
作成日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

　
(1) 5時30分～19時30分
(2) 9時00分～23時35分
(3)12時30分～20時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-2019  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-6111  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

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年単位） 　
(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL. 06-6702-5286  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-6409  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時15分 介護福祉士
(2) 8時30分～12時30分
(3)13時00分～17時15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

変形（１年単位） 　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-1855  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
7時30分～17時00分の間の
8時間程度

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-6430  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時00分～17時00分 大型自動車免許一種
(2) 8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-1197  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-2658  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-0663  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 7時30分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-54-0619  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-23-0703  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-1500  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-39-0380  
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-1500  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

【対象者】雇用保険を受給できない求職者の方で、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認められる方

【内　容】求職者支援訓練等を受講し、スキルアップが図れます。（受講料は無料、テキスト代は自己負担）

　　　　　訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。

　　　　　一定要件を満たす方に訓練期間中、「職業訓練受講給付金」を支給します。

土日祝他

一般事務員
時給

株式会社　三光システム　伊方事業所 雇用・労災・
健康・厚生

不問
140,592円～
153,520円

123,000円～
140,000円1人 西予市野村町野村５－１１１

38030-  945981 土日祝他

1人
愛媛県西宇和郡伊方町九町越　四国電力伊方発電所　ＮＯ．３保修事務所

38030-  943381 土日祝他

月給
株式会社　研農 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

130,000円～
180,000円1人

一般事務員
月給

株式会社　研農 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

西予市野村町野村５－１１１

38030-  942081

雇用・労災・
健康・厚生

不問
207,000円～
253,000円1人 愛媛県西宇和郡伊方町二名津２１５番地

38030-  956481 日他

経理事務員
月給

大野税理士事務所 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
150,000円～
150,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８番５号

38030-  957781 土日祝他

日他

1人 西予市宇和町卯之町５丁目２４７－１

38030-  979681 日祝他

生コンクリート配車係
月給

八幡浜生コンクリート　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
180,000円～
200,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－５００

38030-  955581 日他

雇用・労災・
健康・厚生

不問
112,000円～
112,000円1人

150,000円～
250,000円1人 八幡浜市字中深１２２６－７

38030-  980481

日他

土木作業員「建設」
日給

株式会社　兵頭建設 雇用・労災・
健康・厚生

不問
198,050円～
198,050円1人

空調機器等の設備工
（見習い）

月給
平家特機工事　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

38030-  975281 土日祝他

配送員
月給

土居商店　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
200,000円～
250,000円

給食調理員（せいよ西
学校給食センター）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下

大阪市平野区喜連西５－４－４１

27040- 9359781 日祝他

一般事務員
月給

西予市宇和町土地改良区 雇用・労災・
健康・厚生

不問
140,497円～
140,497円

201,000円～
222,400円1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030-  960381 他

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目４３４番地１

38030-  958881 土日祝他

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
152,460円～
155,925円1人 西予市宇和町卯之町２丁目４６２

38030-  985081 日他

製造工（サンドイッチ
袋、おにぎり袋の製造
のお仕事）

月給
株式会社　大阪包装社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

32歳以下
132,000円～
132,000円3人

他

葬儀アシスタント（正
社員：野村）

月給
有限会社　ビック（サンリードグループ）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
150,000円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

38030-  982881 又は 7時30分～20時30分の
間の8時間程度

他

必要な免許資格
休日

求人者名・所在地・求人番号・就業場所等

船内作業員（売店、客
室案内等）【別府・臼
杵航路】

月給
宇和島運輸商事　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
57歳以下

174,500円～
175,000円1人 愛媛県八幡浜市沖新田１５８１－２１

38030-  981781

求職者支援制度のご案内

3月　22日
4月　  6日予定

年齢
採用人数

賃金形態
賃金（月額換算）

介護職員
時給

東宇和農業協同組合

デイケア介護職員（介
護福祉士）

月給 社会福祉法人　白寿会
介護老人保健施設　西安

愛媛県西予市宇和町下川８８１

38030-  967281

時給
西予市教育委員会

配管工
日給

有限会社　増田建材

肥料製造設備オペレー
ター

℡ 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：//www.hellowork.go.jp/) 
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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：//www.hellowork.go.jp/) 

　
(1) 8時30分～17時10分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-39-0589  
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 9時30分～19時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)11時15分～21時00分
(3) 9時30分～21時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-5877  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0007  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
8時30分～20時00分の間の 柔道整復師
8時間程度

雇用期間の定めなし TEL. 0894-21-1708  
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～18時30分
(2) 8時30分～13時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 06-6966-0681  
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00分～17時00分 中型一種（８ｔ限定）

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-6354  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時10分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-3625  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

自動車整備士（２級）

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-1515  
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～ 3時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-24-1515  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-1919  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-1425  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-69-8775  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL. 089-911-2230  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1)11時00分～14時00分
(2)18時00分～23時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-3608  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 7時30分～16時30分
(2)17時00分～ 9時00分

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

　
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 090-8970-0518  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

【対象者】雇用保険を受給できない求職者の方で、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認められる方

【内　容】求職者支援訓練等を受講し、スキルアップが図れます。（受講料は無料、テキスト代は自己負担）

　　　　　訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。

　　　　　一定要件を満たす方に訓練期間中、「職業訓練受講給付金」を支給します。

他

造船組立工
日給

林組 雇用・労災不問
195,500円～
230,000円2人 愛媛県八幡浜市栗野浦５７４　栗之浦ドック内

38030-  916281 日他

看護補助・介護職員
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

不問
151,000円～
184,600円2人 愛媛県八幡浜市古町１丁目６－１２

38030-  914781

日他

エステティシャン
月給

株式会社　ティー・エス・エー 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
159,000円～
220,000円

160,000円～
170,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３３９番地

38030-  911981 月他

1人 愛媛県八幡浜市１４６１

38030-  908281 日他

現場作業員
月給

有限会社　兵頭組 雇用・労災・
健康・厚生

18歳～40歳
220,000円～
315,000円2人

調理及びホール係
月給

株式会社　美ゆき 雇用・労災40歳以下

愛媛県西予市宇和町明間１００８

38030-  907881

日他

ルート営業及び配送員
月給

豊洋産業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

25歳以下
155,000円～
155,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２３６－１０５

38030-  927381 土日祝他

作業員（便利屋）
日給

合同会社　クイックサポート 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
172,800円～
172,800円1人 愛媛県西予市野村町野村１４－１９

38030-  941181

日祝他

自動車整備工
月給

アトム石油　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
210,000円～
275,000円

133,200円～
133,200円1人 愛媛県八幡浜市産業通１０－１１

38030-  935381 他

1人 愛媛県八幡浜市産業通１０－１４

38030-  934081 土日祝他

事務及び軽作業員
月給 メカニカルカーボン工業　株式会社

野村工場
雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
140,800円～
250,000円1人

タクシー運転手
時給

アトムタクシー　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問

愛媛県西予市野村町阿下８－８６－１

38030-  933181

日祝他

土木作業員
日給

二宮重建　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
187,200円～
210,600円2人 愛媛県八幡浜市川之内５－２２５

38030-  932281 日他

薬局事務（期間限定契
約社員）／そうごう薬
局八幡浜店

月給
総合メディカル　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
145,000円～
145,000円1人

福岡県福岡市中央区天神２丁目１４－８　福岡天神センタービル１６Ｆ

40010-22955981

38030-  953681 日祝他

38030-  952381 日祝他

柔道整復師及び機能訓
練指導員

月給
株式会社　Ｗｅｌｌ　Ｓｔｕｄｉｏ 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

170,000円～
220,000円1人

ルート営業員
日給

愛媛マルハ　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
196,500円～
305,500円1人 愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

愛媛県八幡浜市保内町宮内２－７８－１

土日祝他

レストラン調理・ホー
ル接客係

月給
有限会社　ゆうぼく 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

174,000円～
262,000円1人 愛媛県西予市宇和町坂戸５５３－１

38030-  949881 月他

一般事務員（図書業
務）

月給
四電ビジネス　株式会社　伊方事業所 雇用・労災・

健康・厚生
不問

140,000円～
140,000円1人 愛媛県西宇和郡伊方町九町越　四国電力　伊方発電所内

38030-  948781

求職者支援制度のご案内
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3月　22日
4月　  6日予定

年齢
採用人数

賃金形態
賃金（月額換算）

℡ 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：//www.hellowork.go.jp/) 

　
(1) 9時15分～18時15分 普通自動車免許ＡＴ

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

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時15分 保育士
(2) 7時30分～16時15分 普通自動車免許ＡＴ
(3) 9時15分～18時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-22-3111  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１年単位） 　
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-1122  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時15分～18時15分
(2) 8時15分～17時15分
(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

変形（１年単位） 　
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-2125  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-39-1068  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時30分～18時30分
(3)17時00分～ 9時00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

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 9時30分～18時30分
(2) 9時00分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-7077  
正社員 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. 0894-62-0327  
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. 0894-76-0623  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～16時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-1016  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時00分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL. 089-948-8851  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-33-3751  
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生年金基金

交替制あり 　
(1) 6時00分～15時00分
(2) 9時30分～18時30分
(3)11時30分～20時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-1338  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0156  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～16時00分 大型自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-33-0454  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

【対象者】雇用保険を受給できない求職者の方で、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認められる方

【内　容】求職者支援訓練等を受講し、スキルアップが図れます。（受講料は無料、テキスト代は自己負担）

　　　　　訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。

　　　　　一定要件を満たす方に訓練期間中、「職業訓練受講給付金」を支給します。

紙加工員（宇和工場）

愛媛県西予市宇和町皆田１５０６2人
140,800円～
158,400円

不問
雇用・労災・
健康・厚生

宇和特紙　株式会社
日給

土日他

歯科助手
月給

上田歯科医院 雇用・労災・
健康

59歳以下
135,000円～
135,000円

280,000円～
280,000円1人 西予市三瓶町朝立１－３２０－４

38030-  868881 日他

1人 愛媛県八幡浜市広瀬一丁目７－４０

38030-  862381 木日祝他

品質管理員（正社員）
月給

オレンジベイフーズ　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
154,580円～
180,290円1人

活魚トラック運転手及
び養殖作業員

月給
広隆水産　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

愛媛県八幡浜市保内町宮内１－２８９－１

38030-  861081

商品開発員
月給

株式会社ちぬやホールディングス 雇用・労災・
健康・厚生

39歳以下
196,000円～
215,000円1人 香川県三豊市豊中町本山乙７０３番地

日祝他

37040- 1772681 日祝他

家庭薬配置員
月給

協同薬品工業　株式会社　愛媛営業所 雇用・労災・
健康・厚生

不問
123,000円～
123,000円1人 愛媛県伊予郡砥部町拾町１６５　全農愛媛県本部生活センター内

38010- 9750081

他

土日祝他

集卵作業員
時給 ＪＡえひめフレッシュフーズ　株式会社

藤原農場
雇用・労災・
健康・厚生

不問
110,852円～
110,852円1人 愛媛県西予市宇和町下川３１３１

38030-  893281

日他

西予市宇和町上松葉　７６－１

38030-  885281 月他

ミネラルウォーター製
造補助・検品員

時給
株式会社　ぞっこん四国　野村水製造工場 雇用・労災・

健康・厚生
不問

120,768円～
120,768円1人 愛媛県西予市野村町小松２０６５

38030-  892881

建設現場作業員
日給

中央綜合建設　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下
186,400円～
233,000円

フロント係
月給

ＣＯＴＴＯＮ－ＣＬＵＢ 雇用・労災30歳以下
160,000円～
170,000円1人

1人 西予市宇和町卯之町１－３９６

38030-  890481

165,000円～
175,000円1人 愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

38030-  877281 他

介護職員【夜勤あり】
月給

株式会社　さくら 雇用・労災・
健康・厚生

不問

愛媛県西宇和郡伊方町二見甲８４２－２

38030-  906781 土日祝他

38030-  900081 土日祝他

機械工【見習】
日給

高野興業　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
208,000円～
208,000円2人

日祝他

受付事務員
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
156,000円～
260,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目４番５号

38030-  924281

150,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町喜木２－７８－１

38030-  921481 日他

品質管理スタッフ（補
助）

月給
株式会社　えひめフーズ 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

38030-  919381 日祝他

38030-  918081 土日祝他

保育士
日給

八幡浜市役所 雇用・労災・
健康・厚生

不問
166,540円～
166,540円4人

生活支援員【資格な
し】

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

不問
118,240円～
118,240円1人 愛媛県八幡浜市４３５番地１８

八幡浜市北浜１丁目１－１

求職者支援制度のご案内
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作成日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等
必要な免許資格

休日
求人者名・所在地・求人番号・就業場所等

3月　22日
4月　  6日予定

年齢
採用人数

賃金形態
賃金（月額換算）

℡ 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：//www.hellowork.go.jp/) 

　
(1) 8時30分～17時15分 薬剤師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-4355  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１年単位） 　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-0651  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時45分～17時45分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

雇用期間の定めなし TEL. 025-371-4115  
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

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL. 0120-789-635  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 06-6777-7726  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 6時00分～15時30分
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-907-5750  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-64-1330  
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 介護福祉士
(2)16時30分～ 9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

　
(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～19時00分
(3) 8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-0117  
正社員 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. 0894-62-5339  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 2時30分～10時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-2288  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(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. 0894-22-5750  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生年金基金

　
(1) 8時30分～17時15分 ドクターズクラーク

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-5750  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生年金基金

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-3288  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-23-1774  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１年単位） 　
(1) 8時45分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-913-7075  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

【対象者】雇用保険を受給できない求職者の方で、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認められる方

【内　容】求職者支援訓練等を受講し、スキルアップが図れます。（受講料は無料、テキスト代は自己負担）

　　　　　訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。

　　　　　一定要件を満たす方に訓練期間中、「職業訓練受講給付金」を支給します。

162,550円～
261,350円1人 愛媛県八幡浜市八代５６番地２

38030-  849481

38030-  844081

38030-  828081

38030-  858781

経理事務員
月給

あけはまシーサイドサンパーク　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

日他

1人 愛媛県八幡浜市向灘３５２（高城４）

38030-  848581 日祝他

修理担当スタッフ
日給

株式会社　平田電気（アトム電器八代店） 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下

一般事務員
日給

昭和建設　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
138,240円～
172,800円

日祝他

医療事務作業補助者
（ドクターズクラー
ク）

月給
医療法人　青峰会

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
140,200円～
180,700円1人 八幡浜市五反田１－１０４６－１

他

准看護師（グッドライ
フ五反田）

月給
新愛商事　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
191,200円～
252,200円2人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０５０

38030-  835181

土他

せり及びトラック運転
手

月給
玉岡水産　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

170,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市４３５－３５

日他

製材工
日給

株式会社　シモコウ 雇用・労災・
健康・厚生

不問
138,000円～
207,000円3人 西予市宇和町大江７７

38030-  826281

日祝他

歯科助手
月給

矢野歯科医院 雇用・労災・
健康

不問
130,000円～
130,000円1人 愛媛県西予市野村町野村１２ー３３８

38030-  818281

他

月日

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

59歳以下
145,000円～
195,000円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

59歳以下
164,000円～
183,900円1人 愛媛県西予市明浜町高山甲４６１番地１

38030-  856581

38010- 9068181 他

調理員・調理補助（西
予市野村）

時給
株式会社　ＬＯＨＡＳ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

138,880円～
173,600円1人 愛媛県松山市一番町１丁目１４番地７　フジコビルＦ３階

土日他

ＭＣ（板金・金物全般
技術者）（愛媛県）

日給
株式会社　ヨシモリ　大阪営業所 雇用・労災・

健康・厚生
不問

204,000円～
408,000円3人 大阪市東住吉区住道矢田２－１－６

27040- 8035081

大阪市此花区島屋４丁目４－５１

27020-17424581 他

2人 新潟市南区清水４５０１番地１

15070- 2561981 他

カスタマーサービス職
（宇和営
業所）

時給
佐川急便株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県八幡浜市保内町宮内１－３００－１

38030-  873581 日他

販売・店舗運営職
（リージョナル社員）

月給
株式会社コメリ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳以下
162,000円～
214,000円

品質管理スタッフ
月給

西南開発　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
170,000円～
225,000円1人

146,200円～
146,200円1人

土日祝

薬剤師
月給

一般社団法人　八幡浜医師会立　双岩病院
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
253,100円～
292,500円1人 八幡浜市若山４番耕地１６０番地１

38030-  869281

受付案内業務
月給 伊予鉄総合企画　株式会社

（いよてつ総合企画）
雇用・労災・
健康・厚生

不問
137,100円～
137,100円1人 愛媛県松山市三番町４丁目９－５

38010- 9705581 他

求職者支援制度のご案内
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