
「元・１1・30 ふくしのしごと市」求人一覧表
ブース
番号

事業所名 職種

採
用
人
数

年齢 就業場所 最寄駅 労働日数 勤務時間
求人番号
13060-

社会福祉法人　大田幸陽会
障害者生活ホーム

生活支援員（宿泊世話人） 5 18歳
以上

大田区西糀谷2-31-2
大田幸陽会　ラナハウス西糀谷102

京浜急行空港線　糀谷駅から
下車徒歩8分 週1日以上 15：30～09：00　左記の間で実働8時間

★宿泊勤務となります。
時給 1,070 ～ 1,200 20431191

社会福祉法人　大田幸陽会
大田区立池上福祉園

支援スタッフ（補助） 1 不問 大田区池上6-40-3
東急池上線　蓮沼駅下車8分

週２～4日程度 09：45～15：45のうち4～6時間勤務 時給 1,020 ～ 1,050 20445791

社会福祉法人　大田幸陽会
さわやかワークセンター

支援スタッフ 1 不問
大田区中央2-10-1
大田文化の森ティーラウンジすばる

大森駅等からバス「大田文化の森」
下車徒歩1分 週3日以上 09：30～17：15または09：30～17：15の

間の6時間以上
時給 1,020 ～ 1,200 20440091

特別養護老人ホーム介護職 1
59歳
以下

大田区東糀谷6-4-17
複合福祉施設サンタフェガーデンヒルズ
内※配属先は特別養護老人ホーム「フ
ロース東糀谷」

京浜急行空港線　穴守稲荷駅
徒歩17分

月平均21.2日
07：30～16：30
11：30～20：30 月給 172,500 ～ 305,000 20230391

非常勤ケアスタッフ 3 不問
大田区東糀谷6-4-17
複合福祉施設
サンタフェガーデンヒルズ内

京浜急行空港線　穴守稲荷駅
徒歩17分

週1日～5日
07：00～20：30の間の1日1時間～歓迎
応相談

時給 1,150 ～ 1,600 20231691

障害者支援施設介護職 3

18歳
以上
59歳
未満

大田区東糀谷6-4-17
複合福祉施設　サンタフェガーデンヒルズ内
※配属先は障害者支援施設「アミークス東
糀谷」

京浜急行空港線　穴守稲荷駅
徒歩17分

月平均21.2日
07：30～16：30
11：30～20：30
16：30～9：30（月3～5回程度）

月給 180,000 ～ 315,000 20229591

フロアサポート 2 不問
大田区東糀谷6-4-17
複合福祉施設
サンタフェガーデンヒルズ内

京浜急行空港線　穴守稲荷駅
徒歩17分

週1日～5日 07：30～20：00　1日4時間～応相談 時給 1,013 ～ 1,013 20232991

福祉施設の送迎ドライバー 1 不問
大田区東糀谷6-4-17
複合福祉施設
サンタフェガーデンヒルズ内

京浜急行空港線　穴守稲荷駅
徒歩17分

週2日以上
08：30～10：00　　　15：30～17：30
08：30～10：30　　　13：30～16：00
13：30～16：00

時給 1,013 ～ 1,200 20233491

保育補助 2 不問
大田区大森北4-16-5
子ども家庭支援センター　一時保育室
又は大田区西蒲田7-49-2　サン御園

JR京浜東北線　大森駅　徒歩8分
又は
JR京浜東北線　蒲田駅　徒歩5分 週2日～3日程度 09：00～18：00 時給 1,200 ～ 1,200 20295291

保育補助 2 不問

大田区大森南2-15-18
大田区立ひまわり苑又は
大田区久が原2-3-22
大田区立コスモス苑

週2～3日程度
09：00～18：00
16：00～22：00

時給 1,100 ～ 1,200 20296591

支援員（非常勤） 2
18歳
以上

大田区大森南2-15-18
大田区立ひまわり苑又は
大田区久が原2-3-22
大田区立コスモス苑

月平均20日
07：30～16：30
09：30～18：30　ローテーション制、他
シフトも有、月3～5回程度宿直あり

月給 200,000 ～ 200,000 20294891

生活支援員 3 ５９歳
以下

月平均２０．３日 08：30～17：30 月給 189,500 ～ 269,000 20178491

生活支援員 1 不問 月平均２０．3日 08：30～17：30 月給 216,840 ～ 217,340 20177991

生活支援員 2 不問 週2日～5日程度 08：30～17：30の間の４時間以上 時給 1,050 ～ 1,050 20179791

社会福祉法人　睦月会
大田区立大田生活実習所

賃金

1

大田区萩中2-10-11
当会　大田区立大田生活実習所

京浜急行線　糀谷駅　徒歩７分

2 社会福祉法人　善光会

3 社会福祉法人　大洋社

4
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社会福祉法人　扶壮会
蒲田音楽学園保育園

保育士 2 59歳
以下

大田区西蒲田4-27-2

JR・東急線　蒲田駅　徒歩12分

月平均20.3日 07：15～19：45の間の8時間 月給 202,600 ～ 260,200 20579091

社会福祉法人　扶壮会
蒲田音楽学園第二保育園

保育士 2
59歳
以下

大田区西蒲田4-１１-5

JR・東急線　蒲田駅　徒歩12分

月平均20.3日 07：15～19：45の間の8時間 月給 202,600 ～ 260,200 20583891

社会福祉法人　扶壮会
蒲田音楽学園第二保育園

用務員（教育補助含む） 1 不問 大田区西蒲田4-１１-5

JR・東急線　蒲田駅　徒歩12分

週３～5日程度 07：15～19：45の間の4時間以上 時給 1,020 ～ 1,210 20584291

社会福祉法人　扶壮会
久が原ハーモニー保育園 保育士 3 59歳

以下
大田区久が原1-1-9

東急池上線　御嶽山駅より徒歩12分
月平均20.3日 07：15～19：45の間の8時間 月給 202,600 ～ 244,800 20580991

6
社会福祉法人
東京都手をつなぐ育成会
大田通勤寮

世話人 1
１８歳
以上

大田区東矢口3-30-12

JR京浜東北線　蒲田駅下車１５分

週１日以上
17：00～10：00（22：30～4：30宿直業
務、仮眠休憩あり）

時給 1,200 ～ 1,200 20485491

7 有隣協会 ※ 求人なし

介護職員（一般職） 5 59歳
以下

大田区内特別養護老人ホーム7カ所の
いずれか

月平均２０．６日

09：00～17：45
07：00～15：45
10：45～19：30
17：00～09：30（休憩90分）

月給 214,100 ～ 232,600 20157091

介護職員（特養ホーム） 5 不問

法人が運営する大田区内の特別養護老
人ホーム

週2日～5日程度

07：00～15：45
09：00～17：45
10：45～19：30
17：00～09：30（休憩90分）
又は07：00～19：00の間の3時間程度

時給 1,260 ～ 1,310 20152791

総合職・福祉職（介護職員） 5 59歳
以下

法人が運営する大田区内の特別養護老
人ホーム等

月平均２０．６日

09：00～17：45
07：00～15：45
10：45～19：30
17：00～09：30（休憩90分）

月給 235,100 ～ 254,100 20154291

社会福祉士（地域包括支援） 2 不問

法人が運営する大田区内の地域包括支
援センター

週4～5日 09:00～17：45
10：15～19：00

時給 1,490 ～ 1,500 20153891

児童指導員・保育士 2 59歳
以下

大田区上池台4-12-10

本園及びその他グループホーム2カ所
（本園近く）

月平均２１．６日

07：00～16：00　　 　09：00～18：00
13：00～22：00
14：00～13：59　宿直有
シフト制による上記の勤務

月給 206,669 ～ 232,875 20516491

調理員 1
59歳
以下

大田区上池台4-12-10

東急池上線　長原駅から　徒歩８分

月平均２１．１日
09：00～18：00
10：00～19：00
ローテーション勤務

月給 176,317 ～ 211,166 20649591

大田区仲池上２－２４－８
（経営本部）

9
社会福祉法人

救世軍社会事業団
救世軍　機恵子寮

8 社会福祉法人　池上長寿園
（経営本部）
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介護職員 5
18～
64歳

月平均２０．４日
07：00～16：00　22：00～7：00
09：30～18：30　他にシフトあり
13：00～22：00

月給 204,500 ～ 216,700 19680691

看護職員（正看護師） 2 64歳
以下

月平均２０．４日
07：30～16：30
08：30～17：30
11：00～20：00の勤務表により決定

月給 270,700 ～ 281,200 19683791

ヘルパー 2 不問
好日苑ヘルパーステーション上池台

週１日以上 08：30～17：30の間の１時間以上 時給 1,300 ～ 1,800 19686591

食事支援・補助業務 2 不問

特別養護老人ホーム「好日苑」
大田区上池台5-7-1 週１日～5日以上

07：00～09：00
17：00～18：30で選択可・両方可

時給 1,020 ～ 1,020 19685291

生活支援・補助業務 5 不問
特別養護老人ホーム「好日苑」
大田区上池台5-7-1

週１日～5日以上 10：00～14：00 時給 1,020 ～ 1,020 19766591

保育士補助（島田保育園） 1 不問
大田区大森北3-3-5
島田保育園

JR京浜東北線　大森駅　徒歩10分

週3～5日程度 7：15～20：30の間の5時間程度 時給 1,020 ～1,020 20246191

保育士補助
（大森北六丁目保育園）

1 不問 大田区大森北6-9-1

JR京浜東北線　平和島駅　徒歩3分

週3～5日程度 7：15～20：30の間の5時間程度 時給 1,020 ～1,020 20247091

保育士補助（大森駅前保育園） 1 不問 大田区大森北1-6-6

JR京浜東北線　大森駅　徒歩1分

週3～5日程度 7：15～20：30の間の5時間程度 時給 1,020 ～1,020 20248391

保育士補助（北嶺町第二保育園） 1 不問 大田区北嶺町28-7

東急池上線御嶽山駅　徒歩5分

週3～5日程度 7：15～20：30の間の5時間程度 時給 1,020 ～1,020 20245591

保育士補助（北嶺町保育園） 1 不問 大田区北嶺町19-13

東急池上線御嶽山駅　徒歩7分

週3～5日程度 7：15～20：30の間の5時間程度 時給 1,020 ～1,020 20244291

支援・相談員 1 不問 大田区大森本町2-2-2

京浜急行線　平和島駅　徒歩７分

月平均２1日
08：45～17：30
07：00～15：45
10：15～19：00　　シフト制

月給 209,000 ～ 255,000 20537191

支援スタッフ 1 不問 大田区大森本町2-2-2

京浜急行線　平和島駅　徒歩７分

週3日～5日程度 7：00～19：00の間の3～8時間
又は7：00～19：00の間の3時間以上

時給 1,050 ～ 1,200 20538091

生活支援員 1 不問 大田区大森西3-3-9

京浜急行線　大森町駅　徒歩7分

月平均２０．８日 08：30～17：30 月給 176,000 ～ 240,000 20668391

事務員 1 不問 大田区大森西3-3-9

京浜急行線　大森町駅　徒歩7分

月平均２０．8日 08：30～17：30 月給 176,000 ～ 240,000 20671791

社会福祉法人　同愛会
東京事業本部

グループホームかんらんしゃ
世話人 1 １８歳

以上 大田区東雪谷5-27-20

東急池上線　石川台駅　徒歩１０分

週1日以上 08：30～17：30
16：00～09：00

時給 1,100 ～ 1,200 20665591

10 社会福祉法人　響会

特別養護老人ホーム「好日苑」
大田区上池台5-7-1

　都営浅草線　馬込駅～徒歩15分
東急バス「稲荷坂」徒歩1分

11

12

13

社会福祉法人島田福祉会

社会福祉法人　東京蒼生会
大森老人ホーム

社会福祉法人　同愛会
東京事業本部

大田福祉作業所
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※【求人番号】：ハローワーク専用求人です。詳細は、11/30当日ハローワーク求人票をご覧ください。




