
変形（1ヶ月単位）
(1)9時15分～18時50分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)8時50分～17時30分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：12人） (3)9時15分～13時50分

36070- 1377831 就業場所　徳島県板野郡北島町
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位）
(1)9時15分～18時50分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)8時50分～17時30分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：12人） (3)9時15分～13時50分

36070- 1379531 就業場所　徳島県板野郡北島町
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士 必須
(1)9時15分～18時50分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)8時50分～17時30分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：12人） (3)9時15分～13時50分

36070- 1381631 就業場所　徳島県板野郡北島町
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位） 歯科医師 必須
(1)9時30分～18時30分

年齢制限：59歳以下 学歴：大学 必須 (2)9時00分～17時00分
派遣・請負ではない 年俸制 正社員 （従業員数：12人）

36070- 1383131 就業場所　徳島県板野郡北島町
雇用期間の定めなし

(1)9時10分～18時40分
年齢制限：40歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：7人）

36070- 1385831 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

(1)9時10分～18時40分
年齢制限：40歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：7人）

36070- 1387531 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)11時00分～20時00分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：5人） (3)12時00分～21時00分

36070- 1390931 就業場所　徳島県板野郡藍住町 普通自動車運転免許　　必須
雇用期間の定めなし

看護師 必須
(1)8時30分～17時30分 准看護師 必須

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：20人）

36070- 1392031 就業場所　徳島県板野郡藍住町
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

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：3人）

36070- 1393831 就業場所　徳島県板野郡板野町 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 保育士 必須

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：18人）

36070- 1395531 就業場所　徳島県板野郡藍住町 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 保育士 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)9時30分～18時30分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：5人）

36070- 1396431 就業場所　徳島県板野郡藍住町 普通自動車運転免許　　あれば尚可
雇用期間の定めなし

交替制あり 保育士 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)9時30分～18時30分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：5人）

36070- 1397731 就業場所　徳島県板野郡藍住町 普通自動車運転免許　　あれば尚可
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

派遣・請負ではない 月給 正社員以外 （従業員数：40人）

36070- 1398331 就業場所　徳島県板野郡藍住町 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）

交替制あり 看護師 必須
(1)8時00分～17時00分 准看護師 必須

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)8時30分～17時30分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：64人） (3)10時00分～19時00分

36070- 1399631 就業場所　徳島県板野郡藍住町
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 必須
(1)7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級 必須

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)7時30分～16時30分 介護福祉士 あれば尚可

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：7人） (3)9時30分～18時30分
36070- 1400531 就業場所　徳島県板野郡藍住町 普通自動車運転免許　　必須

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)9時00分～18時00分
年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：4人）

36070- 1401431 就業場所　徳島県板野郡藍住町
雇用期間の定めなし

交替制あり 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

(1)8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級 あれば尚可

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)8時00分～17時00分 介護福祉士 あれば尚可

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：20人）

36070- 1402731 就業場所　徳島県板野郡藍住町 普通自動車運転免許　　必須
雇用期間の定めなし

美容師 必須

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：1人）

36070- 1404631 就業場所　徳島県板野郡藍住町
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

受付・歯科助手 医療法人　寛貴会　アイル歯科クリニッ
ク

徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１７４
フジグラン北島店　グルメアベニュー２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-697-3718

160,000円 ～ 230,000円

受付 医療法人　寛貴会　アイル歯科クリニッ
ク

徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１７４
フジグラン北島店　グルメアベニュー２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-697-3718

185,000円 ～ 310,000円

歯科衛生士 医療法人　寛貴会　アイル歯科クリニッ
ク

徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１７４
フジグラン北島店　グルメアベニュー２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-697-3718

165,000円 ～ 250,000円

歯科助手・受付 高橋歯科 徳島県鳴門市撫養町大桑島字蛭子山１５６－
１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-686-8277

420,000円 ～ 800,000円

歯科医師 医療法人　寛貴会　アイル歯科クリニッ
ク

徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１７４
フジグラン北島店　グルメアベニュー２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-697-3718

158,000円 ～ 220,000円

受付 高橋歯科 徳島県鳴門市撫養町大桑島字蛭子山１５６－
１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-686-8277

168,000円 ～ 230,000円

看護職員、准看護職員／障が
い者デイセンター凌雲

社会福祉法人　凌雲福祉会 徳島県板野郡藍住町矢上字安任１５６番地の
１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-692-5757 いずれかの免許・資格所持で可

191,000円 ～ 400,000円

イベントスタッフ（ゆめタウ
ン店）【トライアル雇用併
用】

ソフトバンク代理店・株式会社　西武ハ
ウジング

徳島県板野郡藍住町笠木字西野３９－２８ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　090-2822-3210

130,000円 ～ 150,000円 経理事務経験、簿記資格や知識

事務職 株式会社　ＫＩＳＨＩＭＯＴＯ 徳島県板野郡板野町大寺字王子６番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　000-0000-0000

195,000円 ～ 250,000円 拠出 病院での看護業務

児童発達支援管理責任者／こ
どもリハスタジオメロディー

社会福祉法人　凌雲福祉会 徳島県板野郡藍住町矢上字安任１５６番地の
１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-692-5757

174,000円 ～ 231,000円 又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度 保育士経験

保育士（ソーレ藍住
園）

一般社団法人　民間教育健全育成協会 徳島県板野郡北島町江尻字旭光９番地５ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　0800-500-0555

170,000円 ～ 205,000円 拠出 保育実務経験者優遇します。

保育士／こどもリハスタジ
オメロディー

社会福祉法人　凌雲福祉会 徳島県板野郡藍住町矢上字安任１５６番地の
１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-692-5757

172,000円 ～ 247,000円 拠出 保育実務経験者優遇します。

看護職員、准看護職員／特
別養護老人ホーム藍寿苑

社会福祉法人　凌雲福祉会 徳島県板野郡藍住町矢上字安任１５６番地の
１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-692-5757 いずれかの免許・資格所持で可

140,000円 ～ 160,000円

事務補佐員 藍住町教育委員会 徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前５２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-637-3128

163,500円 ～ 212,000円 拠出 介護業務経験者優遇

訪問介護員（夜勤あり）／凌
雲ヘルパーステーション

社会福祉法人　凌雲福祉会 徳島県板野郡藍住町矢上字安任１５６番地の
１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-692-5757 いずれかの免許・資格所持で可

195,000円 ～ 250,000円 拠出

生活支援員／障がい者デイ
センター凌雲

社会福祉法人　凌雲福祉会 徳島県板野郡藍住町矢上字安任１５６番地の
１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-692-5757

190,000円 ～ 270,000円 拠出

ケアマネージャー／藍寿苑指
定居宅介護支援事業所

社会福祉法人　凌雲福祉会 徳島県板野郡藍住町矢上字安任１５６番地の
１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-692-5757

220,000円 ～ 300,000円 又は8時50分～18時40分
の間の8時間程度

美容業務 １０００円カットのシルク藍住店 徳島県板野郡藍住町東中富字長江傍示３０ー
４

雇用・労災

TEL　088-692-1778

158,500円 ～ 212,000円 拠出 経験あれば尚良

ハローワーク鳴門 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。

ハローワーク鳴門

（鳴門公共職業安定所）
℡ ０８８－６８５－２２７０

※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

3月9日発行
（2月28日～3月6日受理分）
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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

ハローワーク鳴門 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。

ハローワーク鳴門

（鳴門公共職業安定所）
℡ ０８８－６８５－２２７０

※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

3月9日発行
（2月28日～3月6日受理分）

変形（1ヶ月単位） 準中型自動車免許 あれば尚可

(1)8時30分～16時55分
年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：18人）

36070- 1406131 就業場所　徳島県板野郡藍住町 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)7時30分～16時30分

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)8時00分～17時00分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：64人） (3)10時00分～19時00分

36070- 1407031 就業場所　徳島県板野郡藍住町 普通自動車運転免許　　必須
雇用期間の定めなし

薬剤師 必須
(1)9時00分～18時30分

年齢制限：不問 学歴：大学 必須 (2)9時00分～14時00分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：7人）

36070- 1408831 就業場所　徳島県板野郡北島町
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位） 介護福祉士 必須
(1)7時30分～16時30分

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)8時00分～17時00分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：64人） (3)10時30分～19時30分

36070- 1409231 就業場所　徳島県板野郡藍住町 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～17時00分
年齢制限：40歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 日給 正社員 （従業員数：14人）

36070- 1332631 就業場所　徳島県板野郡板野町 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） 大型自動車第二種免許 あれば尚可

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問

派遣・請負ではない 日給 正社員 （従業員数：21人）

36070- 1335031 就業場所　徳島県鳴門市 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） 大型自動車第二種免許 あれば尚可

(1)22時00分～9時00分
年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)19時00分～6時00分

派遣・請負ではない 日給 正社員 （従業員数：21人） (3)20時00分～9時00分
36070- 1336831 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし
看護師 必須

(1)8時30分～18時30分 准看護師 必須
年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)8時30分～12時30分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：6人）

36070- 1337231 就業場所　徳島県板野郡北島町
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 必須
(1)8時00分～17時00分 中型自動車免許 あれば尚可

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：176人）

36070- 1338531 就業場所　徳島県板野郡松茂町
雇用期間の定めなし

ホームヘルパー２級 あれば尚可

(1)8時15分～17時15分 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問 介護福祉士 あれば尚可

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：18人）

36070- 1339431 就業場所　徳島県板野郡藍住町 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） ホームヘルパー２級 必須
(1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者 必須

年齢制限：18歳～64歳 学歴：高校 必須 (2)11時00分～20時00分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：45人）

36070- 1340631 就業場所　徳島県板野郡藍住町
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

派遣・請負ではない 日給 正社員 （従業員数：17人）

36070- 1341931 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　あれば尚可
雇用期間の定めなし

交替制あり 美容師 必須
(1)9時00分～18時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)10時00分～19時00分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：1人）

36070- 1342131 就業場所　徳島県鳴門市 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ヶ月単位）
(1)10時45分～20時00分

年齢制限：35歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：8人）

36070- 1343031 就業場所　徳島県板野郡松茂町
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：59歳以下 学歴： 不問 (2)13時00分～22時00分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：26人）

36070- 1344831 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位）
(1)11時00分～20時30分

年齢制限：54歳以下 学歴： 不問 (2)11時00分～21時00分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：9人） (3)9時30分～21時00分

36070- 1345231 就業場所　徳島県板野郡北島町
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： 不問

派遣・請負ではない 日給 正社員 （従業員数：28人）

36070- 1346531 就業場所　徳島県鳴門市 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)8時30分～17時15分

年齢制限：40歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：28人）

36070- 1347431 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須
雇用期間の定めなし

介護職員／特別養護老
人ホーム藍寿苑

社会福祉法人　凌雲福祉会 徳島県板野郡藍住町矢上字安任１５６番地の
１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-692-5757

229,000円 ～ 364,000円

配送業務 日プロ徳島株式会社 徳島県板野郡藍住町東中富字大塚傍示２１－
５

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-692-2729

250,000円 ～ 400,000円

薬剤師 イルカ調剤薬局 徳島県板野郡北島町高房字百広花２３－３ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　080-2984-5080

163,500円 ～ 198,500円 拠出

配管工 四国工業　株式会社 徳島県板野郡板野町西中富字大上防１８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-4766

170,000円 ～ 205,000円 拠出

介護福祉士／特別養護老人
ホーム藍寿苑

社会福祉法人　凌雲福祉会 徳島県板野郡藍住町矢上字安任１５６番地の
１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-692-5757

216,000円 ～ 252,000円 又は5時20分～23時30分
の間の8時間程度

バス乗務員 琴平バス　株式会社　徳島営業所 徳島県鳴門市撫養町木津１４５６－１２ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　087-773-3341

231,500円 ～ 271,000円

看護師・准看護師 こまつばら整形外科 徳島県板野郡北島町中村字城屋敷１９－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　090-2786-0892 いずれかの免許・資格所持で可

217,000円 ～ 271,250円

高速バス乗務員（四国
～関東・九州区間）

琴平バス　株式会社　徳島営業所 徳島県鳴門市撫養町木津１４５６－１２ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　0877-73-3341

142,880円 ～ 208,780円

物流作業 赤松化成工業　株式会社 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓１１９番
地の１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-699-3733

190,000円 ～ 269,000円 看護業務

介護職員（ライフヴィ
ライース徳島）

医療法人清樹会 徳島県板野郡藍住町奥野字和田７１－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　090-6962-4524 いずれかの免許・資格所持で可

163,000円 ～ 183,000円

介護職員（デイサービ
ス優）

医療法人清樹会 徳島県板野郡藍住町奥野字和田７１－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　090-6962-4524

228,800円 ～ 332,800円

現場作業員 日進建設　株式会社 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚１０８番地
セジュールはまゆう１０２号室

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-677-8252

163,000円 ～ 183,000円

【徳島店】ブライダル
リング販売

株式会社　ジュエリーピコ 徳島県板野郡松茂町中喜来字前原東５－９－
２

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　03-5829-8773

170,000円 ～ 240,000円 アイリストの経験者の方優遇

アイリスト ｅｙｅｌａｓｈｓａｌｏｎ　ｍｉｍｉ 徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜２３－９ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-676-4628

250,000円 ～ 300,000円 飲食店での実務経験のある方

キッチン・ホールスタッフ＼
１１月オープンしたばかり／

株式会社　ジュエリーピコ 徳島県板野郡松茂町中喜来字前原東５－９－
２

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　03-5829-8773

201,000円 ～ 300,000円

建設作業員 株式会社　福井組 徳島県鳴門市大麻町市場字川縁３５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-689-1055

200,000円 ～ 200,000円

店舗スタッフ（接客・調理）
北島店／トライアル雇用併用
求人

株式会社　フォルトライズ 徳島県板野郡藍住町徳命字元村１３４－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　000-000-0000

140,000円 ～ 170,000円

一般事務 株式会社　福井組 徳島県鳴門市大麻町市場字川縁３５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-689-1055

161,700円 ～ 300,300円
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ハローワーク鳴門 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。

ハローワーク鳴門

（鳴門公共職業安定所）
℡ ０８８－６８５－２２７０

※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

3月9日発行
（2月28日～3月6日受理分）

変形（1年単位） １級土木施工管理技士 必須
(1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士 必須

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 １級建築施工管理技士 必須
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：28人）

36070- 1349331 就業場所　徳島県鳴門市 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)8時00分～17時00分

年齢制限：45歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：28人）

36070- 1352831 就業場所　徳島県鳴門市 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)8時00分～17時00分

年齢制限：45歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：28人）

36070- 1354531 就業場所　徳島県鳴門市 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)8時30分～12時00分

年齢制限：不問 学歴：高校 必須 (2)14時00分～18時30分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：7人） (3)8時30分～12時30分

36070- 1355431 就業場所　徳島県板野郡上板町
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～19時30分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)10時00分～19時30分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：17人） (3)9時00分～18時00分

36070- 1359931 就業場所　徳島県板野郡藍住町
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位） 介護福祉士 あれば尚可

(1)8時30分～17時00分 介護職員初任者研修修了者 必須
年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (2)16時30分～9時00分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：164人）

36070- 1360231 就業場所　徳島県鳴門市 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ヶ月単位） 介護福祉士 必須
(1)8時30分～17時00分

年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (2)16時30分～9時00分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：164人）

36070- 1361531 就業場所　徳島県鳴門市 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ヶ月単位） 准看護師 必須
(1)8時30分～17時00分

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)16時30分～9時00分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：164人）

36070- 1362431 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位） 調理師 あれば尚可

(1)9時00分～18時00分
年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (2)12時00分～21時00分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：15人）

36070- 1363731 就業場所　徳島県板野郡藍住町 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） 調理師 あれば尚可

(1)6時00分～15時00分
年齢制限：64歳以下 学歴： 不問 (2)8時30分～17時30分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：4人） (3)10時00分～19時00分
36070- 1366931 就業場所　徳島県板野郡松茂町

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 必須
(1)8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級 必須

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：13人）

36070- 1370431 就業場所　徳島県板野郡北島町 普通自動車運転免許　　あれば尚可
雇用期間の定めなし

看護師 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：8人）

36070- 1284331 就業場所　徳島県鳴門市 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00分

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)9時00分～17時30分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：91人） (3)17時00分～9時00分

36070- 1287131 就業場所　徳島県板野郡北島町 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～17時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：3人）

36070- 1289831 就業場所　徳島県板野郡上板町 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30分～17時30分 ホームヘルパー２級 あれば尚可

年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (2)7時00分～16時00分 介護福祉士 あれば尚可

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：59人） (3)10時00分～19時00分
36070- 1290431 就業場所　徳島県鳴門市

雇用期間の定めなし
保育士 あれば尚可

養護教諭免許（専修・１種・２種） あれば尚可

年齢制限：不問 学歴： 不問 小学校教諭免許（専修・１種・２種） あれば尚可

派遣・請負ではない 月給 正社員以外 （従業員数：40人）

36070- 1295131 就業場所　徳島県板野郡藍住町 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） 保育士 必須
(1)7時00分～14時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)8時30分～17時00分
派遣・請負ではない 日給 正社員以外 （従業員数：14人） (3)15時00分～19時00分

36070- 1300031 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

２級土木施工管理技士 あれば尚可

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：5人）

36070- 1304431 就業場所　徳島県板野郡板野町 普通自動車運転免許　　必須
雇用期間の定めなし

土木・建築技術者（見
習い可）

株式会社　福井組 徳島県鳴門市大麻町市場字川縁３５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-689-1055

216,000円 ～ 353,000円 実務経験

土木・建築技術者 株式会社　福井組 徳島県鳴門市大麻町市場字川縁３５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-689-1055 いずれかの免許・資格所持で可

180,000円 ～ 275,000円

営業 株式会社　福井組 徳島県鳴門市大麻町市場字川縁３５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-689-1055

160,000円 ～ 200,000円

受付・歯科助手 医療法人　斎藤歯科医院 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵２０９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-678-4337

168,000円 ～ 240,000円
医療事務の経験およびレセコン操作のできる方は優遇させていただきます。

医療事務 医療法人昭整会 徳島県板野郡上板町西分字君ノ木７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-637-6600

152,500円 ～ 166,500円

介護職員 医療法人　久仁会　鳴門山上病院 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂２０５－
２９

雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-687-1234

210,000円 ～ 211,000円 経験者優遇

准看護師 医療法人　久仁会　鳴門山上病院 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂２０５－
２９

雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-687-1234

162,000円 ～ 172,500円

介護職員 医療法人　久仁会　鳴門山上病院 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂２０５－
２９

雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-687-1234

205,000円 ～ 240,000円 又は9時00分～22時30分
の間の8時間程度

拠出

ホール、キッチンスタッフ
（ヴァンサンカン藍住店）

株式会社　愛晃 徳島県板野郡藍住町富吉字穂実９７番地２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-692-5516

182,800円 ～ 229,200円

介護職（サ高住ふるさ
と北島）日勤

株式会社　サプライズ 徳島県鳴門市大麻町大谷字森崎４４番地１０ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-678-5655

150,945円 ～ 168,295円 調理経験

調理員 株式会社　ライフサービス 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓７９番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-624-8210

250,000円 ～ 350,000円 看護職での病院、施設、訪問などの勤務経験

訪問看護職員（ナース
サポートゆとり）

株式会社　ＧＥＮＫＩ・杉 徳島県鳴門市鳴門町高島字竹島３６３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-678-3338

151,000円 ～ 175,000円

型枠大工 大斗組 徳島県板野郡上板町上六條４１－２ー２０３ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　090-4508-8086

144,200円 ～ 152,400円

介護職員（敬愛の家）
【無資格可】

医療法人　修誠会　吉野川病院 徳島県板野郡北島町高房字八丁野西３６番地
の１３

雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-698-6111

209,000円 ～ 236,000円

介護職員（陽だまリ
苑）

医療法人　真誠会 徳島県鳴門市大津町矢倉六ノ越５－９ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-686-1133

220,000円 ～ 400,000円 型枠大工の経験

保育士 社会福祉法人　暁福祉会　岡崎保育所 徳島県鳴門市撫養町弁財天字派名２６番地９ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-686-4695

140,000円 ～ 155,000円 又は7時30分～17時00分
の間の7時間程度 教育機関や保育施設などでの勤務経験があれば尚可

特別支援教育支援員 藍住町教育委員会 徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前５２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-637-3128

240,000円 ～ 300,000円

土木作業員 有限会社　誉建設 徳島県板野郡板野町大寺字高樹１０８番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-1275

192,600円 ～ 192,600円
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ハローワーク鳴門 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。

ハローワーク鳴門

（鳴門公共職業安定所）
℡ ０８８－６８５－２２７０

※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

3月9日発行
（2月28日～3月6日受理分）

交替制あり 調理師 あれば尚可

(1)6時00分～14時45分
年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)8時30分～17時15分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：168人） (3)9時45分～18時30分
36070- 1306331 就業場所　徳島県鳴門市

雇用期間の定めなし
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時45分

年齢制限：18歳～54歳 学歴： 不問 (2)8時30分～17時15分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：168人） (3)10時00分～18時45分

36070- 1308931 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

交替制あり 栄養士 必須
(1)6時00分～14時45分 調理師 あれば尚可

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)8時30分～17時15分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：168人） (3)9時45分～18時30分

36070- 1309131 就業場所　徳島県鳴門市
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：45歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 日給 正社員 （従業員数：3人）

36070- 1314731 就業場所　徳島県板野郡板野町 普通自動車運転免許　　必須
雇用期間の定めなし

普通自動車第二種免許 必須

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：6人）

36070- 1317931 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位） 准看護師 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)16時30分～9時30分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：43人）

36070- 1318131 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位） 介護福祉士 あれば尚可

(1)8時30分～17時30分 介護支援専門員（ケアマネージャー） あれば尚可

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 社会福祉士 あれば尚可

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：68人）

36070- 1323331 就業場所　徳島県鳴門市 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） ２級土木施工管理技士 必須
(1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士 必須

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：15人）

36070- 1326131 就業場所　徳島県板野郡松茂町 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） ２級建築施工管理技士 必須
(1)8時00分～17時00分 １級建築施工管理技士 必須

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：15人）

36070- 1328831 就業場所　徳島県板野郡松茂町 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） 三級自動車整備士 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：7人）

36070- 1238131 就業場所　徳島県板野郡板野町 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～17時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 正社員 （従業員数：6人）

36070- 1243331 就業場所　徳島県鳴門市 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30分～16時30分

年齢制限：40歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：54人）

36070- 1246131 就業場所　徳島県板野郡松茂町 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)8時00分～18時00分

年齢制限：40歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：54人）

36070- 1248831 就業場所　徳島県板野郡松茂町 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30分～16時30分

年齢制限：40歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：54人）

36070- 1249231 就業場所　徳島県板野郡松茂町 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)8時00分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：54人）

36070- 1250731 就業場所　徳島県板野郡松茂町 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30分～16時30分

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 日給 正社員以外 （従業員数：54人）

36070- 1251331 就業場所　徳島県板野郡松茂町
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～18時00分

年齢制限：40歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：54人）

36070- 1252631 就業場所　徳島県板野郡松茂町 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)8時00分～18時00分

年齢制限：40歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：54人）

36070- 1254131 就業場所　徳島県板野郡松茂町 普通自動車運転免許　　必須
雇用期間の定めなし

介護職員 社会福祉法人　小渦会　医療保護施設
鳴門シーガル病院

徳島県鳴門市瀬戸町堂浦字阿波井５７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-688-0011

158,800円 ～ 250,500円

調理員 社会福祉法人　小渦会　医療保護施設
鳴門シーガル病院

徳島県鳴門市瀬戸町堂浦字阿波井５７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-688-0011

167,800円 ～ 277,600円

栄養士 社会福祉法人　小渦会　医療保護施設
鳴門シーガル病院

徳島県鳴門市瀬戸町堂浦字阿波井５７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-688-0011

165,300円 ～ 254,000円

タクシー乗務員 有限会社　板東タクシー 徳島県鳴門市大麻町板東字辻見堂６９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-689-1245

183,200円 ～ 194,650円

鉄骨工 有限会社　長尾工業 徳島県板野郡板野町中久保字原１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-0825

180,000円 ～ 211,500円 看護経験５年程度あれば尚良い（未経験も可）

准看護師（岩朝病院）
病棟

医療法人　うずしお会　岩朝病院 徳島県鳴門市撫養町立岩字元地２８０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-676-2805

119,700円 ～ 119,700円 又は7時00分～0時00分
の間の8時間程度 経験者であれば尚良い

土木現場監督 株式会社　多田組 徳島県板野郡松茂町広島字一番越六番地六
（松茂町役場前）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-699-2311 いずれかの免許・資格所持で可

155,200円 ～ 206,400円

支援相談員 医療法人　緑会　介護老人保健施設　み
どりの里

徳島県鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山９１番地 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-687-3355

230,000円 ～ 400,000円 ＣＡＤの基本操作

建築現場監督 株式会社　多田組 徳島県板野郡松茂町広島字一番越六番地六
（松茂町役場前）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-699-2311 いずれかの免許・資格所持で可

230,000円 ～ 400,000円 ＣＡＤの基本的操作

農作業（レンコン） こうのとり農産　合同会社 徳島県鳴門市大麻町三俣字鍛治ケ西５７番地 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　090-9778-5252

170,000円 ～ 200,000円

自動車整備士 株式会社　阿部自動車 徳島県板野郡板野町大寺字大向北９６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-0099

250,000円 ～ 350,000円 拠出

ドライバー職 株式会社　サカイ引越センター　徳島支
社

徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓１－１
７０

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　087-813-0608

159,390円 ～ 212,520円

ドライバー職（徳島県／地
域限定正社員）

株式会社　サカイ引越センター　徳島支
社

徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓１－１
７０

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　087-813-0608

250,000円 ～ 350,000円

営業職（飛込みなし） 株式会社　サカイ引越センター　徳島支
社

徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓１－１
７０

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　087-813-0608

280,000円 ～ 280,000円 拠出

管理職候補 株式会社　サカイ引越センター　徳島支
社

徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓１－１
７０

雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　087-813-0608

250,000円 ～ 350,000円 拠出

営業職（徳島県／地域
限定正社員）

株式会社　サカイ引越センター　徳島支
社

徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓１－１
７０

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　087-813-0608

194,400円 ～ 324,000円

引越アシスタント 株式会社　サカイ引越センター　徳島支
社

徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓１－１
７０

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　087-813-0608

250,000円 ～ 350,000円

営業職（飛込みなし）
【平日限定】

株式会社　サカイ引越センター　徳島支
社

徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓１－１
７０

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　087-813-0608

250,000円 ～ 350,000円 拠出
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3月9日発行
（2月28日～3月6日受理分）

日商簿記３級 必須
(1)9時00分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：50人）

36070- 1257231 就業場所　徳島県板野郡松茂町
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

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：31人）

36070- 1263031 就業場所　徳島県板野郡北島町 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 視能訓練士 必須
(1)8時30分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)9時00分～18時30分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：4人）

36070- 1269331 就業場所　徳島県鳴門市
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 (2)9時00分～18時00分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：40人）

36070- 1270131 就業場所　徳島県板野郡上板町
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位） 調理師 あれば尚可

(1)6時30分～15時00分
年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)8時30分～17時00分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：63人） (3)10時30分～19時00分
36070- 1272831 就業場所　徳島県板野郡北島町

雇用期間の定めなし

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：39歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：20人）

36070- 1273231 就業場所　徳島県鳴門市 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：59歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：14人）

36070- 1274531 就業場所　徳島県板野郡北島町 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：59歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：14人）

36070- 1275431 就業場所　徳島県板野郡北島町 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：59歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：14人）

36070- 1276731 就業場所　徳島県板野郡北島町 普通自動車運転免許　　必須
雇用期間の定めなし

(1)7時30分～17時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 日給 正社員 （従業員数：2人）

36070- 1277331 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

保健師 必須
(1)8時30分～17時15分 助産師 必須

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員以外 （従業員数：10人）

36070- 1210931 就業場所　徳島県板野郡板野町 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）

歯科衛生士 必須
(1)9時10分～18時40分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：7人）

36070- 1211131 就業場所　徳島県鳴門市
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：59歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：31人）

36070- 1214231 就業場所　徳島県鳴門市 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） 準中型自動車免許 必須
(1)7時00分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：40人）

36070- 1215531 就業場所　徳島県板野郡上板町
雇用期間の定めなし

交替制あり 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

(1)6時30分～15時30分 ホームヘルパー２級 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
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：21人） (3)10時00分～19時00分

36070- 1216431 就業場所　徳島県板野郡藍住町 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)9時30分～18時30分

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：6人）

36070- 1220031 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須
雇用期間の定めなし

(1)8時45分～17時45分
年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：10人）

36070- 1221831 就業場所　徳島県板野郡松茂町 普通自動車運転免許　　あれば尚可
雇用期間の定めなし

高所作業車運転技能者 あれば尚可

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：不問 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：5人）

36070- 1222231 就業場所　徳島県板野郡板野町 普通自動車運転免許　　必須
雇用期間の定めなし

介護職員（デイサービ
ス）

株式会社　ステッチハウス　きずなデイ
サービス

徳島県板野郡北島町中村字上地１－２ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　090-8970-2731

310,000円 ～ 400,000円 ・経理の実務経験

経理スタッフ 株式会社　ＰＩＫＯ 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓１－１
６３

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　03-5829-8773

250,000円 ～ 290,000円 視能訓練士としての勤務経験

視能訓練士 医療法人　よつ葉会　すがい眼科 徳島県鳴門市大津町吉永字五の越４１８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-4611

157,500円 ～ 169,000円

調理員 社会福祉法人　樟風会　吉野川荘 徳島県板野郡北島町中村字八丁野４番地１９ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-3249

150,000円 ～ 160,000円

事務員 上板急送　株式会社 徳島県板野郡上板町瀬部１１６４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-694-3688

180,000円 ～ 350,000円

土木技術者 荒川建設　株式会社 徳島県鳴門市撫養町立岩字六枚１９０番地 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-0131

145,100円 ～ 163,100円 調理経験

建築施工管理 株式会社　伸ホーム 徳島県板野郡北島町鯛浜字中須４０番地８ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-7322

180,000円 ～ 300,000円

土木作業員 株式会社　伸ホーム 徳島県板野郡北島町鯛浜字中須４０番地８ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-7322

200,000円 ～ 400,000円

土木施工管理 株式会社　伸ホーム 徳島県板野郡北島町鯛浜字中須４０番地８ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-7322

200,000円 ～ 400,000円

保健師 板野町役場 徳島県板野郡板野町吹田字町南２２番地の２ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-5580 いずれかの免許・資格所持で可

187,200円 ～ 187,200円

一般事務（牧場事務
員）

株式会社　長谷川牧場 徳島県鳴門市大麻町桧字西谷山６－２ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-633-5000

205,000円 ～ 295,000円

歯科衛生士 高橋歯科 徳島県鳴門市撫養町大桑島字蛭子山１５６－
１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-686-8277

179,516円 ～ 179,516円

２ｔ・３ｔ運転手（集
配）

上板急送　株式会社 徳島県板野郡上板町瀬部１１６４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-694-3688

194,653円 ～ 249,346円 居宅介護支援専門員

ケアマネージャー 社会福祉法人　貴洋会 徳島県鳴門市撫養町立岩字五枚１４６ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-686-2080

185,000円 ～ 200,000円 又は6時00分～19時00分
の間の8時間程度 介護業務の経験がある方、歓迎

介護職 森介護事業所株式会社 徳島県板野郡藍住町矢上字原７８－５ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-692-6002

230,000円 ～ 320,000円

専務秘書（秘書・事
務）

株式会社　ＰＩＫＯ 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓１－１
６３

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　03-5829-8773

200,000円 ～ 200,000円 賃貸住宅室内の小修理

不動産業 ピタットハウス鳴門店
有限会社　すまいる計画

徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜５７ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-678-5662

170,000円 ～ 350,000円

インターネット設備に
係る配線工事

株式会社　ゼルアクト 徳島県板野郡板野町犬伏字大坪７３－３ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　090-4338-8478

230,000円 ～ 300,000円 秘書または事務経験がある方
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◎ 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。

ハローワーク鳴門

（鳴門公共職業安定所）
℡ ０８８－６８５－２２７０

※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

3月9日発行
（2月28日～3月6日受理分）

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：40歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：27人）

36070- 1226331 就業場所　徳島県板野郡北島町 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） 準中型自動車免許 必須
(1)9時00分～18時00分

年齢制限：60歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：12人）

36070- 1227631 就業場所　徳島県板野郡上板町 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)20時00分～5時00分

年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：153人）

36070- 1230831 就業場所　徳島県板野郡北島町
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位） 宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者） 必須
(1)9時00分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：2人）

36070- 1231231 就業場所　徳島県板野郡北島町 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)9時00分～18時00分

年齢制限：60歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：12人）

36070- 1233431 就業場所　徳島県板野郡上板町 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） 三級自動車整備士 必須
(1)9時00分～18時00分 二級自動車整備士 必須

年齢制限：60歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：12人）

36070- 1237931 就業場所　徳島県板野郡上板町 普通自動車運転免許　　必須
雇用期間の定めなし

(1)12時00分～13時30分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)16時00分～17時00分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：5人）

36070- 1373631 就業場所　徳島県鳴門市 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～12時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)13時00分～16時00分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：5人）

36070- 1375131 就業場所　徳島県板野郡北島町 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)14時30分～18時30分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)9時00分～17時00分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：12人）

36070- 1378231 就業場所　徳島県板野郡北島町
雇用期間の定めなし

(1)14時30分～18時30分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)9時00分～17時00分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：12人）

36070- 1380331 就業場所　徳島県板野郡北島町
雇用期間の定めなし

歯科衛生士 必須
(1)14時30分～18時30分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)9時00分～17時00分
派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：12人）

36070- 1382931 就業場所　徳島県板野郡北島町
雇用期間の定めなし

歯科医師 必須
(1)9時00分～17時00分

年齢制限：不問 学歴：大学 必須 (2)14時30分～18時30分
派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：12人）

36070- 1384031 就業場所　徳島県板野郡北島町
雇用期間の定めなし

(1)9時30分～15時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問

請負 時給 パート労働者 （従業員数：100人）

36070- 1386231 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

(1)7時30分～16時30分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：3人）

36070- 1388431 就業場所　徳島県板野郡藍住町
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時30分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)7時00分～16時00分
派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：0人） (3)9時30分～18時30分

36070- 1331331 就業場所　徳島県板野郡北島町
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

(1)9時00分～17時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：8人）

36070- 1333931 就業場所　徳島県板野郡藍住町
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

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：14人）

36070- 1334131 就業場所　徳島県板野郡北島町
雇用期間の定めなし

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：9人）

36070- 1350131 就業場所　徳島県板野郡北島町
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

フロント業務（見積も
り、営業）

阿波日産車体　株式会社 徳島県板野郡上板町西分字神ノ木６５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-694-3116

200,000円 ～ 300,000円

部品加工、溶接、塗
装、仕上げ

株式会社　四国車体 徳島県板野郡北島町太郎八須字新開５－４ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-3549

151,200円 ～ 162,300円

業務員（夜勤） 四国福山通運　株式会社　徳島支店 徳島県板野郡北島町北村字鍋井３－７ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-2271

163,700円 ～ 383,700円

自動車の板金・塗装 阿波日産車体　株式会社 徳島県板野郡上板町西分字神ノ木６５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-694-3116

250,000円 ～ 250,000円

営業 株式会社徳島中央不動産 徳島県板野郡北島町鯛浜字大西１１５－１Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-679-4811

163,700円 ～ 383,700円 １年以上の整備士経験

自動車整備士 阿波日産車体　株式会社 徳島県板野郡上板町西分字神ノ木６５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-694-3116 いずれかの免許・資格所持で可

183,700円 ～ 383,700円 １年以上の経験

900円 ～ 950円 又は15時00分～23時00
分の間の5時間程度

キッチンホールスタッ
フ（北島店）

株式会社　フォルトライズ 徳島県板野郡藍住町徳命字元村１３４－１４ 労災

TEL　088-635-8371

960円 ～ 1,060円 又は10時00分～15時00
分の間の3時間以上

お弁当製造販売（藍住
徳命店）

合同会社　オフィス連 徳島県板野郡北島町鯛浜字原３５－２ 労災

TEL　000-0000-0000

900円 ～ 950円 又は15時00分～23時00
分の間の5時間程度

お弁当製造販売（北島
店）

合同会社　オフィス連 徳島県板野郡北島町鯛浜字原３５－２ 労災

TEL　000-0000-0000

1,000円 ～ 1,200円

介護職員（健祥会ハー
グ）

特別養護老人ホーム　健祥会ライデン 徳島県板野郡北島町太郎八須字備後江家１０
番地１

労災

TEL　088-624-7701

930円 ～ 1,130円 又は7時00分～18時30分
の間の5時間程度

客室清掃（春休み期間
限定）

株式会社　ジェス　鳴門営業所 徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１６７－３
エクシブ鳴門内

労災

TEL　088-683-8199

1,300円 ～ 1,300円

畑作作業員（人参） 近藤　誠一郎 徳島県板野郡藍住町勝瑞字西勝地２２２ その他

TEL　000-0000-0000

1,400円 ～ 2,000円

歯科医師 医療法人　寛貴会　アイル歯科クリニッ
ク

徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１７４
フジグラン北島店　グルメアベニュー２Ｆ

雇用・労災

TEL　088-697-3718

4,000円 ～ 5,000円

受付・歯科助手 医療法人　寛貴会　アイル歯科クリニッ
ク

徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１７４
フジグラン北島店　グルメアベニュー２Ｆ

雇用・労災

TEL　088-697-3718

1,000円 ～ 1,800円

歯科衛生士 医療法人　寛貴会　アイル歯科クリニッ
ク

徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１７４
フジグラン北島店　グルメアベニュー２Ｆ

雇用・労災

TEL　088-697-3718

1,000円 ～ 1,000円

受付 医療法人　寛貴会　アイル歯科クリニッ
ク

徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１７４
フジグラン北島店　グルメアベニュー２Ｆ

雇用・労災

TEL　088-697-3718

950円 ～ 1,500円

送迎業務 株式会社　寿猫屋　いきいきライフ 徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜５８番地 労災

TEL　088-679-7657

900円 ～ 900円

事務員 株式会社　彩都 徳島県板野郡北島町中村字岸ノ上１－２３６ 労災

TEL　088-676-3110
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◎ 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。
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3月9日発行
（2月28日～3月6日受理分）

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：9人）

36070- 1353231 就業場所　徳島県板野郡藍住町
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：高校 必須

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：310人）

36070- 1358631 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

(1)9時00分～16時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)16時00分～22時00分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：15人）

36070- 1365631 就業場所　徳島県板野郡藍住町
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： 不問 (2)8時30分～17時30分
派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：3人） (3)10時00分～19時00分

36070- 1367131 就業場所　徳島県板野郡松茂町
雇用期間の定めなし

(1)8時00分～12時00分
年齢制限：不問 学歴：高校 必須 (2)10時00分～14時30分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：7人） (3)12時00分～16時00分
36070- 1368031 就業場所　徳島県鳴門市

雇用期間の定めなし

年齢制限：不問 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：7人）

36070- 1369831 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

(1)9時00分～15時45分
年齢制限：不問 学歴：大学 必須

派遣・請負ではない 日給 パート労働者 （従業員数：10人）

36070- 1371731 就業場所　徳島県鳴門市 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)14時00分～19時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：40人）

36070- 1282431 就業場所　徳島県板野郡藍住町
雇用期間の定めなし

看護師 必須
准看護師 必須

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：8人）

36070- 1283731 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須
雇用期間の定めなし

小学校教諭免許（専修・１種・２種） あれば尚可

(1)8時15分～16時00分 中学校教諭免許（専修・１種・２種） あれば尚可

年齢制限：不問 学歴：高校 必須 特別支援学校教諭免許（専修・１種・２種） あれば尚可

派遣・請負ではない 日給 パート労働者 （従業員数：63人）

36070- 1286931 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

(1)9時00分～12時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：184人）

36070- 1291731 就業場所　徳島県板野郡藍住町
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：40人）

36070- 1294931 就業場所　徳島県板野郡藍住町 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)6時00分～12時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)6時30分～12時00分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：0人）

36070- 1296031 就業場所　徳島県板野郡板野町
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

(1)6時30分～12時30分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)7時00分～12時30分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：0人）

36070- 1297831 就業場所　徳島県板野郡板野町
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

(1)9時00分～16時00分
年齢制限：不問 学歴：高校 必須 (2)10時00分～17時00分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：15人）

36070- 1298231 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　あれば尚可
雇用期間の定めなし

(1)7時30分～16時30分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：0人）

36070- 1299531 就業場所　徳島県板野郡板野町 普通自動車運転免許　　あれば尚可
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

美容師 必須
(1)8時50分～17時50分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)8時50分～16時50分
派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：1人）

36070- 1303531 就業場所　徳島県板野郡藍住町
雇用期間の定めなし

(1)9時00分～15時15分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：32人）

36070- 1305731 就業場所　徳島県板野郡板野町
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

900円 ～ 1,100円 又は8時50分～18時30分
の間の6時間程度

調理員 社会福祉法人　ルミエール・マザーグー
スの家

徳島県板野郡板野町川端字落合３４－１ 雇用・労災

TEL　088-672-3595

900円 ～ 950円

農作業（人参・収穫作業）
（～５／３１まで）

赤澤　隆生 徳島県板野郡板野町唐園字小原９の１ その他

TEL　090-7142-2483

1,200円 ～ 1,400円 農作業経験

美容業務 １０００円カットのシルク藍住店 徳島県板野郡藍住町東中富字長江傍示３０ー
４

労災

TEL　088-692-1778

1,100円 ～ 1,250円

一般事務 岡本木材　株式会社 徳島県鳴門市撫養町林崎字南殿町７６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-686-2176

1,100円 ～ 1,250円

農作業（人参・箱詰め
作業）

赤澤　隆生 徳島県板野郡板野町唐園字小原９の１ その他

TEL　090-7142-2483

1,100円 ～ 1,200円

農作業（人参・出荷作業：
ダンボール箱積み等）

赤澤　隆生 徳島県板野郡板野町唐園字小原９の１ その他

TEL　090-7142-2483

920円 ～ 920円

教員業務支援員（パー
ト）

藍住町教育委員会 徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前５２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-637-3128

940円 ～ 975円 又は8時00分～17時00分
の間の5時間程度

鳴門市小・中学校特別支援
教育支援員

鳴門市教育委員会　学校教育課 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜３１番地３６ 雇用・公災・
健康・厚生

TEL　088-686-8802

973円 ～ 1,086円 教員

看護助手（入浴介助担
当）（稲次病院）

社会医療法人　凌雲会 徳島県板野郡藍住町笠木字西野５０－１ 労災

TEL　088-692-5757

855円 ～ 950円 調理員としての経験
訪問看護師（ナースサポー
トゆとり）

株式会社　ＧＥＮＫＩ・杉 徳島県鳴門市鳴門町高島字竹島３６３番地１ 労災

TEL　088-678-3338 いずれかの免許・資格所持で可

3,500円 ～ 4,000円 又は8時00分～18時00分
の間の1時間以上

徳島県会計年度任用職員
（専門業務）

徳島県立　農林水産総合技術支援セン
ター　水産研究課

徳島県鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱９６番地
１０－２

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-688-0555

1,078円 ～ 1,078円 短大、高専は実務経験２年以上

調理員（短時間） 有限会社　いずみソーシャル・サポート 徳島県板野郡藍住町東中富字敷地傍示５０－
１

雇用・労災

TEL　088-692-8589

900円 ～ 1,000円 又は8時00分～18時00分
の間の4時間以上

菓子販売員 有限会社　ことらや 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島２３４ 労災

TEL　080-3927-7576

900円 ～ 1,000円 又は8時00分～18時00分
の間の4時間程度

調理員 株式会社　ライフサービス 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓７９番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-624-8210

870円 ～ 1,000円

菓子製造補助 有限会社　ことらや 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島２３４ 労災

TEL　080-3927-7576

1,010円 ～ 1,010円

お好み焼き屋　パート
（ヴァンサンカン藍住店）

株式会社　愛晃 徳島県板野郡藍住町富吉字穂実９７番地２ 労災

TEL　088-692-5516

950円 ～ 1,000円 又は9時00分～22時00分
の間の3時間以上

キッチンホールスタッ
フ（藍住本店）

株式会社　フォルトライズ 徳島県板野郡藍住町徳命字元村１３４－１４ 労災

TEL　088-693-1703

960円 ～ 1,060円 又は10時00分～21時00
分の間の3時間以上

事務補佐員（経営企画
戦略課）

国立大学法人　鳴門教育大学 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島７４８番地 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-687-6345
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変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級 必須
(1)17時00分～9時00分 介護職員初任者研修修了者 必須

年齢制限：18歳以上 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：86人）

36070- 1307631 就業場所　徳島県板野郡藍住町
雇用期間の定めなし

ホームヘルパー２級 必須
(1)6時00分～9時00分 介護職員初任者研修修了者 必須

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：86人）

36070- 1310831 就業場所　徳島県板野郡藍住町
雇用期間の定めなし

ホームヘルパー２級 必須
(1)16時00分～19時00分 介護職員初任者研修修了者 必須

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：86人）

36070- 1312531 就業場所　徳島県板野郡藍住町
雇用期間の定めなし

交替制あり 看護師 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)16時30分～9時30分
派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：43人）

36070- 1319031 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

(1)8時30分～17時30分
年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：43人）

36070- 1320531 就業場所　徳島県鳴門市
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 (2)9時00分～13時00分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：86人） (3)12時00分～17時00分
36070- 1322731 就業場所　徳島県板野郡藍住町

雇用期間の定めなし

(1)9時30分～17時30分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：68人）

36070- 1324631 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

(1)7時00分～17時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)8時00分～17時00分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：0人）

36070- 1327031 就業場所　徳島県板野郡藍住町
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：5人）

36070- 1240531 就業場所　徳島県板野郡北島町 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：高校 必須 (2)10時00分～16時00分
派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：5人） (3)12時00分～19時00分

36070- 1241431 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

(1)9時00分～17時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 日給 パート労働者 （従業員数：23人）

36070- 1242731 就業場所　徳島県鳴門市 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00分
年齢制限：不問 学歴：高校 必須 (2)10時00分～16時00分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：54人） (3)11時00分～17時00分
36070- 1245931 就業場所　徳島県板野郡松茂町

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

(1)11時00分～14時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：2人）

36070- 1247031 就業場所　徳島県板野郡藍住町
雇用期間の定めなし

(1)7時30分～16時30分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：54人）

36070- 1253931 就業場所　徳島県板野郡松茂町
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

(1)8時10分～12時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)8時10分～13時00分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：3人）

36070- 1255031 就業場所　徳島県板野郡藍住町
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 (2)9時30分～17時30分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：2人）

36070- 1258531 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

(1)9時15分～16時15分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：16人）

36070- 1259431 就業場所　徳島県板野郡板野町 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）

保健師 必須
看護師 必須

年齢制限：不問 学歴： 不問 社会福祉士 必須
派遣・請負ではない 日給 パート労働者 （従業員数：20人）

36070- 1261931 就業場所　徳島県鳴門市 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）

1,000円 ～ 1,000円

障害支援区分認定調査
員

鳴門市役所　社会福祉課 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜１７０ 雇用・公災・
健康・厚生

TEL　088-684-1145 いずれかの免許・資格所持で可

1,344円 ～ 1,538円 又は8時30分～17時15分
の間の7時間以上

営業事務 株式会社アスト　徳島オフィス 徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜２７５第三
西谷ビル４０１

雇用・労災

TEL　088-678-8210

1,100円 ～ 1,300円

支援員 特定非営利活動法人　リーフ 徳島県板野郡板野町大寺字岡ノ前１０１－１ 労災

TEL　088-635-9521

950円 ～ 1,000円

受付・接客 やまもと整骨院 徳島県板野郡藍住町矢上字安任１７３－２１ 労災

TEL　088-693-0636

900円 ～ 950円

ホールスタッフ（土日
祝のみ）

めん処　岡山 徳島県板野郡藍住町東中富字長江傍示１３
高橋ビル

労災

TEL　070-2235-7344

870円 ～ 900円

引越サービス 株式会社　サカイ引越センター　徳島支
社

徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓１－１
７０

労災

TEL　087-813-0608

1,364円 ～ 1,471円 土地に係る事務経験

事務職 株式会社　サカイ引越センター　徳島支
社

徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓１－１
７０

労災

TEL　087-813-0608

860円 ～ 860円 又は9時00分～18時00分
の間の6時間程度

ベビー用品・子供服の
販売

株式会社西松屋チェーン　鳴門店 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜５９番 労災

TEL　070-1182-2526

855円 ～ 950円

法定外公共物管理員【会計
年度任用職員】

鳴門市役所　土木課 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜１７０番地 雇用・公災・
健康・厚生

TEL　088-684-1165

1,100円 ～ 1,100円 農作業経験あれば尚良い

ルート配送 有限会社　北島三愛 徳島県板野郡北島町鯛浜字原８３－７ 労災

TEL　090-4789-6706

1,000円 ～ 1,200円 又は9時00分～18時00分
の間の3時間程度

洗濯係 医療法人　緑会　介護老人保健施設　み
どりの里

徳島県鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山９１番地 雇用・労災

TEL　088-687-3355

855円 ～ 855円

畑作作業及び出荷作業
（人参）

中村　隆司 徳島県板野郡藍住町徳命字名田３００の６ その他

TEL　070-3791-5035

900円 ～ 1,000円 医療事務経験

介護員（クレア藍住） 株式会社　クレア 徳島県板野郡藍住町住吉字藤ノ木８３－２ 雇用・労災

TEL　088-677-6511

900円 ～ 1,050円

看護師（岩朝病院）病
棟

医療法人　うずしお会　岩朝病院 徳島県鳴門市撫養町立岩字元地２８０ 労災

TEL　088-676-2805

1,050円 ～ 1,500円 看護師経験５年程度あれば尚良い（未経験も可）

医療事務（岩朝病院） 医療法人　うずしお会　岩朝病院 徳島県鳴門市撫養町立岩字元地２８０ 労災

TEL　088-676-2805

1,000円 ～ 1,050円

介護員（遅出）（クレ
ア藍住）

株式会社　クレア 徳島県板野郡藍住町住吉字藤ノ木８３－２ 労災

TEL　088-677-6511 いずれかの免許・資格所持で可

1,000円 ～ 1,050円

介護員（夜勤）（クレ
ア藍住）

株式会社　クレア 徳島県板野郡藍住町住吉字藤ノ木８３－２ 雇用・労災

TEL　088-677-6511 いずれかの免許・資格所持で可

1,100円 ～ 1,250円

介護員（早出）（クレ
ア藍住）

株式会社　クレア 徳島県板野郡藍住町住吉字藤ノ木８３－２ 労災

TEL　088-677-6511 いずれかの免許・資格所持で可
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年齢制限：不問 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：9人）

36070- 1262131 就業場所　徳島県板野郡藍住町
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

(1)7時30分～17時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：0人）

36070- 1264831 就業場所　徳島県板野郡板野町
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

(1)5時00分～8時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)5時30分～8時30分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：45人）

36070- 1265231 就業場所　徳島県板野郡板野町
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

視能訓練士 必須

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：4人）

36070- 1267431 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　あれば尚可
雇用期間の定めなし

(1)5時30分～8時30分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)14時00分～17時00分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：17人）

36070- 1268731 就業場所　徳島県板野郡松茂町
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：12人）

36070- 1279931 就業場所　徳島県板野郡藍住町
雇用期間の定めなし

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：12人）

36070- 1280231 就業場所　徳島県板野郡藍住町
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 (2)8時00分～12時00分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：0人）

36070- 1281531 就業場所　徳島県板野郡藍住町
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

(1)9時00分～12時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：11人）

36070- 1208431 就業場所　徳島県板野郡松茂町 普通自動車運転免許　　必須
雇用期間の定めなし

(1)7時00分～17時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)7時00分～12時00分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：0人） (3)13時00分～17時00分
36070- 1209731 就業場所　徳島県板野郡藍住町 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)9時00分～17時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)10時00分～14時00分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：9人）

36070- 1212031 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

交替制あり
(1)10時00分～14時30分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)14時30分～19時00分
派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：5人）

36070- 1213831 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　あれば尚可
雇用期間の定めなし

フォークリフト運転技能者 必須
(1)8時30分～15時30分

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：13人）

36070- 1218331 就業場所　徳島県板野郡板野町 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～19時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：40人）

36070- 1224431 就業場所　徳島県板野郡藍住町
雇用期間の定めなし

(1)9時00分～16時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：97人）

36070- 1232531 就業場所　徳島県板野郡板野町 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）

855円 ～ 950円 調理員としての経験

事務（板野支所） 生活協同組合　とくしま生協 徳島県板野郡北島町中村字東堤ノ内３０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-6100

975円 ～ 975円

回収・搬送 株式会社　ハートフルコープとくしま 徳島県板野郡板野町西中富字壱丁開２０－４ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-3260

970円 ～ 970円
６．５トン以上のトラック運転経験、フォークリフト運転経験あれば尚可

調理員 有限会社　いずみソーシャル・サポート 徳島県板野郡藍住町東中富字敷地傍示５０－
１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-692-8589

860円 ～ 900円

レジ及び販売員（黒崎
店）

株式会社　マネキ 徳島県鳴門市撫養町斎田字大堤８３ 労災

TEL　088-685-5500

860円 ～ 880円

農作業（人参） 山田　比登美 徳島県板野郡藍住町奥野字猪熊３９番地 その他

TEL　090-8979-7046

1,000円 ～ 1,200円
お土産店のスタッフ　レジ・接客
販売・陳列・清掃　経験不問

鳴門観光興業　株式会社 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜３８５ 労災

TEL　088-685-7612

900円 ～ 1,200円

配達 有限会社　コスミフードサービス
弁当工房　咲咲松茂店

徳島県板野郡松茂町広島字一番越８－１ 労災

TEL　088-678-6939

1,000円 ～ 1,200円

雑貨ネット販売 有限会社　衣料センターあかざわ 徳島県板野郡藍住町東中富字長江傍示７３－
１

雇用・労災

TEL　088-692-6321

920円 ～ 1,020円 又は10時00分～17時00
分の間の5時間程度

農作業（人参） 田村農園 徳島県板野郡藍住町奥野字原１８６番地 その他

TEL　090-3186-6462

880円 ～ 950円

衣料品販売 有限会社　衣料センターあかざわ 徳島県板野郡藍住町東中富字長江傍示７３－
１

雇用・労災

TEL　088-692-6321

905円 ～ 1,020円 又は9時30分～19時00分
の間の4時間以上

視能訓練士 医療法人　よつ葉会　すがい眼科 徳島県鳴門市大津町吉永字五の越４１８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-4611

1,800円 ～ 2,000円 又は8時30分～18時30分
の間の2時間以上

仕分け作業 ヤマト運輸　株式会社　板野営業所 徳島県板野郡板野町西中富字東新田１１－１
５

労災

TEL　000-0000-0000

1,100円 ～ 1,300円

仕分け作業 ヤマト運輸　株式会社　板野営業所 徳島県板野郡板野町西中富字東新田１１－１
５

労災

TEL　000-0000-0000

950円 ～ 950円

医薬品の化学分析及び
品質管理

犬伏製薬　株式会社 徳島県板野郡藍住町東中富字東傍示６４－６ 雇用・労災

TEL　088-692-2302

1,200円 ～ 1,200円 又は9時00分～17時00分
の間の4時間以上 基本的な化学操作必須

農作業（人参） 竹内農園 徳島県板野郡板野町大寺字高樹１２－１ その他

TEL　090-2892-0455
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