
発行日： 　１１  月 １５ 日
次回発行日： 　１２  月 １５ 日予定

(1)8時00分～18時00分 准看護師
(2)8時00分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2205
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 介護職員初任者研修修了者
(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～15時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-3211
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～15時30分 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-0222
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～12時30分
(2)8時30分～16時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-6030
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)6時30分～15時15分
(2)13時15分～22時00分
(3)21時45分～6時45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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-3092
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

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
(3)0時30分～9時15分

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

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

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

(1)8時30分～16時30分 准看護師
看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-29-8811
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)8時30分～17時15分 介護福祉士
(2)16時45分～9時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-28-1123
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～15時45分 介護福祉士
(2)8時30分～17時15分
(3)11時15分～20時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-28-1123
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

(1)8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-28-1123
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
介護職員初任者研修修了者

介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-29-1596
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～12時30分
(2)13時30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

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)11時00分～20時00分
(3)17時00分～9時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-3737
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

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

介護職員
日給 あいの里　有限会社 労災不問

825円～825円1人 愛媛県西予市野村町松渓１号１３０９番地１

38030- 3150111

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

900円～1,000円1人 愛媛県八幡浜市大平一番耕地７７９番地５ 8時30分～17時30分の間の
5時間程度

38030- 3210511 土日祝他

1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８－５　マルマビル１Ｆ

38030- 3201211 日他

介護支援専門員
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

38030- 3200811 他

訪問入浴ケアスタッフ
時給 セントケア四国　株式会社

セントケア八幡浜 労災不問
9時00分～18時00分の間の
7時間程度1,260円～

1,260円

他

ケアスタッフ
（ウェルフェア五反田）

時給 新愛商事　株式会社 労災不問
1,000円～
1,000円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０５０

他

介護福祉士
（コンフォート松柏）

月給 社会福祉法人　弘正会
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
165,700円～
218,300円2人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６－３

38030- 3198411

介護福祉士（真網代くじら）
月給 医療法人　青峰会

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
158,100円～
205,200円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 3183611

1,021円～
1,091円2人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９３－１

38030- 3005111 他

1人 愛媛県八幡浜市産業通１４番５号

38030- 3242811 日他

診療所看護師
時給 伊方町役場 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１

38030- 3237411 他

看護師・准看護師
月給 株式会社　時の計画 雇用・労災・

健康・厚生
67歳以下

230,000円～
280,000円

38030- 3226811 土日祝他

正看護師
月給 西予市立　西予市民病院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

195,673円～
300,193円3人

他

介護職員（日勤）
時給 株式会社　元禄　デイサービスねぶの花 雇用・労災不問

9時00分～16時00分の間の
4時間以上

950円～1,050円3人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目１番地４

介護職員
（正社員：松葉寮）

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
158,450円～
162,650円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 3225711

900円～1,000円2人 愛媛県八幡浜市沖新田１５１０－５３

38030- 3215911 土日他

2人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 3214611 日他

介護職員
時給 有限会社　タカハシ（ももたろう） 労災不問

愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030- 3246011 土日祝他

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

837円～900円

38030- 3252211 他

看護助手（透析室）
月給 市立八幡浜総合病院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

937円～937円1人

日祝他

ホームヘルパー
時給 東宇和農業協同組合 労災不問

1,380円～
1,380円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目４６２

必要な免許資格
休日

看護師または准看護師
月給 医療法人　菊池医院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

150,000円～
200,000円1人 愛媛県八幡浜市広瀬１丁目７－１２

38030- 3256311

職種
年齢

採用人数
賃金形態
賃金

求人者名・所在地・求人番号・就業場所等 就業時間 加入保険等

℡ 0894-22-4033

ハローワーク八幡浜

（八幡浜公共職業安定◎ 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://hellowork.mhlw.go.jp/）
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変形（1ヶ月単位）
(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

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)8時30分～17時30分
(3)16時30分～8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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分 看護師
(2)17時00分～9時00分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-0210
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

(1)8時30分～12時00分
(2)13時00分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-38-2360
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時30分～12時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-20-5828
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～13時00分
(2)13時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 090-9773-2555
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時00分～17時00分 看護師
准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-4212
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～18時00分 介護福祉士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-5855
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-27-0880
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

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)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

(1)8時30分～17時30分 看護師

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00分～13時00分 保育士
(2)12時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-3855
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
介護福祉士

介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-69-1731

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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-37-2655
正社員 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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

145,000円～
180,000円2人 愛媛県八幡浜市保内町須川２４番地１

38030- 3026411 日祝他

2人 愛媛県西予市宇和町下松葉４５７

38030- 3044611 他

福祉用具営業及び
相談スタッフ

月給 有限会社　アサノ設備 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下

38030- 3061911 日祝他

訪問介護職員
時給 セントケア四国　株式会社

セントケア宇和町 雇用・労災不問
8時00分～18時00分の間の
4時間程度1,164円～

1,910円

他

保育士
時給 有限会社　コナント英語学院 雇用・労災不問

900円～1,000円
幼稚園教諭免許

（専修・１種・２種）1人 愛媛県西予市宇和町坂戸６６０－５

看護師
月給 有限会社　和家　グループホーム蘭 雇用・労災・

健康・厚生
不問

210,000円～
210,000円1人 愛媛県西予市宇和町河内１６７番地１

38030- 3137211

147,500円～
148,000円1人 愛媛県西予市宇和町上松葉１６５－１

38030- 3131311 他

2人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 3126111 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

愛媛県八幡浜市下道１４２０

38030- 3113411 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

190,000円～
220,000円

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1,250円～

1,450円3人

土日祝他

正看護師又は准看護師
時給 宝道医院 雇用・労災59歳以下

1,300円～
1,300円1人 愛媛県八幡浜市昭和通り１４５５

38030- 3111211

介護職員
（正社員：デイサービス）

月給 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・
健康・厚生

59歳以下
147,000円～
169,000円1人 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１４

38030- 3095611

1,200円～
1,500円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目２１８

38030- 3093011 火水木祝他

4人 愛媛県八幡浜市八代８９－２　谷野建設内

38030- 3085011 他

看護師
時給 二宮医院 雇用・労災不問

愛媛県西宇和郡伊方町大久１３９１番地１

38030- 3071711 他

介護職員（カトレア）
時給 きらら・ケア　株式会社 労災不問

830円～950円

土日他

介護支援専門員
（グループホーム
よろこび大久）

時給 株式会社　悠遊社　伊方事業所 労災不問 介護支援専門員
（ケアマネージャー）1,000円～

1,000円

8時30分～17時30分の間の
4時間程度

1人

介護職員
時給 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 労災不問

940円～980円1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９５番地１

38030- 3067411

161,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市古町１丁目６－１２

38030- 3175611 他

3人 愛媛県八幡浜市１５３６－１１８

38030- 3174311 他

正・准看護師
月給 医療法人　大志会　矢野脳神経外科医院

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下

愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030- 3167611 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
165,000円～
185,000円

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2人
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