
発行日： 　7  月   １５ 日
次回発行日： 　7  月   ２６ 日予定

(1)10時00分～18時30分
(2)10時00分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0156
正社員 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． 0894-22-2114
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～18時45分
(2)9時00分～19時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-21-4080
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00分
(2)9時30分～18時00分
(3)10時30分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-33-3636
正社員以外 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． 0894-23-0300
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 介護福祉士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-28-1123
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

(1)8時30分～18時30分
(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1576
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． 0894-21-3900
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． 0894-36-2200
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． 0894-24-5785
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． 0894-22-3288
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)5時30分～10時30分
(2)8時30分～10時30分
(3)14時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-38-1310
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 栄養士
管理栄養士

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

変形（1年単位）
(1)7時00分～22時30分 普通自動車第二種免許
(2)9時30分～3時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0250
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-2558
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10分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-72-3780
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

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

143,240円～
212,360円1人 愛媛県西予市野村町野村８－１３５－４

38030- 1926911 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－１５３－１

38030- 1924311 他

一般事務員
（契約社員）

時給 有限会社　ビー・ピー・ユニオン 雇用・労災・
健康・厚生

不問

38030- 1960811 他

レジ担当者（正社員）
月給 株式会社　木村チェーン　保内店 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

8時00分～20時00分の間の
7時間程度136,500円～

136,500円

他

タクシー乗務員
月給 株式会社　すみれタクシー 雇用・労災・

健康・厚生
18歳以上

150,000円～
150,000円2人 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目１２－２

他

栄養士・管理栄養士
（正社員：一般職）

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
167,300円～
172,300円1人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

38030- 1956411

調理・清掃作業員
（湊浦寮）

月給 東京ケータリング　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
172,000円～
172,000円1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦８３４－１

38030- 1976111

180,000円～
371,250円1人 愛媛県八幡浜市向灘３５２

38030- 1971411 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市江戸岡２丁目５番２７号

38030- 1969711 日他

大工（見習可）
「建設」

日給 昭和建設　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問

愛媛県八幡浜市保内町川之石１－５６－１

38030- 1968111 日祝他

造園工事作業員
（見習い）

日給 株式会社　四洲園 雇用・労災・
健康・厚生

不問
184,000円～
230,000円

38030- 1963411 日他

受注事務員
月給 株式会社　国安青果 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

170,000円～
170,000円1人

日祝他

ルート営業及び配送員
日給 株式会社　アシテック 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

208,200円～
260,260円1人 愛媛県八幡浜市八代３８７番地５

他

受付及び医療事務員
月給 医療法人　よりみつ眼科 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

145,000円～
145,000円1人 愛媛県八幡浜市１２２７番地３

38030- 1984111

サービス提供責任者
（ヘルパーステーション
くじら）

月給 医療法人　青峰会
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
175,700円～
228,300円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 1983911

170,000円～
250,000円2人 愛媛県八幡浜市向灘２３５１番地２

38030- 1982611 他

1人 愛媛県西予市三瓶町朝立１－５４９－１

38030- 1981311 他

一般事務員（本社）
月給 株式会社　マルミ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県八幡浜市昭和通１５１０－１１３

38030- 1980011 水日祝他

レジ係
時給 株式会社　Ａコープ西日本

Ａコープみかめ
雇用・労災・
健康・厚生

不問
134,400円～
134,400円

38030- 1979211 火他

受付・歯科助手
月給 ことり歯科クリニック 雇用・労災・

健康・厚生
39歳以下

154,000円～
183,000円2人

木日祝他

自動車販売営業員
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
300,000円～
500,000円2人 愛媛県八幡浜市松柏乙１０９１番地

必要な免許資格
休日

歯科助手
月給 上田歯科医院 雇用・労災59歳以下

125,000円～
125,000円1人 愛媛県八幡浜市広瀬一丁目７－４０

38030- 1754411

職種
年齢

採用人数
賃金形態

賃金（月額換算）
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/）
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(1)8時30分～17時00分 看護師

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30分 柔道整復師
(2)8時30分～12時30分 理学療法士

作業療法士
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ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分 看護師
(2)16時30分～9時00分 准看護師

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

交替制あり
(1)8時15分～17時30分
(2)5時30分～17時00分
(3)9時45分～19時15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30分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-3811
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり

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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分 保育士

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)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-5652
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

(1)8時15分～17時15分

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

(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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時45分～17時30分 准看護師
(2)7時00分～15時45分
(3)9時30分～18時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-28-1123
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

(1)7時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-3331
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1年単位）
(1)9時00分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-0777
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時30分 日商簿記２級

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-3355
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時15分
(2)17時00分～9時00分

雇用期間の定めなし TEL． 089-992-3856
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～16時45分 自動二輪車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 0894-62-0150
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

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

郵便外務員
（西予郵便局）

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
155,520円～
155,520円1人 愛媛県西予市宇和町皆田１２２６－２

38030- 1883411

160,000円～
240,000円1人 愛媛県八幡浜市栗野浦５７４番地７７　八幡浜浄化センター内

38030- 1882511 他

1人 愛媛県八幡浜市浜之町１８０

38030- 1881211 土日祝他

運転技術員
（施設管理）

月給 株式会社　日本管財環境サービス
八幡浜事業所

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下

愛媛県八幡浜市保内町宮内１－１８２－１

38030- 1878311 他

経理事務員
月給 小川富也税理士事務所

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
150,000円～
250,000円

38030- 1870911 他

一般事務員
月給 株式会社　八幡浜自動車教習所 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

162,000円～
162,000円1人

他

養豚作業員
時給 有限会社　宇和ピッグファーム社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

187,200円～
260,000円2人 愛媛県西予市宇和町明間４６１５

日他

准看護師
（コンフォート神山）

月給 社会福祉法人　弘正会
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
173,000円～
219,700円2人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６－３

38030- 1915011

仕上加工員
（保内倉庫）

日給 八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
137,030円～
137,030円2人 愛媛県八幡浜市昭和通１２８０

38030- 1909911

140,100円～
143,400円1人 愛媛県西宇和郡伊方町九町　６－８４０－１

38030- 1903211 土日祝他

1人 愛媛県八幡浜市１４７８番地（新町３丁目）

38030- 1897711 土日祝他

職業指導員または
生活支援員
（障がい者）

月給 社会福祉法人　伊方福祉会 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

愛媛県八幡浜市１５５０－２０

38030- 1893311 日祝他

一般事務員
月給 三泰商事　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
160,000円～
200,000円

38030- 1889711 土日他

保育士
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
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
179,800円～
187,400円1人

日他

製造作業員（前処理）
月給 オレンジベイフーズ　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
18歳～44歳

6時00分～23時00分の間の
8時間156,370円～

172,620円3人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－２８９－１

自動車板金塗装工
月給 安全自動車　有限会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
180,000円～
220,000円1人 愛媛県八幡浜市１１９９－１（昭和通り）

38030- 1886611

146,539円～
218,999円2人 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地

38030- 1951111 他

1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030- 1945811 他

給食調理員
月給 西予市立野村病院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県八幡浜市大平一番耕地７７９番地５

38030- 1941611 日祝他

正・准看護師（施設）
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
208,700円～
247,400円

38030- 1937811 土日祝他

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
195,000円～
260,000円1人

看護師
月給 市立八幡浜総合病院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

182,806円～
182,806円2人 愛媛県八幡浜市大平１－６３８
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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)5時00分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1115
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
(2)16時00分～1時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0018
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-69-1388
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1年単位）
(1)6時00分～15時00分 中型自動車免許
(2)5時00分～10時00分 ８トン限定中型自動車免許
(3)13時00分～17時00分 大型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-21-6812
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～17時00分 医療事務資格
(2)8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-2311
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時15分 看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-3377
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

交替制あり
(1)7時00分～16時00分 保育士
(2)8時00分～17時00分
(3)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-3066
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)6時00分～17時00分
(2)8時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-64-1180
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分 二級自動車整備士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-1613
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． 0894-62-2009
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． 0894-36-1425
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． 0894-62-0282
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1年単位）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-3120
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． 0894-66-0088
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時45分～18時30分 歯科衛生士
(2)8時45分～13時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-6618
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)6時00分～15時00分 調理師
(2)7時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-23-2940
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

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

日祝他

調理員（湯島の里）
月給 社会福祉法人　八幡浜市社会福祉協議会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

165,900円～
165,900円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙１１０１番地

38030- 1803911

歯科衛生士
月給 おか　うのまち歯科 雇用・労災・

健康・厚生
不問

170,000円～
250,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目１９９番地１

38030- 1802611

165,000円～
273,000円2人 愛媛県八幡浜市日土町２－２４４

38030- 1801311 日祝他

2人 愛媛県西予市明浜町渡江２６－６

38030- 1800011 土日他

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

44歳以下

38030- 1799611 日他

鮮魚加工スタッフ
（フルパート）

時給 株式会社　宇和島海道 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
8時00分～17時00分の間の
7時間以上133,875円～

154,500円

土日祝他

建築施工管理者
（現場監督）

月給 株式会社　下元工務店
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
183,000円～
300,000円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１３８９番地

日祝他

ルート営業及び配送員
月給 豊洋産業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

160,000円～
310,000円2人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２３６－１０５

38030- 1798311

選果工
時給 株式会社　宇都宮物産 雇用・労災・

健康・厚生
不問

172,800円～
190,080円2人 愛媛県西予市宇和町坂戸６８３

38030- 1796411

250,000円～
300,000円1人 愛媛県八幡浜市沖新田１５８１番地２２

38030- 1793811 日祝他

1人 愛媛県西予市明浜町高山甲３５２９番地 6時00分～17時00分の間の
8時間程度

38030- 1866211 日他

自動車整備士
月給 株式会社　丸商サービス 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

愛媛県西予市三瓶町朝立２番耕地５５番地３

38030- 1864711 日祝他

漁船作業員
月給 有限会社　マルヨシ水産 雇用・労災・

健康・厚生
不問

250,000円～
400,000円

38030- 1863111 土日祝他

保育士
月給 社会福祉法人　三瓶福祉会 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

173,782円～
245,502円2人

日祝他

訪問看護師
月給 一般社団法人　八幡浜医師会

訪問看護ステーション
雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
225,000円～
225,000円1人 愛媛県八幡浜市広瀬１丁目７番１７号

土他

医療事務員
月給 近藤医院 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

180,000円～
180,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町１丁目３７６－２

38030- 1856711

運転手
月給 有限会社　愛媛畜産

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
230,000円～
250,000円1人 愛媛県西予市三瓶町和泉甲６８２－１

38030- 1854911

143,000円～
250,000円2人 愛媛県西予市宇和町大江１８８番地１

38030- 1852311 他

2人 愛媛県八幡浜市千代田町１４６０

38030- 1850411 他

販売・接客係
月給 有限会社　ウエスト（サテライト西予） 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県八幡浜市沖新田１５２２－８

38030- 1884011 土他

ホール係
（ひかり５号）

月給 清水商事　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

18歳～44歳
193,400円～
238,400円

販売・配達員
月給 株式会社　八幡浜魚函

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
150,000円～
200,000円2人

3 



発行日： 　7  月   １５ 日
次回発行日： 　7  月   ２６ 日予定

必要な免許資格
休日

職種
年齢

採用人数
賃金形態

賃金（月額換算）
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
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交替制あり
(1)7時00分～15時30分 危険物取扱者（乙種）
(2)8時30分～17時00分
(3)10時00分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 0894-62-3211
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． 0894-89-3838
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～18時15分 看護師
(2)8時15分～17時15分 准看護師
(3)8時15分～12時45分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-20-0600
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時15分

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

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

(1)7時50分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-3266
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1年単位）
(1)7時45分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-2125
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(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

(1)8時30分～17時30分 看護師
准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-5009
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～19時00分 歯科衛生士
(2)9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-2466
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)6時15分～15時00分
(2)8時15分～17時00分
(3)10時30分～19時15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00分～17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

交替制あり
(1)9時00分～23時00分
(2)13時00分～23時00分

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30分～17時00分 三級自動車整備士
二級自動車整備士

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 その他の福祉・介護関係資格

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-2011
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00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． 0894-62-5029
正社員 就業場所 愛媛県西予市

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

他

介護職員
日給 有限会社　和家　グループホーム蘭 雇用・労災・

健康・厚生
不問

152,400円～
174,040円2人 愛媛県西予市宇和町河内１６７番地１

38030- 1846911

サービス管理責任者
【管理者候補】

月給 ＮＰＯ法人　ＳＨＯＷ－ＹＡ 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
200,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町小原６７９番地

38030- 1845611

180,000円～
191,000円1人 愛媛県八幡浜市八代１－１－３５

38030- 1843011 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市保内町喜木１－７０－１

38030- 1841511 他

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
61歳以下

愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２４７－１

38030- 1786211 土日祝他

ホール係
（ルート保内）

日給 株式会社　高原観光 雇用・労災・
健康・厚生

18歳以上
155,672円～
155,672円

38030- 1839111 他

一般事務員
月給 土居商店　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

170,000円～
210,000円1人

日祝他

調理員
月給 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
143,000円～
143,000円2人 愛媛県八幡浜市保内町磯崎２１１４番地３

他

歯科衛生士
月給 医療法人　エルム会　菊池歯科医院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

200,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立１－３１０－４８

38030- 1831811

看護職員
（嘱託職員：日勤）

月給 医療法人　高仁会 雇用・労災・
健康・厚生

60歳以上
190,000円～
220,000円2人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 1826011

140,000円～
160,000円3人 愛媛県八幡浜市広瀬１丁目１番１０号

38030- 1824511 他

2人 愛媛県西予市宇和町皆田１５０６

38030- 1822811 土日祝他

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

愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２３７－７４

38030- 1820111 金

紙加工員（宇和工場）
日給 宇和特紙　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

146,200円～
146,200円

38030- 1791111 他

ハウスクリーニング
作業員

月給 株式会社　クリーンハウスきくち 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
140,000円～
200,000円1人

他

看護補助・介護職員
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

日祝他

一般事務員
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
35歳以下

180,000円～
220,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

38030- 1816511

正・准看護師
月給 医療法人　にしわき眼科クリニック 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

195,000円～
290,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目４番５号

38030- 1814811

185,800円～
196,600円1人 愛媛県西予市宇和町瀬戸９６０番地１

38030- 1809411 日祝他

1人 愛媛県西予市宇和町下松葉５３６番地

38030- 1805711 他

自動車板金・塗装工
日給 株式会社　サヤオート 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

ガス・ガソリン
スタンド販売員

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

4 


