
変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分

年齢制限：18歳～63歳 学歴：高校 必須 (2)10時30分～19時30分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：740人） (3)8時30分～17時30分

36010-16634721 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） 看護師 必須

(1)8時30分～17時30分 准看護師 必須

年齢制限：63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）

36010-16635821 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)9時00分～18時00分 介護職員初任者研修修了者 必須

年齢制限：18歳～63歳 学歴：高校 必須 (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：47人） (3)10時00分～19時00分

36010-16636221 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） ホームヘルパー２級 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～63歳 学歴：高校 必須 (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：24人） (3)9時00分～18時00分

36010-16637521 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

(1)8時30分～17時30分

年齢制限：不問 学歴：高校 必須 (2)8時30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：17人） (3)12時00分～16時00分

36010-16638421 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） 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)12時30分～21時00分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：470人）

36010-16505721 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） ホームヘルパー２級 あれば尚可

(1)7時30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～59歳 学歴：高校 必須 (2)11時00分～19時30分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：29人）

36010-16506821 就業場所　徳島県徳島市
雇用期間の定めなし

交替制あり

(1)8時00分～16時30分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (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：481人） (3)11時30分～20時00分

36010-16509421 就業場所　徳島県徳島市
雇用期間の定めなし

臨床検査技師 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)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：213人）

36010-16511121 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） 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： 不問 (2)16時30分～1時00分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：460人） (3)0時30分～9時00分

36010-16513721 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） 介護福祉士 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：460人）

36010-16514821 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 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～1時00分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：112人） (3)0時30分～9時00分

36010-16515221 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：460人）

36010-16516521 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)16時30分～1時00分

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：112人） (3)0時30分～9時00分

36010-16517421 就業場所　徳島県徳島市
雇用期間の定めなし

看護師 必須

(1)9時00分～18時00分

年齢制限：59歳以下 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：93人） (3)14時00分～18時00分

36010-16519621 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） 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

(1)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

年齢制限：18歳～59歳 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：93人） (3)17時00分～9時15分

36010-16520021 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

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

149,000円 ～ 179,000円

介護スタッフ／グループ
ホーム（いちごの家　徳
島町）

医療法人いちえ会　介護部門統括
部

徳島県徳島市徳島町２丁目５４番
地

雇用・労
災・健康・
厚生

200,000円 ～ 300,000円

看護師及び准看護師／い
ちご訪問看護ステーショ
ン

医療法人いちえ会　介護部門統括
部

徳島県徳島市徳島町２丁目５４番
地

雇用・労
災・健康・
厚生

いずれかの免許・資格所持で可

159,000円 ～ 194,000円

介護スタッフ（カメリ
ア）＊夜勤有り＊

医療法人いちえ会　介護部門統括
部

徳島県徳島市徳島町２丁目５４番
地

雇用・労
災・健康・
厚生

いずれかの免許・資格所持で可

159,000円 ～ 194,000円

介護スタッフ（ナーシン
グ伊月）

医療法人いちえ会　介護部門統括
部

徳島県徳島市徳島町２丁目５４番
地

雇用・労
災・健康・
厚生

855円 ～ 1,000円
又は7時00分～19時30分の
間の3時間以上

介護スタッフ（グループ
ホームいちごの家徳島
町）／土日祝休

医療法人いちえ会　介護部門統括
部

徳島県徳島市徳島町２丁目５４番
地

労災

209,400円 ～ 216,400円
看護師経験

看護師 社会医療法人　川島会　川島病院 徳島県徳島市北佐古一番町１－３
９

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

150,100円 ～ 150,100円
看護助手、介護業務経験

看護助手（介護職員） 社会医療法人　川島会　川島病院 徳島県徳島市北佐古一番町１－３
９

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

151,900円 ～ 151,900円
医師事務作業補助業務

クラーク 社会医療法人　川島会　川島病院 徳島県徳島市北佐古一番町１－３
９

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

209,400円 ～ 216,400円

臨床検査技師 社会医療法人　川島会　川島病院 徳島県徳島市北佐古一番町１－３
９

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

230,000円 ～ 250,000円

介護福祉士（博愛記念病
院）

医療法人　平成博愛会　博愛記念
病院

徳島県徳島市勝占町惣田９ 雇用・労
災・健康・
厚生

220,000円 ～ 230,000円

介護福祉士（博愛記念病
院内デイケア）

医療法人　平成博愛会　博愛記念
病院

徳島県徳島市勝占町惣田９ 雇用・労
災・健康・
厚生

220,000円 ～ 240,000円

介護福祉士（平成アメニ
ティ）

医療法人　平成博愛会　博愛記念
病院

徳島県徳島市勝占町惣田９ 雇用・労
災・健康・
厚生

201,000円 ～ 201,000円

介護職員（博愛記念病院
内デイケア）

医療法人　平成博愛会　博愛記念
病院

徳島県徳島市勝占町惣田９ 雇用・労
災・健康・
厚生

201,000円 ～ 210,000円

介護職員（平成アメニ
ティ）

医療法人　平成博愛会　博愛記念
病院

徳島県徳島市勝占町惣田９ 雇用・労
災・健康・
厚生

1,500円 ～ 1,500円

看護師（病棟勤務） 医療法人　三輝会（稲山病院） 徳島県徳島市南田宮４丁目３－９ 労災

161,500円 ～ 183,500円
介護経験のある方優遇いたします。

介護職員 医療法人　三輝会（稲山病院） 徳島県徳島市南田宮４丁目３－９ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

介護就職デイ～２０２２～

介護職・医療職のミニ就職面接会 求人一覧
日時：令和４年１１月９日（水） １３：３０～１５：００

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紹介窓口へお問い合わせください。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp

☆最新の求人情報は、

『ハローワーク・インターネットサービス』

で検索！

URLで！

ハローワーク徳島
☎０８８（６２２）６３０５

QRコードで！
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介護就職デイ～２０２２～

介護職・医療職のミニ就職面接会 求人一覧
日時：令和４年１１月９日（水） １３：３０～１５：００

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紹介窓口へお問い合わせください。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp

☆最新の求人情報は、

『ハローワーク・インターネットサービス』

で検索！

URLで！

ハローワーク徳島
☎０８８（６２２）６３０５

QRコードで！

介護職員初任者研修修了者 必須

(1)9時00分～18時00分 介護職員実務者研修修了者 必須

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)9時00分～13時00分 介護福祉士 必須

派遣・請負ではない 時給 パート労働者 （従業員数：93人） (3)14時00分～18時00分

36010-16522821 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～18時00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：93人） (3)17時00分～9時15分

36010-16524521 就業場所　徳島県徳島市
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 (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：93人） (3)14時00分～18時00分

36010-16525421 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～64歳 学歴： 不問 (2)10時00分～19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：29人） (3)12時30分～21時30分

36010-16527621 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 必須

(1)8時00分～17時00分 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 (2)8時30分～17時30分 介護職員実務者研修修了者 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：15人） (3)9時00分～18時00分

36010-16530821 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 必須

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)9時00分～18時00分 介護福祉士 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：18人） (3)11時00分～20時00分

36010-16531221 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 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～59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 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：19人） (3)13時00分～22時00分

36070- 5305321 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

変形（1ヶ月単位） 看護師 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：52人）

36010-16418221 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：18歳以上 学歴： 不問 (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 正社員以外 （従業員数：44人）

36010-16149321 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）

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

年齢制限：18歳以上 学歴： 不問 (2)10時00分～19時00分

派遣・請負ではない 月給 正社員以外 （従業員数：23人） (3)7時00分～16時00分

36010-16152721 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）

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：18歳～64歳 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：34人） (3)16時30分～9時30分

36010-16154221 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） 介護福祉士 必須

(1)9時00分～18時00分 介護職員実務者研修修了者 必須

年齢制限：不問 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：41人）

36010-16157321 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：15人）

36010-15836221 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

介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

年齢制限：不問 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 時給 パート労働者 （従業員数：15人）

36010-15845521 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）

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：不問 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 時給 パート労働者 （従業員数：15人）

36010-14461921 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 看護師 必須

(1)8時00分～17時00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：27人） (3)10時30分～19時30分

36010-16402421 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

860円 ～ 910円

介護職員 医療法人　三輝会（稲山病院） 徳島県徳島市南田宮４丁目３－９ 労災

いずれかの免許・資格所持で可

161,500円 ～ 183,500円
看護補助経験のある方、採用時優遇いたします。

看護補助者 医療法人　三輝会（稲山病院） 徳島県徳島市南田宮４丁目３－９ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

880円 ～ 1,200円
看護補助業務の経験者優遇いたします。

看護補助者 医療法人　三輝会（稲山病院） 徳島県徳島市南田宮４丁目３－９ 労災

175,200円 ～ 205,200円

介護職スタッフ（介護付
有料老人ホーム　エクセ
レント徳島）

株式会社　エクセレントケアシス
テム

徳島県徳島市かちどき橋１丁目２
２－１

雇用・労
災・健康・
厚生

175,200円 ～ 205,200円

介護スタッフ（デイサー
ビス　エクセレント鹿鳴
館）

株式会社　エクセレントケアシス
テム

徳島県徳島市かちどき橋１丁目２
２－１

雇用・労
災・健康・
厚生

いずれかの免許・資格所持で可

175,200円 ～ 205,200円

介護スタッフ（住宅型有
料老人ホーム　エクセレ
ント城南）

株式会社　エクセレントケアシス
テム

徳島県徳島市かちどき橋１丁目２
２－１

雇用・労
災・健康・
厚生

いずれかの免許・資格所持で可

319,500円 ～ 337,000円

看護師　看護小規模沖洲 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

230,000円 ～ 325,000円

看護師（訪問看護ステー
ション）※急募

特定非営利活動法人　どりーまぁ
サービス

徳島県徳島市末広２丁目１番８０
 号

雇用・労
災・健康・
厚生

150,000円 ～ 220,000円

介護職員／沖洲※急募 特定非営利活動法人　どりーまぁ
サービス

徳島県徳島市末広２丁目１番８０
 号

雇用・労
災・健康・
厚生

いずれかの免許・資格所持で可

150,000円 ～ 220,000円

介護職員／北佐古※急募 特定非営利活動法人　どりーまぁ
サービス

徳島県徳島市末広２丁目１番８０
 号

雇用・労
災・健康・
厚生

150,000円 ～ 215,000円

介護職員／川内　※急募 特定非営利活動法人　どりーまぁ
サービス

徳島県徳島市末広２丁目１番８０
 号

雇用・労
災・健康・
厚生

165,000円 ～ 190,000円

訪問介護スタッフ／末広 特定非営利活動法人　どりーまぁ
サービス

徳島県徳島市末広２丁目１番８０
 号

雇用・労
災・健康・
厚生

いずれかの免許・資格所持で可

169,000円 ～ 218,500円
又は9時00分～20時00分の
間の8時間

訪問介護員／徳島市　処
遇改善一時金支給

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

いずれかの免許・資格所持で可

1,264円 ～ 1,320円
又は8時30分～18時30分の
間の8時間

訪問入浴ケアスタッフ・
オペレーター（日勤の
み）無資格：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

1,174円 ～ 1,970円
又は7時00分～20時00分の
間の5時間以上

ホームヘルパー　日勤
／徳島　扶養の範囲で働
きたい方歓迎

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

いずれかの免許・資格所持で可

175,200円 ～ 205,200円

介護スタッフ（グループ
ホーム　春日苑　松茂）

有限会社　シルバーケア 徳島県板野郡松茂町広島字四番越
１１－５

雇用・労
災・健康・
厚生

いずれかの免許・資格所持で可


