
発行日： 　７月１５日
次回発行日： 　８月１５日予定

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～16時45分 保育士
(2)12時30分～20時45分
(3)7時00分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0026
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～13時00分 保育士
(2)13時00分～18時00分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

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

変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～14時45分 保育士
(2)9時15分～18時00分 社会福祉士
(3)13時15分～22時00分 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

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 拠出

交替制あり
(1)7時30分～16時30分 保育士
(2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-89-2340
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)13時40分～15時30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)9時00分～13時00分
(2)14時00分～18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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分 社会福祉士

介護福祉士
介護支援専門員（ケアマネージャー）

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 拠出

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15分～17時15分 その他の福祉・介護関係資格

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

(1)8時15分～17時15分 その他の福祉・介護関係資格

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

(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

交替制あり
(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 介護職員初任者研修修了者

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30分～14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 ホームヘルパー２級
(2)10時00分～19時00分 介護職員初任者研修修了者
(3)16時00分～10時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-29-1731
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 社会福祉士
精神保健福祉士
介護福祉士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-2940
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時30分 介護福祉士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-2940
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 090-9452-7669
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分 准看護師
(2)16時45分～9時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2309
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

不問

850円～900円2人 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１４

必要な免許資格
休日

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

850円～900円2人 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１４

38030- 2141421

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

訪問介護職員／
パート

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

愛媛県西予市宇和町坂戸６６０－５

38030- 1919421 日祝他

生活相談員
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

167,450円～
176,650円

38030- 2142321 水日他

水日他

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

1,224円～
1,970円2人 愛媛県西予市宇和町下松葉４５７

38030- 2096621 他

1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 2130821 他

サービス管理責任
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
206,477円～
211,904円1人 愛媛県西宇和郡伊方町九町　６－８４０－１

38030- 2097921

土日祝他

土日祝他

施設管理者
月給 社会福祉法人　伊方福祉会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

272,657円～
277,381円1人 愛媛県西宇和郡伊方町九町　６－８４０－１

38030- 2099021

他

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
211,000円～
226,600円1人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

38030- 2047621

38030- 2051221 他

介護職員
（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
194,500円～
270,100円5人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

850円～900円1人 愛媛県八幡浜市大平一番耕地７７９番地５

38030- 2068821 土日祝他

介護支援専門員補
助業務

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

ケアスタッフ
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・
健康・厚生

不問

854円～954円1人 愛媛県八幡浜市産業通４番１８号

38030- 2075821

38030- 2080121 土日祝他

他

相談員（ソーシャ
ルワーカー）

月給 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・
財形

59歳以下
150,600円～
150,600円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙１１０１番地

生活支援及び職業
指導員

日給 社会福祉法人　ひまわリ育成会 雇用・労災・
健康・厚生

不問

介護福祉士
月給 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・
財形

59歳以下
150,600円～
150,600円

174,580円～
174,580円2人 愛媛県西予市宇和町永長１３７１

38030- 2024021 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市松柏乙１１０１番地

38030- 2083821 土日祝他

他

准看護師（介護医
療院くじら）

月給 医療法人　青峰会
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳～59歳
173,000円～
219,700円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 2025721

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1人

他

保育士
月給 社会福祉法人　八幡浜少年ホーム 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

157,980円～
157,980円2人 愛媛県八幡浜市五反田１－２５

38030- 2115221

児童指導員
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

176,450円～
183,650円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 1754021

又は8時00分～17時00分
の間の8時間程度

日祝他

他

保育士
月給 合同会社あおなみ　小規模保育園あおなみ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

166,000円～
233,000円1人 愛媛県西予市宇和町永長１２５－１

38030- 1764821

8時00分～18時00分の間
の4時間程度

又は8時30分～17時30分
の間の5時間程度

【メリット】①どこでも好きな時間にスマホやＰＣから最新の求人を見ることが出来る。
　　　　　　②自分の求人条件や気になった求人を保存することができる。
　　　　　　③オンラインで職業紹介を受けられる場合がある。　　　などの便利な機能があります。
　※　詳細はハローワーク八幡浜又は西予市ふるさとＨＷ相談窓口までお問い合わせください!!

求職者マイページを
登録してみません

か？

℡ 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/）

ハローワークインターネットサービス
(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html) ＱＲコード読み込み
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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◎ 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/）

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分 介護福祉士
(2)7時00分～15時45分
(3)9時45分～18時30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45分～17時30分 准看護師
(2)7時00分～15時45分
(3)9時30分～18時15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30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-7001
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

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～17時30分 柔道整復師
理学療法士
作業療法士

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

交替制あり
(1)9時00分～18時00分 介護福祉士
(2)10時30分～19時30分 ホームヘルパー２級

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

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30分～16時30分 介護福祉士
(2)9時00分～18時00分 介護職員初任者研修修了者
(3)10時30分～19時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-24-1611
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

(1)8時30分～12時00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30分～17時30分 看護師
(2)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

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)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

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． 0894-62-5009
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． 0894-62-5009
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
(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

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

介護職員
月給 株式会社　悠遊社　八幡浜事業所 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 2028521 他

准看護師（コン
フォート神山）

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
173,000円～
219,700円

サービス提供責任
者（ヘルパース
テーションくじ

月給 医療法人　青峰会
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
175,700円～
228,300円1人

150,000円～
170,000円2人 愛媛県八幡浜市釜倉１－６０８－１

38030- 2037421 日他

2人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６－３

38030- 2036521 他

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1人 愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

38030- 2039621

38030- 2041721 他

機能訓練指導員
月給 株式会社　さくら 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

210,000円～
280,000円1人 愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

940円～1,000
円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目２番９号

38030- 1893821 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 労災不問

介護職員（日勤）
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
190,472円～
210,600円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目２番９号

38030- 1897321 他

生活支援員（Ａ）
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
192,400円～
227,500円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙６４８番地１

38030- 1898621 日祝他

正・准看護師（午
前）

時給 医療法人　矢野整形外科 労災59歳以下
1,200円～
1,500円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３ー３５９

他

38030- 1909521 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2人

正看護師
月給 医療法人　広仁会　広瀬病院

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳以上
280,000円～
360,000円3人 愛媛県八幡浜市１２８０－９

愛媛県西予市宇和町小原６７９番地

38030- 1918521

看護職員（正社
員：夜勤あり）

月給 医療法人　高仁会 雇用・労災・
健康・厚生

18歳～59歳
190,000円～
220,000円

38030- 1937621 他

介護職員（ヘル
パー）

月給 医療法人　広仁会　広瀬病院
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳以上
168,000円～
193,000円3人

2人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 1965821 他

愛媛県八幡浜市１２８０－９

38030- 1943421 他

38030- 1969321 他

介護職員（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
147,500円～
148,000円3人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

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

38030- 1976421 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

18歳～59歳

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 愛媛県八幡浜市白浜通１５３６番地１１８

38030- 1977321

准看護師
月給 医療法人　福寿会　宇都宮病院

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳～64歳
208,000円～
258,000円3人 愛媛県八幡浜市白浜通１５３６番地１１８

日祝

愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目４番５号

38030- 1982221 日祝他

38030- 1979921 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

210,000円～
300,000円1人

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スマホやＰＣから最新の求人を見ることが出来る。
　　　　　　②自分の求人条件や気になった求人を保存することができる。
　　　　　　③オンラインで職業紹介を受けられる場合がある。　　　などの便利な機能があります。
　※　詳細はハローワーク八幡浜又は西予市ふるさとＨＷ相談窓口までお問い合わせください!!

ＱＲコード読み込み

ハローワークインターネットサービス
(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html) ＱＲコード読み込み
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発行日： 　７月１５日
次回発行日： 　８月１５日予定

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◎ 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)11時00分～20時00分 介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし TEL． 0894-21-1674
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～17時00分

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

交替制あり
(1)8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者
(2)9時00分～18時00分 ホームヘルパー２級
(3)11時00分～20時00分 介護福祉士

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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-72-3820
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． 0894-29-1596
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 看護師
(2)9時30分～18時30分 准看護師

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)8時00分～17時00分 看護師
ホームヘルパー２級
介護福祉士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0244
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30分 看護師
(2)14時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-2233
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～12時30分 准看護師
(2)14時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-2233
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時30分 介護福祉士
(2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18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)6時30分～15時30分 介護職員実務者研修修了者
(2)8時30分～17時30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)8時00分～17時00分 看護師
(2)8時30分～17時30分 准看護師
(3)16時30分～9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）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-4165
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
准看護師
看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-4165
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時15分 介護支援専門員（ケアマネージャー）

(2)8時30分～12時30分

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)9時30分～12時00分
(2)13時00分～16時00分
(3)9時30分～16時00分

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

(1)8時30分～17時30分 介護福祉士

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 給付

(1)8時30分～17時15分 看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-69-1140
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

900円～1,100
円1人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地５０６番地１

38030- 1892721 他

訪問介護職員
時給 株式会社　明幸商事 雇用・労災64歳以下

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

44歳以下
136,000円～
152,000円1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地７５９番地２

38030- 1843721 祝他

介護職員
時給 有限会社　ファミリエ 労災不問

825円～1,000
円3人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－５７０－１

38030- 1828221 他

介護補助者
時給 西予市野村　介護老人保健施設　つくし苑 労災不問

888円～1,333
円1人

正看護師または准
看護師（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

愛媛県西予市野村町野村９号４７番地３

38030- 1798821 他

訪問介護スタッフ
時給 セントケア四国　株式会社　セントケア八

幡浜 雇用・労災不問
1,224円～
1,970円

8時00分～18時00分の間
の4時間程度

170,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 1779121 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- 1786921 他

他

在宅訪問介護員
月給 株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町　ヘ

ルパーステーション
雇用・労災・
健康・厚生

67歳以下
158,000円～
178,000円1人 愛媛県八幡浜市下道１４２０

38030- 1753121

准看護師
時給 医療法人　ささき皮フ科クリニック 労災不問

正看護師
時給 医療法人　ささき皮フ科クリニック 労災不問

1,300円～
1,500円

1,200円～
1,400円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目２９６

38030- 1726621 日祝他

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目２９６

38030- 1725321 日祝他

介護職員（みのり
園）

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- 1711021

他

他

介護職員・生活支
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

59歳以下
179,247円～
200,252円6人 愛媛県西予市野村町野村１２号４４６番地

38030- 1675221

愛媛県西予市野村町野村１２号４４６番地

38030- 1678321 他

准看護師または看
護師

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

59歳以下
194,448円～
240,276円3人

日他

居宅ケアマネー
ジャー

月給 社会福祉法人　白寿会　介護老人保健施設
西安

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
196,200円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030- 1694321

入浴介助員
（通所リハビリ）

時給 社会福祉法人　白寿会　介護老人保健施設
西安 労災不問

981円～1,021
円1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030- 1697121 日他

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

38010-21734721 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

59歳以下

訪問看護師
時給 公益社団法人　愛媛県看護協会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

203,515円～
203,515円2人 愛媛県松山市道後町２丁目１１－１４

38010-20570321 土日祝他

介護福祉士（みの
り園）

月給 医療法人　社団　みのり会 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
165,000円～
215,000円2人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030- 1872321 又は10時30分～19時30分 他

2人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030- 1680021 他

看護職員
（三瓶病院）

月給 医療法人　社団　みのり会 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
210,000円～
290,000円

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スマホやＰＣから最新の求人を見ることが出来る。
　　　　　　②自分の求人条件や気になった求人を保存することができる。
　　　　　　③オンラインで職業紹介を受けられる場合がある。　　　などの便利な機能があります。
　※　詳細はハローワーク八幡浜又は西予市ふるさとＨＷ相談窓口までお問い合わせください!!

8時30分～17時15分の間
の3時間以上

7時00分～20時00分の間
の8時間程度

7時00分～20時00分の間
の8時間程度

ＱＲコード読み込み

ハローワークインターネットサービス
(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html) ＱＲコード読み込み
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発行日： 　７月１５日
次回発行日： 　８月１５日予定

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◎ 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30分～17時30分 看護師
准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0893-25-6132
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 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)7時00分～15時45分
(2)8時30分～17時15分
(3)11時15分～20時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-28-1123
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

(1)8時30分～17時30分 介護支援専門員（ケアマネージャー）

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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分 介護福祉士
(2)8時30分～17時30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

介護支援専門員（ケアマネージャー）

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

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)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL． 090-4307-1509
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分 介護職員初任者研修修了者
(2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL． 090-4307-1509
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時30分 介護支援専門員（ケアマネージャー）

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

交替制あり
看護師
准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-9090
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時00分 看護師

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)8時30分～12時30分 看護師

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

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)7時00分～15時30分
(2)10時00分～18時30分
(3)12時15分～20時45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～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)9時00分～12時00分 看護師
(2)13時00分～16時00分 准看護師

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

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

介護福祉士

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

交替制あり
(1)8時30分～17時30分
(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． 0894-72-0312
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

看護師
月給 市立八幡浜総合病院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

182,806円～
182,806円2人 愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030- 1984421 土日祝他

他

正看護師・准看護
師【ＤＳ昴星】正
社員

月給 株式会社　新風会 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
192,000円～
222,000円1人

介護福祉士（コン
フォート神山）

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 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６－３

愛媛県大洲市徳森野田１４７７番地１

38080- 1560021

38030- 1608821 他

ケアスタッフ（コ
ンフォート神山）
【契約社員】

月給 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1人

日他

愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６－３

38030- 1609221 他

ケアマネージャー
（介護支援専門
員）（居宅介護支

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
230,000円～
230,000円

雇用・労災・
健康・厚生

67歳以下
190,000円～
190,000円1人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 1616221

1人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 1614721

他

他

介護職員（未経験
者）

月給 きらら・ケア　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
146,000円～
163,000円2人 愛媛県八幡浜市保内町須川１７－１

38030- 1619321

愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１４

38030- 1634421

1人 愛媛県八幡浜市保内町須川１７－１

38030- 1622721 他

介護職員（ユニッ
ト管理者）

月給 きらら・ケア　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
172,000円～
196,000円

愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030- 1641521 他

38030- 1638121 他

看護助手（病棟）
月給 市立八幡浜総合病院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

162,000円～
162,000円4人

1,000円～
1,200円2人 愛媛県八幡浜市八代６８番地１

1,074円～
1,074円2人 愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030- 1987921 他

940円～980円1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９５番地１

38030- 1646121 土日他

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

土日他

看護職員
時給 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 労災不問

1,100円～
1,100円1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９５番地１

38030- 1647021

介護及び調理職員
（グループホーム
つるかめ）

時給 株式会社　だんだん 労災不問

介護職員（デイ
サービスあしから
げんき）

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

830円～830円1人 愛媛県西予市野村町野村２号１０９番地１

38030- 1670921 日他

1人 愛媛県西予市野村町野村２号１０９番地１

38030- 1669421 他

介護支援専門員
時給 きらら・ケア　株式会社 雇用・労災不問

1,200円～
1,550円1人 愛媛県八幡浜市保内町須川１７－１

38030- 2011321

生活相談員（デイ
サービス）

月給 株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町

土日祝他

看護師
時給 市立八幡浜総合病院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

1,212円～
1,212円1人 愛媛県八幡浜市大平１－６３８

土日祝他

訪問看護師
時給 合同会社　訪問看護ステーションいまいス

マイル 雇用・労災不問

介護支援専門員
（正社員）

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
171,800円～
188,000円1人

8時30分～17時30分の間
の4時間以上

8時30分～17時30分の間
の4時間以上

8時30分～17時15分の間
の4時間程度

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スマホやＰＣから最新の求人を見ることが出来る。
　　　　　　②自分の求人条件や気になった求人を保存することができる。
　　　　　　③オンラインで職業紹介を受けられる場合がある。　　　などの便利な機能があります。
　※　詳細はハローワーク八幡浜又は西予市ふるさとＨＷ相談窓口までお問い合わせください!!

38030- 1985321 土日祝他

看護助手（病棟）
月給 市立八幡浜総合病院 雇用・労災不問

ＱＲコード読み込み

ハローワークインターネットサービス
(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html) ＱＲコード読み込み
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