
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

時給 正社員 （従業員数：7人）

36050-  604831 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

(1)8時30分～16時45分

年齢制限：不問 学歴：高校 必須 (2)8時30分～12時00分

時給 正社員以外 （従業員数：110人）

36050-  606531 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)8時00分～17時10分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

日給 正社員 （従業員数：148人）

36050-  607431 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

介護支援専門員（ケアマネージャー）　必須

(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：47人）

36050-  609331 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

准看護師

(1)8時30分～17時30分 看護師

年齢制限：64歳以下 学歴：高校 必須

時給 パート労働者 （従業員数：47人）

36050-  610131 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：45歳以下 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：18人）

36050-  611031 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)9時00分～13時00分

年齢制限：不問 学歴：高校 必須 (2)13時00分～18時00分

時給 パート労働者 （従業員数：18人）

36050-  612831 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年単位）

(1)8時00分～17時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問

日給 正社員 （従業員数：1人）

36050-  613231 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)6時00分～15時00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：3人）

36050-  614531 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)9時00分～17時30分

年齢制限：不問 学歴：高校 必須

月給 正社員以外 （従業員数：3人）

27020-19279831 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年単位）

(1)8時30分～18時00分

年齢制限：35歳以下 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：6人）

36010- 4762731 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） 介護職員初任者研修修了者

(1)9時00分～18時00分 ホームヘルパー２級

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)6時45分～15時45分 介護福祉士

月給 正社員 （従業員数：35人） (3)18時00分～9時00分

36050-  596631 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 (2)8時00分～12時00分

時給 パート労働者 （従業員数：82人）

36050-  601931 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年単位）

(1)8時15分～17時00分

年齢制限：40歳以下 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：3人）

36050-  602131 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)9時00分～16時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)9時00分～13時00分

時給 パート労働者 （従業員数：4人） (3)13時00分～16時00分

13010-27694631 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

(1)8時00分～17時00分 准看護師

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)10時00分～19時00分

月給 正社員 （従業員数：14人）

36010- 4699331 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

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

160,800円 ～ 192,960円

木工製品　製造 西部木工 徳島県阿南市那賀川町西原１０－
１

雇用・労災・
健康・厚生

142,330円 ～ 142,330円
事務経験があれば尚可

事務職 株式会社　泊洋商事 徳島県阿南市日開野町谷田４８７
－１２

雇用・労災・
健康・厚生

140,220円 ～ 140,220円

食品加工補助スタッ
フ　『土日祝休み』

メグミフーズ　株式会社 徳島県阿南市新野町北宮の久保３
０

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

200,000円 ～ 230,000円

小規模多機能「花
畑」計画作成担当者

社会福祉法人　愛心会　ロイヤル
フラワーガーデン

徳島県阿南市中林町蟹田１番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

1,100円 ～ 1,500円

看護師・准看護師 社会福祉法人　愛心会　ロイヤル
フラワーガーデン

徳島県阿南市中林町蟹田１番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

いずれかの免許・資格所持で可

178,000円 ～ 178,000円
又は8時30分～19時00分の
間の8時間程度

管理職・店長候補社
員【急募】

新徳島建材　株式会社 徳島県阿南市学原町中西１５番地
２

雇用・労災・
健康・厚生

860円 ～ 860円
又は8時30分～18時00分の
間の5時間程度

店舗スタッフ【急
募】

新徳島建材　株式会社 徳島県阿南市学原町中西１５番地
２

雇用・労災

189,900円 ～ 316,500円

土木作業員 ＰｒｏｕｄＷｏｒｋｓ　株式会
社

徳島県阿南市住吉町南久保８０－
１

雇用・労災・
健康・厚生

880円 ～ 880円
惣菜調理の経験あれば尚可

惣菜スタッフ 新徳島建材　株式会社 徳島県阿南市学原町中西１５番地
２

雇用・労災

180,000円 ～ 250,000円

事業所作業員（徳島
県阿南市）

阿南電機　株式会社 大阪府大阪市北区天神橋３丁目６
－２６　扇町パークビル

雇用・労災・
健康・厚生

184,000円 ～ 219,000円

ルートセールス
【阿南営業所】

株式会社　金剛 徳島県徳島市川内町平石住吉１８
９－１　徳島営業所

雇用・労災・
健康・厚生

157,000円 ～ 205,000円
介護経験ある方は初任給考慮

介護職員　常勤 有限会社　ライフサポートキム
ラ

徳島県阿南市横見町高川原２９番
地１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

いずれかの免許・資格所持で可

1,070円 ～ 1,070円

清掃 日亜興業　株式会社 徳島県阿南市上中町岡４９１－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

210,000円 ～ 300,000円

機械、熱エネルギー
関連エンジニア

トヨタエンジニアリング　有限会
社

徳島県阿南市那賀川町西原４４３
－５

雇用・労災・
健康・厚生

950円 ～ 950円

物品在庫管理・申込説明受
付（パート）／阿南医療セ
ンター

株式会社　アメニティ 東京都千代田区神田駿河台２丁目
１０－４　駿台興業ビル２階

労災

240,000円 ～ 300,000円

看護師・准看護師
※急募※

医療法人戸田皮膚科医院 徳島県徳島市大和町１丁目６－３
２

雇用・労災・
健康・厚生

いずれかの免許・資格所持で可

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。

3月13日発行 (令和5年3月3日 ～ 令和5年3月9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

1 / 2 ページ



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。

3月13日発行 (令和5年3月3日 ～ 令和5年3月9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。
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交替制あり

(1)8時00分～17時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)10時00分～19時00分

月給 正社員 （従業員数：14人）

36010- 4703731 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

調理師　あれば尚可

(1)14時00分～19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：96人）

36050-  585731 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～12時30分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)12時30分～17時00分

時給 パート労働者 （従業員数：3人）

36050-  586331 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～16時30分

年齢制限：不問 学歴： 不問

日給 パート労働者 （従業員数：549人）

36050-  588931 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年単位）

(1)8時30分～17時30分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)8時30分～12時30分

月給 正社員 （従業員数：96人）

36050-  589131 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：18歳～50歳 学歴： 不問

日給 正社員 （従業員数：3人）

36050-  593431 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）

(1)8時00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：32人）

36050-  594731 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年単位）

(1)8時00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：8人）

36050-  595331 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～17時30分

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)7時30分～16時30分

月給 正社員 （従業員数：100人） (3)10時00分～19時00分

36050-  577731 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)9時00分～18時00分

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)15時30分～0時30分

月給 正社員 （従業員数：32人） (3)0時30分～9時30分

36050-  582231 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

(1)9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：16人）

36050-  555131 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

看護師

准看護師

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：0人）

36050-  561631 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）

理学療法士

作業療法士

年齢制限：不問 学歴： 不問 柔道整復師

時給 パート労働者 （従業員数：0人）

36050-  562931 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)8時00分～17時00分

年齢制限：69歳以下 学歴： 不問 (2)9時00分～18時00分

月給 正社員 （従業員数：0人） (3)8時30分～17時30分

36050-  564031 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00分～17時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)8時30分～17時30分

月給 正社員 （従業員数：0人）

36050-  565831 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

保育士　必須

(1)9時00分～17時00分 介護福祉士　あれば尚可

年齢制限：不問 学歴： 不問 社会福祉士　あれば尚可

時給 パート労働者 （従業員数：91人）

36051-  186031 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）

180,000円 ～ 195,000円
医療事務経験１年以上　必須

受付事務（医療事
務）※急募※

医療法人戸田皮膚科医院 徳島県徳島市大和町１丁目６－３
２

雇用・労災・
健康・厚生

1,100円 ～ 1,100円

調理師 社会医療法人　杜のホスピタ
ル

徳島県阿南市見能林町築溜１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

1,000円 ～ 1,000円
又は8時30分～17時00分の
間の4時間程度

児童クラブ指導員『春休
み中』『短期』【急募】

大野児童クラブ 徳島県阿南市中大野町北傍示４４
０－２

労災

953円 ～ 1,013円

生活保護就労支援員
（会計年度任用職
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

162,000円 ～ 182,000円

相談員 社会医療法人　杜のホスピタ
ル

徳島県阿南市見能林町築溜１－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

207,900円 ～ 231,000円

建設業 株式会社　秦泉寺 徳島県阿南市領家町本荘ケ内１３
０番地８

雇用・労災・
健康・厚生

1,000円 ～ 1,000円

食品製造スタッフ
『短期』【急募】

タカラ食品　株式会社 徳島県阿南市宝田町今市山の北２
０２－１

労災

200,000円 ～ 250,000円
又は7時00分～17時00分

厚生

営業・事務 株式会社　原建材店 徳島県阿南市学原町中西３８－６ 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円 ～ 200,000円

介護スタッフ（入
所）

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

160,000円 ～ 200,000円
又は8時00分～17時00分

介護職（グループ
ホーム）【急募】

医療法人　鴻伸会　富士医
院

徳島県阿南市新野町西馬場３－３ 雇用・労災・
健康・厚生

1,000円 ～ 1,000円

訪問スタッフ 株式会社　さかがみハウジン
グ

徳島県阿南市上中町南島７１８－
２

雇用・労災・
健康・厚生

1,500円 ～ 2,500円
又は9時00分～16時30分の
間の4時間程度

看護業務【急募】★オープニ
ングスタッフ募集！！

那賀町に陽はまた昇る株式会
社

徳島県那賀郡那賀町中山字とふめ
ん３９番地

労災

いずれかの免許・資格所持で可

1,000円 ～ 1,500円
又は8時30分～13時30分の
間の5時間程度

理学療法士。作業療法士・看
護師、または柔道整復師

那賀町に陽はまた昇る株式会
社

徳島県那賀郡那賀町中山字とふめ
ん３９番地

労災

いずれかの免許・資格所持で可

150,480円 ～ 250,000円

介護職　★オープニング
スタッフ募集！！

那賀町に陽はまた昇る株式会
社

徳島県那賀郡那賀町中山字とふめ
ん３９番地

雇用・労災・
健康・厚生

150,480円 ～ 200,000円

一般事務　★オープニング
スタッフ募集！！

那賀町に陽はまた昇る株式会
社

徳島県那賀郡那賀町中山字とふめ
ん３９番地

雇用・労災・
健康・厚生

1,246円 ～ 1,246円

保育士（急募） 社会福祉法人　柏涛会 徳島県海部郡美波町北河内字本村
３４４－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形
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