
(1)8時00分～14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：173人）

36010- 5132131 就業場所　徳島県那賀郡那賀町
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

交替制あり 社会福祉士

(1)8時30分～16時30分 キャリアコンサルタント

年齢制限：不問 学歴：高校 必須 (2)9時15分～17時15分 臨床心理士

月給 正社員以外 （従業員数：6人）

36010- 5141031 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00分～12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：40人）

36040-  479131 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)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：40人）

36040-  481231 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

職業訓練指導員免許

(1)9時30分～16時15分 ２級塗装技能士

年齢制限：不問 学歴： 不問 危険物取扱者（乙種）

時給換算額 パート労働者 （従業員数：16人）

36050-  648431 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～15時30分

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：60人）

36050-  649731 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

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-  650931 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30分～17時15分

年齢制限：不問 学歴：高校 必須

月給 正社員以外 （従業員数：22人）

36050-  651131 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)11時45分～21時15分

年齢制限：不問 学歴：高校 必須

月給換算額 正社員以外 （従業員数：12人）

38010-10048131 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

(1)7時00分～16時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)9時00分～18時00分

時給 パート労働者 （従業員数：17人） (3)11時00分～20時00分

36050-  646231 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

交替制あり 歯科衛生士　必須

(1)14時30分～19時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)14時00分～17時00分

時給 パート労働者 （従業員数：12人）

36050-  630431 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

交替制あり 歯科衛生士　必須

(1)8時30分～18時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)8時30分～17時00分

月給 正社員 （従業員数：12人）

36050-  631731 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

理学療法士

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：21人）

36050-  632331 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）

原動機付自転車免許　必須

年齢制限：18歳以上 学歴： 不問

時給換算額 パート労働者 （従業員数：14人）

36050-  636031 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） 看護師　必須

(1)7時00分～16時00分

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)8時30分～17時30分

月給 正社員 （従業員数：100人） (3)9時30分～18時30分

36050-  637831 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

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

855円 ～ 900円

（請）日常清掃　／
那賀町

エース環境設計　株式会社 徳島県徳島市南田宮２丁目１－２
６

労災

160,000円 ～ 174,000円

相談支援員・一般事
務兼相談員補助

公益社団法人　徳島県労働者福祉
協議会

徳島県徳島市昭和町３丁目３５番
地１

雇用・労災・
健康・厚生

上記資格あれば尚可

855円 ～ 950円

スーパーでの精肉係
スタッフ（羽ノ浦
店）

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

855円 ～ 930円

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

1,356円 ～ 1,356円 ＊参照実務経験は１０年以上必要となりま
す。

徳島県会計年度任用職員
カラーコーディネート塗装
科指導員

徳島県立南部テクノスクー
ル

徳島県阿南市桑野町岡元１０９－
１

雇用・労災・
健康・厚生

991円 ～ 991円
簡単なパソコン操作ができること。

会計年度任用職員（一般業
務）（就学支援専門員）

徳島県立富岡西高等学校 徳島県阿南市富岡町小山１８－３ 雇用・労災・
健康・厚生

860円 ～ 900円
又は8時00分～12時00分の
間の3時間程度 農作業の経験者が望ましいです。

農作業 笹田農園 徳島県阿南市山口町白池１１５－
６

その他

155,000円 ～ 155,000円

阿南ひまわり会館貸
館業務及び管理業務

社会福祉法人　阿南市社会福祉協議会 徳島県阿南市富岡町北通３３番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

156,438円 ～ 156,438円

販売員（１００円ショッ
プ／フジグラン阿南店）

株式会社　つるや 愛媛県松山市湊町３丁目８番地１
２

雇用・労災・
健康・厚生

930円 ～ 930円
又は7時00分～20時00分の
間の4時間以上

介護員【急募】『夜
勤なし』

有限会社　慈恵会　グループホー
ム花乃苑

徳島県阿南市羽ノ浦町中庄なかあ
い１３番地１

労災

1,300円 ～ 1,350円
経験あれば尚可

歯科衛生士（午後勤務） 医療法人　岡本歯科 徳島県阿南市上中町中原６０－７ 雇用・労災

200,000円 ～ 270,000円
経験あれば尚可

歯科衛生士 医療法人　岡本歯科 徳島県阿南市上中町中原６０－７ 雇用・労災・
健康・厚生

3,360円 ～ 3,360円
又は9時00分～18時00分の
間の5時間以上

訪問リハビリ　阿南
訪問未経験歓迎

セントケア四国　株式会社　セン
トケア阿南

徳島県阿南市津乃峰町東分１００
番７

労災

880円 ～ 1,040円
又は2時00分～5時30分の間
の2時間程度

早朝新聞配達スタッ
フ

株式会社　仁尾新聞店（徳島新聞
羽ノ浦南専売所）

徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇阿千田
６６番地５

労災

250,000円 ～ 270,000円

看護師（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

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20日発行 (令和5年3月10日 ～ 令和5年3月16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。

3月20日発行 (令和5年3月10日 ～ 令和5年3月16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

交替制あり

(1)7時50分～16時50分

年齢制限：不問 学歴： 不問

月給換算額 正社員以外 （従業員数：163人）

36050-  639531 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） 大型自動車免許　必須

(1)6時30分～18時30分 フォークリフト運転技能者　必須

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)8時00分～16時00分 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

月給換算額 正社員 （従業員数：13人）

36050-  640331 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)7時50分～17時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：70人）

36050-  641631 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） フォークリフト運転技能者　あれば尚可

(1)6時30分～15時40分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：70人）

36050-  642931 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　あれば尚可

(1)8時00分～17時00分 介護職員実務者研修修了者　あれば尚可

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問 (2)9時00分～18時00分 介護福祉士　あれば尚可

月給 正社員 （従業員数：100人） (3)9時30分～18時30分

36050-  644031 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)18時00分～21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：13人）

36050-  629831 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

(1)8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：2人）

36050-  617331 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)20時00分～7時00分

年齢制限：18歳以上 学歴： 不問

時給換算額 パート労働者 （従業員数：17人）

36050-  618631 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） 危険物取扱者（乙種）　必須

年齢制限：18歳以上 学歴： 不問

月給換算額 正社員以外 （従業員数：6人）

36050-  620231 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00分～17時00分

年齢制限：64歳以下 学歴：高専 必須

月給 正社員 （従業員数：3,686人）

36050-  624331 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-  625631 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） フォークリフト運転技能者　あれば尚可

(1)8時00分～17時00分

年齢制限：49歳以下 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：34人）

36050-  626931 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）

(1)9時00分～18時30分

年齢制限：45歳以下 学歴：高校 必須 (2)8時00分～17時30分

月給 正社員 （従業員数：20人） (3)9時00分～18時00分

36050-  627131 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

交替制あり

(1)8時00分～16時30分

年齢制限：18歳以上 学歴： 不問 (2)16時00分～0時30分

月給換算額 有期雇用派遣労働者 （従業員数：6人） (3)0時00分～8時30分

36010- 4964331 就業場所　徳島県那賀郡那賀町
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：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (2)21時00分～6時00分

月給換算額 正社員 （従業員数：20人）

36010- 4989731 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

165,888円 ～ 262,656円

郵便業 日本郵便株式会社　阿南郵便
局

徳島県阿南市富岡町滝ノ下４－２ 雇用・労災・
健康・厚生

154,000円 ～ 231,000円

構内運搬及び、構内
清掃

株式会社　海青実業 徳島県阿南市福村町北筋８－８ 雇用・労災・
健康・厚生

あれば尚可

180,000円 ～ 180,000円

倉庫作業員 浅井缶詰　株式会社 徳島県阿南市新野町馬場５０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円 ～ 180,000円

さつまいもやキンカ
ン等の集配、選別

浅井缶詰　株式会社 徳島県阿南市新野町馬場５０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

172,000円 ～ 200,000円

介護スタッフ（通所
リハビリ）

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

900円 ～ 900円

ホール（接客係）
【夕食時間帯】

有限会社　エムアールカンパニー
（得得うどん阿南店）

徳島県阿南市西路見町元村５－１ 労災

865円 ～ 900円
工事現場事務経験あれば尚可

事務員　『土日祝休み』 旭シンクロテック　株式会社
阿南営業所

徳島県阿南市那賀川町上福井南川
渕２１－６

雇用・労災・
健康・厚生

978円 ～ 978円

介護員（夜勤専門
員・ショート）【急
募】

有限会社　慈恵会　グループホー
ム花乃苑

徳島県阿南市羽ノ浦町中庄なかあ
い１３番地１

労災

154,575円 ～ 163,162円
又は6時30分～22時20分の
間の8時間程度

セルフガソリンス
タンド【急募】

阿南農業協同組合 徳島県阿南市桑野町上張１５ 雇用・労災・
健康・厚生

199,100円 ～ 326,700円
中国語で文章の翻訳／対面で会話ができる

品質保証 日亜化学工業　株式会社 徳島県阿南市上中町岡４９１番地 雇用・労災・
健康・厚生

900円 ～ 930円

調理スタッフ及び、
ホール業務

１ｅＦＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴ
ＥＲＳ

徳島県阿南市長生町西方５８４－
９４　１階

労災

156,000円 ～ 220,000円

ドア枠製造スタッフ
【急募】

田中木材工業　株式会社 徳島県阿南市那賀川町赤池２８８
－１

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円 ～ 170,000円

受付、事務 医療法人　親和会　神原歯
科

徳島県阿南市富岡町トノ町８１－
１

雇用・労災・
健康・厚生

222,938円 ～ 222,938円

大手製薬会社でのサプリ
メント製造補助（派）

アビリティーセンター株式会社
徳島オフィス

徳島県徳島市八百屋町３ー２６
大同生命徳島ビル８Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

159,840円 ～ 259,200円

警備員（県南地域） 朝日警備保障　株式会社 徳島県徳島市佐古一番町１３番６
号　泉谷ビル２階

雇用・労災・
健康・厚生
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