
月給 介護福祉士

TEL 052-912-0945
正社員 23020-85713481 就業場所 愛知県江南市

月給 普通自動車免許ＡＴ
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種

TEL 052-912-0945
正社員 23020-85715881 就業場所 愛知県江南市

月給

TEL 052-912-0945
正社員 23020-85717181 就業場所 愛知県江南市

月給

TEL 052-912-0945
正社員 23020-85719381 就業場所 愛知県江南市

月給 介護支援専門員

TEL 0587-52-3221
正社員以外 23130- 8460181 就業場所

月給 介護福祉士
介護支援専門員

TEL 0587-54-7666
正社員 23130- 8361881 就業場所 愛知県江南市

月給

TEL 0587-55-2039
正社員 23130- 8331381 就業場所

月給 普通自動車免許一種

TEL 0587-55-2039
正社員 23130- 8332681 就業場所 愛知県江南市

月給 普通自動車免許一種

TEL 0587-66-5001
正社員 23130- 8344781 就業場所

月給 看護師

TEL 0587-66-5001
正社員 23130- 8351481 就業場所 愛知県岩倉市

月給

TEL 0587-95-6711
正社員 23130- 8323081 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給 准看護師

TEL 0587-95-6711
正社員 23130- 8324381 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給 看護師

TEL 0587-95-6711
正社員 23130- 8362281 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給 看護師

TEL 0587-95-6711
正社員 23130- 8363181 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給

TEL 0587-95-6711
正社員 23130- 8366681 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給 ホームヘルパー２級

TEL 0587-95-6711
正社員 23130- 8367981 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

　　　　Ｈ３０年１０月１２日　～　Ｈ３０年１１月８日　受理分　（作成日　Ｈ３０年１１月９日）【毎月第２金曜日発行】

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 必要な免許資格

介護福祉士／江南市 株式会社　ノーウェア 愛知県名古屋市北区萩野通１丁目
８－１

変形（１ヶ月単位）

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

227,000円～288,000円 (2)11時00分～20時00分

182,000円～242,000円 (2)11時00分～20時00分
雇用期間の定めなし (3)20時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし (3)20時00分～ 9時00分

介護職員初任者研修・資格者
デイサービス業務／江南市

株式会社　ノーウェア 愛知県名古屋市北区萩野通１丁目
８－１

変形（１ヶ月単位）

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

【江南市】介護デイサービス
センターの介護スタッフ（急
募！

株式会社　ノーウェア 愛知県名古屋市北区萩野通１丁目
８－１

変形（１ヶ月単位）
18歳～64

歳
(1) 8時00分～17時00分

177,000円～232,000円 (2)11時00分～20時00分
雇用期間の定めなし (3)20時00分～ 9時00分

デイサービス介護職
員／江南市

株式会社　ノーウェア 愛知県名古屋市北区萩野通１丁目
８－１

変形（１ヶ月単位）

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

165,000円～220,000円

230,000円～240,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 株式会社　ユニマット　リタ
イアメント・コミュニティ
江南ケアセンター　そよ風

愛知県江南市宮田神明町旭２１０
不問 (1) 8時30分～17時30分

介護福祉士 有限会社　ホ―コ― 愛知県江南市尾崎町上田９３
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

180,000円～190,000円
雇用期間の定めなし

生活支援員 社会福祉法人　たけのこ福祉
会

愛知県江南市松竹町切野９４番地
45歳以下 (1) 8時30分～17時30分

160,000円～174,000円

160,000円～174,000円 (2)21時00分～ 7時00分
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

世話人（急募） 社会福祉法人　たけのこ福祉
会

愛知県江南市松竹町切野９４番地 変形（１ヶ月単位）

45歳以下 (1) 7時00分～21時00分

生活支援員 社会福祉法人　いわくら福祉
会

愛知県岩倉市東町仙奈１８０番地
40歳以下 (1) 8時30分～17時15分

155,926円～250,584円
雇用期間の定めなし

看護師 社会福祉法人　いわくら福祉
会

愛知県岩倉市東町仙奈１８０番地
59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

175,926円～209,952円

160,000円～203,000円
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

支援相談員 医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

准看護師 医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

196,800円～247,400円 (2)16時30分～ 9時30分
雇用期間の定めなし

看護師 医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

253,000円～306,600円 (2)16時30分～ 9時30分

253,000円～306,600円 (2)11時00分～20時00分
雇用期間の定めなし (3) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 7時00分～16時00分

ケアスタッフ 医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

169,700円～196,600円 (2)11時00分～20時00分
雇用期間の定めなし (3) 7時00分～16時00分

ケアスタッフ（急
募！）

医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 7時00分～16時00分

169,700円～196,600円 (2) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (3)11時00分～20時00分

電話：0568-61-2186 

ハローワーク 犬 山 
（犬山公共職業安定所） 

※賃金欄は賃金形態に関わらず、月額換算で表示されていますので、ご了承ください。  

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。また、面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 
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　　　　Ｈ３０年１０月１２日　～　Ｈ３０年１１月８日　受理分　（作成日　Ｈ３０年１１月９日）【毎月第２金曜日発行】

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 必要な免許資格

電話：0568-61-2186 

ハローワーク 犬 山 
（犬山公共職業安定所） 

※賃金欄は賃金形態に関わらず、月額換算で表示されていますので、ご了承ください。  

月給 介護福祉士
ホームヘルパー２級

TEL 0587-95-6711
正社員 23130- 8369481 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給

TEL 0587-95-6711
正社員 23130- 8383681 就業場所

月給 准看護師

TEL 0587-95-6711
正社員 23130- 8385581 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0587-95-6711
正社員 23130- 8388881 就業場所

月給 看護師

TEL 0587-95-6711
正社員 23130- 7933081 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給 准看護師

TEL 0587-95-6711
正社員 23130- 7934381 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給 介護福祉士
ホームヘルパー２級

TEL 0587-95-6711
正社員 23130- 7937581 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給 看護師
准看護師

TEL 0568-67-6333
正社員以外 23130- 7942681 就業場所

月給 ホームヘルパー２級

TEL 0568-67-6333
正社員 23130- 7944581 就業場所

月給 介護福祉士

TEL 0568-67-6333
正社員 23130- 7945481 就業場所

月給 介護支援専門員

TEL 0568-67-6333
正社員 23130- 7948281 就業場所

月給 ホームヘルパー２級
介護福祉士

TEL 0568-63-0008
正社員 23130- 7951981 就業場所

月給 看護師

TEL 0587-37-8155
正社員 23130- 7953481 就業場所

月給 看護師

TEL 0587-37-8155
正社員 23130- 7954781 就業場所

月給 准看護師

TEL 0587-37-8155
正社員 23130- 7955881 就業場所

月給 普通自動車免許一種
社会福祉士

TEL 0587-37-8155
正社員 23130- 7958081 就業場所

169,700円～196,600円 (2) 7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (3)11時00分～20時00分

訪問ケアスタッフ


医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

ケアスタッフ 医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

169,700円～196,600円
雇用期間の定めなし

准看護師 医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 7時00分～16時00分

196,800円～247,400円 (2) 8時30分～17時30分

160,000円～203,000円
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし (3)11時00分～20時00分

事務職員 医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

看護師 医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

253,000円～306,600円 (2)16時30分～ 9時30分
雇用期間の定めなし

准看護師 医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

196,800円～247,400円 (2)16時30分～ 9時30分

169,700円～196,600円 (2)16時30分～ 9時30分
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

ケアスタッフ（急
募！）

医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

正・准看護師 医療法人　清友会　いたつ内
科クリニック

愛知県犬山市字裏之門５０ 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時30分～17時30分

205,000円～272,000円 (2)16時00分～ 9時30分
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護職員（急募！） 医療法人　清友会　いたつ内
科クリニック

愛知県犬山市字裏之門５０ 変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

162,000円～190,000円 (2) 7時00分～16時00分

157,000円～183,000円 (2) 7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (3)15時00分～10時00分

雇用期間の定めなし (3)16時00分～10時00分

介護福祉士 医療法人　清友会　いたつ内
科クリニック

愛知県犬山市字裏之門５０ 変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 9時30分～17時30分

介護支援専門員 医療法人　清友会　いたつ内
科クリニック

愛知県犬山市字裏之門５０ 変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

220,000円～300,000円 (2) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし

介護職 特定非営利活動法人　犬山あ
んきにくらそう会

愛知県犬山市大字今井字畑中４６
－１　今井あんきの家

変形（１ヶ月単位）

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分

155,000円～172,000円 (2)10時00分～19時00分

227,000円～323,000円 (2)17時00分～ 9時30分
雇用期間の定めなし (3)12時00分～20時30分

雇用期間の定めなし (3)16時00分～10時00分

正看護師（病棟） 医療法人　知邑舎　岩倉病院 愛知県岩倉市川井町北海戸１ 変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 9時00分～17時30分

正看護師（オペ室） 医療法人　知邑舎　岩倉病院 愛知県岩倉市川井町北海戸１ 変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 9時00分～17時30分

227,000円～323,000円 (2) 6時00分～14時30分
雇用期間の定めなし (3) 9時00分～13時00分

准看護師（オペ室） 医療法人　知邑舎　岩倉病院 愛知県岩倉市川井町北海戸１ 変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 9時00分～17時30分

192,000円～287,000円 (2) 6時00分～14時30分

210,000円～322,000円 (2) 9時00分～13時00分
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし (3) 9時00分～13時00分

医療相談員 医療法人　知邑舎　岩倉病院 愛知県岩倉市川井町北海戸１ 変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 9時00分～17時30分

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。また、面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 
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　　　　Ｈ３０年１０月１２日　～　Ｈ３０年１１月８日　受理分　（作成日　Ｈ３０年１１月９日）【毎月第２金曜日発行】

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 必要な免許資格

電話：0568-61-2186 

ハローワーク 犬 山 
（犬山公共職業安定所） 

※賃金欄は賃金形態に関わらず、月額換算で表示されていますので、ご了承ください。  

月給 准看護師

TEL 0587-37-8155
正社員 23130- 7963881 就業場所

月給 看護師

TEL 0568-67-7660
正社員 23130- 7968681 就業場所

月給 准看護師

TEL 0568-67-7660
正社員 23130- 7969981 就業場所

月給 社会福祉士

TEL 0568-67-7660
正社員 23130- 7974081 就業場所

月給 介護福祉士

TEL 0568-67-7660
正社員 23130- 7978581 就業場所

月給 看護師
准看護師

TEL 0587-53-0111
正社員 23130- 7990181 就業場所

時給 福祉用具専門相談員
普通自動車免許一種

TEL 0587-53-4626
正社員 23130- 8031181 就業場所

月給 保健師

TEL 0568-62-8111
正社員 23130- 8039881 就業場所 愛知県犬山市

月給 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

TEL 0587-81-5645
正社員 23130- 8070481 就業場所

時給

TEL 0568-67-6699
正社員以外 23130- 8082181 就業場所

月給 介護支援専門員

TEL 0587-66-6655
正社員 23130- 8119881 就業場所 愛知県岩倉市

月給

TEL 0587-66-6655
正社員 23130- 8123681 就業場所 愛知県岩倉市

月給 普通自動車免許一種

TEL 0587-81-4766
正社員 23130- 8148381 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給 看護師
准看護師
普通自動車免許一種

TEL 0587-81-4766
正社員 23130- 8149681 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給 社会福祉士
介護福祉士
その他社会福祉専門職

TEL 0587-81-4766
正社員 23130- 8150481 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給 介護福祉士
ホームヘルパー１級
看護師

TEL 0587-81-4766
正社員 23130- 8151781 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

准看護師（病棟） 医療法人　知邑舎　岩倉病院 愛知県岩倉市川井町北海戸１ 変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 9時00分～17時30分

192,000円～287,000円 (2)17時00分～ 9時30分
雇用期間の定めなし (3)12時00分～20時30分

看護師 医療法人　永仁会 愛知県犬山市大字羽黒下大日８－
３

変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

200,000円～270,000円

175,000円～225,000円
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

准看護師 医療法人　永仁会 愛知県犬山市大字羽黒下大日８－
３

変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

生活相談員 医療法人　永仁会 愛知県犬山市大字羽黒下大日８－
３59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

186,000円～216,000円 (2) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし

看護補助（介護福祉
士）

医療法人　永仁会　佐藤病院 愛知県江南市上奈良町緑４８ 変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

165,000円～193,800円 (2)17時00分～ 9時00分

241,000円～277,000円
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

看護師 大城皮フ科クリニック 愛知県江南市高屋町大松原１１
９ー１45歳以下 (1) 8時30分～19時00分

福祉用具専門相談員 有限会社　シルバーネット 愛知県江南市上奈良町旭１２７－
１59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

193,320円～193,320円
雇用期間の定めなし

保健師 社会医療法人　志聖会　総合
犬山中央病院

愛知県犬山市五郎丸字二夕子塚６
59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

230,300円～294,000円

203,000円～235,000円
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

介護職員　急募！ 医療法人　不動会　　なかむ
らファミリークリニック

愛知県江南市上奈良町錦５４－１ 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時15分～17時00分

特養ホーム・介護ス
タッフ

社会福祉法人　白寿苑　犬山
白寿苑

愛知県犬山市字洞田３０番地の１ 変形（１ヶ月単位）

不問 (1)10時00分～19時00分

233,600円～250,800円 (2) 7時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

(3)16時00分～ 9時00分

老健　施設ケアマネ
ジャー

医療法人　羊蹄会 愛知県岩倉市曽野町郷前１７番地 変形（１ヶ月単位）

64歳以下 (1) 9時00分～18時00分

221,550円～221,550円 (2)10時00分～19時00分

171,120円～185,620円 (2)11時30分～20時30分
雇用期間の定めなし (3)17時00分～10時00分

雇用期間の定めなし

介護職（介護老人保健施設
るるどの泉　岩倉）

医療法人　羊蹄会 愛知県岩倉市曽野町郷前１７番地 変形（１ヶ月単位）

64歳以下 (1) 6時30分～15時30分

介護職（大口）デイサービ
ス（トライアル併用）

Ｋラインケア株式会社 愛知県丹羽郡大口町高橋二丁目１
８５番地

交替制あり

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

188,194円～307,344円 (2) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (3) 9時00分～18時00分

看護職（大口）デイ
サービス

Ｋラインケア株式会社 愛知県丹羽郡大口町高橋二丁目１
８５番地

交替制あり

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

210,344円～395,875円 (2) 8時30分～17時30分

200,750円～351,750円 (2) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (3) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3) 9時00分～18時00分

生活相談員（大口）
デイサービス

Ｋラインケア株式会社 愛知県丹羽郡大口町高橋二丁目１
８５番地

交替制あり

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

訪問介護／サービス提
供責任者（大口）

Ｋラインケア株式会社 愛知県丹羽郡大口町高橋二丁目１
８５番地59歳以下 (1) 7時00分～16時00分

207,000円～376,344円 (2) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (3)11時30分～20時30分

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。また、面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 
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　　　　Ｈ３０年１０月１２日　～　Ｈ３０年１１月８日　受理分　（作成日　Ｈ３０年１１月９日）【毎月第２金曜日発行】

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 必要な免許資格

電話：0568-61-2186 

ハローワーク 犬 山 
（犬山公共職業安定所） 

※賃金欄は賃金形態に関わらず、月額換算で表示されていますので、ご了承ください。  

月給 看護師
准看護師

TEL 0587-81-4766
正社員 23130- 8153281 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給 看護師
准看護師

TEL 0587-81-4766
正社員 23130- 8154181 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給 ホームヘルパー２級
介護福祉士

TEL 0587-81-4766
正社員 23130- 8158981 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給 ホームヘルパー２級
介護福祉士

TEL 0587-81-4766
正社員 23130- 8159581 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給 ホームヘルパー２級
介護福祉士

TEL 0587-81-4766
正社員 23130- 8160881 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

月給 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

TEL 0587-81-4766
正社員 23130- 8177881 就業場所 愛知県丹羽郡扶桑町

月給 介護支援専門員
普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

TEL 0568-62-8811
正社員 23130- 8256781 就業場所

月給 社会福祉士
介護福祉士

TEL 0568-62-8811
正社員 23130- 8258281 就業場所

日給

TEL 0568-62-8811
正社員以外 23130- 8261981 就業場所 愛知県犬山市

月給 介護福祉士
ホームヘルパー２級

TEL 0587-95-8885
正社員 23130- 8274281 就業場所

月給 介護福祉士
その他社会福祉専門職

TEL 0587-95-8885
正社員 23130- 8275181 就業場所

月給 介護支援専門員

TEL 0587-57-3301
正社員 23130- 8291181 就業場所 愛知県江南市

月給 社会福祉士
介護福祉士
保育士

TEL 0586-51-1152
正社員 23060-15006181 就業場所 愛知県一宮市・江南市

月給 介護福祉士

TEL 0594-27-2551
正社員 24050- 8149281 就業場所 愛知県江南市

月給 看護師
准看護師

TEL 0594-27-2551
正社員 24050- 8160981 就業場所 愛知県江南市

月給 作業療法士
理学療法士
看護師

TEL 0594-27-2551
正社員 24050- 8164881 就業場所 愛知県江南市

看護職幹部候補（大
口）

Ｋラインケア株式会社 愛知県丹羽郡大口町高橋二丁目１
８５番地59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

307,313円～422,675円

212,719円～398,250円
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

看護職（大口）住宅型
有料老人ホーム

Ｋラインケア株式会社 愛知県丹羽郡大口町高橋二丁目１
８５番地59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

介護職（３交代制）（大
口）住宅型有料老人ホーム

Ｋラインケア株式会社 愛知県丹羽郡大口町高橋二丁目１
８５番地

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 7時00分～16時00分

190,675円～309,869円 (2) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (3)11時30分～20時30分

介護職（日勤のみ）（大
口）住宅型有料老人ホーム

Ｋラインケア株式会社 愛知県丹羽郡大口町高橋二丁目１
８５番地59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

190,675円～309,869円

190,675円～309,869円 (2) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (3)11時30分～20時30分

雇用期間の定めなし

介護職（大口）住宅型
有料老人ホーム

Ｋラインケア株式会社 愛知県丹羽郡大口町高橋二丁目１
８５番地

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 7時00分～16時00分

介護職（扶桑）
　（トライアル併用）

Ｋラインケア株式会社 愛知県丹羽郡大口町高橋二丁目１
８５番地

交替制あり

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

188,194円～307,344円 (2) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (3) 9時00分～18時00分

介護支援専門員（在宅
ケアマネジャー）

医療法人　ふなびきクリニッ
ク

愛知県犬山市前原字桜坪　２９－
２

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

190,000円～235,000円

170,000円～223,000円 (2) 8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし (3) 8時15分～17時00分

雇用期間の定めなし

デイ介護職員 医療法人　ふなびきクリニッ
ク

愛知県犬山市前原字桜坪　２９－
２59歳以下 (1) 7時45分～16時30分

介護職員【急募】 ゴールドエイジ株式会社
ゴールドエイジ大口

愛知県丹羽郡大口町大屋敷２丁目
１４７番地

変形（１年単位）

64歳以下
179,000円～281,800円

施設介護スタッフ
（日勤）

医療法人　ふなびきクリニッ
ク

愛知県犬山市前原字桜坪　２９－
２

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 7時00分～16時00分

158,240円～166,840円 (2) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (3)12時00分～21時00分

200,000円～296,800円
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

生活相談員 ゴールドエイジ株式会社
ゴールドエイジ大口

愛知県丹羽郡大口町大屋敷２丁目
１４７番地

変形（１年単位）

64歳以下 (1) 9時00分～18時00分

介護支援専門員（居宅
ケアマネジャー）

社会福祉法人　サンライフ 愛知県江南市河野町五十間５９番
地　ジョイフル江南

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

219,500円～300,500円
雇用期間の定めなし

生活相談員（総合職）（ト
ライアル併用）

医療法人　来光会 一宮市浅井町小日比野字新太３７
番地29歳以下 (1) 8時30分～17時00分

187,500円～206,100円

225,000円～235,000円
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

生活相談員／リハビリデイ
サロンドあみーご江南

株式会社　センチュリークリ
エイティブ

三重県桑名市大央町４８－１　
　コート・エル１Ｆ

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

看護職員／あみーご
倶楽部　江南

株式会社　センチュリークリ
エイティブ

三重県桑名市大央町４８－１　
　コート・エル１Ｆ

変形（１ヶ月単位）
18歳～59

歳
(1) 9時00分～18時00分

188,000円～212,000円 (2)11時00分～20時00分
雇用期間の定めなし (3) 6時00分～15時00分

機能訓練士／リハビリデイ
サロンドあみーご江南

株式会社　センチュリークリ
エイティブ

三重県桑名市大央町４８－１　
　コート・エル１Ｆ

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

235,000円～255,000円
雇用期間の定めなし

(1)7時0分～19時0分の間の8時
間

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。また、面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 
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　　　　Ｈ３０年１０月１２日　～　Ｈ３０年１１月８日　受理分　（作成日　Ｈ３０年１１月９日）【毎月第２金曜日発行】

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 必要な免許資格

電話：0568-61-2186 

ハローワーク 犬 山 
（犬山公共職業安定所） 

※賃金欄は賃金形態に関わらず、月額換算で表示されていますので、ご了承ください。  

月給 看護師

TEL 0587-58-5699
正社員 23130- 7929581 就業場所

月給 看護師

TEL 0568-62-8111
正社員 23130- 7922881 就業場所

月給 社会福祉士
介護福祉士
普通自動車免許一種

TEL 0587-96-8371
正社員 23130- 7898581 就業場所

月給 介護職員初任者研修
ホームヘルパー２級

TEL 0587-50-0241
正社員 23130- 7865481 就業場所

月給 看護師
准看護師

TEL 0594-27-2551
正社員 24050- 7975681 就業場所 愛知県江南市

月給 看護師

TEL 0568-62-8111
正社員 23130- 7789181 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
看護師
准看護師

TEL 0587-37-1172
正社員 23130- 7792581 就業場所

月給 普通自動車免許一種
社会福祉士
介護福祉士

TEL 0587-37-1172
正社員 23130- 7794781 就業場所

月給 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ
ホームヘルパー２級

TEL 0587-37-1172
正社員 23130- 7796281 就業場所

月給 看護師
准看護師

TEL 0587-56-6555
正社員 23130- 7755281 就業場所

月給

TEL 0568-62-8811
正社員 23130- 7712281 就業場所 愛知県犬山市

月給 看護師
准看護師

TEL 0587-58-5558
正社員 23130- 7718581 就業場所

月給 普通自動車免許一種
その他社会福祉専門職
介護福祉士

TEL 0587-81-7759
正社員 23130- 7721181 就業場所

日給 保健師
普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

TEL 0568-61-1800
正社員以外 23130- 7693081 就業場所 愛知県犬山市

月給 普通自動車免許ＡＴ

TEL 052-704-0990
正社員 23010-39442281 就業場所 愛知県岩倉市

月給 普通自動車免許ＡＴ

TEL 052-704-0990
正社員 23010-39444081 就業場所 愛知県岩倉市

253,000円～313,000円
雇用期間の定めなし

正看護師（精神・訪
問）

合同会社　おおたけ 愛知県江南市飛高町泉１３０番地
ＭＴＧビル１０３号不問 (1) 8時30分～17時30分

看護師（常勤） 社会医療法人　志聖会　総合
犬山中央病院

愛知県犬山市五郎丸字二夕子塚６
59歳以下 (1) 8時30分～17時00分

226,100円～283,000円 (2)17時00分～ 8時30分
雇用期間の定めなし

相談支援専門員（急
募！）

株式会社　ＭＩＲＡＩ 愛知県江南市古知野町広見５７番
地不問 (1) 9時00分～18時00分

180,000円～220,000円

178,000円～247,000円 (2)12時00分～21時00分
雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

介護職 社会福祉法人たんぽぽ福祉会
地域密着型特別養護老人ホー
ムたんぽぽ鶴の里

愛知県江南市島宮町城１４１番地 変形（１ヶ月単位）

64歳以下 (1) 7時00分～16時00分

看護職員／あみーご倶
楽部　江南弐番館

株式会社　センチュリークリ
エイティブ

三重県桑名市大央町４８－１　
　コート・エル１Ｆ

変形（１ヶ月単位）
18歳～59

歳
(1) 9時00分～18時00分

188,000円～212,000円 (2)11時00分～20時00分
雇用期間の定めなし (3) 6時00分～15時00分

看護師（常勤） 社会医療法人　志聖会　総合
犬山中央病院

愛知県犬山市五郎丸字二夕子塚６
59歳以下 (1) 8時30分～17時00分

226,100円～283,000円 (2)16時30分～ 9時00分

220,000円～310,000円
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

定員１９名のデイサービス
センターでの看護職員

株式会社サンエスケアサービ
ス（デイサービスセンターさ
んえす）

愛知県岩倉市中央町３－７０　フ
ラワ－ハイツ１Ｆ65歳以下 (1) 8時30分～17時30分

定員１９名のデイサービス
センターでの生活相談員

株式会社サンエスケアサービ
ス（デイサービスセンターさ
んえす）

愛知県岩倉市中央町３－７０　フ
ラワ－ハイツ１Ｆ65歳以下 (1) 8時30分～17時30分

210,000円～280,000円
雇用期間の定めなし

定員１９名のデイサービス
センターでの介護職員

株式会社サンエスケアサービ
ス（デイサービスセンターさ
んえす）

愛知県岩倉市中央町３－７０　フ
ラワ－ハイツ１Ｆ65歳以下 (1) 8時30分～17時30分

180,000円～270,000円

265,000円～365,000円 (2) 8時30分～12時30分
雇用期間の定めなし (3) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

看護師 愛岐中央眼科 愛知県江南市大間町南大間５ 変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時30分～19時20分

ショートステイ介護
職員

医療法人　ふなびきクリニッ
ク

愛知県犬山市前原字桜坪　２９－
２

変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 7時00分～16時00分

160,000円～195,000円 (2) 9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし (3)16時00分～ 9時00分

正・准看護師 ともまつ眼科クリニック 愛知県岩倉市八剱町大門出先３３
－１

変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時30分～19時15分

190,000円～300,000円 (2) 8時30分～13時30分

160,000円～220,000円
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし (3) 8時30分～13時00分

サービス管理責任者 株式会社　グッドディード 愛知県江南市小郷町伍大力２７
不問 (1) 9時00分～17時30分

(1) 8時30分～17時30分

165,000円～220,000円 (2)17時30分～ 8時30分

保健師 愛知県犬山市役所 愛知県犬山市大字犬山字東畑３６
不問 (1) 8時30分～17時15分

227,200円～227,200円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

165,000円～220,000円 (2)17時30分～ 8時30分
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

介護職員 株式会社　エル・シー・エス 愛知県名古屋市名東区上社４丁目
８９番地

変形（１ヶ月単位）

34歳以下 (1) 8時30分～17時30分

介護職員 株式会社　エル・シー・エス 愛知県名古屋市名東区上社４丁目
８９番地

変形（１ヶ月単位）

64歳以下

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。また、面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 
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