
時給 介護福祉士

TEL 052-912-0945
パート労働者 23020-85720581 就業場所 愛知県江南市

時給
介護職員初任者研修

TEL 052-912-0945
パート労働者 23020-85721481 就業場所 愛知県江南市

時給

TEL 052-912-0945
パート労働者 23020-85723881 就業場所 愛知県江南市

時給 看護師
准看護師

TEL 052-912-0945
パート労働者 23020-85725181 就業場所 愛知県江南市

時給 看護師
准看護師

TEL 052-228-0561
パート労働者 23020-84512081 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

時給 看護師
准看護師

TEL 0587-93-2626
パート労働者 23130- 8472981 就業場所

時給 看護師
准看護師

TEL 0587-38-5555
パート労働者 23130- 8392981 就業場所

時給 保育士
社会福祉士
幼稚園教諭免許

TEL 0568-61-1800
パート労働者 23130- 8404381 就業場所 愛知県犬山市

時給

TEL 0587-93-4300
パート労働者 23130- 8405681 就業場所

時給 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

TEL 0587-55-2039
パート労働者 23130- 8333981 就業場所

時給 普通自動車免許一種

TEL 0587-55-2039
パート労働者 23130- 8334581 就業場所 愛知県江南市

時給 普通自動車免許一種

TEL 0587-55-2039
パート労働者 23130- 8335481 就業場所 愛知県江南市

月給 看護師

TEL 0587-66-5001
パート労働者 23130- 8340681 就業場所 愛知県岩倉市

月給

TEL 0587-66-5001
パート労働者 23130- 8341981 就業場所 愛知県岩倉市

時給

TEL 0587-66-5001
パート労働者 23130- 8342581 就業場所 愛知県岩倉市

時給

TEL 0587-66-5001
パート労働者 23130- 8345881 就業場所 愛知県岩倉市

　　　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不問

950円～950円
雇用期間の定めなし

8時00分～20時00分の間の6時間
以上

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不問

920円～920円
雇用期間の定めなし

8時00分～20時00分の間の6時間
以上

【江南市】介護デイサービス
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不問

1,300円～1,500円
雇用期間の定めなし

8時00分～17時00分の間の4時間
以上

920円～1,000円
雇用期間の定めなし

8時00分～17時00分の間の4時間
以上

［江南市］デイサービス
センタ一看護スタッフ（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
８－１64歳以下

看護業務／大口町 株式会社　みつば 愛知県名古屋市中区丸の内２－１
３－１６－２－１２０３号不問

1,600円～1,800円
雇用期間の定めなし

8時00分～18時00分の間の4時間
以上

正・准看護師 医療法人　江口医院 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄天道
４１４不問 (1) 8時30分～12時30分

1,400円～1,700円
雇用期間の定めなし

正・准看護師 医療法人　しみず眼科クリ
ニック

愛知県岩倉市大市場町郷東５９－
１

特定曜日のみ(2)

不問 (1) 8時30分～12時00分

1,600円～2,000円 (2)13時30分～18時30分
雇用期間の定めなし

児童厚生員【急募】 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) 9時00分～16時00分

1,070円～1,340円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護職員 社会福祉法人　扶桑町社会福
祉協議会

愛知県丹羽郡扶桑町大字斎藤字榎
２３０番地不問 (1) 8時30分～17時00分

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 9時00分～16時30分の間の5時間

程度

1,020円～1,030円 (2) 9時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

(3) 9時00分～13時00分

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
不問

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
不問 (1) 7時00分～ 9時30分

1,100円～1,100円 (2)15時30分～21時00分
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

(3)21時00分～ 7時00分

世話人 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
不問 (1) 7時00分～ 9時30分

1,100円～1,100円 (2)15時30分～21時00分
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

(3)21時00分～ 7時00分

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
不問

1,723円～1,723円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 9時00分～16時00分の間の5時間

世話人（３日勤務） 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 変形（１ヶ月単位）

不問 (1)16時00分～ 9時30分

1,185円～1,185円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

世話人（１日又は２
日勤務）

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 変形（１ヶ月単位）

不問 (1)16時00分～ 9時30分

(1) 9時00分～16時00分

930円～930円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

930円～930円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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
不問

電話：0568-61-2186 

ハローワーク 犬 山 
（犬山公共職業安定所） 

◎ 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） 

時給

TEL 0587-95-6711
パート労働者 23130- 8364081 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

時給

TEL 0587-95-6711
パート労働者 23130- 8365381 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

時給

TEL 0587-95-6711
パート労働者 23130- 8368581 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

時給 ホームヘルパー２級
普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

TEL 0587-95-6711
パート労働者 23130- 8374681 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

時給 ホームヘルパー２級
普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

TEL 0587-95-6711
パート労働者 23130- 8391681 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

時給 ホームヘルパー２級
普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

TEL 0587-95-6711
パート労働者 23130- 8393581 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

時給

TEL 0587-95-6711
パート労働者 23130- 8394481 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

時給 准看護師

TEL 0587-95-6711
パート労働者 23130- 7935681 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

時給 看護師
准看護師

TEL 0587-95-6711
パート労働者 23130- 7936981 就業場所

時給

TEL 0587-95-6711
パート労働者 23130- 7938481 就業場所

時給 看護師
准看護師

TEL 0568-67-6333
パート労働者 23130- 7943981 就業場所

時給 ホームヘルパー２級

TEL 0568-67-6333
パート労働者 23130- 7946781 就業場所

時給 介護支援専門員

TEL 0568-67-6333
パート労働者 23130- 7949181 就業場所

時給

TEL 0587-66-2110
パート労働者 23130- 7950681 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

時給

TEL 0568-63-0008
パート労働者 23130- 7952581 就業場所

時給 看護師

TEL 0587-37-8155
パート労働者 23130- 7956281 就業場所

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番地不問

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

7時00分～20時00分の間の4時間
以上

入浴介助〈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番地不問 (1) 9時00分～12時00分

2,000円～2,000円 (2)13時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

入浴スタッフ 医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地不問 (1) 9時00分～12時00分

2,000円～2,000円 (2)13時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

訪問ヘルパー 医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地不問

1,500円～1,500円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 7時00分～20時00分の間の4時間

以上

施設ヘルパー 医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地不問

(1) 9時00分～12時00分

2,000円～2,000円 (2)13時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 7時00分～20時00分の間の4時間

以上

入浴介助 医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地不問

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番地不問

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 7時00分～20時00分の間の4時間

以上

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）

不問 (1) 8時30分～17時30分

1,200円～2,000円 (2)17時00分～19時30分
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 8時30分～17時30分の間の4時間

程度

外来看護師 医療法人　医仁会 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１
２９番地不問 (1) 8時30分～12時30分

1,500円～2,500円 (2)17時00分～19時30分
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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番地不問 (1) 8時30分～17時30分

1,000円～2,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 8時30分～17時30分の間の6時間

以上

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
不問

(1) 8時30分～17時30分

900円～1,000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～10時00分
8時30分～17時30分の間の5時間
程度

1,250円～1,450円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 8時30分～20時00分の間の4時間

程度

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）

不問

ケアマネージャー 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
不問 (1) 8時30分～11時30分

1,100円～1,500円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 9時00分～16時00分の間の2時間

程度

介護職員（デイサー
ビス）

社会福祉法人　一期一会福祉
会

愛知県岩倉市北島町二本木７
不問 (1) 8時00分～17時00分

950円～1,000円 (2) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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) 9時00分～18時00分

898円～900円 (2) 7時30分～16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 医療法人　知邑舎　岩倉病院 愛知県岩倉市川井町北海戸１
59歳以下 (1) 9時00分～17時30分

1,600円～1,600円
雇用期間の定めなし

9時00分～19時00分の間の6時間
程度

◎ 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） 

時給 准看護師

TEL 0587-37-8155
パート労働者 23130- 7957181 就業場所

時給 介護支援専門員
普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

TEL 0587-93-4300
パート労働者 23130- 7965181 就業場所

時給 看護師
准看護師

TEL 0587-53-0111
パート労働者 23130- 7991081 就業場所

時給 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

TEL 0587-56-2111
パート労働者 23130- 8037481 就業場所 愛知県江南市

時給 看護師
准看護師

TEL 0587-56-2203
パート労働者 23130- 8038781 就業場所

時給 ホームヘルパー２級

TEL 0587-59-8885
パート労働者 23130- 8065281 就業場所 愛知県江南市

時給 看護師
准看護師

TEL 0568-67-6699
パート労働者 23130- 8083081 就業場所

時給 ホームヘルパー２級

TEL 0568-67-5550
パート労働者 23130- 8099181 就業場所

時給

TEL 0587-66-6655
パート労働者 23130- 8106681 就業場所 愛知県岩倉市

時給 看護師
准看護師

TEL 0587-66-6655
パート労働者 23130- 8126481 就業場所

時給 看護師
准看護師

TEL 0587-81-4766
パート労働者 23130- 8146181 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

時給 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

TEL 0587-81-4766
パート労働者 23130- 8147081 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

時給 ホームヘルパー２級
介護福祉士

TEL 0587-81-4766
パート労働者 23130- 8155081 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

時給 看護師
准看護師

TEL 0587-81-4766
パート労働者 23130- 8157681 就業場所 愛知県丹羽郡大口町

時給 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

TEL 0587-81-4766
パート労働者 23130- 8181981 就業場所 愛知県丹羽郡扶桑町

時給

TEL 0568-67-8588
パート労働者 23130- 8243081 就業場所 愛知県丹羽郡扶桑町

准看護師 医療法人　知邑舎　岩倉病院 愛知県岩倉市川井町北海戸１
59歳以下 (1) 9時00分～17時00分

(1) 8時30分～15時30分

1,280円～1,280円 (2) 9時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 8時30分～17時00分の間の6時間

程度

1,400円～1,400円
雇用期間の定めなし

9時00分～19時00分の間の6時間
程度

介護支援専門員業務 社会福祉法人　扶桑町社会福
祉協議会

愛知県丹羽郡扶桑町大字斎藤字榎
２３０番地不問

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１不問 (1) 8時30分～12時30分

1,300円～1,400円 (2)15時00分～19時00分
雇用期間の定めなし

介護職員 有限会社　青武 愛知県江南市勝佐町西町１５３
64歳以下 (1) 8時30分～17時30分

898円～1,000円
雇用期間の定めなし

8時30分～17時30分の間の5時間
程度

看護職員 医療法人　青伸会 愛知県江南市勝佐町西町１５３
64歳以下 (1) 8時00分～12時30分

1,600円～2,000円 (2)16時15分～19時15分
雇用期間の定めなし

介護職員 医療法人　哲友会 愛知県江南市宮後町船渡１１５
不問 (1) 8時30分～17時30分

1,000円～1,200円 (2) 8時30分～13時30分
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

(3) 9時00分～13時30分

デイサービス看護師 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
不問 (1) 9時00分～17時00分

1,200円～1,500円
雇用期間の定めなし

8時00分～20時00分の間の1時間
以上

1,500円～1,550円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護サービス（パー
ト）

株式会社　地域福祉推進会
みそら訪問介護事業所

愛知県犬山市字若宮６８番地４ 変形（１ヶ月単位）

不問

介護職員（夜勤専従）託児
所あり　るるどの泉

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)17時00分～10時00分

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

ようてい中央クリニック看
護師／託児所利用可能

医療法人　羊蹄会 愛知県岩倉市曽野町郷前１７番地
64歳以下 (1) 8時30分～19時30分

1,400円～1,400円 (2) 8時00分～12時30分
雇用期間の定めなし

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番地不問 (1) 8時00分～17時00分

1,350円～1,600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

8時00分～18時00分の間の3時間
以上

介護職（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番地不問 (1) 8時00分～17時00分

920円～950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

8時00分～18時00分の間の4時間
程度

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）

不問 (1) 7時00分～16時00分

(1) 8時30分～17時30分

1,350円～1,600円 (2) 8時30分～13時00分
雇用期間の定めなし (3)12時00分～17時30分

8時30分～17時30分の間の3時間
以上

920円～950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

8時30分～17時30分の間の5時間
程度

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番地不問

介護職（扶桑） 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番地不問 (1) 8時00分～17時00分

920円～950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

8時00分～18時00分の間の4時間
程度

グループホーム夜勤
スタッフ

有限会社　ふなびきメディカ
ル

犬山市羽黒堂ケ洞１８－９０ 変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1)16時00分～ 9時00分

920円～920円
雇用期間の定めなし

◎ 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） 

時給 介護支援専門員
普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

TEL 0568-62-8811
パート労働者 23130- 8255481 就業場所

時給 社会福祉士
介護支援専門員
介護福祉士

TEL 0568-62-8811
パート労働者 23130- 8257881 就業場所 愛知県犬山市

時給

TEL 0587-66-7337
パート労働者 23130- 8266281 就業場所

時給 介護福祉士
介護職員初任者研修
ホームヘルパー２級

TEL 0587-66-7337
パート労働者 23130- 8267181 就業場所

時給 看護師
准看護師

TEL 0587-95-8885
パート労働者 23130- 8271481 就業場所

時給 介護職員初任者研修
介護福祉士

TEL 0587-95-8885
パート労働者 23130- 8272781 就業場所

時給 看護師
准看護師

TEL 0587-95-8885
パート労働者 23130- 8273881 就業場所

時給

TEL 0587-57-3301
パート労働者 23130- 8279981 就業場所 愛知県江南市

時給 普通自動車免許一種

TEL 0587-57-3301
パート労働者 23130- 8288581 就業場所 愛知県江南市

時給

TEL 052-746-9954
パート労働者 23010-41416881 就業場所 愛知県犬山市

時給 看護師
准看護師

TEL 052-746-9954
パート労働者 23010-41484081 就業場所 愛知県犬山市

日給 ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

TEL 052-746-9954
パート労働者 23010-41492081 就業場所 愛知県江南市

時給 看護師
准看護師

TEL 0586-51-1152
パート労働者 23060-15001581 就業場所 愛知県江南市

時給

TEL 0586-51-1152
パート労働者 23060-15002481 就業場所 愛知県江南市

時給

TEL 0586-51-1152
パート労働者 23060-15005281 就業場所 愛知県江南市

時給 介護福祉士

TEL 0594-27-2551
パート労働者 24050- 8158181 就業場所 愛知県江南市

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－
２59歳以下 (1) 9時00分～16時00分

1,300円～1,500円
雇用期間の定めなし

相談員 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) 8時30分～17時30分

950円～1,300円 (2)10時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (3)10時30分～17時30分

看護職員（マザーズ
応援）

ゴールドエイジ株式会社
ゴールドエイジ岩倉

愛知県岩倉市野寄町一町田７
64歳以下 (1) 9時00分～14時00分

(1) 9時00分～14時00分

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

9時00分～16時00分の間の5時間
程度

1,100円～1,200円
雇用期間の定めなし

9時00分～16時00分の間の5時間
程度

介護職員（マザーズ
応援）

ゴールドエイジ株式会社
ゴールドエイジ岩倉

愛知県岩倉市野寄町一町田７
64歳以下

看護職員（マザーズ
応援）

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64歳以下 (1) 9時00分～14時00分

1,100円～1,200円
雇用期間の定めなし

9時00分～16時00分の間の5時間
程度

介護職員（マザーズ
応援）

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64歳以下 (1) 9時00分～14時00分

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

9時00分～16時00分の間の5時間
程度

看護職員【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64歳以下

1,200円～1,300円
雇用期間の定めなし

9時00分～16時30分の間の3時間
以上

介護職 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）

不問 (1) 9時30分～15時00分

1,045円～1,170円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護職（デイサービ
ス）

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　ジョイフル江南不問 (1) 8時30分～13時00分

(1) 7時30分～16時30分

1,040円～1,080円 (2) 9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし (3)11時00分～20時00分

1,045円～1,170円 (2)13時00分～17時30分
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護スタッフ／パート／有
料老人ホーム／犬山市

株式会社　フロンティアの介
護

愛知県名古屋市東区泉１丁目１９
番８号

変形（１ヶ月単位）

不問

住宅型有料老人ホーム／看
護業務／パート／犬山市

株式会社　フロンティアの介
護

愛知県名古屋市東区泉１丁目１９
番８号不問 (1) 9時00分～18時00分

1,600円～2,330円
雇用期間の定めなし

介護スタッフ／夜勤専門
（パート）／江南市／

株式会社　フロンティアの介
護

愛知県名古屋市東区泉１丁目１９
番８号

変形（１ヶ月単位）

不問 (1)17時00分～ 9時00分

1,923円～1,923円
雇用期間の定めなし

デイサービス看護ス
タッフ（鹿子島）

医療法人　来光会 一宮市浅井町小日比野字新太３７
番地不問 (1) 9時30分～13時00分

1,200円～1,650円 (2) 9時30分～16時00分
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

デイサービス介護ス
タッフ（鹿子島）

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

930円～1,080円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

デイサービス介護ス
タッフ（江森）

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

900円～900円
雇用期間の定めなし

9時00分～16時00分の間の5時間
程度

930円～1,080円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

事務／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不問

◎ 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。 

4



　　　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） 

時給

TEL 0587-96-8371
パート労働者 23130- 7896681 就業場所 愛知県江南市

時給

TEL 0587-50-0241
パート労働者 23130- 7864581 就業場所

時給 看護師
准看護師

TEL 0568-61-2017
パート労働者 23130- 7868281 就業場所

時給

TEL 0587-81-5645
パート労働者 23130- 7821681 就業場所

時給 保育士

TEL 0587-66-1111
パート労働者 23130- 7800281 就業場所 愛知県岩倉市

時給 保育士

TEL 0587-93-1111
パート労働者 23130- 7769581 就業場所 愛知県丹羽郡扶桑町

時給 看護師

TEL 0568-62-8111
パート労働者 23130- 7788281 就業場所

時給

TEL 0587-37-1172
パート労働者 23130- 7790681 就業場所

時給 看護師
准看護師
普通自動車免許一種

TEL 0587-37-1172
パート労働者 23130- 7791981 就業場所

時給 介護福祉士
社会福祉士
介護支援専門員

TEL 0587-37-1172
パート労働者 23130- 7793481 就業場所

時給 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
パート労働者 23130- 7795881 就業場所

時給

TEL 0587-66-7337
パート労働者 23130- 7698481 就業場所

時給 看護師
准看護師

TEL 0587-58-5558
パート労働者 23130- 7715381 就業場所

時給 普通自動車免許一種

TEL 0587-81-7759
パート労働者 23130- 7720281 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ

TEL 052-704-0990
パート労働者 23010-39441881 就業場所 愛知県岩倉市

サポートスタッフ 株式会社　ＭＩＲＡＩ 愛知県江南市古知野町広見５７番
地不問 (1)10時00分～16時00分

950円～1,200円
雇用期間の定めなし

介護職（パート） 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
64歳以下 (1) 9時00分～18時00分

898円～1,100円 (2)10時00分～19時00分
雇用期間の定めなし (3) 9時00分～15時00分

7時00分～18時00分の間の4時間
以上

外来看護師・准看護
師

犬山駅西病院 愛知県犬山市大字犬山字高見町１
１番地不問 (1) 8時30分～17時30分

1,350円～1,550円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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
不問

900円～900円
雇用期間の定めなし

9時00分～17時00分の間の4時間
以上

保育士 岩倉市役所 愛知県岩倉市栄町１－６６
不問

(1) 9時00分～15時00分

1,090円～1,090円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

990円～990円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 7時30分～19時00分の間の4時間

程度

保育士 扶桑町役場 丹羽郡扶桑町大字高雄字天道３３
０不問

看護師 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00分

1,377円～1,610円 (2) 8時30分～16時00分
雇用期間の定めなし (3) 8時30分～13時00分

デイサービスでの介
護補助業務

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) 9時00分～12時00分

900円～1,100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) 9時00分～12時00分

1,200円～1,700円 (2)13時00分～16時00分
雇用期間の定めなし

8時30分～17時30分の間の3時間
以上

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

1,100円～1,800円
雇用期間の定めなし

8時30分～17時30分の間の5時間
程度

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) 7時00分～12時00分

950円～1,100円 (2) 9時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (3)15時00分～19時00分

900円～1,700円
雇用期間の定めなし

8時30分～17時30分の間の5時間
程度

介護職員 ゴールドエイジ株式会社
ゴールドエイジ岩倉

愛知県岩倉市野寄町一町田７
64歳以下

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不問 (1) 8時30分～13時00分

1,300円～1,600円 (2)14時30分～15時30分
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

(3)15時15分～19時15分

生活支援員 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

900円～900円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 8時30分～19時00分の間の4時間

程度

9時00分～16時30分の間の4時間
以上

介護職員（契） 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）

不問 (1) 8時30分～17時30分

900円～1,000円 (2)17時30分～ 8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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