
発行日： 　6  月   15  日
次回発行日： 　6  月   25  日予定

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-2005
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)11時00分～15時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0733
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
(2)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-53-0776
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)15時00分～22時00分
(2)10時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-3110
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時30分～12時00分
(2)13時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-29-1000
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 普通自動車第二種免許
(2)16時00分～20時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-24-1515
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

(1)8時00分～17時00分 大型自動車免許
車両系建設機械（解体用）運転技能者
車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2833
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． 0894-22-1357
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． 080-1996-6469
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)19時00分～2時00分 普通自動車第二種免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5757
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-6655
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)18時00分～21時00分
(2)18時30分～21時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-4002
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

原動機付自転車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-3971
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)6時00分～8時00分
(2)6時30分～8時30分
(3)12時00分～15時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 0894-62-6624
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)8時30分～13時30分 看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-1121
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

一般事務員
時給 株式会社　高原観光 雇用・労災不問

9時00分～17時00分の間の
4時間以上

900円～900円1人 愛媛県八幡浜市保内町喜木１－７０－１

職種
年齢

採用人数
賃金形態

賃金（時間換算）
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

38030- 1675611 土日祝他

レジ及び調理補助員
時給 八幡浜日整自動車工業　株式会社 労災不問

850円～850円1人

スポーツインストラクター
（アシスタント）

時給 清水商事　株式会社 労災不問

愛媛県八幡浜市松柏乙９５４－２

38030- 1677111 火木土日他

水産食品加工員
時給 朝日共販　株式会社 雇用・労災59歳以下

830円～830円

850円～850円1人 愛媛県八幡浜市千代田町１４６０

38030- 1681011 日他

2人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜６５２－１

38030- 1678711 土日他

入浴介助員
（通所リハビリ）

時給 社会福祉法人　白寿会
介護老人保健施設　西安 労災不問

940円～980円1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030- 1668911 日他

タクシー運転手
時給 アトムタクシー　株式会社 労災不問

850円～850円2人 愛媛県八幡浜市産業通１０－１１

38030- 1670211 土日祝他

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

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

38030- 1644811 水木金土日祝他

土木作業員
日給 八代開発　株式会社 雇用・労災不問

1,044円～1,305
円1人

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

愛媛県八幡浜市八代１８２番地

38030- 1650111 土日他

接客係（カウンター内）
時給 スナック　ＪａＪａ 労災20歳以上

20時00分～1時00分の間の
4時間以上1,500円～2,000

円3人 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目１４１－２

38030- 1654511 日他

代行運転手
日給 れんげ代行 労災18歳以上

800円～833円3人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目１４１－２番地

38030- 1655411 他

介護職員（入浴介助）
時給 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59歳以下

800円～800円2人

月他

新聞配達員
時給 有限会社　愛媛新聞エリアサービス

宇和島南 労災18歳以上

愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１８

38030- 1629211 日他

ホール接客係
（くいもんや３０５）

時給 有限会社　洋屋 労災20歳以上

900円～900円

3時30分～6時00分の間の2時間

1,000円～1,200
円2人 愛媛県西予市宇和町卯之町４丁目５９８

38030- 1637211

1人 愛媛県八幡浜市新町１丁目１４６５－１

38030- 1632611

他

仕分け作業員
（夏期アルバイト：
西予宅急便センター）

時給 ヤマト運輸　株式会社　西予支店 労災不問
1,000円～1,000

円4人 愛媛県西予市宇和町下松葉池の下２７－１

38030- 1638511 他

正看護師
（透析業務勤務）

時給 西予市立　西予市民病院 雇用・労災・
健康・厚生

不問
1,214円～1,214

円2人 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１

38030- 1641911 日他

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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必要な免許資格
休日

職種
年齢

採用人数
賃金形態

賃金（時間換算）
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

℡ 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/）

(1)11時00分～16時00分
(2)7時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-36-1707
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)18時00分～22時00分
(2)6時00分～8時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 000-0000-0000
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)20時00分～0時00分

雇用期間の定めなし TEL． 090-7141-3030
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)8時30分～12時30分 看護師
(2)14時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-2233
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時35分～14時25分
(2)8時35分～15時25分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-1171
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)13時30分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-33-1200
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
看護師

准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-29-1596
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-23-0011
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-6406
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

(1)9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-38-2165
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり
(1)6時47分～9時27分
(2)16時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2400
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時00分～14時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0895-22-0023
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

介護職員初任者研修修了者
准看護師

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-24-1515

パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市
変形（1年単位）
(1)10時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 089-973-3665
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

850円～920円5人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２３７－５３

38030- 1610811 他

製造職
時給 株式会社　あわしま堂 雇用・労災・

健康・厚生
不問

ファミリーホーム補助者
時給 Ｏｕｒ－ｈｏｕｓｅ 労災不問

900円～1,200円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目４５５

38030- 1617911 他

清掃員
時給 株式会社　オオタ 雇用・労災18歳以上

1,000円～1,000
円2人 愛媛県八幡浜市郷２番耕地２０９番地８

38030- 1621411 他

正看護師
時給 医療法人　ささき皮フ科クリニック 労災不問

1,200円～1,300
円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目２９６

38030- 1623311 日祝他

入力事務員
時給 共立電気計器　株式会社　愛媛工場 雇用・労災不問

895円～895円1人

日他

看護師／准看護師
（訪問入浴スタッフ）

時給 セントケア四国　株式会社
セントケア八幡浜 労災不問

愛媛県西予市宇和町坂戸４８０

38030- 1625911 土日祝他

入浴介助員（みのり園）
時給 医療法人　社団　みのり会 労災不問

840円～840円

9時00分～18時00分の間の
7時間程度1,610円～1,610

円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８－５　マルマビル１Ｆ

38030- 1595611

1人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030- 1592411

日他

正看護師
（チヨダクリニック）

時給 医療法人　青峰会 労災不問
8時45分～17時30分の間の
4時間以上1,800円～1,800

円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 1597111 他

一般事務員
（高齢者包括ケア係）

日給 西予市役所　長寿介護課 雇用・公災・
健康・厚生

不問

902円～1,145円1人

ホールスタッフ
時給 肉専科　しんみや 雇用・労災不問

愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目４３４番地１

38030- 1603811 土日祝他

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

900円～1,200円2人 愛媛県西予市宇和町稲生３５番地

38030- 1605511 火水他

4人 愛媛県西予市宇和町下松葉２２

38030- 1604211 他

選果、出荷作業スタッフ
時給 株式会社　ニュウズ 雇用・労災不問

800円～900円2人 愛媛県西宇和郡伊方町河内１４４８－１

38030- 1567411 日他

通勤バス同乗員
時給 宇和島自動車株式会社 雇用・労災不問

900円～900円1人 愛媛県宇和島市錦町３－２２ 6時50分～21時50分の間の
5時間程度

38040- 2354211 土日祝他

サービススタッフ
（八幡浜店）

時給 株式会社　大介 雇用・労災64歳以下

800円～800円1人 愛媛県宇和島市和霊元町２－２－１５

38040- 2226011 火他

ホームヘルパー
「介護」

時給 アトムタクシー株式会社
ヘルパーステーションアトム 労災不問

8時00分～18時00分の間の
2時間程度1,360円～1,800

円

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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

900円～900円1人 愛媛県松山市空港通２丁目６－３３

38010-16960511 火他

2人 愛媛県八幡浜市大平１－８７０－５

38030- 1672411 他

洗車作業員（八幡浜）
時給 ネッツトヨタ愛媛　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問
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