
発行日： 　５  月 １６ 日
次回発行日： 　６  月 １５ 日予定

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00分～19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

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分 介護福祉士
(2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-6655
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時15分
(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

交替制あり
(1)7時30分～16時30分 介護福祉士
(2)9時00分～18時00分 ホームヘルパー２級
(3)10時30分～19時30分 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． 0894-24-1611
正社員以外 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

(1)8時15分～17時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-39-1010
正社員 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00分 看護師
(2)8時30分～18時00分 准看護師
(3)8時30分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-3333
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～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

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． 0893-59-2211
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

交替制あり
(1)9時00分～18時00分 介護福祉士
(2)8時00分～17時00分

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)8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-38-2652
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

変形（1ヶ月単位）
(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． 0894-72-3737
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時45分～17時30分 看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-0011
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

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

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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-0312
正社員 就業場所 愛媛県西予市

1人 愛媛県西予市野村町野村２号１０９番地１

38030- 1384221 他

求職者マイページを
登録してみませんか

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【メリット】①どこでも好きな時間に最新の求人が検索可能
　　　　　　②検索条件や気になった求人の保存機能
　　　　　　③オンラインで職業紹介を受けられる場合がある　等 便利な機能があります!
 詳細はハローワーク八幡浜または西予市ふるさとハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６－３

38030- 1382721 他

介護職員
（グループホームつるかめ）

月給 株式会社　だんだん
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
176,000円～
180,000円

38030- 1380121 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1人

土日他

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

正看護師
（チヨダクリニック）

月給 医療法人　青峰会
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
197,100円～
266,200円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 1366021

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

182,552円～
182,552円2人 愛媛県西予市野村町松渓１号１３０９番地１

38030- 1354321

介護支援専門員
（ケアマネージャー）163,915円～

163,915円1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９３－１

38030- 1438021 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- 1436921 他

介護支援専門員
月給 伊方町役場 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県八幡浜市古町１丁目６－１２

38030- 1434321 他

介護福祉士（訪問介護）
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
184,000円～
264,500円

38030- 1457521 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
161,000円～
230,000円1人

日祝

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

153,869円～
174,040円2人 愛媛県西予市宇和町河内１６７番地１

土日祝他

正・准看護師
月給 宇都宮内科 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

190,000円～
240,000円1人 愛媛県西予市野村町野村１１－４２８

38030- 1455821

職業指導員または生活支援員
（障がい者）

月給 社会福祉法人　伊方福祉会 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
141,604円～
144,519円1人 愛媛県西宇和郡伊方町九町　６－８４０－１

38030- 1475321

190,000円～
220,000円2人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 1358021 他

1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目２番９号

38030- 1462721 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

愛媛県八幡浜市松柏乙６４８番地１

38030- 1473521 日祝他

介護職員（月給制）
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
191,800円～
201,800円

38030- 1470721 他

生活支援員（Ｂ）
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

59歳以下
187,300円～
222,400円1人

他

介護職員
月給 社会福祉法人　ことぶき会

特別養護老人ホ－ム　ことぶき荘
雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
147,800円～
195,400円1人 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１８

必要な免許資格
休日

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

64歳以下
155,000円～
205,000円2人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030- 1483321

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://hellowork.mhlw.go.jp/）
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必要な免許資格
休日

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://hellowork.mhlw.go.jp/）

(1)8時00分～17時00分 看護師
准看護師

理学療法士
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

(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． 090-4307-1509
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 その他の福祉・介護関係資格

雇用期間の定めなし TEL． 090-1004-8731
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
准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1117
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

看護師
准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-29-6005
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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-3066
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30分 その他の福祉・介護関係資格

(2)7時30分～16時30分
(3)9時30分～18時30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)13時00分～17時30分
(2)8時30分～13時00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)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-3092
正社員 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． 0894-62-8061
正社員 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

(1)18時30分～8時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-3773
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市 拠出

(1)8時30分～17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． 0894-22-0163
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

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
(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)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-2011
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～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

求職者マイページを
登録してみませんか

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【メリット】①どこでも好きな時間に最新の求人が検索可能
　　　　　　②検索条件や気になった求人の保存機能
　　　　　　③オンラインで職業紹介を受けられる場合がある　等 便利な機能があります!
 詳細はハローワーク八幡浜または西予市ふるさとハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

210,000円～
300,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目４番５号

38030- 1113621 日祝他

2人 愛媛県西予市宇和町小原６７９番地

38030- 1155921 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

愛媛県西予市宇和町坂戸６６０－５

38030- 1152421 日祝他

生活支援員（障がい者）
月給 ＮＰＯ法人　ＳＨＯＷ－ＹＡ 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

160,000円～
160,000円

日祝

保育士（フルタイム）
月給 有限会社　コナント英語学院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

190,000円～
240,000円

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）1人

他

正・准看護師（外来）
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
192,000円～
239,000円1人 愛媛県八幡浜市１５３６－１１８

38030- 1165021

夜勤専門員
（ケアハウスれんげ）

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
1,083円～
1,083円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 1180921

1,200円～
1,500円1人 愛媛県八幡浜市字白浜１５３６番地５

38030- 1203821 日祝他

1人 愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

38030- 1194521 他

准看護師又は看護師
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

愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目１番地４

38030- 1209921 他

介護職員（デイサービス）
月給 株式会社　さくら 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

165,000円～
176,000円

38030- 1276921 日祝他

介護職員
月給 株式会社　元禄　デイサービスねぶの花 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

150,000円～
160,000円2人

土日他

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

830円～900円1人 愛媛県八幡浜市大平一番耕地７７９番地５

日祝他

生活相談員
（正社員：一般職）

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
167,000円～
167,000円1人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

38030- 1267621

保育補助スタッフ
日給 社会福祉法人　三瓶福祉会 雇用・労災不問

1,000円～
1,000円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立１－３３７－１

38030- 1292121

1,100円～
1,100円1人 愛媛県八幡浜市日土町２番耕地２番４１

38030- 1323121 又は8時30分～17時30分
の間の6時間程度

他

1人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地３６番地２

38030- 1322921 日祝他

看護師　または　准看護師
時給 有限会社　めぐみ

デイサービスセンター日土のめぐみ 雇用・労災不問

愛媛県西予市宇和町坂戸４３７番地

38030- 1418321 日他

看護師
時給 中野医院 雇用・労災不問

1,500円～
1,500円

他

生活相談員（フルパート）
時給 株式会社　はなみずき

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
157,000円～
173,000円

介護支援専門員
（ケアマネージャー）1人

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4人 愛媛県八幡浜市八代８９－２　谷野建設内

38030- 1414821

機能訓練指導員
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

180,000円～
200,000円1人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 1400321
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