
変形（1ヶ月単位） 看護師 必須
(1)6時30分～15時30分 准看護師 必須

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 時給 正社員以外 （従業員数：16人） (3)12時00分～21時00分

36070- 2517631 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

自動車検査員 必須
(1)9時30分～18時30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：44人）

36070- 2518931 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

二級自動車整備士 必須
(1)9時30分～18時30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：44人）

36070- 2519131 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30分～18時30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：44人）

36070- 2520831 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30分～18時30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：44人）

36070- 2521231 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） 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：65歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：0人）

36070- 2522531 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） ホームヘルパー２級 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：18歳～65歳 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：16人）

36070- 2524731 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） 看護師 必須
(1)8時30分～17時00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：41人）

36070- 2527931 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)7時00分～16時00分

年齢制限：不問 学歴：高校 必須 (2)10時00分～19時00分
派遣・請負ではない 時給 正社員以外 （従業員数：14人） (3)12時00分～21時00分

36070- 2534631 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）

変形（1ヶ月単位） 看護師 必須
(1)8時20分～17時20分

年齢制限：18歳～62歳 学歴： 不問 (2)15時50分～0時50分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：182人） (3)0時00分～9時00分

36070- 2508331 就業場所　徳島県板野郡上板町
雇用期間の定めなし

歯科衛生士 必須
(1)9時00分～18時30分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)9時00分～13時00分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：11人）

36070- 2509631 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)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- 2510031 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） 大型自動車免許 必須
(1)18時00分～3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- 2511831 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 社会福祉士 あれば尚可

(1)9時45分～18時30分 介護福祉士 あれば尚可

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 （従業員数：15人）

36070- 2515731 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

年齢制限：18歳～59歳 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- 2493731 就業場所　徳島県徳島市 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） 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 (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：11人）

36070- 2494331 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）
(1)6時30分～13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：20人）

36070- 2495631 就業場所　徳島県板野郡板野町
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

自動車整備士（検査
員）

株式会社　徳島イエローハット 徳島県鳴門市大津町備前島字横丁ノ越２８４
－１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-5579

189,200円 ～ 344,000円

看護職員（ショートステイ
ほほえみ）

有限会社　ほほえみ 徳島県鳴門市撫養町立岩字五枚２２０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-679-4165 いずれかの免許・資格所持で可

180,000円 ～ 235,000円 ピット作業経験

自動車整備士（２級整
備士）

株式会社　徳島イエローハット 徳島県鳴門市大津町備前島字横丁ノ越２８４
－１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-5579

200,000円 ～ 270,000円 ピット作業

店内販売員 株式会社　徳島イエローハット 徳島県鳴門市大津町備前島字横丁ノ越２８４
－１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-5579

160,000円 ～ 220,000円

自動車整備士 株式会社　徳島イエローハット 徳島県鳴門市大津町備前島字横丁ノ越２８４
－１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-5579

190,000円 ～ 250,000円

介護支援専門員（居宅介護支
援事業所ほほえみ）

有限会社　ほほえみ 徳島県鳴門市撫養町立岩字五枚２２０－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-679-4165

160,000円 ～ 220,000円

看護師・准看護師（鳴
優荘）

社会福祉法人　鳴寿会 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字黒山１１８－
８４

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-687-1007 いずれかの免許・資格所持で可

150,000円 ～ 150,000円

介護職員（デイサービスセ
ンターほほえみ）

有限会社　ほほえみ 徳島県鳴門市撫養町立岩字五枚２２０－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-679-4165

151,156円 ～ 184,016円

介護職員 社会福祉法人　健祥会　グループホーム
藤吉郎

徳島県板野郡藍住町徳命字小塚北９２番地３ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-693-0003

205,300円 ～ 221,700円

歯科衛生士 医療法人　福兎会　（高田歯科クリニッ
ク）

徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須３４－４ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-0555

238,500円 ～ 247,000円 拠出

看護師 社会医療法人　あいざと会 徳島県板野郡上板町佐藤塚字東２８８－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-694-5151

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

220,000円 ～ 290,000円

サービス管理責任者 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

224,000円 ～ 402,500円

運行運転者（中・長距
離）

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

192,000円 ～ 250,000円 又は15時00分～23時00
分の間の6時間程度 塾講師としての職務経験

個別指導塾講師 株式会社　エスシャイン 徳島県板野郡藍住町勝瑞字成長２０３番地１
３

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-678-2695

230,000円 ～ 270,000円

調理員（サービス付き高齢
者向け住宅）

株式会社　アイダック 徳島県板野郡板野町川端字若王寺５０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-7885

255,000円 ～ 255,000円

看護師 株式会社　アイダック 徳島県板野郡板野町川端字若王寺５０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-7885

163,000円 ～ 198,000円 経験者優遇

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

5月18日発行
（5月9日～5月15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

5月18日発行
（5月9日～5月15日受理分）

(1)9時00分～18時00分
年齢制限：不問 学歴：短大 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：1人）

36070- 2496931 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10分～18時10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：14人）

36070- 2499831 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10分～18時10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- 2500931 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 保育士 必須
(1)9時30分～18時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)9時00分～17時30分
派遣・請負ではない 月給 正社員以外 （従業員数：15人）

36070- 2503831 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）

交替制あり
(1)9時30分～18時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)9時00分～17時30分
派遣・請負ではない 月給 正社員以外 （従業員数：15人）

36070- 2504231 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）

交替制あり
(1)8時45分～17時15分

年齢制限：18歳以上 学歴： 不問 (2)17時15分～13時30分
派遣・請負ではない 月給 正社員以外 （従業員数：14人）

36070- 2507731 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年単位） 三級自動車整備士 必須
(1)9時10分～18時10分 自動車検査員 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：14人）

36070- 2466831 就業場所　徳島県徳島市 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

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：45人）

36070- 2467231 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：46人）

36070- 2469431 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） 経験がなくても、社会福祉への興味を持っている方は歓迎。

日商簿記１級 あれば尚可

(1)9時00分～17時00分 日商簿記２級 あれば尚可

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：45人）

36070- 2473031 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15分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問 (2)8時15分～16時15分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：29人）

36070- 2474831 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： 不問

派遣・請負ではない 時給 正社員以外 （従業員数：50人）

36070- 2475231 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

薬剤師 必須
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：40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：50人）

36070- 2476531 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

介護福祉士 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 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：14人）

36070- 2480131 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：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- 2482831 就業場所　徳島県板野郡上板町
雇用期間の定めなし

(1)8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 月給 正社員 （従業員数：8人）

36070- 2483231 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） 社会福祉士 あれば尚可

(1)8時30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)7時30分～16時15分 精神保健福祉士 あれば尚可

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：33人） (3)9時30分～18時15分
36070- 2485431 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

160,000円 ～ 190,000円

事務職 黒木総合法律事務所 徳島県板野郡藍住町東中富字龍池傍示５２－
６　ＴＯＰ藍住ＩＣーＥ号室

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-679-6009

ＣＡ業務職 株式会社ホンダ北徳島　（ホンダカーズ
徳島中央）

徳島県鳴門市大津町大代字西ノ須１５の１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-693-4677

159,600円 ～ 177,000円 給付

営業・販売職 株式会社ホンダ北徳島　（ホンダカーズ
徳島中央）

徳島県鳴門市大津町大代字西ノ須１５の１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-693-4677

206,000円 ～ 256,000円

保育士（鳴門市） 株式会社　ｑｕａｔｔｒｏ 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵１８３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-676-3128

151,600円 ～ 217,500円 給付

支援員（養護老人ホー
ム）

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・公災・
健康・厚生

TEL　088-672-0048

181,000円 ～ 231,000円

児童指導員（鳴門市） 株式会社　ｑｕａｔｔｒｏ 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵１８３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-676-3128

154,100円 ～ 228,600円 給付 自動車関連職（二輪、四輪、部品、製造、ＳＳ等）経験者優遇

自動車整備職 株式会社ホンダ北徳島　（ホンダカーズ
徳島中央）

徳島県鳴門市大津町大代字西ノ須１５の１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-693-4677

147,483円 ～ 147,483円

総合職（利用者支援） 社会福祉法人　仁栄会　春叢園　 徳島県板野郡松茂町広島字鍬ノ先２３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-699-5310

240,000円 ～ 260,000円 又は9時00分～21時00分
の間の8時間程度 イタリアン・フレンチでの経験者

調理スタッフ（洋食調理）
【トライアル雇用併用求人】

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・
健康・厚生

TEL　080-6690-4857

185,000円 ～ 222,000円

経理事務 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・
健康・厚生

TEL　080-6690-4857

206,000円 ～ 255,500円

入浴剤の生産・出荷作
業

馬居化成工業　株式会社 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島６０ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-4175

179,000円 ～ 237,500円 機械（種類問わず）使用経験や調整等の経験がある方、優遇

チラシ丁合機オペレーター・
障害者社員職業指導

株式会社　ステップアップコープとくし
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・
財形TEL　088-672-1290

280,000円 ～ 300,000円

管理薬剤師 馬居化成工業　株式会社 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島６０ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-4175

181,280円 ～ 181,280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

157,500円 ～ 187,500円 拠出

介護士 株式会社　Ｔ’ｓフィジオ　リハビリス
テーション　ネトレン撫養

徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島４４０番地 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-684-5501 いずれかの免許・資格所持で可

150,000円 ～ 180,000円

清掃業務 有限会社　下村美粧 徳島県板野郡藍住町勝瑞字東勝地６１－１９ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　000-0000-0000

150,000円 ～ 160,000円

226,900円 ～ 250,000円

生活支援員（知的障が
い者施設）

Ｂａｎｄｅ桧 徳島県鳴門市大麻町桧字東バリ６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-612-8035
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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

5月18日発行
（5月9日～5月15日受理分）

変形（1年単位）
(1)8時15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：40人）

36070- 2487331 就業場所　徳島県板野郡松茂町
雇用期間の定めなし

交替制あり 保育士 必須
(1)11時30分～18時15分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 必須

年齢制限：不問 学歴：短大 必須 (2)8時00分～13時15分 小学校教諭免許（専修・１種・２種） 必須
派遣・請負ではない 時給 正社員 （従業員数：8人） (3)13時00分～18時15分

36070- 2491531 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

臨床工学技士 必須
(1)7時00分～15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：147人）

36070- 2431831 就業場所　徳島県板野郡松茂町
雇用期間の定めなし

医療事務資格 必須
(1)8時30分～17時15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：147人）

36070- 2432231 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～17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：35人）

36070- 2433531 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）

薬剤師 必須
(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：168人）

36070- 2435731 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） 看護師 必須
(1)8時00分～16時45分

年齢制限：18歳～59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- 2438931 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00分～16時45分

年齢制限：18歳～59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- 2439131 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） 大型自動車免許 あれば尚可

(1)8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 月給 正社員 （従業員数：5人）

36070- 2442531 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

美容師 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

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：7人）

36070- 2443431 就業場所　徳島県板野郡松茂町
雇用期間の定めなし

８トン限定中型自動車免許 あれば尚可

(1)8時00分～17時00分 小型移動式クレーン運転技能者 あれば尚可

年齢制限：不問 学歴： 不問 ２級土木施工管理技士 あれば尚可

派遣・請負ではない 日給 正社員 （従業員数：6人）

36070- 2446631 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～16時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)7時30分～15時30分
派遣・請負ではない 月給 正社員以外 （従業員数：33人）

36070- 2449031 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)8時00分～17時00分
年齢制限：18歳以上 学歴： 不問

請負 月給 正社員 （従業員数：19人）

36070- 2450531 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

交替制あり 保育士 あれば尚可

(1)9時45分～18時30分 社会福祉士 あれば尚可

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 （従業員数：15人）

36070- 2452731 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） 看護師 必須
(1)8時30分～17時00分

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)10時10分～18時40分
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：195人） (3)16時40分～8時50分

36070- 2454631 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） 看護師 必須
(1)8時30分～17時30分 准看護師 必須

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：15人） (3)9時30分～18時30分

36070- 2456131 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） その他の土木・測量技術関係資格 あれば尚可

(1)8時30分～17時30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：105人）

36070- 2457031 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

機械加工 株式会社　島本製作所 徳島県板野郡松茂町中喜来字福有開拓３０８
－１７

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-699-4125

159,060円 ～ 159,060円

学童保育支援員 林崎児童クラブ 徳島県鳴門市撫養町立岩字内田７３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-0056 いずれかの免許・資格所持で可

155,000円 ～ 200,000円

医療事務 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

260,000円 ～ 260,000円

臨床工学技士 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

183,100円 ～ 259,000円

生活支援員 社会福祉法人　アンドーラ 徳島県鳴門市大麻町東馬詰字諏訪の元７０番
地１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-697-2121

190,000円 ～ 190,000円

看護師 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

262,900円 ～ 296,000円

薬剤師 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

179,700円 ～ 276,100円

准看護師 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

201,200円 ～ 323,400円

美容師スタイリスト【トラ
イアル雇用併用求人】

株式会社ＢＩＶＲＥ松茂 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓１－２０１
ＢＩＶＲＥＯｆｆｉｃｅ３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-699-0660

180,000円 ～ 200,000円 大型トラックの整備についての知識

整備士 有限会社　徳ボー 徳島県板野郡北島町鯛浜字原８３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-612-9666

230,000円 ～ 276,000円 土木作業経験

土木作業員 株式会社　濱土建 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島５６７ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-678-9331

164,000円 ～ 350,000円 経験者

警備員 株式会社　セーフティ四国 徳島県板野郡板野町矢武字南川窪２９番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-7003

172,250円 ～ 193,000円 給食調理業務

調理員 社会福祉法人　蒼生会　藍住南ひまわり
保育園

徳島県板野郡藍住町奥野字乾１０４番地 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-676-2210

175,000円 ～ 200,000円

指導員 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

158,400円 ～ 199,200円

看護師・准看護師 株式会社　花雲 徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜１９７番地 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-687-2022 いずれかの免許・資格所持で可

228,000円 ～ 248,000円 病院の勤務経験があれば尚可

看護師 医療法人　敬愛会　南海病院 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂５ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-687-0311

210,000円 ～ 320,000円 拠出 土木、建設系の実務経験

建設コンサルタント技術者
（道路部門）

株式会社　フジタ建設コンサルタント 徳島県板野郡北島町鯛浜字原８７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-2155

166,000円 ～ 240,000円 経験者優遇
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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

5月18日発行
（5月9日～5月15日受理分）

変形（1年単位） その他の土木・測量技術関係資格 あれば尚可

(1)8時30分～17時30分
年齢制限：59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：105人）

36070- 2458831 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)5時30分～14時50分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)6時00分～15時20分
請負 月給 正社員 （従業員数：66人） (3)8時00分～17時20分

36070- 2464131 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：高校 必須

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：44人）

36070- 2523431 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ヶ月未満）

保育士 必須
(1)17時15分～8時30分 中学校教諭免許（専修・１種・２種） 必須

年齢制限：18歳以上 学歴：高校 必須 小学校教諭免許（専修・１種・２種） 必須
派遣・請負ではない 日給 パート労働者 （従業員数：39人）

36070- 2525331 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)10時00分～19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：44人）

36070- 2526631 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ヶ月未満）

交替制あり
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)9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：185人） (3)12時00分～21時00分

36070- 2528131 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

(1)13時30分～17時00分 ホームヘルパー２級 あれば尚可

年齢制限：60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：91人）

36070- 2529031 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：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- 2530531 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)9時00分～13時00分

年齢制限：不問 学歴：高校 必須 (2)15時00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：3人）

36070- 2532731 就業場所　徳島県板野郡板野町
雇用期間の定めなし

(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- 2533331 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

看護師 必須
(1)9時00分～17時00分 准看護師 必須

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)9時15分～16時45分
派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：14人）

36070- 2535931 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）

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～10時00分

年齢制限：不問 学歴：高校 必須 (2)15時00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：14人）

36070- 2536131 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)16時00分～19時00分
年齢制限：不問 学歴：短大 必須 (2)16時30分～19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）

36070- 2512231 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） 大型自動車第二種免許 あれば尚可

(1)18時00分～10時00分 運行管理者（旅客） あれば尚可

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：22人）

36070- 2516331 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

年齢制限：18歳以上 学歴：専修学校 必須

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：10人）

36070- 2492431 就業場所　徳島県徳島市
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：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- 2497131 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）
(1)6時00分～11時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)6時30分～11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- 2501131 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

運転手（４トン・大
型）

シモハナ物流株式会社　徳島第一営業所 徳島県板野郡板野町西中富字源氏８１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-672-7087

210,000円 ～ 370,000円 拠出
【必須】建設コンサルタントで河川の調査・計画・解析に関する実務経験

建設コンサルタント技術者
（河川調査部門）

株式会社　フジタ建設コンサルタント 徳島県板野郡北島町鯛浜字原８７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-698-2155

148,070円 ～ 148,070円

900円 ～ 900円

調理補助（朝食担当・短時
間勤務）

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

2,000円 ～ 2,000円 又は6時00分～12時00分
の間の5時間程度

小、中、高校生に対する算
数、数学、国語、英語の学習
指導

株式会社　エスシャイン 徳島県板野郡藍住町勝瑞字成長２０３番地１
３

労災

TEL　088-678-2695

1,100円 ～ 1,400円 又は16時00分～23時00
分の間の6時間程度

レンタル商品交換ス
タッフ

ダスキン藍住（株式会社ダスキンサーヴ
中国四国）

徳島県板野郡藍住町徳命字前須東１８５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-678-6383

930円 ～ 950円 又は16時00分～19時30
分の間の2時間以上

運行管理事務員 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 労災

TEL　0877-73-3341

1,000円 ～ 1,000円 運行管理経験者又は乗務経験者

運転送迎員 社会福祉法人　健祥会　グループホーム
藤吉郎

徳島県板野郡藍住町徳命字小塚北９２番地３ 労災

TEL　088-693-0003

855円 ～ 870円

採点スタッフ【火・金
曜のみ勤務】

公文式　藍住インター教室 徳島県板野郡藍住町東中富字龍池傍示５０－
１

労災

TEL　090-9551-9328

1,010円 ～ 1,010円 医療事務経験

看護職員 社会福祉法人　健祥会　グループホーム
藤吉郎

徳島県板野郡藍住町徳命字小塚北９２番地３ 労災

TEL　088-693-0003 いずれかの免許・資格所持で可

1,140円 ～ 1,440円

医療事務および診療補
助

西岡整骨院 徳島県板野郡板野町川端字鶴ケ須１４－１ 労災

TEL　088-672-5673

855円 ～ 900円

事務補佐員（心理・教
育相談室）

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

900円 ～ 900円

漬物製造 岡田仙漬物食品　株式会社 徳島県板野郡板野町西中富字民富地５６ 雇用・労災

TEL　000-0000-0000

900円 ～ 1,000円 又は7時00分～17時00分
の間の6時間程度

マリンスタッフ 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

TEL　088-687-2912

1,250円 ～ 1,250円

デイサービス送迎運転手（敬
愛の家）【６０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

労災

TEL　088-698-6111

1,186円 ～ 1,186円 社会福祉施設の職員として勤務経験を５年以上有する者  他

店内スタッフ 株式会社　徳島イエローハット 徳島県鳴門市大津町備前島字横丁ノ越２８４
－１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-5579

900円 ～ 1,000円

ピット技術員 株式会社　徳島イエローハット 徳島県鳴門市大津町備前島字横丁ノ越２８４
－１

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-5579

1,000円 ～ 1,200円 ピット作業

児童生活指導員【週３
日勤務】

徳島県立　徳島学院 徳島県鳴門市大麻町板東字広塚３５ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-689-1121 いずれかの免許・資格所持で可
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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

5月18日発行
（5月9日～5月15日受理分）

変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～10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）

36070- 2502031 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

保育士 必須
(1)14時00分～18時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)13時00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：13人） (3)10時00分～14時00分

36070- 2505531 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）

保育士 あれば尚可

(1)14時00分～18時00分 社会福祉士 あれば尚可

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)13時00分～17時30分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２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：13人） (3)10時00分～14時00分
36070- 2506431 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）

日商簿記１級 あれば尚可

(1)9時00分～15時00分 日商簿記２級 あれば尚可

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：45人）

36070- 2468531 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 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- 2470631 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- 2471931 就業場所　徳島県板野郡藍住町
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

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：15人）

36070- 2477431 就業場所　徳島県板野郡藍住町
雇用期間の定めなし

介護福祉士 必須
(1)8時00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 時給 パート労働者 （従業員数：14人）

36070- 2479331 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～16時30分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)8時00分～12時00分

請負 時給 パート労働者 （従業員数：8人） (3)13時00分～17時00分
36070- 2481031 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

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：15人）

36070- 2484531 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～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：1人）

36070- 2488631 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)9時00分～16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：29人）

36070- 2489931 就業場所　徳島県板野郡板野町
雇用期間の定めなし

(1)15時00分～18時00分
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：8人）

36070- 2490231 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)14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：9人）

36070- 2430031 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：0人）

36070- 2434431 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）

(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- 2436331 就業場所　徳島県鳴門市
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：35人）

36070- 2437631 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）

855円 ～ 855円 又は9時00分～16時00分
の間の4時間以上 染色やアクセサリー・小物製作などの経験のある方、また興味のある方

事務補佐員（教員教育国際
協力センター）

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

1,010円 ～ 1,010円

生活支援員 社会福祉法人　アンドーラ 徳島県鳴門市大麻町東馬詰字諏訪の元７０番
地１

労災

TEL　088-697-2121

1,000円 ～ 1,500円 医療事務経験者は優遇
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

1,100円 ～ 1,400円 農作業経験

学童保育支援員 林崎児童クラブ 徳島県鳴門市撫養町立岩字内田７３－１ 労災

TEL　088-685-0056

900円 ～ 1,000円 保育士または幼稚園教諭免許あるいは教員免許あれば優遇

医療事務 こうの　ＩＮＲ　クリニック 徳島県板野郡藍住町東中富字龍池傍示５４番
地３

労災

TEL　088-693-1103

1,100円 ～ 1,300円

事務作業員補助 株式会社　ステップアップコープとくし
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・
財形TEL　088-672-1290

866円 ～ 866円

一般事務 有限会社　大黒屋 徳島県鳴門市里浦町里浦字花面２１５－７ 労災

TEL　088-685-3536

900円 ～ 950円 又は9時00分～18時00分
の間の5時間程度

農作業員（甘藷） 藤川　実 徳島県鳴門市大津町矢倉２－８１－１ その他

TEL　000-0000-0000

1,100円 ～ 1,200円

病院の清掃業務（板野
町）

有限会社　下村美粧 徳島県板野郡藍住町勝瑞字東勝地６１－１９ 雇用・労災

TEL　000-000-0000

860円 ～ 950円

介護職員 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

労災

TEL　088-692-8589 いずれかの免許・資格所持で可

860円 ～ 1,000円 又は8時30分～17時15分
の間の4時間程度

介護福祉士 株式会社　Ｔ’ｓフィジオ　リハビリス
テーション　ネトレン撫養

徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島４４０番地 労災

TEL　088-684-5501

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

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

経理事務 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5時間程度

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

1,120円 ～ 1,120円

児童指導員（鳴門市） 株式会社　ｑｕａｔｔｒｏ 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵１８３－１ 労災

TEL　088-676-3128

900円 ～ 900円

レストランサービス（朝食
担当・短時間勤務）

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

2,000円 ～ 2,000円 又は6時00分～12時00分
の間の4時間程度

保育士（鳴門市） 株式会社　ｑｕａｔｔｒｏ 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵１８３－１ 労災

TEL　088-676-3128
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（鳴門公共職業安定所）
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※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

5月18日発行
（5月9日～5月15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：168人）

36070- 2441231 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 介護福祉士 あれば尚可

(1)8時00分～12時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)13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：23人）

36070- 2447931 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

看護師 必須
(1)8時30分～12時30分 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：5人）

36070- 2448131 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

(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：15人）

36070- 2455931 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

臨床工学技士 必須
(1)8時30分～16時15分

年齢制限：不問 学歴：大学 必須

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：531人）

36070- 2459231 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)13時30分～17時30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：33人） (3)8時30分～12時30分
36070- 2460731 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)10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：16人）

36070- 2462631 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～15時30分
年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (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：44人） (3)9時00分～17時00分
36070- 2463931 就業場所　徳島県鳴門市

雇用期間の定めなし

事務職 株式会社　鳴門自動車教習所 徳島県鳴門市大津町矢倉字四の越５２ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-685-3242

860円 ～ 860円

880円 ～ 880円

清掃【日・月・水・金
曜勤務】

株式会社　白鳥観光 徳島県鳴門市大津町矢倉四の越２８番地 労災

TEL　088-685-3242

860円 ～ 860円

臨床工学技師 地方独立行政法人　徳島県鳴門病院 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形TEL　088-683-0011

1,119円 ～ 2,069円 臨床工学技士業務経験

保育士補助及び子育て
支援

社会福祉法人　蒼生会　藍住南ひまわり
保育園

徳島県板野郡藍住町奥野字乾１０４番地 雇用・労災

TEL　088-676-2210

1,500円 ～ 1,500円

介護スタッフ（デイ
サービス）

株式会社　花雲 徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜１９７番地 労災

TEL　088-687-2022

900円 ～ 1,400円

介護職員（こもれびデ
イサービス）

一般社団法人　虹 徳島県板野郡上板町西分字滝ノ宮南５０番地
１

雇用・労災

TEL　088-694-5603

1,000円 ～ 1,200円 経験者優遇　未経験者可

看護師、准看護師 森本内科循環器科 徳島県鳴門市大津町木津野字仲ノ越８５－１
１

雇用・労災

TEL　088-686-8181 いずれかの免許・資格所持で可

看護助手 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 労災

TEL　088-688-0011

1,000円 ～ 1,025円 又は8時30分～17時15分
の間の1時間以上
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