
発行日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

交替制あり 　
(1) 5時00分～14時00分 ホームヘルパー２級
(2) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(3) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0222  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 8時30分～12時00分 ホームヘルパー２級
(2)13時00分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ
(3)17時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-1211  
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

　
(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. 0894-35-6015  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 確定拠出年金

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-7659  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

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～13時00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

　
(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

交替制あり 　
保育士
幼稚園教諭免許

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL. 0894-62-6551  
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

　
准看護師

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-1121  
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～12時30分 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-6698  
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 保健師

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL. 0894-62-6407  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 9時00分～12時00分
(2)10時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 090-3184-2461  
パート労働者 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)10時00分～19時00分
(3)18時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-0030  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-5652  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生年金基金

　
(1) 8時30分～17時15分 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-29-1000  
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
介護職員初任者研修
准看護師
ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-24-1515  
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

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

38030- 1764091 他

就職支援セミナーのご案内

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【内　容】職業選択や求職活動に必要な基本知識やスキルを学ぶセミナーです。
　　　　　①基本セミナー　②履歴書・職務経歴書セミナー　③面接セミナー
　お電話でのご予約も可能です。お気軽にハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

38030- 1760891 又は 8時00分～18時00分の
間の2時間程度

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
191,000円～
224,000円2人

ホームヘルパー
「介護」

時給 アトムタクシー株式会社　ヘルパーステー
ションアトム 労災不問

1,360円～1,800
円2人 愛媛県八幡浜市大平１－８７０－５

八幡浜市１５３６－１１８

日祝他

正・准看護師（デイケ
ア）

時給 社会福祉法人　白寿会　介護老人保健施設
西安 雇用・労災不問

1,100円～1,100
円1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030- 1751791 他

福祉用具相談・販売・
事務員

月給 三泰商事　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
185,000円～
325,000円1人 八幡浜市１４７８番地（新町３丁目）

38030- 1747091

1人 西予市野村町野村１１－１１０

38030- 1746191 他

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目４５５

38030- 1736291 他

日祝他

保健師
日給 西予市役所　健康づくり推進課 雇用・公災・

健康・厚生
不問

174,000円～
174,000円1人

介護職員（かぐや姫：
正社員）

月給 医療法人　竹林院　整形外科　井関医院 雇用・労災・
健康・厚生

不問

愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目４３４－１

38030- 1727891 土日祝

ファミリーホーム補助
者

時給 Ｏｕｒ－ｈｏｕｓｅ 労災不問

764円～850円

140,000円～
170,000円

正・准看護師
時給 医療法人　矢野整形外科 雇用・労災不問

1,100円～1,300
円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３ー３５９

38030- 1806791 又は 8時30分～17時00分の
間の4時間程度

日祝他

准看護師
時給 西予市立　西予市民病院 雇用・労災・

健康・厚生
69歳以下

1,120円～1,120
円1人 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１

38030- 1832891 又は 8時30分～17時15分の
間の5時間程度

土日祝他

幼稚園教諭・保育士
（産休代替）

時給 西予市役所　子育て支援課 雇用・公災・
健康・厚生

不問

910円～910円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

38030- 1869191 又は 7時15分～18時15分の
間の8時間程度

祝他

看護職員（三瓶病院：
外来）

月給 医療法人　社団　みのり会 雇用・労災・
健康・厚生

不問
190,000円～
240,000円

155,000円～
155,000円3人 西予市野村町野村１２号４４６番地

38030- 1864491 他

2人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030- 1842591 日祝他

支援員（障がい者施
設）

月給 ＮＰＯ法人浜の会　就労継続支援Ｂ型事業所
浜っ子作業所

雇用・労災・
健康・厚生

39歳以下
136,000円～
152,000円1人

介護職員
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

愛媛県八幡浜市大平１番耕地７５９番地２

38030- 1878091

他

介護職員（正社員）デ
イサービス釜倉

月給 株式会社　ステージアップ 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
140,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市産業通５番５号

38030- 1877191 日他

ホームヘルパー
時給 東宇和農業協同組合 労災不問

1,350円～1,350
円1人 西予市宇和町卯之町２丁目４６２

38030- 1889491

　６月１７日
　７月１６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

介護職員（介護付有料
老人ホーム）

月給 株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町 雇用・労災・
健康・厚生

67歳以下
147,000円～
188,500円2人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 1886391 他

℡ 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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職種 就業時間 加入保険等

　６月１７日
　７月１６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

℡ 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/) 

交替制あり 　
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-75-0107  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1)13時00分～17時00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

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

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時30分～12時30分 看護師
(2)12時30分～17時30分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-8018  
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
(2) 7時00分～15時45分
(3)10時45分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-3820  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 7時45分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時15分～19時00分
(3)17時00分～10時00分

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

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

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 7時00分～15時45分 保育士
(2) 8時30分～17時15分
(3)10時15分～19時00分

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)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

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時30分 介護福祉士
(2) 8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修
雇用期間の定めなし TEL. 0894-21-1674  

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
普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-38-2360  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり 　
(1) 7時15分～16時00分
(2) 9時15分～18時00分
(3)10時15分～19時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-35-0510  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 070-5682-4756  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 089-986-3245  
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 9時00分～17時00分
(2)10時30分～19時30分
(3)17時00分～ 9時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-72-1371  
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

　
ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-5101  
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

38010-19826691 又は 8時00分～20時00分の
間の3時間以上

他

就職支援セミナーのご案内

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【内　容】職業選択や求職活動に必要な基本知識やスキルを学ぶセミナーです。
　　　　　①基本セミナー　②履歴書・職務経歴書セミナー　③面接セミナー
　お電話でのご予約も可能です。お気軽にハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

38010-20106391 又は 8時00分～19時30分の
間の5時間程度

他

訪問介護員（ハッピー
西子）

時給 株式会社　ケアジャパン 労災不問
1,130円～1,530

円3人

介護員（西予市）
時給 有限会社　ラッセル社 雇用・労災不問

800円～1,000円2人 愛媛県松山市津吉町１１４２－１

愛媛県松山市中央１丁目１７番３５号

土日他

ホームヘルパー
時給 特定非営利活動法人　自立生活センター松山 労災不問

1,200円～1,200
円3人 愛媛県松山市萱町２－８－２　山田ビル１Ｆ

38010-20719691 他

支援員（障がい者）
月給 株式会社　野村福祉園 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

160,000円～
210,000円1人 愛媛県西予市野村町野村６－２３－１

38030- 1557891

2人 愛媛県八幡浜市保内町磯崎２１１４番地３

38030- 1548791 他

1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９５番地１

38030- 1582891 土日他

他

介護職員
月給 株式会社　明幸商事 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

155,000円～
180,000円1人

介護職員（臨時職員）
日給 八幡浜地区施設事務組合　特別養護老人ホー

ム　青石寮
雇用・労災・
健康・厚生

不問

愛媛県八幡浜市五反田１番耕地５０６番地１

38030- 1580491 他

看護師・准看護師
月給 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

161,929円～
178,393円

150,000円～
168,000円

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
181,850円～
185,410円3人 愛媛県八幡浜市１２８０－９

38030- 1589991

日祝他

保育士【令和２年度採
用（募集要項あり）】

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
155,450円～
199,650円5人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 1655591 日祝他

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- 1682091

1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 1680591 他

2人 愛媛県西予市野村町野村９号４７番地３

38030- 1693991 他

日祝他

正看護師又は准看護師
時給 株式会社　元禄　デイサービスねぶの花 雇用・労災・

健康・厚生
不問

1,100円～1,100
円1人

介護職員
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

愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目１番地４

38030- 1701891 他

介護福祉士【正職員】
月給 西予市野村　介護老人保健施設　つくし苑

雇用・公災・
健康・厚生・
財形

39歳以下
156,277円～
156,277円

150,450円～
154,650円

生活支援員／女性専用
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- 1723691

他

補助指導員（精神障害
者小規模作業所）

日給（時間換算額） 八幡浜地域家族会 労災不問

840円～840円1人 愛媛県八幡浜市八代３９－３

38030- 1720191 水土日祝他

介護職員（正社員）
月給 あいの里　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

156,000円～
156,000円1人 愛媛県西予市野村町松渓１号１３０９番地１

38030- 1771191
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