの資格がない 」という方には、資格取得支援制度を設けています

時間 仕事 時間 仕事

施設外観 ふれあいサービスの魅力◎

スタッフの業務（日課など）

業務拡大のため

令和４年７月に

移転しました！

業務拡大に伴い、令和４年７月に稲沢パールシティ内

３階へと移転しました！商業施設内のため、介護・障害

福祉サービスのご利用をご検討されている方にも気軽

にお越し頂けるようになりました◎

① 月１回の自社研修会
◎月１回ヘルパーのための研修会を開催しています

接遇から介護技術まで学ぶことができます。

② 豊富な人材で急なお休みもカバー◎
登録ヘルパーを含め、ヘルパーは約40名在籍してい

ます。体調が悪くなった、子供の面倒を見なければいけ

◎ない等の急なお休みもカバーしあえます

③ ライフスタイルに合わせ選べる勤務形態
弊社では、ライフスタイルに合わせて様々な勤務形態

“を選ぶことができます。 パートヘルパーから始めて、子

” “供の手が離れたら正社員になる 正社員で働いてるけ

ど、定年になったら登録ヘルパーになって自分のペース

”で働き続けたい 等、私生活との両立を大切にしています。

求人ページはこちらから

お気軽に

お問合せください



居宅介護

同行援護

移動支援

・掃除、洗濯、メモ買い物、一緒に買い物（介護ラボ・メグの介護タクシー

を利用して通院及び院内付添の支援を行う。）

・外出介護（クーポン誌等をヘルパーと一緒に検索し、目的地を決めて計画

し、介護ラボ・メグの介護タクシーを利用または、公共交通機関を利用して

外出支援を行う。）

・自閉症・精神障害等の方の社会適応を促すための外出支援を行う。

サービス提供場面等

事業内容居宅介護・同行援護・移動支援

運営法人株式会社ウィングサポート・メグ

勤務時間８：００～１７：００（時間外業務もある為、相談によりお願いすることあり）

megu@tmt.ne.jp

0587-22-3024

目黒好江

住所稲沢市稲島東四丁目63番地

交通機関名鉄国府宮駅より北へ徒歩1０分

サービス名

スタッフの活動

サービス内容

TEL 0587-22-3008

URL http://www.wsmg.co.jp

施設外観

その他

事業所名介護ラボ・メグ

FAX

Email

問合担当



事業内容
居宅介護・重度訪問介護・同行援護

移動支援・生活サポート
TEL 0587-50-8666

事業所名ラポールケア

FAX 0587-50-8667

Email rapportcare@tg.commufa.jp

交通機関名鉄尾西線　森上駅より徒歩4分

勤務時間シフト制　☆08：00～18：00の間で希望の時間

URL http://hp.kaipoke.biz/np4/

運営法人合同会社ラポールケア 問合担当井上 委亜（いのうえ ともえ）

住所 稲沢市祖父江町本甲大溝55番 パラシオン101号

スタッフの業務（日課など）

その他高齢介護サービス（訪問介護）事業所を併設しています。

合同会社ラポールケア　ホームページ ★ ★ラポールケア　求人情報

8:00 8:30 9:00 9:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:30

※実際に働いているヘルパーさんのシフトです。 ・・・サービス時間（内容）

　あくまで一例であり、この他にも様々な働き方を皆さんされています。

　ご家庭等の都合に合わせ、柔軟にシフトを対応します。

ヘルパーさん勤務モデル（例）

買物 掃除 入浴

入浴・掃除

入浴・掃除

入浴・自立支援

排泄

清拭・掃除

掃除
調理・自立

支援
入浴

掃除・洗濯 買物
排泄・食事

介助
入浴介助 掃除

月曜日

火曜日

排泄 排泄
Oさんの場合…

子供が小さく扶養

内に収入を抑えた

い

（週4日勤務）

Yさんの場合…

子供がある程度大

きくなり社会保険

に加入し手取り収

入を多くしたい

（週6日勤務）

月曜日

火曜日


