
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)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0056  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 6時00分～15時00分 調理師
(2)10時30分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL. 089-924-9939  
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00分～17時00分 大型特殊自動車一種

雇用期間の定めなし TEL. 089-941-6155  
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 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 089-975-3934  
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 準中型一種（５トン限

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-6530  
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

自動車整備士（３級）

雇用期間の定めなし TEL. 089-941-6155  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-5009  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～16時40分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-66-0334  
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

　
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-3778  
正社員 就業場所 愛媛県西予市 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. 0894-33-1121  
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. 0894-22-0998  
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. 0894-72-3780  
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 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 089-941-6155  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
8時00分～16時30分の間の
7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30分～17時30分 看護師
(2) 8時30分～16時45分 准看護師
(3) 8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-0218  
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

38030- 1651181 日祝他

土日祝他

正・准看護師
月給

医療法人　井上眼科 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
205,000円～
285,000円1人 西予市宇和町卯之町４丁目３９３

日祝他

学校生活支援員（宇和
中学校）

時給
西予市教育委員会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

112,000円～
127,400円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

38030- 1650281

生コンクリート品質管
理員（補助）

月給
菊野生コン　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

160,000円～
200,000円1人 愛媛県八幡浜市栗野浦４８２

38030- 1678181

2人 愛媛県西予市野村町野村８－１３５－４

38030- 1676881 日祝他

機械オペレーター（正
社員）

月給
有限会社　ビー・ピー・ユニオン 雇用・労災・

健康・厚生
39歳以下

175,500円～
264,200円

38030- 1674481 日祝他

日祝他

建設作業員
月給

株式会社　河野工務店 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下
180,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市八代人加志１６９番地

日祝他

船舶修理工・溶接工
月給

濱田電機鐵工　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
170,000円～
220,000円1人 愛媛県西予市三瓶町安土４７７－１０

38030- 1672981

製材工
日給

宇和国産材加工協同組合
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
161,700円～
184,800円1人 愛媛県西予市宇和町野田４００－４

38030- 1669281

西予市宇和町卯之町２丁目４６２

38030- 1667781 日祝他

1人 愛媛県西予市宇和町瀬戸３９０－１

38030- 1682481 土他

窓口事務係（本店・共
済課）

時給
東宇和農業協同組合

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 1681581 他

事務員
日給

伊予蒲鉾　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
126,496円～
128,856円

給食調理補助員（フル
パート）

時給
医療法人　高仁会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

138,240円～
172,800円1人

125,600円～
128,400円1人

日祝他

自動車整備（八幡浜工
場）

月給
共立自動車　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
180,000円～
250,000円2人 愛媛県松山市大手町１丁目８番地８

38010-17704981

2人 愛媛県松山市南土居町１６番地１

38010-17664381 日他

2人 愛媛県松山市南高井町１６８２番地２

38010-17804881 他

他

運転手（八幡浜営業
所）

日給
共立興業株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

184,450円～
184,450円3人

道路舗装切断コア採取
（宇和支店）

月給
株式会社　愛媛カッター工業 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

愛媛県松山市大手町１丁目８番地８

38010-17774281 日祝他

ルートセールス（南
予）

月給
南商事　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
39歳以下

168,000円～
198,160円

250,000円～
250,000円

調整スタッフ
月給

有限会社　みらいフードサービス 雇用・労災・
健康・厚生

不問
160,000円～
170,000円1人 松山市山越３丁目５－２８

38010-17734181

5月　23日
6月　  5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

一般事務（八幡浜営業
所）

月給
宇和島自動車運送　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

151,240円～
174,260円2人 愛媛県松山市高岡町１８３番地１

38010-17728381 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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職種 就業時間 加入保険等

5月　23日
6月　  5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 　
7時00分～18時30分の間の 保育士
8時間程度 幼稚園教諭免許

普通自動車免許ＡＴ
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-6551  

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
土木施工管理技士２級
車両系基礎工事用運転

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-2833  
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 看護師
(2)16時30分～ 1時15分
(3) 0時30分～ 9時15分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-1121  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-22-4111  
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. 0894-22-0070  
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. 0894-22-0070  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり 　
(1) 6時30分～15時30分 介護福祉士
(2) 9時00分～18時00分
(3) 9時30分～18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

交替制あり 　
(1) 6時00分～15時00分 栄養士
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0120-247-717  
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 社会福祉士

精神保健福祉士
普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-37-2686  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時00分～17時30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. 0894-62-3211  
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30分～18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. 0894-20-8800  
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. 0894-36-0510  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 6時00分～15時30分
(2)10時00分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0733  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 6時00分～17時30分
(2) 8時30分～18時00分
(3)10時00分～19時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-72-0180  
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ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-66-0088  
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

157,500円～
270,000円2人 八幡浜市日土町２－２４４

38030- 1627181 日祝他

鉄工（見習い可）
日給

有限会社　曽根鉄工
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳以下

他

他

給食調理員
日給

西予市立野村病院 雇用・労災・
健康・厚生

不問
154,860円～
156,890円2人 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地

38030- 1620681

日祝他

1人 愛媛県八幡浜市字白浜１５３６番地５

38030- 1648581 日祝他

調理補助係（主任候
補）

月給
八幡浜日整自動車工業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

170,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙９５４－２

38030- 1619181

コンクリート製品の製
造・型枠工又は製管工

月給
興國コンクリート　株式会社　八幡浜工場 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

正看護師又は准看護師
月給

医療法人　みかんこどもクリニック
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
150,000円～
250,000円

160,000円～
220,000円2人 愛媛県八幡浜市保内町川之石字新田１－２３６－１

38030- 1618281

他

日他

自動車整備士（見習
可）

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
160,000円～
230,000円1人 愛媛県西予市宇和町下松葉５３６番地

38030- 1644081

生活相談員
月給

株式会社　オレンジハート 雇用・労災・
健康・厚生

不問
180,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１番耕地１００－１

38030- 1643181

172,800円～
216,000円1人 愛媛県八幡浜市向灘３５２（高城４）

38030- 1640781 日祝他

営業員（住宅リフォー
ム）

日給
昭和建設　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

他

栄養士（西予市）
時給

日清医療食品　株式会社　四国支店 雇用・労災・
健康・厚生

不問
138,880円～
156,240円1人 香川県高松市番町１丁目６－６　甲南アセット番町ビル　６Ｆ

37010-14040981

1人 八幡浜市向灘２２９番地１４

38030- 1666481 他

介護職員（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
155,000円～
185,000円

38030- 1664981 日祝他

日祝他

養鶏場作業員（伊方
町）

月給
愛媛マルハ　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

180,000円～
200,000円1人 愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

土日祝他

食品加工員
日給

マルハフーズ　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
164,000円～
190,600円1人 愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

38030- 1663681

正看護師【正職員】
月給

西予市立　西予市民病院 公災・健康・
厚生・財形

44歳以下
202,486円～
202,486円10人 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１

事務補助員（農村整備
第一課）

日給
南予地方局　八幡浜支局 雇用・公災・

健康・厚生
不問

136,200円～
136,200円1人 八幡浜市北浜１丁目３番３７号

38030- 1662381

土日他

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

38030- 1653381 日祝他

38030- 1658781 他

土木作業員
月給

八代開発　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問

幼稚園教諭・保育士
【野村保育所：～Ｈ３
０．１０．９】

日給
西予市役所　子育て支援課 雇用・公災・

健康・厚生
不問

142,000円～
142,000円

200,000円～
250,000円1人 八幡浜市八代１８２番地

38030- 1655981

2



作成日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

5月　23日
6月　  5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/) 

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～16時45分
(3) 8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-0218  
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 ホームヘルパー２級
(2) 9時00分～18時00分 介護職員初任者研修
(3)12時00分～21時00分 介護福祉士

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) 6時00分～14時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-0580  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 8時30分～18時00分 看護師
(2) 8時30分～12時00分 准看護師
(3) 8時30分～14時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-0030  
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 普通自動車免許一種
(2) 8時30分～17時30分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-9001  
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00分
(2)10時30分～19時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL. 089-986-3636  
正社員以外 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. 0894-24-3906  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 7時30分～16時30分
(2)11時30分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-1283  
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

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

　
(1) 7時30分～16時30分 普通自動車免許一種
(2) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許
(3) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-54-0604  
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. 0894-36-0910  
正社員以外 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
(2) 7時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-72-0064  
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

2人 愛媛県西予市野村町阿下７－１５６

38030- 1582381 他

家畜飼養作業員
日給

愛媛県農林水産研究所　畜産研究センター 雇用・労災・
健康・厚生

不問
115,770円～
115,770円

38030- 1579881 日祝他

歯ブラシ製造工
時給

株式会社　四国刷子工業 雇用・労災・
健康・厚生

不問
129,600円～
129,600円2人 八幡浜市保内町宮内１－５１８

1人 愛媛県西宇和郡伊方町二名津１１６

38030- 1571181 日祝他

配達員
月給

有限会社　堀本製材所 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
160,000円～
200,000円

他

土日祝他

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1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030- 966881

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
128,520円～
185,640円1人 愛媛県八幡浜市松柏甲７７１ー１

38030- 1608481

152,000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- 1607581 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

38030- 1603081 日祝他

38030- 1601281 他

機械工（正社員）
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

39歳以下
153,600円～
264,200円1人

窓口業務員（九四オレ
ンジフェリー：嘱託職
員）

月給
石鎚　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

152,000円～
156,500円1人 八幡浜市１５８６番地　観光センタービル１Ｆ

愛媛県西予市野村町阿下８－８６－１

土日祝他

土木作業員
日給

南工業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
180,800円～
192,100円1人 愛媛県八幡浜市８７５－１

38030- 1600881 日他

購買業務員（町見事業
所）

日給
西宇和農業協同組合 雇用・労災・

健康・厚生
不問

132,000円～
158,400円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目１２－１０

38030- 1598181

126,000円～
159,600円1人 愛媛県松山市一番町１－１４－７　フジコビルＦ　２Ｆ

38010-16910381 他

調理補助スタッフ（西
予市宇和町）

時給
富士産業株式会社　四国西事業部 雇用・労災・

健康・厚生
不問

他

ガソリンスタンド販売
員

月給
河野石油店 雇用・労災・

健康・厚生
不問

180,000円～
180,000円1人 愛媛県西予市宇和町小原６６６番地

38030- 1617881

155,000円～
295,000円1人 西予市野村町野村１１－１１０

38030- 1612681 日祝他

正・准看護師
月給

医療法人　竹林院　整形外科　井関医院
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

愛媛県八幡浜市１５２３番地２（北大黒町）

38030- 1609781 土他

市場作業員及び配送員
月給

有限会社　阿部商店 雇用・労災・
健康・厚生

不問
170,000円～
170,000円1人

他

日祝他

介護職員【資格あり】
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
186,800円～
191,800円2人 八幡浜市江戸岡１丁目２番９号

38030- 1629381

医療事務員
月給

医療法人　井上眼科 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
147,000円～
157,000円1人 西予市宇和町卯之町４丁目３９３

38030- 1628081
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作成日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

5月　23日
6月　  5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15分 作業療法士

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ヶ月単位） 　
(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. 0894-53-0776  
正社員 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. 0894-62-0363  
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

雇用期間の定めなし TEL. 0894-39-0380  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 5時30分～14時30分
(2) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL. 089-917-6560  
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. 0894-29-7550  
正社員 就業場所

変形（１ヶ月単位） 　
(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. 0894-69-1266  
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15分 看護師
(2)16時30分～ 1時15分 准看護師
(3) 0時30分～ 9時15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

　
(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  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-2454  
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. 0894-62-6428  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 7時00分～15時45分 看護師
(2) 8時30分～17時15分 准看護師
(3)10時00分～18時45分 普通自動車免許ＡＴ

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)13時00分～22時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-2200  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 7時00分～16時00分
(2) 7時45分～16時45分
(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

変形（１ヶ月単位） 　
7時00分～21時00分の間の 普通自動車免許一種
7時間程度 危険物取扱者（乙種）

危険物取扱者（丙種）
雇用期間の定めなし TEL. 089-947-1170  

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 普通自動車免許ＡＴ
(2)12時15分～21時15分

雇用期間の定めなし TEL. 092-433-0663  
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。

又は 9時00分～23時00分の
間の8時間程度

170,000円～
180,000円2人

福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０番１号　第一福岡ビルＳ館４階

40010-36288781

1人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030- 1537881

西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

38030- 1528481

一般事務員
月給 社会福祉法人　和泉蓮華会

八幡浜市運営委託園　白浜保育所

生花スタッフ（フル
パート：サンリードフ
ラワー八幡浜）

時給
有限会社　ビック（サンリードグループ）

180,000円～
230,000円

他

エリア社員（正）／保
内店

月給
株式会社　コスモス薬品 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

他

ガソリンスタンドス
タッフ／八幡浜

月給
三原産業　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳～40歳
140,630円～
172,610円2人 愛媛県宇和島市寿町２丁目９番１２号

38040- 2067781

看護補助者（三瓶病
院）

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

フロント及び接客係
月給

株式会社　イトー
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
150,000円～
210,000円1人

雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
172,850円～
180,050円2人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 1531381

他

愛媛県八幡浜市天神通１丁目１４６０－７

38030- 1534581 他

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
157,500円～
157,500円1人 愛媛県八幡浜市１５５０－２０

求職者支援制度のご案内

38030- 1556081 他

土日祝他

38030- 1527581 日祝他

事務補助員
日給

西予市役所　福祉課 雇用・公災・
健康・厚生

不問
127,260円～
127,260円1人

他

看護職員
月給

社会福祉法人　西予総合福祉会

雇用・労災・
健康・厚生

不問
127,875円～
127,875円1人 愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

5人 八幡浜市大平１－６３８

38030- 1548081 他

愛媛県西予市宇和町伊賀上４３

38030- 1547181 他

看護師（１年更新）
月給

市立八幡浜総合病院 雇用・労災・
健康・厚生

不問
161,300円～
262,200円

活魚トラック運転手
月給

有限会社　西川商運 雇用・労災・
健康・厚生

不問
250,000円～
500,000円1人

日他

配管工（見習い）
日給

真穴水道設備　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
172,900円～
247,000円1人 愛媛県八幡浜市穴井　４－１６３

38030- 1545881

愛媛県宇和島市高串３番耕地５９番地４

38040- 2156481 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- 1592981 土日祝他

日他

出荷・配送・梱包作業
員

月給
株式会社　マツモト 雇用・労災・

健康・厚生
不問

135,000円～
135,000円1人

調理員（広瀬病院）
月給 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
雇用・労災・
健康・厚生

不問

愛媛県西予市宇和町坂戸６６８

38030- 1591681 土日祝他

ＯＡ事務員
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

30歳以下
200,000円～
262,000円

2人

事務員
月給

朝日共販　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
140,000円～
170,000円1人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜６５２－１

188,200円～
220,500円1人 八幡浜市若山４番耕地１６０番地１

38030- 1583681

38030- 1586481

土日祝他

作業療法士
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
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