
作成日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時30分～18時00分 歯科衛生士
(2) 8時30分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-3122  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 7時15分～16時00分
(2) 9時15分～18時00分
(3)10時15分～19時00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

　
(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) 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. 0894-24-0024  
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) 9時30分～18時15分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-3773  
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

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-1334  
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

雇用期間の定めなし TEL. 090-1700-8392  
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

交替制あり 　
(1) 9時00分～17時00分
(2)22時00分～ 6時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-0029  
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

　
(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) 7時00分～17時00分 中型自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-3008  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 9時30分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ

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

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 9時00分～18時00分
(2) 9時00分～17時00分
(3) 9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-5250  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(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. 0894-62-3092  
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

【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。

7月   12日
7月   25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

歯科衛生士
月給

王子の森歯科（医療法人　王子の森会） 雇用・労災・
健康・厚生

不問
175,000円～
185,000円1人 八幡浜市五反田１－１－２

38030- 2158281

他

日祝他

介護職員（臨時職員）
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
151,572円～
169,932円2人 愛媛県八幡浜市保内町磯崎２１１４番地３

38030- 2159181

一般事務員
月給

大西船具　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下

一般事務員
月給

株式会社　エーワン工業

日他

1人 愛媛県西宇和郡伊方町中之浜３３６

38030- 2162581 土日祝他

雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
130,000円～
130,000円

170,000円～
229,000円1人 愛媛県八幡浜市沖新田１５２６番地の４８

38030- 2155481

介護職員（開明の杜）
時給

社会福祉法人　西予総合福祉会 雇用・労災・
健康・厚生

不問
148,096円～
148,096円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 2146981

日祝他

他

事務員
月給

有限会社　八幡浜ダイハツモータース
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
140,000円～
150,000円1人 愛媛県八幡浜市八代１丁目１－３７

38030- 2147581

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

受注事務員（正社員）
月給

農業生産法人　株式会社　ミヤモトオレンジガーデン

他

1人 愛媛県八幡浜市川上町川名津甲３８８

38030- 2152681 土日他

雇用・労災・
健康・厚生

39歳以下
140,000円～
150,000円

136,800円～
162,450円5人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２３７－５３

38030- 2153981

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
125,000円～
220,000円2人

コンビニエンスストア
店員【店長候補】

月給
セブンイレブン　西予宇和町卯之町店・宇和中央店

雇用・労災不問
180,000円～
180,000円2人 愛媛県西予市宇和町卯之町四丁目５５０番地

38030- 2126181

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

八幡浜市保内町宮内６－７２－１

38030- 2131781

愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

38030- 2139581 又は 7時30分～20時30分の
間の8時間程度

他

土日祝他

歯科助手
月給

宮部歯科医院

肉牛飼育作業員
時給

増田畜産 雇用・労災不問

食肉加工販売員（正社
員）

月給
有限会社　ゆうぼく 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

165,920円～
214,720円1人 愛媛県西予市野村町阿下５－８３４

38030- 2142181

雇用・労災・
健康

44歳以下
150,000円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市新港４３５－１７

月他

38030- 2120981 日祝他

162,000円～
210,000円2人 愛媛県西予市宇和町坂戸５５３－１

38030- 2144381

西予市宇和町卯之町５丁目９６７番地８

38030- 2121581

大型トラック運転手
月給

丸忠運輸　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
230,000円～
230,000円1人

日祝他

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- 2122481 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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作成日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

7月   12日
7月   25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/) 

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時30分～17時00分 中型一種（８ｔ限定）

雇用期間の定めなし TEL. 0894-69-1666  
正社員 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) 7時00分～16時00分 普通自動車免許一種

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

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 確定拠出年金

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

変形（１年単位） 　
(1) 7時00分～15時00分
(2)15時00分～22時00分
(3)22時00分～ 7時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-23-2121  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(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

交替制あり 　
10時00分～ 1時00分の間の
8時間程度

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-3121  
正社員以外 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-29-1000  
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 大型自動車免許一種

フォークリフト技能者

雇用期間の定めなし TEL. 0895-89-1332  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL. 089-903-1000  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１年単位） 　
(1) 6時00分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～17時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-72-0555  
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. 0894-37-2040  
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. 0895-44-2122  
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 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. 0897-33-9111  
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。

168,700円～
192,800円1人

構内作業員（古紙分
別・回収作業）

日給
株式会社カネシロ　西予リサイクルセンター

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下

愛媛県西予市宇和町永長１５４１－１

38030- 2123781 日他

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1人 八幡浜市保内町喜木２－２０－３

38030- 2124881

日他

日祝他

養殖作業員
月給

西中水産　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

39歳以下
200,000円～
250,000円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立１－３２０－４

38030- 2125281

薬局事務職（正社員化
予定）／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
135,000円～
135,000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

40010-53739481 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

日他

38030- 2099981 日祝他

愛媛県西予市宇和町下松葉３７８番地５

38030- 2096081 日他

葬祭スタッフ（ルミ
エール東宇和）

時給
東宇和農業協同組合

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
151,300円～
162,475円

紙すき工（フルパー
ト）

時給
八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

155,700円～
164,350円3人

1人 西予市宇和町卯之町２丁目４６２

八幡浜市昭和通１２８０

38030- 2100181

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- 2103681

他

一般事務員
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

不問

土日祝他

受付・フロア係（ＣＬ
ＵＢＤＡＭ、インター
ネットカフェ）

時給
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

134,400円～
143,360円1人 八幡浜市中深１２２０－７

38030- 2104981

他

大型トラック運転手
月給

渡辺運送　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問

157,500円～
157,500円1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

320,000円～
320,000円1人 愛媛県西予市城川町下相８８３番地１

38030- 2109281

38030- 2105581 他

青汁製造作業員
月給

株式会社　グリーンヒル 雇用・労災・
健康・厚生

不問

一般事務
月給 株式会社　ベネフィット・ワン

松山オペレーションセンター
雇用・労災・
健康・厚生

不問

日祝他

10人 松山市藤原２丁目８番８号

38010-23089381 土日祝他

136,000円～
175,000円

141,000円～
160,000円1人 西予市野村町阿下６号３８０番地

38030- 2090581

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 愛媛県八幡浜市保内町須川２０－１

38030- 2092781

サービスエンジニア
（宇和営業所）

月給 ロジスネクストユニキャリア　株式会社
四国支社

雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
160,000円～
260,000円1人

日他

愛媛県新居浜市北新町９－３

38050- 4087981 日祝他

38040- 2884081 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

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

7月   12日
7月   25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/) 

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

　
(1) 8時30分～17時15分 医療事務士
(2) 7時15分～16時00分
(3) 8時00分～16時45分

雇用期間の定めなし TEL. 089-943-7737  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

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) 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

　
(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. 0894-62-0150  
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) 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

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

　
(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 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 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) 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. 0894-76-0623  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(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

【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。

医療事務／八幡浜市
月給

株式会社　ニチイ学館　松山支店 雇用・労災・
健康・厚生

不問
119,250円～
127,200円3人

鳥取県米子市両三柳３２３番地１　大共ビル１Ｆ

31020-10148581

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
175,000円～
220,000円

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

38010-22358981

174,100円～
222,861円1人 愛媛県松山市山越６丁目１５－１７

38010-22996681

2人

土日祝他

日祝他

生コン工務係
日給

日他

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

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

食肉加工及び商品配送
員

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

日他

1人 愛媛県西予市宇和町皆田１２２６－２

38030- 2016581 他

九四生コン　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
168,750円～
180,000円1人

136,320円～
144,840円1人 愛媛県八幡浜市産業通１６－４４

38030- 2017481

日他

愛媛県西宇和郡伊方町名取３０６５番地

38030- 2015981

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- 2022381

土日他

日他

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

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

仕上加工員（本社）
日給

59歳以下
127,699円～
129,600円1人

1人 愛媛県西予市宇和町岡山５４８－１

38030- 2032981

愛媛県西予市宇和町清沢１９２０－１

38030- 2025581

日他

八幡浜市昭和通１２８０

38030- 2031681 日他

他

八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

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

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

38030- 2037281

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

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

他

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町５－２８６－１

38030- 2046181 日他

200,000円～
250,000円

149,200円～
167,100円2人 八幡浜市向灘２２９番地１４

38030- 2050481

郵便外務業務員（伊方
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1人 愛媛県八幡浜市下浜田１３５５－１６

38030- 2052881 他

八幡浜市大正町１１８２番地１９　安全ビル１階

38030- 2058981 他

38030- 2054181 土日祝他

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

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

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

7月   12日
7月   25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/) 

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. 0894-82-0008  
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) 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

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

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

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 7時30分～ 2時30分 大型自動車免許二種
(2) 6時30分～22時30分 普通自動車免許二種
(3)11時00分～ 3時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-23-1000  
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. 0893-25-5544  
正社員 就業場所 愛媛県大洲市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時30分～16時45分 普通自動車免許一種
(2)11時45分～20時15分
(3)14時30分～23時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 088-871-3303  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

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

　
(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30分～17時30分

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) 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. 0894-36-2005  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時00分
(2)12時00分～21時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-64-1330  
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. 0894-89-5053  
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. 0894-24-5300  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～16時45分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-3500  
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。

配送・営業・製造補助
員

月給
株式会社　媛囃子 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

163,000円～
183,000円1人 愛媛県西予市城川町魚成４５９８

38030- 2068481

愛媛県八幡浜市１２８０－９

38030- 2074581 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

土日祝他

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

275,000円～
355,000円3人

145,000円～
165,000円1人 八幡浜市１５３６－１１８

38030- 2080681

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- 2081981

愛媛県西宇和郡伊方町三崎６９２番地２

38030- 2087181 日祝他

歯科助手
時給

みさき歯科医院 雇用・労災不問

日他

他

バス及びタクシー運転
手

月給
株式会社　富士タクシー

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下

127,280円～
127,280円1人

140,000円～
270,000円2人 愛媛県八幡浜市１４６０－７３

38030- 2089381

日他

駐車場係（ＤＩＶＯ宇
和店）

月給 （株）セントラル
（セントラルグループ遊技部門）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳以上

鳶・土工作業員（建
設）

日給
株式会社　堀山組 雇用・労災・

健康・厚生
18歳以上

161,000円～
276,000円2人 愛媛県大洲市徳森１６２０

38080- 1544981

150,000円～
150,000円1人 高知県高知市和泉町８－８

日祝他

保育士
日給

八幡浜市役所 雇用・労災・
健康・厚生

不問

39010-16445981 他

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

130,560円～
130,560円2人

166,540円～
166,540円4人 八幡浜市北浜１丁目１－１

38030- 2011181

介護職員（契約社員：
デイサービスまほろ
ば）

時給
医療法人　社団　みのり会

愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030- 2008581 日祝他

1人 愛媛県西予市宇和町野田４００－４

38030- 2007981 日祝他

雇用・労災・
健康・厚生

不問

温浴施設業務員（パー
ト社員）

時給
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
不問

129,600円～
129,600円1人

一般事務員
日給

株式会社　高原観光 雇用・労災・
健康・厚生

不問
124,425円～
124,425円1人 八幡浜市保内町喜木１－７０－１

38030- 2010281

求職者支援制度のご案内

38030- 2004081

土日祝他

一般事務員
日給

株式会社　井上電化サービス 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
110,880円～
110,880円

愛媛県西予市明浜町高山甲４６１番地１

38030- 1995381

1人 愛媛県八幡浜市松柏丙１２８－７

1人 愛媛県西予市宇和町上松葉５９０－１

38030- 1999481

火他

日他

土木測量設計技術者
月給

株式会社　八周 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
138,000円～
250,000円

土日祝他

受注事務員
月給

八水蒲鉾　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

39歳以下
160,000円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２４２－４

38030- 2006681 土他
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