
作成日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時15分 看護師
(2)17時00分～ 1時00分 准看護師
(3) 0時45分～ 8時45分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-4355  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時40分～15時40分 看護師

准看護師
普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 090-1004-8731  
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時15分 介護福祉士

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-22-5750  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-22-5750  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時15分～18時15分 看護師
(2) 8時15分～17時15分 准看護師
(3) 8時15分～12時45分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-20-0600  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時30分 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-5009  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 7時00分～15時45分 看護師
(2) 8時30分～17時15分 准看護師
(3)10時00分～18時45分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-3773  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-5029  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時30分
(2)16時30分～ 9時00分
(3) 7時30分～16時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0163  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生年金基金

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時15分 看護師
(2)16時30分～ 1時15分 准看護師
(3) 0時30分～ 9時15分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-22-3211  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-1150  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分
(3)16時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-2600  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生年金基金

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時30分～17時30分 看護師
(2) 8時30分～14時00分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-6606  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～12時15分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-29-1313  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時15分 介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-2306  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 9時00分～18時00分
(2)12時00分～21時00分
(3)16時00分～10時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-24-1611  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

【対象者】雇用保険を受給できない求職者の方で、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認められる方

【内　容】求職者支援訓練等を受講し、スキルアップが図れます。（受講料は無料、テキスト代は自己負担）

　　　　　訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。

　　　　　一定要件を満たす方に訓練期間中、「職業訓練受講給付金」を支給します。

2月　13日
3月　15日予定

年齢
採用人数

賃金形態
賃金（月額換算）

必要な免許資格
休日

求人者名・所在地・求人番号・就業場所等

38030-  535781

1人 愛媛県西予市宇和町坂戸４３７番地

38030-  522381 日他

他

正看護師又は准看護師
月給

一般社団法人　八幡浜医師会立　双岩病院
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
149,200円～
221,900円2人 八幡浜市若山４番耕地１６０番地１

介護福祉士（日勤：グ
ループホーム）

時給
医療法人　青峰会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

166,005円～
166,005円2人 八幡浜市五反田１－１０４６－１

看護職員
時給

株式会社　はなみずき 雇用・労災不問

850円～900円

日祝他

正・准看護師
月給

医療法人　にしわき眼科クリニック 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

38030-  525581

180,000円～
280,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目４番５号

38030-  512081

38030-  432081

愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６－３

他

他

看護職員
月給

社会福祉法人　西予総合福祉会 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
169,850円～
177,050円

他

看護職員（正社員：日
勤）

月給
医療法人　高仁会 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

185,000円～
215,000円2人 西予市宇和町上松葉１８４－２

38030-  489781

2人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

2人 愛媛県西予市宇和町河内１６７番地１

38030-  501881

38030-  494581

介護職員
日給

有限会社　和家　グループホーム蘭 雇用・労災・
健康・厚生

不問
156,600円～
175,400円

他

介護職員
月給

医療法人　福寿会　宇都宮病院
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
172,500円～
205,500円2人 八幡浜市１５３６－１１８

38030-  503181 他

相談支援員
日給

西予市役所　福祉課 雇用・公災・
健康・厚生

不問
119,700円～
132,300円1人 西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

他

看護師（１年更新）
月給

市立　八幡浜総合病院 雇用・労災・
健康・厚生

不問
160,100円～
261,800円5人 八幡浜市大平１－６３８

38030-  361181

174,050円～
177,530円3人 愛媛県八幡浜市１２８０－９

38030-  395281 他

38030-  366581 土日祝他

他

日祝他

ケアスタッフ（日勤：
コンフォート神山・松
柏）

時給
社会福祉法人　弘正会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

158,100円～
158,100円2人

時給
医療法人　おだクリニック 雇用・労災・

健康・厚生
不問

174,720円～
218,400円2人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目３１３番地の６

38030-  399681

介護職員（ヘルパー）
時給

医療法人　広仁会　広瀬病院
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

日他

生活支援員／男性専用
求人

月給 社会福祉法人　和泉蓮華会
八幡浜市障害者施設　いきいきプチファーム

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
187,300円～
222,400円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙６４８番地１

38030-  421881

2人 八幡浜市江戸岡１丁目２番９号

看護師又は准看護師

介護支援専門員
月給

社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
145,947円～
171,547円1人 愛媛県西予市野村町野村１２号１５番地

38030-  439881 土日祝他

38030-  451681 他

介護職員
時給 テルウェル西日本　株式会社

四国支店　グループホーム　サルビア
雇用・労災・
健康・厚生

不問
159,424円～
169,600円

求職者支援制度のご案内

℡ 0894-22-4033 

ハローワーク八幡浜 

（八幡浜公共職業安定所） ◎ 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。 

◎ 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。 

◎ ハローワークインターネットサービスもご利用ください。(https：//www.hellowork.go.jp/) 
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作成日：
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職種 就業時間 加入保険等
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3月　15日予定

年齢
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賃金形態
賃金（月額換算）

必要な免許資格
休日

求人者名・所在地・求人番号・就業場所等

℡ 0894-22-4033 

ハローワーク八幡浜 

（八幡浜公共職業安定所） ◎ 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。 

◎ 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。 

◎ ハローワークインターネットサービスもご利用ください。(https：//www.hellowork.go.jp/) 

　
(1) 8時30分～17時30分 原動機付自転車免許

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-23-1616  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 8時00分～17時00分 保育士
(2) 9時00分～18時00分 幼稚園教諭免許
(3) 8時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-3855  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 7時45分～16時45分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-21-3333  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-7447  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1)18時30分～23時30分 看護師
(2) 8時30分～17時30分 准看護師

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-24-1199  
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時15分 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-29-1000  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時00分～18時00分
(3)12時00分～21時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-3728  
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)17時30分～ 9時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-89-4165  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

変形（１年単位） 　
(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
(2)16時30分～ 1時15分
(3) 0時45分～ 9時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-72-3820  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～15時30分 ホームヘルパー２級

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-22-0222  
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1)12時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-20-9333  
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-22-5685  
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時00分～15時40分
(2) 9時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-22-5855  
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時30分 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-53-0622  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
7時00分～21時00分の間の ホームヘルパー２級
5時間程度 原動機付自転車免許

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-29-1781  
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 7時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-33-1200  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

【対象者】雇用保険を受給できない求職者の方で、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認められる方

【内　容】求職者支援訓練等を受講し、スキルアップが図れます。（受講料は無料、テキスト代は自己負担）

　　　　　訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。

　　　　　一定要件を満たす方に訓練期間中、「職業訓練受講給付金」を支給します。

介護職員（保内町デイ
サービスセンター）

日給
社会福祉法人　八幡浜市社会福祉協議会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

142,680円～
142,680円1人

保育士（フルタイム
パート）

月給
有限会社　コナント英語学院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

170,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町坂戸６６０－５

38030-  464881 日祝他

八幡浜市松柏乙１１０１番地　八幡浜市保健福祉総合センター２階

38030-  455781 日他

木日他

土日他

介護職員（デイサービ
スあったかいご）

月給
株式会社　時の計画 雇用・労災・

健康・厚生
不問

調理員及び職業指導員
月給 あさひみらい　株式会社　就労継続支援Ｂ型事業所

わくわくみらい館やわたはま
雇用・労災・
健康・厚生

不問
118,240円～
132,800円1人 愛媛県八幡浜市４３５番地１８

38030-  354081

看護業務員
日給 八幡浜地区施設事務組合

一次救急　休日・夜間診療所 労災不問
1,451円～1,788

円

208,700円～
247,400円1人

180,000円～
240,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏丙６９２番地１

正・准看護師（デイケ
ア）

月給 社会福祉法人　白寿会
介護老人保健施設　西安
愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030-  343881

38030-  284681 他

2人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地６３８番地（市立病院敷地内）

38030-  282081 他

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下

介護職員
時給

有限会社　ファミリエ 雇用・労災不問

750円～850円2人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－５７０－１

38030-  242681 又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

他

障がい者支援員
月給

社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会 雇用・労災・
健康・厚生

不問

介護職員（デイサービ
ス）

時給
株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町 雇用・労災不問

750円～820円1人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030-  236981 日他

他

介護職員
月給

西予市野村　介護老人保健施設　つくし苑 雇用・労災・
健康・厚生

不問
142,941円～
142,941円

155,000円～
155,000円1人 西予市野村町野村１２号４４６番地

3人 愛媛県西予市野村町野村９号４７番地３

38030-  229581

38030-  243981 他

介護職員
時給

たけし　株式会社　デイサービスようなるデイ 雇用・労災不問

800円～900円1人 愛媛県八幡浜市大平一番耕地７７９番地５

38030-  200381

38030-  174781

820円～820円1人 八幡浜市向灘２２９番地１４

38030-  138381

水土日祝他

土日祝他

補助指導員（精神障害
者小規模作業所）

月給 八幡浜市精神障害者小規模作業所
王子共同作業所 雇用・労災不問

824円～824円1人

求職者支援制度のご案内

38030-   86781

38030-  127281

200,000円～
210,100円1人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

38030-  110181

他

介護職員（グループ
ホームまほろば）

月給
医療法人　社団　みのり会 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

145,000円～
195,000円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

正・准看護師（正職
員）

月給 社会福祉法人　愛寿会
高齢者総合福祉施設　瀬戸あいじゅ

雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

他

日

介護職員（入浴介助）
時給 社会福祉法人　ことぶき会

介護老人保健施設　青葉荘 雇用・労災不問

愛媛県八幡浜市八代３９－３

他

訪問介護員
時給 株式会社　ニチイ学館

ニチイケアセンター八幡浜 雇用・労災不問
1,095円～1,295

円2人 愛媛県八幡浜市産業通４番１８号
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