
作成日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

変形（１年単位） 　
(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
(2)16時30分～ 1時15分
(3) 0時45分～ 9時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-72-3820  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時15分 介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-2306  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種
(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

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-24-1111  
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 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-37-2655  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

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

変形（１ヶ月単位） 　
(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. 0893-37-4235  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時15分～17時15分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0144  
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
(2)17時30分～ 9時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-89-4165  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 9時00分～17時30分
(2)12時30分～21時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-3500  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-35-7005  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 6時00分～15時00分 大型自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-66-0621  
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. 0894-37-2040  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 7時15分～16時15分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-1707  
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. 0894-36-2661  
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 厚生年金基金

【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。

4月　23日
5月　11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

介護職員
月給

西予市野村　介護老人保健施設　つくし苑 雇用・労災・
健康・厚生

不問
143,959円～
143,959円1人 愛媛県西予市野村町野村９号４７番地３

38030- 1332981 他

介護支援専門員
月給

社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
147,260円～
203,579円2人 愛媛県西予市野村町野村１２号１５番地

38030- 1333581

38030- 1334481 日祝他

土日祝他

一般事務員
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1人 西予市宇和町卯之町２丁目４６２

1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目１２－１０

38030- 1336881 日他

移動販売員（購買業務
員：三崎出張所）

時給
西宇和農業協同組合 雇用・労災・

健康・厚生
不問

128,400円～
154,080円

営業員
月給

有限会社　アサノ設備 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下
180,000円～
210,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町須川２０９－３

38030- 1338181 日祝他

一般経理事務員
月給

社会福祉法人　伊方福祉会 雇用・労災・
健康・厚生

不問
140,100円～
161,600円1人 西宇和郡伊方町九町　６－８４０－１

38030- 1339081 土日祝他

建設作業員（法面工
事）

日給
関西ネット工業　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

195,200円～
366,000円5人 愛媛県西予市宇和町下松葉３７８番地５

障がい者支援員
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

不問
155,000円～
155,000円

38030- 1341581 日他

ＤＴＰデザイナー
日給

株式会社　豊予社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
145,520円～
194,740円1人

1人 西予市野村町野村１２号４４６番地

38030- 1343781 他

愛媛県八幡浜市松柏甲７７１ー１

38030- 1342481 日祝他

レジ・販売員
時給

株式会社　明屋書店　宇和店 雇用・労災・
健康・厚生

不問
123,690円～
123,690円2人 西予市宇和町下松葉５２２

38030- 1324981 他

インターネット販売事
務員

月給
ＫＩＲＡＫＵ 雇用・労災不問

130,000円～
160,000円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１７２－８

38030- 1325581 土日祝他

トラック運転手（南予
管内）

月給
東和運送　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

220,000円～
250,000円1人 愛媛県西予市宇和町岡山５４８－１

製造職
月給

株式会社　あわしま堂 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
136,800円～
162,450円

38030- 1328881 日他

建設機械・自動車整備
士

月給
南海建機　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

160,000円～
220,000円1人

5人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２３７－５３

38030- 1310281 他

愛媛県八幡浜市保内町須川２０－１

38030- 1331681 日他

一般事務員
月給

有限会社　エーデル企画 雇用・労災・
健康・厚生

不問
150,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町須川３３１－６

38030- 1313381

介護職及び送迎ドライ
バー

時給
医療法人　青峰会

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
150,660円～
167,400円1人 八幡浜市五反田１－１０４６－１

土日他

38030- 1315981 他

求職者支援制度のご案内

℡ 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00分 普通自動車免許一種

高圧ガス販売主任２種
高圧ガス販売主任１種

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-3211  
正社員以外 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
(2)10時00分～19時00分
(3)12時00分～21時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0896-58-5791  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9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. 0894-27-0023  
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. 0894-62-0053  
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00分～17時00分 理学療法士

作業療法士

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15分 普通自動車免許ＡＴ

簿記検定（日商３級）
ＩＴパスポート試験

雇用期間の定めなし TEL. 089-924-1103  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

変形（１年単位） 　
(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) 5時00分～14時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-917-6560  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時15分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

準中型自動車免許

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0120-514-744  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市 確定拠出年金

　
(1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 089-956-1711  
正社員 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 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 089-956-2627  
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. 0894-22-2114  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～13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. 0894-35-7031  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 6時00分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-53-0346  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 7時45分～16時45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

　
(1) 8時30分～17時30分 栄養士

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

【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。

ガス販売員
月給

株式会社　ＪＡ東宇和サービス
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
155,000円～
200,000円1人

工場内製造スタッフ
月給

株式会社　オーシャンドリーム 雇用・労災・
健康・厚生

不問

愛媛県西予市宇和町下松葉５３６番地

38030- 1319881 他

販売員（ファッション
アドバイザー）

月給
セムミモザ　株式会社　フジグラン北浜店 雇用・労災・

健康・厚生
不問

155,000円～
188,000円

150,000円～
150,000円2人 愛媛県八幡浜市北浜１丁目３―１８

38030- 1299181 土他

1人 愛媛県八幡浜市北浜１丁目４番３３号

38030- 1320181 他

介護職員（フルパー
ト：デイサービス）

時給
株式会社　はなみずき

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
133,000円～
141,000円2人 愛媛県西予市宇和町坂戸４３７番地

38030- 1300781

他

日他

理学療法士または作業
療法士（正社員）

月給
株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町 雇用・労災・

健康・厚生
67歳以下

205,000円～
250,000円1人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 1301881

179,900円～
179,900円1人 愛媛県松山市宮西１丁目５番１９号

38010-13975281 土日祝他

商工会職員（経営支援
員）

月給
愛媛県商工会連合会

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳以下

38040- 1792481 他

日他

一般事務員
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
140,100円～
163,800円1人 愛媛県松山市山越６丁目１５－１７

38010-14045481

雇用・労災・
健康・厚生

四国医療サービス株式会社
シンセイフード事業部　宇和島営業所

時給

測量助手（西予営業
所）

月給
株式会社　小笠原工務所 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

愛媛県松山市朝生田町３丁目１番地１２号

38010-13045781 土日

寮の管理人
月給

株式会社　長崎商事 雇用・労災・
健康・厚生

不問
165,000円～
170,000円

ルート配送／西予支所
時給

生活協同組合　コープえひめ
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
169,260円～
169,260円2人

154,000円～
182,000円1人 愛媛県松山市西石井１丁目３番３０号

38010-12869381 土日祝他

1人 愛媛県松山市来住町１４８２番地１　長崎ビル３Ｆ

38010-13115581 土日祝他

車両清掃員
月給 株式会社　八西ホンダ

（ホンダカーズ八幡浜）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
150,000円～
150,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙１０９１番地

38030- 1284381

38030- 1286981 又は 8時30分～18時00分の
間の8時間程度

日祝他

日祝他

受付医療事務員（しら
はま薬局）

時給
よつばメディカルサービス　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

156,000円～
156,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目７－１５

漁師（船上作業員）
月給

福島産業　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
175,000円～
230,000円1人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜１１４７－１

38030- 1256881 日他

調理員及び職業指導員
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

不問
118,240円～
132,800円1人 愛媛県八幡浜市４３５番地１８

38030- 1257281

38030- 1258181 他

土日他

栄養士
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
143,000円～
143,000円1人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

調理員（きずな湯島）

求職者支援制度のご案内

愛媛県宇和島市高串３番耕地５９番地４2人
137,600円～
154,800円

不問
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作成日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

4月　23日
5月　11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30分～17時30分 介護福祉士
(2) 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
雇用期間の定めなし TEL. 0894-21-1674  

正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市
変形（１ヶ月単位） 　
(1) 9時00分～18時00分 介護福祉士
(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. 0894-24-6655  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

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)17時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-5029  
正社員以外 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
(2) 8時30分～12時30分 理学療法士

あんま・マッサージ
雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-2776  

正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市
変形（１年単位） 　
(1)17時00分～10時00分 大型自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-4704  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 9時50分～18時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-2210  
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生年金基金

　
(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. 0894-62-6547  
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. 0894-38-2866  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1)10時00分～20時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)11時00分～21時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-3108  
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. 0894-22-1585  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時00分 自動車整備士（３級）

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. 0894-36-2222  
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

自動車検査員

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-1155  
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. 06-6445-9501  
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～16時45分 自動二輪車免許
(2) 8時30分～17時15分 原動機付自転車免許
(3)12時00分～20時45分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-22-0400  
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. 0894-62-5009  
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。

株式会社　明幸商事 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
155,000円～
180,000円

142,800円～
183,000円2人 愛媛県八幡浜市向灘高城２２９番地１８

38030- 1271781 他

1人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地５０６番地１

38030- 1269681 他

大型トラック運転手
月給

土居商店　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
230,000円～
280,000円1人 西予市宇和町卯之町５丁目２４７－１

38030- 1272881 日祝他

介護職員
月給 社会福祉法人　ことぶき会

特別養護老人ホ－ム　ことぶき荘
雇用・労災・
健康・厚生

不問

介護職員
月給

介護職員【夜勤専従】
その他

有限会社　和家　グループホーム蘭 雇用・労災・
健康・厚生

不問
180,000円～
180,000円2人 愛媛県西予市宇和町河内１６７番地１

38030- 1273281

38030- 1274181 日祝他

他

機能訓練指導員
月給

たけし　株式会社　デイサービスようなるデイ 雇用・労災・
健康・厚生

不問
180,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市大平一番耕地７７９番地５

愛媛急配　株式会社　宇和営業所 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
282,000円～
389,000円

150,000円～
150,000円1人 西予市宇和町上松葉３２５

38030- 1241081 日祝他

1人 愛媛県西予市宇和町清沢１６３１

38030- 1240181 他

測量士・測量士補【見
習い可】

月給
有限会社　宇和測量設計事務所 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

165,000円～
285,000円1人 西予市宇和町卯之町３－４１４

38030- 1242381 日祝他

自動車教習指導員
月給

株式会社　オキノ 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下

大型トラック運転手
（九州方面）

月給

一般事務員
月給

株式会社　エーワン工業 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
130,000円～
130,000円1人 愛媛県西宇和郡伊方町中之浜３３６

38030- 1243681

38030- 1245581 他

土日祝他

店舗スタッフ（保内
店）

月給
株式会社　ヤマキ観光 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

170,000円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－２４８

133,120円～
141,440円1人 愛媛県八幡浜市大平１－７８７－１

38030- 1252981 土日他

事務員
時給

株式会社　イカイ 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下

自動車整備士
月給

株式会社　ジェイエイにしうわ 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
169,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市八代１－１－３５

38030- 1255781 日祝他

自動車整備士
月給

野村自動車　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
180,000円～
240,000円1人 西予市野村町野村１４－６５

38030- 1235981

38030- 1237481 土日祝他

日他

製造生産管理者
月給

セイナン化成　株式会社　愛媛工場 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
150,000円～
220,000円1人 八幡浜市保内町宮内６－７２－１

1人 愛媛県八幡浜市下浜田１３５５－１６

38030- 1239881 他

郵便外務業務員（伊
方・三崎郵便局）

時給
日本郵便　株式会社　八幡浜郵便局 雇用・労災・

健康・厚生
不問

145,152円～
145,152円

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

143,000円～
145,000円3人 西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 1218681

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

4月　23日
5月　11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/) 

交替制あり 　
(1) 6時00分～15時00分 フォークリフト技能者
(2) 7時00分～16時00分 電気工事士（第２種）
(3)10時00分～19時00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15分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-4680  
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. 087-882-4643  
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. 0894-62-3100  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 9時00分～18時30分
(2) 9時00分～12時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-29-9140  
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり 　
(1) 7時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-33-1200  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時30分～17時30分 介護福祉士
(2) 8時30分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-20-9333  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時30分 健康運動指導士

健康運動実践指導者

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-33-1200  
正社員以外 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

自動二輪車免許

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-0150  
正社員以外 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. 0894-24-3121  
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 普通自動車免許ＡＴ
(2)13時00分～22時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-38-2100  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-0104  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1)11時00分～20時00分 原動機付自転車免許
(2)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

　
(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. 0894-24-7863  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 7時30分～16時15分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-54-0660  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

【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。

製造機械メンテナンス
作業員（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

161,010円～
180,290円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－２８９－１

38030- 1226681

受付・歯科助手
月給

瀬尾歯科医院　瀬尾達志 雇用・労災・
健康・厚生

不問
140,000円～
160,000円1人 八幡浜市新川通り１３５２

土日他

38030- 1229481 日祝他

プログラマー
月給

株式会社　三光システム　伊方事業所
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
212,000円～
230,000円1人

歯科助手
時給

みさき歯科医院 雇用・労災不問

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- 1234681 土日祝他

コンクリート技術者
月給

南予生コンクリート協同組合 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
150,000円～
220,000円

1人 愛媛県西宇和郡伊方町三崎６９２番地２

38030- 1193781 日祝他

1人 愛媛県西予市宇和町坂戸３２１番地

38030- 1214281 日祝他

日祝他

介護福祉士
月給

たけし　株式会社　デイサービスようなるデイ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

他

介護職員（グループ
ホームまほろば）

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

38030- 1195281

日祝他

郵便外務員（野村郵便
局）

時給
日本郵便　株式会社　西予郵便局 雇用・労災・

健康・厚生
不問

137,088円～
137,088円2人 愛媛県西予市宇和町皆田１２２６－２

38030- 1203481

136,000円～
152,000円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030- 1202581

他

経理事務員（運営部）
月給

株式会社　アゴラ 雇用・労災・
健康・厚生

39歳以下
150,000円～
180,000円

他

愛媛県八幡浜市字中深１２２０－７

38030- 1206281

他

雇用・労災・
健康・厚生

不問
150,000円～
150,000円2人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１－１３

他

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～
142,650円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 1173681

他

日他

店舗運営スタッフ【店
長・店長代理候補】

月給
ピザロイヤルハット　八幡浜店 雇用・労災・

健康・厚生
18歳～39歳

190,000円～
280,000円2人 八幡浜市大正町１１８２番地１９　安全ビル１階

161,000円～
207,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２４３－６

38030- 1184481

日他

1人 愛媛県八幡浜市産業通１６－４４

38030- 1191581 日他

日給
九四生コン　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

求職者支援制度のご案内

生コン工務係

食肉加工及び商品配送
員

製材作業員
日給

八興産業　有限会社

温泉事務所スタッフ
月給

株式会社　クリエイト伊方

1人

168,750円～
180,000円1人 愛媛県西宇和郡伊方町名取３０６５番地

38030- 1192481

59歳以下

38030- 1175581

健康運動指導員（メ
ディット２１）

時給
医療法人　社団　みのり会

127,280円～
127,280円

時給 株式会社　南予ビージョイ
ミート事業部　八幡浜営業所

雇用・労災・
健康・厚生

不問
136,320円～
144,840円

38030- 1186881

労災・健康・
厚生

雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

160,000円～
210,000円1人 愛媛県八幡浜市大平一番耕地７７９番地５

38030- 1201981
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