
求 人 情 報 一 覧 令和4年12月1日現在

知多市社会福祉協議会　知多市自立生活サポートセンター　無料職業紹介所

一覧の中で気になるお仕事がありましたらお問合せください。 電　話：０５６２－３９－３０６０

受付番号 区分 事業所名 仕事の内容 勤務時間等 給与 期間 場所 募集人数 その他

R4-1 フルタイム 株式会社モリタ ガス器具の販売、施工、修理、点検 8:30～17:30 月給
17万～

定めなし 知多市清水が丘 1名 資格手当、家族手当あり

R4-2 フルタイム 株式会社aiサービス ガラス、サッシ他、住宅や建物に関する
メンテナンス補修業務

8:30～17:30 月給
16万～

定めなし 東海市加木屋町白拍子 1名 職場見学だけでもお気軽に
どうぞ

R4-3 パート 春香園 イチゴの栽培管理及び接客
①8:00～
②8:30～

時給
1000円

4か月以上 知多郡東浦町緒川広狭間 1～2名 1日4h～
就業時間自由

R4-4 パート 有限会社竹内新聞店 ①朝刊時の新聞配達
②夕刊時の新聞配達

①1:20～5:00
②14:00～16:30

上記のうちの1時間半程度

月給
3,4万～

定めなし 知多市岡田字向田 複数名

R4-5 内職 マツヤ産業株式会社 ハーネスの組立、テープ巻き
（内職）

出来高制 定めなし 自宅 10名 出来高制

R4-6 パート 一般社団法人soffice 接客、調理補助
（みたらし団子、コーヒー）

9:00～14:00 時給
1000円

4か月以上 常滑市大野町 1名 就労継続支援B型事業所

R4-7 パート 一般社団法人ゆいの会 訪問介護（高齢者・障がい者）
移動支援

8:00～18：00 時給
1100～1150

定めなし 知多市新知 ヘルパー2級or初任者研修

R4-8 パート 一般社団法人ゆいの会 移送サービス
（福祉有償運送）

1回600円 定めなし 知多市新知 福祉有償運転者講習の
受講必要

R4-9 パート 一般社団法人ゆいの会 福祉サービス 9:00～17:00 時給
950円

定めなし 知多市新知 運転免許

R4-10 パート 八角株式会社 魚肉練り製品の製造補助
①6:00～11:00
②7:00～12:00
③8:00～13:00

時給
1041円

定めなし 東海市東海町 2人

R4-12 フルタイム 八角株式会社 魚肉練り製品の製造補助 ①6:00～15:00
②7:00～16:00

月給
18～２３万

定めなし 東海市東海町 1人

R4-13 フルタイム ちた中村歯科 歯科衛生士 （１）8:45～12:30
（２）14:45～19:00

月給
２１～31.5万

定めなし 知多市南粕谷 2人

R4-14 パート ちた中村歯科 歯科医師 （１）8:45～12:30
（２）14:45～19:00

時給2,500～5,000 4か月以上 知多市南粕谷 1人

R4-15 パート ちた中村歯科 歯科衛生士
（１）8:45～12:30

（２）14:45～19:00
時給1,400～2,000 4か月以上 知多市南粕谷 1人

R4-16 パート セブンカラーズ株式会社 重度訪問介護 22:00～翌8:00
日給

17,500
知多市南粕谷 2人 ヘルパー2級or初任者研修

R4-17 フルタイム 株式会社SKY 介護スタッフ（フェリーチェ）
（１）7:00～16:00

（２）1１:00～20:00
（３）8：30～17：30

月給
18～22,5万

知多市岡田 2人

R4-18 フルタイム 株式会社SKY 介護スタッフ（フェリーチェ知多）
（１）7:00～16:00

（２）1１:00～20:00
（３）8：30～17：31

１８～２２,5万 知多市八幡 4人

R4-19 フルタイム 株式会社SKY
介護スタッフ

（小規模多機能ホームフェリーチェ）

（１）7:30～16:30
（２）8:00～17:00
（３）9：０0～18：00

１８～２２,5万 知多市八幡 3人

R4-20 パート 社会福祉法人
知多福祉会

運転手 （１）8:30～10:00
（２）15:45～17:00

時給
1,170円

知多市新知 1人

R4-22 フルタイム 中央防災株式会社 消防設備保守点検作業 8:30～17:30 21万～27万 知多市原 １人

R4-23 パート 社会福祉法人
知多福祉会

世話人
（１）15:00～翌10:00

（２）6:30～10:30
（３）9:30～17:30

時給1,120円 知多市新知 5人

R4-24 フルタイム 株式会社エクセル 外構業 8:００～17:30
日給

９，０００～18,000
円

東海市加木屋 3人

R4-25 契約社員 株式会社メイセイアドバンス 警備員（交通誘導警備） （１）8:00～17:00
（２）9:00～18:00

月給
21万～22万

名古屋市緑区浦里 10人

R4-26 フルタイム 竹新製菓株式会社 あられの製造、販売 （１）8:00～17:00
（２）8:30～16:30

時給
986円

知多市岡田 何人でも 送迎マイクロバスも
場所により有

R4-27 フルタイム 有限会社京都工業所 構内作業員 （１）8:00～16:45
（２）17:45～2:30

月給
18万～22万

知多市八幡字深山口 2人

R4-28 フルタイム 特定非営利活動法人
プレママクラブ

放課後児童健全育成事業支援員 （１）12:00～19:00
月給

18.8万～24.8万
半田市亀崎 2人

R4-29 フルタイム 特定非営利活動法人
プレママクラブ

放課後児童健全育成事業支援員 （１）12:00～19:00
月給

21.8万～30.8万円
半田市亀崎 2人

R4-30 パート 特定非営利活動法人
プレママクラブ

保育補助・学童支援員補助 要相談
時給

986円
半田市亀崎 2人


