
発行日： 　　３　月　１５　日
次回発行日： 　　４　月　１７　日予定

(1)8時30分～17時30分 介護福祉士
社会福祉士

精神保健福祉士
雇用期間の定めなし TEL． 0894-21-3333

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～19時30分 看護師
(2)8時00分～16時00分 准看護師
(3)9時30分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-0999
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)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30分～15時30分 准看護師
(2)8時30分～12時00分 看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-38-2200
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり
(1)9時30分～12時00分
(2)13時00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

看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-5750
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時00分～18時00分 介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー２級

介護福祉士
雇用期間の定めなし TEL． 0894-69-1731

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30分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-7788
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 看護師
(2)8時00分～17時00分 准看護師

介護福祉士
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)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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～16時45分
(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)12時00分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-21-1708
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)8時30分～17時30分 准看護師
(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

交替制あり
(1)8時30分～17時00分 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-1211
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
(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～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

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!!

176,000円～
180,000円1人 愛媛県西予市野村町野村２号１０９番地１

38030-  630631 他

1人 愛媛県八幡浜市松柏乙６４８番地１

38030-  665131 日祝他

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

18歳～64歳

愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目４６２

38030-  662331 他

相談支援専門員
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～
237,500円

38030-  653731 他

看護師又は准看護師
時給 東宇和農業協同組合 雇用・労災・

健康・厚生
不問

160,250円～
187,675円1人

土日祝他

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
18歳～64歳

210,000円～
290,000円2人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

他

介護職員
時給 株式会社　Ｗｅｌｌ　Ｓｔｕｄｉｏ 労災不問

904円～951円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内２－７８－１

38030-  636531

児童指導員
月給 社会福祉法人　八幡浜少年ホーム 雇用・労災・

健康・厚生
18歳～30歳

157,980円～
157,980円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－２５

38030-  719331

187,161円～
187,161円4人 愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030-  749531 他

1人 愛媛県八幡浜市産業通１４番５号

38030-  743631 日他

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

愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３０９

38030-  739831 日祝他

介護職員
（デイサービスあったかいご）

月給 株式会社　時の計画 雇用・労災・
健康・厚生

67歳以下
180,000円～
260,000円

38030-  767731 他

正・准看護師
月給 宇都宮内科クリニック 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

185,000円～
240,000円1人

他

訪問介護職員
（正社員）

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
172,000円～
252,500円1人 愛媛県西予市宇和町下松葉４５７

正看護師
（チヨダクリニック）

時給 医療法人　青峰会 労災不問
8時45分～17時30分の間の
4時間以上1,800円～

1,800円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030-  704131

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-  760931 日他

1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦８６６

38030-  797031 日祝他

入浴介助員（施設）
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

愛媛県八幡浜市五反田１番耕地５０６番地１

38030-  734331 他

看護師
月給 わとう医院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

218,000円～
238,000円

38030-  790531 日祝他

介護職員
時給 株式会社　明幸商事 労災不問

900円～1,000円1人

土日祝他

看護師・准看護師
月給 医療法人　こくぶ内科クリニック 雇用・労災・

健康・厚生
不問

180,000円～
185,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙９９９

必要な免許資格
休日

相談支援専門員
月給 あさひみらい　株式会社　就労継続支援Ｂ型

事業所　わくわくみらい館やわたはま
雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
150,000円～
190,000円1人 愛媛県八幡浜市新港戎町４３５番地１８

38030-  805431

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/）

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)
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発行日： 　　３　月　１５　日
次回発行日： 　　４　月　１７　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/）

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

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-69-3101
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～18時15分 看護師
(2)8時30分～12時15分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-6566
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)7時30分～15時30分
(2)8時30分～14時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-3111
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 准看護師
看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-23-2940
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30分 看護師
准看護師

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

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時15分
(2)9時30分～18時15分
(3)22時00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 拠出

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)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

(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)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

(1)9時00分～16時00分

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)9時00分～18時00分

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

(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

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!!

853円～918円2人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030-  389231 日他

1人 愛媛県八幡浜市１４７８番地（新町３丁目）

38030-  345831 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

愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030-  336031 他

福祉用具販売営業員（南予）
月給 三泰商事　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
200,000円～
302,000円

38030-  453331 他

入浴介助員
時給 医療法人　高仁会 労災不問

1,000円～
1,300円2人

日祝他

介護補助職員
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

860円～950円2人 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１４

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

1,100円～
1,500円1人 愛媛県八幡浜市字白浜１５３６番地５

38030-  452731

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3人 愛媛県八幡浜市白浜通１５３６番地１１８

38030-  475231

183,782円～
254,502円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立１－３３７－１

38030-  474831 日祝他

1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030-  471931 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
64歳以下

愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

38030-  481031 他

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
18歳～59歳

164,450円～
168,650円

38030-  492431 他

看護師
月給 株式会社　さくら 雇用・労災・

健康・厚生
不問

210,000円～
280,000円1人

他

介護職員（日勤）
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2人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目２番９号

土日祝他

看護職員（パート）
時給 社会福祉法人　八幡浜市社会福祉協議会 雇用・労災不問

1,150円～
1,150円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙１１０１番地

38030-  548531

学校生活支援員
時給 八幡浜市役所 雇用・公災・

健康・厚生
不問

992円～992円5人 愛媛県八幡浜市北浜１丁目１－１

38030-  559331

195,000円～
280,000円1人 愛媛県八幡浜市産業通１－３

38030-  554831 日祝他

1人 愛媛県西予市明浜町俵津４―４４

38030-  465031 日他

正看護師又は准看護師
月給 きくち眼科クリニック 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

愛媛県西予市宇和町小原６７９番地

38030-  575631 他

介護職員
時給 株式会社　百笑一輝

デイサービスセンターめぐみの里 雇用・労災不問

860円～1,000円

38030-  606631 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1人

介護職員
（ユニット管理者：カトレア）

月給 きらら・ケア　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

18歳～64歳
172,000円～
196,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町須川１７－１

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)
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