
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～59歳 学歴： 不問 (2)8時30分～19時00分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：51人） (3)16時30分～9時00分

36010-15121711 就業場所　徳島県徳島市
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：6人）

36010-15128611 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年単位）

(1)8時30分～17時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (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：54人） (3)8時30分～18時30分

36010-15129911 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）

(1)8時00分～17時00分

年齢制限：18歳～59歳 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：13人） (3)11時00分～20時00分

36010-15125411 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） 介護福祉士 あれば尚可

(1)7時00分～16時00分

年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (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：70人） (3)11時30分～20時30分

36010-15126011 就業場所　徳島県徳島市 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 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：22人）

36010-15113711 就業場所　徳島県徳島市 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)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：22人）

36010-15114811 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

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

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：2人）

36010-16107111 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）

(1)8時30分～17時00分

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)10時00分～18時30分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：182人） (3)7時30分～16時00分

36010-16106911 就業場所　徳島県徳島市
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：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)7時30分～16時00分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：2人） (3)10時30分～19時00分

36010-15131811 就業場所　徳島県徳島市
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)9時00分～18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：27人）

36010-16122911 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） 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： 不問 (2)9時00分～18時00分 介護職員実務者研修修了者 あれば尚可

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

36010-16121611 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） ホームヘルパー２級 必須
介護職員初任者研修修了者 必須

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問 介護職員実務者研修修了者 あれば尚可

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：17人）

36010-16120311 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

ホームヘルパー２級 あれば尚可

(1)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

年齢制限：18歳以上 学歴： 不問 (2)9時00分～18時00分 介護職員実務者研修修了者 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：15人） (3)15時30分～9時30分

36010-16163911 就業場所　徳島県徳島市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

交替制あり

(1)6時00分～13時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)11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：27人）

36010-16166811 就業場所　徳島県徳島市
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

調理員／看護小規模沖洲
徳島市　無資格／未経験歓迎

徳島県徳島市山城西３丁目４１－２ 雇用・労災

TEL　088-654-1030

訪問介護員／徳島市
処遇改善一時金支給

介護支援専門員（計画作成担当

者）／看護小規模沖洲

175,000円

介護職員（カサ・デ・
エスペランサ）

医療法人　清流会　そよかぜ病院 徳島県徳島市名東町２丁目６５０－３５


雇用・労災・
健康・厚生・
財形

セントケア四国　株式会社
徳島事業部

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

ケアスタッフ（沖洲）
≪小規模多機能型居宅介護≫

セントケア四国　株式会社
徳島事業部

徳島県徳島市山城西３丁目４１－２ 労災

TEL　088-654-1030

875円 ～ 905円

875円 ～ 875円

160,000円 ～ 174,500円

163,000円 ～ 212,500円
又は9時00分～20時00分
の間の8時間

セントケア四国　株式会社
徳島事業部

徳島県徳島市山城西３丁目４１－２ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-654-1030 いずれかの免許・資格所持で可

セントケア四国　株式会社
徳島事業部

徳島県徳島市山城西３丁目４１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

TEL　088-654-1030

160,000円 ～

介護職員 医療法人　清流会　そよかぜ病院 徳島県徳島市名東町２丁目６５０－３５


雇用・労災・
健康・厚生・
財形

TEL　088-631-5135

235,000円 ～ 259,500円

看護師（訪問看護） 医療法人　清流会　そよかぜ病院 徳島県徳島市名東町２丁目６５０－３５


雇用・労災・
健康・厚生・
財形

TEL　088-631-5135

163,000円 ～ 180,500円

ケアスタッフ　徳島市
小規模多機能型居宅介護

セントケア四国　株式会社
徳島事業部

徳島県徳島市山城西３丁目４１－２ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-654-1030 いずれかの免許・資格所持で可

244,500円 ～ 262,000円

200,000円 ～ 289,700円

看護職員（デイサービ
スセンター松の実）

株式会社　ハートフル介護とくしま 徳島県徳島市名東町２丁目１０ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-632-1505 いずれかの免許・資格所持で可

165,000円 ～ 224,700円

介護職員（デイサービ
スセンター松の実）

株式会社　ハートフル介護とくしま 徳島県徳島市名東町２丁目１０ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-632-1505

200,000円 ～ 289,700円

看護師・准看護師
（急募）

医療法人　川内内科 徳島県徳島市鮎喰町２丁目９５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-632-1505 いずれかの免許・資格所持で可

TEL　088-634-2023

165,000円 ～ 224,700円

介護職員（グループ
ホーム松の実）

医療法人　川内内科 徳島県徳島市鮎喰町２丁目９５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-633-6681

210,000円 ～ 269,700円
居宅介護支援事業所での就業経験

ケアマネージャー（居
宅介護支援事業所）

医療法人　川内内科 徳島県徳島市鮎喰町２丁目９５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-632-1505

TEL　088-631-5135

165,000円 ～ 224,700円

介護職員（デイケア） 医療法人　川内内科 徳島県徳島市鮎喰町２丁目９５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-632-1505

165,000円 ～ 224,700円

介護職員（ショートス
テイ春水）

医療法人　川内内科 徳島県徳島市鮎喰町２丁目９５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

日時：令和 3年１１月 9日（火）１３時３０分～

会場：ハローワーク徳島 ３階会議室
◎ 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相談窓口へお問い合わせく

https://www.hellowork.mhlw.go.jp

URLで！

QRコードで！

介護就職デイ ～２０２１～

介護職・医療職のミニ就職面接会 求人一覧



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

日時：令和 3年１１月 9日（火）１３時３０分～

会場：ハローワーク徳島 ３階会議室
◎ 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相談窓口へお問い合わせく

https://www.hellowork.mhlw.go.jp

URLで！

QRコードで！

介護就職デイ ～２０２１～

介護職・医療職のミニ就職面接会 求人一覧

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

年齢制限：59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：18人）

38010-30485211 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） 社会福祉士 必須
(1)8時30分～17時30分 介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 精神保健福祉士 必須
派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：40人）

38010-29963811 就業場所　徳島県徳島市
雇用期間の定めなし

介護福祉士 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 時給 パート労働者 （従業員数：40人）

38010-30484811 就業場所　徳島県徳島市 普通自動車運転免許　　あれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

交替制あり

(1)8時30分～13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：40人）

38010-30486511 就業場所　徳島県徳島市
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

変形（1ヶ月単位） 社会福祉士 必須
(1)8時30分～17時30分 介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須

年齢制限：不問 学歴： 不問 精神保健福祉士 必須
派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：40人）

38010-29962711 就業場所　徳島県徳島市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

変形（1ヶ月単位） 看護師 必須
(1)8時00分～16時30分

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)16時00分～0時30分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：190人） (3)0時15分～8時45分

36010-16087211 就業場所　徳島県徳島市
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時30分

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)16時00分～0時30分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：190人） (3)0時15分～8時45分

36010-16090611 就業場所　徳島県徳島市
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位）

(1)4時30分～13時00分

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)8時00分～16時30分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：190人） (3)9時30分～18時00分

36010-16068111 就業場所　徳島県徳島市
雇用期間の定めなし

(1)17時15分～19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：248人）

36010-16070511 就業場所　徳島県徳島市
雇用期間の定めなし

(1)6時30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：248人）

36010-16089411 就業場所　徳島県徳島市
雇用期間の定めなし

准看護師 必須
(1)9時00分～18時00分 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：42人）

36010-16051111 就業場所　徳島県名西郡石井町 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00分～16時00分

年齢制限：18歳～59歳 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：42人） (3)10時30分～19時30分

36010-16052711 就業場所　徳島県名西郡石井町
雇用期間の定めなし

(1)7時00分～14時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (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：42人）

36010-16058311 就業場所　徳島県名西郡石井町
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位）

(1)17時00分～10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：42人）

36010-16057011 就業場所　徳島県名西郡石井町
雇用期間の定めなし

介護職員／徳島市
／デイサービス

調理職員／徳島市
／デイサービス

株式会社　ツクイ　四国・岡山圏 愛媛県松山市桑原３－１４－３０ 労災

TEL　0120-106-311

197,000円 ～ 255,000円 拠出

950円 ～ 1,000円

介護職員／徳島市
／デイサービス

株式会社　ツクイ　四国・岡山圏 愛媛県松山市桑原３－１４－３０ 労災

TEL　0120-106-311

生活相談員／徳島市
／デイサービス

株式会社　ツクイ　四国・岡山圏 愛媛県松山市桑原３－１４－３０ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　0120-106-311 いずれかの免許・資格所持で可

900円 ～ 900円

214,000円 ～ 257,000円 拠出

生活相談員／徳島市
／デイサービス

株式会社　ツクイ　四国・岡山圏 愛媛県松山市桑原３－１４－３０ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　0120-106-311 いずれかの免許・資格所持で可

株式会社　ツクイ　四国・岡山圏 愛媛県松山市桑原３－１４－３０ 雇用・労災・
健康・厚生

TEL　0120-106-311

調理員 医療法人　むつみホスピタル 徳島県徳島市南矢三町３丁目１１番２３号 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

TEL　088-631-0181

1,280円 ～ 1,380円

233,800円 ～ 251,800円 拠出

1,000円 ～ 1,000円

156,000円 ～ 156,000円 拠出

調理補助 医療法人　むつみホスピタル 徳島県徳島市南矢三町３丁目１１番２３号 労災

TEL　088-631-0181

看護師 医療法人　むつみホスピタル 徳島県徳島市南矢三町３丁目１１番２３号 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

TEL　000-0000-0000

152,500円 ～ 157,500円 拠出

ケアスタッフ
（未経験者歓迎！）

医療法人　むつみホスピタル 徳島県徳島市南矢三町３丁目１１番２３号 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

TEL　000-0000-0000

950円 ～ 950円 拠出

調理補助
（６：３０～１２：３０）

医療法人　むつみホスピタル 徳島県徳島市南矢三町３丁目１１番２３号 労災

TEL　088-634-3121

180,000円 ～ 236,500円

看護師・准看護師
（ショートステイ昭誠館天神）

株式会社　ユーセイホールディング
ス

徳島県名西郡石井町高川原字天神７２５－
４

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-675-2355 いずれかの免許・資格所持で可

160,000円 ～ 200,000円

介護職員
（ショートステイ昭誠館天神）

株式会社　ユーセイホールディング
ス

徳島県名西郡石井町高川原字天神７２５－
４

雇用・労災・
健康・厚生

TEL　088-675-2355

955円 ～ 1,014円
高齢施設等での夜勤経験３年以上

介護職員（夜勤専従）
（ショートステイ昭誠館天神）

株式会社　ユーセイホールディング
ス

徳島県名西郡石井町高川原字天神７２５－
４

労災

TEL　088-675-2355

850円 ～ 1,000円

介護職員
（ショートステイ昭誠館天神）

株式会社　ユーセイホールディング
ス

徳島県名西郡石井町高川原字天神７２５－
４

労災

TEL　088-675-2355

ハローワーク徳島

（人材確保対策コーナー）

介護就職デイ ～２０２１～ 福祉（介護職・看護職）のお仕事相談窓口設置

○徳島県福祉人材センター ○徳島県ナースセンター ○介護労働安定センター徳島支所


