
目黒区長あて要請資料 

2022.11.29 はしもと 

11 月末の時点での、ハローワーク渋谷求人情報を調査した。 

概括 は以下。求人元データ添付。 

保育  

① ちとせ交友会 パート保育士                 1,300円〜1,300円 

② 認可保育園 株式会社スクルドアンドカンパニー パート保育士    1,310円〜1,360円 

③ 保育園 調理補助 株式会社 東京天竜                   1,200円〜1,300円 

④ 保育園の給食スタッフ（パート） ちとせ交友会                1,100円〜1,100円 

 

介護  

① デイサービス職員 合同会社Ｍ＆Ｗ豊                     1,250円〜1,350円 

② グループホーム ソラスト碑文谷の介護スタッフ 変形労働制       1,135円〜1,135円  

③ グループホーム ソラスト碑文谷の介護福祉士 変形労働制        1,185円〜1,185円 

④ 小規模多機能型居宅介護 鷹番あやめの介護スタッフ               1,135円〜1,135円 

⑤ 週２日～・ショート夜勤専従介護 グループホームウェルミー上目黒     1,187円〜1,205円 

⑥ 介護付有料老人ホームの介護助手 せらび恵比寿の介護助手        1,085円〜1,085円 

⑦ 高齢者施設 日常清掃／目黒区東が丘／６０歳以上限定求人       1,080円〜1,200円 

⑧ 介護付有料老人ホーム せらび恵比寿のドライバー 変形労働制     1,075円〜1,075円 

⑨ デイサービス送迎ドライバー  ケアサービス                  1,072円〜1,150円 

 

その他 

①  交通誘導警備業務 株式会社 ジャスティスアドバンス            1,072円〜1,250円 

②  家事代行サービス 株式会社 サン・ケアネット                 1,300円〜1,300円  

③  厚生中央病院 【病棟クラーク】 病棟でのカルテ管理など ニチイ学館   1,080円〜1,155円、 

④  医療事務 保険調剤薬局における受付業務・レセコン入力         1,072円〜1,272円 

⑤  児童指導員（放課後等デイサービス）株：ＡｒｔＳｐａｃｅ ＤｒａｇｏｎＦｌｙ      1,200円〜1,800円 

⑥  放課後等デイサービスの送迎ドライバー 株：ＡｒｔＳｐａｃｅ ＤｒａｇｏｎＦｌｙ    1,100円〜1,100円 

⑦  支援スタッフ〈無資格〉／知的障害者施設  もえぎの会             1,080円〜1,120円 

⑧  知的障害者の通所施設 生活支援員 社会福祉法人 いたるセンター   1,080円〜1,080円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 保育  

① 勤務場所：目黒区内、パート：保育士 で検索 

受付年月日：2022 年11月 29 日    紹介期限日：2023 年 1月 31 日 

求人区分 パート 

事業所名 社会福祉法人 ちとせ交友会 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 業務内容：園児の健康管理、乳幼児の保育などが主な仕事になります。  

雇用形態 パート労働者 

賃金（手当等を含む） 1,300円〜1,300円 
 

 

職種 【保育士パート】目黒区／認可保育園 
 

受付年月日：2022 年11月 25 日    紹介期限日：2023 年 1月 31 日 

求人区分 パート 

事業所名 株式会社スクルドアンドカンパニー 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

【日曜祝日お休み】  認可保育園にて保育スタッフを募集中です。 

昇給あり／社保完備／残業代１００％支給／福利厚生充実 

雇用形態 パート労働者 

賃金（手当等を含む） 1,310円〜1,360円 

就業時間 交替制（シフト制） 

休日 日祝他 週休二日制： 毎週 

年齢 不問 

求人番号 13010-19714522 
 

 

 



勤務場所：目黒区 パート 保育補助 

受付年月日：2022 年11月 25 日   紹介期限日：2023 年 1月 31 日 

求人区分 パート 

事業所名 株式会社スクルドアンドカンパニー 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

＜無資格・未経験ＯＫ＞定員４９名で綺麗な施設の認可保育園にて保育補

助スタッフ募集 保育士さんのサポートをお願いいたします。 

雇用形態 パート労働者 

賃金（手当等を含む） 1,080円〜1,080円 

就業時間 交替制（シフト制）  

休日 日祝他 週休二日制： 毎週 

年齢 不問 

求人番号 13010-19769222 
 

 

職種 調理補助／目黒区内の保育園 
 

受付年月日：2022 年11月 29 日  紹介期限日：2023年 1 月 31日 

求人区分 パート 

事業所名 株式会社 東京天竜 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 ・下処理 ・洗浄 ・清掃（ゴミ出し含む） 

雇用形態 パート労働者 

賃金 

（手当等を含む） 1,200円〜1,300円 

就業時間 交替制（シフト制）  



休日 日祝他  週休二日制：  毎週 

年齢 制限あり 〜59歳以下 

求人番号 13010-20603522 
 

 

職種 保育園の給食スタッフ（パート）／目黒区 東山 分園 
 

受付年月日：2022 年11月 24 日  紹介期限日： 2023 年 1 月 31日 

求人区分 パート 

事業所名 社会福祉法人 ちとせ交友会 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

「お子様の健康管理や成長に関われるお仕事です。」保育園での給食大量調理

になります。［食数約９０食］ 

・昼食、おやつの準備（野菜のカットや成形作業などの調理補助） 

雇用形態 パート労働者 

賃金 

（手当等を含む） 1,100円〜1,100円 

就業時間 （1）07時 30分〜18時 00分 

休日 日祝他 週休二日制： 毎週 

年齢 不問 

求人番号 13010-19339322 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



介護  

②  勤務場所：目黒区、パート、介護・福祉 

デイサービス職員 
 

受付年月日：2022 年11月 28 日   紹介期限日：2023年 1月 31日 

求人区分 パート 

事業所名 合同会社Ｍ＆Ｗ豊 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

デイサービスでの運動補助、書類の作成、介助など ＊ご指導致しますので経

験は問いません。 

雇用形態 パート労働者 

賃金 

（手当等を含む） 1,250円〜1,350円 

就業時間 交替制（シフト制） 

休日 土日祝他 週休二日制： 毎週 

年齢 不問 

求人番号 13070-77047121 
 

 

 

グループホームの介護スタッフ／東京都目黒区 
 

受付年月日：2022 年11月 25 日   紹介期限日：2023 年 1月 31 日 

求人区分 パート 

事業所名 株式会社ソラスト介護事業本部 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

グループホーム ソラスト碑文谷の介護スタッフ ・ご入居者の見守り 

・身体介護（食事、入浴、排せつ等） 



雇用形態 パート労働者 

賃金 

（手当等を含む） 1,135円〜1,135円 

就業時間 変形労働時間制  

休日 他  週休二日制：  その他 

年齢 制限あり 18歳以上〜 

求人番号 13040-38118022 
 

 

 

グループホームの介護福祉士／東京都目黒区 
 

受付年月日：2022 年11月 25 日  紹介期限日：2023年 1月 31日 

求人区分 パート 

事業所名 株式会社ソラスト介護事業本部 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

グループホーム ソラスト碑文谷の介護福祉士 ・ご入居者の見守り 

・身体介護（食事、入浴、排せつ等） 

雇用形態 パート労働者 

賃金 

（手当等を含む） 1,185円〜1,185円 

就業時間 変形労働時間制  

休日 他 週休二日制： その他 

年齢 制限あり  18歳以上〜 

求人番号 13040-38121422 
 

 

 

 



小規模多機能型居宅介護の介護スタッフ／東京都目黒区 
 

受付年月日：2022 年11月 24 日   紹介期限日：2023 年 1月 31 日 

求人区分 パート 

事業所名 株式会社ソラスト介護事業本部 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

小規模多機能型居宅介護 鷹番あやめの介護スタッフ 

・身体介護（食事、移動、排せつ等）・入浴介助 

雇用形態 パート労働者 

賃金 

（手当等を含む） 1,135円〜1,135円 

就業時間 変形労働時間制 

休日 他  週休二日制：  その他 

年齢 制限あり 18歳以上〜 

求人番号 13040-37870822 
 

 

 

週２日～・ショート夜勤専従介護／上目黒（祐天寺駅） 
 

受付年月日：2022 年11月 24 日  紹介期限日：2023年 1 月 31日 

求人区分 パート 

事業所名 株式会社 長谷工シニアウェルデザイン 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

東証プライム上場・長谷工グループが運営するグループホームウェルミー上目

黒で【夜勤介護スタッフ】募集！・夜勤巡回、排泄介助、体位交換等をお願いしま

す 

雇用形態 パート労働者 



賃金 

（手当等を含む） 1,187円〜1,205円 

就業時間 交替制（シフト制）（1）21時 50分〜07時 10分 

休日 他 週休二日制： 毎週 

年齢 制限あり 18歳以上〜 

求人番号 13040-37889922 
 

 

 

職種 介護付有料老人ホームの介護助手／東京都目黒区 
 

受付年月日： 2022 年 11 月22日 紹介期限日： 2023 年 1 月 31日 

求人区分 パート 

事業所名 株式会社ソラスト介護事業本部 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

介護付有料老人ホーム せらび恵比寿の介護助手 

・身体介護（食事・入浴・排せつ介助など） ・入居者の見守り・居室巡回 

雇用形態 パート労働者 

賃金 

（手当等を含む） 1,085円〜1,085円 

就業時間 変形労働時間制 （1）07時 30分〜20時 00分 

（2）17時 00分〜10時 00分 

休日 他 週休二日制： その他 

年齢 制限あり 18歳以上〜 

求人番号 13040-37036222 
 

 

 

 



職種 日常清掃／目黒区東が丘／６０歳以上限定求人 
 

受付年月日：2022 年11月 22 日 紹介期限日：2023年 1 月 31日 

求人区分 パート 

事業所名 （事業所の意向により公開していません） 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

・高齢者施設内の拭き掃き ・トイレ清掃・ポータブルトイレ清掃 ・ベッドメイキン

グ・洗濯物の洗濯・集配 ・間接介護（食事時の配膳・下膳など） 

雇用形態 パート労働者 

賃金 

（手当等を含む） 1,080円〜1,200円 

就業時間 （1）08時 00分〜17時 00分 

休日 他 週休二日制： 毎週 

年齢 制限あり 60歳以上〜 

求人番号 13080-93886821 
 

 

 

職種 介護付有料老人ホームのドライバー／東京都目黒区 
 

受付年月日：2022 年11月 18 日 紹介期限日：2023年 1 月 31日 

求人区分 パート 

事業所名 株式会社ソラスト介護事業本部 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

介護付有料老人ホーム せらび恵比寿のドライバー・ご利用者様の送迎 

・ご入居者様の清掃及びリネン交換 

雇用形態 パート労働者 



賃金 

（手当等を含む） 1,075円〜1,075円 

就業時間 変形労働時間制 （1）09時 00分〜18時 00分 

休日 他 週休二日制： その他 

年齢 不問 

求人番号 13040-36528722 
 

 

 

職種 デイサービス送迎ドライバー／目黒区中町 
 

受付年月日：2022 年11月 17 日  紹介期限日：2023年 1月 31日 

求人区分 パート 

事業所名 株式会社 ケアサービス 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

・お客様のご自宅からデイサービスセンターへの送迎ドライバーをお任せしま

す。  

雇用形態 パート労働者 

賃金 

（手当等を含む） 1,072円〜1,150円 

就業時間 （1）08時 30分〜11時 00分 

（2）16時 00分〜18時 30分 

休日 他 週休二日制： 毎週 

年齢 不問 

求人番号 13060-17101521 
 

 

 

 

 

 



その他  

 

職種 交通誘導警備業務／目黒区南２－１２－２７ 
 

受付年月日：2022 年11月 29 日  紹介期限日：2023年 1 月 31日 

求人区分 パート 

事業所名 株式会社 ジャスティスアドバンス 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

・車両や歩行者の誘導をしていただきます。・週１回からの勤務でも歓迎します。 

・定年無しで長く働けます。 

雇用形態 パート労働者 

賃金 

（手当等を含む） 1,072円〜1,250円 

就業時間 （1） 08時 00分〜17時 00分 

休日 他  週休二日制：  毎週 

年齢 制限あり  18歳以上〜 

求人番号 13070-77134921 
 

 

 

職種 家事代行サービス／目黒区内／未経験者歓迎 
 

受付年月日：2022 年11月 29 日  紹介期限日：2023年 1月 31日 

求人区分 パート 

事業所名 株式会社 サン・ケアネット 

就業場所 東京都新宿区 東京都目黒区 

仕事の 

内容 

＊４時間前後の一般家庭への掃除・洗濯等と中心とした日常の家事です。 

＊日常家事サービスなので、 



雇用形態 パート労働者 

賃金 

（手当等を含む） 1,300円〜1,300円 

就業時間 （1）10時 00分〜13時 00分 

（2）13時 00分〜16時 00分 

（3）10時 00分〜15時 00分 

休日 日祝他 週休二日制： 毎週 

年齢 不問 

求人番号 13080-95148521 

  
 

職種 医療事務（病棟クラーク）／目黒区（恵比寿駅ほか） 
 

受付年月日：2022 年11月 29 日  紹介期限日：2023年 1月 31日 

求人区分 パート 

事業所名 株式会社ニチイ学館 新宿支店 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

◆厚生中央病院 【病棟クラーク】 病棟ナースステーション内でのカルテ管理や

電話対応、 

雇用形態 パート労働者 

賃金 

（手当等を含む） 1,080円〜1,155円 

就業時間 08時 45分〜13時 00分 

休日 月火水木金日祝 週休二日制： 毎週 

年齢 不問 

求人番号 13080-95180521 
 

 

 



職種 医療事務（目黒区） 
 

受付年月日：2022 年11月 16 日  紹介期限日：2023年 1 月 31日 

求人区分 パート 

事業所名 株式会社 プライム 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

・保険調剤薬局における受付業務・レセコン入力（使用機種メディコム） 

・ＯＴＣ在庫管理  他 

雇用形態 パート労働者 

賃金 

（手当等を含む） 1,072円〜1,272円 

就業時間 （1）09時 00分〜13時 00分 

休日 月火水金日祝 週休二日制： 毎週 

年齢 制限あり〜59歳以下 

求人番号 13010-16763322 
 

 

 

職種 【目黒福祉相談会】児童指導員（放課後等デイサービス） 
 

受付年月日：2022 年11月 16 日  紹介期限日：2023年 2月 28日 

求人区分 パート 

事業所名 株式会社ＡｒｔＳｐａｃｅ ＤｒａｇｏｎＦｌｙ 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

放課後等デイサービスでの児童指導員のお仕事です。 ・子どもたちが安全に

安心して過ごせるように ・子どもたちが自分のやりたいことが出来るように 

雇用形態 パート労働者 



賃金 

（手当等を含む） 1,200円〜1,800円 

就業時間 （1）13時 30分〜17時 30分 

（2）10時 30分〜16時 30分 

休日 日他  週休二日制：  毎週 

年齢 不問 

求人番号 13070-75656121 
 

 

 

職種 【目黒福祉相談会】送迎ドライバー／目黒区 
 

受付年月日：2022 年11月 16 日  紹介期限日：2023年 2月 28日 

求人区分 パート 

事業所名 株式会社ＡｒｔＳｐａｃｅ ＤｒａｇｏｎＦｌｙ 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

※放課後等デイサービスの送迎ドライバーを募集しています。学校から放課後

等デイサービスからアトリエほんちょう、放課後等デイサービスアトリエほんちょ

うから各ご自宅への 

雇用形態 パート労働者 

賃金 

（手当等を含む） 1,100円〜1,100円 

就業時間  

休日 日他 週休二日制： 毎週 

年齢 不問 

求人番号 13070-75694521 
 

 

 

 

 



職種 【目黒福祉相談会】支援スタッフ〈無資格〉／知的障害者施設 
 

受付年月日：2022 年11月 16 日  紹介期限日：2023年 2月 28日 

求人区分 パート 

事業所名 社会福祉法人もえぎの会 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

家庭のようなアットホームな環境の中で、知的障害をもつ利用者様の生活のサ

ポートをして頂きます。家事援助と、利用者様の話し相手や見守りなどをして頂

きます。 

雇用形態 パート労働者 

賃金 

（手当等を含む） 1,080円〜1,120円 

就業時間 交替制（シフト制）（1）07時 00分〜09時 30分 

休日 他  週休二日制：  その他 

年齢 不問 

求人番号 13070-75711821 
 

 

 

職種 障害者の生活支援員／目黒区 
 

受付年月日：2022 年11月 16 日  紹介期限日：2023年 1月 31日 

求人区分 パート 

事業所名 社会福祉法人 いたるセンター 

就業場所 東京都目黒区 

仕事の内容 

知的障害者の通所施設にて、利用者様の生活支援・見守りを行っていただきま

す。  

雇用形態 パート労働者 



賃金 

（手当等を含む） 1,080円〜1,080円 

就業時間 （1）09時 00分〜16時 00分 

休日 土日祝他  週休二日制：  その他 

年齢 不問 

求人番号 13080-92698921 
 

 

参考：目黒区 HP での求人 

令和 4年度学生支援プログラム（学生を対象に区内特別養護老人ホームでの就労を支援します） 

更新日：2022年 4月 1日 

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、アルバイトの継続が困難となった学生を対象に区内特別

養護老人ホームの介助補助業務への就労を支援します。 

就労内容 

食事のサポートなどの介護補助業務（具体的な業務内容は各施設へ直接お問い合わせください） 

対象 

区内在住の大学・専門学生または区内の大学・専門学校の在籍者 

給与 

• 時給 1,200円以上 

• 交通費等 1日当たり 1,000円 

 

 

 


