
変形（1年単位）

(1)9時00分～17時40分

年齢制限：35歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：6人）

33030-23270421 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位） メディカルクラーク（医療事務技能審査）

(1)8時30分～18時00分 医療事務資格

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)8時30分～12時30分 上記資格あれば尚可

月給 正社員 （従業員数：14人）

36050- 2885621 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

変形（1年単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

(1)9時00分～18時00分 社会福祉士

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：81人）

36050- 2887121 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給換算額 パート労働者 （従業員数：549人）

36050- 2889721 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

交替制あり

(1)6時30分～15時30分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)8時30分～17時30分

月給 正社員 （従業員数：15人）

36050- 2890521 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

(1)14時00分～18時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：6人）

36050- 2891421 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

(1)8時00分～17時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：2人）

38050- 6879621 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

(1)8時00分～15時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：8人）

36010-19336121 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

(1)8時30分～17時30分

年齢制限：不問 学歴：高校 必須

月給換算額 有期雇用派遣労働者 （従業員数：10人）

36010-19209221 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

美容師　　必須

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：2人）

36010-19242421 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

美容師　　必須

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：9人）

36010-19259521 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

保育士

(1)14時00分～18時00分 児童指導員資格

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：23人）

36010-19180321 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

薬剤師　　必須

(1)8時40分～17時10分

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：2人）

36010-19204921 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　あれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：40人）

36040- 1923021 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

交替制あり 看護師　　必須

(1)8時30分～12時30分

年齢制限：不問 学歴：専修学校 必須 (2)14時00分～18時00分

時給 パート労働者 （従業員数：4人）

36050- 2879121 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　あれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
1,200円 ～ 1,200円

医療機関での５年以上の実務経験必須

看護師 医療法人　むらかみ内科 徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉太田３
５－２

雇用・労災

855円 ～ 930円
又は13時00分～18時00分
の間の4時間程度

スーパーでの惣菜製造スタッ
フ（羽ノ浦店）（午後）

株式会社　デイリーマート 徳島県美馬市脇町大字猪尻字若宮
南１００－１

雇用・労災

1,800円 ～ 2,200円
又は10時00分～18時30分
の間の4時間以上

薬剤師／くるみ薬局 一般社団法人　とくしま健康サポート 徳島県徳島市北前川町４丁目１１
番地の２

労災

900円 ～ 1,000円
又は9時00分～15時15分の
間の4時間程度

放課後デイサービススタッ
フ《キッズベースシーズ》

社会福祉法人　悠林舎 徳島県徳島市沖浜町北川７２６－
３

労災

いずれかの免許・資格所持で可

855円 ～ 1,000円
又は9時00分～19時00分の
間の6時間程度

美容師パート／ア
ネックス店

有限会社ヴォーグ 徳島県徳島市福島１丁目１０－５
１　２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

855円 ～ 1,000円
又は9時00分～19時00分の
間の6時間程度

美容師パート／橘店 有限会社ヴォーグ 徳島県徳島市福島１丁目１０－５
１　２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

173,910円 ～ 237,150円
・実験経験のある方・製造経験のある方

物性評価（派） ＷＤＢ株式会社　徳島支店 徳島県徳島市八百屋町３－２６
大同生命徳島ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

860円 ～ 860円

（請）清掃・草抜き等（阿
南市・コスモホール）

株式会社　スタッフクリエイ
ト

徳島県徳島市幸町１丁目４７番地
３スタッフクリエイトビル

雇用・労災

190,000円 ～ 247,500円

ＣＡＤオペレーター 有限会社久保デザイニング 愛媛県新居浜市新田町２ー４ー８ 雇用・労災・
健康・厚生

880円 ～ 950円
又は8時00分～18時00分の
間の5時間程度

学童保育指導員【冬
休み期間中のみも
可】

岩脇児童クラブ 徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇町筋２
０－３

雇用・労災

154,000円 ～ 260,000円
調理経験あれば尚可

障がい者就労支援施
設における支援員

合同会社　買援隊 徳島県阿南市那賀川町芳崎８８ 雇用・労災・
健康・厚生

953円 ～ 1,013円
又は8時30分～17時15分の
間の7時間程度

【急募】阿南市会計
年度任用職員（事務
員）

阿南市役所 徳島県阿南市富岡町トノ町１２番
地３

雇用・公災・
健康・厚生

185,000円 ～ 241,000円

生活相談員 社会福祉法人　阿南福祉会　特別
養護老人ホーム琴江荘

徳島県阿南市宝田町今市金剛寺３
８－１

雇用・労災・
健康・厚生

いずれかの免許・資格所持で可

160,000円 ～ 180,000円
＊医療事務の経験必須＊眼科勤務経験あれば優遇

受付、医療事務 医療法人泊和会　はのうら眼
科

徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉羽ノ浦
居内６４

雇用・労災・
健康・厚生

職種／求人番号 事業所名／条件／賃金 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格／経験

175,000円 ～ 260,000円

（徳島県阿南市）営
業職（阿南支店）

ヤンマーアグリジャパン　株式会
社　中四国支社

岡山県倉敷市亀山６２２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

ハローワーク 求人情報
◎ 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。

◎ 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、賃金は時間給表記です。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。

11月28日発行 (令和4年11月18日 ～ 令和4年11月24日)

ハローワーク阿南

（阿南公共職業安定所）
℡ ０８８４－２２－２０１６

一般・パート

※左記期間に受理した求人の内、作成時点で公開中の求人を掲載しています。

ハローワークインターネットサービス で検索 ⇒  https://www.hellowork.mhlw.go.jp
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ハローワーク 求人情報
◎ 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。

◎ 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、賃金は時間給表記です。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。

11月28日発行 (令和4年11月18日 ～ 令和4年11月24日)

ハローワーク阿南

（阿南公共職業安定所）
℡ ０８８４－２２－２０１６

一般・パート

※左記期間に受理した求人の内、作成時点で公開中の求人を掲載しています。

ハローワークインターネットサービス で検索 ⇒  https://www.hellowork.mhlw.go.jp

変形（1年単位） 大型自動車免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 ショベルローダー等運転技能者　あれば尚可

年齢制限：不問 学歴： 不問 フォークリフト運転技能者　あれば尚可

月給 正社員 （従業員数：7人）

36050- 2880821 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

医療事務資格　あれば尚可

(1)14時00分～17時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：38人）

36050- 2881221 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

保育士

(1)9時30分～18時30分 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)9時30分～17時30分 中学校教諭免許（専修・１種・２種）

月給 正社員 （従業員数：6人）

36050- 2882521 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

交替制あり

(1)10時00分～15時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：3人）

36050- 2884321 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

変形（1年単位）

(1)7時50分～17時00分

年齢制限：45歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：30人）

36050- 2877621 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

交替制あり

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：100人）

36050- 2866521 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

変形（1年単位） 歯科衛生士　　必須

(1)9時00分～18時45分

年齢制限：59歳以下 学歴：専修学校 必須

月給 正社員 （従業員数：35人）

36050- 2867421 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

変形（1年単位） 歯科衛生士　　必須

(1)9時00分～18時45分

年齢制限：59歳以下 学歴：専修学校 必須

月給 正社員 （従業員数：35人）

36050- 2868321 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

変形（1年単位） 歯科衛生士　　必須

(1)9時00分～18時45分

年齢制限：59歳以下 学歴：専修学校 必須

月給 正社員 （従業員数：35人）

36050- 2869621 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

変形（1年単位） 歯科衛生士　　必須

(1)9時00分～18時45分

年齢制限：59歳以下 学歴：専修学校 必須

月給 正社員 （従業員数：35人）

36050- 2870021 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

(1)13時00分～17時30分

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：4人）

36050- 2871721 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　あれば尚可

雇用期間の定めなし

変形（1年単位） 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

(1)6時45分～15時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)14時45分～22時00分

月給 正社員 （従業員数：19人） (3)21時45分～7時00分

36050- 2873221 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位）

(1)16時00分～10時00分

年齢制限：18歳以上 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：33人）

36050- 2874521 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　あれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時15分

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：33人）

36050- 2875421 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　あれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

看護師

(1)8時30分～17時15分 准看護師

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問 保健師

月給 正社員 （従業員数：33人）

36050- 2876321 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし
193,600円 ～ 200,000円

看護職員（看護師、准看護
師）【土日祝休み】『日勤
のみ』

社会福祉法人　悠林舎　障害者支
援施設シーズ

徳島県阿南市上中町南島１５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

いずれかの免許・資格所持で可

1,000円 ～ 1,100円

生活支援員【日勤】 社会福祉法人　悠林舎　障害者支
援施設シーズ

徳島県阿南市上中町南島１５－１ 労災

1,000円 ～ 1,200円

生活支援員【夜勤
専門】

社会福祉法人　悠林舎　障害者支
援施設シーズ

徳島県阿南市上中町南島１５－１ 雇用・労災

250,000円 ～ 300,000円
経験者優遇

タイヤショベル（ホ
イルローダー）運転
手

株式会社　ＣＰＦロジスティク
ス

徳島県阿南市那賀川町中島１５６
６－４

雇用・労災・
健康・厚生

1,000円 ～ 1,200円

建築用資材の製造・
加工・販売及び輸出
入

株式会社　ニューウッド 徳島県阿南市中大野町南傍示１６
４－４

労災

210,000円 ～ 250,000円
又は8時45分～18時00分の
間の8時間程度

歯科衛生士（訪問
診療専任）

医療法人　八幡歯科医院 徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉日開元
１９－１８

雇用・労災・
健康・厚生

210,000円 ～ 250,000円
又は8時45分～18時00分の
間の8時間程度

歯科衛生士（予防
診療専任）

医療法人　八幡歯科医院 徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉日開元
１９－１８

雇用・労災・
健康・厚生

210,000円 ～ 250,000円
又は8時45分～18時00分の
間の8時間程度

歯科衛生士（矯正
診療専任）

医療法人　八幡歯科医院 徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉日開元
１９－１８

雇用・労災・
健康・厚生

210,000円 ～ 250,000円
又は8時45分～18時00分の
間の8時間程度

歯科衛生士 医療法人　八幡歯科医院 徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉日開元
１９－１８

雇用・労災・
健康・厚生

910円 ～ 920円
又は9時00分～17時00分の
間の6時間以上

事務職 社会福祉法人　愛心会　老人保健施設
ロイヤルケアセンター（グループ施
設）

徳島県阿南市羽ノ浦町中庄池ノ上
５５－１

雇用・労災・
健康・厚生

154,000円 ～ 187,000円

事務員 岡部興業　株式会社 徳島県阿南市橘町中尾３２ 雇用・労災・
健康・厚生

880円 ～ 900円

調理スタッフ及び、
ホール業務

１ｅＦＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲ
Ｓ

徳島県阿南市長生町西方５８４－
９４　１階

労災

190,000円 ～ 250,000円

児童発達支援ルー
ム指導員【急募】

合同会社　ミノリアワーズ 徳島県阿南市富岡町今福寺１２番
地３　中原ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

いずれかの免許・資格所持で可

870円 ～ 930円
医療事務の経験あれば尚可

受付及び医療事務、
薬局補助【急募】

医療法人　至誠会　宮本病
院

徳島県阿南市羽ノ浦町古庄字古野
神４－１４

労災

220,000円 ～ 300,000円

一般貨物運送（長
距離大型ダンプ）

株式会社　友李通商 徳島県阿南市羽ノ浦町古庄野神ノ
本２３番地７

雇用・労災・
健康・厚生
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