
発行日： 　6  月   25  日
次回発行日： 　7  月   26  日予定

(1)8時30分～17時30分 介護福祉士

雇用期間の定めなし TEL． 090-9773-2555
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

雇用期間の定めなし TEL． 0894-29-7150
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)5時00分～8時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-7062
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～12時00分 看護師
(2)13時00分～17時00分 准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-0222
パート労働者 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． 0894-89-1474
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-3737
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～21時00分
(2)8時30分～0時00分
(3)7時30分～20時00分

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30分～17時30分
(2)9時40分～15時40分

雇用期間の定めなし TEL． 090-1004-8731
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5009
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)13時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-23-2121
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-2152
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1357
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)19時00分～2時00分 普通自動車第二種免許
(2)20時00分～3時00分

雇用期間の定めなし TEL． 090-1005-7392
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)10時00分～15時00分
(2)17時00分～22時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-2877
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-0030
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-3092
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

必要な免許資格
休日

施設管理者（ホーム長）
月給 きらら・ケア　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

217,000円～
238,000円1人 愛媛県八幡浜市八代８９－２　谷野建設内

38030- 1718811

職種
年齢

採用人数
賃金形態

賃金
求人者名・所在地・求人番号・就業場所等 就業時間 加入保険等

他

介護職員
時給 有限会社　めぐみ

デイサービスセンター日土のめぐみ 雇用・労災不問
8時30分～17時30分の間の
6時間程度

820円～950円1人

看護師（デイサービス）
時給 株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町 雇用・労災不問

愛媛県八幡浜市日土町２番耕地２番４１

38030- 1104711 他

弁当調理補助員
時給 有限会社　道上商事 労災不問

810円～810円

1,100円～
1,200円2人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 1276211 他

1人 愛媛県八幡浜市１４５８－１０

38030- 1703411 土日他

交通誘導警備員
（南予地域）

日給 株式会社　オースター 雇用・労災・
健康・厚生

18歳以上
137,160円～
172,800円5人 愛媛県西予市宇和町坂戸３８８－４

38030- 1717711 日祝他

調理員（正社員）
月給 あいの里　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

172,552円～
172,552円1人 愛媛県西予市野村町松渓１号１３０９番地１

38030- 1676911 他

タクシー運転手
月給 アトムタクシー　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

142,740円～
142,740円1人 愛媛県八幡浜市産業通１０－１１

38030- 1671511 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
144,000円～
160,000円2人

仕上加工員
時給 八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災不問

愛媛県西予市宇和町坂戸４３７番地

38030-  968711 日他

給食調理補助員
（パート）

時給 医療法人　高仁会 雇用・労災・
健康・厚生

不問
800円～1,000

円

793円～793円1人 愛媛県八幡浜市昭和通１２８０

38030- 1052011 日他

2人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030-  926811 他

肥料袋詰め作業員
時給 有限会社　上田産業 労災不問

1,000円～
1,000円1人 愛媛県八幡浜市大字八代６６４－４

38030- 1644811 水木金土日祝他

採卵作業員
時給 有限会社　泉養鶏 労災不問

8時30分～13時00分の間の
4時間程度

800円～800円1人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地３７７番地

38030- 1653211 他

代行運転手
日給 代行かわりばんこ 労災18歳以上

1,000円～
1,000円4人

介護職員
（臨時職員：日勤）

月給 医療法人　竹林院　グループホーム竹の園
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

69歳以下

愛媛県西予市宇和町下松葉２２

38030- 1604211 他

ホールスタッフ
時給 肉専科　しんみや 雇用・労災不問

900円～1,200
円

140,000円～
168,000円2人 愛媛県西予市野村町野村１２－１０６

38030- 1491711 他

2人 愛媛県西予市宇和町稲生３５番地

38030- 1605511 火水他

介護職員（日勤）
時給 株式会社　元禄　デイサービスねぶの花 雇用・労災不問

9時00分～16時00分の間の
4時間以上

850円～950円3人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目１番地４

38030- 1006911 土日祝他

就職支援セミナーのご案内

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【内　容】職業選択や求職活動に必要な基本知識やスキルを学ぶセミナーです。
　　　　　①基本セミナー　②履歴書・職務経歴書セミナー　③面接セミナー
　お電話でのご予約も可能です。お気軽にハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

℡ 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://hellowork.mhlw.go.jp/）
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(1)7時30分～10時30分
(2)9時00分～12時00分
(3)10時00分～14時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5009
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)15時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-8061
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)7時30分～17時30分 ２級土木施工管理技士
１級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-4278
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～17時30分
(2)7時30分～16時30分
(3)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

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-3737
正社員 就業場所 愛媛県西予市

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-0050
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-6010
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)6時30分～8時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 080-5068-1181
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～18時00分 薬剤師
(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし TEL． 090-6887-5511
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)7時50分～17時00分 ２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-0091
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． 0894-62-5009
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～13時00分
(2)13時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-72-2277
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)0時20分～21時10分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-1283
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． 0894-22-0998
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)7時30分～16時30分 介護福祉士
(2)9時00分～18時00分 介護職員初任者研修修了者
(3)10時30分～19時30分

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)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． 0894-22-1801
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

介護職員（施設）
時給 株式会社　さくら 労災不問

厨房作業員（パート）
時給 医療法人　高仁会 労災不問

800円～1,000
円

850円～900円2人 愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

38030- 1522711 他

4人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 1503611 他

土木施工管理技士
「建設」

日給 南予重機　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
194,400円～
280,800円2人 愛媛県西予市宇和町郷内３５５６番地

38030- 1525511 日祝他

看護補助・介護職員

※60歳以上の方も応募可能です

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

59歳以下
150,000円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市古町１丁目６－１２

38030- 1278411 他

介護職員（正社員）
月給 あいの里　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

172,552円～
172,552円1人 愛媛県西予市野村町松渓１号１３０９番地１

他

弁当の配達・製造員
時給 母さんのお弁当屋さん　山本亭 労災不問

38030- 1541411 他

リネン係
時給 佐田岬リゾート　株式会社 労災不問

9時00分～15時00分の間の
3時間程度

900円～900円

5時00分～14時00分の間の
2時間以上800円～1,000

円1人 愛媛県八幡浜市１５１０－１２６

38030- 1470011

2人 愛媛県八幡浜市２１６－４（海老崎）

38030- 1553911

日他

早朝仕分け作業員
時給 ヤマト運輸　株式会社

八幡浜宅急便センター 労災不問
1,000円～
1,000円2人 愛媛県八幡浜市保内町宮内　１－５４７－１

38030- 1475711 他

薬剤師

※60歳以上の方も応募可能です

月給 八幡浜中央薬局 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
340,000円～
360,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８７０－３

38030- 1427811 日祝他

土木施工管理技士「建
設」

日給 宇和土建　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
196,350円～
300,300円2人

レジ係
時給 株式会社　今治デパート

フジマート野村店 労災不問

愛媛県西予市宇和町卯之町４－５１４

38030- 1422311 日他

調理職員（パート）
時給 株式会社　たかちほ 雇用・労災不問

800円～850円

800円～800円1人 愛媛県西予市野村町野村１２－７１６

38030- 1396811 他

1人 愛媛県西予市宇和町上松葉１６５－１

38030- 1240711 他

フェリー運航補助員
日給 石鎚　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
18歳以上

172,000円～
172,000円1人 愛媛県八幡浜市１５８６番地　観光センタービル１Ｆ

38030- 1332411 他

建築施工管理・営業員
月給 株式会社　河野工務店 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

300,000円～
400,000円1人 愛媛県八幡浜市八代人加志１６９番地

38030- 1377911 日祝他

介護職員（日勤）
時給 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
180,472円～
200,600円2人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目２番９号

愛媛県八幡浜市広瀬１丁目１番１０号

38030- 1100311 他

就職支援セミナーのご案内

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【内　容】職業選択や求職活動に必要な基本知識やスキルを学ぶセミナーです。
　　　　　①基本セミナー　②履歴書・職務経歴書セミナー　③面接セミナー
　お電話でのご予約も可能です。お気軽にハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

38030-  955011 他

交通誘導警備員
日給 八幡浜警備 雇用・労災・

健康・厚生
18歳以上

140,000円～
160,000円3人
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