
作成日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 7時30分～16時15分
(3)10時00分～18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

　
(1) 8時30分～17時30分 自動車整備士（２級）

普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-0575  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-69-3101  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(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) 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. 0894-24-4500  
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. 0894-23-2121  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 9時00分～18時00分 看護師
(2) 7時00分～16時00分 准看護師
(3)17時00分～ 9時30分

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

変形（１ヶ月単位） 　
(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. 0894-62-2353  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～17時00分 大型自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-1145  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 11時00分～20時00分 原動機付自転車
(1) 11時00分～22時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-1808  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 5時00分～13時45分 調理師
(2) 7時00分～15時45分
(3) 9時15分～19時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-22-5750  
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 中型自動車免許一種

普通自動車免許一種
フォークリフト技能者

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-4331  
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 厚生年金基金

変形（１年単位） 　
(1) 8時00分～17時00分
(2) 6時00分～15時00分
(3)13時00分～22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

　
(1) 8時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時15分～17時15分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-72-1113  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0070  
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。

求職者支援制度のご案内

土日祝他

1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－３００－１

38030- 1164681 日他

水日祝他

鶏肉加工作業員（フル
パート）

時給
マルハフーズ　株式会社　宇和工場 雇用・労災・

健康・厚生
不問

138,240円～
155,520円1人 愛媛県西予市宇和町信里９９１

38030- 1168781

生活福祉課事務補助員
（市民生活係）

時給
西予市役所　野村支所 雇用・公災・

健康・厚生
不問

食料品製造スタッフ
（正社員）

月給
西南開発　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳以下
170,000円～
225,000円

112,000円～
112,000円1人 愛媛県西予市野村町野村１２号６１９番地

38030- 1165981

日他

2人 八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 1154081 他

他

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

不問
275,000円～
355,000円3人 愛媛県八幡浜市１２８０－９

38030- 1159481

資材回収作業員
月給

有限会社　マルイ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

調理師（くじら病院）
日給

医療法人　青峰会
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
142,800円～
142,800円

200,000円～
200,000円1人 八幡浜市若山２－１５

38030- 1155381

38030-1187281 他

ピザの製造及び宅配員
月給

ピザロイヤルハット　八幡浜店 雇用・労災・
健康・厚生

不問
160,000円～
160,000円5人 愛媛県八幡浜市大正町１１８２番地１９　安全ビル１階

他

事務員（社労士業務）
月給

社会保険労務士　ケイエム・オフィス 雇用・労災・
健康・厚生

不問
150,000円～
175,000円1人

1人 八幡浜市保内町喜木２－２０－３

38030- 1147381 日祝他

愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２５５番地

38030- 1145181 土日祝他

看護師又は准看護師
（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
149,200円～
167,100円2人 八幡浜市向灘２２９番地１４

トラック乗務員
月給

だいだい運送　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
200,000円～
300,000円

38030- 1144281

40歳以下
160,000円～
160,000円1人 愛媛県八幡浜市堀川町４２４－３

38030- 1139381 他

出荷事務員
月給

八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
130,000円～
150,000円1人 八幡浜市昭和通１２８０

38030- 1140581 日他

日他

他

介護職員（正社員）
月給 株式会社　百笑一輝

デイサービスセンター海里
雇用・労災・
健康・厚生

不問
140,000円～
180,000円1人 愛媛県西予市明浜町俵津４番耕地６９番地１

38030- 1129181

38030- 1132581 他

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

自動車整備士
月給

有限会社　一宮モータース 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
200,000円～
250,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町５－２８６－１

38030- 1127881

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

プロパンガス配達・ガ
ス配管工

月給
宮本ガス商会　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生

事務員
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
140,550円～
140,550円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 1173681

4月　  4日
4月　16日予定

年齢
採用人数

賃金形態
賃金（月額換算）

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

他

℡ 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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変形（１ヶ月単位） 　
(1) 9時00分～21時00分 普通自動車免許ＡＴ

危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めなし TEL. 03-3293-4310  
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. 06-6315-7646  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

変形（１年単位） 　
(1) 9時30分～19時15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. 0859-30-4670  
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 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 089-926-0345  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 確定拠出年金

　
(1) 7時30分～16時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-932-6200  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１年単位） 　
(1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 089-973-3665  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１年単位） 　
(1) 9時00分～18時00分 電気主任技術者３種

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 089-968-3830  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１年単位） 　
(1) 7時00分～22時30分 普通自動車免許二種
(2) 9時30分～ 3時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0250  
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. 0894-33-2152  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１年単位） 　
(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. 0894-62-6677  
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

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-6111  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1)15時00分～ 0時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-35-6910  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～16時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-33-3636  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 5時30分～14時30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. 0894-22-0163  
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 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-3456  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時30分 建築施工管理技士１級

建築施工管理技士２級
普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-5111  
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。

求職者支援制度のご案内

土日祝他

建築現場管理者
月給

株式会社　大任建設
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
200,000円～
400,000円1人 愛媛県八幡浜市産業通３－３

38030- 1079481

他

一般事務及び販売補助
員

月給
有限会社　新地商店 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

160,000円～
240,000円1人 愛媛県八幡浜市１２０７番地の１　しんちビル１階

38030- 1078581 日他

給食調理員
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
139,500円～
160,000円1人 八幡浜市１５３６－１１８

38030- 1071881

38030- 1064281 他

他

青果係
時給

株式会社　Ａコープ西日本　Ａコープみかめ 雇用・労災・
健康・厚生

不問
121,500円～
121,500円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立１－５４９－１

調理・接客係（正社
員）

月給
三代目　長山精肉店 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

170,000円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市産業通２０３－１

38030- 1060581

38030- 1052581 又は 7時30分～20時30分の
間の8時間程度

他

38030- 1050681 土日他

葬儀アシスタント（正
社員：八幡浜）

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

鉄筋工
日給

株式会社　山口工業 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
156,000円～
228,800円3人 愛媛県西予市宇和町清沢１９２０－１

愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

他

現場作業員
日給

有限会社　上田産業 雇用・労災・
健康・厚生

不問
161,700円～
161,700円2人 愛媛県八幡浜市大字八代６６４－４

38030- 1043981 日他

タクシー乗務員
時給

株式会社　すみれタクシー 雇用・労災・
健康・厚生

不問
127,699円～
172,800円2人 八幡浜市江戸岡一丁目１２－２

38030- 1041381

3人 愛媛県松山市松ノ木１丁目５－４０

38010-11744281 土日祝他

電気主任技術者
月給

株式会社　中央電気保安協会　松山支社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
150,000円～
400,000円

日他

清掃員
日給

芙蓉メンテナンス株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
120,000円～
129,600円

火他

営業職
月給

ネッツトヨタ愛媛　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
174,890円～
315,240円1人 愛媛県松山市空港通２丁目６－３３

38010-11551281

営業員／南予支店
月給

株式会社　ニューパック住友　松山支店 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
174,100円～
222,861円1人 愛媛県松山市山越６丁目１５－１７

1人 愛媛県松山市和泉北４丁目２番７号

38010-11519281

祝他

2人 大阪市北区太融寺町１－１７　梅田アスカビル５Ｆ

27020-22762981 土日祝

38010-11500281 日他

フィットネス施設　接
客スタッフ（カーブス
八幡浜店）

月給
株式会社クリエイティブサポートカーブス事業部

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下

放射線管理（愛媛県伊
方発電所）

月給
サンエス　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
185,000円～
268,000円

175,000円～
220,000円2人 鳥取県米子市両三柳３２３番地１　大共ビル１Ｆ

31020- 5112481

13010-41088981 他

ガソリンスタンド給油
スタッフ及び店長候補
／西予市

月給
マルネン　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

180,000円～
330,000円2人 東京都千代田区神田駿河台二丁目２番地　御茶ノ水杏雲ビル９階

2



作成日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

4月　  4日
4月　16日予定

年齢
採用人数

賃金形態
賃金（月額換算）

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

℡ 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. 0894-24-4481  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分
(3) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-36-1338  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(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. 0894-62-6517  
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

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-0282  
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ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-6600  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時15分 医療事務士

医療事務管理士
医事管理士

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-38-0211  
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり 　
9時30分～19時15分の間の 普通自動車免許ＡＴ
8時間程度

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-3121  
正社員 就業場所 愛媛県大洲市

　
(1) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-3111  
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. 090-8977-1656  
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

雇用期間の定めなし TEL. 090-1009-6002  
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ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-23-2540  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
7時00分～19時00分の間の 普通自動車免許一種
8時間程度 危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めなし TEL. 089-947-1170  
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. 0895-44-2122  
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

雇用期間の定めなし TEL. 093-391-7717  
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
(2) 8時00分～16時45分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-943-7737  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

変形（１年単位） 　
(1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時15分～15時00分 準中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL. 089-925-7824  
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。

求職者支援制度のご案内

土日祝

3人 北九州市門司区黄金町６－２８

40062- 1769681 他

営業員
月給

株式会社　パステムマツザワ
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳以下
172,000円～
258,000円2人 愛媛県松山市久万ノ台６９５－１

38010-11025281 日他

医療事務（西予市）
時給

株式会社　ニチイ学館　松山支店 雇用・労災・
健康・厚生

不問

店長候補（スーパー内
惣菜コーナー）／愛媛
県八幡浜市

日給
九州惣菜　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
192,000円～
192,000円

119,250円～
127,200円1人

愛媛県松山市三番町４丁目４番地６　松山センタービル２号館　６階

38010-11295081

38040- 1483981 日他

生コンクリート検査員
日給

日吉綜合建設　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
195,500円～
241,500円1人 愛媛県北宇和郡鬼北町大字下鍵山５０９

1人 愛媛県宇和島市寿町２丁目９番１２号

38040- 1462881 他

灯油、軽油の配達
月給

三原産業　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳以下
140,630円～
164,810円

38030- 1121381 日他

他

一般事務員
月給

有限会社　大和自動車 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
140,000円～
160,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏甲８２１番地

日他

一般事務員
月給

株式会社　マルミ 雇用・労災・
健康・厚生

不問
160,000円～
250,000円2人 八幡浜市向灘２３５１番地２

38030- 1112181

建築作業員及び型枠大
工「建設」

日給
有限会社　井上工務店 雇用・労災・

健康・厚生
不問

192,000円～
312,000円2人 愛媛県西予市宇和町岩木２２２３－１

38030- 1111281

3人 八幡浜市北浜１丁目１－１

38030- 1109581 土日祝他

土木技術職員（正職
員）

月給
八幡浜市役所 公災22歳～33歳

179,200円～
179,200円

他

ドコモショップ接客応
対スタッフ（大洲エリ
ア）

月給
株式会社　ステップコミュニケーション 雇用・労災・

健康・厚生
不問

151,000円～
207,700円2人 八幡浜市中深１２２０－７

38030- 1100481

38030- 1094981 土日祝他

土日祝他

医療事務員
月給

伊方町役場 雇用・労災・
健康・厚生

不問
143,156円～
143,156円1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９３－１

日他

事務及び営業員
月給

豫洲産業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下
205,623円～
224,885円1人 愛媛県西予市宇和町永長４８１番地１

38030- 1093681

建築施工管理者（現場
監督）

月給
株式会社　下元工務店

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
183,000円～
300,000円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１３８９番地

38030- 1090181

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目２５

38030- 1089881 月他

1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－２８９－１

38030- 1088781 土日他

土木作業員（見習可）
日給

株式会社　新光建設 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
184,000円～
207,000円1人

カフェ運営スタッフ
月給

一般社団法人　ＺＥＮＫＯＮ－ｎｅｘ 労災不問

八幡浜市１１９８番地１

38030- 1082081 日他

製造作業員（フルパー
ト）

時給
オレンジベイフーズ　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

138,416円～
138,416円

126,500円～
150,000円

3
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次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

4月　  4日
4月　16日予定
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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/) 

変形（１年単位） 　
(1) 8時00分～16時30分 その他の建設工事関連

雇用期間の定めなし TEL. 089-966-5519  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-8818  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町 厚生年金基金

　
(1) 8時30分～17時10分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 050-8802-2005  
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 8時30分～17時30分

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) 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

　
7時00分～19時00分の間の
8時間程度

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-3121  
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. 0894-62-3411  
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生年金基金

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～12時00分

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

交替制あり 　
(1) 6時15分～15時00分
(2) 8時15分～17時00分
(3)10時30分～19時15分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-35-0510  
正社員以外 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
(2)11時15分～20時15分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-29-1016  
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 原動機付自転車免許

雇用期間の定めなし TEL. 0894-67-0149  
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～17時15分 普通自動車免許一種
(2)17時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし TEL. 089-992-3856  
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30分 看護師
(2) 8時30分～18時00分 准看護師
(3) 8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-6698  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１年単位） 　
(1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～19時00分
(3)13時00分～22時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-83-0200  
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

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-5540  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時15分 介護支援専門員
(2) 8時30分～12時30分 普通自動車免許ＡＴ

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

【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。

1人 愛媛県八幡浜市布喜川甲８９５－２

38030- 1007281 日祝他

求職者支援制度のご案内

愛媛県西予市城川町下相１００８－１

38030- 1004481 他

造園工（見習）
日給

横平農園　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

30歳以下
193,600円～
242,000円

38030- 1003581 日祝他

水中運動セラピスト
時給

株式会社　城川ファクトリー
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
148,240円～
148,240円1人

他

正・准看護師
月給

医療法人　矢野整形外科 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
175,000円～
215,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３ー３５９

運転技術員（施設管
理）

月給 株式会社　日本管財環境サービス
八幡浜事業所

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
160,000円～
240,000円1人 愛媛県八幡浜市栗野浦５７４番地７７　八幡浜浄化センター内

38030- 1015281

他

愛媛県八幡浜市保内町磯崎２１１４番地３

38030- 1009081 他

とび・法面作業員
日給

株式会社　伊予ネット 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
180,000円～
300,000円2人 愛媛県西予市宇和町明間１２４１－２

38030- 1014881 日他

販売員
時給

株式会社　一六本舗　八幡浜店 雇用・労災・
健康・厚生

不問
127,872円～
127,872円

給食調理員
日給 八幡浜地区施設事務組合

特別養護老人ホーム　青石寮
雇用・労災・
健康・厚生

不問
137,700円～
137,700円2人

1人 愛媛県八幡浜市昭和通１３８８－３

38030- 1010981

1人 西予市宇和町卯之町２丁目４６２

38030- 1034381 日祝他

事務係（金融・共済）
時給

東宇和農業協同組合
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
125,600円～
128,400円

日祝他

他

プレス工
月給

三栄工機　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
170,000円～
170,000円1人 愛媛県西予市宇和町伊賀上１３２８

38030- 1030881

運営部スタッフ
月給

株式会社　アゴラ 雇用・労災・
健康・厚生

39歳以下
170,000円～
190,000円1人 愛媛県八幡浜市字中深１２２０－７

38030- 1028981

土日祝他

給食調理員（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
不問

143,000円～
155,000円

138,240円～
172,800円1人 愛媛県八幡浜市向灘３５２（高城４）

38030- 1026381 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市松柏丙６９２番地１

38030- 1038481 日他

清掃員
日給

伊方サービス　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
130,968円～
130,968円1人

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

西宇和郡伊方町九町浦安１番耕地１３４９番１

38030- 1037581

日他

機械器具設置工
日給

有限会社　岡田エンジニアリング 雇用・労災・
健康・厚生

18歳以上
170,400円～
255,600円1人 愛媛県西予市宇和町岩木６２１－１８

38030- 1036981 土日祝他

コンクリート技師
月給

株式会社　しろかわ 雇用・労災・
健康・厚生

不問
220,000円～
280,000円1人 愛媛県東温市北方甲３３６１番地

38010-11035081

1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030- 966881 土日他

施設ケアマネージャー
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
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