
　 別紙　勤務条件等一覧

初任給 上限

1 事務補助員 フルタイム 150,100 161,600 問わない 面接 市立宇和島病院 各課（科）における事務補助業務 8:30-17:15
土、日、祝日、年末年始
※薬局配置の場合、土曜勤
務あり（時間外対応）

5 人程度

3 一般事務員（相談員） フルタイム 154,600 185,200 問わない 面接 介護老人保健施設オレンジ荘 施設における入所・通所相談業務 8:30-17:15 土、日、祝日、年末年始 1 人

5 メディカルスタッフ フルタイム 158,900 191,700 問わない 面接、作文 市立宇和島病院 外来等における医師事務補助業務 8:30-17:15 土、日、祝日、年末年始 5 人程度

6 メディカルスタッフ　副主任 フルタイム 164,100 198,500 問わない 面接、作文 市立宇和島病院
外来等における医師事務補助業務副
主任

8:30-17:15 土、日、祝日、年末年始 1 人

17 看護補助員 フルタイム 164,500 194,100 問わない 面接 市立宇和島病院 外来・病棟における看護補助業務

【病棟勤務】
早出・遅出あり
①7:30-16:15　②8:30-17:15
③10:30-19:15　勤務予定表による
【外来勤務】
8：30-17：15

勤務予定表による 10 人程度

市立宇和島病院 食養科における調理業務
早出または遅出
①6:00-14:45　②10:00-18:45
勤務予定表による

勤務予定表による 2 人程度

宇和島市立吉田病院 院内における調理業務
①5:30-17:15　②6:30-17:15
③8:30－19:10（うち7時間45分）
勤務予定表による

勤務予定表による 1 人

26 【障がい者採用】　運転手 パートタイム 992（時給） 1,037（時給）

中型自動車免許以上

身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害者手
帳、精神保健および精神障害者福祉に関する法律
第４５条に定める精神障害者保健福祉手帳、各都
道府県知事が発行する療育手帳のいずれかの交
付を受けている人

面接 介護老人保健施設ふれあい荘 施設における送迎の運転等業務
8:30-17:15のうち
4時間から7時間30分　※要相談

土、日、祝日、年末年始 1 人

33 臨床検査技師 フルタイム 181,100 209,900 臨床検査技師の資格を持つ人 面接 市立宇和島病院
臨床検査科における臨床検査技師業
務

8:30-17:15 土、日、祝日、年末年始 1 人

36 作業療法士 フルタイム 181,100 209,900 作業療法士の資格を持つ人 面接 宇和島市立吉田病院 院内における作業療法士業務 8:30-17:15 土、日、祝日、年末年始 1 人

38 管理栄養士 フルタイム 192,200 218,500 管理栄養士の資格を持つ人 面接 介護老人保健施設ふれあい荘 施設における管理栄養士業務 8:30-17:15 土、日、祝日、年末年始 1 人

給料、報酬（円）
職
種
番
号

職種名 任用形態 応募資格 試験内容 勤務場所 仕事の内容 勤務時間 休日 採用予定人数

18 調理員 フルタイム 164,500 194,100 問わない 面接



　 別紙　勤務条件等一覧

初任給 上限

給料、報酬（円）
職
種
番
号

職種名 任用形態 応募資格 試験内容 勤務場所 仕事の内容 勤務時間 休日 採用予定人数

市立宇和島病院 外来・病棟における看護師業務
①7:30-16:15　②8：30-17：15
③10：30-19：15　勤務予定表による
※配置場所により夜勤あり

勤務予定表による 1 人程度

宇和島市立吉田病院 外来・病棟における看護師業務

【病棟勤務】
①7:30-16:15　②8：30-17：15
③10：15-19：00　勤務予定表による
夜勤あり　
【外来勤務】
8：30-17：15

勤務予定表による 1 人

宇和島市立津島病院 外来・病棟における看護師業務

【病棟勤務】
早出・遅出あり
①7：00-15：45　②8：30-17：15
③12：00-20：45　勤務予定表による
夜勤あり
【外来勤務】
早出あり
①7：00-15：45　②8:30-17:15

勤務予定表による 1 人

50 看護師 パートタイム 1,213（時給） 1,274（時給） 看護師の資格を持つ人 面接 宇和島市立津島病院 外来・病棟における看護師業務
8:30-17:15のうち
4時間から7時間　※要相談

土、日、祝日、年末年始 1 人

51 採血室准看護師 パートタイム 1,043（時給） 1,088（時給） 准看護師の資格を持つ人 面接 市立宇和島病院 採血室における准看護師業務
原則 8:15－15:15　（6時間）
木曜日のみ 8:00-15：00

土、日、祝日、年末年始 1 人

52 准看護師 パートタイム 1,043（時給） 1,088（時給） 准看護師の資格を持つ人 面接 宇和島市立吉田病院 外来・病棟における准看護師業務
8:30-17:15のうち
時間は要相談

勤務予定表による 1 人

55 介護員 フルタイム 164,100 191,200 介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）以上 面接 介護老人保健施設ふれあい荘 施設における介護員業務

①7:00-15:45　②8:30-17:15
③9:30－18:15　④10:00-18:45
勤務予定表による
（夜勤　16:30-9:00　※要相談）

勤務予定表による 1 人

職務内容等に関する問い合わせ先は、ぞれぞれの勤務場所へお願いします。

宇和島病院 総務管理課　人事給与係 電話　０８９５－２５－１１１１　内線２１０９２・２１０４７

吉田病院 事務局 電話　０８９５－５２－０６１１　内線２４２

津島病院 事務局 電話　０８９５－３２－２０１１　内線２８２

オレンジ荘 事務局 電話　０８９５－５２－３１５１

ふれあい荘 事務局 電話　０８９５－２０－８００８

43 看護師 フルタイム 197,500 227,400 看護師の資格を持つ人 面接


