
発行日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級
(2) 9時00分～18時00分 介護職員初任者研修
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL. 0894-29-1731  
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 ホームヘルパー２級

普通自動車免許ＡＴ

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

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

　
(1) 6時45分～15時45分
(2) 8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-38-0700  
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
看護師
准看護師
普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-38-0700  
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 9時00分～18時00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. 0894-29-1596  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

ホームヘルパー１級
介護職員基礎研修

雇用期間の定めなし TEL. 0894-69-1731  
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)10時00分～19時00分

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

　
(1) 8時30分～17時30分 介護福祉士
(2) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級
(3)10時00分～19時00分

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

　
(1) 8時45分～17時45分 看護師
(2) 8時45分～13時45分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-6577  
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

変形（１ヶ月単位） 　
(1)18時15分～ 8時15分
(2)19時00分～ 9時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-34-0631  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(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

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級
(2) 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. 0894-22-0222  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
准看護師
ホームヘルパー２級
介護福祉士

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-22-0244  
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
臨床検査技師

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) 9時00分～12時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)13時00分～17時30分

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

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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

他

採血専任業務員
日給 市立八幡浜総合病院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

167,232円～
168,237円

800円～900円1人 愛媛県八幡浜市大平一番耕地７７９番地５

38030- 2099591 土日祝他

1人 八幡浜市大平１－６３８

38030- 2096791 土日祝他

在宅訪問介護員
時給 株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町

ヘルパーステーション 労災不問 8時00分～18時00分の間の2
時間以上1,100円～1,450

円2人

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

愛媛県八幡浜市下道１４２０

38030- 2087491

他

介護職員
（デイサービス）

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
145,000円～
180,000円2人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 2076391 他

正・准看護師
（施設）

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- 2117991

土日他

看護師
時給 山下小児科医院 雇用・労災59歳以下

900円～1,100円

141,722円～
141,722円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 2130091 他

1人 愛媛県西予市宇和町伊賀上１６５６番５７

38030- 2128891 日祝他

介護職員（正社員）
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
181,000円～
256,600円2人

夜勤専門員（常勤パー
ト：三楽園）

その他 社会福祉法人　西予総合福祉会 雇用・労災・
健康・厚生

不問

愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

38030- 2122091

他

介護職員（臨時職員：
日勤）

月給 医療法人　竹林院　グループホーム竹の園
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
132,000円～
160,000円2人 愛媛県西予市野村町野村１２－１０６

38030- 2138591 他

ホームヘルパー「介
護」（サービス提供責
任者）

月給 セントケア四国　株式会社
セントケア宇和町

雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
168,000円～
197,000円1人 愛媛県西予市宇和町下松葉４５７

38030- 2143791

他

介護支援専門員
月給 セントケア四国　株式会社

セントケア八幡浜
雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
234,500円～
283,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８－５　マルマビル１Ｆ

38030- 2148091 土日他

看護師
時給 社会福祉法人　伊方社会福祉協会 雇用・労災不問 7時30分～18時30分の間の4

時間以上

38030- 2181691 日祝他

介護職員
時給 社会福祉法人　伊方社会福祉協会

三崎つわぶき荘 雇用・労災不問

800円～1,250円1人

970円～1,250円2人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦８６１番地１

38030- 2191491 他

愛媛県西宇和郡伊方町三崎４４１４－１

38030- 2190991

日他

保育士（うわまち未来
こども園）

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1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

介護職員（バンブー：
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

64歳以下
152,000円～
182,000円2人 西予市野村町野村１１－１１０

38030- 2194291

　７月１６日
　８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

ケアスタッフ
（八幡浜市）

時給 株式会社　ニチイ学館　松山支店 雇用・労災・
健康・厚生

不問

924円～924円1人
愛媛県松山市三番町４丁目４番地６　松山センタービル２号館　６階

38010-24821791 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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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 　
保育士

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-1121  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～12時30分 看護師
(2)14時00分～18時00分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-20-8800  
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0895-23-1442  
パート労働者 就業場所 愛媛県宇和島市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時30分～17時30分 看護師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-35-6522  
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～17時30分 介護福祉士

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 089-911-0002  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
保育士

雇用期間の定めなし TEL. 089-947-7881  
パート労働者 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 ホームヘルパー２級
(2) 9時00分～18時00分 介護職員初任者研修
(3)12時00分～21時00分 介護福祉士

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

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

雇用期間の定めなし TEL. 0894-33-3066  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時15分～17時15分 看護師
(2) 8時15分～12時15分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-20-8080  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
看護師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-2600  
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)10時30分～19時30分
(3)17時00分～ 9時00分

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

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時30分 社会福祉士
(2)10時00分～19時00分 その他社会福祉専門職

介護支援専門員
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
　
看護師
准看護師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-5009  
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 ホームヘルパー２級

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-8061  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
ホームヘルパー２級
普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-8061  
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 9時00分～16時00分 保育士

幼稚園教諭免許

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

日祝他

1人 愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

38030- 2070791 他

幼稚園教諭・保育士
（しろかわ保育所）

時給 西予市役所　子育て支援課 雇用・公災・
健康・厚生

不問

訪問介護職員
時給 株式会社　さくら 雇用・労災不問 7時00分～18時30分の間の5

時間程度1,100円～1,600
円

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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

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- 2073591

他

訪問介護職員
月給 株式会社　さくら 雇用・労災・

健康・厚生
不問

150,000円～
165,000円1人 愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

38030- 2069391 他

看護職員（パート）
時給 医療法人　高仁会 雇用・労災不問 8時30分～17時30分の間の4

時間以上1,100円～2,000
円2人 西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 2044691

日祝他

介護職員（正社員）
月給 株式会社　たかちほ 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

167,000円～
175,000円

150,000円～
190,000円1人 西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 2042091 他

1人 西予市宇和町上松葉１６５－１

38030- 2040591 他

正看護師
時給 医療法人　広仁会　広瀬病院 雇用・労災不問 8時30分～18時00分の間の3

時間以上1,240円～1,320
円3人

支援相談員
及び事務員

月給 医療法人　高仁会 雇用・労災・
健康・厚生

39歳以下

愛媛県八幡浜市１２８０－９

38030- 2030891

日祝他

看護師・准看護師
月給 医療法人

ひらやま内科・呼吸器内科クリニック
雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
175,000円～
220,000円1人 愛媛県八幡浜市桧谷１０２６番地

38030- 2029991 日祝他

保育士
月給 社会福祉法人　三瓶福祉会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

173,782円～
178,782円2人 愛媛県西予市三瓶町朝立２番耕地５５番地３

38030- 2008191

他

保育士／八幡浜
・めだか保育園

時給 株式会社　マミーズファミリー 労災不問 7時30分～19時30分の間の6
時間880円～880円

186,800円～
191,800円1人 八幡浜市江戸岡１丁目２番９号

38030- 1998191 他

1人 愛媛県松山市南町２丁目８番１７号

38010-23305291 日祝他

サービス提供責任者
（訪問介護）

月給 株式会社　ケアジャパン 雇用・労災・
健康・厚生

不問
165,000円～
185,000円1人 愛媛県松山市中央１丁目１７番３５号

介護職員
【資格あり】

月給 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

38010-22962291

38030- 2105191

他

訪問看護スタッフ
（愛媛県八幡浜市）

月給 株式会社　ひかり 雇用・労災・
健康・厚生

不問
270,000円～
320,000円2人 広島県呉市阿賀中央４丁目５－１６

34030- 5835791 他

日祝他

ホームヘルパー
時給 きくぞのケアパーク株式会社 雇用・労災不問

愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１

38030- 2102891 日祝他

正看護師又は
准看護師

時給 医療法人　みかんこどもクリニック 雇用・労災59歳以下
1,000円～1,500

円

8時00分～18時00分の間の4
時間程度1,272円～1,272

円5人 愛媛県宇和島市和霊元町４丁目１番１２号

38040- 3158091

1人 愛媛県八幡浜市字白浜１５３６番地５

保育士（西予市民病院
事業所内保育所）

日給 西予市立　西予市民病院 雇用・労災・
健康・厚生

不問 7時30分～19時00分の間の8
時間程度142,000円～

142,000円1人
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