
変形（1年単位） ２級農業機械整備技能士

(1)8時45分～17時30分 三級自動車整備士

年齢制限：44歳以下 学歴：高校 必須 二級自動車整備士

月給 正社員 （従業員数：5人）

11080-10730921 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） ５トン限定準中型自動車免許

(1)7時00分～16時00分 準中型自動車免許

年齢制限：不問 学歴： 不問 ８トン限定中型自動車免許

月給 正社員以外 （従業員数：37人）

27020-77055121 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)10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：4人）

36010-19733821 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）

(1)8時30分～17時15分

年齢制限：18歳以上 学歴： 不問 (2)16時00分～0時45分

月給換算額 有期雇用派遣労働者 （従業員数：15人） (3)23時45分～8時30分

36010-19844021 就業場所　徳島県阿南市

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

保健師

(1)8時30分～16時30分 管理栄養士

年齢制限：不問 学歴： 不問 看護師

時給換算額 パート労働者 （従業員数：32人）

36050- 2904421 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ヶ月未満）

(1)17時30分～20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：3人）

36050- 2909021 就業場所　徳島県阿南市

雇用期間の定めなし

介護福祉士

(1)7時00分～10時00分 介護職員基礎研修修了者

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)9時00分～15時00分 福祉住環境コーディネーター検定

時給 パート労働者 （従業員数：10人） (3)16時00分～19時00分

36050- 2920421 就業場所　徳島県阿南市

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

変形（1ヶ月単位） 介護福祉士　　必須

(1)7時00分～16時00分

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)9時00分～18時00分

月給 正社員 （従業員数：10人） (3)10時00分～19時00分

36050- 2927821 就業場所　徳島県阿南市

雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

(1)7時00分～16時00分 介護職員基礎研修修了者

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)9時00分～18時00分 福祉住環境コーディネーター検定

月給 正社員以外 （従業員数：10人） (3)10時00分～19時00分

36050- 2928221 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）

理学療法士

(1)8時20分～17時20分 作業療法士

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：6人）

36050- 2929521 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）

(1)5時52分～14時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)13時52分～22時00分

月給 正社員以外 （従業員数：190人）

36050- 2931621 就業場所　徳島県阿南市

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

(1)6時00分～9時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)8時00分～14時00分

時給 パート労働者 （従業員数：48人） (3)17時00分～22時00分

41010-17755621 就業場所　徳島県阿南市

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士　　必須

(1)8時30分～19時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)14時00分～19時00分

月給 正社員 （従業員数：11人）

36050- 2899221 就業場所　徳島県阿南市

雇用期間の定めなし

歯科衛生士　　必須

(1)8時30分～12時30分

年齢制限：不問 学歴：高校 必須

時給 パート労働者 （従業員数：11人）

36050- 2900721 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）

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

185,400円 ～ 360,500円

阿南市／セールスエンジ
ニア職（阿南営業所）

三菱農機販売株式会社 埼玉県久喜市桜田２丁目１３３－
４

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

上記資格あれば尚可

160,000円 ～ 210,000円

セールスドライバー
職／阿南営業所

佐川急便株式会社 大阪府大阪市此花区島屋４丁目４
－５１

雇用・労災・
健康・厚生

いずれかの免許・資格所持で可

900円 ～ 1,000円
又は10時00分～17時00分
の間の4時間以上

賃貸営業アシスタン
ト、営業事務／阿南

株式会社　ピースリビング 徳島県徳島市応神町古川字日ノ上
３－４

雇用・労災・
健康・厚生

190,080円 ～ 190,080円

工場内作業（派） 株式会社　徳島派遣セン
ター

徳島県徳島市沖浜２丁目３１番地
５

雇用・労災・
健康・厚生

1,013円 ～ 1,153円

阿南市会計年度任用職員
（保健師、管理栄養士、
看護師）

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

いずれかの免許・資格所持で可

1,000円 ～ 1,000円

ホールスタッフ ａｒａｎｃｉａ（アラン
チャ）

徳島県阿南市向原町天羽畭１１０
番５

労災

935円 ～ 1,025円
又は7時00分～19時00分の
間の4時間程度

介護職員（未経験可）
（１日３～４時間程度で
も大丈夫です）

社会福祉法人　双葉会 徳島県阿南市見能林町南林２６０
－３

労災

上記資格あれば尚可

179,700円 ～ 196,200円

介護職員【正社員】 社会福祉法人　双葉会 徳島県阿南市見能林町南林２６０
－３

雇用・労災・
健康・厚生

161,300円 ～ 191,200円

介護職員 社会福祉法人　双葉会 徳島県阿南市見能林町南林２６０
－３

雇用・労災・
健康・厚生

上記資格あれば尚可

250,000円 ～ 270,000円
訪問リハビリ経験あれば尚可

理学療法士また
は、作業療法士

株式会社　友愛 徳島県阿南市見能林町ふちう２番
地３

雇用・労災・
健康・厚生

いずれかの免許・資格所持で可

176,800円 ～ 176,800円
・工場勤務経験（特に繊維・染色加工）あれば尚可

生地試験業務 倉敷紡績株式会社　徳島工
場

徳島県阿南市辰己町１－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

1,000円 ～ 1,000円

レジ・商品補充（阿
南店）【短期】

ダイレックス　株式会社 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９
３０

労災

170,000円 ～ 200,000円

歯科衛生士『週休
２日制』

医療法人　タナベ歯科医院 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄市４１
－８

雇用・労災・
健康・厚生

1,500円 ～ 1,800円

歯科衛生士『週休
２日制』

医療法人　タナベ歯科医院 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄市４１
－８

労災

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。

12月5日発行 (令和4年11月25日 ～ 令和4年12月1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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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

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。

12月5日発行 (令和4年11月25日 ～ 令和4年12月1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

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：7人）

36050- 2901821 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)10時00分～15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：1人）

37010-28934821 就業場所　徳島県阿南市

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

(1)8時30分～13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- 2898821 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ヶ月未満）

交替制あり

(1)8時00分～20時00分

年齢制限：18歳以上 学歴： 不問 (2)20時00分～8時00分

時給 パート労働者 （従業員数：50人）

36050- 2892321 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）

変形（1ヶ月単位）

(1)6時00分～15時00分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問 (2)8時00分～17時00分

月給 正社員 （従業員数：47人） (3)10時00分～19時00分

36050- 2893621 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)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：45人）

36050- 2894921 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)8時30分～16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：23人）

36050- 2895121 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）

変形（1ヶ月単位） 社会福祉士

(1)8時30分～16時30分 介護福祉士

年齢制限：不問 学歴：高校 必須 精神保健福祉士

月給 正社員以外 （従業員数：23人）

36050- 2896021 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）

950円 ～ 1,000円
又は8時45分～18時15分の
間の6時間程度 業務としてのカメラ撮影、美容業の経験あれば尚可

カメラ撮影アシスタント
（パート・アルバイト）

有限会社　タブチ写真館 徳島県阿南市富岡町トノ町２８－
８

労災

860円 ～ 860円

分譲マンション管理
員業務／阿南市領家
町

株式会社　穴吹ハウジングサービ
ス

香川県高松市紺屋町３番地６ 雇用・労災

900円 ～ 900円

お弁当の配達、およ
び店舗補助作業

お弁当のキャロット 徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉原ノ内
７８－６

労災

900円 ～ 900円

守衛所での警備業務
（発電所内）

株式会社　Ｊ－ＰＯＷＥＲビジネ
スサービス　橘湾事業所

徳島県阿南市橘町小勝３ 雇用・労災・
健康・厚生

145,000円 ～ 195,000円

厨房職員 社会福祉法人　愛心会　地域密着
型特別養護老人ホーム　花宝

徳島県阿南市中林町蟹田１番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

200,000円 ～ 350,000円
１年程度以上の実務経験必須

部品加工 大隆精機　株式会社 徳島県阿南市宝田町今市柳タイ１ 雇用・労災・
健康・厚生

1,096円 ～ 1,096円

支援員 社会福祉法人　柏涛会　がんばれ
る作業所

徳島県阿南市那賀川町八幡石塚３
０－１

雇用・労災・
健康・厚生

174,400円 ～ 196,400円

臨時支援員 社会福祉法人　柏涛会　がんばれ
る作業所

徳島県阿南市那賀川町八幡石塚３
０－１

雇用・労災・
健康・厚生

上記資格あれば尚可
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