
変形（1ヶ月単位）

年齢制限：35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：21人）

36070- 1523731 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

薬剤師 必須
(1)9時00分～18時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 年俸制 正社員 （従業員数：10人）

36070- 1526931 就業場所　徳島県板野郡北島町
雇用期間の定めなし

交替制あり
(1)9時00分～18時00分

年齢制限：64歳以下 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：79人）

36070- 1527131 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)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：14人）

36070- 1529831 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

大型自動車免許 必須
(1)7時00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 （従業員数：4人）

36070- 1530431 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） 言語聴覚士 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：59歳以下 学歴：専修学校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：59人）

36070- 1531731 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 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 ホームヘルパー２級 あれば尚可

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：22人）

36070- 1532331 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：高校 必須 (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：59人）

36070- 1533631 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30分～17時30分

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：110人）

36070- 1541631 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） 准看護師 必須
(1)8時30分～17時00分

年齢制限：59歳以下 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）

36070- 1545831 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） 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)8時45分～17時15分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：122人） (3)9時30分～18時00分

36070- 1546231 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 介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須
(1)8時30分～17時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：専修学校 必須 (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：122人）

36070- 1548431 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)9時30分～19時30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：0人）

36070- 1487631 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)9時00分～18時00分

年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (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：185人） (3)15時00分～0時00分

36070- 1488931 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） 調理師 必須
(1)9時00分～18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
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：185人）

36070- 1489131 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：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- 1490831 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 介護職員実務者研修修了者 あれば尚可

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)9時30分～18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：23人） (3)17時00分～9時00分
36070- 1494731 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

グランドスタッフ（空港旅
客サービス業務）

株式会社徳島航空サービス 徳島県板野郡松茂町豊久字朝日野１６番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-678-8801

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

350,000円 ～ 360,000円 経験があれば尚可

薬剤師 有限会社　タウンファーマシー 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや１２２－３ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-683-2110

167,150円 ～ 167,150円 又は6時00分～21時30分
の間の8時間程度

事務 株式会社　東京不動産　　　　　 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜５０５番地 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-1141

156,000円 ～ 175,000円

介護職員 特定非営利活動法人　山の薬剤師たち　 徳島県鳴門市撫養町斎田字西発４７－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　080-6386-8302

260,000円 ～ 286,000円 ユンボ運転経験と大型ダンプへ土砂積込みの経験

大型ダンプ運転手 株式会社　光明 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　088-689-3844

160,000円 ～ 200,000円

介護職員（原田内科） 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

270,000円 ～ 290,000円

言語聴覚士（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

214,000円 ～ 241,000円

通所リハビリ介護職（陽だ
まり苑）

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

170,000円 ～ 180,000円

准看護師（敬愛の家） 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

170,000円 ～ 170,000円 医療事務経験者歓迎（未経験者も応募可能）

内科事務受付（原田内
科）

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

207,900円 ～ 237,000円

准看護師（吉野川病
院）

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

207,900円 ～ 237,000円

動物病院助手 なると動物病院 徳島県鳴門市大津町吉永２７４ その他

TEL　090-1141-5528

203,400円 ～ 210,900円

介護支援専門員 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

266,600円 ～ 290,000円 ホテル宿泊部門でのマネージメント経験者

宿泊フロントマネー
ジャー候補

株式会社エイチオーエス　アオアヲ　ナ
ルト　リゾート

徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛１６－４
５

雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-687-2912

160,000円 ～ 200,000円 動物看護師

農作業、出荷作業 堀江産業 徳島県板野郡藍住町奥野字前川１－１ 雇用・労災

TEL　090-4788-7588

396,000円 ～ 446,000円 又は7時00分～22時00分
の間の8時間程度

給付 料理長クラスの経験１０年以上

洋食副総料理長（エグゼク
ティブスーシェフ）

株式会社エイチオーエス　アオアヲ　ナ
ルト　リゾート

徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛１６－４
５

雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-687-2912

150,000円 ～ 245,000円 拠出

訪問介護員（２４時間
ケアセンター）

医療法人　緑会　小川病院 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-686-2681 いずれかの免許・資格所持で可

165,000円 ～ 220,000円 又は6時00分～15時00分
の間の7時間以上

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16日発行
（3月7日～3月13日受理分）
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◎ 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）
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3月16日発行
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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

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：17人）

36070- 1496631 就業場所　徳島県板野郡北島町
雇用期間の定めなし

宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者） 必須
(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：3人）

36070- 1497931 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

宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者） あれば尚可

(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 正社員以外 （従業員数：3人）

36070- 1498131 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）

交替制あり 保育士 必須
(1)7時15分～16時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)8時30分～17時15分
派遣・請負ではない 月給 正社員以外 （従業員数：43人） (3)9時30分～18時15分

36070- 1499031 就業場所　徳島県板野郡上板町
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

交替制あり 調理師 必須
(1)8時00分～16時30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 月給 正社員以外 （従業員数：44人）

36070- 1500631 就業場所　徳島県板野郡上板町
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

(1)6時00分～15時00分
年齢制限：45歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 時給 正社員 （従業員数：10人）

36070- 1501931 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)6時00分～15時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)7時00分～16時00分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：365人） (3)13時00分～22時00分

36070- 1503031 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） 社会福祉士 あれば尚可

(1)7時00分～15時45分 介護福祉士 あれば尚可

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)8時00分～16時45分 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：68人） (3)9時00分～17時45分
36070- 1508731 就業場所　徳島県板野郡上板町 普通自動車運転免許　　あれば尚可

雇用期間の定めなし

(1)8時30分～17時15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：11人）

36070- 1509331 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)9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：6人）

36070- 1512831 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)8時30分～17時00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：35人）

36070- 1514531 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年単位）
(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：24人）

36070- 1519931 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

(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：0人）

36070- 1520231 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

社会福祉士 あれば尚可

(1)8時30分～17時15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：33人）

36070- 1469731 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）

変形（1ヶ月単位） 中型自動車免許 必須
(1)8時30分～17時30分 フォークリフト運転技能者 あれば尚可

年齢制限：62歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：56人）

36070- 1470931 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

交替制あり 二級自動車整備士 あれば尚可

(1)9時00分～18時30分 三級自動車整備士 あれば尚可

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)16時00分～1時30分 準中型自動車免許 あれば尚可

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：9人） (3)1時00分～10時30分
36070- 1472031 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） 二級建築士 あれば尚可

(1)9時00分～18時00分 ２級建築施工管理技士 あれば尚可

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 中型自動車免許 あれば尚可

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：67人）

36070- 1474231 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

事務（有資格者）【トライ
アル雇用併用】

株式会社　Ｒｅｎハウジング 徳島県板野郡北島町江尻字妙蛇池６７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-3751

170,000円 ～ 180,000円

靴下編立機械のオペ
レータと修理

有限会社　バンドーソックス 徳島県板野郡北島町中村字西ノ瀬３８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-2497

174,700円 ～ 210,000円

事務 株式会社　Ｒｅｎハウジング 徳島県板野郡北島町江尻字妙蛇池６７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-3751

200,000円 ～ 230,000円 経理事務経験

調理師 上板町役場 徳島県板野郡上板町七條字経塚４２番地 雇用・公災・
健康・厚生

TEL　088-694-8180

185,200円 ～ 202,900円

保育士 上板町役場 徳島県板野郡上板町七條字経塚４２番地 雇用・公災・
健康・厚生

TEL　088-694-8180

215,000円 ～ 215,000円

豆腐製造・加工補助・
配達

株式会社　太子屋　北灘店 徳島県鳴門市北灘町折野字屋敷７１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　000-0000-0000

164,322円 ～ 182,419円 実務経験

障がい者支援 社会福祉法人徳島県心身障害者福祉会あ
おばの郷

徳島県板野郡上板町神宅字西金屋３６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-694-5777

194,500円 ～ 237,600円 又は6時00分～22時00分
の間の8時間程度

レストランサービス（正社
員）

グランドエクシブ鳴門（リゾートトラス
ト　株式会社）

徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１６７－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-683-8148

158,800円 ～ 158,800円

世話人 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

167,900円 ～ 187,900円

相談支援専門員 特定非営利活動法人　とくしま発達支援
センター　れもんキッズ藍住

徳島県板野郡藍住町奥野字長江口７７番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-693-3202

155,000円 ～ 175,000円 経理経験

一般事務（松茂空港
店）

株式会社　笹倉スポーツ社 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵１５７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-699-7550

200,000円 ～ 250,000円 プログラミング（ｊａｖａ－ｓｃｒｉｐｔ，ＰＨＰ）

社内ＳＥ（トライアル雇用
併用求人）

株式会社　ひのき 徳島県板野郡北島町江尻字妙蛇池２７－８ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-0811

184,000円 ～ 281,500円 相談支援業務

生活福祉資金貸付事業
相談員

社会福祉法人　鳴門市社会福祉協議会 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜２４番地の２ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-7170

169,600円 ～ 254,400円

塗装工 伊藤塗装店 徳島県鳴門市撫養町黒崎字磯崎１４６－１３ その他

TEL　088-684-2833

250,000円 ～ 345,000円

４ｔ運転手 徳島特急輸送　株式会社 徳島県板野郡上板町七條字西栗ノ木１番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-694-6464

182,200円 ～ 182,200円 相談援助業務の経験

現場監督 株式会社　はなおか 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-1114

200,000円 ～ 280,000円

ロードサービス（トライア
ル雇用併用求人）

株式会社　野口モータース（スズキ鳴門
販売）

徳島県鳴門市瀬戸町明神字板屋島１３－３７ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-688-1788

200,000円 ～ 350,000円 現場監督経験者優遇
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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16日発行
（3月7日～3月13日受理分）

変形（1年単位） 宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者） あれば尚可

(1)9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：67人）

36070- 1475531 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） 二級建築士 あれば尚可

(1)9時00分～18時00分 一級建築士 あれば尚可

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 中型自動車免許 あれば尚可

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：67人）

36070- 1476431 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） 二級建築士 あれば尚可

(1)9時00分～18時00分 ２級建築施工管理技士 あれば尚可

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 中型自動車免許 あれば尚可

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：67人）

36070- 1477731 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） 二級建築士 必須
(1)9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：67人）

36070- 1478331 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

玉掛技能者 あれば尚可

(1)8時00分～17時00分 床上運転式クレーン限定運転士 あれば尚可

年齢制限：不問 学歴：高校 必須 フォークリフト運転技能者 あれば尚可

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：1人）

36070- 1480031 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)9時00分～18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：5人）

36070- 1484431 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)9時00分～18時00分
年齢制限：45歳以下 学歴：大学 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：5人）

36070- 1485731 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30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：33人）

36070- 1442431 就業場所　徳島県板野郡板野町
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：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：4人）

36070- 1447131 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年単位） 大型自動車免許 あれば尚可

(1)8時30分～17時00分 フォークリフト運転技能者 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：4人）

36070- 1448031 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

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：6人）

36070- 1449831 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） 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：59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：35人）

36070- 1451731 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
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：59歳以下 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：20人）

36070- 1452331 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)17時00分～8時30分

年齢制限：18歳以上 学歴： 不問

請負 日給 正社員以外 （従業員数：15人）

36070- 1454931 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

変形（1ヶ月単位） 看護師 必須
(1)8時30分～17時15分

年齢制限：18歳以上 学歴： 不問 (2)16時30分～1時15分
派遣・請負ではない 月給 正社員以外 （従業員数：376人） (3)0時30分～9時15分

36070- 1456031 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）

(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：16人）

36070- 1458231 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)9時00分～18時30分
年齢制限：59歳以下 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：22人）

36070- 1464031 就業場所　徳島県板野郡藍住町
雇用期間の定めなし

200,000円 ～ 350,000円

営業 株式会社　はなおか 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-1114

リフォーム、メンテナ
ンス

株式会社　はなおか 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-1114

200,000円 ～ 350,000円 エクステリア設計経験者優遇

エクステリア 株式会社　はなおか 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-1114

200,000円 ～ 350,000円 建築設計経験者優遇

設計 株式会社　はなおか 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-1114

200,000円 ～ 350,000円 住宅リフォーム経験者優遇

労働者派遣事業・請負事業に
関する管理業務（高卒以上）

株式会社　フジワーク　徳島事業所 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須３０－５ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-697-2155

160,000円 ～ 220,000円 ＮＣ機械オペレータ、金属加工他

ＮＣ機械オペレータ 株式会社　カコウ 徳島県板野郡北島町鯛浜字原１８８番地 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-676-3190

190,000円 ～ 235,000円

労働者派遣事業・請負事業に
関する管理業務（大卒以上）

株式会社　フジワーク　徳島事業所 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須３０－５ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-697-2155

180,000円 ～ 235,000円

集配及び営業 まっとや 徳島県板野郡藍住町富吉字須崎４３－１７ 雇用・労災・
健康

TEL　000-0000-0000

152,000円 ～ 152,000円

事務員 株式会社　Ｓｔｙｌｅ　ａｓｓｉｓｔ 徳島県板野郡板野町西中富字菅生１８１番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-5176

170,000円 ～ 190,000円 機械オペレーター経験

機械オペレーター 西日本印刷株式会社 徳島県鳴門市大津町吉永２６０番地 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-3841

165,000円 ～ 275,000円 又は8時00分～19時00分
の間の7時間程度

訪問介護員／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

180,000円 ～ 250,000円

製造・出荷業務 株式会社　徳島豊国生コンクリート工業 徳島県板野郡藍住町徳命字前須東６８番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-692-3011

172,500円 ～ 232,500円 拠出 社会福祉施設における勤務経験５年以上

サービス管理責任者／障害者
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

173,500円 ～ 217,000円 拠出 介護業務

看護師 独立行政法人　国立病院機構　東徳島
医療センター

徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-1171

160,000円 ～ 208,000円 経験者優遇

時間外受付　夜間（鳴
門病院）

株式会社　阿讃 徳島県板野郡藍住町矢上字北分６８－９ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　090-9778-4817

233,200円 ～ 296,800円 重機（バックホー）作業経験

土木作業員 株式会社　金岡組 徳島県板野郡板野町川端字惣徳田５１－３ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-2030

218,200円 ～ 218,200円

165,000円 ～ 175,000円

クリーンスタッフ 枡富歯科医院 徳島県板野郡藍住町奥野字西中須９４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-692-2525
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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
年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (2)6時30分～15時30分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：12人） (3)12時30分～21時30分
36070- 1465831 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） 歯科衛生士 必須
(1)8時45分～18時30分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)8時45分～17時00分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：2人）

36070- 1466231 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） 言語聴覚士 必須
(1)9時00分～18時00分

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：63人）

36070- 1411331 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） 介護福祉士 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)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：152人） (3)10時00分～19時00分
36070- 1413931 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） 介護福祉士 必須
(1)8時30分～17時30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)10時00分～19時00分 ホームヘルパー２級 必須
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：14人） (3)7時00分～16時00分

36070- 1414131 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

交替制あり 看護師 必須
(1)8時30分～17時15分

年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (2)16時45分～0時45分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：147人） (3)0時30分～8時45分

36070- 1416831 就業場所　徳島県板野郡松茂町
雇用期間の定めなし

大型自動車免許 あれば尚可

(1)8時00分～16時40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 日給 正社員 （従業員数：16人）

36070- 1417231 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 准看護師 必須
(1)8時30分～17時15分

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)16時45分～0時45分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：147人） (3)0時30分～8時45分

36070- 1418531 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） ホームヘルパー２級 あれば尚可

(1)8時00分～17時15分 介護福祉士 あれば尚可

年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (2)9時15分～18時30分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：147人） (3)17時00分～8時15分

36070- 1419431 就業場所　徳島県板野郡松茂町
雇用期間の定めなし

看護師 必須
(1)9時00分～17時45分

年齢制限：不問 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：10人） (3)9時00分～12時45分

36070- 1421931 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)9時30分～18時30分
年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)7時30分～16時30分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：31人） (3)17時00分～10時00分
36070- 1422131 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00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：60人）

36070- 1428731 就業場所　徳島県板野郡松茂町
雇用期間の定めなし

整体師 あれば尚可

(1)9時00分～19時30分 カイロプラクティック資格 あれば尚可

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)9時00分～12時30分 その他の物療関係資格 あれば尚可

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：4人） (3)9時00分～17時00分
36070- 1430131 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

雇用期間の定めなし
理学療法士 必須

(1)9時00分～19時30分 作業療法士 あれば尚可

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)9時00分～12時30分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：4人） (3)9時00分～17時00分

36070- 1431031 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
雇用期間の定めなし

変形（1年単位）
(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：11人）

36070- 1432831 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)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：11人）

36070- 1433231 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） フォークリフト運転技能者 あれば尚可

(1)8時30分～17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：11人）

36070- 1434531 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

介護職員（グループ
ホームひなたぼっこ）

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

195,000円 ～ 226,000円

歯科衛生士 医療法人　鳴門歯科 徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜２６９ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-7678

209,000円 ～ 230,000円 未経験でも応募可

介護職員（芳川病院） 医療法人　悠穣会 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵２７８番地
の７

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-699-5355

219,600円 ～ 219,600円

言語聴覚士（芳川病
院）

医療法人　悠穣会 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵２７８番地
の７

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-699-5355

150,900円 ～ 168,500円

介護職員（サービス付高齢者
住宅福有えんじゅ）

医療法人　悠穣会 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵２７８番地
の７

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-699-5355 いずれかの免許・資格所持で可

150,900円 ～ 168,500円

コンクリート圧送工 株式会社　新野 徳島県板野郡板野町下庄字栖養５５ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-0119

270,000円 ～ 270,000円

看護師 医療法人　弘誠会　浦田病院 徳島県板野郡松茂町広島字南ハリ１３番地 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-699-2921

250,000円 ～ 250,000円

准看護師 医療法人　弘誠会　浦田病院 徳島県板野郡松茂町広島字南ハリ１３番地 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-699-2921

221,500円 ～ 283,350円 現場経験

看護師 医療法人　田口小児科クリニック 徳島県鳴門市大津町大代９９－２ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-683-1120

190,000円 ～ 200,000円

介護職員 医療法人　弘誠会　浦田病院 徳島県板野郡松茂町広島字南ハリ１３番地 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-699-2921

209,518円 ～ 233,810円 高齢者介護又は障害者介護

介護職員（春潮苑） 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

240,000円 ～ 260,000円

整体師 株式会社　ＬＥＡＰ 徳島県板野郡板野町大寺字岡ノ前３０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-677-9114

215,500円 ～ 215,500円

介護支援専門員 社会福祉法人　成蹊会 徳島県板野郡松茂町笹木野字山東４９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-699-2745

250,000円 ～ 355,000円 施術経験１年以上

理学療法士 株式会社　ＬＥＡＰ 徳島県板野郡板野町大寺字岡ノ前３０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-677-9114

220,000円 ～ 325,000円 施術経験２年以上

機械図面設計 ナノミストテクノロジーズ　株式会社 徳島県鳴門市撫養町木津字西小沖６３５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-684-3399

200,000円 ～ 300,000円 理工系専攻または同等の知見がある方

営業職 ナノミストテクノロジーズ　株式会社 徳島県鳴門市撫養町木津字西小沖６３５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-684-3399

174,000円 ～ 208,800円

食品製造／製造ライン
リーダー候補

株式会社　大黒 徳島県鳴門市里浦町粟津字西開１６２－３２ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-4050

210,000円 ～ 500,000円 ◎ＣＡＤを使用して機械設計の経験がある方
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(1)14時00分～22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：2人）

36070- 1438631 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30分～18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：12人）

36070- 1440231 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)7時00分～12時00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）

36070- 1524331 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　あれば尚可
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

薬剤師 必須
(1)9時00分～13時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (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：10人）

36070- 1525631 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：79人）

36070- 1528031 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00分～12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：50人）

36070- 1534931 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

(1)8時00分～12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：50人）

36070- 1535131 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)9時00分～18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：3人）

36070- 1537831 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）

交替制あり
(1)6時30分～10時30分

年齢制限：不問 学歴：高校 必須 (2)9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：45人） (3)17時30分～21時30分

36070- 1538231 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

(1)7時00分～11時00分
年齢制限：不問 学歴：高校 必須 (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：45人）

36070- 1539531 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

(1)7時00分～11時00分
年齢制限：不問 学歴：高校 必須 (2)11時00分～15時00分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：45人） (3)17時00分～21時30分
36070- 1540331 就業場所　徳島県鳴門市

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：4人）

36070- 1544031 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）

変形（1ヶ月単位） 看護師 必須
(1)9時00分～17時30分

年齢制限：60歳以上 学歴：専修学校 必須 (2)9時30分～18時00分
派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：91人） (3)8時30分～17時00分

36070- 1547531 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)9時40分～15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：45人）

36070- 1549731 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

介護福祉士 必須
(1)7時00分～12時30分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)13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：91人）

36070- 1550931 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）

介護福祉士 必須
(1)7時00分～12時30分

年齢制限：60歳以上 学歴： 不問 (2)13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：91人）

36070- 1551131 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）

年齢制限：59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：10人）

36070- 1491231 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

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

株式会社　集い 徳島県鳴門市瀬戸町明神字丸山２５７ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-677-8500

198,000円 ～ 420,000円

塾講師　幹部候補生【トラ
イアル雇用併用求人】

ＥＣＣベストワン北島中央校 徳島県板野郡北島町江尻字松ノ本１７－２
ライト北島Ａ

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-692-5483

147,500円 ～ 283,000円

1,000円 ～ 1,000円

事務 株式会社　橘 徳島県鳴門市大麻町東馬詰字南開９８番地１ 労災

TEL　088-698-8589

1,000円 ～ 1,200円 又は9時00分～18時00分
の間の6時間以上

介護福祉士 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

労災

TEL　088-698-6111

1,200円 ～ 1,300円

介護福祉士【６０歳以上限
定求人】

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

労災

TEL　088-698-6111

1,500円 ～ 1,500円

客室清掃員（ルームメ
イキング）

鳴門レジャーランド株式会社
（リゾートホテル　モアナコースト）

徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂１８６－
１６

労災

TEL　080-6690-4857

950円 ～ 1,000円 又は9時00分～17時00分
の間の4時間程度

一般事務（ドイツ館） 一般社団法人鳴門市うずしお観光協会


徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜１６５－１０
うずしお会館１階

労災

TEL　088-689-0099

860円 ～ 860円

看護師（吉野川病院）【６
０歳以上募集求人】

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

TEL　088-698-6111

950円 ～ 1,000円 又は7時00分～22時00分
の間の4時間程度 経験あれば優遇

レストランホール係 鳴門レジャーランド株式会社
（リゾートホテル　モアナコースト）

徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂１８６－
１６

労災

TEL　080-6690-4857

950円 ～ 1,000円 又は7時30分～22時00分
の間の4時間程度 経験あれば優遇

調理補助 鳴門レジャーランド株式会社
（リゾートホテル　モアナコースト）

徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂１８６－
１６

労災

TEL　080-6690-4857

950円 ～ 1,000円 又は9時00分～21時30分
の間の4時間程度 調理経験者優遇

フロント係 鳴門レジャーランド株式会社
（リゾートホテル　モアナコースト）

徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂１８６－
１６

雇用・労災

TEL　080-6690-4857

900円 ～ 950円

農作業（人参） 岩佐　忠平 徳島県板野郡板野町川端字島中須９０ その他

TEL　080-6223-6472

1,100円 ～ 1,200円

施設内清掃業務（陽だ
まり苑）

医療法人　真誠会 徳島県鳴門市大津町矢倉六ノ越５－９ 労災

TEL　088-686-1133

900円 ～ 950円

送迎運転手（通所リハ
ビリ）

医療法人　真誠会 徳島県鳴門市大津町矢倉六ノ越５－９ 労災

TEL　088-686-1133

2,000円 ～ 2,000円

介護職員 特定非営利活動法人　山の薬剤師たち　 徳島県鳴門市撫養町斎田字西発４７－１０ 雇用・労災

TEL　080-6386-8302

930円 ～ 950円 又は9時00分～17時00分
の間の4時間以上

農作業 笹農園 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字黒山１１８―
４２

その他

TEL　088-687-0708

1,000円 ～ 1,000円

薬剤師 有限会社　タウンファーマシー 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや１２２－３ 労災

TEL　088-683-2110
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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16日発行
（3月7日～3月13日受理分）

(1)8時00分～16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- 1492531 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)7時00分～16時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)8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)7時00分～12時00分
36070- 1493431 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)17時00分～21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：23人）

36070- 1495331 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

介護職員初任者研修修了者 必須
(1)8時30分～17時30分 介護職員実務者研修修了者 あれば尚可

年齢制限：59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 時給 パート労働者 （従業員数：23人）

36070- 1502131 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)6時00分～12時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)17時00分～0時30分
派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：365人）

36070- 1504831 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～15時30分

年齢制限：18歳以上 学歴： 不問 (2)17時30分～23時30分
派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：365人）

36070- 1505231 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～15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：365人） (3)15時00分～22時00分

36070- 1506531 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)6時30分～11時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)7時00分～11時00分
派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：365人） (3)17時00分～23時00分

36070- 1507431 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)7時00分～12時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)8時30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：10人） (3)12時00分～16時00分
36070- 1510131 就業場所　徳島県鳴門市

雇用期間の定めなし

(1)7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：4人）

36070- 1511031 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ヶ月未満）

交替制あり
(1)8時30分～15時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)7時00分～15時00分
派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：376人）

36070- 1513231 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）

歯科衛生士 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：22人）

36070- 1516731 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）

介護職員初任者研修修了者 必須
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 時給 パート労働者 （従業員数：5人）

36070- 1517331 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)8時00分～17時00分
年齢制限：18歳以上 学歴： 不問

派遣・請負ではない 日給 パート労働者 （従業員数：7人）

36070- 1471131 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： 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- 1482231 就業場所　徳島県板野郡上板町
雇用期間の定めなし

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

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)0時00分～9時00分 介護福祉士 あれば尚可

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：9人）

36070- 1443731 就業場所　徳島県板野郡松茂町
雇用期間の定めなし

介護職員初任者研修修了者 必須
ホームヘルパー２級 必須

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 時給 パート労働者 （従業員数：9人）

36070- 1445631 就業場所　徳島県板野郡松茂町
雇用期間の定めなし

870円 ～ 1,000円 又は6時00分～15時00分
の間の3時間以上

訪問介護職員【週２
日】

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

労災

TEL　088-624-8210 いずれかの免許・資格所持で可

870円 ～ 1,000円

訪問介護職員 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

労災

TEL　088-624-8210 いずれかの免許・資格所持で可

875円 ～ 875円

ホールスタッフ及び調
理補助

中華そば　和楽や 徳島県板野郡上板町七條字古町６４－１ 労災

TEL　080-6385-3119

900円 ～ 900円 又は10時00分～16時00
分の間の3時間以上

訪問介護員 株式会社　員 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓５１番
地３　松茂レインボーハイツ１０１号

労災

TEL　000-0000-0000 いずれかの免許・資格所持で可

1,000円 ～ 1,500円 又は9時00分～17時30分
の間の6時間以上

警備員 アリス警備保障有限会社 徳島県鳴門市撫養町北浜字宮の東２１－９ 雇用・労災

TEL　088-683-0771

964円 ～ 964円 又は9時30分～16時00分
の間の6時間以上

歯科衛生士 枡富歯科医院 徳島県板野郡藍住町奥野字西中須９４－１ 労災

TEL　088-692-2525

1,300円 ～ 1,500円 又は9時00分～18時30分
の間の4時間以上

人参大根の収穫作業 石田　徹 徳島県板野郡板野町古城字南屋敷４ 労災

TEL　090-6882-2545

1,200円 ～ 1,300円

洗濯職員 独立行政法人　国立病院機構　東徳島
医療センター

徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-1171

1,500円 ～ 1,500円

豆腐製品・お惣菜加
工、配達準備業務

株式会社　太子屋　北灘店 徳島県鳴門市北灘町折野字屋敷７１－１ 雇用・労災

TEL　000-0000-0000

860円 ～ 900円 又は7時00分～16時00分
の間の4時間以上

ホテル内ショップ販売
スタッフ

グランドエクシブ鳴門（リゾートトラス
ト　株式会社）

徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１６７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-683-8148

1,000円 ～ 1,000円

土日祝前日限定ホール
スタッフ

グランドエクシブ鳴門（リゾートトラス
ト　株式会社）

徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１６７－３ 労災

TEL　088-683-8148

1,000円 ～ 1,000円

ホテル食器洗浄 グランドエクシブ鳴門（リゾートトラス
ト　株式会社）

徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１６７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-683-8148

950円 ～ 1,050円

訪問介護員（２４時間
ケアセンター）

医療法人　緑会　小川病院 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地 労災

TEL　088-686-2681 いずれかの免許・資格所持で可

1,400円 ～ 2,000円 又は7時30分～18時30分
の間の1時間以上

スパ受付・清掃 グランドエクシブ鳴門（リゾートトラス
ト　株式会社）

徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１６７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-683-8148

900円 ～ 1,000円

ホール、調理補助 有限会社　さぬき手打うどん丸亀 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島３７２番地 労災

TEL　088-685-7344

910円 ～ 910円

農作業（人参） 國北　昌男 徳島県板野郡藍住町勝瑞字東勝地３１６－１ その他

TEL　000-000-0000

1,000円 ～ 1,100円

農作業・箱詰め（人
参）

國北　昌男 徳島県板野郡藍住町勝瑞字東勝地３１６－１ その他

TEL　000-000-0000
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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16日発行
（3月7日～3月13日受理分）

介護職員初任者研修修了者 必須
ホームヘルパー２級 必須

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 時給 パート労働者 （従業員数：9人）

36070- 1446931 就業場所　徳島県板野郡松茂町
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：56人）

36070- 1450431 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）

小学校教諭免許（専修・１種・２種） あれば尚可

(1)13時00分～17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： 不問 (2)9時00分～14時00分 高等学校教諭免許（専修・１種） あれば尚可

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：32人）

36070- 1455131 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）

(1)9時45分～12時15分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)16時15分～19時15分

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：3人）

36070- 1460331 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： 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- 1461631 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

小型船舶操縦士 必須
(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- 1462931 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）

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- 1463131 就業場所　徳島県板野郡板野町
雇用期間の定めなし

交替制あり 歯科衛生士 必須
(1)9時00分～12時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)14時00分～18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- 1467531 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
(1)9時00分～12時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)14時00分～18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- 1468431 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～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：57人）

36070- 1412631 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）

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：63人）

36070- 1415031 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）

交替制あり 介護職員初任者研修修了者 必須
(1)8時30分～17時15分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)11時15分～20時00分
派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：376人） (3)6時15分～15時00分

36070- 1423031 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）

(1)9時00分～15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：15人）

36070- 1424831 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

看護師 必須
(1)8時30分～15時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)8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：376人） (3)8時00分～16時45分

36070- 1425231 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）

変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者 必須
(1)16時00分～9時00分 ホームヘルパー２級 必須

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 介護福祉士 あれば尚可

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：9人）

36070- 1435431 就業場所　徳島県板野郡松茂町
雇用期間の定めなし

年齢制限：不問 学歴：短大 必須

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：5人）

36070- 1437331 就業場所　徳島県板野郡北島町
雇用期間の定めなし

介護職員初任者研修修了者 必須
ホームヘルパー２級 必須

年齢制限：不問 学歴： 不問 准看護師 必須
派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：12人）

36070- 1439931 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

訪問介護員（登録ヘル
パー）

株式会社　集い 徳島県鳴門市瀬戸町明神字丸山２５７ 労災

TEL　088-677-8500 いずれかの免許・資格所持で可

855円 ～ 1,850円 又は8時00分～18時30分
の間の1時間以上

870円 ～ 1,000円

塾講師 ＥＣＣベストワン北島中央校 徳島県板野郡北島町江尻字松ノ本１７－２
ライト北島Ａ

労災

TEL　088-692-5483

1,500円 ～ 2,500円 又は14時00分～22時00
分の間の2時間以上

看護師（外来） 独立行政法人　国立病院機構　東徳島
医療センター

徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-1171

1,480円 ～ 1,480円

訪問介護職員 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 いずれかの免許・資格所持で可

990円 ～ 1,090円

お弁当製造販売（鳴門
黒崎店）

合同会社　オフィス連 徳島県板野郡北島町鯛浜字原３５－２ 雇用・労災

TEL　000-0000-0000

900円 ～ 950円 又は15時00分～21時00
分の間の5時間程度

看護師・准看護師（芳
川病院）

医療法人　悠穣会 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵２７８番地
の７

労災

TEL　088-699-5355 いずれかの免許・資格所持で可

1,400円 ～ 1,500円 又は8時30分～17時30分
の間の6時間以上

療養介助員（病棟） 独立行政法人　国立病院機構　東徳島
医療センター

徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-1171

900円 ～ 1,000円 又は9時00分～18時00分
の間の5時間程度 歯科助手

清掃員（芳川病院） 医療法人　悠穣会 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵２７８番地
の７

労災

TEL　088-699-5355

880円 ～ 880円

歯科衛生士 多田歯科医院 徳島県板野郡藍住町東中富長江傍示２２－８ 労災

TEL　088-692-8217

1,100円 ～ 1,200円 又は9時00分～18時00分
の間の5時間程度

歯科助手 多田歯科医院 徳島県板野郡藍住町東中富長江傍示２２－８ 労災

TEL　088-692-8217

1,078円 ～ 1,078円 短大、高専は実務経験２年以上

販売員（ＪＡグリーン
アグリ板野）

板野郡農業協同組合 徳島県板野郡上板町神宅字宮ノ北２２番地 労災

TEL　088-694-7200

860円 ～ 860円 又は7時30分～16時30分
の間の4時間程度

一般事務員 有限会社　吉本商店 徳島県鳴門市大麻町市場字居屋敷１－１ 雇用・労災

TEL　088-689-0506

900円 ～ 1,000円 又は9時00分～17時00分
の間の5時間程度

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

900円 ～ 1,200円 教員免許があれば優遇。

事務 さくら耳鼻咽喉科クリニック 徳島県鳴門市撫養町北浜字宮の西１２０－１ 労災

TEL　088-685-7701

950円 ～ 950円

事務職員／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

900円 ～ 900円 又は8時30分～17時30分
の間の5時間程度 経理業務経験者優遇

児童指導員 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

訪問介護職員 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

労災

TEL　088-624-8210 いずれかの免許・資格所持で可

870円 ～ 1,000円 又は8時00分～18時00分
の間の6時間以上
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